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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を許諾するもの

ではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and conditions of Sales』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侵害への保証を含む）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。

本ドキュメントの内容を予告なしに変更することがあります。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。この情報は予告なく変更されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとし

ないでください。

インテル®  64アーキテクチャーのプロセッサーには、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。

ハイパースレッディング・テクノロジーを利用するには、ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したイ

ンテル®  プロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および同技術に対応したチップセットと BIOS、

OS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。HTテクノロジーに対応し

たプロセッサーの情報等、詳細については http://www.intel.co.jp/jp/info/hyperthreading/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、仮想マシンモニター（VMM）、および、用途により、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ます。インテル®  バーチャライゼー

ション・テクノロジーに対応した BIOS、仮想マシンモニター（VMM）アプリケーションは、現在開発中です。

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

Intel、インテル、Intelロゴ、Centrino、Intel Atom、Intel Core、Itanium、Pentium、Xeon、Intel NetBurst、Intel 

SpeedStep、Intel XScale、MMX、VTuneは、アメリカ合衆国および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。

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。

本書で紹介されている注文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、http://www.intel.co.jp/を参照してください。

Copyright © 1997-2011 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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1
 はじめに
本書では、IA-32アーキテクチャー・プロセッサーとインテル ® 64アーキテクチャー・プ

ロセッサーのパフォーマンス特性を利用して、ソフトウェアを最適化する方法について説

明する。

本書で説明する最適化手法は、次のプロセッサー・ファミリーに適用される :

• インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

• 拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem ベースのプロセッサー

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Westmere ベースのプロセッサー

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge ベースのプロセッサー

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

• インテル ® Core™ Duo プロセッサー・ファミリー

• インテル ® Core™ Solo プロセッサー・ファミリー

• インテル ® Pentium® M プロセッサー・ファミリー

本書の対象読者は、ソフトウェア・プログラマーとコンパイラー開発者である。本書の読

者は、IA-32 アーキテクチャーの基礎知識をよく理解し、『Intel® 64 and IA-32 Architecture

Software Developer's Manual』（全 5巻）を参照する必要がある。多くを理解する上で、イン

テル ® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーについて熟知している必要がある。また、基

礎となるマイクロアーキテクチャーに関する知識が必要である。

本書で説明する高性能ソフトウェア開発向けの設計ガイドラインは、現在および将来の IA-

32 プロセッサーとインテル ® 64 プロセッサーのほとんどにおいて適用できる。説明する

コーディング規則とコード最適化手法は、インテル ® Core® マイクロアーキテクチャー、

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー、インテル ® Pentium® Mプロセッサー・マイク

ロアーキテクチャーを対象としている。大部分のコーディング規則は、インテル ® 64アー

キテクチャーの 64ビット・モード、インテル ® 64アーキテクチャーの互換モード、IA-32

モード（IA-32モードは IA-32アーキテクチャーとインテル® 64アーキテクチャーでサポー

トされる）で実行されるソフトウェアに適用される。64ビット・モードに固有のコーディ

ング規則については、個別に記載する。
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1.1 アプリケーションのチューニング

インテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサー上で最大限の性能を引き出すためアプリ

ケーションをチューニングするには、以下の基礎知識が必要である。

• インテル ® 64アーキテクチャーと IA-32アーキテクチャー

• C言語とアセンブリー言語

• パフォーマンスに影響を与えるアプリケーションのホットスポット領域

• コンパイラーの最適化機能

• アプリケーションのパフォーマンスの評価手法

インテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーは、アプリケーションのホットスポッ

ト領域の分析と特定を支援するツールである。このツールは、インテル ® Core™ i7 プロ

セッサー、インテル ® Core™2 Duo プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサー、

インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ® Pentium® 4 プロセッサー、インテル ®

Xeon® プロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロセッサー上で、一連のパフォーマンス監

視イベントを使ってアプリケーションを監視し、コードの実行時に収集されたパフォーマ

ンス・イベント・データを分析できる。随時最新のプロセッサーをサポートするが詳細に

ついては、インテル ® VTune™ Amplifier XE (VTune™ パフォーマンス・アナライザーの新

バージョン）のリリースノートを参照されたい。

本書では、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーのパフォーマンス監視イベントによって、

パフォーマンス・カウンターを使って収集される情報についても説明する。

1.2 本書について

インテル ® Xeon® プロセッサー 3000/3200/5100/5300/7200/7300番台、インテル ® Pentium®

デュアルコア・プロセッサー、インテル ® Core™2 Duoプロセッサー、インテル ® Core™2

Quadプロセッサー、インテル ® Core™2 Extremeプロセッサーは、インテル ® Core™ マイ

クロアーキテクチャーをベースにしている。本書で使用する「インテル ® Core™2 Duo プ

ロセッサー」は、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのすべてのプロ

セッサーを示す。

インテル ® Xeon® プロセッサー 3100/3300/5200/5400/7400 番台、インテル ® Core™2 Quad

プロセッサー Q8000番台、インテル ® Core™2 Extremeプロセッサー QX9000番台は、45nm

拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーをベースにしている。

インテル ® Core™ i7 プロセッサー、インテル ® Xeon® プロセッサー 3400/5500/7500 番台

は、45nm インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem をベースにしている。インテル
® マイクロアーキテクチャー Westmereは、インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem

の 32nmバージョンである。インテル ® Xeon® プロセッサー 5600番台と各種のインテル ®

Core™ i7、i5、i3プロセッサーは、インテル ® マイクロアーキテクチャー Westmereをベー

スにしている。 

インテル ® Core™ i7 プロセッサー 2xxx 番台は、インテル ® マイクロアーキテクチャー

Sandy Bridgeをベースにしている。 
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本書で使用する「インテル ® Pentium® 4 プロセッサー」は、Intel NetBurst® マイクロアー

キテクチャー・ベースのすべてのプロセッサーを示す。これには、インテル ® Pentium® 4

プロセッサーと、Intel NetBurst® アーキテクチャーをベースにする多くのインテル ® Xeon®

プロセッサーが含まれる。必要な場合には、それぞれの違いを特記する（例えば一部のイ

ンテル ® Xeon® プロセッサーは 3次キャッシュを搭載している）。

デュアルコア インテル ® Xeon® プロセッサーLVは、インテル ® Core™ Duoプロセッサー

およびインテル ® Core™ Soloプロセッサーと同じアーキテクチャーをベースにしている。

インテル ® Atom™ プロセッサーは、インテル ® Atom™ マイクロアーキテクチャーをベー

スにしている。

以下では、本書の各章について説明する。

• 第 1章「はじめに」：本書の目的と構成について説明する。

• 第 2章「インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキ

テクチャー」：IA-32プロセッサー・ファミリーとインテル ® 64プロセッサー・ファミ

リーのマイクロアーキテクチャー、そしてソフトウェア最適化に関連したその他の機

能について説明する。

• 第 3章「一般的な最適化ガイドライン」：コード開発と最適化の一般的な手法について

説明する。これらの手法は、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー、拡張版イ

ンテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー、Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャー、インテル ® Pentium® Mプロセッサー・マイクロアーキテクチャーの一般的な

機能を利用するすべてのアプリケーションに適用される。

• 第 4章「SIMDアーキテクチャー向けのコーディング」：インテル ® MMX™ テクノロ

ジー、ストリーミング SIMD 拡張命令（SSE）、ストリーミング SIMD 拡張命令 2

（SSE2）、ストリーミング SIMD 拡張命令 3（SSE3）、ストリーミング SIMD 拡張命令

3 補足命令（SSSE3）、ストリーミング SIMD 拡張命令 4.1（SSE4.1）でサポートされ

る、SIMD 整数命令と SIMD 浮動小数点命令を使用するための手法と概念について説

明する。

• 第5章「SIMD整数アプリケーション向けの最適化」：128ビットSIMD整数命令を使用す

るアプリケーション向けの最適化のヒントと共通ビルディング・ブロックについて説

明する。

• 第 6章「SIMD浮動小数点アプリケーション向けの最適化」：単精度および倍精度 SIMD

浮動小数点命令を使用するアプリケーション向けの最適化のヒントと共通ビルディン

グ・ブロックについて説明する。

• 第 7章「キャッシュ利用の最適化」：PREFETCH命令とキャッシュ制御命令を使用して

キャッシュ利用とキャッシュ・パラメーターを最適化する方法について説明する。

• 第 8章「マルチコアとハイパースレッディング・ テクノロジー」：最高の性能スケーリ

ングが得られるようにマルチスレッド・アプリケーションを最適化するガイドライン

や手法を説明する。これらのガイドラインや手法は、マルチコア・プロセッサー、ハ

イパースレッディング・テクノロジー対応プロセッサー、またはマルチプロセッサー

（MP）システムが対象の場合に使用する。
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• 第 9章「64ビット・モードのコーディング・ガイドライン」：アプリケーション・ソフ

トウェアが 64 ビット・モードで動作するように作成するための、追加のコーディン

グ・ガイドラインについて説明する。 

• 第10章「テキスト処理 /字句解析 /構文解析におけるSSE4.2とSIMDプログラミング」：

SSE4.2 とその他の拡張命令を使用してテキスト / 文字列処理や字句 / 構文解析のアプ

リケーションを改善する SIMD手法について説明する。

• 第 11章 「インテル ®
 アドバンスト・ベクトル・エクステンションの最適化」： これまで

の世代の 128 ビットの SSE ベクトル命令の機能を拡張するとともに、ベクトルのレジ

スター幅を拡張することで 256 ビットの演算をサポートする、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）の最適化について説明する。

• 第 12章「モバイル利用時における電力の最適化」：モバイル・プロセッサーの省電力手

法に関する背景説明を行い、バッテリー持続時間の延長のために開発者が利用できる

推奨事項を紹介する。

• 第 13章「インテル ®
 Atom™ マイクロアーキテクチャーとソフトウェアの最適化」：イ

ンテル ® Atom™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー・ファミリーの

マイクロアーキテクチャーと、インテル ® Atom™ マイクロアーキテクチャーを対象

にしたソフトウェア最適化手法について説明する。

• 付録 A「アプリケーション・ パフォーマンス・ツール」：アセンブリー・コードを記述

することなく、アプリケーション・パフォーマンスの分析と強化を行うツールについ

て説明する。

• 付録 B「パフォーマンス監視イベントの使用」：インテル ® Pentium® 4プロセッサーの

パフォーマンス監視イベントにより収集される情報について説明する。これらのパ

フォーマンス指標を使用して、プログラマーは、アプリケーションが Intel NetBurst®

マイクロアーキテクチャーの機能をどの程度効果的に利用しているかを判断できる。

• 付録 C「命令のレイテンシーとスループット」：IA-32命令のレイテンシーとスループッ

トのデータを示す。最近のプロセッサー・ファミリー固有の命令タイミングデータに

ついて説明する。

• 付録 D「スタックのアライメント」：スタックベースのデータアクセスにおけるパフォー

マンスを最適化する、スタック・アライメントの規則と手法について説明する。

• 付録 E「規則と推奨事項のまとめ」：本書で説明している規則とチューニングの推奨事

項をまとめたものである。
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1.3 参考情報

インテル ® アーキテクチャー、手法、プロセッサー・アーキテクチャーの用語の詳細は、

以下の資料を参照のこと。

• 『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual』（全 5巻）

• 『AP-485Jインテル ® プロセッサーの識別と CPUID命令』

• 『Developing Multi-threaded Applications: A Platform Consistent Approach』

• インテル ® C++コンパイラーのドキュメントとオンラインヘルプ

• インテル ® Fortranコンパイラーのドキュメントとオンラインヘルプ

• インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーのドキュメントとオンラインヘルプ

• 『Using Spin-Loops on Intel Pentium 4 Processor and Intel Xeon Processor MP』

その他の関連リンクを以下に示す。

• ソフトウェア・ネットワークのリンク：

http://www.intel.co.jp/jp/software/（日本語）

• デベロッパー・センター：

http://www.intel.co.jp/jp/software/dc/（日本語）

• プロセッサー・サポート全般のリンク：

http://www.intel.co.jp/jp/support/processors/（日本語）

• ソフトウェア製品およびパッケージ：

http://www.intel.co.jp/jp/software/products/index.htm（日本語）

• インテル ® 64プロセッサーおよび IA-32プロセッサーのマニュアル（PDF版のダウン

ロード）：

http://developer.intel.com/products/processor/manuals/（英語）

• インテル ® マルチコア・テクノロジー：

http://developer.intel.com/multi-core/（英語）

• ハイパースレッディング・テクノロジー（HTテクノロジー）：

http://www.intel.co.jp/jp/technology/hyperthread/（日本語）

• SSE4.1アプリケーション・ノート：インテル® ストリーミング SIMD拡張命令 4による

動き検索

http://softwarecommunity.intel.com/articles/eng/1246.htm（英語）

• SSE4.1アプリケーション・ノート：インテル® ストリーミング SIMD拡張命令 4による

メモリー・スループットの向上

http://softwarecommunity.intel.com/articles/eng/1248.htm（英語）
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• プロセッサー・トポロジーおよびキャッシュトポロジーのホワイトペーパーとサンプ

ルコード

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-64-architecture-processor-topology-enumeration/

（英語）
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2

インテル ®

 64 プロセッサー・アーキテクチャー
と IA-32 プロセッサー・アーキテクチャー 
本章では、最新世代のインテル ® 64プロセッサーと IA-32プロセッサー（インテル ® マイ

クロアーキテクチャー Sandy Bridgeベースのプロセッサーと、インテル ® Core™ Soloプロ

セッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Pentium® M プロセッサーな

ど、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー、拡張版インテル ® Core™ マイクロアー

キテクチャー、インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem、Intel NetBurst® マイクロ

アーキテクチャー・ベースのプロセッサー）におけるソフトウェア最適化に関連するプロ

セッサーの機能について概説する。これらの機能には、以下のものが含まれる。

• 高クロックレートかつ高スループットでの命令実行が可能なマイクロアーキテク

チャー、高速なキャッシュ階層、高速システムバス

• インテル ® Core™ i7プロセッサー、インテル ® Core™ 2 Extremeプロセッサー、インテ

ル ® Core™ 2 Quadプロセッサー、インテル ® Core™ 2 Duoプロセッサー、インテル ®

Core™ Duoプロセッサー、インテル ® Pentium® Dプロセッサー、インテル ® Pentium®

プロセッサー エクストリーム・エディション1、クアッドコア インテル ® Xeon® プロ

セッサー、デュアルコア インテル ® Xeon® プロセッサーで利用可能なマルチコア・

アーキテクチャー

• ハイパースレッディング・テクノロジー2（HTテクノロジー）のサポート

• インテル ® 64プロセッサーのインテル ® 64アーキテクチャー

• SIMD 拡張命令：インテル ® MMX® テクノロジー、ストリーミング SIMD 拡張命令

（SSE）、ストリーミング SIMD拡張命令 2（SSE2）、ストリーミング SIMD拡張命令 3

（SSE3）、ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令 （SSSE3）、ストリーミング SIMD

拡張命令 4.1（SSE4.1）、ストリーミング SIMD拡張命令 4.2（SSE4.2）

• 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）

1. クアッドコア・プラットフォームを利用するには、インテル® Xeon® プロセッサー 3200/3300/5300/5400/7300

番台、インテル ® Core™ 2 Extreme プロセッサー QX6000/QX9000 番台、またはインテル ® Core™ 2

Quad プロセッサー、および適切なチップセット、BIOS、OS が必要である。6 コア・プラットフォー

ムを利用するには、インテル ® Xeon® プロセッサー 7400番台および適切なチップセット、BIOS、OS

が必要である。デュアルコア・プラットフォームを利用するには、インテル ® Xeon® プロセッサー

3000/3100 番台、インテル ® Xeon® プロセッサー 5100/5200/7100 番台、インテル ® Core™ 2 Duo プロ

セッサー、インテル ® Core™ 2 ExtremeプロセッサーX6800、デュアルコア インテル ® Xeon® プロセッ

サー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、インテル ® Pentium® Dプロセッサー、またはインテル ®

Pentium® プロセッサー エクストリーム・エディション、および適切なチップセット、BIOS、OSが必

要である。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る。

2. ハイパースレッディング・テクノロジーを利用するには、ハイパースレッディング・テクノロジーに

対応したインテル ® プロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および同技術に対応したチッ

プセットと BIOS、OSが必要である。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る。 
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インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、パフォーマンスとバランスがとれた電力効率の

高いマイクロアーキテクチャーが導入された。デュアルコア インテル ® Xeon® プロセッ

サーLV、インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサーでは、

拡張されたインテル® Pentium® Mプロセッサーのマイクロアーキテクチャーが採用されて

いる。インテル ® Core™ 2 プロセッサー・ファミリー、インテル ® Core™ 2 Extreme プロ

セッサー・ファミリー、インテル ® Core™ 2 Quadプロセッサー・ファミリー、インテル ®

Xeon® プロセッサー 3000/3200/5100/5300/7300番台は、電力効率に優れた高性能のインテル
® Core™ マイクロアーキテクチャーをベースにしている。インテル ® Xeon® プロセッサー

3100/3300/5200/5400/7400番台、インテル ® Core™ 2 Extremeプロセッサー QX9600/Q9700番

台、インテル ® Core™ 2 Quadプロセッサー Q9000/Q8000番台は拡張版インテル ® Core™ マ

イクロアーキテクチャーをベースにしている。インテル ® Core™ i7プロセッサーは、イン

テル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem をベースにしている。インテル ® Xeon® プロ

セッサー 5600 番台とインテル ® Core™ i7、i5、i3 プロセッサーは、インテル ® マイクロ

アーキテクチャー Westmereをベースにしている。 

インテル ® Core™ i7 プロセッサー 2xxx 番台は、インテル ® マイクロアーキテクチャー

Sandy Bridgeをベースにしている。 

インテル ® Core™ 2 Extreme プロセッサー QX6700、インテル ® Core™ 2 Quad プロセッ

サー、インテル ® Xeon® プロセッサー 3200/5300番台は、クアッドコア・プロセッサーで

ある。インテル ® Pentium® 4プロセッサー、インテル ® Xeon® プロセッサー、インテル ®

Pentium® Dプロセッサー、インテル ® Pentium® プロセッサー エクストリーム・エディショ

ンは、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーをベースにしている。 

2.1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeは、インテル ® Core™ マイクロアーキ

テクチャーおよびインテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemの成功を受けて開発され

た。以下の革新的な機能を提供している。

• 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）

－ 128ビットのインテル ® ストリーミング SIMD拡張命令（インテル ® SSE）の 256

ビット浮動小数点命令セットへの拡張により、128 ビットコードと比べパフォー

マンスが最大 2倍向上

－ 非破壊デスティネーションの採用により、より柔軟なコーディング手法を実現

－ 256ビット AVXコード、128ビット AVXコード、レガシー 128ビット SSEコー

ド間の柔軟な移行および共存をサポート

• 機能が強化されたフロントエンドおよび実行エンジン

－ 新たなデコード済み命令キャッシュの実装により、フロントエンドの帯域幅を向

上および分岐の予測ミスのペナルティーを軽減

－ 高度な分岐予測

－ マクロフュージョンの追加サポート

－ ダイナミック・エグゼキューション範囲の拡大
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－ マルチ精度整数算術の拡張（ADC/SBB、MUL/IMUL）

－ LEA帯域幅の向上

－ 一般的な実行ストール（読み出しポート、ライトバック競合、バイパス・レイテ

ンシー、パーシャル・ストール）の削減

－ 高速な浮動小数点例外処理

－ XSAVE/XRSTORE命令のパフォーマンスの向上、および新しい XSAVEOPT命令

の追加

• キャッシュ階層の改善によるデータパスの拡大

－ メモリ操作のための 2つのシンメトリックなポートにより、帯域幅が倍増

－ バッファー増加により、より多くの in-flightロードおよびストアを同時に操作

－ 各サイクルで 2つのロードと 1つのストアを実行可能な内部帯域幅

－ プリフェッチの改善

－ 高帯域幅および低レイテンシーの LLCアーキテクチャー

－ オンダイ・インターコネクトの高帯域幅リング・アーキテクチャー

• システムオンチップのサポート

－ グラフィックス・エンジンとメディア・エンジンの統合

－ PCIEコントローラーの統合

－ メモリー・コントローラーの統合

• インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

－ TDPヘッドルームの改善により、CPUコアおよび内蔵グラフィックス・ユニット

のパフォーマンスを向上

2.1.1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge のパイ

プラインの概要

図 2-1 に、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge をベースとするプロセッ

サー・コアのパイプラインおよび主要構成要素を示す。パイプラインは以下で構成されて

いる。 

• 命令をフェッチし、マイクロオペレーション（µOP）にデコードするインオーダー発

行フロントエンド。フロントエンドは、プログラムが実行する可能性の最も高いパス

からマイクロオペレーション（µOP）の連続的なストリームを次のパイプライン・ス

テージに供給する。

• 1サイクルあたり最大 6つのマイクロオペレーション（µOP）をディスパッチするアウ

トオブオーダー・スーパースケーラー実行エンジン。入力ソースが準備でき、実行リ

ソースが利用可能になり次第実行できるように、割り当て / リネームブロックがマイ

クロオペレーション（µOP）を「データフロー」順序に並べ替える。
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• 検出された例外など、マイクロオペレーション（µOP）の実行結果が元のプログラム

順序になることを確実にするインオーダー・リタイアメント・ユニット。

パイプライン中の命令の流れは以下の行程に要約できる。

1. 分岐予測ユニットは、プログラムから次に実行するコードブロックを選択する。プ

ロセッサーは、次のリソース内で（順番どおりに）コードを検索する。

a. デコード済み命令キャッシュ

b. レガシーのデコード・パイプラインによってデコードされた命令キャッシュ 

c. 必要に応じて、L2キャッシュ、ラストレベル・キャッシュ（LLC）およびメモリー 

図 2-1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge のパイプラインの構造

ポート 0 ポート 1 ポート 5 ポート 2 ポート 3 ポート 4
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2. コードに対応するマイクロオペレーション（µOP）がリネーム /リタイアメント・ブ

ロックに送信される。プログラムの順番どおりにスケジューラーに入るが、データ

フロー順序に従ってスケジューラーから実行そして割り当て解除される。同時に準

備できたマイクロオペレーション（µOP）は、一般に FIFO順序で操作される。 

3 つのスタックに配置されている実行リソースを使用して、マイクロオペレーショ

ン（µOP）が実行される。各スタックの実行ユニットは、命令のデータタイプに関

連付けられる。 

分岐の予測ミスは分岐実行時に通知される。正しいパスからマイクロオペレーショ

ン（µOP）を供給するようにフロントエンドに指示される。プロセッサーは、分岐

の予測ミスよりも前の処理と正しいパスからの処理をオーバーラップできる。 

3. 並列性および最高のパフォーマンスを実現するため、メモリー操作が管理およびリ

オーダーされる。L1 データキャッシュにミスがあった場合、L2 キャッシュを参照

する。データキャッシュはノンブロッキングで、複数のミスを同時に処理できる。 

4. 例外（フォールト、トラップ）は、フォールトが発生した命令のリタイアメント（ま

たは、リタイアメントの試行）時に通知される。 

インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジーが有効であれば、インテル ® マイクロ

アーキテクチャー Sandy Bridge をベースとする各プロセッサー・コアは、2 つの論理プロ

セッサーをサポートできる。

2.1.2 フロントエンド

この節では、フロントエンドの主な特性について説明する。表 2-1に、フロントエンドの

構成要素、その機能、扱う問題の一覧を示す。

表 2-1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeのフロントエンドの構成要素

構成要素 機能 パフォーマンスの課題

命令キャッシュ 命令バイトの 32Kバイトのバッキングス

トア

ホットな命令バイトへの高速アクセス

レガシー・デコー

ド・パイプライン 

マイクロオペレーション（µOP）キュー

およびデコード済み命令キャッシュに供

給された命令をマイクロオペレーション

（µOP）にデコードする。

レガシーのインテル ® プロセッサーと

同じデコード・レイテンシーおよび帯

域幅を提供する。

デコード済み命令キャッシュのウォー

ムアップ

デコード済み命令

キャッシュ

マイクロオペレーション（µOP）キュー

にマイクロオペレーション（µOP）のス

トリームを供給する。

レガシー・デコード・パイプラインよ

りも低いレイテンシーおよび低い消費

電力でより高いマイクロオペレーショ

ン（µOP）帯域幅を提供する。

MSROM レガシー・デコード・パイプラインとデ

コード済み命令キャッシュの両方からア

クセス可能な、複雑な命令のマイクロオ

ペレーション（µOP）のセットを保持
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2.1.2.1 レガシー・デコード・パイプライン

レガシー・デコード・パイプラインは、命令トランスレーション・ルックアサイド・バッ

ファー（ITLB）、命令キャッシュ（ICache）、命令プリデコーダー、命令デコードユニット

で構成される。

命令キャッシュと ITLB

命令フェッチは、ITLBを通じて命令キャッシュに対して 16バイト境界の参照を行う。命

令キャッシュは、命令プリデコーダーにサイクルごとに 16バイトを供給できる。表 2-1に、

前世代の命令キャッシュと ITLBの比較を示す。

ITLB でミスが生じた場合、DTLB と ITLB に共通の第 2 レベルの TLB（STLB）をルック

アップする。ITLBミスおよび STLBヒットのペナルティーは 7サイクルである。

命令プリデコーダー

プリデコード・ユニットは、命令キャッシュから16バイトを受け入れて、命令長を判断する。

以下のレングス変更プリフィクス（LCP）は、デフォルトの命令長と異なる命令長を意味

する。このため、命令長のデコード時に LCPあたり 3サイクルの追加ペナルティーが発生

する。以前のプロセッサーでは、1 つまたは複数の LCP を含む各 16 バイト・チャンクに

対して 6サイクル・ペナルティーが発生する。通常、16バイト・チャンクに含まれる LCP

は 1 つだけであるので、ほとんどの場合、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy

Bridgeでは、以前のプロセッサーと比べペナルティーは改善される。

分岐予測ユニット

（BPU）

次に実行されるコードブロックを判断し、

デコード済み命令キャッシュとレガ

シー・デコード・パイプラインの参照を

推進する。

分岐の予測ミスを軽減することで、パ

フォーマンスおよび電力効率を向上す

る。

マイクロオペレー

ション（µOP）

キュー

デコード済み命令キャッシュとレガ

シー・デコード・パイプラインからマイ

クロオペレーション（µOP）をキューに

格納する。

フロントエンド・バブルの隠蔽。一定

の速度で実行マイクロオペレーション

（µOP）を提供する。

表 2-2 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeの命令キャッシュと ITLB

構成要素
インテル ® マイクロアーキテク

チャー Sandy Bridge

インテル ® マイクロアーキテク

チャー Nehalem

命令キャッシュのサイズ 32Kバイト 32Kバイト 

命令キャッシュの連想性

（ウェイ）

8 4

ITLB 4Kページエントリー

数

128 128

ITLBラージページ（2Mま

たは 4M）エントリー数

8 7

表 2-1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeのフロントエンドの構成要素

構成要素 機能 パフォーマンスの課題
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• オペランド・サイズ・オーバーライド（66H）：ワード /ダブルワード即値データを持つ

命令の先頭に付く。このプリフィクスは、コードが 32 ビットより小さい 16 ビット・

データ・タイプ、Unicode処理、画像処理を使用している場合に出現する。

• アドレス・サイズ・オーバーライド（67H）：リアルモード、ビッグリアル・モード、

16ビット保護モード、または 32ビット保護モードで、mod r/mを持つ命令の先頭に付

く。このプリフィクスは、ブート・コード・シーケンスに出現する。

• インテル ® 64命令セットの REXプリフィクス（4xh）は、2つの命令（MOVオフセット

と MOV 即値）のサイズを変更できる。ただし、LCP のペナルティーは発生しないの

で、LCPとはみなされない。 

命令デコード

命令をマイクロオペレーション（µOP）にデコードする 4 つのデコードユニットで構成さ

れる。最初のデコーダーは、最大で 4 つのマイクロオペレーション（µOP）で構成される

すべての IA-32命令とインテル ® 64命令をデコードできる。残りの 3つのデコードユニッ

トは、単一マイクロオペレーション（µOP）命令を処理する。4つすべてのデコードユニッ

トは、マイクロフュージョンやマクロフュージョンなど、一般的なケースにおける単一マ

イクロオペレーション（µOP）のフローをサポートしている。 

デコーダーから発行されたマイクロオペレーション（µOP）は、マイクロオペレーション

（µOP）キューとデコード済み命令キャッシュに送られる。4つのマイクロオペレーション

（µOP）よりも長い命令の場合は、MSROMからマイクロオペレーション（µOP）が生成さ

れる。MSROMからの帯域幅は 1サイクルあたり 4マイクロオペレーション（µOP）であ

る。MSROMからマイクロオペレーション（µOP）が生成される命令は、レガシー・デコー

ド・パイプラインまたはデコード済み命令キャッシュから開始できる。

マイクロフュージョン

マイクロフュージョンでは、同一命令の複数のマイクロオペレーション（µOP）が単一の

複雑なマイクロオペレーション（µOP）にまとめられる。複雑なマイクロオペレーション

（µOP）は、マイクロフュージョンされなかった場合と同じ回数、アウトオブオーダー実行

コアにディスパッチされる。 

マイクロフュージョンを利用すると、デコード帯域幅を損ねることなく、複合命令セット・

コンピューター（CISC）命令セットを使いメモリーとレジスター間の操作を行い、実際の

プログラム動作を表現できる。マイクロフュージョンでは、デコードからリタイアメント

に供給される命令帯域幅が向上し、消費電力が減少する。 

単一マイクロオペレーション（µOP）命令を使用して命令シーケンスをコーディングする

と、コードサイズが大きくなり、レガシー・パイプラインからのフェッチ帯域幅を圧迫す

る。 

すべてのデコーダーで処理が可能なマイクロフュージョンされたマイクロオペレーショ

ン（µOP）の例を以下に示す。

• 即値のストアを含めた、メモリーに対するすべてのストア。ストアは内部でストア -ア

ドレスとストア -データの 2つの異なる機能として実行される。

• ロード操作と演算操作を組み合わせたすべての命令（ロード +op）。例：
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• ADDPS XMM9, OWORD PTR [RSP+40]

• FADD DOUBLE PTR [RDI+RSI*8]

• XOR RAX, QWORD PTR [RBP+32]

• 「ロードおよびジャンプ」形式のすべての命令。例 :

• JMP [RDI+200]

• RET

• 即値とメモリーオペランドを持つ CMPおよび TEST命令。

RIP 相対アドレス指定を行う命令は、以下の場合にはマイクロフュージョンの対象になら

ない。

• 即値の追加が必要な場合。例：

• CMP [RIP+400], 27

• MOV [RIP+3000], 142

• 命令が、RIP 相対アドレス指定を使用して間接ターゲットが指定された制御フロー命

令である場合。例：

• JMP [RIP+5000000]

このような場合、マイクロフュージョンできない命令により、デコーダー 0は 2つのマイ

クロオペレーション（µOP）を発行する必要があり、デコード帯域幅の損失を招く。 

64ビット・コードでは、グローバルデータに RIP相対アドレス指定が一般的である。この

ようなケースではマイクロフュージョンできないため、32 ビット・コードを 64 ビット・

コードに移植する際にパフォーマンスが低下することがある。

マクロフュージョン

マクロフュージョンでは、2 つの命令が単一のマイクロオペレーション（µOP）にマージ

される。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、このハードウェアによる最適

化は、マクロフュージョン可能な命令ペアの 1番目と 2番目に特定の条件がある。 

• マクロフュージョンされるペアの1番目の命令はフラグを変更する。以下の命令はマク

ロフュージョン可能である :

－ インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem：CMP、TEST 

－ インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge：CMP、TEST、ADD、SUB、

AND、INC、DEC

－ 以下の場合に、これらの命令をマクロフュージョンできる。 

• 1番目のソース /デスティネーション・オペランドがレジスターである。

• 2番目のソースオペランド（存在する場合）が即値、レジスター、非 RIP相対

メモリーのいずれかである。

• マクロフュージョン可能なペアの 2 番目の命令は条件分岐である。表 3-1 にマクロ

フュージョン可能な分岐との組み合わせを示す。
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1番目の命令がキャッシュラインのバイト 63で終了し、2番目の命令が次のキャッシュラ

インのバイト 0で始まる条件分岐である場合、マクロフュージョンは行われない。

このような命令ペアは多くのタイプのアプリケーションに含まれる可能性があるため、再

コンパイルされない既存のバイナリーでも、マクロフュージョンによってパフォーマンス

が向上する。 

マクロフュージョンされたそれぞれの命令は、単一のディスパッチで実行される。これに

よって、レイテンシーが減少し、実行リソースが解放される。また、リネーム / リタイア

帯域幅の向上、仮想ストレージの拡大、少ないビット数で処理量を増加することによる省

電力も実現できる。

2.1.2.2 デコード済み命令キャッシュ

デコード済み命令キャッシュは、基本的にはレガシー・デコード・パイプラインのアクセ

ラレーターである。デコード済み命令キャッシュでは、デコードされた命令を格納するこ

とにより、以下の機能が可能になる。

• 分岐予測ミスでのレイテンシーの減少 

• アウトオブオーダー・エンジンへのマイクロオペレーション（µOP）供給帯域幅の拡大 

• フロントエンドの消費電力の削減

デコード済み命令キャッシュは、命令デコーダーの出力をキャッシュに蓄える。実行のた

めにマイクロオペレーション（µOP）が次に要求されると、デコード済み命令キャッシュ

からデコードされたマイクロオペレーション（µOP）が取り出される。これによって、マ

イクロオペレーション（µOP）のフェッチステージとデコードステージをスキップでき、

フロントエンドの消費電力およびレイテンシーが削減される。デコード済み命令キャッ

シュはマイクロオペレーション（µOP）の 80% 以上の平均ヒット率を達成し、さらに

「Hotspot」のヒット率は通常 100%近くになる。  

一般的な整数プログラムの平均命令長は、1 命令あたり 4 バイト未満で、フロントエンド

がバックエンドに先立って、スケジューラーが命令レベルの並列処理を見つけ易いように

広い範囲を満たす。ただし、インテル ® SSEメディア・アルゴリズムや過度にアンロール

されたループなど、基本ブロックが多くの命令で構成されるパフォーマンスが高いコード

の場合は、1 サイクルあたり 16 命令バイトが制約になることがある。デコード済み命令

キャッシュの 32バイト指向はそのようなコードに役立ち、この制約が回避される。

デコード済み命令キャッシュは、時間的局所性と空間的局所性でプログラムのパフォーマ

ンスを自動的に向上させる。ただし、デコード済み命令キャッシュの潜在的能力を十分に

利用するには、内部構成を理解する必要がある。 

デコード済み命令キャッシュは 32のセットで構成される。各セットに 8つのウェイが含ま

れる。各ウェイは最大 6 つのマイクロオペレーション（µOP）を保持できる。デコード済

み命令キャッシュは最大 1536のマイクロオペレーション（µOP）を保持できる。

以下は、デコード済み命令キャッシュにマイクロオペレーション（µOP）が格納されるルー

ルの一部である。 

• ウェイのすべてのマイクロオペレーション（µOP）は、コード内で静的に隣接し、同

じアライメントされた 32バイト領域内の EIPを持つ。 
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• 同じ 32バイトにアライメントされたチャンクに最大3つのウェイを割り当てることが

できるため、オリジナルの IA プログラムの 32 バイト領域あたり、合計 18 のマイク

ロオペレーション（µOP）をキャッシュに格納できる。

• 複数のマイクロオペレーション（µOP）をウェイに分割することはできない。

• 1ウェイあたり、最大 2つの分岐が許容される。

• MSROMをオンにする命令があると、ウェイ全体が消費される。

• 条件分岐以外の分岐は、ウェイの最後のマイクロオペレーション（µOP）である。

• マイクロフュージョンされたマイクロオペレーション（µOP）（ロード +opおよびスト

ア）は 1つのマイクロオペレーション（µOP）として保持される。

• マクロフュージョンされた命令のペアは 1つのマイクロオペレーション（µOP）として

保持される。

• 64ビット即値を伴う命令では、即値を保持するのに 2つのスロットが必要である。

こうした制約によりマイクロオペレーション（µOP）をデコード済み命令キャッシュに格

納できない場合、レガシー・デコード・パイプラインから供給される。レガシー・パイプ

ラインからマイクロオペレーション（µOP）が供給された場合、デコード済み命令キャッ

シュからのマイクロオペレーション（µOP）のフェッチは次の分岐のマイクロオペレーショ

ン（µOP）までは再開できない。頻繁に切り替えると、ペナルティーが発生する可能性が

ある。 

デコード済み命令キャッシュは、事実上、命令キャッシュと ITLBに含まれる。つまり、デ

コード済み命令キャッシュにマイクロオペレーション（µOP）がある命令は、オリジナル

の命令バイトが命令キャッシュに存在する。命令キャッシュの排出はデコード済み命令

キャッシュからも排出される必要があり、この場合、必要なラインだけが排出される。

デコード済み命令キャッシュ全体がフラッシュされることがある。この 1つの理由として

ITLBエントリーの排出が考えられる。それ以外の理由は通常アプリケーション・プログラ

マーからは見えず、例えば CR3でのマッピングや CR0および CR4での機能やモードの有

効化など、重要な制御が変更になったときに発生する。また、例えば CS ベースアドレス

がゼロに設定されていないなど、デコード済み命令キャッシュが無効になっているケース

もある。

2.1.2.3 分岐予測

分岐予測では、分岐ターゲットを予測し、実際の分岐の実行パスが判明するずっと前から

命令の実行を開始できる。すべての分岐が予測に分岐予測ユニット（BPU）を利用する。

このユニットは、分岐の EIPだけでなく、この EIPに実行が到達した実行パスに基づいて、

ターゲットアドレスを予測する。BPUは以下の分岐タイプを効率的に予測できる。 

• 条件分岐

• 直接コールおよびジャンプ

• 間接コールおよびジャンプ

• リターン
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2.1.2.4 マイクロオペレーション（µOP）キューおよびループストリーム検出器
（LSD）

マイクロオペレーション（µOP）キューはフロントエンドとアウトオブオーダー・エンジ

ンを分離する。図 2-1 に示すように、マイクロオペレーション（µOP）生成とリネーマー

の間にある。このキューは、フロントエンドのマイクロオペレーション（µOP）の各種の

ソースで発生するバブルを隠蔽するのに有効であり、各サイクルで実行に向けて 4つのマ

イクロオペレーション（µOP）が確実に供給される。

マイクロオペレーション（µOP）キューは、特定の命令タイプに対してポストデコード機

能を提供する。特に、演算処理とすべてのストアを組み合わせたロードでは、インデック

ス付きアドレス指定が使用されると、デコーダーやデコード済み命令キャッシュでは単一

のマイクロオペレーション（µOP）として示される。マイクロオペレーション（µOP）キュー

では、これはアンラミネーションと呼ばれる過程により 2 つのマイクロオペレーション

（µOP）（1 つはロード、もう一方は演算）に細分化される。一般的な例は、以下の「ロー

ド +演算」命令である。

ADD RAX, [RBP+RSI] ; rax := rax + LD( RBP+RSI )

同様に、以下のストア命令にはレジスターソースが 3 つあり、「ストアアドレス生成」と

「ストアデータ生成」のサブコンポーネントに分割される。

MOV [ESP+ECX*4+12345678], AL

アンラミネーションによって生成される追加のマイクロオペレーション（µOP）は、リネー

ム帯域幅とリタイアメント帯域幅を使用する。ただし、これによって全体的な消費電力を

削減するという利点がある。インデックス付きアドレス指定（一般に配列処理の場合に生

じる）に影響されるコードでは、ベース（またはベース +ディスプレースメント）アドレ

ス指定を使用するリコード・アルゴリズムで、ロード + 演算命令とストア命令をフュー

ジョンさせることにより、パフォーマンスを向上できることがある。 

ループストリーム検出器（LSD） 

ループストリーム検出器は、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーで導入された。

LSD は、マイクロオペレーション（µOP）キューにある小さなループを検出し、ロックす

る。分岐予測ミスで必然的に終了するまで、どのキャッシュからもマイクロオペレーショ

ン（µOP）のフェッチ、デコード、または読み取りがない状態となり、マイクロオペレー

ション（µOP）キューからループストリームが抽出される。 

以下の属性のループが LSD/マイクロオペレーション（µOP）キューの再実行の対象となる。

• 32命令バイトの最大 8つのチャンクフェッチ 

• 最大 28のマイクロオペレーション（µOP）（28以下の命令）

• すべてのマイクロオペレーション（µOP）がデコード済み命令キャッシュに

もある

• 実行される分岐が 8つを超えてはならず、いずれも CALLや RETではない

• 不一致なスタック操作は許されない。例えば、POP命令よりも多い PUSH命

令は許されない 

大量の計算を行うループ、検索、文字列の移動は、上記の特性に当てはまることが多い。 
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状況に応じてループキャッシュ機能を使用する。パフォーマンスが高いコードを作成する

には、LSD機能をオーバーフローしても、通常はループアンロールを行う方がパフォーマ

ンス的に望ましい。

2.1.3 アウトオブオーダー・エンジン

アウトオブオーダー・エンジンは、消費電力特性に優れ、以前の世代と比べ、パフォーマ

ンスが向上している。依存関係の連鎖を検出し、正しいデータフローを保持したまま、ア

ウトオブオーダーで実行に送出する。依存関係の連鎖が 2次データ・キャッシュ・ライン

などのリソースを待機している場合、別の連鎖からマイクロオペレーション（µOP）を実

行コアに送る。このため、1サイクルあたりに実行される命令数（IPC）の全体的なレート

が増加する。

アウトオブオーダー・エンジンは、「図 2-1：コア機能図」に示すように、リネーム /リタ

イアメント・ブロックとスケジューラーの 2つのブロックから構成される。

アウトオブオーダー・エンジンには、以下の主要構成要素が含まれる。

リネーマー：マイクロオペレーション（µOP）をフロントエンドから実行コアに移動する。

マイクロオペレーション（µOP）間の不正な依存関係を排除し、マイクロオペレーション

（µOP）のアウトオブオーダー実行を可能にする。

スケジューラー：すべてのソースオペランドの準備が整うまで、マイクロオペレーション

（µOP）をキューに格納する。できる限り先入れ先出し（FIFO）順序に従い、準備の出来た

マイクロオペレーション（µOP）をスケジュールし、利用可能な実行ユニットにディスパッ

チする。 

リタイアメント：命令およびマイクロオペレーション（µOP）を順番にリタイアさせ、

フォールトおよび例外を処理する。

2.1.3.1 リネーマー

リネーマーは、図 2-1 のインオーダー部分とスケジューラーのデータフローの橋渡しを行

う。サイクルごとに最大 4 つのマイクロオペレーション（µOP）をマイクロオペレーショ

ン（µOP）キューからアウトオブオーダー・エンジンに移動する。リネーマーはサイクル

ごとに最大 4つのマイクロオペレーション（µOP）（マイクロおよびマクロフュージョンさ

れていない状態、マイクロフュージョンされた状態、またはマクロフュージョンされた状

態）を送出できるが、これは発行ポートがサイクルごとに 6つのマイクロオペレーション

（µOP）をディスパッチするのに相当する。この過程では、アウトオブオーダー・コアは以

下のステップを実行する。

• マイクロオペレーション（µOP）のソースとデスティネーションをマイクロアーキテ

クチャー上のソースとデスティネーションにリネームする。

• マイクロオペレーション（µOP）にリソースを割り当てる。例えば、ロードバッファー

やストアバッファーなど。

• マイクロオペレーション（µOP）を適切なディスパッチ・ポートにバインドする。 
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マイクロオペレーション（µOP）によってはリネーム中に実行が完了するものがあり、そ

の場合、実行が完了した時点でパイプラインから削除され、事実上実行帯域幅に影響しな

い。例えば、以下のようなものである。

• ゼロイディオム（依存関係解消イディオム）

• NOP

• VZEROUPPER

• FXCHG

以前のマイクロアーキテクチャーでは各サイクルで 1つの分岐しか割り当てることができ

なかったのに対し、リネーマーは各サイクルで 2つの分岐を割り当てることができる。こ

れによって、実行時の一部のバブルを解消できる。

インデックス・レジスターを使用する、マイクロフュージョンされたロード操作とストア

操作は 2 つのマイクロオペレーション（µOP）に分解され、リネーマーが各サイクルで使

用可能な 4つのスロットのうち 2つが消費される。

ゼロイディオム（依存関係解消イディオム）

通常の命令を使用してレジスターの内容をゼロにクリアーすることにより、命令の並列性

を向上できる。リネーマーは、デスティネーション・レジスターのゼロ評価時にこれを検

出する。 

可能な場合は以下のいずれか 1つの依存関係解消イディオムを使用して、レジスターをク

リアーする。 

• XOR REG, REG

• SUB REG, REG

• PXOR/VPXOR XMMREG, XMMREG

• PSUBB/W/D/Q XMMREG, XMMREG

• VPSUBB/W/D/Q XMMREG, XMMREG

• XORPS/PD XMMREG, XMMREG

• VXORPS/PD YMMREG, YMMREG

ゼロイディオムはリネーマーによって検出および削除されるため、実行レイテンシーはな

い。

もう 1つ別に「1 イディオム」という依存関係解消イディオムがある。 

• CMPEQ XMM1, XMM1; "1 イディオム "はすべての要素をすべて「1」に設定する

この場合、マイクロオペレーション（µOP）の実行が必要であるが、入力データに関係な

く、出力データは常に「すべて 1」であることがわかっているため、ゼロイディオムの場

合と同様、マイクロオペレーション（µOP）のソースへの依存関係は存在せず、空いてい

る実行ポートが見つかり次第実行できる。
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2.1.3.2 スケジューラー

スケジューラーは、実行ポートへのマイクロオペレーション（µOP）のディスパッチを制

御する。そのため、どのマイクロオペレーション（µOP）が準備でき、そのソースが何で

あるか（レジスター・ファイル・エントリーなのか、それとも実行ユニットから直接のバ

イパスなのか）を特定する必要がある。ディスパッチ・ポートおよびライトバック・バス

の利用状況、準備が出来たマイクロオペレーション（µOP）の優先度に応じて、スケジュー

ラーはサイクルごとにどのマイクロオペレーション（µOP）をディスパッチするのかを選

択する。

2.1.4 実行コア

実行コアはスーパースケーラーであり、命令をアウトオブオーダーで処理できる。潜在的

な遅延を抑えながら、最も一般的な操作を効率良く処理することで、全体的なパフォーマ

ンスを最適化する。 

アウトオブオーダー実行コアでは、以前の世代のものと比べ、以下の点で、実行ユニット

の編成が向上する。

• 読み出しポートのストールの軽減

• ライトバックの競合および遅延の軽減

• 消費電力の削減

• SIMD FPアシストの削減により、デノーマル入力とアンダーフロー出力を処理

FTZ=0および DAZ=0における操作では、ある種の高精度 FPアルゴリズムが必要である。

つまり、SIMD FPアシストによる以前の世代のマイクロアーキテクチャーのパフォーマン

スの低下を犠牲にして、より高い数値精度を実現するために、アンダーフローの即値結果

とデノーマル入力を許容する。インテル ® マイクロアークテクチャー Sandy Bridge におけ

る SIMD FPアシストの削減は、ADDPD/ADDPS、MULPD/MULPS、DIVPD/DIVPS、CVTPD2PS

の SSE命令（および AVXの別形）に適用される。

アウトオブオーダー・コアは 3つの実行スタックから構成され、それぞれのスタックに特

定のタイプのデータがカプセル化される。実行コアは、以下の実行スタックを備えている。 

• 汎用整数  

• SIMD整数および浮動小数点

• X87 

実行コアは、キャッシュ階層との接続も備えている。ロードされたデータはキャッシュか

らフェッチされ、いずれかのスタックに書き戻される。

スケジューラーは各ポートで 1つずつ、サイクルごとに最大 6つのマイクロオペレーショ

ン（µOP）をディスパッチできる。以下の表は、どの操作をどのポートにディスパッチで

きるかをまとめたものである。
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実行後、ディスパッチ・ポートと結果のデータ型に応じて、ライトバック・バスに書き戻

される。同じポートでディスパッチされ、レイテンシーが異なるマイクロオペレーション

（µOP）は同じサイクルでライトバック・バスが必要となることがある。このような場合

は、ライトバック・バスが使用可能になるまで、いずれか 1つのマイクロオペレーション

（µOP）の実行が遅延される。例えば、MULPS（5 サイクル）と BLENDPS（1 サイクル）

の両方がポート 0で実行準備が整った場合、衝突が発生し、まずMULPSが実行され、4サ

イクル後に BLENDPS が実行される。インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge

では、マイクロオペレーション（µOP）が結果を異なるスタックに書き出す限り、このよ

うな衝突を解消する。例えば、整数 ADD（1サイクル）は整数スタックを使用し、MULPS

（5サイクル）は FPスタックを使用するため、MULPSの 4サイクル後に整数 ADDをディ

スパッチできる。 

あるスタックで実行されるマイクロオペレーション（µOP）のソースが、別のスタックで

実行されるマイクロオペレーション（µOP）からのものである場合、1サイクルまたは 2サ

イクルの遅延が生じる可能性がある。インテル ® SSE整数操作とインテル ® SSE浮動小数

点操作の間の遷移でも遅延が発生する。このような場合、命令フローに追加されるマイク

ロオペレーション（µOP）によって、データ遷移が行われることがある。以下の表に、実

行後にライトバックされるデータが以下のサイクルでいかにマイクロオペレーション

（µOP）実行にバイパスできるかを示す。

表 2-3 ディスパッチ・ポートと実行スタック

ポート 0 ポート 1 ポート 2 ポート 3 ポート 4 ポート 5

整数 ALU、Shift ALU、

Fast LEA、

Slow LEA、

MUL

Load_

Addr、

Store_

addr

Load_Addr

Store_addr

Store_data ALU、

Shift、

Branch、

Fast LEA

SSE-Int、

AVX-Int、

MMX

Mul、Shift、

STTNI、Int-

Div、

128b-Mov

ALU、Shuf、

Blend、

128b-Mov

Store_data ALU、Shuf、

Shift、Blend、

128b-Mov

SSE-FP、

AVX-

FP_low

Mul、Div、

Blend、256b-

Mov

Add、CVT Store_data Shuf、Blend、

256b-Mov

X87、

AVX-

FP_High

Mul、Div、

Blend、256b-

Mov

Add、CVT Store_data Shuf、Blend、

256b-Mov
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2.1.5 キャッシュ階層

キャッシュ階層には、1 次命令キャッシュ、1 次データキャッシュ（L1D キャッシュ）、2

次（L2）キャッシュがそれぞれのコアの中に含まれる。L1Dキャッシュは、インテル ® ハ

イパースレッディング・テクノロジーをサポートしていれば、2 つの論理プロセッサーで

共有できる。L2キャッシュは命令とデータで共有される。物理プロセッサー・パッケージ

内のすべてのコアは、リング接続により、共有されるラストレベルキャッシュ（LLC）と

接続する。 

キャッシュは、命令トランスレーション・ルックアサイド・バッファー（ITLB）、データ・

トランスレーション・ルックアサイド・バッファー（DTLB）、共有トランスレーション・

ルックアサイド・バッファー（STLB）の各種機能を使用して、リニアアドレスを物理アド

レスに変換する。すべてのキャッシュレベルのデータ・コヒーレンシーは MESI プロトコ

ルを使用して維持される。詳細については、『Intel® 64 IA-32 Architectures Software

Developer's Manual, Volume 3』を参照のこと。キャッシュ階層の詳細については、実行時に

CPUID 命令を使用して取得できる。『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's

Manual, Volume 2A』を参照のこと。 

表 2-4 実行コアのライトバック・レイテンシー（サイクル数）

整数 SSE-Int、AVX-Int、

MMX

SSE-FP、

AVX-FP_low

X87、

AVX-FP_High

整数 0 micro-op（ポート 0） micro-op（ポー

ト 0）

micro-op（ポート

0）+1サイクル

SSE-Int、AVX-

Int、MMX

micro-op（ポート 5）

またはmicro-op

（ポート 5）+1サイ

クル 

0 1サイクル遅延 0

SSE-FP、

AVX-FP_low

micro-op（ポート 5）

またはmicro-op

（ポート 5）+1サイ

クル 

1サイクル遅延 0 micro-op（ポート

5）+1サイクル 

X87、

AVX-FP_High

micro-op（ポート 5）

+1サイクル 

0 micro-op（ポー

ト 5）+1サイク

ル 

0

ロード 0 1サイクル遅延 1サイクル遅延 2サイクル遅延
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2.1.5.1 ロード操作とストア操作の概要

この節では、ロード操作とストア操作の概要を示す。

ロード

ライトバック（WB）方式のメモリー・ロケーションから命令がデータを読み出す場合、プ

ロセッサーはキャッシュおよびメモリー内を検索する。表 2-6に、アクセス・ルックアッ

プ順序およびベストケースのレイテンシーを示す。実際のレイテンシーはキャッシュ

キューの空き具合、LLC リングの空き具合、メモリー・コンポーネント、そのパラメー

ターによって変わることがある。

LLC はそれよりも上位のすべてのキャッシュレベルを含む。コアキャッシュに含まれる

データは LLCにもなければならない。LLCの各キャッシュラインは、L2キャッシュと L1

キャッシュにこのラインを含む可能性があるコアの存在を示す。他のコアに目的のライン

が含まれることが LLC で示され、その状態を変更する必要がある場合、これらのコアの

L1 Dキャッシュと L2キャッシュのルックアップを行う。他のコアキャッシュからのデー

タのフェッチを必要としない場合は、このルックアップを「クリーン」ルックアップと呼

ぶ。変更されたデータを他のコアキャッシュからフェッチし、ローディング・コアに転送

する必要がある場合は、このルックアップを「ダーティー」ルックアップと呼ぶ。

上記に示すレイテンシーはベストケース・シナリオである。変更されたキャッシュライン

を排出して、新しいキャッシュライン用にスペースを確保しなければならない場合があ

る。変更されたキャッシュラインは新しいデータの取得と並行して排出されるので、追加

表 2-5 キャッシュ・パラメーター 

レベル 容量

アソシアティブ

（ウェイ）

ラインサイズ

（バイト）

書き込み

アップデート 

方式 包括

L1データ 32KB 8 64 ライトバック -

命令 32KB 8 なし なし -

L2（ユニファイド） 256KB 8 64 ライトバック 非対応

3次（LLC） 0.5、1、1.5、

または 2MB

キャッシュサイ

ズで変わる

64 ライトバック 対応

表 2-6 ルックアップ順序とロード・レイテンシー

レベル レイテンシー（サイクル数） 帯域幅（1コアあたり、1サイクルあたり）

L1データ 41

注：

1. 表 2-4 に示すように、実行コアのバイパス制約を受ける。

2x16バイト

L2（ユニファイド） 12 1x32バイト

3次（LLC） 26-31 1x32バイト

その他のコア内の L2キャッ

シュおよび L1 Dキャッシュ

（該当する場合）

43-クリーンヒット

60-ダーティーヒット
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のレイテンシーは必要としない。ただし、データがメモリーにライトバックされる際は、

キャッシュ帯域幅のほか、メモリー帯域幅も排出に使用される可能性がある。したがって、

変更されたキャッシュラインの排出を伴うキャッシュミスが短時間に複数発生した場合、

キャッシュ応答時間が全体的に低下する。メモリー・アクセス・レイテンシーは、メモ

リー・コントローラー・キューの空き具合、DRAMコンフィグレーション、DDRパラメー

ター、DDRページング動作（要求されたページがページヒット、ページミス、ページエン

プティのいずれかの場合）によって異なる。

ストア

命令がライトバック方式のメモリー・ロケーションにデータを書き込む際、プロセッサー

はまず L1 Dキャッシュに排他または変更MESI状態でこのメモリー・ロケーションを含む

ラインがあることを確認する。キャッシュラインがそこに正しい状態で存在しない場合、

プロセッサーは所有権読み出し要求を使用して、次のメモリー階層レベルからフェッチす

る。プロセッサーは、指定された順序で以下の場所からキャッシュラインを検索する。

1. L1 Dキャッシュ

2. L2

3. ラストレベルキャッシュ

4. その他のコア内の L2キャッシュおよび L1 Dキャッシュ（存在する場合）

5. メモリー

キャッシュラインが L1 D キャッシュにあると、そこに新しいデータが書き込まれ、その

ラインが変更済みとしてマークされる。

所有権読み出しとデータのストアは、命令のリタイアメントの後に発生し、ストア命令の

リタイアメントの順序に従う。したがって、ストア・レイテンシーは、通常、ストア命令

自体には影響を与えることはない。ただし、L1 Dキャッシュをミスする一部の連続したス

トアは、レイテンシーを累積してパフォーマンスに影響を与えることがある。ストアが完

了しない間は、ストアバッファー内のエントリーが消費される。ストアバッファーがいっ

ぱいになると、新しいマイクロオペレーション（µOP）が実行パイプに入ることができず、

実行がストールする可能性がある。

2.1.5.2 L1 Dキャッシュ

L1 Dキャッシュは、1次データキャッシュである。内部データ構造を通過するすべてのタ

イプからのすべてのロード要求とストア要求を管理する。L1 Dキャッシュ：

• ロードとストアを投機的にアウトオブオーダー発行することができる。

• リタイアしたロードとストアがリタイア時に正確なデータを得られる。 

• ロードとストアが IA-32 アーキテクチャーとインテル ® 64 命令セット・アーキテク

チャーのメモリーの順序付け規則に従う。
2-18　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



DCUは 32KBの 8ウェイ・セット・アソシアティブとして編成される。キャッシュ・ライ

ン・サイズは 8つのバンクに配置された 64バイトである。 

内部的には、アクセスは最大 16バイトで、256ビットのインテル ® AVX命令が 2つの 16

バイト・アクセスを使用する。各サイクルで、2 つのロード操作と 1 つのストア操作を処

理できる。 

L1 Dキャッシュは、すぐに処理できない要求を完了するまで保持する。要求を遅延する理

由としては、キャッシュミス、キャッシュライン間で分割されるアライメントの合ってい

ないアクセス、先行するストアからフォワードされる準備が整っていないデータ、バンク

の衝突が発生するロード、キャッシュラインの置換によるロードブロックなどがある。

L1 Dキャッシュは、割り当てからリタイアメントまで最大 64のロード・マイクロオペレー

ション（µOP）を保持できる。割り当てからストア値がキャッシュにコミットされるまで、

または非テンポラルなストアの場合はライン・フィル・バッファー（LFB）に書き込まれ

るまで、最大 36のストア操作を保持できる。

L1 Dキャッシュは、複数の未処理のキャッシュミスを処理し、後続のストアとロードの処

理を続けることができる。LFB を利用することにより、最大 10 のキャッシュラインミス

を同時に管理できる。

L1 D キャッシュはライトバック、ライトアロケート・キャッシュである。DCU にヒット

するストアは、より下位のメモリー階層を更新しない。DCU が見つからないストアは

キャッシュラインを割り当てる。 

ロード

L1 Dキャッシュ・アーキテクチャーは、1サイクルで 2つのロードを処理でき、それぞれ

のロードは最大 16バイトまで可能である。アウトオブオーダー・エンジンでの割り当てか

ら、ロードされた値が実行コアに戻されるまで、さまざまな進捗段階で最大 32のロードを

保持できる。

ロードでは以下を実行できる。 

• ロードアドレスとストアアドレスの範囲が競合していないことが明らかな場合は、先

行するストアの前にデータを読み取ることができる。

• 先行する分岐が解決される前に、投機実行できる。

• キャッシュミスにアウトオブオーダーでオーバーラップして対応する。

表 2-7 L1データキャッシュの構成要素

構成要素

インテル ® マイクロアーキテク

チャー Sandy Bridge

インテル ® マイクロアーキテク

チャー Nehalem

データ・キャッシュ・ユニッ

ト（DCU）

32KB、8ウェイ 32KB、8ウェイ

ロードバッファー 64エントリー 48エントリー

ストアバッファー 36エントリー 32エントリー

ライン・フィル・バッファー

（LFB）

10エントリー 10エントリー
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ロードでは以下を実行できない。

• あらゆるフォールトやトラップに対し投機的に対応する。

• キャッシュできないメモリーに投機的にアクセスする。 

一般的なロード・レイテンシーは 5サイクルである。シンプルなアドレス指定モードを使

用している場合、2048以下のベース +オフセットでは、4サイクルのロード・レインテン

シーが可能である。この手法は特にポインター追跡コードに便利である。ただし、スタッ

クバイパスにより、ターゲットレジスターのデータタイプに応じて、全体的なレイテン

シーが変わる。詳細については、節 2.1.4を参照のこと。

以下の表は、全体的なロード・レイテンシーの一覧である。これらのレイテンシーではフ

ラットセグメントの一般的なケース（つまり、セグメントのベースアドレスがゼロである）

を前提としている。セグメントベースがゼロでない場合は、ロード・レイテンシーが増大

する。

ストア

メモリーへのストアは、2つのフェーズで実行される。 

• 実行フェーズ。ストアバッファーをリニアアドレス、物理アドレス、およびデータで

一杯にする。ストアアドレスとデータが判明していれば、そのストアデータを必要と

する以降のロード操作に転送できる。 

• 完了フェーズ。ストアのリタイア後、L1 DキャッシュはストアバッファーからDCUに、

1サイクルあたり最大 16バイトのデータを移動できる。 

アドレス変換

DTLBはサイクルごとに、ロードアドレスに 2つ、ストアアドレスに 1つの合計 3つのリ

ニアアドレスから物理アドレスへの変換を行うことができる。DTLB でアドレスが見つか

らない場合、プロセッサーはデータおよび命令アドレス変換を保持する STLBを検索する。

STLBにヒットする DTLBミスのペナルティーは 7サイクルである。ラージ・ページ・サ

ポートには、4Kページと 2M/4Mページに加え、1Gバイト・ページが含まれる。

DTLBおよび STLB は 4 ウェイ・セット・アソシアティブである。以下の表に、DTLBお

よび STLBのエントリーの数を示す。 

表 2-8 ロード・レイテンシーに対するアドレス指定モードの影響

データタイプ /アドレス指定モード

ベース +オフセット >2048;

ベース +インデックス [+オフセット ] ベース +オフセット <2048

整数 5 4

MMX、SSE、128ビット AVX 6 5

X87 7 6

256ビット AVX 7 7
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ストア・フォワーディング

ストアに続いてロードを行い、ストアによってメモリーに書き込まれたデータを再読み込

みする場合、ストア操作からロードにデータを直接転送できる。これはストア - ロード・

フォワーディングと呼ばれ、ロードがメモリーを介さずにストア操作から直接データを取

得できるので、サイクル数の節約になる。ストア・フォワーディングを利用すると、サブ

フィールドを転送する能力を犠牲にすることなく、複雑な構造を移動できる。メモリー制

御ユニットは、以前のマイクロアーキテクチャーと比べ、より少ない制約でストア・フォ

ワーディングを処理できる。

ストア -ロード・フォワーディングを行うには、以下の規則に従わなければならない。

• ストアは、ロードに先行する、該当アドレスへの最後のストアでなければならない。

• ストアに、ロードされているすべてのデータが含まれていなければならない。 

• ロードはライトバック・メモリーからで、ロードもストアも非テンポラルアクセスで

ない。

以下の場合、ストアはロードに転送できない。

• 先行する16バイトまたは32バイトのストアに対して、8バイト境界をまたがる4バイト

および 8バイトのロード。

• 32バイト・ストアの 16バイト境界をまたがるロード。

表 2-10～表 2-13に、ストア -ロード・フォワーディング動作の詳細を示す。一定のストア

サイズに対して、オーバーラップする可能性があるすべてのロードが示され、「F」記号で

示されている。32 バイト・ストアからの転送は、半分の各 16 バイト・ストアからの転送

と類似する。転送できないケースは「N」として示される。

表 2-9 DTLBおよび STLBのパラメーター

TLB ページサイズ エントリー

DTLB 4KB 64

2MB/4MB 32

1GB 4

STLB 4KB 512

表 2-10 ストア・フォワーディング条件（1バイト・ストアおよび 2バイト・ストア）

ロード・アライメント

ストア

サイズ

ロード

サイズ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 F

2 1 F F

2 F N
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表 2-11 ストア・フォワーディング条件（4～ 16バイト・ストア）

ロード・アライメント

ストア

サイズ

ロード

サイズ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 1 F F F F

2 F F F N

4 F N N N

8 1 F F F F F F F F

2 F F F F F F F N

4 F F F F F N N N

8 F N N N N N N N

16 1 F F F F F F F F F F F F F F F F

2 F F F F F F F F F F F F F F F N

4 F F F F F N N N F F F F F N N N

8 F N N N N N N N F N N N N N N N

16 F N N N N N N N N N N N N N N N

表 2-12 32バイト・ストア・フォワーディング条件（0～ 15バイト・アライメント）

ロード・アライメント

ストア

サイズ

ロード

サイズ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32 1 F F F F F F F F F F F F F F F F

2 F F F F F F F F F F F F F F F N

4 F F F F F N N N F F F F F N N N

8 F N N N N N N N F N N N N N N N

16 F N N N N N N N N N N N N N N N

32 F N N N N N N N N N N N N N N N
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メモリー・ディスアンビゲーション 

ロード操作は先行するストアに依存する可能性がある。多くのマイクロアーキテクチャー

では、先行するストアのアドレスがすべて判明するまで、ロードがブロックされる。メモ

リー・ディスアンビゲーション機能は、どのロードが先行するストアに依存しないかを予

測する。ロードにそのような依存関係がないことをディスアンビゲーション機能が予測し

た場合、たとえストア・アドレスが判明していなくても、そのロードは 1次データキャッ

シュからデータを取得する。これによって、ロード・レイテンシーが隠蔽される。最終的

に予測が検証され、実際に競合が検出されると、ロードとすべての後続命令が再実行され

る。 メモリー・ディスアンビゲーションはメモリーアクセスの明確化、とも呼ばれる。 

以下のロードはディスアンビゲーションの対象外である。先行するすべてのストアのアド

レスが判明するまで、これらのロードの実行はストールされる。

• 16バイト境界にまたがるロード

• 32バイトにアライメントされていない 32バイトのインテル ® AVXロード 

メモリー・ディスアンビゲーション機能では、ロードと同じアドレスビット 0:11を持つ先

行するストアの間との依存関係を常に前提とする。

バンクの競合

16バイト・ロードは最大 3つのバンクをカバーし、1サイクルで 2つのロードが可能であ

るため、ロードに対して各サイクルで 8つのバンクのうち 6つにアクセスできる。異なる

セットで 2つのロードアクセスが同じバンクを同時に必要とした（アドレスが同じ 2～ 4

ビット値を持つ）場合にバンクの競合が発生する。バンクの競合が発生すると、ロードア

クセスの一方が内部で再試行される。 

多くの場合、スタックからオペランドを取り出す場合やシーケンシャル・アクセスの場合

に、2 つのロードは同じキャッシュラインの全く同じバンクにアクセスする。このような

場合、競合は発生せず、同時にロードが処理される。

表 2-13 32バイト・ストア・フォワーディング条件（16～ 31バイト・アライメント）

ロード・アライメント

ストア

サイズ

ロード

サイズ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 1 F F F F F F F F F F F F F F F F

2 F F F F F F F F F F F F F F F N

4 F F F F F N N N F F F F F N N N

8 F N N N N N N N F N N N N N N N

16 F N N N N N N N N N N N N N N N

32 N N N N N N N N N N N N N N N N
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-23



2.1.5.3 リング・インターコネクトとラストレベルキャッシュ

システムオンチップ設計により、IAコアとアンコアの各種サブシステム間を接続するため

の高帯域幅の双方向リングバスを提供する。第二世代のインテル ® Core™ プロセッサー

2xxx番台では、アンコア・サブシステムとして、システム・エージェント、グラフィック

ス・ユニット（GT）、ラストレベルキャッシュ（LLC）が含まれる。

LLC は複数のキャッシュブロックで構成される。ブロックの数は IA コアの数と同じであ

る。各ブロックには、ロジック部分とデータ配列部分がある。ロジック部分は、データ・

コヒーレンシー、メモリーアクセス順序、データ配列部分へのアクセス、LLCミス、メモ

リーへのライトバックなどを処理する。データ配列部分はキャッシュラインを格納する。

各ブロックには、32バイト /サイクルを供給できるフル・キャッシュ・ポートが含まれる。  

LLCデータ配列に保持されるデータの物理アドレスは、アドレスが均一に分散されるよう

に、ハッシュ関数によってキャッシュブロック間に分散される。キャッシュブロック内の

データ配列は、0.5M/1M/1.5M/2Mのブロックサイズに合わせ、4/8/12/16のウェイが可能で

ある。ただし、キャッシュブロック間でのアドレス分散がソフトウェアの観点からである

ため、これは通常の Nウェイキャッシュとして見えることはない。

プロセッサー・コアおよび GTから見ると、LLCは複数のポートと、コアの数に応じてス

ケーリングする帯域幅を備えた 1つの共有キャッシュとして機能する。LLCヒット・レイ

テンシー（26～ 31サイクル）は、LLCブロックに対するコアの位置、およびその要求が

リング上をどこまで伝わる必要があるかによって左右される。  

キャッシュブロックの数はコアの数に応じて増えるため、リングおよび LLCがコア操作に

対して帯域幅を制限する可能性はない。  

GTも同じリング・インターコネクト上にあり、データ操作に LLCを使用する。この点で

は、IAコアと非常に類似している。このため、キャッシュ帯域幅と大きなキャッシュ領域

を使用する高帯域幅のグラフィックス・アプリケーションの場合、多少コア操作に干渉す

るおそれがある。

LLC ミス、ダーティーなライン・ライトバック、キャッシュ不能な操作、MMIO/IO 操作

など、LLCで満足させることができないすべてのトラフィックが、キャッシュブロックの

ロジック部分およびリングを通り、システム・エージェントに伝わる。

2.1.5.4 データ・プリフェッチ

ソフトウェア・プリフェッチ、ハードウェア・プリフェッチ、またはその 2つの組み合わ

せを使用して、L1 Dキャッシュに投機的にデータをロードできる。 

4つのストリーミング SIMD拡張命令（SSE）プリフェッチ命令を使用して、ソフトウェア

制御プリフェッチを行うことができる。このような命令は、データを含むキャッシュライ

ンを要求されるレベルのキャッシュ階層に移動する際のヒントとして機能する。ソフト

ウェア制御プリフェッチは、コードのプリフェッチではなく、データのプリフェッチを対

象とする。

この節の残りでは、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeによって提供され

る各種ハードウェア・プリフェッチ・メカニズム、およびこれまでのプロセッサーに対す

る改善点について説明する。プリフェッチの目的は、プログラムが消費しそうなデータを
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事前に予測することである。このデータが実行コアまたは内部キャッシュの近くにない場

合、プリフェッチでは、次のレベルのキャッシュ階層およびメモリーからデータを取り込

む。プリフェッチは以下の影響を及ぼす。

• データがプログラムで使用される順序で連続的に配置されている場合、パフォーマン

スが向上する。

• アクセスパターンが局所的でなくまばらな場合、帯域幅の問題によりわずかにパ

フォーマンスが低下することがある。

• まれに、アルゴリズムのワーキングセットがキャッシュの大部分を占めるように

チューニングされ、プログラムから要求されたキャッシュラインが不要なプリフェッ

チによって排出されている場合、1 次キャッシュの容量が原因でハードウェア・プリ

フェッチが重大なパフォーマンス低下をもたらすことがある。 

L1データキャッシュに対するデータ・プリフェッチ

データ・プリフェッチは、以下の条件が満たされた場合にロード操作によりトリガーされ

る。

• ライトバック・メモリーからのロードである。

• プリフェッチされるデータが、トリガーしたロード命令と同じ 4Kバイト・ページ内に

ある。

• パイプライン内でフェンスが発生していない。

• その他のロードミスがあまり発生していない。

• 連続的なストアのストリームが発生していない。

L1 Dキャッシュにデータをロードするハードウェア・プリフェッチは 2つある。

• データ・キャッシュ・ユニット（DCU）プリフェッチ：このプリフェッチはストリー

ミング・プリフェッチとも呼ばれ、最後にロードされたデータへのユニット・ストラ

イド・アクセスによってトリガーされる。プロセッサーは、このアクセスがストリー

ミング・アルゴリズムの一部であるとみなし、次のラインを自動的にフェッチする。

• 間隔を空けた命令ポインター（IP）ベースのプリフェッチ：このプリフェッチは、個々

のロード命令を追跡する。ロード命令に規則的なアドレススキップがあることが検出

された場合、現在のアドレスとこの間隔の合計である次のアドレスがプリフェッチさ

れる。前方または後方へのプリフェッチが可能であり、最大で 2K バイトの間隔に対

処できる。

L2キャッシュおよびラストレベルキャッシュに対するデータ・プリフェッチ

メモリーから L2 キャッシュおよびラストレベルキャッシュへデータをプリフェッチする

ハードウェア・プリフェッチは以下の 2つである。

空間的プリフェッチ：L2 キャッシュにフェッチされたすべてのキャッシュラインを、128

バイトにアライメントされたチャンクとなるペアラインにしようとする。

ストリーマー：昇順および降順のアドレスシーケンスに対して、L1キャッシュからの読み

込み要求を監視する。監視される読み込み要求には、ロード操作とストア操作およびハー

ドウェア・プリフェッチによって開始された L1 D キャッシュ要求、およびコードフェッ
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-25



チに対する L1 命令キャッシュ要求が含まれる。前方または後方の要求ストリームが検出

されると、予想されるキャッシュラインがプリフェッチされる。プリフェッチされる

キャッシュラインは同じ 4Kページになければならない。 

ストリーマーおよび空間的プリフェッチでは、ラストレベルキャッシュにデータをプリ

フェッチする。見つからない要求を伴う L2 キャッシュへの大量にロードが発生していな

い限り、通常、L2にもデータが取り込まれる。

ストリーマーの改善点として、以下の機能が挙げられる。

• ストリーマーは、L2ルックアップごとに 2つのプリフェッチ要求を発行できる。スト

リーマーはロード要求に先立ち、最大 20のラインを実行できる。

• 1コアあたりの未処理の要求の数に合わせて動的に調整を行う。未処理の要求がそれほ

ど多くない場合、ストリーマーはさらに先立ってプリフェッチを行う。未処理の要求

が多い場合は、LLCにのみ、それほど多くないプリフェッチを行う。

• キャッシュラインがはるか先にある場合、ラストレベルキャッシュにのみプリフェッ

チを行い、L2 に対してはプリフェッチを行わない。この方法により、L2 キャッシュ

内の有用なキャッシュラインが置換されなくなる。

• 最大 32のデータ・アクセス・ストリームを検出および保持する。4Kバイト・ページご

とに、1つの前方ストリームと 1つの後方ストリームを保持できる。 

2.1.6 システム・エージェント

システム・エージェントには、以下の構成要素が含まれる。

• アービター：リングドメインおよび I/O（PCIe*および DMI）からのすべてのアクセス

を処理し、所定の場所にルーティングする。

• PCIeコントローラー：外部 PCIeデバイスに接続する。PCIeコントローラーは可能なコ

ンフィグレーションがさまざまで、製品セグメントの詳細に応じて異なる（x16+x4、

x8+x8+x4、x8+x4+x4+x4）。

• DMIコントローラー：PCHチップセットに接続する。

• 内部のグラフィック操作のための統合ディスプレイ・エンジン、フレキシブル・ディ

スプレイ・インターコネクト、およびディスプレイ・ポート。

• メモリー・コントローラー

メイン・メモリー・トラフィックはすべてアービターからメモリー・コントローラーに

ルーティングされる。第 2 世代のインテル ® Core™ プロセッサー 2xxx 番台のメモリー・

コントローラーは、2 つの DDR チャネルをサポートし、ユニットタイプ、システム構成、

DRAM に応じて、データレートは 1066MHz、1333MHz、1600MHz、および 1 サイクルあ

たり 8 バイトである。最高の帯域幅、最小の Hotspot 衝突を実現するために、チャネル間

のロードのバランスを取るローカルなハッシュ関数に基づき、メモリーチャネル間でアド

レスが分散される。  
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最高のパフォーマンスを実現するために、両方のチャネルに同じメモリー量、できれば全

く同じタイプの DIMMを設定することが望ましい。さらに、同じメモリー量にさらに多く

のランクを使用すると、さらに多くの DRAMページを同時に開くことができるため、メモ

リー帯域幅が多少向上する。最高のパフォーマンスを実現するために、最高の DRAMタイ

ミングを備えたサポート速度が最高の DRAM（最高のサポート周波数に応じて、1333MHz

または 1600MHzのデータレート）をシステムに設定する。

2 つのチャネルは固有のリソースを持ち、メモリー要求を個別に処理する。メモリー・コ

ントローラーには、レイテンシーを最低限に抑えながら最高のメモリー帯域幅を実現する

高性能のアウトオブオーダー・スケジューラーが内蔵される。各メモリーチャネルに、32

キャッシュラインのライトデータバッファーがある。メモリー・コントローラーへの書き

込みは、ライトデータバッファーへ書き込まれた時点で完了とみなされる。ライトデータ

バッファーは、その後ライト・レイテンシーに影響を及ぼさなくなった時点で、メインメ

モリーにフラッシュされる。

パーシャル書き込みはメモリー・コントローラーでは効率的に処理されず、パーシャル書

き込みが時間内にキャッシュライン全体を完了できない場合、DDRチャネルは読み出し -

変更 - 書き込み操作となる。ソフトウェアではできる限りパーシャル書き込みトランザク

ションを行わないようにし、パーシャル書き込みをフル・キャッシュ・ライン書き込みに

バッファリングするなど、別の方法を考慮する必要がある。

メモリー・コントローラーは優先度の高い等時性要求（USB等時性要求、ディスプレイ等

時性要求など）もサポートする。統合ディスプレイ・エンジンからの高帯域幅メモリー要

求は、メモリー帯域幅の一部を占有し、コア・アクセス・レインテンシーに多少影響が生

じる。

2.2 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張

版インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャー

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、シングルスレッドのワークロードだけ

でなくマルチスレッドにおけるワークロードでも優れたパフォーマンスと電力効率を実

現する以下の機能が採用されている。

• インテル ® ワイド・ダイナミック・エグゼキューション：各プロセッサー・コアが 1サ

イクルあたり最大 4命令のフェッチ、ディスパッチ、高帯域幅での実行、リタイアを

行う。これには以下の機能が含まれる。

－ 14ステージからなる効率的なパイプライン

－ 3つの演算論理ユニット

－ 1サイクルあたり最大 5命令をデコード可能な 4つのデコーダー 

－ フロントエンドのスループットを高めるマクロフュージョンとマイクロフュー

ジョン

－ 1 サイクルあたり最大 6 マイクロオペレーション（µOP）をディスパッチ可能な

発行能力

－ 1サイクルあたり最大 4マイクロオペレーション（µOP）のリタイアメント帯域幅
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－ 高度な分岐予測

－ 関数やプロシージャーの開始 /終了を効率化するスタックポインター追跡機能

• インテル ® アドバンスト・スマート・キャッシュ：シングルスレッド・アプリケーショ

ンとマルチスレッド・アプリケーションのいずれの場合でも、2 次キャッシュからコ

アへの帯域幅を拡大し、最適なパフォーマンスと柔軟性を提供する。これには以下の

機能が含まれる。

－ マルチコアおよびシングルスレッドの実行環境向けに最適化

－ 2次キャッシュから 1次データキャッシュへの帯域幅を拡大する 256ビットの内

部データパス

－ 4MB、16ウェイ（または 2MB、8ウェイ）のユニファイド型共有 2次キャッシュ

• インテル ® スマート・メモリー・アクセス：データ・アクセス・パターンに応じてメ

モリーからデータをプリフェッチし、アウトオブオーダー実行でのキャッシュミス発

生を軽減する。これには以下の機能が含まれる。

－ ハードウェア・プリフェッチによって 2次キャッシュミスの実効レイテンシーを

削減

－ ハードウェア・プリフェッチによって 1次データ・キャッシュ・ミスの実効レイ

テンシーを削減

－ メモリー・ディスアンビゲーションによってスペキュレーティブ・エグゼキュー

ション・エンジンを効率化

• インテル ® アドバンスト・デジタル・メディア・ブースト：ほとんどの 128ビット SIMD

命令を 1サイクルのスループットと浮動小数点演算で性能を改善する。これには以下

の機能が含まれる。

－ ほとんどの 128ビット SIMD命令を 1サイクルのスループットで実行（128ビッ

トのシャッフル /パック /アンパック操作を除く）

－ 1サイクルあたり最大 8個の浮動小数点演算を実行可能

－ 3つの発行ポートを利用して SIMD命令をディスパッチし、実行することが可能

拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーは、インテル ® Core™ マイクロアー

キテクチャーの機能をすべてサポートしているほか、以下のような広範な拡張機能を提供

している。

• インテル ® ワイド・ダイナミック・エグゼキューション：以下の複数の拡張機能が追

加されている。

－ 従来の基数 4 の除算器に代わり基数 16 の除算器を採用して、除算や平方根など

レイテンシーが大きい演算を高速化

－ 内部構造の改善によって、RDTSC、STI、CLI、VM終了の遷移などレイテンシー

が大きい操作を高速化

• インテル ® アドバンスト・スマート・キャッシュ：2つのプロセッサー・コア間で最大

6MBの 2次キャッシュを共有する（クアッドコア・プロセッサーは最大 12MBの 2次

キャッシュを搭載）。最大 24ウェイ /セット・アソシアティビティー。
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• インテル® スマート・メモリー・アクセス：最大 1600MHzの高速システムバスをサポー

トし、キャッシュライン分割ロードやストアおよびロード・フォワーディングなどの

メモリー操作の処理を効率化する。

• インテル ® アドバンスト・デジタル・メディア・ブースト：128ビットのシャッフルユ

ニットを提供して、シャッフル /パック /アンパック操作を高速化する。47個の SSE4.1

命令のサポートが追加された。

2.1 項のインテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーに関する説明の大部分は、拡張版イ

ンテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーにも適用される。両アーキテクチャー間の違い

については、明確に記載してある。

2.2.1 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーのパイプライン

の概要

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーのパイプラインは以下で構成されている。

• インオーダー発行フロントエンド：メモリーから命令ストリームをフェッチし、4つの

命令デコーダーによってデコードされた命令（マイクロオペレーション：µOP）をア

ウトオブオーダー実行コアに供給する。 

• アウトオブオーダー・スーパースケーラー実行コア：1サイクルあたり最大 6マイクロ

オペレーション（µOP）を発行できる（表 2-2を参照）。入力ソースが準備でき、実行

リソースが利用可能になり次第実行できるようにマイクロオペレーション（µOP）を

リオーダーする。

• インオーダー・リタイアメント・ユニット：マイクロオペレーション（µOP）の実行

結果が反映され、プログラム順序に従ってアーキテクチャー・ステートが更新される

ようにする。

インテル ® Core™ 2 Extremeプロセッサー X6800、インテル ® Core™ 2 Duoプロセッサー、

インテル ® Xeon® プロセッサー 3000/5100番台には、インテル ® Core™ マイクロアーキテ

クチャー・ベースの 2つのプロセッサー・コアが実装されている。また、インテル ® Core™

2 Extremeクアッドコア・プロセッサー、インテル ® Core™ 2 Quadプロセッサー、インテ

ル ® Xeon® プロセッサー 3200/5300 番台には、4 つのプロセッサー・コアが実装されてい

る。これらのクアッドコア・プロセッサーの各物理パッケージには 2 つのプロセッサー・

ダイが搭載され、各ダイには 2つのプロセッサー・コアが搭載されている。図 2-1に、各

コア内のサブシステムの機能を示す。 
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図 2-2 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーのパイプラインの構造
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2.2.2 フロントエンド

フロントエンドは、デコードされた命令（マイクロオペレーション：µOP）を供給し、6マ

イクロオペレーション（µOP）の発行が可能なアウトオブオーダー・エンジンへのストリー

ムを維持する必要がある。表 2-1 に、フロントエンドの構成要素、それぞれの機能、マイ

クロアーキテクチャー設計上のパフォーマンスの課題を示す。

2.2.2.1 分岐予測ユニット

分岐予測によって、プロセッサーは、分岐の結果が判明する前に、命令の実行を開始でき

る。すべての分岐は、分岐予測ユニット（BPU）を利用して予測が行われる。BPUには以

下の機能がある。

• 16エントリーのリターン・スタック・バッファー（RSB）：BPUが RET命令を正確に予

測できる。

• BPUルックアップのフロントエンド・キューイング：BPUは、一度に 32バイト（フェッ

チエンジンの幅の 2倍）の分岐予測を行う。このため、実行される分岐をペナルティー

なしで予測できる。

表 2-14 フロントエンドの構成要素

構成要素 機能 パフォーマンスの課題

分岐予測ユニット

（BPU）

• 各種の分岐タイプ（条件付き、間接、

直接、コール、リターン）を予測する

ことによって、最も実行される可能性

の高い命令を命令フェッチユニットが

フェッチできるように支援する。分岐

タイプごとに専用のハードウェアを使

用する。

• 投機実行が有効になる。

• パイプラインにフェッチされる

「非アーキテクチャー・パス」1内

のコード量を削減することによっ

て、投機実行を効率化する。

注：

1. 実行が必要であるとプロセッサーが判断したが、別のパスの方が適切であることが判明したため、予測からそれたコードパ

ス

命令フェッチユニット • 実行される可能性の高い命令をプリ

フェッチする。

• 頻繁に使用される命令をキャッシュす

る。

• 命令をプリデコードおよびバッファリ

ングして、命令ストリームの不規則さ

にかかわらず一定の帯域幅を維持す

る。 

• 可変長命令フォーマットは、デ

コード帯域幅のばらつき（バブ

ル）の原因となる。

• 実行される分岐とアライメントが

合っていない分岐先は、フェッチ

ユニットの帯域幅全体に悪影響を

及ぼす。

命令キューとデコード

ユニット

• 最大 4命令（マクロフュージョンの場

合は最大 5命令）をデコードできる。

• スタックポインター追跡アルゴリズム

によってプロシージャーの開始 /終了

を効率化する。

• マクロフュージョン機能によって、パ

フォーマンスと効率の向上を図る。 

• 命令キューはループキャッシュとして

も使用され、一部のループを高帯域幅

および低消費電力のもとで実行でき

る。

• 1命令あたりの処理量が変化する

場合、不定数のマイクロオペレー

ション（µOP）への展開が必要と

なる。

• プリフィクスによってデコードが

複雑になる。

• レングス変更プリフィクス

（LCP）はフロントエンドのバブ

ルの原因となる可能性がある。
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• この BPU機構では一般的に、実行される分岐のペナルティーを排除できるが、ソフト

ウェアは、実行されない分岐よりも実行される分岐の方が多くのリソースを消費する

とみなすべきである。

BPUは以下のタイプの予測を行う。

• 直接コールおよびジャンプ：実行されるかされないか、いずれの予測にかかわらず分

岐先のターゲットはターゲット配列として読み出される。

• 間接コールおよびジャンプ：変化しないターゲットを持つか、プログラム動作に応じ

て変化するターゲットを持つかの、いずれかとして予測される。 

• 条件分岐：分岐ターゲットと、分岐が実行されるかどうかを予測する。

ソフトウェアを BPU向けに最適化する際の詳細については、3.4節「フロントエンドの最

適化」を参照のこと。 

2.2.2.2 命令フェッチユニット

命令フェッチユニットは、命令トランスレーション・ルックアサイド・バッファー（ITLB）、

命令プリフェッチ、命令キャッシュ、命令キュー（IQ）のプリデコード・ロジックで構成

される。 

命令キャッシュと ITLB

命令フェッチは、ITLBを通じて命令キャッシュと命令プリフェッチ・バッファーに対して

16バイトアライメントの参照を行う。命令キャッシュでヒットすると、16バイト分の命令

がプリデコーダーに供給される。実行されるコードによるが、通常のプログラムでは命令

長は平均で 1命令あたり 4バイトをわずかに下回る。ほとんどの命令は、どのデコーダー

でもデコード可能であり、多くの場合、デコーダーは 1サイクルでフェッチした命令全体

をデコードできる。 

ターゲットのアライメントが合っていないと、フェッチされた 16バイトのオフセット分だ

け命令バイト数が減少する。分岐が実行されると、分岐命令以降のバイトがデコードされ

ないため、デコーダーに供給される命令バイト数が減少する。一般的な整数コードでは、

平均 10 命令ごとに分岐が実行される。つまり、3 ～ 4 サイクルごとに「部分的な（パー

シャル）」命令フェッチが行われることになる。 

通常、プロセッサーのほかの部分がストールするので、フロントエンド・スタベーション

によりパフォーマンスが低下することはない。例えば、より大きな命令（SSE2整数メディ

アカーネルなど）を持つ極端に高速なコードの場合、ターゲットをアライメント配置する

ことで命令スタベーションを防止することでメリットが得られる場合がある。 

命令プリデコーダー

プリデコード・ユニットは、命令キャッシュやプリフェッチ・バッファーから 16バイトを

受け入れて、以下のタスクを実行する。

• 命令長を判断する。

• 命令を修飾するプリフィクスをすべてデコードする。
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• デコーダーのために命令の区分ごとにマークを付ける（例えば、「分岐」）。

プリデコード・ユニットは、1サイクルあたり最大 6命令を命令キューに書き込める。6個

以上の命令がフェッチに含まれていた場合、すべての命令が命令キューに書き込まれるま

で、プリデコーダーは 1サイクルあたり最大 6命令のペースでプリデコードを続ける。以

降のフェッチがプリデコードを開始できるのは、現在のフェッチが完了してからである。 

7命令がフェッチされた場合、プリデコーダーは最初の 6命令を 1サイクルでデコードし

てから、次のサイクルで残りの 1 命令をデコードする。このプロセスでは、1 サイクルあ

たり 3.5命令のデコードに対応することになる。1サイクルあたりの命令数（IPC）のレー

トが十分に最適化されていない場合でも、これはほとんどのアプリケーションで見られる

パフォーマンスより優れている。ソフトウェアは通常、命令スタベーション防止のために

特別なことを行う必要がない。 

以下の命令プリフィクスを使用すると、命令のデコード中に問題が発生する。これらのプ

リフィクスはレングス変更プリフィクス（LCP）と呼ばれ、命令長を動的に変更できる。 

• オペランド・サイズ・オーバーライド（66H）：ワード即値データを持つ命令の先頭に

付く。

• アドレス・サイズ・オーバーライド（67H）：リアルモード、16ビット保護モード、ま

たは 32ビット保護モードで、mod R/Mを持つ命令の先頭に付く。

プリデコーダーは、フェッチラインで LCPに遭遇した場合、低速の命令長デコード・アル

ゴリズムを使用しなければならない。低速の命令長デコード・アルゴリズムでは、6 サイ

クルでフェッチがデコードされる（通常は 1サイクル）。

一般に、プロセッサー・パイプライン内の通常のキューイングでは、LCPのペナルティー

を隠蔽できない。

インテル ® 64 アーキテクチャー命令セットの REX プリフィクス（4xh）は、2 つの命令

（MOVオフセットとMOV即値）サイズを変更できる。ただし、LCPのペナルティーは発

生しないので、LCPとはみなされない。

2.2.2.3 命令キュー（IQ）

命令キュー（IQ）は、命令プリデコード・ユニットと命令デコーダーの間に存在し、18命

令の深さを持つ。1 サイクルあたり最大 5 命令を送信し、1 サイクルあたり 1 つのマクロ

フュージョンをサポートする。また、18命令未満のループではループキャッシュとしても

機能する。ループキャッシュは、以下の説明のように動作する。

BPU 内にはループストリーム検出器（LSD）が常駐する。LSD は、IQ からのストリーミ

ングの候補になるループを検出しようと試みる。該当するループが見つかると、命令バイ

トがロックダウンされ、ループは予測ミスによって終了するまで IQ からのストリーミン

グを許可される。ループは、IQ から実行される際、低消費電力で高い帯域幅を提供する

（フロントエンド・パイプラインの残りの多くの機能が遮断されるからである）。

LSDには以下のメリットがある。 

• 実行される分岐による帯域幅の損失がない。 

• アライメントの合っていない命令による帯域幅の損失がない。
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• プリデコード・ステージを通過済みなので LCPのペナルティーがない。

• 命令キャッシュ、BPU、プリデコード・ユニットをアイドル状態にできるので、フロ

ントエンドの消費電力が減少する。

ソフトウェアは、状況に応じてループキャッシュ機能を利用すべきである。ループアン

ロールとその他のコード最適化を利用すると、ループが大きくなりすぎて、LSDに収まら

ないことがある。パフォーマンスが高いコードを作成する場合は、ループキャッシュ機能

をオーバーフローしても、通常はループアンロールを行う方がパフォーマンス的に望まし

い。 

2.2.2.4 命令デコード

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーには、4つの命令デコーダーが用意されてい

る。最初のデコーダー 0 は、最大で 4 マイクロオペレーション（µOP）で構成されるイン

テル ® 64命令と IA-32命令をデコードできる。残りの 3つのデコーダーは、単一マイクロ

オペレーション（µOP）の命令を処理する。マイクロシーケンサーは、1 サイクルあたり

最大 3 マイクロオペレーション（µOP）に対応可能であり、5 マイクロオペレーション

（µOP）以上の命令のデコードを支援する。

すべてのデコーダーは、一般的なケースにおける単一マイクロオペレーション（µOP）の

フロー（マイクロフュージョン、スタックポインター追跡、マクロフュージョンなど）を

サポートしている。したがって、3 つのシンプルなデコーダーは、単一マイクロオペレー

ション（µOP）の命令のデコードに限定されているわけではない。命令を 4-1-1-1のテンプ

レートにパックする必要はなく、推奨されない。

マクロフュージョンでは、2 つの命令が単一のマイクロオペレーション（µOP）にマージ

される。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーは、32 ビット操作（インテル ® 64

アーキテクチャーの互換サブモードを含む）では 1サイクルあたり 1マクロフュージョン

を処理できる。ただし、バイト長が長い命令を頻繁に使用するコードほどマクロフュー

ジョンのハードウェア・サポートを利用する可能性が少なく、64ビット・モードでは対応

していない。 

2.2.2.5 スタックポインター追跡

インテル ® 64 アーキテクチャーと IA-32 アーキテクチャーには、PUSH、POP、CALL、

LEAVE、RETのように、パラメーターの受け渡しやプロシージャーの開始 /終了に共通し

て使用される命令がある。各命令は、スタック・ポインター・レジスター（RSP）を暗黙

的に更新して、コントロールとパラメーターが組み合わされたスタック操作をソフトウェ

アの介入なしに行う。これらは、従来のマイクロアーキテクチャーでは複数のマイクロオ

ペレーション（µOP）によって実装されていた命令である。

スタックポインター追跡は、この暗黙的な RSPの更新をすべて、デコーダーに搭載される

ロジックで行う。この機能には、以下のメリットがある。

• インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは PUSH、POP、RETは単一マイクロオ

ペレーション（µOP）の命令なので、デコード帯域幅が向上する。

• RSPの更新が実行リソースの競合を発生しないので、実行帯域幅の節約になる。
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• マイクロオペレーション（µOP）間の暗黙的なシリアル依存関係が排除されるので、

アウトオブオーダー実行エンジンの並列処理が向上する。

• 小型の専用ハードウェアで RSPの更新が実行されるので、電力効率が向上する。

2.2.2.6 マイクロフュージョン

マイクロフュージョンでは、同一命令の複数のマイクロオペレーション（µOP）が単一の

複雑なマイクロオペレーション（µOP）にまとめられる。複雑なマイクロオペレーション

（µOP）は、アウトオブオーダー実行コアにディスパッチされる。マイクロフュージョンに

は、以下のパフォーマンス上のメリットがある。

• デコードからリタイアメントへの命令帯域幅が向上する。 

• 複雑なマイクロオペレーション（µOP）では、小さなフォーマット（ビット密度が低

い形式）の処理が増加するので、一定処理量におけるマシン全体の「ビットトグル」

が減少し、アウトオブオーダー実行エンジンのストレージ量が事実上増加する。その

ため、消費電力が減少する。 

多くの命令には、レジスター方式とメモリー方式がある。メモリーオペランドを含む方式

は、レジスター方式よりも長いフローのマイクロオペレーション（µOP）にデコードされ

る。マイクロフュージョンを利用すると、デコード帯域幅の損失について心配することな

く、ソフトウェア上でメモリーとレジスター間の操作によって、実際のプログラム動作を

表現できる。

2.2.3 実行コア 

マイクロアーキテクチャーの実行コアはスーパースケーラーであり、命令をアウトオブ

オーダーで処理できる。依存関係の連鎖が原因でプロセッサーがリソース（2 次データ・

キャッシュ・ラインなど）を待機している間、実行コアは別の命令を実行する。このため、

1サイクルあたりに実行される命令数（IPC）の全体的なレートが増加する。 

実行コアは、以下の 3大要素を備えている。 

• リネーマー：マイクロオペレーション（µOP）をフロントエンドから実行コアに移動

する。アーキテクチャー・レジスターは、多数のセットを備えるマイクロアーキテク

チャー・レジスターにリネームされる。リネーミングによって、リードアフターリー

ド・ハザードやライトアフターリード・ハザードと呼ばれる依存関係を排除できる。

• リオーダーバッファー（ROB）：各ステージで処理されたマイクロオペレーション

（µOP）を保持し、完了したマイクロオペレーション（µOP）のバッファリング、イン

オーダーでのアーキテクチャー・ステートの更新、および例外の順序付けを管理する。

ROBには、命令をインフライトで処理する 96個のエントリーがある。

• リザベーション・ステーション（RS）：すべてのソースオペランドが準備できるまで

マイクロオペレーション（µOP）のキューイングを行い、準備ができたマイクロオペ

レーション（µOP）を利用可能な実行ユニットにスケジューリングおよびディスパッ

チする。RSには 32個のエントリーがある。
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アウトオブオーダー・コアの初期ステージでは、マイクロオペレーション（µOP）がフロ

ントエンドから ROBと RSに移動される。このプロセスでは、アウトオブオーダー・コア

は以下のステップを実行する。

• リソース（例えば、ロードバッファーやストアバッファー）をマイクロオペレーショ

ン（µOP）に割り当てる。

• マイクロオペレーション（µOP）を適切な発行ポートにバインドする。

• マイクロオペレーション（µOP）のソースとデスティネーションをリネームして、ア

ウトオブオーダー実行を可能にする。

• データが即値または計算済みレジスター値の場合に、データをマイクロオペレーショ

ン（µOP）に供給する。

以下では、各種の一般的な操作をコアが効率的に実行する方法について説明する。

• レイテンシーが単一のサイクルであるマイクロオペレーション（µOP）：レイテンシー

が単一のサイクルであるマイクロオペレーション（µOP）のほとんどは複数の実行ユ

ニットによって実行できるので、複数の依存操作のストリームを迅速に実行可能であ

る。 

• レイテンシーが長く、頻繁に使用されるマイクロオペレーション（µOP）：この種のマ

イクロオペレーション（µOP）では実行ユニットがパイプライン化されているので、

パイプライン内の異なるステージで複数のマイクロオペレーション（µOP）を同時に

実行できる。 

• レイテンシーがデータに依存した操作：除算など一部の操作では、レイテンシーがデー

タに依存している。整数の除算では、オペランドを解析し、オペランドの有意部分に

ついてのみ計算を実行するので、一般的な小さな数の除算が高速化される。

• オペランドが特定の制約に一致した場合の、レイテンシーが固定された浮動小数点演

算：この制約に一致しないオペランドは例外的なケースとみなされ、長いレイテンシー

と低いスループットのもとで実行される。低スループットのケースは、一般的なケー

スのレイテンシーとスループットには影響を与えない。

• 1次キャッシュヒットの場合でもレイテンシーが可変のメモリーオペランド：フォワー

ディングするかしないかが不明なロードは、ストアアドレスが解決されるまで待機し

てから実行される。メモリー・オーダー・バッファー（MOB）は、すべてのメモリー

操作を受け入れて処理する。MOBの詳細については、2.1.5項を参照のこと。 

2.2.3.1 発行ポートと実行ユニット 

スケジューラーは、1 サイクルあたり最大 6 マイクロオペレーション（µOP）を発行ポー

トにディスパッチできる。表 2-2に、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張

版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの発行ポートを示す。前者は CPUID シグ

ネチャーの DisplayFamily値と DisplayModel値が 06_0FHによって表され、後者は 06_17H

によって表される。この表には、一般的な整数演算および浮動小数点（FP）演算のレイテ

ンシーとスループットが発行ポートごとのサイクル数で記載されている。
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表 2-15 インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー（06_0FH）と拡張版インテル ® 

Core™ マイクロアーキテクチャー（06_17H）の発行ポート

実行可能な操作

レイテンシー、スループット

説明1

注：

1. 同じポートを使用するがレイテンシーが異なる操作を混在すると、ライトバック・バスの競合が発生して、全体的なスルー

プットが低下する可能性がある。

シグネチャー
= 06_0FH

シグネチャー
= 06_17H

整数 ALU

整数 SIMD ALU

FP/SIMD/SSE2ムーブと論理

演算

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

64ビット・モードの整数MULを含む。

発行ポート 0、ライトバック・ポート 0

単精度 FP MUL

倍精度 FP MUL

4, 1

5, 1

4, 1

5, 1

発行ポート 0、ライトバック・ポート 0

FP MUL（X87）

FPシャッフル

DIV/SQRT

5, 2

1, 1

5, 2

1, 1

発行ポート 0、ライトバック・ポート 0

FPシャッフルは QWシャッフルを処理

しない。

整数 ALU

整数 SIMD ALU

FP/SIMD/SSE2ムーブと論理

演算

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

64ビット・モードの整数MULを除く。

発行ポート 1、ライトバック・ポート 1

FP ADD

QWシャッフル

3, 1

1, 12

2. 128ビット命令の実行は、レイテンシーが長くスループットが低い。

3, 1

1, 13

3. ポート 5では 128ビット・シャッフル・ユニットを使用する。

発行ポート 1、ライトバック・ポート 1

整数ロード

FPロード

3, 1

4, 1

3, 1

4, 1

発行ポート 2、ライトバック・ポート 2

ストアアドレス4

4. ストアされるデータのアドレスを使ってストア・フォワーディングとストア・リタイアメントのロジックを準備する。

3, 1 3, 1 発行ポート 3 

ストアデータ5

5. ストアされるデータを使ってストア・フォワーディングとストア・リタイアメントのロジックを準備する。

発行ポート 4 

整数 ALU

整数 SIMD ALU

FP/SIMD/SSE2ムーブと論理

演算

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

1, 1

発行ポート 5、ライトバック・ポート 5

QWシャッフル

128ビットのシャッフル /パッ

ク /アンパック

1, 12

2-4, 2-46

6. 命令によって異なる。128ビット命令は、QWシャッフルユニットを使って実行される。

1, 13

1-3, 17

7. 命令によって異なる。インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーでは、QWシャッフルユニットの代わりに 128ビット・

シャッフル・ユニットが使用される。

発行ポート 5、ライトバック・ポート 5
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RS は、1 サイクルごとに最大 6 マイクロオペレーション（µOP）をディスパッチできる。

各サイクルでは、最大で 4つの結果が RSと ROBにライトバックされ、RSはその結果を

次のサイクルですぐに使用できる。この高い実行帯域幅によって、実行バーストは、デ

コードおよびリタイアされるマイクロフュージョン済みマイクロオペレーション（µOP）

の複雑な処理に対応できる。

実行コアは、以下の 3つの実行スタックを備えている。 

• SIMD整数 

• 通常の整数 

• x87/SIMD浮動小数点

実行コアは、メモリークラスターとの接続も備えている。図 2-2を参照のこと。

実行ブロック（グレー）内の 2つの濃い色の四角形に注目してもらいたい。これらの四角

形は、整数スタックと SIMD整数スタックを浮動小数点スタックに接続するパス上に存在

している。これは、バイパス遅延と呼ばれる余分なサイクルとなって表れる。1 次キャッ

シュから浮動小数点ユニットへのデータ転送には、1 サイクルのレイテンシーが追加され

る。図 2-2の濃い色の四角形は、この余分なレイテンシー・サイクルの発生を表している。 

図 2-3 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーの実行コア

DTLB
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2.2.4 インテル ®
 アドバンスト・メモリー・アクセス 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、各コアに 1 次命令キャッシュと 1 次

データキャッシュが搭載されている。2つのコアは 2MBまたは 4MBの 2次キャッシュを

共有している。すべてのキャッシュはライトバックであり、包括的ではない。各コアは、

以下の要素を備えている。

• データ・キャッシュ・ユニット（DCU）と呼ばれる 1次データキャッシュ：DCUは、複

数の将来発生すると予測されるキャッシュミスを処理して、後続のストアとロードを

迅速に処理することができる。DCUはキャッシュ・コヒーレンシーの維持をサポート

する。DCUの仕様は以下のとおりである。

－ 32KBのサイズ

－ 8ウェイ・セット・アソシアティブ

－ 64バイトのラインサイズ

• データ・トランスレーション・ルックアサイド・バッファー（DTLB）：インテル® Core™

マイクロアーキテクチャーの DTLB は、2 レベルの階層を実装している。DTLB の各

レベルには複数のエントリーがあり、4KBページまたはラージページをサポートする。

内側のレベル（DTLB0）のエントリーは、ロードに使用される。外側のレベル（DTLB1）

のエントリーは、ストア操作と、DTLB0でミスをしたロードをサポートする。すべて

のエントリーは、4 ウェイ・アソシアティブである。各 DTLB のエントリーのリスト

を以下に示す。

－ ラージページの DTLB1：32エントリー

－ 4KBページの DTLB1：256エントリー

－ ラージページの DTLB0：16エントリー

－ 4KBページの DTLB0：16エントリー

ロードが DTLB0 でミスし DTLB1 でヒットした場合、2 サイクルのペナルティーが

発生する。一部のディスパッチで DTLB0 が使用される場合のみ、ソフトウェアはこ

のペナルティーを受ける。DTLB1 および PMH へのミスに関連した遅延は通常、ス

マート・メモリー・アクセスの設計によりノンブロッキングである。

• ページ・ミス・ハンドラー（PMH）

• メモリー・オーダー・バッファー（MOB）：以下の機能を備えている。

－ ロードとストアを投機的にアウトオブオーダー発行することができる。

－ リタイアしたロードとストアがリタイア時に正確なデータを得られる。 

－ ロードとストアがインテル® 64アーキテクチャーと IA-32アーキテクチャーのメ

モリーの順序付け規則に従う。 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーのメモリークラスターは、以下を利用してメ

モリー操作の高速化を図る。

• 128ビットのロード操作とストア操作

• 1次キャッシュからのデータ・プリフェッチ
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• 2次キャッシュへのプリフェッチで利用されるデータ・プリフェッチ・ロジック

• ストア・フォワーディング

• メモリー・ディスアンビゲーション（明確化）

• 8個のフィル・バッファー・エントリー

• 20個のストア・バッファー・エントリー

• メモリー操作のアウトオブオーダー実行

• パイプライン化された所有権読み出し（RFO）操作

ソフトウェアをメモリークラスター向けに最適化する詳細については、3.6節「メモリーア

クセスの最適化」を参照のこと。

2.2.4.1 ロードとストア 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、1サイクルあたり 1つの 128ビット・

ロードと 1つの 128ビット・ストアをそれぞれ異なるメモリー・ロケーションに対して実

行できる。他の命令やメモリー操作は、メモリー操作に関してアウトオブオーダー実行が

可能である。

ロードでは以下を実行できる。 

• ロードアドレスとストアアドレスが競合していないことが明らかな場合は、先行する

ストアの前にロードを発行可能である。

• 先行する分岐が解決される前に、投機実行できる。

• キャッシュミスにアウトオブオーダーでオーバーラップして対応する。

• 競合するアドレスにストアが行われないことを見込んで、先行するストアの前にロー

ドを発行できる。

ロードでは以下を実行できない。

• あらゆるフォールトやトラップに対し投機的に対応する。

• キャッシュできないメモリータイプに投機アクセスする。

フォールトの発生したロードやキャッシュできないロードが検出されると、リタイアメン

トまで待機した上で、プログラマーから見える状態が更新される。x87 ロードと浮動小数

点 SIMDロードでは、1クロックのレイテンシーが追加される。

メモリーへのストアは、2つのフェーズで実行される。 

• 実行フェーズ：ストア・フォワーディングに対処するためアドレスとデータを使って

ストアバッファーを準備する。ディスパッチ・ポート（ポート 3および 4）が使用される。

• 完了フェーズ：ストアがリタイアし、プログラマーがメモリーを参照できるようにな

る実行中のロードとキャッシュバンクが競合する場合がある。ストア・リタイアメン

トはメモリー・オーダー・バッファーによってバックグラウンド・タスクとして処理

され、データはストアバッファーから 1次キャッシュに移動される。
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2.2.4.2 1次キャッシュへのデータ・プリフェッチ 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、2つのハードウェア・プリフェッチを

提供して、1 次データキャッシュへのプリフェッチを行うことにより、プログラムが高速

にデータをアクセスすることを可能にしている。

• データ・キャッシュ・ユニット（DCU）プリフェッチ：このプリフェッチは、ストリー

ミング・プリフェッチとも呼ばれ、最後にロードされたデータへのユニット・ストラ

イド・アクセスによってトリガーされる。プロセッサーは、このアクセスがストリー

ミング・アルゴリズムの一部であるとみなし、次のラインを自動的にフェッチする。

• 間隔を空けた命令ポインター（IP）ベースのプリフェッチ：このプリフェッチは、個々

のロード命令を追跡する。ロード命令に規則的なアドレススキップがあることが検出

された場合、現在のアドレスとこの間隔の合計である次のアドレスがプリフェッチさ

れる。前方または後方へのプリフェッチが可能であり、最大で 4KBページの半分、つ

まり 2KBの間隔に対処できる。

データ・プリフェッチは、以下の条件が満たされた場合のみロードに対して機能する。

• ライトバック・メモリーからのロードである。

• プリフェッチ要求が 4KBのページ境界内に収まっている。

• パイプライン内でフェンスやロックが発生していない。

• その他のロードミスがあまり発生していない。

• バスがあまりビジーでない。

• 連続的なストアのストリームが発生していない。

DCUプリフェッチは以下の影響を及ぼす。

• 大規模な構造のデータがプログラムで使用される順序で連続的に配置されている場

合、パフォーマンスが向上する。

• アクセスパターンが局所的でなくまばらな場合、帯域幅の問題によりわずかにパ

フォーマンスが低下することがある。

• まれに、アルゴリズムのワーキングセットがキャッシュの大部分を占めるように

チューニングされ、プログラムから要求されたキャッシュラインが不要なプリフェッ

チによって排出されている場合、1 次キャッシュの容量が原因でハードウェア・プリ

フェッチが重大なパフォーマンス低下をもたらすことがある。

ハードウェアに依存してデータ・トラフィックを予想するハードウェア・プリフェッチと

異なり、ソフトウェア・プリフェッチ命令は、プログラマーに依存してキャッシュミスの

頻度を予想する。ソフトウェア・プリフェッチは、データを含むキャッシュラインを要求

されるレベルのキャッシュ階層に移動する際のヒントとして機能する。ソフトウェア制御

プリフェッチは、コードのプリフェッチではなく、データのプリフェッチを対象とする。
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2.2.4.3 データ・プリフェッチ・ロジック

データ・プリフェッチ・ロジック（DPL）は、2次（L2）キャッシュへの DCUの過去の要

求パターンに基づいて、2次キャッシュに対しデータのプリフェッチを行う。DPLは、DCU

からのアドレスをストアする目的で 2つの独立した配列を備えており、一方はアップスト

リーム用（12エントリー）、他方はダウンストリーム用（4エントリー）である。DPLは、

エントリーごとに 1つの 4KBページへのアクセスを追跡する。アクセスしたページがこの

配列のいずれにも存在しない場合、新たに配列のエントリーが割り当てられる。 

DPLは、インクリメントする要求シーケンス（ストリームとも呼ばれる）があるかどうか

DCU の読み出しを監視する。ストリームの 2 回目のアクセスを検出すると、DPL は次の

キャッシュラインをプリフェッチする。例えば、DCU がキャッシュライン A および A+1

を要求した場合、DPLは、近い将来に DCUによってキャッシュライン A+2が要求される

と仮定する。次に DCUが A+2を読み出すと、DPLはキャッシュライン A+3をプリフェッ

チする。DPLは、「後方参照」ループでも同様に機能する。 

DPLは、インテル ® Pentium® Mプロセッサーで導入された。インテル ® Core™ マイクロ

アーキテクチャーでは、以下の機能が DPLに追加されている。

• ストリームがキャッシュラインをスキップする場合など、より複雑なストリームを

DPL が検出できるようになった。DPL は、L2 ルックアップごとに 2 つのプリフェッ

チ要求を発行できる。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの DPL は、ロー

ド要求から最大で 8個まで先のラインをプリフェッチ可能である。

• インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの DPLは、バス帯域幅と要求数に応じて

動的に調整を行う。バスがビジーでない場合は最大限先までプリフェッチし、バスが

ビジーな場合はあまり先までプリフェッチしない。

• DPLは、各種のアプリケーションやシステム構成に応じて調整を行う。

2つのコアのエントリーは、別々に処理される。 

2.2.4.4 ストア・フォワーディング 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、ストアに続いてロードを行い、ストア

によってメモリーに書き込まれたデータを再読み込みする場合、ストアからロードにデー

タを直接転送できる。このプロセスはストア - ロード・フォワーディングと呼ばれ、ロー

ドがメモリーを介さずにストア操作から直接データを取得できるので、サイクル数の節約

になる。

ストア -ロード・フォワーディングを行うには、以下の規則に従わなければならない。

• ストアは、ロードに先行する、該当アドレスへの最後のストアでなければならない。

• ストアされるデータは、ロードされるデータとサイズが同じか、それよりも大きくな

ければならない。

• ロードは、キャッシュライン境界をまたがってはならない。

• ロードは、8バイト境界をまたがってはならない。ただし、16バイト・ロードは例外で

ある。 
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• ロードは、以下の例外を除いて、ストアアドレスの先頭にアライメントが合っていな

ければならない。 

－ アライメントが合った 64ビット・ストアでは、その半分である 32ビットのいず

れにも転送できる。

－ アライメントが合った 128ビット・ストアでは、その 4分の 1である 32 ビット

のいずれにも転送できる。

－ アライメントが合った 128 ビット・ストアでは、その半分である 64 ビットのい

ずれにも転送できる。

ソフトウェアは、最後の規則に対する例外を利用して、サブフィールドを転送する能力を

犠牲にせず複雑な構造を移動できる。

拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、ストア・フォワーディングに関

するアライメント制限が緩和されている。拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテク

チャーの場合、後続のロードのアライメントが先行するストアに合っていない複数の状況

でストア・フォワーディングを実行できる。拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテク

チャーでは許可されているが、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは許可され

ていない 6つのケース（背景がグラデーションのもの）を表 2-3に示す。背景が網かけの

ものは、両者で実行できるストア・フォワーディングである。

図 2-4 拡張版インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーにおけるストア・フォワー

ディングの強化

バイト0 バイト1 バイト2 バイト3 バイト4 バイト5 バイト6 バイト7

8バイト境界

32ビットストア

32ビットロード

16ビットロード 16ビットロード

8ビットロード 8ビットロード 8ビットロード8ビットロード

64ビットストア

32ビットロード

16ビットロード 16ビットロード

32ビットロード

64ビットロード

16ビットロード 16ビットロード

8ビットロード 8ビットロード 8ビットロード8ビットロード 8ビットロード 8ビットロード8ビットロード 8ビットロード

64ビットストア

32ビットロード

16ビットロード 16ビットロード

32ビットロード

64ビットロード

16ビットロード 16ビットロード

8ビットロード 8ビットロード 8ビットロード8ビットロード 8ビットロード 8ビットロード8ビットロード 8ビットロード

ストア・フォワーディング（SF）は実行不可能

ストア

例：7バイトのミスアライメント

例：1バイトのミスアライメント

拡張版インテル Core マイクロアーキテクチャー
ではSFを実行可能

SFを実行可能

8バイト境界

TM®
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2.2.4.5 メモリー・ディスアンビゲーション 

ロード命令のマイクロオペレーション（µOP）は、先行するストアに依存する。多くのマ

イクロアーキテクチャーでは、先行するストアのアドレスがすべて判明するまで、ロード

がブロックされる。 

メモリー・ディスアンビゲーション機能は、どのロードが先行するストアに依存しないか

を予測する。ロードにそのような依存関係がないことをディスアンビゲーション機能が予

測した場合、そのロードは 1次データキャッシュからデータを取得する。 

最終的には予測が検証される。実際には競合が検出された場合、ロードとすべての後続命

令が再実行される。メモリー・ディスアンビゲーションはメモリーアクセスの明確化、と

も呼ばれる。 

2.2.5 インテル ®
 アドバンスト・スマート・キャッシュ

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、多くの機能が単一ダイ上の 2つのプロ

セッサー・コア向けに最適化されている。2 つのコアは、合わせてインテル ® アドバンス

ト・スマート・キャッシュと呼ばれる 2次キャッシュおよびバス・インターフェイス・ユ

ニットを共有する。ここではインテル ® アドバンスト・スマート・キャッシュの構成要素

について説明する。図 2-4に、インテル ® アドバンスト・スマート・キャッシュのアーキ

テクチャーを示す。 

図 2-5 インテル ®
 アドバンスト・スマート・キャッシュのアーキテクチャー

分岐

予測

リタイアメント 実行
フェッチ /

デコード

L1データ

キャッシュ
1次命令

キャッシュ

コア 1
分岐

予測

リタイアメント 実行
フェッチ /

デコード

L1データ

キャッシュ
1次命令

キャッシュ

コア 0

2次キャッシュ

バス・インターフェイス・ユニット

システムバス
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表 2-3 に、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーにおけるキャッシュのパラメー

ターの詳細を示す。CPUID命令のキャッシュ・パラメーターを使用してキャッシュ階層 ID

を列挙する際の詳細については、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's

Manual, Volume 2A』を参照のこと。 

2.2.5.1 ロード

ライトバック（WB）方式のメモリー・ロケーションからデータを読み出す際、プロセッ

サーはこのデータが含まれるキャッシュラインを以下の順序でキャッシュとメモリーか

ら検索する。

1. 自コアの DCU

2. 他コアの DCUと 2次キャッシュ

3. システムメモリー

キャッシュラインは、変更された場合のみ他方のコアの DCU から取得され、キャッシュ

ラインの可用性や 2次キャッシュの状態は無視される。

表 2-4に、局所性が異なる最初の 4バイトをメモリークラスターからフェッチする際の特

性を示す。レイテンシーの列には、アクセス・レイテンシーの概算値が記載されている。

ただし、実際のレイテンシーは、キャッシュのロード、メモリー・コンポーネント、その

パラメーターによって異なる。

表 2-16 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーのキャッ

シュ・パラメーター

レベル 容量

アソシアティブ

（ウェイ）

ライン

サイズ

（バイト）

アクセス・

レイテンシー

（クロック）

アクセス・

スループット

（クロック）

書き込み

アップデート 

方式

1次命令 32KB 8 64 3 1 ライトバック

命令 32KB 8 なし なし なし なし

2次（共有）1

注：

1. インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー（CPUIDシグネチャー DisplayFamily = 06H、DisplayModel = 0FH）。

2、4MB 8または 16 64 14
2

2. ソフトウェアから見たレイテンシーは、アクセスパターンなどの要因によって異なる。

2 ライトバック

2次（共有）3

3. 拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー（CPUIDシグネチャー DisplayFamily = 06H、DisplayModel = 17Hまた

は 1DH）。

3、6MB 12または 24 64 15
2

2 ライトバック

3次4

4. 拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー（CPUIDシグネチャー DisplayFamily = 06H、DisplayModel = 1DH）。

8、12、
16MB

16 64 ~110 12 ライトバック
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変更されたキャッシュラインを排出して、新しいキャッシュライン用にスペースを確保し

なければならない場合がある。変更されたキャッシュラインは新しいデータの取得と並行

して排出されるので、追加のレイテンシーは必要としない。ただし、データがメモリーに

ライトバックされる際は、キャッシュ帯域幅のほか、バス帯域幅も排出に使用される可能

性がある。したがって、変更されたキャッシュ・ラインの排出を伴うキャッシュミスが短

時間に複数発生した場合、キャッシュ応答時間が全体的に低下する。

2.2.5.2 ストア

ライトバック方式のメモリー・ロケーションに命令がデータを書き込む際、プロセッサー

はまず、自身の DCU においてキャッシュラインが排他状態または変更状態であることを

確認する。プロセッサーは、指定された順序で以下の場所からキャッシュ・ラインを検索

する。

1. 自コアの DCU

2. 他コアの DCUと、2次キャッシュ

3. システムメモリー

キャッシュラインは、変更された場合のみ他のコアの DCU から取得され、キャッシュラ

インの可用性や 2次キャッシュの状態は無視される。所有権読み出しが完了した後、デー

タが 1次データキャッシュに書き込まれ、キャッシュラインが変更済みとしてマークされ

る。

所有権読み出しとデータのストアは、命令のリタイアメントの後に発生し、リタイアメン

トの順序に従う。したがって、ストア・レイテンシーは、ストア命令自体には影響を与え

ない。ただし、一部の連続したストアは、レイテンシーを累積してパフォーマンスに影響

することがある。表 2-4 に、キャッシュ・ラインの階層によって異なるストア・レイテン

シーを示す。

表 2-17 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャーでのロード操作とストア操作の特性

ロード ストア

データ局所性 レイテンシー スループット レイテンシー スループット

DCU 3 1 2 1

変更状態にある他方の

コアの DCU

14 + 5.5バスサイ

クル 

14 + 5.5バスサイ

クル 

14 + 5.5バスサイ

クル 

2次キャッシュ 14 3 14 3

メモリー 14 + 5.5バスサイ

クル +メモリー

バス読み出しプロ

トコルによって異

なる

14 + 5.5バスサイ

クル +メモリー

バス書き込みプロ

トコルによって異

なる
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2.3 インテル ®
 マイクロアーキテクチャー Nehalem

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem は、インテル ® Core™ i7 プロセッサーお

よびインテル® Xeon® プロセッサー 3400/5500/7500番台が持つ数多くの革新的な機能の基

盤となっている。このアーキテクチャーは、45nmの拡張版インテル ® Core™ マイクロアー

キテクチャーの成功を受けて開発され、以下の拡張機能を提供している。

• 強化されたプロセッサー・コア

－ 分岐予測と、予測ミスからの回復を改善

－ ループ・ストリーミングの強化により、フロントエンドのパフォーマンスを高め、

消費電力を削減

－ アウトオブオーダー・エンジンでのバッファリングを深くすることにより、並列

性を高める

－ 実行ユニットの強化により、CRC、文字列 / テキスト処理、データ・シャッフリ

ングを高速化

• ハイパースレッディング・テクノロジー

－ 1コアあたり 2つのハードウェア・スレッド（論理プロセッサー）を提供

－ 4マイクロオペレーション（µOP）の発行が可能な実行エンジン、大容量 L3キャッ

シュ、広いメモリー帯域幅を活用

• インテル ®
 スマート・メモリー・アクセス

－ システムメモリーへの低レイテンシー・アクセスとスケーラブルなメモリー帯域

幅を実現する統合型メモリー・コントローラー

－ 包括的な共有 L3 キャッシュを持つ新しいキャッシュ階層構造によって、スヌー

プ・トラフィックを削減

－ 2つのレベルからなる TLBと、TLBサイズの拡大

－ 高速のアライメントされないメモリー・アクセス

• 革新的な専用パワー・マネジメント機能

－ 最適化されたファームウェアが組み込まれた統合型マイクロコントローラーに

よって消費電力を管理

－ 温度、電流、消費電力を測定する組み込み型リアルタイム・センサー

－ コアごとに消費電力をオン /オフできるパワーゲートを統合

－ メモリーやリンク・サブシステムの消費電力を削減可能な汎用性

インテル ® マイクロアーキテクチャー Westmereは、インテル ® マイクロアーキテクチャー

Nehalemの 32nmバージョンである。後者のすべての機能が前者にも適用される。
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2.3.1 マイクロアーキテクチャー・パイプライン

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem は、65nm のインテル ® Core™ マイクロ

アーキテクチャーで導入された、4 マイクロオペレーション（µOP）の発行が可能なマイ

クロアーキテクチャー・パイプラインを継承している。図 2-6に、インテル ® Core™ i7プ

ロセッサーに実装されているインテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemのパイプライ

ンの基本構成要素を示す。ただし、図 2-6のパイプラインでは、4つのコアのうち 2つの

みが描かれている。 

図 2-6 インテル ®
 マイクロアーキテクチャー Nehalem のパイプラインの構造

L2キャッシュ
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命令のフェッチと
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命令キュー

リネーム/割り当て

実行

ユニット

クラスター

1

実行

ユニット

クラスター

5

スケジューラー
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ROM

ストア

デコード
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ユニット
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0
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リタイアメント・ユニット
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1
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5
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インテルQPIリンクロジック

その他のL2キャッシュ

L2キャッシュ
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インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemのパイプライン長は、分岐予測ミスの遅延

で測定した場合、45nm のインテル ® Core™ 2 プロセッサー・ファミリーにおける従来の

パイプラインよりも 2 サイクル分だけ長い。フロントエンドでは、1 サイクルあたり最大

4命令をデコード可能であり、2つの論理プロセッサーが交互のサイクルで命令ストリーム

をデコードすることによって、2 つのハードウェア・スレッドをサポートできる。フロン

トエンドは、分岐処理、ループ検出、MSROMスループットなどを扱う拡張機能を備えて

いる。

スケジューラー（リザベーション・ステーション）は、1 サイクルあたり最大 6 マイクロ

オペレーション（µOP）を 6つの発行ポートにディスパッチできる（図 2-6では 5つの発

行ポートのみ表示。ストア操作ではストアアドレスとストアデータに個別のポートが必要

だが、図では 1つとして描かれている）。 

アウトオブオーダー・エンジンには数多くの実行ユニットがあり、各ユニットは図 2-6に

示す 3つの実行クラスターに配置されている。アウトオブオーダー・エンジンは、従来の

ものと同様に、1サイクルあたり 4マイクロオペレーション（µOP）をリタイアできる。 

2.3.2 フロントエンドの概要

図 2-7に、このマイクロアーキテクチャーのフロントエンドの主な構成要素を示す。命令

フェッチユニット（IFU）は、1サイクルあたり最大 16バイトのアライメントされた命令

バイトを命令キャッシュから命令長デコーダー（ILD）にフェッチできる。命令キュー（IQ）

は、ILD で処理された命令をバッファリングして、1 サイクルあたり最大 4 命令を命令デ

コーダーに供給することができる。

命令デコーダーは 3つのデコーダーユニットからなり、各ユニットで 1サイクルあたり 1

つの単純な命令をデコードできる。その他のデコーダーユニットは、単純な命令でも、複

数のマイクロオペレーション（µOP）で構成された複雑な命令でも、1サイクルあたり 1命

図 2-7 インテル ®
 マイクロアーキテクチャー Nehalem のフロントエンド
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令をデコードできる。4つを超えるマイクロオペレーション（µOP）で構成された命令は、

MSROM から供給される。1 サイクルあたり最大 4 マイクロオペレーション（µOP）を命

令デコーダーキュー（IDQ）に供給できる。 

IDQ内にはループストリーム検出器が存在し、短い命令シーケンスからなるループについ

て消費電力の削減とフロンドエンドの効率化を図る。 

命令デコーダーはマイクロフュージョンをサポートすることで、フロンドエンドのスルー

プットを高め、スケジューラーおよびリオーダーバッファー（ROB）内の有効キューサイ

ズを拡大している。マイクロフュージョンの規則は、インテル ® Core™ マイクロアーキテ

クチャーのものと同様である。

命令キューはマクロフュージョンもサポートしており、可能な限り、隣接する命令を単一

のマイクロオペレーション（µOP）に組み合わせる。旧世代のインテル ® Core™ マイクロ

アーキテクチャーの場合、CMP/Jcc シーケンスでのマクロフュージョンのサポートは CF

および ZFフラグに限定されており、64ビット・モードではマクロフュージョンがサポー

トされていなかった。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、64ビット・モードでもマクロフュー

ジョンがサポートされるようになり、以下の命令シーケンスがサポートされている。

• 以下を比較する場合に CMPまたは TESTをフュージョンできる（変更なし）。

REG-REG。例：CMP EAX,ECX; JZ label

REG-REG。例：cmp eax,ecx; jz label

REG-IMM。例：cmp eax,0x80; jz label

REG-MEM。例：cmp eax,[ecx]; jz label

MEM-REG。例：cmp [eax],ecx; jz label

• TESTはすべての条件分岐とフュージョンされる（変更なし）。

• CMPは以下の条件分岐とフュージョンできる。これらの条件分岐では、キャリーフラ

グ（CF）またはゼロフラグ（ZF）をチェックする。以下に示すのは、マクロフュー

ジョン可能な条件分岐のリストである（変更なし）。

JAまたは JNBE

JAEまたは JNBまたは JNC

JEまたは JZ

JNAまたは JBE

JNAEまたは JCまたは JB

JNEまたは JNZ
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• インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemの場合、CMPは以下の条件分岐とフュー

ジョンできる（拡張機能）。

JLまたは JNGE

JGEまたは JNL 

JLEまたは JNG

JGまたは JNLE

ハードウェアでは、複数の方法で分岐処理を改善している。分岐ターゲットバッファーが

拡大し、分岐予測の精度が向上した。リターン・スタック・バッファーでリネームがサ

ポートされ、コード中におけるリターン命令の予測ミスが減少した。さらに、ハードウェ

アの強化によりリソースの再利用を促進することで、分岐予測ミスの処理が向上した。そ

のため、予測ミスのあったコードパスの実行にリソースが割り当てられていても、フロン

トエンドは作成済みのコードパス（命令がリタイアメントに到達すると予測されるコード

パス）中の命令のデコードを待機しなくて済む。作成済みのコードパス中の命令をフロン

トエンドがデコードするとすぐに、新しいマイクロオペレーション（µOP）ストリームが

順方向進行を開始できる。

2.3.3 実行エンジン 

IDQ（図 2-7）は、マイクロオペレーション（µOP）ストリームをパイプラインの割り当て /

リネームステージ（図 2-6）に供給する。アウトオブオーダー・エンジンは、in-flightのマ

イクロオペレーション（µOP）を最大で 128 個サポートできる。各マイクロオペレーショ

ン（µOP）は、リオーダーバッファー（ROB）内のエントリー、リザベーション・ステー

ション（RS）内のエントリー、ロード /ストア・バッファー（メモリーアクセスが必要な

場合）などのリソースとともに割り当てられる必要がある。 

アロケーターは、in-flightの各マイクロオペレーション（µOP）のレジスター・ファイル・

エントリーをリネームする。マイクロオペレーション（µOP）に関連した入力データは通

常、ROBまたはリタイアしたレジスターファイルから読み出される。 

RSの深さは 36エントリーに拡大された（旧世代では 32エントリー）。マイクロオペレー

ション（µOP）の実行準備が整っている場合、RSは 1サイクルあたり最大 6µOPをディス

パッチできる。RSは、発行ポートを通じてマイクロオペレーション（µOP）を個々の実行

クラスターにディスパッチする。各クラスターは、整数 /FP/SIMD 実行ユニットの集りで

構成されている。 

マイクロオペレーション（µOP）を実行した実行ユニットからの結果は、レジスターファ

イルにライトバックされるか、結果を必要とする in-flightの µOPにバイパス・ネットワー

ク経由で転送される。マイクロアーキテクチャー Nehalemは、各ポートで 1サイクルあた

り 1回のレジスターファイルに書き込むライトバック・スループットに対応している。バ

イパス・ネットワークは、整数 /FP/SIMD の 3 ドメインで構成されている。同じバイパス

ドメイン内で結果を生産（producer）マイクロオペレーション（µOP）から消費

（consumer）µOPにハードウェア上遅延なく効率的に転送できる。異なるバイパスドメイン

間での結果の転送は、バイパス遅延の増加につながることがある。バイパス遅延は、個々
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の実行ユニットのレイテンシー / スループット特性に加えて、ソフトウェアにも表れる場

合がある。表 2-18に、異なるバイパスドメインにおける生産マイクロオペレーション（µOP）

と消費 µOPの間のバイパス遅延を示す。

2.3.3.1 発行ポートと実行ユニット 

表 2-19に、このマイクロアーキテクチャーで一般的な操作について、発行ポートおよび実

行ユニットのレイテンシー /スループットの主な特性を示す。

表 2-18 生産 /消費マイクロオペレーション（µOP）間のバイパス遅延（サイクル数）

FP 整数 SIMD

FP 0 2 2

整数 2 0 1

SIMD 2 1 0

表 2-19 インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemの発行ポート

ポート 実行可能な操作 レイテンシー スループット  ドメイン 説明

ポート 0 整数 ALU

整数シフト

1

1

1

1

整数

ポート 0 整数 SIMD ALU

整数 SIMDシャッフ

ル

1

1

1

1

SIMD

ポート 0 単精度（SP）

FP MUL

倍精度 FP MUL

FP MUL（X87）

FP/SIMD/SSE2ムー

ブと論理演算

FPシャッフル

DIV/SQRT

4

5

5

1

1

1

1

1

1

1

FP

ポート 1 整数 ALU

整数 LEA

整数MUL

1

1

3

1

1

1

整数

ポート 1 整数 SIMD MUL

整数 SIMDシフト

PSAD

文字列比較

1

1

3

1

1

1

SIMD

ポート 1 FP ADD 3 1 FP

ポート 2 整数ロード 4 1 整数
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2.3.4 キャッシュとメモリー・サブシステム

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem では、各コアに命令キャッシュ、L1 デー

タキャッシュ、ユニファイド L2キャッシュが搭載されている（図 2-6を参照）。各物理プ

ロセッサーは、複数のプロセッサー・コアと、「アンコア」と呼ばれる共有サブシステム

の集りで構成されている。具体的に言うと、インテル ® Core™ i7プロセッサーのアンコア

には、物理プロセッサー内のすべてのコアで共有されるユニファイド L3 キャッシュ、イ

ンテル ® QuickPathインターコネクト・リンク、関連ロジックが含まれている。L1キャッ

シュと L2キャッシュはライトバックであり、包括的ではない。 

共有 L3キャッシュはライトバックであり、包括的である。つまり、L1データキャッシュ、

L1命令キャッシュ、ユニファイド L2キャッシュのいずれかに存在するキャッシュライン

は、L3 キャッシュにも存在する。L3 キャッシュは、包括的な特性を利用して、プロセッ

サー・コア間のスヌープ・トラフィックを最小限に抑えるように設計されている。表 2-20

に、キャッシュ階層の特性を示す。L3 キャッシュアクセスのレイテンシーは、プロセッ

サーとアンコア・サブシステムとの周波数比に応じて異なることがある。

ポート 3 ストアアドレス 5 1 整数

ポート 4 ストアデータ 整数

ポート 5 整数 ALU

整数シフト

ジャンプ

1

1

1

1

1

1

整数

ポート 5 整数 SIMD ALU

整数 SIMDシャッフ

ル

1

1

1

1

SIMD

ポート 5 FP/SIMD/SSE2ムー

ブと論理演算

1 1 FP

表 2-20 インテル ® Core™ i7プロセッサーのキャッシュ・パラメーター 

レベル 容量

アソシアティブ

（ウェイ）

ライン

サイズ

（バイト）

アクセス・

レイテンシー

（クロック）

アクセス・

スループット

（クロック）

書き込みアップ

デート方式

L1データ 32KB 8 64 4 1 ライトバック

命令 32KB 4 なし なし なし なし

L2 256KB 8 64 10
1

注：

1. ソフトウェアから見たレイテンシーは、アクセスパターンなどの要因によって異なる。

状況により異

なる

ライトバック

L3（共有）2

2. コアとアンコアとの周波数比が 1である場合、L3キャッシュの最小レイテンシーは 35サイクルである。

8MB 16 64 35-40+
2

状況により異

なる

ライトバック

表 2-19 インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemの発行ポート

ポート 実行可能な操作 レイテンシー スループット  ドメイン 説明
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インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemは、2つのレベルからなるトランスレーショ

ン・ルックアサイド・バッファー（TLB）を実装している。第 1 レベルは、データおよび

コード向けの個別の TLB で構成されている。DTLB0 はデータアクセスのアドレス変換を

処理し、4KB ページをサポートする 64 個のエントリーと、ラージページをサポートする

32個のエントリーを備えている。ITLBは、4KBページ向けに 1スレッドあたり 64個のエ

ントリーと、ラージページ向けに 1スレッドあたり 7個のエントリーを備えている。

第 2 レベルの TLB（STLB）は、4KB ページのコードアクセスとデータアクセスの両方を

処理する。これは、DTLB0 や ITLB でミスをした 4KB ページ変換操作をサポートしてい

る。すべてのエントリーは、4ウェイ・アソシアティブである。各 DTLBのエントリーの

リストを以下に示す。

• 4KBページの STLB：512エントリー（データ・ルックアップと命令ルックアップの両

方を処理）

• ラージページの DTLB0：32エントリー

• 4KBページの DTLB0：64エントリー

ロードが DTLB0 でミスし STLB でヒットした場合、7 サイクルのペナルティーが発生す

る。一部のディスパッチで DTLB0 が使用される場合のみ、ソフトウェアはこのペナル

ティーを受ける。STLBおよび PMHへのミスに関連した遅延は通常、ノンブロッキングで

ある。

2.3.5 ロード操作とストア操作の強化

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemのメモリークラスターは、以下の拡張機能

を利用してメモリー操作の高速化を図る。

• 1サイクルあたり1つの128ビット・ロード操作と1つの128ビット・ストア操作を行える

発行能力

• ロード操作とストア操作向けに深さを増したバッファー：48 個のロードバッファー、

32個のストアバッファー、10個のフィルバッファー

• 高速のアライメントされていないメモリー・アクセスと、メモリー・アライメント・

ハザードの強力な処理

• ストア・フォワーディングの改善により、アライメントの合ったシナリオにもアライ

メントの合っていないシナリオにも対応

• ほとんどのアドレス・アライメントに対応したストア・フォワーディング

2.3.5.1 アライメント・ハザードの効率的な処理

あらゆるワークロードにおいて、キャッシュ・サブシステムとメモリー・サブシステムが

大部分の命令を処理している。アドレス・アライメントのシナリオが異なると、メモリー

操作やキャッシュ操作におけるパフォーマンスへの影響も異なる。例えば、L1キャッシュ

からの、自然境界にアライメントされたロードには通常、L1キャッシュでの 1サイクルの

スループット（表 2-21を参照）が適用される。しかし、アライメントの合っていないロー
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ド命令（MOVUPS、MOVUPD、MOVDQU など）を使用して L1 キャッシュのデータにア

クセスすると、マイクロアーキテクチャーやアライメント・シナリオに応じて異なる遅延

が発生する。 

表 2-21に、各種のアドレス・アライメント・シナリオでMOVDQU命令を発行し L1キャッ

シュからデータをロードした場合の概算スループットを示す。16バイト・ロードがキャッ

シュライン境界をまたいだ場合、旧世代のマイクロアーキテクチャーでは、ソフトウェア

から見て大きな遅延が発生する。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、ハードウェアの強化により、キャッ

シュライン分割など各種アドレス・アライメント・シナリオを処理する際の遅延が短縮さ

れている。 

2.3.5.2 ストア・フォワーディングの強化

このマイクロアーキテクチャーでは、ストアに続いてロードを行い、ストアによってメモ

リーに書き込まれたデータを再読み込みする際、ストアからロードにデータを直接転送で

きることが多い。この状況はストア - ロード・フォワーディングと呼ばれ、ロードがメモ

リーシステムを介さずにストア操作から直接データを取得できるので、数サイクルの節約

になる。 

ストア - ロード・フォワーディングを遅延なく行うには、いくつかの基本的な規則に従わ

なければならない。

• ストアは、ロードに先行する、該当アドレスへの最後のストアでなければならない。

• ストアされるデータは、ロードされるデータとサイズが同じか、それよりも大きくな

ければならない。

• ロードデータは、先行するストア内に完全に含まれていなければならない。

ストア操作とロード操作の間におけるアドレス・アライメントおよびデータサイズによっ

て、ストア・フォワーディング・シナリオでデータ転送が行われるか、キャッシュ / メモ

リー・サブシステムを介して遅延が生じるかが決まる。45nm の拡張版インテル ® Core™

表 2-21 L1キャッシュからの MOVDQUにおけるアドレス・アライメントがパフォーマンス

に与える影響

スループット（サイクル）

インテル ® 
Core™ i7

プロセッサー

45nmのインテル ® 

Core™ マイクロアーキ

テクチャー

65nmのインテル ® 

Core™ マイクロアーキ

テクチャー

アライメント・シナリオ 06_1AH 06_17H 06_0FH

16バイト境界にアライメント 1 2 2

16バイト境界にアライメントさ

れず、キャッシュ分割なし

1 ~2 ~2

キャッシュライン境界が分割 ~4.5 ~20 ~20
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マイクロアーキテクチャーでは、アドレス・アライメントとデータサイズの要件が従来の

マイクロアーキテクチャーよりも緩和された。インテル ® マイクロアーキテクチャー

Nehalemではさらに機能が強化され、より多くの状況でデータを迅速に転送できる。 

図 2-8に、16バイト・ストア操作についてのストア・フォワーディング・シナリオを示す。

図 2-8 16バイト・ストア操作のストア・フォワーディング・シナリオ

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、ストア・アドレス・アライメントに

かかわらずストア - ロード・フォワーディングを実行できる（図中の空欄は該当ストア -

ロード・シナリオの適用外）。図 2-9に、8バイト以下のストア操作のシナリオを示す。

図 2-9 インテル ®
 マイクロアーキテクチャー Nehalemにおけるストア・フォワーディング

の強化

フォワーディングせず

従来のフォワーディング

ストア

8ビット

ロード

8ビット

ロード

16ビットロード16ビットロード16ビットロード16ビットロード16ビットロード16ビットロード

32 ビットロード32 ビットロード32 ビットロード32 ビットロード

64ビットロード64ビットロード

128 ビットストア

8ビット

ロード

8ビット

ロード

 128ビットロード

バイト0 バイト1 バイト2 バイト3 バイト4 バイト5 バイト6 バイト7 バイト8 バイト9 バイト10 バイト11 バイト12 バイト13 バイト14 バイト15

32 ビットロード32 ビットロード32 ビットロード

16ビットロード16ビットロード

16ビットロード16ビットロード16ビットロード16ビットロード16ビットロード

32 ビットロード

32 ビットロード

32 ビットロード

32 ビットロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

Nehalemでのフォワーディング

16ビットロード16ビットロード

32 ビットロード

32 ビットロード

適用外

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

8ビット

ロード

32ビットストア

8ビット・ロード8ビット・ロード8ビット・ロード

16ビットロード

32ビットロード

例：7バイトの

ミスアライメント

16ビットロード

8ビット・ロード

32ビットロード32ビットロード

64ビットロード

32ビットストア

8バイト境界8バイト境界

バイト0 バイト1 バイト2 バイト3 バイト4 バイト5 バイト6 バイト7

32ビットロード

32ビットロード

16ビットロード 16ビットロード 16ビットロード

32ビットロード

16ビットロード 16ビットロード 16ビットロード
フォワーディングせず

従来のフォワーディング

ストア

Nehalemでのフォワーディング

適用外

8ビット・ロード

8ビット・ロード 8ビット・ロード 8ビット・ロード 8ビット・ロード 8ビビット・ロード 8ビット・ロード 8ビット・ロード
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2.3.6 REP文字列の強化

REP プリフィクスを MOVS/STOS 命令および ECX のカウント値と組み合わせて、

memcpy/memsetなどのライブラリー関数の実装に使用することが頻繁に行われている。こ

れは、「REP文字列」命令と呼ばれている。この命令では、反復ごとに一定の値をバイト /

ワード /ダブルワード /クワッドワード単位でコピー /書き込みすることができる。REP文

字列を使用する上でのパフォーマンス特性は、開始オーバーヘッドとデータ転送スルー

プットという 2つの要素によって決まる。

REP文字列命令のパフォーマンス特性を決める 2つの要素は、さらに単位、アライメント、

カウント値によって異なってくる。MOVSB は通常、極めて小さなデータチャンクの処理

に使用される。したがって、REP MOVSBを実装したプロセッサーは、4未満の ECXの処

理に最適化されている。ECXが 3を超える REP MOVSBを使用すると、バイト単位のデー

タ転送に加えて開始オーバーヘッドの増加により、データ・スループットが低下する。ECX

が 4 未満の場合、MOVSB のレイテンシーは 9 サイクルである。ECX が 9 を超える REP

MOVSBでは、50サイクルの開始コストが発生する。

より大きな単位でデータ転送が行われる REP 文字列の場合、ECX 値の増加に伴い、REP

文字列の開始オーバーヘッドは以下のようにステップ規模で増加する。

• 短い文字列（ECXが12以下）：REP MOVSW/MOVSD/MOVSQのレイテンシーは約20サ

イクルである。

• 高速文字列（ECXが 76以上：REP MOVSBを除く）：プロセッサーは、できるだけ多く

のデータを 16バイト単位で移動することによりハードウェアの最適化を行う。REP文

字列のレイテンシーは、16バイト・データ転送のいずれかがキャッシュライン境界を

またいでいるかどうかによって異なる。 

－ 分割なし：レイテンシーは約 40サイクルの開始コストからなり、64バイトのデー

タごとに 4サイクルが追加される。

－ キャッシュが分割：レイテンシーは約 35サイクルの開始コストからなり、64バ

イトのデータごとに 6サイクルが追加される。

• 中間の文字列長：REP MOVSW/MOVSD/MOVSQのレイテンシーは約 15サイクルの開

始コストからなり、ワード / ダブルワード / クワッドワード単位でのデータ移動の反

復ごとに 1サイクルが追加される。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、REP文字列のパフォーマンスが以下

のように複数の点で従来のマイクロアーキテクチャーよりも大幅に向上している。

• ほとんどのケースで開始オーバーヘッドが従来のマイクロアーキテクチャーに比べて

削減された。

• データ転送スループットが旧世代よりも向上した。

• 従来のマイクロアーキテクチャーの場合、REP文字列命令を「高速文字列」モードで

動作させるには、アドレス・アライメントが必要であった。インテル ® マイクロアー

キテクチャー Nehalem の場合、アドレスが 16 バイト境界にアライメントされていな

くても、REP文字列命令を「高速文字列」モードで動作できる。 
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2.3.7 システム・ソフトウェアの強化

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、アプリケーション・レベル・ソフト

ウェアとシステム・レベル・ソフトウェアの両方にメリットがあるマイクロアーキテク

チャーの強化に加えて、主にシステム・ソフトウェアにメリットがある強化も行われてい

る。

Lockプリミティブ：Lockプリフィクスを使用して同期プリミティブを実行すると（XCHG、

CMPXCHG8B など）、レイテンシーが従来のマイクロアーキテクチャーよりも大幅に減少

する。

VMM のオーバーヘッドの改善：従来のマイクロアーキテクチャーの場合、仮想マシン

（VM）とそのスーパーバイザー（VMM）との間の VMX遷移は、1回に数千サイクルを要

することがある。インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサーで

は、VMX遷移のレイテンシーが削減されている。

2.3.8 消費電力の効率化

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemは、さまざまな負荷状況のもとで高度なパ

フォーマンスと電力効率に優れたパフォーマンスを発揮できるように設計されているだ

けでなく、システムのアイドル時に消費電力を削減する拡張機能を備えている。インテル
® マイクロアーキテクチャー Nehalemではプロセッサー固有のC6ステートがサポートされ

ており、これは、OSが ACPIと OSのパワー・マネジメント機構によって管理できる中で

リーク消費電力が最も少ないステートである。

2.3.9 インテル ®
 マイクロアーキテクチャー Nehalemにおけるハ

イパースレッディング・テクノロジーのサポート

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem は、ハイパースレッディング（HT）テク

ノロジーをサポートしている。この HTテクノロジーの実装では、2つの論理プロセッサー

が各コアの実行 /キャッシュリソースの大半を共有している。インテル ® マイクロアーキ

テクチャー Nehalemの HTテクノロジーは、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーを採

用した旧世代の HTテクノロジーと以下の点で異なっている。

• インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、4マイクロオペレーション（µOP）

の発行が可能な実行エンジンと、演算操作を発行可能な 3つの発行ポートに組み合わ

された機能的な実行ユニットが用意されている。

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem でサポートされている統合型メモ

リー・コントローラーは、インテル ® Core™ i7 プロセッサーでは最大 25.6GB/ 秒の

ピークメモリー帯域幅を提供できる。

• 以下のように、バッファリングが深くなり、リソース共有 /分割ポリシーが強化された。

－ HT テクノロジー操作向けに複製されるリソース：レジスター状態、リネームさ

れたリターン・スタック・バッファー、ラージページ ITLB。
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－ HTテクノロジー操作向けに分割されるリソース：ロードバッファー、ストアバッ

ファー、リオーダーバッファー、スモールページ ITLB は、2 つの論理プロセッ

サー間で静的に割り当てられる。

－ HTテクノロジー操作中に共有されるリソース：リザベーション・ステーション、

キャッシュ階層、フィルバッファー、DTLB0と STLBの両方。

－ HT テクノロジー操作中に交互に実行：フロントエンド操作は通常、公平になる

ように 2つの論理プロセッサー間で交互に実行される。

－ HTテクノロジーで認識されないリソース：実行ユニット。

2.4 Intel NetBurst
®

 マイクロアーキテクチャー

インテル ® Pentium® 4プロセッサー、ハイパースレッディング・テクノロジー対応インテ

ル ® Pentium® 4 プロセッサー エクストリーム・エディション、インテル ® Pentium® D プ

ロセッサー、インテル ® Pentium® プロセッサー エクストリーム・エディションは Intel

NetBurst® マイクロアーキテクチャーを導入している。Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャーが導入されたインテル ® Xeon® プロセッサーは、CPUID（ファミリー・エンコー

ディング 0FH）によって識別できる。 

この節では、上記のプロセッサーに共通した Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの

機能と動作について説明する。この節を通して、以降で説明する最適化の推奨事項とコー

ディング規則を理解するための技術的な基礎知識が得られる。命令のレイテンシーなど、

実装の詳細については、付録 C「命令のレイテンシーとスループット」を参照のこと。 

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーは、高いクロックレートの整数計算と浮動小数

点計算を、高速に処理できるように設計されている。このマイクロアーキテクチャーは、

以下の機能をサポートしている。

• ハイパーパイプライン技術により、高いクロックレートを実現

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・システムバスに対する、高性能クワッド

パンプ・バス・インターフェイス

• 高速の実行エンジンにより、基本整数命令のレイテンシーを軽減

• アウトオブオーダーのスペキュレーティブ・エグゼキューションによる並列処理が可

能

• スーパースケーラー発行による並列処理が可能

• ハードウェア・レジスター・リネーミングにより、レジスター名前空間の制限を回避

• 64バイトのキャッシュ・ライン・サイズ

• ハードウェア・プリフェッチ

2.4.1 設計目的

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの設計目的は以下の 2点である。 
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• 従来の IA-32アプリケーションや SIMD（Single Instruction, Multiple Data）技術に基づく

アプリケーションを高いスループットで実行すること。

• 高いクロックレートでの動作を可能にし、将来のパフォーマンスとクロックレートの

向上にもスケーラブルに対応すること。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの設計上の優位性を以下に示す。

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーは、深いパイプライン構造を使用して、チッ

プの各部分を異なるクロックレートで動作させることにより、高いクロックレートを

実現する。

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのパイプラインは、一般的な条件で頻繁に

実行される命令向けの最適化を実現する。つまり、一般的な条件（キャッシュヒット

など）で頻繁に実行される命令は、効率的にデコードされ、少ないレイテンシーで実

行される。

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーは、多くの手法を使用して、ストールのペ

ナルティーを隠蔽する。これらの手法には、並列実行、バッファーリング、スペキュ

レーションなどがある。動的かつアウトオブオーダーに命令を実行するため、個々の

命令の実行に必要な時間は常に一定とは限らない。

第 3章「一般的な最適化ガイドライン」では、使用すべき最適化手法と回避すべき状態に

ついて説明する。この章では、相対的な最適化の優先度も示している。ただし、ほとんど

の最適化はプロセッサーに依存しているので、予想されるメリットとペナルティーを正確

に定量化してはいない。 

以下の各節では、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの主要な機能について、さら

に詳しく説明する。

2.4.2 パイプライン 

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのパイプラインは、以下のステージで構成され

ている。

• インオーダーの発行フロントエンド

• アウトオブオーダーのスーパースケーラー実行コア

• インオーダーのリタイアメント・ユニット

フロントエンドは、命令をプログラムの順序（インオーダー）でアウトオブオーダー・コ

アに供給する。フロントエンドは、命令のフェッチとデコードを行う。デコードされた命

令はマイクロオペレーション（µOP）に変換される。フロントエンドの主な役割は、元の

プログラムの順序で、マイクロオペレーション（µOP）を中断することなく実行コアに供

給することである。

アウトオブオーダー・コアは、マイクロオペレーション（µOP）を積極的に並べ替えて、

入力リソース（および実行リソース）の用意ができたマイクロオペレーション（µOP）を

できるだけ早く実行できるようにする。コアは、1サイクルごとに複数のマイクロオペレー

ション（µOP）を発行する。
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リタイアメント部は、実行結果が元のプログラムの順序に従って処理され、適切なアーキ

テクチャー・ステートが更新されるように保証する。

図 2-5に、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのパイプラインに関連する主な機能ブ

ロックのダイアグラムを示す。以下の各項では、概要を説明する。

2.4.2.1 フロントエンド

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのフロントエンドは、以下の 2 つで構成されて

いる。

• フェッチ /デコードユニット

• 実行トレースキャッシュ

フロントエンドは、以下の機能を実行する。

• 実行される可能性が高い命令をプリフェッチする。

• 必要な命令のうち、まだプリフェッチされていないものをフェッチする。

• 命令をデコードしてマイクロオペレーション（µOP）に変換する。

• 複雑な命令と専用コード用のマイクロコードを生成する。

図 2-10 Intel NetBurst
®

 マイクロアーキテクチャー

BTB /

3

2
8

1
4

/
 ROM
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-61



• 実行トレースキャッシュから、デコードされた命令を供給する。

• 高度なアルゴリズムを使用して分岐を予測する。

フロントエンドは、遅延の原因になる以下の 2つの問題に対処するように設計されている。

• 分岐ターゲットからフェッチされた命令のデコードに時間がかかる。

• キャッシュラインの中間にある分岐または分岐ターゲットのために、デコード帯域幅

が浪費される。

命令は、トランスレーション・エンジンによってフェッチされ、デコードされる。トラン

スレーション・エンジンは、デコードされた命令をトレースと呼ばれる一連のマイクロオ

ペレーション（µOP）に変換する。次にトレースは、実行トレースキャッシュに格納される。 

実行トレースキャッシュは、マイクロオペレーション（µOP）をプログラム実行フローの

パスごとに格納する。このとき、コード内の分岐のターゲットは、同じキャッシュライン

内に統合される。これによって、分岐の結果実行されなかった命令がキャッシュに保存さ

れなくなるため、キャッシュからの命令フローが増加し、キャッシュ全体の記憶スペース

が有効に利用できる。 

トレースキャッシュは、1 クロックあたり最大 3 つのマイクロオペレーション（µOP）を

コアに供給できる。

実行トレースキャッシュとトランスレーション・エンジンは、これらと協調する分岐予測

ハードウェアを持っている。分岐ターゲットは、分岐予測ロジックを使用して、リニアア

ドレスに基づいて予測され、できるだけ早くフェッチされる。分岐ターゲットは、実行ト

レースキャッシュに蓄えられている場合はフェッチされ、実行トレースキャッシュ内にな

い場合はメモリー階層からフェッチされる。トレースは、トランスレーション・エンジン

の分岐予測情報に基づいて、最も可能性の高いパスに沿って作成される。

2.4.2.2 アウトオブオーダー・コア

命令をアウトオブオーダーに実行するコアの機能は、並列処理を可能にする主要な要素で

ある。プロセッサーは、この機能によって、あるマイクロオペレーション（µOP）の処理

がデータまたは使用するリソースの用意ができるまで遅れる場合、プログラムの順序でそ

れに後続するほかのマイクロオペレーション（µOP）を先に処理するように命令を並べ替

えられる。これにより、プロセッサーのパイプラインのある個所に遅れが発生した場合、

並行して実行されるほかの操作を行うことによって、またはバッファー待ち行列に入れら

れたマイクロオペレーション（µOP）を実行することによって、その遅れを隠蔽できる。 

実行コアは、並列実行に適した設計になっている。コアは、発行ポートを介して、1 サイ

クルあたり最大 6 つのマイクロオペレーション（µOP）を処理できる（図 2-6）。1 サイク

ルあたり 6 つのマイクロオペレーション（µOP）の値は、トレースキャッシュとリタイア

メント部のマイクロオペレーション（µOP）数を超えていることに注意する。実行コアは

帯域幅が広いため、ピーク時に 4つ以上のマイクロオペレーション（µOP）を処理できる。

また、各種の実行ユニットにマイクロオペレーション（µOP）を柔軟に発行でき、発行速

度をアップできる。
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ほとんどのコア実行ユニットは、各パイプラインで一度に複数の命令を処理できるよう

に、各サイクルにつき 1 つの新しいマイクロオペレーション（µOP）の実行を開始する。

多くの算術論理ユニット（ALU）命令は、1 サイクルあたり 2 つのマイクロオペレーショ

ン（µOP）を開始できる。多くの浮動小数点命令は、2 サイクルあたり 1 つのマイクロオ

ペレーション（µOP）を開始する。マイクロオペレーション（µOP）のデータ入力とリソー

スの用意ができると、ただちにアウト・オブ・プログラム・オーダーでマイクロオペレー

ション（µOP）の実行が開始される。

2.4.2.3 リタイアメント

リタイアメント部は、実行されたマイクロオペレーション（µOP）の結果を実行コアから

受け取り、元のプログラムの順序に従ってアーキテクチャー・ステートが更新されるよう

に、それらの結果を処理する。インテル ® 64命令と IA-32命令を正しいセマンティクスで

実行するには、リタイアされる前に命令の結果を元のプログラムの順序に戻さなくてはな

らない。例外は、命令がリタイアされるときに発生する。このため、例外を投機的に生成

することはない。 

マイクロオペレーション（µOP）が完了し、結果がデスティネーションに書き込まれると、

マイクロオペレーション（µOP）はリタイアされる。1 サイクルあたり最大 3 つのマイク

ロオペレーション（µOP）のリタイアが可能である。リオーダーバッファー（ROB）は、

完了したマイクロオペレーション（µOP）をバッファーに蓄え、アーキテクチャー・ステー

トの状態を更新し、例外の順序を管理するプロセッサー内のユニットである。

また、リタイアメント部は分岐を監視し、更新された分岐ターゲット情報を分岐ターゲッ

トバッファー（BTB）に送信する。これによって、分岐履歴が更新される。図 2-10に、Intel

NetBurst® マイクロアーキテクチャー内で頻繁に実行されるパス（すなわち、マルチレベル

のキャッシュ階層およびシステムバスとの間で相互作用する実行ループ）を示す。

以下の各節では、フロントエンドと実行コアの動作を詳しく説明する。これにより、本書

で説明する最適化手法と命令のレイテンシー・データを使用するための基礎知識が得られ

る。

2.4.3 フロントエンド・パイプラインの詳細

フロントエンドの動作に関する以下の説明は、プリフェッチ、分岐予測、実行トレース

キャッシュの動作に関してソフトウェアをチューニングする際に役立つ。

2.4.3.1 プリフェッチ

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーは、以下の 3 つのプリフェッチ機構をサポート

している。

• 第1のプリフェッチ機構は、命令を自動的にプリフェッチするハードウェア命令フェッ

チャである。 

• 第2のプリフェッチ機構は、データと命令をユニファイド2次キャッシュ内に自動的に

フェッチするハードウェア機構である。 
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• 第3のプリフェッチ機構はデータのみをフェッチするもので、次の2つの異なる機構を

含む。1）キャッシュ・ライン・ミスのために必要になったデータを含む 128バイト・

セクター内で隣接するキャッシュラインをフェッチするハードウェア機構。2）プリ

フェッチ命令を使用してデータをキャッシュ内にフェッチするソフトウェア制御型機

構。 

ハードウェア命令フェッチャは、分岐ターゲットバッファー（BTB）が予測したパス上の

命令を命令ストリーミング・バッファーに読み込む。データは、ターゲットアドレスを始

点として 32バイト単位で読み込まれる。第 2の機構と第 3の機構については後で説明する。

2.4.3.2 デコーダー

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのフロントエンドは、最大で 1クロックあたり 1

つの命令をデコードできるデコーダーを 1つ備えている。一部の複雑な命令は、マイクロ

コード ROMを使用して実行する必要がある。デコーダーで変換された命令は、実行トレー

スキャッシュに送られる。

2.4.3.3 実行トレースキャッシュ

実行トレースキャッシュ（TC）は、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの主要な命

令キャッシュである。TC は、デコードされた命令（すなわち、マイクロオペレーション

（µOP））を格納する。

インテル ® Pentium® 4 プロセッサーでは、TC は最大 12K 個のマイクロオペレーション

（µOP）を保持でき、1サイクルあたり最大 3つのマイクロオペレーション（µOP）を供給

できる。TCは、実行コア内で実行する必要があるマイクロオペレーション（µOP）をすべ

て格納するわけではない。場合によっては、実行コアは、実行トレースキャッシュに格納

されたマイクロオペレーション（µOP）トレースではなく、マイクロコードのフローを実

行しなければならない。

インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、頻繁に実行される命令はトレースキャッシュから

供給し、わずか数個の命令にのみマイクロコード ROM を使用するように最適化されてい

る。 

2.4.3.4 分岐予測

分岐予測は、深いパイプライン構造を持つプロセッサーのパフォーマンスには重要であ

る。分岐予測によって、プロセッサーは、分岐の結果が判明する前に、分岐先命令の実行

を開始できる。分岐遅延は、予測が外れた場合に発生するペナルティーである。インテル
® Pentium® 4プロセッサーおよびインテル ® Xeon® プロセッサーでは、予測がヒットした

命令の分岐遅延は、0 クロックサイクルに抑えられる。しかし、予測が外れた場合は、大

きなサイクル数の遅延が発生する。通常は、この遅延の値はパイプラインの段数に等しい。 

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの分岐予測機構は、near分岐（条件付きコール、

無条件のコール、リターン、間接分岐）を予測する。この分岐予測機構は、far 転送（far

コール、iret、ソフトウェア割り込みなど）は予測しない。

分岐予測の精度を高めて起こった分岐のコストを軽減するために、以下の機構が用意され

ている。例えば、以下のようなものである。
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• 分岐ターゲットバッファー（BTB）を使用して、命令のリニアアドレスに基づいて分

岐の向きとターゲットを動的に予測する機能

• 動的予測が使用できないか、動的予測が無効である場合に、分岐ターゲットのオフセッ

トに基づいて、分岐の結果を静的に予測する。後方分岐は実行されるものと予測され、

前方分岐は実行されないものと予測される機能

• 16のエントリーを持つリターン・アドレス・スタックを使用して、リターンアドレス

を予測する機能

• 実行されると予測された分岐のパスに沿って、命令のトレースを作成し、分岐のペナ

ルティーを回避する機能

スタティック・プレディクター：分岐命令がデコードされると、分岐の向き（前方または

後方）が判明する。分岐に対応する有効なエントリーが BTB内にない場合は、分岐の向き

に基づいてスタティック・プレディクターが予測を行う。静的な予測機構は、条件付き後

方分岐（ループ終了分岐などの負のディスプレースメントを持つ分岐）は実行されるもの

と予測し、前方分岐は実行されないものと予測する。

この静的予測（前方分岐は実行されない、後方分岐は実行される）を活用するには、分岐

のターゲットになる可能性の高い命令が前方分岐の直後に置かれるように、コードを編成

すると良い（3.4.1項 「分岐予測の最適化」も参照）。

分岐ターゲットバッファー：インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、分岐履歴が利用でき

る場合、分岐命令がデコードされる前の段階で、分岐の結果を予測できる。インテル ®

Pentium® 4 プロセッサーは、分岐履歴テーブルと分岐ターゲットバッファー（まとめて

BTBと呼ばれる）を使用して、命令のリニアアドレスに基づいて分岐の向きとターゲット

を予測する。分岐がリタイアされると、BTBは新しいターゲットアドレスで更新される。

リターンスタック：リターンは常に行われるが、プロシージャーは複数のコールサイトか

ら呼び出される場合があるため、1 つのターゲットを予測するだけでは十分ではない。イ

ンテル ® Pentium® 4プロセッサーは、一連のプロシージャー・コールのリターンアドレス

を予測できるリターンスタックを備えている。これによって、関数コールを含むループを

アンロールするメリットが大きくなる。また、プロシージャー・コールのオーバーヘッド

のうちリターン・ペナルティーの部分が軽減されるため、一部のプロシージャーのインラ

イン化が不要になる。

分岐の向きとターゲットアドレスが予測されていても、分岐が起こると、プロセッサーの

利用可能な並列性が減少する場合がある（分岐がキャッシュラインの最後になく、ター

ゲットがキャッシュラインの先頭にない場合、分岐の直後の命令とターゲットの直前の命

令に対してデコード帯域幅が浪費されるためである）。分岐プレディクターによって、分

岐とターゲットが 1つのトレース・キャッシュ・ライン内に共存でき、フロントエンドか

ら命令を最大限に供給できる。
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-65



2.4.4 実行コアの詳細

実行コアは、一般的な条件を効率的に処理すれば、全体的なパフォーマンスを最適化する

ように設計されている。実行コアのハードウェアは、まれなコンテキストによる実行頻度

の低い操作を多少犠牲にしても、一般的なコンテキストで頻繁に実行される操作をできる

だけ高速に実行するように設計されている。 

実行コアの一部は、一般的な条件が成立すると推論することで、実行を高速化しようとす

る。このため、一般的な条件から外れる場合は、マシンがストールする場合がある。この

例として、ストア -ロード・フォワーディングに関するものがある（本章の「ストア・フォ

ワーディング」の節を参照）。ロードが特定のストアに依存すると予測される場合、ロー

ドはそのストアからデータを取得して、投機に基づいて処理を進める。ロードがそのスト

アに依存しないことが判明した場合は、実際のデータがメモリーから読み込まれるまで

ロードの完了が遅れ、その後で処理が続行される。

2.4.4.1 命令のレイテンシーとスループット

スーパースケーラー方式のアウトオブオーダー・コアは、複数のマイクロオペレーション

（µOP）を並行して実行可能な、ハードウェア・リソースを備えている。実行コアが実行ユ

ニットの並列性を活用する能力は、以下のソフトウェア機能により強化される。

• 命令のうち、3つ以下のマイクロオペレーション（µOP）にデコードできる命令または

レイテンシーが短い命令、あるいはその両方を選択する。

• 長い依存関係チェーンを最小限に抑えて、長い命令レイテンシーを隠蔽し、できるだ

け並列性が保たれるように命令を並べる。

• 命令がスケジューラーに到達した時点で、命令のオペランドの準備が完了し、命令に

対応する発行ポートと実行ユニットが空くように、命令を並べる。

この項では、ポートの制限、結果のレイテンシー、発行レイテンシー（スループットとも

呼ばれる）について説明する。これらの概念は、命令の順序付けにより並列性を高めるソ

フトウェアを支援する基礎となる。マイクロオペレーション（µOP）をプロセッサーのコ

アに供給する順序は、マシンのスケジューリング・リソースによってさらに影響を受ける。 

常に変化するマシンの状態に反応して、実行を高速化するためにマイクロオペレーション

（µOP）を並べ替え、依存関係とリソースの制約条件に従って命令を延期するのは、実行コ

アの役割である。ソフトウェアの命令の順序付けは、ハードウェアに対するヒントと見な

せる。

付録 C「命令のレイテンシーと スループット」には、よく使用されるインテル ® 64 命令

と IA-32命令の一部と、各命令のレイテンシー、発行スループット、（必要に応じて）命令

に関連する実行ユニットを記載している。一部の実行ユニットはパイプライン化されてい

ない（マイクロオペレーション（µOP）を連続するサイクルで処理できないため、スルー

プットは 1サイクルあたり 1マイクロオペレーション（µOP）より小さくなる）。各命令を

構成するマイクロオペレーション（µOP）の数は、どの命令を生成するかの選択の基礎と

なる。マイクロコード ROM から実行されるすべてのマイクロオペレーション（µOP）に

は、追加のオーバーヘッドが発生する。 
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2.4.4.2 実行ユニットと発行ポート

実行コアは、1サイクルごとに、4つの発行ポートのうち 1つ以上にマイクロオペレーショ

ン（µOP）を送り出せる。マイクロアーキテクチャー・レベルでは、ストア操作は、スト

アデータ操作とストアアドレス操作の 2つの部分に分けられる。図 2-6に、実行ユニット

にマイクロオペレーション（µOP）を送り出し、ロード操作とストア操作を実行する、4つ

の発行ポートを示す。ポート 0と 1は、1クロックあたり 2つのマイクロオペレーション

（µOP）を発行できる。これらの実行ユニットは、図中に「2倍速」と記載されている。

ポート 0： サイクルの前半で、ポート 0 は、1 つの浮動小数点移動マイクロオペレーショ

ン（µOP）（浮動小数点スタック移動、浮動小数点交換、または浮動小数点ストアデータ操

作）、または 1つの算術論理ユニット（ALU）マイクロオペレーション（µOP）（算術演算、

論理演算、分岐、またはストアデータ操作）を発行できる。サイクルの後半で、ポート 0

は、前半と同じ ALUマイクロオペレーション（µOP）を 1つ発行できる。

ポート 1： サイクルの前半で、ポート 1 は、1 つの浮動小数点実行マイクロオペレーショ

ン（µOP）（移動以外のすべての浮動小数点演算、すべての SIMD 演算）、1 つの標準速の

整数マイクロオペレーション（µOP）（乗算、シフト、ローテート）、または 1つの ALUマ

イクロオペレーション（µOP）（算術演算）を発行できる。サイクルの後半で、ポート 1は、

前半と同じ ALUマイクロオペレーション（µOP）を 1つ発行できる。

ポート 2： 1サイクルあたり 1つのロード操作を発行できる。

ポート 3： 1サイクルあたり 1つのストアアドレス操作を発行できる。 

発行帯域幅の合計は、1 サイクルあたり 0 ～ 6 個のマイクロオペレーション（µOP）にな

る。各パイプラインには、複数の実行ユニットが含まれる。各マイクロオペレーション

（µOP）は、マイクロオペレーション（µOP）の操作と対応するパイプラインに送り込まれ

る。例えば、整数算術論理ユニット（ALU）と浮動小数点実行ユニット（加算器、乗算器、

除算器）は、1本のパイプラインを共有する。
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2.4.4.3 キャッシュ

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーは、最大 3 レベルまでのオンチップキャッシュ

をサポートしている。Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

には、少なくとも 2レベルのオンチップキャッシュが実装されている。インテル ® Xeon®

プロセッサーMP、一部のインテル ® Pentium® プロセッサー、インテル ® Xeon® プロセッ

サーは、3次キャッシュも搭載している。 

1 次キャッシュ（実行コアに最も近いキャッシュ）には、命令用キャッシュとデータ用

キャッシュが別々に搭載されている。これらのキャッシュには、1 次データキャッシュと

トレースキャッシュ（高度な 1次命令キャッシュ）が含まれる。L1以外のすべてのレベル

のキャッシュは、データと命令の共有キャッシュである。 

キャッシュ階層内のレベルは、包含的ではない。あるラインがレベル i にあるということ

は、そのラインが i+1 内にもあることを意味しない。すべてのキャッシュは、疑似 LRU

（Least Recently Used）置換アルゴリズムを使用する。 

表 2-5 に、CPUID モデル・エンコーディングが 0、1、2、または 3 に相当するインテル ®

Pentium® プロセッサーおよびインテル ® Xeon® プロセッサーの、すべてのキャッシュレベ

ルのパラメーターを示す。

図 2-11 アウトオブオーダー・コア内の実行ユニットとポート

ALU 0
2

FP ALU 1
2

FP 

0 1 2 3

ADD/SUB FP 
FP 

FXCH

ADD / SUB / FP_ADD
FP_MUL
FP_DIV

FP_MISC
MMX  _SHFT
MMX  _ALU
MMX  _MISC

FP_ADD x87 FP SIMD FP

FP_MUL x87 FP SIMD FP

FP_DIV x87 FP SIMD FP

MMX  _ALU SIMD

MMX  _SHFT

MMX  _MISC SIMD
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3次キャッシュを持たないプロセッサーで 2次キャッシュのキャッシュミスが発生すると、

システムバス・インターフェイスを介してメモリー・サブシステムへのトランザクション

が開始される。3 次キャッシュを持つプロセッサーで 3 次キャッシュのキャッシュミスが

発生すると、システムバスを介してトランザクションが開始される。バス書き込みトラン

ザクションでは、キャッシュ可能メモリーに 64バイトが書き込まれる（宛先がキャッシュ

できない場合は独立した 8バイト単位で書き込まれる）。キャッシュ可能メモリーからのバ

ス読み込みトランザクションでは、データのキャッシュラインが 2つフェッチされる。 

システムバス・インターフェイスは、スケーラブル・バス・クロックの使用をサポートし

ており、スケーラブル・バスのクロックスピードの 4倍の実効速度を実現する。バスの混

雑がない場合、プロセッサー内では、バスとの往復に約 12プロセッサー・サイクル、メモ

リーアクセスに 6～ 12バスサイクルの時間がかかる。各バスサイクルは、プロセッサーの

数サイクル分に相当する。プロセッサーのクロックスピードをスケーラブル・バスのク

ロックスピードで割った値をバス比と呼ぶ。例えば、100MHz バスの 1 バスサイクルは、

1.50GHzプロセッサー上では 15プロセッサー・サイクルに相当する。バスのスピードはプ

ロセッサーによって異なるため、詳細についてはそのシステムの仕様を参照のこと。

表 2-22 インテル ®
 Pentium

®
 4 プロセッサーとインテル ®

 Xeon
®

 プロセッサーのキャッ

シュ・パラメーター

レベル

（モデル） 容量

アソシアティブ

（ウェイ）

ラインサイズ

（バイト）

アクセス・

レイテンシー、

整数 /浮動小数

点（クロック）

書き込みアップ

デート方式

1 次データ

（モデル 0、1、2）

8KB 4 64 2/9 ライトスルー

1 次データ

（モデル 3）

16KB 8 64 4/12 ライトスルー

TC（全モデル） 12K µops 8 なし なし なし

2 次

（モデル 0、1、2）

256KB、また

は 512KB1

注：

1. 512KBの 2次キャッシュを持つのは、CPUIDモデル番号 2を備えたインテル ®
 Pentium

®
 4プロセッサーとインテル ®

 

Xeon
®

 プロセッサーである。

8 642

2. キャッシュミスが原因の各読み込みでは、隣接する 2つのキャッシュラインからなる 1つのセクターがフェッチされる。書

き込み操作は 64バイトである。

7/7 ライトバック

2 次

（モデル 3、4）

 1MB 8 642 18/18 ライトバック

2 次

（モデル 3、4、6）

2MB 8 642 20/20 ライトバック

3 次（

モデル 0、1、2）

0、512KB、

1MB または

2MB

8 642 14/14 ライトバック
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2.4.4.4 データ・プリフェッチ

インテル ® Pentium® 4プロセッサーおよびそのほかの Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャー・ベースのプロセッサーは、データをプリフェッチするために、ソフトウェア・プ

リフェッチ命令とハードウェア・プリフェッチ機構の 2種類の機構を備えている。

ソフトウェア制御型プリフェッチは、ストリーミング SIMD 拡張命令（SSE）で導入され

た 4つのプリフェッチ命令（PREFETCH）によって実行される。ソフトウェア制御型プリ

フェッチは、コードのプリフェッチ用の機能ではない。ソフトウェア制御型プリフェッチ

を使用してコードをプリフェッチすると、コードが共有されているマルチプロセッサー・

システムでは大きなペナルティーが発生する。

ソフトウェア制御型データ・プリフェッチは、状況によってメリットが得られる場合があ

る。それは、以下のような状況の場合である。

• ソフトウェア内のメモリーアクセス操作のパターンが、プログラミングによってメモ

リーのレイテンシーを隠蔽できる状態の場合。

• キャッシュラインが必要とされる前に、どれだけのキャッシュラインをフェッチした

ら良いか、合理的な判断ができる場合。

• 使用するプリフェッチのタイプについて、選択ができる場合。

SSE プリフェッチ命令は、更新されるキャッシュレベルやプロセッサーによって異なる。

例えば、プロセッサーによっては、プロセッサー・コアに最も近いキャッシュレベルにの

みデータを返すことによって、非テンポラルなプリフェッチをサポートするものがある。

この方法には、以下のようなメリットがある。

• 他のキャッシュレベル内のテンポラルデータの変化が最小限に抑えられる。

• オフチップキャッシュにアクセスする必要がなくなる。これによって、通常のロード

ミスですべてのキャッシュレベルにデータを返す場合と比べて、実際の帯域幅を広げ

ることができる。

ソフトウェア制御型データ・プリフェッチのメリットを得にくい条件として、以下のもの

がある。

• すでに帯域幅が制限されている場合、プリフェッチを行うと必要な帯域幅が増える傾

向がある。

• あまり早い段階でプリフェッチを行うと、実行時にデータが使用される前に、キャッ

シュに蓄えられたデータがキャッシュから排出されてしまうときがある。

• ある程度早い段階でプリフェッチを行わないと、メモリーと実行のレイテンシーをカ

バーする効果が弱くなる。

プロセッサーはソフトウェア・プリフェッチを、メモリーシステムからのデータフェッチ

の要求を開始するためのヒントとして扱う。ソフトウェア・プリフェッチはプロセッサー

のリソースを消費するため、必要以上にプリフェッチを使用すると、プリフェッチの有効

性が低下する。この例として、ループの外側を参照するときにループの内側のデータをプ

リフェッチする場合や、プリフェッチが行われる基本ブロックが頻繁に実行されるが、プ

リフェッチの目的である参照に先行することがほとんどない場合などがある。

第 7章「キャッシュ利用の最適化」を参照のこと。
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自動ハードウェア・プリフェッチは、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーの機能である。

この機能では、以前の参照パターンに基づいて、ユニファイド 2次キャッシュ内にキャッ

シュラインを取り込める。

ソフトウェア・プリフェッチには以下の特長がある。

• 不規則なアクセスパターンを処理できる（不規則なパターンでは、ハードウェア・プ

リフェッチは起動されない）。

• 短い配列のプリフェッチを処理できる。ハードウェア・プリフェッチには、フェッチ

を開始する前にスタートアップ待ち時間があるが、ソフトウェア・プリフェッチでは

これを回避できる。

• 新しいプリフェッチ命令を追加する必要がある。既存のアプリケーションには無効で

ある。

インテル ® Pentium® 4プロセッサーのハードウェア・プリフェッチには以下の特長がある。

• 既存のアプリケーションにも有効である。

• プリフェッチ命令を利用するような学習を必要としない。

• 規則的なアクセスパターンを必要とする。

• 命令および発行ポート帯域幅のオーバーヘッドを回避できる。

• ハードウェア・プリフェッチが起動してフェッチを開始する前に、スタートアップ・

ペナルティー（数回のキャッシュミス）が発生する。

ハードウェア・プリフェッチは、順方向および逆方向のいずれでも複数のストリームを処

理できる。配列の終わりを越えたデータ（実際には利用されない）への要求がハードウェ

ア・プリフェッチにより行われる場合、スタートアップ待ち時間と終端を超えたフェッチ

が小さい配列に対してより大きな影響を持つ。長い配列を処理する場合は、ハードウェア

のペナルティーは軽減される。 

ハードウェア・プリフェッチは、ラストレベルキャッシュで 2つのキャッシュミスが連続

した場合にトリガーされ、その際キャッシュミスは、キャッシュミス間のリニアアドレス

距離がしきい値の範囲内に収まるという条件を満たさなければならない。しきい値は、プ

ロセッサーの実装によって異なる（表 2-6を参照）。ただし、ハードウェア・プリフェッチ

が 4KBページ境界を越えることはない。結果として、キャッシュ・ミス・パターンの間隔

が、ハードウェア・プリフェッチをトリガーするしきい値の距離の半分よりも小さい場合、

ハードウェア・プリフェッチが極めて効果的になることがある。一方、キャッシュ・ミス・

パターンに頻繁な DTLBミスがある場合、またはキャッシュ・ミス・パターンのアクセス

間隔が原因で、連続するキャッシュミスがトリガーしきい値の距離よりも空間的に離れて

いる場合、ハードウェア・プリフェッチに効果はない。 

ソフトウェアは、事前にデータ・アクセス・パターンを制御して、広いアクセス間隔（ト

リガーしきい値の距離よりも広い間隔）よりも、狭いアクセス間隔（トリガーしきい値の

距離の半分よりも狭い間隔など）を優先することができる。そのため、テンポラルな局所

性を改善し、ラストレベルキャッシュでのキャッシュミスを大幅に削減できるという利点

も得られる。 
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データ・アクセス・パターンのソフトウェア最適化では、ハードウェア・プリフェッチの

チューニングに重点を置くべきである。まず、ワークロード中で間隔の狭いデータアクセ

スの大部分を優先してから、ソフトウェア・プリフェッチ命令を利用してヒントをプロ

セッサーに提供する。

2.4.4.5 ロードとストア

インテル ® Pentium® 4プロセッサーでは、以下の手法を使用して、メモリー操作をスピー

ドアップする。

• ロードのスペキュレーティブ実行

• ロードとストアに対する、ロードの並べ替え

• 複数の未処理のミス

• 書き込みのバッファリング

• ストアから、それに依存するロードへのデータの転送

パフォーマンスを向上させるには、プロセッサーが備えているメモリー発行帯域幅とバッ

ファーリソースを超えないようにする必要がある。メモリーポートのリザベーション・ス

テーションから、1 サイクルあたり最大 1つのロードと 1つのストアを発行できる。メモ

リー操作をリザベーション・ステーションに送り込むには、各メモリー操作に使用できる

バッファーエントリーが必要である。インテル ® Pentium® 4プロセッサーには、48のロー

ドバッファーと 24 のストアバッファーがある3。これらのバッファーは、その操作が完了

し、リタイアされ、割り当て解除されるまで、マイクロオペレーション（μOP）とアドレ

ス情報を保持する。

インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、他の命令に対しても、メモリー操作同士でも、メ

モリー操作をアウトオブオーダーに実行できるように設計されている。ロード操作は、投

機的に、すなわち先行するすべての分岐の結果が判明する前に実行できる。ただし、スペ

キュレーティブ・ロードでは、ページフォールトは発生しない。

ロード操作を互いに並べ替えると、ロードミスによる後続のロードのストールを防止でき

る。また、異なるアドレスに対する他のロードおよびストアに対してロード操作を並べ替

えると、並列性を強化できる。これによって、入力オペランドの準備ができた時点で、マ

シンは多くの操作を実行できる。プログラムの整合性を保つために、メモリーへの書き込

みは常にプログラムの順序で実行される。

ロード操作のキャッシュミスによって、他のロードの発行や完了が妨げられることはな

い。インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、最大 4つ（CPUIDシグネチャーがファミリー

15、モデル 3に相当するインテル ® Pentium® 4プロセッサーの場合は最大 8つ）までの未

処理のロードミスをサポートしている。これらは、オンチップキャッシュまたはメモリー

によって処理できる。

3. CPUIDモデル・エンコーディングが 3に相当するインテル ®
 Pentium

®
 4プロセッサーには、24を超す

ストアバッファーがある。
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ストアバッファーによって、プロセッサーは、メモリーまたはキャッシュへの書き込みの

完了を待たずに、命令の実行を続けられる。これによって、システムのパフォーマンスが

向上する。通常書き込みは、依存関係が連鎖するクリティカル・パス上にはない。そのた

め、多くの場合、書き込みを遅らせることでメモリーアクセスのバスサイクルを効率的に

利用することができる。

2.4.4.6 ストア・フォワーディング

ロード操作が先行するストア操作と同じリニアアドレスからデータを読み込まないと予

測される場合は、ロード操作をプログラム内でストア操作より前に移動できる。一方、ロー

ド操作がストア操作と同じリニアアドレスからデータを読み込む場合は、ロード操作は、

データがストアされて利用可能になるまで待つ必要がある。しかし、ストア・フォワー

ディング機能を使用すれば、ロード操作は、ストア操作がメモリー階層への書き込み後に

リタイアするまで待つ必要がなくなる。以下の条件を満たす場合は、ストア操作のデータ

を、ロード操作に直接転送できる。

• 順序：ロード操作に転送されるデータは、プログラム内で先行するストア操作によっ

て生成され、実行を完了したものでなければならない。

• サイズ：ロードされるバイトは、ストアされたバイトの一部（同じバイト数の場合を

含む）でなければならない。

• アライメント：ストア操作は、キャッシュライン境界をまたぐことはできない。また、

ロード操作のリニアアドレスは、ストア操作のリニアアドレスと同じでなければなら

ない。

2.5 インテル ®
 Pentium

®
 M プロセッサー・マイクロアー

キテクチャー

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーと同様、インテル ® Pentium® M プロセッサー・

マイクロアーキテクチャーのパイプラインは、次の 3つで構成されている。

• インオーダーの発行フロントエンド

• アウトオブオーダーのスーパースケーラー実行コア

• インオーダーのリタイアメント・ユニット

インテル ® Pentium® M プロセッサー・マイクロアーキテクチャーは、64 バイトのライン

サイズを持つ高速システムバス（最大 533MHz）をサポートする。Intel NetBurst® マイクロ

アーキテクチャーに適用されるコーディングの推奨事項のほとんどが、インテル ®

Pentium® Mプロセッサーにも適用される。

インテル ® Pentium® Mプロセッサー・マイクロアーキテクチャーは、消費電力が低くなる

ように設計されている。インテル ® Pentium® Mプロセッサー・マイクロアーキテクチャー

と Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの特長の違いはほかにもあるが、それについ

ては次に説明する。インテル ® Pentium® Mプロセッサーのブロック・ダイアグラムを図 2-

7に示す。
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2.5.1 フロントエンド

インテル ® Pentium® Mプロセッサーは、高いパフォーマンスと低消費電力が得られるパイ

プラインの段数を使用している。この段数は、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー

よりも少ない。

インテル ® Pentium® Mプロセッサーのフロントエンドは、次の 2つから構成されている。

• フェッチ /デコードユニット

• 命令キャッシュ

フェッチおよびデコードユニットは、ハードウェア命令プリフェッチ、並列処理を可能に

する 3 つのデコーダーを備えている。また、非デコードバイナリー命令を格納する 32KB

の命令キャッシュも備えている。

命令キャッシュ内にターゲット命令が存在しない場合、命令プリフェッチはメモリーから

リニアに命令をフェッチする。プリフェッチは、アライメントの合った 16バイト・ブロッ

クから効率的にフェッチするように設計されている。分岐ターゲットアドレスのモジュロ

16剰余が 14の場合、最初のサイクルでフェッチされる有効な命令バイトは 2つだけであ

る。残りの命令バイトは、後続のサイクルでフェッチされる。

これらの 3 つのデコーダーは、命令をデコードしてマイクロオペレーション（μOP）に分

解する。各クロックサイクルで先頭のデコーダーは命令をデコードし、4 つまたはそれ以

下のマイクロオペレーション（μOP）を生成する。残りの 2 つのデコーダーはそれぞれ、

各クロックサイクルで 1つのマイクロオペレーション（μOP）命令をデコードする。 

図 2-12 インテル ®
 Pentium

®
 M プロセッサー・マイクロアーキテクチャー

BTB /

2 1

1 /
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フロントエンドは、プログラムの順序に従って、1サイクルごとに複数のマイクロオペレー

ション（μOP）をアウトオブオーダー・コアに発行する。

インテル ® Pentium® Mプロセッサーは、アウトオブオーダー・コアをサポートする高度な

分岐予測ハードウェアを採用している。この分岐予測ハードウェアには、動的予測および

分岐ターゲットバッファーが含まれる。 

インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、動的分岐予測ハードウェアが強化されている。

分岐ターゲットバッファー（BTB）は、命令のアドレスに基づいて分岐の向きとターゲッ

トを予測する。

インテル ® Pentium® Mプロセッサーは、特定操作の実行時間を削減するために、次の 2つ

の手法を採用している。

• ESPフォールディング：PUSH、POP、CALL、RETなどのスタック操作を行う命令に

おいて、ESP 操作マイクロオペレーション（μOP）を排除する。これにより、デコー

ドリネームおよびリタイアメント・スループットが向上する。また、ESPフォールディ

ングは、実行リソースが必要であったマイクロオペレーション（μOP）を排除するこ

とにより、実行帯域幅を広げる。

• マイクロオペレーション（µOP）フュージョン：同一の命令から生成され、頻繁に使

用されるマイクロオペレーション（μOP）の対の一部は、単一のマイクロオペレーショ

ン（μOP）にまとめることができる。まとめられるマイクロオペレーション（μOP）の

うち、次のカテゴリのものは、インテル® Pentium® Mプロセッサーに実装されている。 

－ 「ストアアドレス」および「ストアデータ」マイクロオペレーション（μOP）は、

単一の「ストア」マイクロオペレーション（μOP）にまとめられる。これは、整

数、浮動小数点、インテル ® MMX® テクノロジー、ストリーミング SIMD 拡張

命令（SSEおよび SSE2）の操作など、すべてのタイプのストア操作に対応する。 

－ 一般的なロード・マイクロオペレーション（μOP）は、後続の実行マイクロオペ

レーション（μOP）とまとめることができる。これは、整数、浮動小数点、イン

テル ® MMX® テクノロジーのロードと、大部分の後続の実行操作に対応する。

SSEロードはまとめられないことを考慮する必要がある。
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2.5.2 データ・プリフェッチ

インテル® Pentium® Mプロセッサーは、次の 3つのプリフェッチ機構をサポートしている。

• 第 1のプリフェッチ機構は、ハードウェア命令フェッチャである（前節で説明）。 

• 第 2のプリフェッチ機構は、データを 2次キャッシュに自動的にフェッチする。インテ

ル ® Pentium® Mプロセッサー・ファミリーに実装されている自動ハードウェア・プリ

フェッチは、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーと基本的に同じである。表 2-6

に、関連する各プロセッサー・モデルのトリガーしきい値の距離を示す。第 3のプリ

フェッチ機構は、プリフェッチ命令を使用してデータをキャッシュにフェッチするソ

フトウェア制御型機構である。 

データは一度に 64 バイトがフェッチされる。命令およびデータのトランスレーション・

ルックアサイド・バッファーは、128 エントリーをサポートする。プロセッサーのキャッ

シュ・パラメーターについては、表 2-7を参照のこと。

表 2-23 プロセッサー・ファミリーのトリガーしきい値および CPUIDシグネチャー

トリガーしきい値の距離（バイト） 拡張モデル ID

拡張ファミリー

ID ファミリー ID モデル ID

512 0 0 15 3, 4, 6

256 0 0 15 0, 1, 2

256 0 0 6 9, 13, 14

表 2-24 インテル ®
 Pentium

®
 Mプロセッサー、インテル ®

 Core™ Soloプロセッサー、イ

ンテル ®
 Core™ Duoプロセッサーのキャッシュ・パラメーター

レベル 容量

アソシアティブ

（ウェイ）

ラインサイズ

（バイト）

アクセス・

レイテンシー

（クロック）

書き込みアップ

デート方式

1 次データ 32K バイト 8 64 3 ライトバック

命令 32K バイト 8 なし なし なし

2 次（モデル 9） 1M バイト 8 64 9 ライトバック

2 次

（モデル 13）

 2M バイト 8 64 10 ライトバック

2 次

（モデル 14）

 2M バイト 8 64 14 ライトバック
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2.5.3 アウトオブオーダー・コア

プロセッサー・コアは、プログラムの順序とは無関係に、マイクロオペレーション（μOP）

を動的に実行する。コアは、多数のバッファー、発行ポート、並列実行ユニットを使用し

て、並列実行を行うように設計されている。 

アウトオブオーダー・コアは、オペランドとリソースの準備ができるまで、マイクロオペ

レーション（μOP）をリザベーション・ステーション（RS）にバッファリングする。各サ

イクルでコアは、発行ポートを通じて最大 5 つのマイクロオペレーション（μOP）をディ

スパッチできる。

2.5.4 インオーダー・リタイアメント

インテル ® Pentium® Mプロセッサー内のリタイアメント・ユニットは、完了したマイクロ

オペレーション（μOP）をバッファーに蓄えるリオーダーバッファー（ROB）を備えてい

る。ROBは、アーキテクチャー・ステートを元の順序で更新する。1サイクルあたり最大

3つのマイクロオペレーション（μOP）のリタイアが可能である。

2.6 インテル ®
 Core™ Solo プロセッサーとインテル ®

 

Core™ Duo プロセッサーのマイクロアーキテク
チャー

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーでは、インテ

ル ® Pentium® Mプロセッサーと同様のマイクロアーキテクチャーが採用されているが、パ

フォーマンスと電力効率を高めるための拡張機能も追加されている。追加された拡張機能

は、以下のとおりである。

• インテル ® スマート・キャッシュ：インテル ® Core™ Duoプロセッサーの場合、2次

キャッシュは 2つのコアによって共有され、キャッシュデータの同一コピーにアクセ

スする際の 2つのコア間のバス・トラフィックを最小限に抑える。インテル ® Core™

Soloプロセッサーの場合（またはインテル ® Core™ Duoプロセッサーで 2つのコアの

いずれかがアイドル状態の場合）、キャッシュ容量全体にアクセスできる。 

• ストリーミング SIMD拡張命令 3：インテル ® Core™ Soloプロセッサーとインテル ®

Core™ Duoプロセッサーでは、この拡張命令がサポートされている。

• デコーダーの改善：デコーダーとマイクロオペレーション（μOP）フュージョンの改

善により、フロントエンドでは、ほとんどの命令を単一のマイクロオペレーション

（μOP）命令として認識できるようになった。この結果、フロントエンドの 3 つのデ

コーダーのスループットが増加している。

• 改善された実行コア：SIMD命令のスループットが向上し、アウトオブオーダー・エン

ジンでは、頻繁に使用される命令のシーケンスを処理する際の堅牢性が増加した。内

部バッファリングとプリフェッチ機構も強化され、実行時のデータ帯域幅が拡大した。 

• 省電力バス：システムバスの電力効率が最適化され、バス速度の向上により 667MHzに

対応できる。
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• データ・プリフェッチ：インテル ® Core™ Soloプロセッサーとインテル ® Core™ Duo

プロセッサーでは、ハードウェア・プリフェッチ機構が改善されている。 そのうちの

1つでは、先を見越して L2から L1にデータをプリフェッチできる。両プロセッサー

には、インテル ® Pentium® M プロセッサーと同様の強化されたハードウェア・プリ

フェッチも搭載されている（表 2-6を参照）。

2.6.1 フロントエンド

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーでの SIMD 命

令の実行は、以下の拡張機能によってインテル ® Pentium® Mプロセッサーよりも向上して

いる。

• マイクロオペレーション（µOp）フュージョン：レジスターやメモリー上でのスカラー

SIMD演算には、x87フローと互換性のある単一のマイクロオペレーション（μOP）フ

ローが存在する。多くのパックド命令がまとめられ、マイクロオペレーション（μOP）

フローでのマイクロオペレーション（μOP）数が 4から 2に削減されている。

• デコーダーの制限の廃止：インテル® Core™ Soloプロセッサーとインテル® Core™ Duo

プロセッサーの場合、マイクロフュージョンやマクロフュージョンによってデコー

ダーのスループットが向上しているので、複数の SSE命令および SSE2命令の多くを

制限なくデコードできる。インテル ® Pentium® Mプロセッサーの場合、単一のマイク

ロオペレーション（μOP）SSE命令と SSE2命令の多くは、メインデコーダーによって

デコードしなければならない。 

• 改善されたパックドSIMD命令のデコード：インテル® Core™ Soloプロセッサーとイン

テル ® Core™ Duo プロセッサーの場合、ほとんどのパックド SSE 命令のデコードに

は、3つのデコーダーのすべてを使用できる。その結果、フロントエンドでは、1サイ

クルあたり最大で 3つのパックド SSE命令を処理可能である。ただし、これには例外

がいくつかある。一部のシャッフル / アンパック / シフト操作はまとめられず、メイ

ンデコーダーが必要となる。

2.6.2 データ・プリフェッチ

インテル ® Core™ Soloプロセッサーとインテル ® Core™ Duoプロセッサーには、メモリー

から 2次キャッシュにデータをプリフェッチするためのハードウェア機構が搭載されてい

る。機構は以下の 2種類である。 

1. 1 つは、トリガーとなる一定のしきい値間隔でデータ・アクセス・パターンに 2 つ

のキャッシュ参照ミスが発生した後にアクティブになる（表 2-6を参照）。この機構

はインテル ® Pentium® M プロセッサーのものに類似しているが、16 の順方向デー

タストリームと 4つの逆方向ストリームを追跡できる。 

2. もう 1 つの機構では、キャッシュミス発生後に、隣接するデータ・キャッシュ・ラ

インをフェッチする。 この機構は、128バイト・セクターのプリフェッチ機能を効果

的にシミュレートする（インテル ® Pentium® 4プロセッサーで利用可能な 2つの隣

接する 64バイト・キャッシュ・ラインを分割するのに類似）。 
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ハードウェア・プリフェッチの要求は、通常のキャッシュミスよりも低い優先度でバスシ

ステムのキューに格納される。バスキューに対する要求が多い場合、デマンド・キャッ

シュ・ミスやその他のバス・トランザクションに必要なバス・トラフィックを処理するた

めに、ハードウェア・プリフェッチが無視またはキャンセルされることがある。ハード

ウェア・プリフェッチ機構は、以下の点でインテル ® Pentium® Mプロセッサーよりも強化

されている。 

• 2次キャッシュにないデータストアでは、所有権読み出し要求が発生する。この要求は

ロードとして扱われ、プリフェッチ・ストリームをトリガーすることができる。 

• ソフトウェア・プリフェッチ命令もロードとして扱われ、プリフェッチ・ストリーム

をトリガーすることができる。 

2.7 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 ® ハイパースレッディング・テクノロジー（HT テクノロジー）は、インテル ®

Pentium® 4プロセッサー・ファミリーとインテル ® Xeon® プロセッサー・ファミリーの特

定のメンバーでサポートされる。HT テクノロジーでは、1 つの物理プロセッサー・パッ

ケージ内に複数の論理プロセッサーを提供すると、タスクレベルまたはスレッドレベルの

並列処理をソフトウェアで利用できる。インテル ® Xeon® プロセッサーに初めて導入され

たハイパースレッディング・テクノロジーでは、1 つの物理プロセッサーを 2 つの論理プ

ロセッサーとして扱える。

2 つの論理プロセッサーは、それぞれが一連のアーキテクチャー・レジスターをすべて所

有し、1 つの物理プロセッサーのリソースを共有する。HT テクノロジー対応のプロセッ

サーは、2つのプロセッサー・アーキテクチャー・ステートを保持しているため、オペレー

ティング・システムやアプリケーションなどのソフトウェアからは、2 つのプロセッサー

のように見える。

ピーク時の要求を処理するために必要なリソースを 2つの論理プロセッサー間で共有して

いるため、HT テクノロジーはマルチプロセッサー・システムによく適しており、従来の

MPシステムに比べてより高いスループット性能を提供する。 

図 2-8は、HTテクノロジー対応のプロセッサーを基本とした一般的なバス接続による SMP

（symmetric multiprocessor）を示している。それぞれの論理プロセッサーでソフトウェア・

スレッドの実行が可能であり、1 つの物理プロセッサー上で最大 2 つのソフトウェア・ス

レッドを実行できる。2つのソフトウェア・スレッドは同時に実行されるが、論理プロセッ

サー 0からの "add"演算、および論理プロセッサー 1からの別の "add"演算とロードを、同

じクロックサイクルで同時に実行エンジンで実行している。

HT テクノロジーの最初の実装では、物理実行リソースが共有され論理プロセッサーごと

にアーキテクチャー・ステートの複製を持つ。これにより、HT テクノロジーの実装コス

トが最小限に抑えられ、マルチスレッド・アプリケーションまたはマルチタスク・ワーク

ロードのパフォーマンスが向上する。
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ハイパースレッディング・テクノロジーを実装すると、次の理由によりパフォーマンスが

向上する可能性がある。

• オペレーティング・システムおよびユーザープログラムでプロセスまたはスレッドを

スケジュールし、各物理プロセッサー内の論理プロセッサー上で同時に実行が可能。

• シングルスレッドのみが実行リソースを消費しているときよりも、高いレベルでプロ

セッサーの実行リソースを活用できる。 リソースをより高いレベルで活用すると、シ

ステム・スループットが向上する。 

2.7.1 プロセッサー・リソースと HTテクノロジー

論理プロセッサー間では、物理プロセッサー内のマイクロアーキテクチャー・リソースの

大部分が共有される。論理プロセッサーごとに複製されるデータ構造はごくわずかであ

る。この節では、リソースを共有、分割、または複製する方法について説明する。 

2.7.1.1 リソースの複製 

アーキテクチャー・ステートは、論理プロセッサーごとに複製される。アーキテクチャー・

ステートは、プログラムの振る舞いを制御したり、計算データを保存するためのレジス

ターから構成される。 これらのレジスターは、オペレーティング・システムおよびアプリ

ケーション・コードによって使用される。アーキテクチャー・ステートには、8 つの汎用

レジスター、制御レジスター、マシン・ステート・レジスター、デバッグレジスターなど

が含まれる。例外がいくつかあり、代表的なものとしては、メモリー・タイプ・レンジ・

図 2-13 SMP上のハイパースレッディング・テクノロジー

APIC APIC APIC APIC
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レジスター（MTRR）やパフォーマンス監視リソースなどがある。アーキテクチャー・ス

テートと例外の詳細については、『Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's

Manual, Volumes 3A & 3B』を参照のこと。

命令ポインターやレジスター・リネーミング・テーブルなどのその他のリソースが、2 つ

の論理プロセッサーの実行およびステートの変化を同時に追跡するために複製される。ま

た、リターン命令の分岐予測を改善するため、リターンスタック分岐予測機構も複製され

る。

そのほか、煩雑な操作を低減するため、いくつかのバッファー（2エントリー命令ストリー

ミング・バッファーなど）が複製される。 

2.7.1.2 リソースの分割

いくつかのバッファーは、各論理プロセッサーが使用するエントリーを半分に制限するこ

とで共有されている。これらは、分割リソースと呼ばれている。バッファーを分割する理

由は、以下のとおりである。

• 公平な操作を行うため

• 一方の論理プロセッサーからの操作が、ストールした可能性のあるもう一方の論理プ

ロセッサーの操作による影響を妨げないようになる

例えば、キャッシュミス、分岐の予測ミス、または命令依存性があると、数サイクルの間、

論理プロセッサーは処理を進行できなくなる可能性がある。分割を行うと、ストールした

論理プロセッサーは、処理の進行をブロックできなくなる。 

一般に、主要なパイプステージ間で命令をステージングするためのバッファーは分割され

る。こうしたバッファーの例としては、実行トレースキャッシュの後のマイクロオペレー

ション（μOP）キュー、レジスター・リネーム・ステージの後のキュー、リタイアメント

用の命令をステージングするリオーダーバッファー、およびロードバッファーやストア

バッファーなどがある。

ロードバッファーとストアバッファーでは、各論理プロセッサーのメモリーアクセス順序

を維持し、メモリーアクセス順序の違反を検出するために、以前から分割が実装されてい

る。 

2.7.1.3 リソースの共有

物理プロセッサー内のリソースの大部分は、リソース（キャッシュやすべての実行ユニッ

トなど）の動的な使用を改善するため、すべて共有されている。DTLB など、リニアに処

理される共有リソースの中には、エントリーがどちらの論理プロセッサーに属しているの

かを識別するための論理プロセッサー IDビットを含むものがある。 

1次キャッシュは、コンテキスト IDビットに応じて 2種類のモードで動作できる。  

• 共有モード：L1データキャッシュが 2つの論理プロセッサーによって完全に共有され

る。

• 適応モード：適応モードでは、ページ・ディレクトリーを参照するメモリーアクセス

が、L1データキャッシュを共有する論理プロセッサー間で等しくマッピングされる。

その他のリソースは、すべて共有されている。
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2.7.2 マイクロアーキテクチャー・パイプライン、HTテクノロジー

この節では、HTテクノロジーのマイクロアーキテクチャーについて説明する。また、2つ

の論理プロセッサーからの命令が、パイプラインのフロントエンドとバックエンドでどの

ように処理されるのかについても説明する。

2 つのプログラムまたは 2 つのスレッドで実行される命令は同時に処理されるが（実行コ

アやメモリー階層内のプログラム順序に必ずしも従うわけではない）、フロントエンドお

よびバックエンドには、2 つの論理プロセッサーからの命令を選択するためのポイントが

いくつか含まれている。すべてのポイントは、一方の論理プロセッサーがパイプライン・

ステージを利用できる場合に、2 つの論理プロセッサー間で切り替わる。この場合、もう

一方の論理プロセッサーは、パイプライン・ステージの全サイクルをすべて利用できる。

論理プロセッサーがパイプライン・ステージを利用しない場合もあるが、その理由は、

キャッシュミス、分岐の予測ミス、命令依存性などによりストールしているためである。

2.7.3 フロントエンド・パイプライン 

2 つの論理プロセッサー間では、実行トレースキャッシュが共有される。実行トレース

キャッシュへのアクセスでは、2 つの論理プロセッサーによってクロックごとにアービト

レーションが行われる。両方の論理プロセッサーがトレースキャッシュへのアクセスを要

求している場合、あるクロックサイクルで一方の論理プロセッサーのためにキャッシュラ

インがフェッチされると、次のクロックサイクルでもう一方の論理プロセッサーのために

キャッシュラインがフェッチされる。 

一方の論理プロセッサーがストールした場合、または実行トレースキャッシュに命令がな

くなった場合、もう一方の論理プロセッサーは、最初の論理プロセッサーが実行する命令

フェッチが 2次キャッシュから行われる間、トレースキャッシュの帯域幅をすべて使用で

きる。 

命令がフェッチされ、マイクロオペレーション（μOP）のトレースが構築されると、マイ

クロオペレーション（μOP）はキューに格納される。このキューは、レジスター・リネー

ム・パイプライン・ステージから実行トレースキャッシュを分離する。前述したように、

どちらの論理プロセッサーもアクティブである場合は、両方の論理プロセッサーが独立し

て処理を進行できるようにこのキューが分割されている。 

2.7.4 実行コア

マイクロオペレーション（μOP）の実行準備が整っている場合、実行コアは、1 サイクル

あたり最大 6μOP をディスパッチできる。実行待ちのキューにマイクロオペレーション

（μOP）が格納されると、2つの論理プロセッサーからの命令が区別されなくなる。実行コ

アとメモリー階層も、どの命令がどの論理プロセッサーのものであるかを記憶していな

い。

実行が完了すると、命令はリオーダーバッファーに格納される。リオーダーバッファーは、

リタイアメント・ステージから実行ステージを分離する。リオーダーバッファーは、各プ

ロセッサーがエントリーの半分を使用できるように分割される。
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2.7.5 リタイアメント

リタイアメント・ロジックは、2 つの論理プロセッサーからの命令をリタイアする準備が

いつ完了したかを追跡する。リタイアする準備が完了すると、2 つの論理プロセッサー間

で切り替えを行うことにより、命令をプログラム順序で論理プロセッサーごとにリタイア

する。一方の論理プロセッサーで命令をリタイアする準備ができていない場合は、もう一

方の論理プロセッサーですべてのリタイアメント帯域幅が使用される。

格納されたデータがリタイアした場合、プロセッサーは、その格納データを L1 データ

キャッシュに書き込む必要がある。選択ロジックは、格納するデータをキャッシュにコ

ミットするため、2つの論理プロセッサー間で切り替えを行う。

2.8 マルチコア・プロセッサー

インテル® Pentium® Dプロセッサーとインテル® Pentium® プロセッサー エクストリーム・

エディションには、マルチコア機能が導入されている。これらのプロセッサーは、物理プ

ロセッサー・パッケージごとに 2つのプロセッサー・コアを搭載することによって、マル

チスレッディングのハードウェア・サポートを強化している。デュアルコア インテル ®

Xeon® プロセッサーとインテル ® Core™ Duoプロセッサーも、物理パッケージごとに 2つ

のプロセッサー・コアを搭載している。インテル ® Core™ 2 Duoプロセッサーのマルチコ

アトポロジーは、インテル ® Core™ Duoプロセッサーのものと同様である。

インテル ® Pentium® D プロセッサーは、単一の物理パッケージ内に 2 つの論理プロセッ

サーを搭載し、各論理プロセッサーには別々の実行コアとキャッシュ階層がある。デュア

ルコア インテル ® Xeon® プロセッサーとインテル ® Pentium® プロセッサー エクストリー

ム・エディションは、2つの実行コアを持つ単一の物理パッケージ内に 4つの論理プロセッ

サーを搭載し、各コアでは 2つの論理プロセッサーが 1つの実行コアとキャッシュ階層を

共有する。各コアでは 2つの論理プロセッサーが 1つの実行コアとキャッシュ階層を共有

する。 

インテル ® Core™ Duo プロセッサーは、単一の物理パッケージ内に 2 つの論理プロセッ

サーを搭載している。各論理プロセッサーは、個別の実行コア（1次キャッシュを含む）と

スマート 2次キャッシュを備えている。2次キャッシュは 2つの論理プロセッサー間で共

有され、2 つの論理プロセッサーがキャッシュデータの同一コピーを使用する際のバス・

トラフィックを削減するように最適化されている。一方の論理プロセッサーが非アクティ

ブの場合、他方の論理プロセッサーは 2次キャッシュの容量全体を使用できる。

図 2-9に、デュアルコア・プロセッサーの機能ブロックを示す。クアッドコア インテル ®

Xeon® プロセッサー、インテル ® Core™ 2 Quadプロセッサー、インテル ® Core™ 2 Extreme

クアッドコア・プロセッサーは、デュアルコア・モジュールを 2 つ搭載する。図 2-9 に、

クアッドコア・プロセッサーの機能ブロックも示す。
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-83



図 2-14 インテル ®
 Pentium

®
 Dプロセッサー、インテル ®

 Pentium
®

 プロセッサー エクスト

リーム・エディション、 インテル ®
 Core™ Duoプロセッサー、インテル ®

 Core™ 2 

Duoプロセッサー、インテル ®
 Core™ 2 Quadプロセッサー

アーキテクチャー・

ステート

システムバス

実行エンジン

ローカル APIC ローカル APIC

実行エンジン

アーキテクチャー・

ステート

キャッシュ キャッシュ

ローカル APIC ローカル APIC

アーキテクチャー・

ステート

アーキテクチャー・

ステート

インテル
®

Pentium
® 
プロセッサーエクストリーム・エディション

システムバス

アーキテクチャー・ステート

実行エンジン

ローカル APIC ローカル APIC

実行エンジン

アーキテクチャー・ステート

バス・インターフェイス

インテル
®
 CoreTM Duoプロセッサー

インテル
®
 CoreTM 2 Duoプロセッサー

2次キャッシュ

アーキテクチャー・ステート

システムバス

実行エンジン

ローカル APIC ローカル APIC

実行エンジン

アーキテクチャー・ステート

バス・インターフェイス バス・インターフェイス

インテル
®

Pentium
® 

Dプロセッサー

システムバス

インテル
® 

CoreTM2 Quadプロセッサー

インテル
® 

Xeon
®
プロセッサー3200番台

インテル
® 

Xeon
®
プロセッサー5300番台

アーキテクチャー・

ステート

実行エンジン

ローカル APIC ローカル APIC

実行エンジン

アーキテクチャー・

ステート

バス・インターフェイス

2次キャッシュ

アーキテクチャー・

ステート

実行エンジン

ローカル APIC ローカル APIC

実行エンジン

アーキテクチャー・

ステート

バス・インターフェイス

2次キャッシュ

OM19809

キャッシュ キャッシュ

バス・インターフェイス バス・インターフェイス
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2.8.1 マイクロアーキテクチャー・パイプラインとマルチコア・プ

ロセッサー

一般に、マルチコア・プロセッサー内の各コアは、その基盤となるマイクロアーキテク

チャーのシングルコア・プロセッサーに似ている。デュアルコア・プロセッサーやマルチ

コア・プロセッサーのキャッシュ階層は、シングルコア・プロセッサーのキャッシュ階層

と同じ場合と、異なる場合とがある。 

プロセッサーや基盤となるマイクロアーキテクチャーのキャッシュ共有トポロジーに関

する情報を判別するには、CPUIDを使用する必要がある。前者の情報は、キャッシュ・パ

ラメーター・リーフの問い合わせによって取得できる（第 7章「キャッシュ利用の最適化」

を参照）。 後者の情報は、拡張ファミリー、ファミリー、拡張モデル、モデルの各フィール

ドのエンコードされた値を利用することによって取得できる。表 2-8を参照のこと。

表 2-25 各マイクロアーキテクチャーのファミリーとモデルの指定

デュアルコア・

プロセッサー

マイクロ

アーキテク

チャー 拡張ファミリー ファミリー 拡張モデル モデル

インテル ® 

Pentium® Dプ

ロセッサー

Intel NetBurst® 

マイクロアーキ

テクチャー

0 15 0 3, 4, 6

インテル ® 

Pentium® プロ

セッサー エクス

トリーム・エ

ディション

Intel NetBurst® 

マイクロアーキ

テクチャー

0 15 0 3, 4, 6

インテル ® 

Core™ Duoプ

ロセッサー 

改善されたイン

テル® Pentium® 

Mプロセッサー 

0 6 0 14

インテル ® 

Core™ 2 Duoプ

ロセッサー /イ

ンテル ® Xeon® 

プロセッサー 

5100番台

インテル ® 

Core™ マイク

ロアーキテク

チャー

0 6 0 15

インテル ® 

Core™ 2 Duoプ

ロセッサー 

E8000番台 /イ

ンテル ® Xeon® 

プロセッサー 

5200番台、

5400番台

拡張版インテル
® Core™ マイク

ロアーキテク

チャー

0 6 1 7
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2.8.2 インテル ®
 Core™ Duoプロセッサーの共有キャッシュ

インテル ® Core™ Duoプロセッサーは、2次キャッシュと単一のバス・インターフェイス

を共有する 2 つのシンメトリックなコアを搭載している（図 2×9 を参照）。インテル ®

Core™ Duo プロセッサーの 2 つのコアで実行される 2 つのスレッドは、共有 2 次キャッ

シュを利用して、バス・トラフィックを生成することなくキャッシュデータの同一コピー

にアクセスできる。 

2.8.2.1 ロード操作とストア操作

命令がメモリーアドレスからデータを読み出す必要がある場合、プロセッサーはキャッ

シュおよびメモリー内を検索する。また命令がデータをメモリー・ロケーションに書き込

む場合（ライトバックする場合）、プロセッサーはまず、対象となるメモリー・ロケーショ

ンを含むキャッシュラインが自コアの 1次データキャッシュによって所有されていること

を確認する（すなわち、キャッシュラインが排他状態または変更状態であることを確認す

る）。プロセッサーは次に、キャッシュおよびメモリー・サブシステム内でキャッシュラ

インを検索する。ロード操作やストア操作の局所性に対する参照は、以下の順序で実行さ

れる。

1. 自コアの DCU

2. 他コアの DCUと 2次キャッシュ

3. システムメモリー

キャッシュラインは、変更された場合のみ他方のコアの DCU から取得され、キャッシュ

ラインの可用性や 2次キャッシュの状態は無視される。表 2-9に、インテル ® Core™ Duo

プロセッサーでの一般的なロード操作とストア操作のパフォーマンス特性を示す。表 2-9

の数値は、プロセッサー・コア・サイクルを表している。 

スループットは、同じ操作が再開可能になるまで待機しなければならないサイクル数を示

している。バス・トランザクションのレイテンシーは、バス・アクセスによって生じる追

加レイテンシーであり、「+バス・トランザクション」で示されている。インテル ® Core™

Duo プロセッサーでは、通常の 1 回のバス・トランザクションに 5.5 バスサイクルが費や

される。667MHzバスと 2.167GHzのコア周波数の場合、合計で 14 + 5.5 * 2167 /(667/4) ~ 86

コアサイクルに相当する。 

表 2-26 インテル ®
 Core™ Duoプロセッサーでのロード操作とストア操作の特性

ロード ストア

データ局所性 レイテンシー スループット レイテンシー スループット

DCU 3 1 2 1

「変更」状態にある他方のコ

アの DCU

14 +バス・トラ

ンザクション

14 +バス・トラ

ンザクション

14 +バス・トラ

ンザクション

~10

2次キャッシュ 14 <6 14 <6

メモリー 14 +バス・トラ

ンザクション

バス読み出しプロ

トコル

14 +バス・トラ

ンザクション

バス書き込みプ

ロトコル
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変更されたキャッシュラインを排出して、新しいキャッシュライン用にスペースを確保し

なければならない場合がある。変更されたキャッシュラインは新しいデータの取得と並行

して排出されるので、追加のレイテンシーは必要としない。ただし、データがメモリーに

ライトバックされる際は、排出にキャッシュ帯域幅とバス帯域幅が消費される。変更され

たキャッシュラインの排出を伴うキャッシュミスが短時間に複数発生した場合、キャッ

シュミスの応答時間が全体的に低下する。

ストア操作では、データが 1次データキャッシュに書き込まれ、キャッシュラインが変更

済みとしてマークされるまでに、所有権読み出しを完了しなければならない。所有権読み

出しとデータのストアは、命令のリタイアメントの後に発生し、リタイアメントの順序に

従う。バス・ストア・レイテンシーは、ストア命令自体には影響を与えない。ただし、一

部のシーケンシャル・ストアは、パフォーマンスに影響を与えるレイテンシーを累積する

ことがある。 

2.9 インテル ®
 64 アーキテクチャー 

インテル ® 64アーキテクチャーは、IA-32インテル ® アーキテクチャーの機能をほぼすべ

てサポートしており、64ビットのリニアアドレス空間で 64ビット OSと 64ビット・アプ

リケーションを実行できるように拡張されている。インテル ® 64 アーキテクチャーには、

IA-32eモードと呼ばれる新しい動作モードも導入された。このモードを利用すると、ソフ

トウェアのリニアアドレス空間を 64ビットに広げ、最大で 40ビットの物理アドレス空間

を利用することができる。 

（1）互換モードでは、64 ビット OS がほとんどのレガシー 32 ビット・ソフトウェアを無

修正で実行できる。 （2）64ビット・モードでは、64ビット OSが、64ビットのリニアア

ドレス空間にアクセスするように作成されたアプリケーションを実行できる。

インテル ® 64アーキテクチャーの 64ビット・モードの場合、ソフトウェアは以下の機能

を使用することができる。

• 64ビットのフラットなリニアアドレス

• 8つの追加の汎用レジスター（GPR）

• ストリーミング SIMD拡張命令（SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AESNI）

向けの 8つの追加レジスター

• 64ビット幅の GPRおよび命令ポインター

• 一律のバイトレジスター・アドレス

• 高速の割り込み優先機構

• 新しい命令ポインターの相対アドレスモード

64ビット・アプリケーションを最適化する場合、ソフトウェアの最適化に影響を与える機

能には、以下のものがある。

• プリフィクスの使用による、新しいレジスターまたは 64ビット・レジスター・オペラ

ンドへのアクセス

• 32ビットから 64ビットへのポインターサイズの拡大
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• 命令固有の用途 

2.10 SIMD 技術

SIMD 計算（図 2-10 を参照）は、インテル ® MMX® テクノロジーでアーキテクチャーに

導入された。インテル ® MMX® テクノロジーでは、パックドバイト、パックドワード、

パックド・ダブルワード整数に対して SIMD 計算を実行できる。この整数は、8 つの 64

ビット・レジスターに格納され、インテル ® MMX® テクノロジー・レジスターと呼ばれる

（図 2-11を参照）。

この SIMD計算モデルは、インテル ® Pentium® IIIプロセッサーで、ストリーミング SIMD

拡張命令（SSE）の導入によって拡張された。SSEでは、4つのパックド単精度浮動小数点

データ要素を含むオペランドに対して SIMD計算を実行できる。SSEのオペランドは、メ

モリー内か、8 つの 128 ビット XMM レジスター内に置かれる（図 2-11 を参照）。SSE で

は、SIMD計算能力を拡張するために、64ビットインテル ® MMX® 命令も追加された。

図 2-10 に、一般的な SIMD 計算を示す。4 つのパックドデータ要素 2 セット（X1、X2、

X3、X4 と Y1、Y2、Y3、Y4）が並行して処理され、対応するデータ要素のペア（X1 と

Y、X2と Y2、X3と Y3、X4と Y4）に対してそれぞれ同じ操作が実行される。4つの並列

演算の結果は、4つのパックドデータ要素のセットとして格納される。

インテル ® Pentium® 4 プロセッサーでは、ストリーミング SIMD 拡張命令 2（SSE2）、ス

トリーミング SIMD 拡張命令 3（SSE3）の導入によって、SIMD 計算モデルがさらに拡張

された。インテル ® Xeon® プロセッサー 5100番台では、ストリーミング SIMD拡張命令 3

補足命令ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令 （SSSE3）が導入された。 

図 2-15 一般的な SIMD 演算

X4 X3 X2 X1

Y4 Y3 Y2 Y1

X4 op Y4 X3 op Y3 X2 op Y2 X1 op Y1

OP OP OP OP

OM15148
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SSE2は、メモリー内または XMMレジスター内のオペランドを処理する。この技術により

SIMD 計算が拡張され、パックド倍精度浮動小数点データ要素と 128 ビット・パックド整

数を処理できるようになった。SSE2には 144の命令がある。これらの命令により、2つの

パックド倍精度浮動小数点データ要素、または 16のパックドバイト整数、8つのパックド

ワード整数、4つのダブルワード整数、2つのクワッドワード整数を操作できる。

SSE3は、特定の分野のアプリケーション・パフォーマンスを高める 13の命令を提供する

ことによって、x87、SSE、SSE2 を強化する。これらの分野には、ビデオ処理、複素数演

算、スレッド同期などが含まれる。SSE3は、SIMDデータの非対称処理、水平計算の簡易

化、キャッシュラインの分割のロード防止を実行する命令によって、SSE と SSE2 を補完

する。図 2-11を参照のこと。

SSSE3 では、デジタルビデオと信号処理に関する 32 の命令によって SIMD 計算がさらに

強化された。 

SSE4.1、SSE4.2、AESNI は、メディア処理、テキスト / 字句処理、ブロック暗号化 / 復号

のアプリケーションの高速化を図る追加の SIMD拡張命令である。

インテル ® 64アーキテクチャーでは、SIMD拡張命令が IA-32アーキテクチャーの場合と

同様に動作するほか、次の点が強化されている。

• 64ビット・モードでは、XMMレジスターを参照する128ビットSIMD命令が16個のXMM

レジスターにアクセスできる。

• 64ビット・モードでは、32ビット汎用レジスターを参照する命令が 16個の汎用レジス

ターにアクセスできる。

図 2-16 SIMD 命令のレジスターの利用

64  MMX    128 XMM

MM7 XMM7

MM6 XMM6

MM5 XMM5

MM4 XMM4

MM3 XMM3

MM2 XMM2

MM1 XMM1

MM0 XMM0

OM15149

RR
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SIMDを活用して、3Dグラフィックス、音声認識、画像処理、科学計算や、以下のような

特性を持つアプリケーションのパフォーマンスを向上させる。

• 本質的にパラレルである。

• メモリー・アクセス・パターンが反復的である。

• データに対して局所的な反復的操作が行われる。

• 制御フローがデータに依存しない。

SIMD浮動小数点命令は、IEEE規格 754の 2進浮動小数点算術演算を完全にサポートして

いる。SIMD命令は、すべての IA-32実行モード（プロテクトモード、実アドレスモード、

仮想 8086モード）からアクセス可能である。

SSE、SSE2、インテル ® MMX® テクノロジーはアーキテクチャーの拡張技術である。既存

のソフトウェアは、修正をしなくても、これらの技術を組み込んだインテル ® マイクロプ

ロセッサー上で正常に動作する。また、既存のソフトウェアは、SIMD 技術を組み込んだ

アプリケーションと併用して正常に動作する。

SSE 命令と SSE2 命令には、キャッシュ制御命令とメモリーアクセス順序命令も導入され

ている。これらの命令により、キャッシュ利用とアプリケーションのパフォーマンスを改

善できる。

SSE、SSE2、SSE3、インテル ® MMX® テクノロジーの概要は『Intel 64 and IA-32 Architectures

Software Developer's Manual, Volume 1』の以下の章に詳しく説明しているので、参照のこと。 

• 9章「Programming with Intel® MMX® Technology」

• 10章「Programming with Streaming SIMD Extensions（SSE）」

• 11章「Programming with Streaming SIMD Extensions 2（SSE2）」

• 12章「Programming with SSE3 and Supplemental SSE3」

2.10.1 SIMDテクノロジーのまとめ

2.10.1.1インテル ®
 MMX

®
 テクノロジー

インテル ® MMX® テクノロジーで以下が導入された。

• 64ビット MMX® レジスター

• パックドバイト、パックドワード、パックド・ダブルワード整数のSIMD演算のサポート

インテル ® MMX® 命令は、マルチメディアや通信ソフトウェアに効果的である。

2.10.1.2ストリーミング SIMD拡張命令

ストリーミング SIMD拡張命令で以下が導入された。

• 128ビット XMMレジスター

• 4つのパックド単精度浮動小数点オペランドで構成される 128ビット・データ・タイプ

• データ・プリフェッチ命令
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• 非テンポラルなストア命令などのキャッシュ制御命令とメモリーアクセス順序命令

• 追加の 64ビット SIMD整数のサポート

SSE 命令は、3D ジオメトリー、3D レンダリング、音声認識、ビデオ・エンコーディング /

デコーディングに効果的である。

2.10.1.3ストリーミング SIMD拡張命令 2

ストリーミング SIMD拡張命令 2で以下が追加された。

• 2つのパックド倍精度浮動小数点オペランドで構成される 128ビット・データ・タイプ

• 16のバイト整数、8つのワード整数、4つのダブルワード整数、または 2つのクワッド

ワード整数の SIMD整数演算用の 128ビット・データ・タイプ

• 64ビット整数オペランドの SIMD算術演算のサポート

• 新しいデータタイプと既存のデータタイプの間での変換用の命令

• データ・シャッフリングのサポートを拡張

• キャッシュ制御操作とメモリーアクセス順序操作のサポートを拡張

SSE2 命令は、3D グラフィックス、ビデオ・デコーディング / エンコーディング、暗号化

処理に効果的である。

2.10.1.4ストリーミング SIMD拡張命令 3

ストリーミング SIMD拡張命令 3で以下が追加された。

• 非対称計算および水平計算向けの SIMD浮動小数点命令

• キャッシュラインの分割を防止するための、専用 128ビット・ロード命令

• 浮動小数点制御ワード（FCW）には依存せず整数への変換を行う x87 FPU命令

• スレッド同期をサポートする命令

SSE3命令は、科学、ビデオ、マルチスレッドのアプリケーションに効果的である。

2.10.1.5ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令 

ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令 では、8種類のパックド整数演算を高速化する

32の新しい命令が導入された。例えば、以下のようなものである。

• 水平加算または減算を実行する 12の命令

• 絶対値を評価する 6つの命令

• 乗算と加算を実行して、ドット積の評価を高速化する 2つの命令

• パックド整数の乗算を高速化して、スケーリングで整数値を生成する 2つの命令

• 2番目のシャッフル制御オペランドに応じてバイトごとのインプレース・シャッフルを

実行する 2つの命令

• ソースオペランド中の対応する要素の符号がマイナスの場合にデスティネーション・

オペランド中のパックド整数をネゲートする 6つの命令
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• 2つのオペランドの合成から得たデータをアライメントする 2つの命令

2.10.1.6 SSE4.1

SSE4.1では、ビデオ、画像処理、3Dの各アプリケーションを高速化する 47の新しい命令

が導入された。また、コンパイラーのベクトル化が改善され、パックド・ダブルワード演

算のサポートが大幅に向上した。例えば、以下のようなものである。

• パックド・ダブルワード乗算を実行する 2つの命令

• 入出力を選択して浮動小数点ドット積を計算する 2つの命令

• ストリーミング・ヒントをWCロードに提供する 1つの命令

• パックド・ブレンディングを簡素化する 6つの命令

• パックド整数の MIN/MAXのサポートを拡張する 8つの命令

• 選択可能な丸めモードと精度例外のオーバーライドによって浮動小数点の丸めをサ

ポートする 4つの命令

• XMMレジスターからのデータ挿入 /抽出を改善する 7つの命令

• パックド整数の形式変換（符号拡張とゼロ拡張）を改善する 12の命令

• 小さなブロックサイズにおける絶対差の和（SAD）の生成を改善する 1つの命令

• ワード整数の水平検索操作を支援する 1つの命令

• マスクされた比較を改善する 1つの命令

• パックド・クワッドワードが等しいかどうかの比較を追加する 1つの命令

• 符号なし飽和演算によるダブルワードのパックを追加する 1つの命令

2.10.1.7 SSE4.2

SSE4.2では、7個の新しい命令が導入された。例えば、以下のようなものである。

• 64ビットの整数データ要素を比較する 1個の 128ビット SIMD整数命令

• 豊富なプリミティブを提供する 4個の文字列 /テキスト処理命令。これらのプリミティ

ブを使用すると、以下のものを高速化できる。

－ strlen から strcmp、strcspn に至るまでの基本的および高度な文字列ライブラリー

関数

－ テキストストリームを字句解析するための区切り文字の処理やトークンの抽出

－ XML処理を含むパーサーやスキーマ検証

• 巡回冗長チェックサム・シグネチャーの計算を高速化する 1個の汎用命令

• 整数値のビットカウントを計算する 1個の汎用命令 
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2.10.1.8 AESNIおよび PCLMULQDQ

AESNI では、7 個の新しい命令が導入された。そのうちの 6 つは AES 暗号化 / 復号規格

（AESN）に基づくアルゴリズムを高速化するためのプリミティブである。 

PCLMULQDQ命令は、汎用ブロックの暗号化を高速化し、最大 64ビットの 2進数のキャ

リーなし乗算を実行できる。

一般的に、AES規格に基づくアルゴリズムでは、いくつかのプリミティブを介して、複数

の反復でブロックデータを変換する。AES規格では、128ビット、192ビット、256ビット

の暗号鍵をサポートしている。暗号鍵のサイズは、それぞれ 10ラウンド、12ラウンド、14

ラウンドの反復に対応する。

AES暗号化には、128ビットの入力データ（プレーンテキスト）を 128ビットの暗号化さ

れたブロック（暗号文）にする、有限数の反復処理（「AES ラウンド」と呼ぶ）が含まれ

る。復号は、「inverse cipher」の代わりに「equivalent inverse cipher」を使用して、この反復

処理を逆方向に行う。

各ラウンドの暗号処理には、「状態」と「ラウンドキー」という 2つの入力データがある。

「ラウンドキー」はラウンドごとに異なる。ラウンドキーは、「キー・スケジュール」アル

ゴリズムを使用して暗号鍵から生成される。「キー・スケジュール」アルゴリズムは、暗

号化 /復号のデータ処理とは独立し、暗号化 /復号フェーズとは別に実行できる。

AES 拡張命令には、暗号化の AES ラウンドを高速化するための 2 つのプリミティブ、

「equivalent inverse cipher」を使用して復号を行う AES ラウンド用の 2 つのプリミティブ、

AESのキー・スケジュール生成プロシージャーをサポートするための 2つの命令が含まれ

る。

2.10.1.9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）

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）は、これまで

の世代のストリーミング SIMD 拡張命令（SSE）よりもアーキテクチャー面で広範な拡張

機能を提供する。インテル ® AVXで導入されているアーキテクチャー上の拡張機能は以下

のとおりである。

• 256ビットの広いベクトルおよび SIMDレジスターセットをサポート。 

• 128ビットのストリーミング SIMD拡張命令（SSE）が 256ビットの浮動小数点の命令

セットに拡張され、最大 2倍のパフォーマンスを実現。

• 一般的な3オペランド構文の命令構文をサポートすることで、命令のプログラミングの

柔軟性を向上させ、新しい拡張命令セットを効率よくエンコードできる。

• 既存の128ビットSIMD命令拡張セットの改善により、3オペランド構文をサポートし、

コンパイラーによる高級言語レベルでのベクトル化が容易。

• 256ビット AVXコード、128ビット AVXコード、レガシーの 128ビット・コード、スカ

ラーコードの柔軟な導入をサポート。

インテル ® AVX命令セットおよび 256ビット・レジスター状態管理の詳細は、『IA-32 Intel®

Architecture Software Developer's Manual, Volumes 2A, 2B and 3A』を参照のこと。インテル ®

AVXの最適化手法については、第 11章、「Optimization for Intel AVX」で説明する。
インテル ®
 64プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32プロセッサー・アーキテクチャー　2-93



2-94　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



3
 一般的な最適化ガイドライン
本章では、次のプロセッサー上で実行されるアプリケーションのパフォーマンスを向上さ

せる一般的な最適化手法について説明する。

• インテル ® Core™ i7 プロセッサー、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy

Bridge ベース・プロセッサー

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem ベース・プロセッサー

• インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー

• 拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー

• インテル ® Core™ Duo プロセッサー

• インテル ® Core™ Solo プロセッサー

• インテル ® Pentium® M プロセッサー

これらの手法は、第 2 章「インテル ® 64 プロセッサー・アーキテクチャーと IA-32 プロ

セッサー・アーキテクチャー」で説明したマイクロアーキテクチャー機能を利用する。イ

ンテル ® マルチコア・プロセッサー、ハイパースレッディング・テクノロジー、64 ビッ

ト・モード・アプリケーション向けの最適化ガイドラインについては、第 8章「マルチコ

アとハイパースレッディング・ テクノロジー」と第 9章「64ビット・モードのコーディン

グ・ガイドライン」で説明する。

パフォーマンスを最適化する上での基準は、以下の 3分野に絞られる。 

• コード生成のためのツールと手法 

• ワークロードのパフォーマンス特性と、マイクロアーキテクチャー・サブシステムと

の相互作用に関する分析

• ターゲット・マイクロアーキテクチャー（またはマイクロアーキテクチャー・ファミ

リー）向けにチューニングされたコードによるパフォーマンスの向上

まず、最初の 2 つの作業を簡素化するために、ツールの使用に関するヒントを紹介する。

次に、ターゲット・マイクロアーキテクチャー向けのコード生成やコード・チューニング

についての推奨事項に焦点を当てる。

本章では、インテル ® C++コンパイラー、インテル ® Fortranコンパイラー、その他のコン

パイラーに関する最適化手法について説明する。 
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3.1 パフォーマンス・ツール

インテルは、コンパイラー、パフォーマンス・アナライザー、マルチスレッディング・ツー

ルなど、アプリケーション・パフォーマンスの最適化を支援するツールをいくつか用意し

ている。 

3.1.1 インテル ® C++コンパイラーとインテル ®
 Fortranコンパイ

ラー

コンパイラーは、複数の OS（Windows*、Linux*、Mac OS*、組み込み機器向け）がサポー

トされている。インテル ® コンパイラーは、パフォーマンスを最適化し、次の高度な機能

をアプリケーション開発者に提供する。 

• 32ビットまたは 64ビットのインテル ® プロセッサーを最適化の対象にできる柔軟性

• さまざまな統合型開発環境やサードパーティー製コンパイラーとの互換性

• ターゲット・プロセッサーのアーキテクチャーを活用する自動最適化機能

• プロセッサーごとに異なるコードを作成する必要性を減らす自動コンパイラー最適化

• Windows、Linux、Mac OSでサポートされている以下の共通なコンパイラー機能

－ 一般的な最適化設定

－ キャッシュ管理機能

－ プロシージャー間の最適化（IPO）手法

－ プロファイルに基づく最適化（PGO）手法

－ マルチスレッディングのサポート

－ 浮動小数点演算の精度と一貫性のサポート

－ コンパイラーの最適化とベクトル化のレポート

3.1.2 コンパイラーに関する一般的な推奨事項

一般的に、ターゲット・マイクロアーキテクチャー向けのチューニング能力を備えたコン

パイラーを使用すれば、手作業による最適化コーディングに相当するか、それを上回るパ

フォーマンスが得られるはずである。インテル ® C++ コンパイラーおよび Fortran コンパ

イラーなどの一部のコンパイラーでは、コンパイルされたコードにパフォーマンス上の問

題が見つかった場合、コード作成者が組み込み関数またはインライン・アセンブリーを挿

入して、生成されるコードをきめ細かく制御できる。インライン・アセンブリーを使用す

る場合、ユーザーは、生成されたコードの品質とパフォーマンスについて検証しなければ

ならない。

デフォルトのコンパイラー・スイッチは一般的なアプリケーションを対象としている。ほ

とんどのプログラムに効果的な最適化手法は、コンパイラーのデフォルトに設定されてい

る。根本的パフォーマンス上の問題の原因が、コンパイラー・スイッチの選択の誤りであ

る場合は、異なるスイッチを使用するか、または異なるコンパイラーでターゲット・モ

ジュールをコンパイルすれば、問題が解決する可能性がある。
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3.1.3 インテル ®
 VTune™ パフォーマンス・アナライザー

インテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーは、パフォーマンス監視ハードウェア

を使用して、アプリケーションや、アプリケーションとマイクロアーキテクチャーとの相

互作用について、統計情報とコーディング情報を収集する。インテル ® VTune™ パフォー

マンス・アナライザーを利用すると、ソフトウェア・エンジニアーは各マイクロアーキテ

クチャーのワークロードのパフォーマンス特性を測定できる。インテル ® VTune™ パ

フォーマンス・アナライザーは、インテル ® Core™ i7プロセッサー・ファミリー、インテ

ル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ファミリー、Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャー・ファミリー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー・ファミリー、インテル ® Core™

Solo プロセッサー・ファミリー、インテル ® Pentium® M プロセッサー・ファミリーをサ

ポートしている。

インテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーは、次の 2種類の情報をフィードバッ

クする。

• 特定のコーディング上の推奨事項またはマイクロアーキテクチャー上の機能の使用に

よるパフォーマンスの向上の指標

• プログラムの変更が、特定の指標に関してパフォーマンスを向上させたか低下させた

かを示す情報

インテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーでは、以下のようなワークロード特性

も測定できる。

• ワークロードにおける命令レベルの並列処理の度合いを示す、命令実行のリタイアメ

ント・スループット

• キャッシュおよびメモリー階層のストレスポイントを示す、データ・トラフィックの

局所性

• データ・アクセス・レイテンシーの軽減効果の度合いを示す、データ・トラフィック

の並列性

本章のコーディングの推奨事項には、必要に応じて、インテル ® VTune™ パフォーマンス・

アナライザーのイベントの説明が記載されている。これらのイベントによって、その推奨

事項に従えばどの程度パフォーマンスが向上するかを示す測定可能なデータが得られる。

インテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーの使用方法の詳細については、インテ

ル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザーのオンラインヘルプを参照のこと。

注意：  マシンの一部でパフォーマンスが向上しても、必ずしも全体

的なパフォーマンスが大きく向上するとは限らない。特定の指標につ

いてパフォーマンスを改善すると、全体的なパフォーマンスがかえっ

て低下する可能性もある。
一般的な最適化ガイドライン　3-3



3.2 プロセッサーの相違

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーに対するコーディングの推奨事項の多くは、

インテル ® Core™ i7 プロセッサー、インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ®

Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、Intel NetBurst® マイクロ

アーキテクチャー・ベース・プロセッサーにも適用される。ただし、推奨事項によっては、

いずれか 1つのマイクロアーキテクチャーでより有効性が高い場合がある。そのような推

奨事項の一部を以下に示す。

• 命令デコードのスループットは、インテル® Core™ i7プロセッサー、インテル® Core™

マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー（インテル ® Pentium® Mプロセッ

サー、インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー）で

は重要である。デコード済みの命令キャッシュを利用すると、ループストリーム検出

器およびマクロフュージョンでフロントエンドのパフォーマンスをさらに向上でき

る。

• 4-1-1テンプレート（4つのマイクロオペレーション（μOP）を含む命令の後に、1つの

マイクロオペレーション（μOP）を含む命令を 2 つ続ける）を使用したコードの生成

は、インテル ® Pentium® Mプロセッサーで有用である。 

• インテル ® Core™ Soloプロセッサーとインテル ® Core™ Duoプロセッサーでは、フロ

ントエンドが強化されており、4-1-1テンプレートへの依存が減少している。インテル
® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーは 4つのデコーダーを搭

載し、マイクロフュージョンとマクロフュージョンを採用しているので、3 つのシン

プルなデコーダーがそれぞれ、単一マイクロオペレーション（μOP）からなる単純な

命令の処理には限定されない。 

• マイクロフュージョンを利用すると、インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ®

Core™ Duoプロセッサー、インテル® Core™2 Duoプロセッサーでデコーダーのスルー

プットが向上する。マクロフュージョンを利用すると、インテル ® Core™2 Duo プロ

セッサー・ファミリーでデコーダーのスループットをさらに向上させることができる。

マクロフュージョンを利用すると、インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalem向

けの 64ビット・コードと 32ビット・コードのいずれでもデコーダーのスループット

を向上させることができる。

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeベース・プロセッサーでは、フロ

ントエンドの最適なパフォーマンスを実現するためのコードサイズはデコード済み命

令キャッシュに関連する。 

• インテル ® Pentium® Mプロセッサーを利用する場合、パーシャルレジスター書き込み

の依存関係によって、大きなペナルティーが生じる（これは CPUID シグネチャーが

ファミリー 6、モデル 9 のプロセッサーに適用される）。インテル ® Pentium® 4 プロ

セッサー、インテル ® Xeon® プロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロセッサー（そ

れぞれ CPUIDシグネチャーがファミリー 6、モデル 13）では、そうしたペナルティー

はそれぞれのパーシャルレジスター書き込みの間に意図的に依存関係を作って解決さ

れる。インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、イ

ンテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、パーシャ
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ル・レジスター・ストールが原因でわずかな遅延が発生することがある。部分的なレ

ジスター更新による不正な依存関係を避けるために、レジスター全体の更新と拡張さ

れた移動命令を使用する。

• 依存関係を解消する適切な命令（PXOR、SUB、XOR）を使用する。XORPSにおける依

存関係の解決機能は、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ® Core™ Duo

プロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー

でサポートされている。

• 一般に、ハードウェア・プリフェッチによってデータアクセスと命令アクセスの実効

メモリー・レイテンシーを短縮できる。ただし、それぞれのマイクロアーキテクチャー

に固有のハードウェア・プリフェッチに合わせて変更が必要な場合もある。

3.2.1 CPUIDディスパッチ手法と互換コード手法

すべての世代のプロセッサー上で最適なパフォーマンスを得るには、アプリケーションが

CPUID命令を使用してプロセッサーの世代を特定し、ソースコードにプロセッサー固有の

命令を統合する必要がある。インテル ® C++コンパイラーは、各プロセッサー向けの異な

るバージョンのコードを、統合する機能を備えている。実行されるコードは、ランタイム

時に CPUID に基づいて選択される。異なる世代のプロセッサー向けのバイナリーコード

は、プログラマーが制御して生成することも、コンパイラーに生成させることもできる。

複数世代のマイクロアーキテクチャーでの実行を想定したアプリケーションの場合、バイ

ナリーコードのサイズを最小限に抑えて、単一のコードパスを生成するため、互換コード

を使用すれば良い。一般に、現在および将来の世代のインテル ® 64プロセッサーや IA-32

プロセッサーをベースにしたプロセッサー上でアプリケーションを実行するときは、イン

テル ® Core™ マイクロアーキテクチャー向けに開発された手法を使用し、Intel NetBurst®

マイクロアーキテクチャー向けの手法と組み合わせてアプリケーションを最適化すれば、

コードの効率とスケーラビリティーが向上する。この互換最適化手法によって、インテル
® Pentium® Mプロセッサー、インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duo

プロセッサー上でも、通常は高性能を実現できる。 

3.2.2 透過的なキャッシュ・パラメーター手法

CPUID命令が機能リーフ 4（キャッシュ・パラメーター・リーフ）をサポートしている場

合、このリーフは、インテル ® 64プロセッサー・ファミリーと IA-32プロセッサー・ファ

ミリー間で上位互換性のある手法で、キャッシュ・パラメーターをキャッシュ階層のレベ

ルごとに報告する。

特定のキャッシュレベルのパラメーターに依存するコーディングの場合、キャッシュ・パ

ラメーターを使用すれば、コーディング手法が将来の世代のインテル ® 64プロセッサーや

IA-32 プロセッサーとの上位互換性を確保できる。また、キャッシュサイズが異なるプロ

セッサーとの相互互換性も確保できる。
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3.2.3 スレッディング手法とハードウェア・マルチスレッディン

グ・サポート

インテル ® 64プロセッサー・ファミリーと IA-32プロセッサー・ファミリーは、デュアル

コア・テクノロジーと HTテクノロジーという 2つの形式でハードウェア・マルチスレッ

ディング・サポートを提供している。

現在および将来の世代のインテル ® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーの場合、ハード

ウェア・マルチスレッディングが持つ潜在的なパフォーマンスを十分に引き出すには、ア

プリケーション設計時にスレッド化を採用しなければならない。さらに、マルチスレッド・

ソフトウェアは、広範なコンピューターに対応できるように、ハードウェア・マルチス

レッディング・サポートがないシングル・プロセッサー上で問題なく実行できる必要があ

る。また、単一の論理プロセッサー上では、スレッド化されていないソフトウェアに匹敵

するパフォーマンスを発揮する必要がある（比較が可能な場合）。一般に、これを実現す

るには、スレッド同期のオーバーヘッドが最小限になるようにマルチスレッド・アプリ

ケーションを設計しなければならない。マルチスレッディングの詳細なガイドラインにつ

いては、第 8章「マルチコアとハイパースレッディング・ テクノロジー」で説明する。

3.3 コーディング規則、推奨事項、チューニングのヒント

本節には、規則、推奨事項、ヒントが記載されている。これらは以下の技術者を対象とし

ている。 

• ソースコードを修正してパフォーマンスを改善するプログラマー（ユーザー/ソースの

規則）

• アセンブラーまたはコンパイラーを作成するプログラマー（アセンブリー / コンパイ

ラーの規則）

• きめ細かなパフォーマンス・チューニングを行うプログラマー（チューニングの推奨

事項）

コーディングの推奨事項については、以下の 2つの基準で重要性の度合いが示される。

• 局所的な影響（高、中、低）：特定のコード・インスタンスについて、この推奨事項が

パフォーマンスに与える影響の大きさを示す。

• 一般性（高、中、低）：アプリケーションのすべてのドメインでのこのようなインスタ

ンスの発生頻度を示す。一般性は、「頻度」と考えてもよい。

これらの推奨事項は大まかなものであり、コーディングの形式やアプリケーションの構成

などの要因によって異なる。 

高、中、低（H、M、L）の優先度を記載した目的は、その推奨事項に従った場合に予想さ

れるパフォーマンス向上の相対的なレベルを示すことにある。 
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アプリケーション内で特定のコード・インスタンスがどの程度の頻度で発生するかは予測

できないため、優先度のヒントから、アプリケーション・レベルのパフォーマンスがどの

程度向上するかを直接判断はできない。アプリケーション・レベルのパフォーマンスの向

上が観察される場合については、説明を目的として、定量的な特性評価を示している。影

響を判定できない場合は、優先度を指定していない。

3.4 フロントエンドの最適化

フロントエンドの最適化では、以下の 2つの面が対象になる。 

• 実行エンジンへのマイクロオペレーション（μOP）の安定した供給を維持― 分岐予測

ミスが発生すると、マイクロオペレーション（μOP）のストリームが中断される。ま

た、投機による実行のコードパス内でマイクロオペレーション（μOP）のストリーム

が実行リソースを浪費する可能性がある。これを考慮したチューニングのほとんどは、

分岐予測ユニットに対する作業が対象となる。一般的な手法については、3.4.1節「分

岐予測の最適化」を参照のこと。

• 実行帯域幅とリタイアメント帯域幅をできるだけ多く利用できるようにマイクロオペ

レーション（μOP）のストリームを供給 ― インテル ® Core™ マイクロアーキテク

チャーとインテル ® Core™ Duoプロセッサー・ファミリーの場合、高いデコード・ス

ループットを維持することが目的である。インテル ® マイクロアーキテクチャー

Sandy Bridge では、デコード済み命令キャッシュからホットコードの実行を維持する

ことが目的である。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーのデコード・スルー

プットを最大限に高める手法については、3.4.2節「フェッチとデコードの最適化」を

参照のこと。

3.4.1 分岐予測の最適化

分岐予測は、パフォーマンスに極めて大きな影響を与える要因である。分岐の流れを理解

し、分岐予測の精度を上げれば、コードの処理速度は大きく向上する。

分岐予測を支援する最適化手法には、以下のものがある。

• コードとデータは別のページに置く。これは非常に重要である。詳細については、3.6

節「メモリーアクセスの最適化」を参照のこと。

• 可能な限り分岐を排除する。

• 静的分岐予測アルゴリズムに従ってコードを配置する。

• スピンウェイト・ループに PAUSE命令を挿入する。

• 関数をインライン展開し、コールとリターンをペアにする。

• 必要に応じてループをアンロールし、繰り返し実行されるループの反復回数が 16回ま

たはそれ以下になるようにする（この修正によって、コードのサイズが必要以上に大

きくなることがない場合）。

• 分岐が頻繁に発生しないよう、可能な限りマイクロオペレーション（μOP）の間隔を

3つおきにする。
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3.4.1.1 分岐の排除

分岐を排除すると、以下の理由により、パフォーマンスが向上する。

• 分岐の予測ミスの可能性が小さくなる。

• 消費する分岐ターゲットバッファー（BTB）エントリー数が少なくなる。実行されな

い条件分岐は、BTB リソースを消費しない。

分岐を排除するには、以下の 4つの主な方法がある。

• 基本ブロックが隣接するようにコードを構成する。

• 3.4.1.7節「ループのアンロール」の説明に従って、ループをアンロールする。

• CMOV命令を使用する。

• SETCC命令を使用する。

以下の規則は、分岐の排除に適用される。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 1（影響 MH、一般性 M）：基本ブロック

が隣接するようにコードを構成し、不要な分岐を排除する。

インテル ® Pentium® Mプロセッサーの場合、すべての分岐がカウントされる。正しく予測

された分岐でさえも、プロセッサーに供給される有用なコードが増えてしまうことにな

る。また、処理済み分岐によって分岐予測構造内のスペースが消費され、余分な分岐が構

造の容量に悪影響を及ぼす。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 2（影響 M、一般性 ML）：SETCC命令と

CMOV命令を使用して、予測不可能な条件分岐をできるだけ排除する。予測可能な分岐に

ついては、この操作を行ってはならない。これらの命令を使用して、すべての予測不可能

な条件分岐を排除してはならない（これらの命令を使用すると、条件分岐の両方のパスを

実行する必要性から、実行のオーバーヘッドが発生するため）。また、条件分岐を SETCC

または CMOVに変換すると、データ依存の制御フロー依存関係がトレードオフされ、アウ

トオブオーダー・エンジンの機能が制限される。チューニングの際は、すべてのインテル ®

64プロセッサーと IA-32プロセッサーが、通常は非常に高い分岐予測精度を持っているこ

とを考慮する必要がある。一貫した分岐予測ミスは一般的にまれである。これらの命令は、

計算時間の増加分が、予想される分岐の予測ミスのペナルティーより小さい場合にのみ使

用するべきである。

以下のように、Cコード行が、2つの定数のうち 1つに依存する条件を含む場合を考える。

X = (A < B) ? CONST1 : CONST2;

このコードは、2つの値 Aと Bを条件付きで比較する。条件が真の場合は、Xは CONST1

に設定される。条件が偽の場合は、CONST2に設定される。上記の Cコードに相当するア

センブリー・コード・シーケンスは、2 つの値に相関関係がない場合、予測不可能な分岐

を含むことがある。 
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例 3-1 に、予測不可能な分岐を含むアセンブリー・コードを示す。予測不可能な分岐は、

SETCC命令を使って排除できる。例 3-2に、分岐を含まない、最適化されたコードを示す。    

例 3-2の最適化されたコードは、EBXを 0に設定した後、Aと Bを比較する。Aが Bより

大きいか、または B に等しい場合は、EBX は 1 に設定される。次に、EBX から 1 が引か

れ、2つの定数の差との AND演算が実行される。これにより、EBXは、0または定数の値

の差に設定される。EBXに CONST2を加算することによって、正しい値が EBXに書き込

まれる。CONST2が 0に等しい場合は、最後の命令は削除してかまわない。

インテル® Pentium® IIプロセッサーおよびそれ以降のプロセッサー上で分岐を排除するも

う 1つの方法は、CMOV命令と FCMOV命令を使用することである。例 3-3に、CMOVを

使用して TEST と分岐命令のシーケンスを変更し、分岐を排除する方法を示す。TEST が

「等しい」のフラグを設定した場合は、EBXの値は EAXに移される。この分岐はデータに

依存する分岐であり、予測不可能な分岐を置き換える。

例 3-1 予測不可能な分岐を含むアセンブリー・コード

cmp a, b ; 条件

jbe L30  ; 条件分岐

mov ebx const1  ; ebxの値は X

jmp L31 ; 無条件分岐

L30:

mov ebx, const2

L31:

例 3-2 コードの最適化による分岐の排除

xor   ebx, ebx   ; ebxをクリア (C言語では X)

cmp   A, B 

setge bl  ; ebx = 0または 1

 ; あるいは補間条件の時

sub   ebx, 1  ; ebx=11...11 or 00...00

and   ebx, CONST3; CONST3 = CONST1-CONST2

add   ebx, CONST2; ebx=CONST1または CONST2
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CMOV 命令と FCMOV 命令は、インテル ® Pentium® II プロセッサーおよびそれ以降のプ

ロセッサーで使用できるが、インテル ® Pentium® プロセッサーおよびそれ以前の IA-32プ

ロセッサーでは使用できない。CPUID命令を使用して、プロセッサーがこれらの命令をサ

ポートしているかどうかチェックする必要がある。 

3.4.1.2 スピンウェイト・ループとアイドルループ

インテル ® Pentium® 4プロセッサーでは、新しい PAUSE命令が導入された。この命令は、

インテル ® 64 プロセッサーと IA-32 プロセッサー上で、アーキテクチャー的に NOP と見

なされる。 

インテル ® Pentium® 4プロセッサー以降のプロセッサーにおいて、PAUSE命令は、コード

シーケンスがスピンウェイト・ループであることを示すヒントとして機能する。スピン

ウェイト・ループ内に PAUSE 命令がない場合、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーがメ

モリーアクセス順序違反を検出して、ループの終了時に大きなペナルティーが生じること

がある。PAUSE 命令を挿入すると、メモリーアクセス順序違反が大幅に減少し、その結

果、パフォーマンスが改善される。

例 3-4のコードは、メモリー・ロケーション Aがレジスター EAXに格納された値に一致す

るまでスピンする。このようなコードシーケンスは、データの生成と参照のシーケンスで

（バリアとして）、または他の同期操作で、クリティカル・セクションを保護する場合によ

く見られる。

例 3-3 CMOV命令による分岐の排除

test ecx, ecx

jne  1H

mov  eax, ebx

1H:

; コードの最適化のために、jneと movを１つの cmovcc命令（「等しい」フラグを

チェックする）に結合する

test      ecx, ecx ; フラグをテスト

cmoveq    eax, ebx ; 「等しい」フラグがセットしている場合、ebxを

; eaxに移す。1H:タグは必要なくなる

例 3-4 PAUSE命令の使用

lock: cmp eax, a

jne loop

; クリティカル・セクションのコード

loop: pause

cmp eax, a

jne loop

jmp lock
3-10　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



3.4.1.3 静的予測

BTB（3.4.1節「分岐予測の最適化」を参照）内に履歴がない分岐は、静的予測アルゴリズ

ムを使って予測される。インテル ® Pentium® 4プロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロ

セッサー、インテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサーは、

以下のような静的予測アルゴリズムを使用する。

• 無条件分岐は実行されるものと予測する。

• 間接分岐は実行されないものと予測する。

また、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの場合、条件分

岐は以下の静的予測アルゴリズムを使って予測される。

• 後方条件分岐は実行されるものと予測する。この規則はループに適している。

• 前方条件分岐は実行されないものと予測する。

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duoプロセッサーは、ジャンプの向きに従った条件分岐を静的には予測しない。こ

れらのプロセッサーでは、すべての条件分岐は、最初に発生したときでも動的に予測され

る。

以下の規則は、静的予測の排除に適用される。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 3（影響 M、一般性 H）：静的分岐予測

アルゴリズムに従ってコードを配置する。すなわち、条件分岐に後続するフォールスルー・

コードが、前方に分岐する分岐のターゲットになるようにする。また、条件分岐に後続す

るフォールスルー・コードが、後方に分岐する分岐のターゲットにならないようにする。
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例 3-5に、静的分岐予測アルゴリズムの例を示す。IF-THEN条件分岐の本体が予測される。

例 3-6、例 3-7に、静的予測アルゴリズムの基本的な規則を示す。例 3-6では、最初は後方

分岐（JC BEGIN）の履歴は BTB内に存在しないため、BTBは予測を行わない。しかし、

スタティック・プレディクターが分岐は行われると予測するため、予測ミスは起こらない。

例 3-7の最初の分岐命令（JC BEGIN）は、前方条件分岐である。最初はこの分岐の履歴

は BTB内に存在しないが、スタティック・プレディクターはフォールスルーとして予測す

る。BTB 内に分岐履歴が作成される前であっても、静的予測アルゴリズムは、CALL

CONVERT命令が実行されるものと正しく予測する。

例 3-5 インテル ® Pentium® 4プロセッサーの静的分岐予測アルゴリズム

//前方に分岐する条件が合わない（フォールスルー）

IF<condition> {....

↓
}

IF<condition> {...

↓
}

//後方に分岐する条件が採用される

LOOP {...

 −− }<condition>

//無条件分岐を採用

JMP

------
→ 

例 3-6 実行される分岐の静的予測 

Begin: mov  eax, mem32

and  eax, ebx

imul eax, edx

shld eax, 7

jc Begin
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インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、帰納的静的予測は使用されない。ただ

し、インテル ® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーの一貫性を維持するために、ソフト

ウェアでは帰納的静的予測をデフォルトとすべきである。

3.4.1.4 インライン展開、コール、リターン

リターンアドレス・スタック機構は、特にコールとリターンについて、静的予測と動的予

測の精度を向上させる。リターンアドレス・スタックは 16個のエントリーを持ち、これに

よって、ほとんどのプログラムのネストされたコール数を十分にカバーする。17 以上の

コールと 17以上のリターンが連続してネストしている場合は、パフォーマンスが低下する

場合がある。 

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのトレースキャッシュには、コールとリターン

の分岐予測情報が保持される。コールまたはリターンを含むトレースがトレースキャッ

シュ内にあり、コールとリターンのターゲットが変化しない場合は、上記のリターンアド

レス・スタックのエントリー数の制限のために、パフォーマンスが低下することはない。

リターンスタック機構を使用するには、対になったコールとリターンの数が一致していな

ければならない。これを行うと、スタックのエントリー数の超過によってパフォーマンス

が低下する可能性は非常に低くなる。

以下の規則は、インライン展開、コール、リターンに適用される。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 4（影響 MH、一般性 MH）：nearコール

は near リターンに対応し、far コールは far リターンに対応していなければならない。リ

ターンアドレスをスタック上にプッシュして呼び出し先ルーチンにジャンプすると、コー

ルとリターンの不一致が起こるため、この操作は推奨できない。

コールとリターンにはコストがかかる。したがって、以下の理由でインライン展開を使用

する。

• パラメーターの受け渡しのオーバーヘッドを排除できる。

• コンパイラー内で、関数をインライン展開すると最適化できる個所が増える。

• インライン展開されたルーチンに分岐が含まれる場合、呼び出し元のコンテキストを

追加すれば、ルーチン内の分岐予測の精度が向上する。

例 3-7 実行されない分岐の静的予測 

mov eax, mem32

and  eax, ebx

imul eax, edx

shld eax, 7

jc Begin

mov eax, 0

Begin: call Convert
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• 小さい関数内で発生した分岐予測ミスでは、関数がインライン展開されている場合に

発生するものよりもペナルティーが大きくなる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 5（影響 MH、一般性 MH）：関数をイン

ライン展開することでコードのサイズが小さくなる場合や、関数が小さく、呼び出し先が

頻繁に実行される場合は、関数を選択した上でインライン展開する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 6（影響 H、一般性 H）：関数をインライ

ン展開すると、ワーキングセットのサイズがトレースキャッシュの容量を超える場合は、

関数をインライン展開しない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 7（影響 ML、一般性 ML）：17 以上の

コールとリターンが連続してネストされている場合は、インライン展開を使用してプログ

ラムを変換し、ネストされたコールの数を減らす。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 8（影響 ML、一般性 ML）：小さい関数

内の分岐の予測精度が低い場合は、関数をインライン展開する方が良い。分岐の予測ミス

の結果、リターンが実行されるものと誤って予測された場合は、ペナルティーが生じる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 9（影響 L、一般性 L）：関数内の最後の

文が別の関数への呼び出しになっている場合は、コールをジャンプに変換することを検討

する。これにより、コール /リターンのオーバーヘッド、リターン・スタック・バッファー

内のエントリーが消費されない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 10（影響 M、一般性 L）：：16バイト・

チャンク内に 5つ以上の分岐を配置しないこと。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 11（影響 M、一般性 L）：16 バイト・

チャンク内に 3つ以上のループの終端分岐を配置しないこと。

3.4.1.5 コード・アライメント

コードを注意深く構成すれば、キャッシュとメモリーの局所性を向上できる。頻繁に実行

される基本ブロックのシーケンスは、メモリー内で隣接するようにレイアウトする。その

際に、まれにしか実行されないコード（エラー状態を処理するコードなど）を、そのシー

ケンスから削除すると良い。命令プリフェッチの最適化は、3.7節「プリフェッチ」を参照

のこと。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 12（影響 M、一般性 H）：分岐ターゲッ

トはすべて、16バイトでアライメントを合わせる必要がある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 13（影響 M、一般性 H）：条件分岐の直

後の命令が実行される可能性が低い場合は、そのコードをプログラムの別の部分に置く。

条件分岐の直後の命令が実行される可能性が非常に低く、コードの局所性が重要である場

合は、そのコードを異なるコードページ上に置く。
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3.4.1.6 分岐タイプの選択

間接分岐およびコールに対するデフォルトのターゲット予測は、フォールスルー・パス、

つまり分岐しないである。該当する分岐に対してハードウェア予測が可能である場合、

フォールスルー予測はオーバーライドされる。分岐予測ハードウェアから予測される間接

分岐に対する分岐ターゲットは、前もって実行された分岐ターゲットである。

コードの局所性の低さや異常な分岐競合が原因で分岐予測できない場合は、フォールス

ルー・パスに対するデフォルトの予測のみが重要な問題となる。間接コールの場合は、関

連するリターンの後に実行手順が戻る確率が高いため、フォールスルー・パスの予測は通

常は問題にならない。

間接分岐の直後にデータを配置すると、パフォーマンスの問題が発生する場合がある。

データがゼロだけからなる場合、そのデータはメモリー・デスティネーションに対する加

算の長いストリームのように見えるため、リソース競合が発生し、分岐のリカバリーが遅

れる可能性がある。また、間接分岐の直後のデータは、分岐予測ハードウェアからは分岐

のように見える場合がある。そのため、分岐によって他のデータページが実行される場合

がある。これは、その後自己修正コードの問題を引き起こす恐れがある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 14（影響 M、一般性 L）：間接分岐を行

う場合、最も可能性が高い分岐ターゲットをその間接分岐の直後に配置する。あるいは、

間接分岐を使用するが、それらを分岐予測ハードウェアで予測できない場合は、間接分岐

の後に UD2命令を配置する。これにより、プロセッサーによるフォールスルー・パスのデ

コードが停止する。

コードの構造から生じた間接分岐（スイッチ文、計算されたポインターを介したコールな

ど）は、任意の数の位置にジャンプする。分岐先のアドレスがほぼ同じコードシーケンス

では、ほとんどが BTB によって正確に予測される。BTB に格納できる分岐する（フォー

ルスルーしない場合）ターゲットは 1つだけであるため、複数の分岐するターゲットを持

つ間接分岐は、分岐の予測精度が低くなる場合がある。 

格納されるターゲットの有効数は、条件分岐を追加すると増やせる。条件分岐をターゲッ

トに追加するのは、以下の場合に効果的である。

• 分岐の向きが、その分岐までの分岐履歴、つまり最後のターゲットだけではなく、そ

の分岐にどのような経路で到達したかに関係する。

• ソースとターゲットのペアは、追加の分岐予測機能の使用を保証するのに十分一般的

である。これにより、全体的な分岐予測ミスの数が増える場合があるが、間接分岐の

予測ミスは改善される。分岐の予測ミスの数が非常に多い場合は利点が少ない。

ユーザー / ソース・コーディング規則 1（影響 M、一般性 L）：一般的な分岐するターゲッ

トを間接分岐が 2つ以上持っており、それらのターゲットの少なくとも 1つがその分岐ま

での分岐履歴に関係している場合は、その間接分岐をツリーに変換し、1 つ以上の間接分

岐の前にそれらのターゲットに対する条件分岐を置く。この「ピーリング」手順は、分岐

履歴に関係している間接分岐の一般的なターゲットに適用する。
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この規則の目的は、分岐をさらに追加するという犠牲を払ってでも分岐の予測精度を高め

て、予測ミスの総数を減らすことである。これを有効にするには、追加する分岐の予測精

度を高くしなければならない。そのような分岐予測精度が重要な理由の 1つは、先行する

分岐履歴との強力な関係にある。つまり、先行する分岐で処理される分岐方向は、検討対

象の分岐の方向に対する指標となる。 

例 3-8 は、先行する条件分岐のターゲットと間接分岐のターゲットの関係を示す簡単な例

である。 

コンパイラーやアセンブリー言語プログラマーにとって、この関係を分析して判別するの

は難しい場合がある。コードから最高のパフォーマンスを得るために、ピーリングを使用

した場合と使用しない場合とでパフォーマンスを評価することは有益である。 

関係する分岐履歴を持つ間接分岐において最も優先されたターゲットをピーリングした

例を例 3-9に示す。

例 3-8 2つの優先ターゲットを持つ間接分岐 

function () 

{

int n = rand();   // 乱整数は 0から RAND_MAXの間

if ( !(n & 0x01) ) { // 半分は n＝ 0になる

n = 0; // 予測された分岐履歴を更新

}  

// 複数のターゲットをとる間接的分岐は

// さらに低い予測率になる

 switch (n) {

case 0: handle_0(); break; // 前方分岐が行われた分岐履歴に前方分岐がある

// 場合の共通のターゲット

    case 1: handle_1(); break; // 共通でない

case 3: handle_3(); break; // 共通でない

default: handle_other(); // 共通のターゲット

    }

}
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3.4.1.7 ループのアンロール

ループをアンロールすると、次のような利点がある。

• アンロールによって、分岐と、インダクション変数を管理するコードの一部が排除さ

れるため、分岐のオーバーヘッドが軽減される。

• アンロールによって、ループを積極的にスケジューリング（またはパイプライン化）

して、レイテンシーを隠蔽できる。依存関係チェーンを延長してクリティカル・パス

が明確になった場合、変数をアクティブな状態に保つのに十分な空きレジスターがあ

る場合は、この手法が効果的である。 

• アンロールを行うと、冗長ロードの削除、共通式の排除など、その他各種の最適化が

コードに適用される。

• インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、反復の回数が 16より少ない内部ループの終了

分岐を正確に予測できる（反復回数が予測可能であり、ループ内に条件分岐が存在し

ない場合）。したがって、ループ本体のサイズが大きすぎず、反復の回数が分かってい

る場合は、反復の回数が 16以下になるまで、内部ループをアンロールする。ただし、

インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、ループを 65回以上アンロールしてはなら

ない。

ループをアンロールすると、以下のコストが生じる可能性がある。

例 3-9 間接分岐の予測ミスを削減するピーリング手法 

function () 

{

    int n = rand(); // 乱整数は 0と RAND_MAXの間

if( !(n & 0x01) ) THEN

 n = 0; // 半分は n＝ 0になる

if (!n) THEN

handle_0(); // 分岐履歴に関連した

// 最も共通のターゲットを取り除く

 {

    switch (n) { 

case 1: handle_1(); break; // 共通でない

case 3: handle_3(); break; // 共通でない

default: handle_other(); // フォールスルー・パスにある

// ターゲットを指定

}

   }

}
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• 必要以上にアンロールしたり、非常に大きいループをアンロールすると、コードのサ

イズが大きくなる。インテル ® Pentium® 4プロセッサーでは、アンロールされたルー

プがトレースキャッシュ（TC）の容量を超えると、パフォーマンスが低下する場合が

ある。

• ループの本体に分岐が含まれる場合、それらのループをアンロールすると、余分なBTB

を消費する。アンロールされたループの反復の回数が 16以下の場合、分岐プレディク

ターは、ループ本体内の（向きを交互に変える）分岐を正確に予測できるはずである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 15（影響 H、一般性 M）：一般的に、分

岐とインダクション変数のオーバーヘッドがループの実行時間の 10% より小さくなるま

で、小さいループをアンロールする。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 16（影響 H、一般性 M）：トレースキャッ

シュや命令キャッシュのスラッシュが起こる可能性があるため、必要以上にループをアン

ロールしない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 17（影響 M、一般性 M）：反復回数が予

測可能な実行頻度の高いループをアンロールして、反復の回数を 16以下に抑える。コード

のサイズが大きくなりすぎて、ワーキングセットがトレースキャッシュや命令キャッシュ

の容量を超える場合は、この操作を行わない。ループ本体に 2つ以上の条件分岐が含まれ

る場合は、反復の回数が 16/（条件分岐の数）回になるようにループをアンロールする。

例 3-10に、アンロールによるその他の最適化の例を示す。 

この例では、100回実行されるループにおいて、偶数番号の要素に Xを代入し、奇数番号

の要素に Y を代入する。ループをアンロールすると、ループ本体内の分岐を 1 つ排除し、

代入を効率的に実行できる。

3.4.1.8 コンパイラーによる分岐予測のサポート

コンパイラーは、インテル ® Pentium® 4 プロセッサー、インテル ® Pentium® M プロセッ

サー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・

ベース・プロセッサー上で分岐予測の効率を改善するコードを生成できる。インテル ® C++

コンパイラーは、以下の方法でこれを実行する。

例 3-10 ループのアンロール

Before unrolling:

do i = 1, 100

if ( i mod 2 == 0 ) then a( i ) = x

else a( i ) = y

enddo

After unrolling

do i = 1, 100, 2

a( i ) = y

a( i+1 ) = x

enddo
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• コードとデータを別のページに置く。

• 条件付きMOV命令を使用して、分岐を排除する。

• 静的分岐予測アルゴリズムに従ってコードを生成する。

• 必要に応じて、インライン展開を行う。

• 反復の回数が予測できる場合は、アンロールを行う。

インテル ® コンパイラーは、プロファイルに基づく最適化により、基本ブロックのレイア

ウトを変更して、頻繁に実行される関数パスの分岐を排除するか、あるいは少なくともそ

れらの分岐予測の精度を向上させることができる。ソースコード・レベルでは、分岐予測

に関して配慮する必要がなくなる。詳細については、インテル ® C++ コンパイラーのド

キュメントを参照のこと。

3.4.2 フェッチとデコードの最適化

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーには、フロントエンドのスループットを高め

る機能が複数搭載されている。以下では、そのような機能を活用する手法について説明す

る。

3.4.2.1 マイクロフュージョン向けの最適化

レジスターとメモリーオペランドを操作する命令は、対応するレジスター - レジスター形

式よりも多くのマイクロオペレーション（μOP）にデコードされる。前者の命令に代わっ

てレジスター-レジスター形式を使用して同等の処理を行うには、2つの命令からなるシー

ケンスが必要である。後者のシーケンスの場合、フェッチ帯域幅が減少する可能性が高い。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 18（影響 ML、一般性 M）：フェッチ /デ

コードのスループットを高める場合、命令がマイクロフュージョンからメリットを得られ

るのであれば、レジスター方式の命令よりもメモリー方式の命令を優先する。

以下の例は、すべてのデコーダーによって処理可能なマイクロフュージョンである。

• 即値のストアを含めた、メモリーに対するすべてのストア。ストアは内部でストア -ア

ドレスとストア - データの 2 つの異なるマイクロオペレーション（μOP）として実行

される。 

• レジスターとメモリーとの間のすべての「読み出し -変更」（ロード + op）命令。

例：

ADDPS XMM9, OWORD PTR [RSP+40]

FADD DOUBLE PTR [RDI+RSI*8]

XOR RAX, QWORD PTR [RBP+32]

• 「ロードおよびジャンプ」形式のすべての命令。例：

JMP [RDI+200]

RET

• 即値のオペランドとメモリーを持つ CMPおよび TEST命令。
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RIP相対アドレス指定を行うインテル ® 64命令は、以下の場合にはマイクロフュージョン

の対象にならない。

• 即値の追加が必要な場合。例：

CMP [RIP+400], 27

MOV [RIP+3000], 142

• 制御フローのため RIPが必要な場合。例：

JMP [RIP+5000000]

これらの場合、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーおよびインテル ® マイクロ

アーキテクチャー Sandy Bridge では、2 マイクロオペレーション（μOP）からなるフロー

をデコーダー 0 から供給する。2 マイクロオペレーション（μOP）のフローをアライメン

トの合ったデコーダーからデコーダー 0に移さなければならないので、デコード帯域幅の

わずかな損失が生じる。 

グローバルデータへのアクセスでは、RIP アドレス指定が一般的である。これではマイク

ロフュージョンからのメリットが得られないので、コンパイラーはその他のメモリーアド

レス指定によってグローバルデータにアクセスすることを検討することがある。

3.4.2.2 マクロフュージョン向けの最適化

マクロフュージョンでは、2 つの命令が単一のマイクロオペレーション（μOP）にマージ

される。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、限られた状況のもとでこの

ハードウェア最適化が実行される。

マクロフュージョンされるペアの最初の命令は、CMP命令または TEST命令でなければな

らない。この命令では、REG-REG（レジスター - レジスター）、REG-IMM（レジスター -

即値）、またはマイクロフュージョンされた REG-MEM（レジスター -メモリー）の比較が

可能である。2番目の命令（命令ストリーム内で隣接）は、条件分岐でなければならない。

このようなペアは基本的な反復プログラミングにおける共通構成要素なので、再コンパイ

ルされない既存のバイナリーでも、マクロフュージョンによってパフォーマンスが向上す

る。すべてのデコーダーは 1サイクルあたり 1つのマクロフュージョン済みペアとともに

最大 3命令をデコードできるので、デコード帯域幅は 1サイクルあたり 5命令になる。 

各マクロフュージョン済み命令は、単一のディスパッチで実行される。このプロセスに

よってレイテンシーが排除され、分岐予測ミスのペナルティーが 1サイクル減少する。ソ

フトウェアは、リネーム / リタイア帯域幅の向上、in-flight の命令向けのストレージの拡

大、少ないビット数で処理量を増加することによる省電力など、その他のフュージョンの

メリットもすべて得られる。

以下のリストでは、マクロフュージョンを利用可能な場合について詳細に示している。

• 以下を比較する場合に CMPまたは TESTをフュージョンできる。

REG-REG。例：CMP EAX,ECX; JZ label

REG-IMM。例：CMP EAX,0x80; JZ label

REG-MEM。例：CMP EAX,[ECX]; JZ label

MEM-REG。例：CMP [EAX],ECX; JZ label
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• TESTはすべての条件分岐とフュージョンされる。

• インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの場合、CMPは以下の条件分岐の場合に

のみフュージョンされる。これらの条件分岐では、キャリーフラグ（CF）またはゼロ

フラグ（ZF）をチェックしてジャンプする。以下に示すのは、マクロフュージョン可

能な条件分岐のリストである。

JAまたは JNBE

JAEまたは JNBまたは JNC

JEまたは JZ

JNAまたは JBE

JNAEまたは JCまたは JB

JNEまたは JNZ

MEM-IMMを比較する場合（例えば、CMP [EAX],0x80; JZ labelの場合）、CMPと TEST

はフュージョンされない。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの 64ビット・モー

ドでは、マクロフュージョンはサポートされていない。

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、マクロフュージョンについて以

下の拡張機能をサポートしている。

－ CMPは、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーではサポートされていな

かった以下の条件分岐とフュージョンできる。

• JLまたは JNGE

• JGEまたは JNL 

• JLEまたは JNG

• JGまたは JNLE

－ 64ビット・モードでマクロフュージョンがサポートされている。

• インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeにおけるマクロフュージョンの拡

張サポートを表 3-1に示す。詳細については、2.1.2.1節および例 3-15を参照のこと。

表 3-1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge におけるマクロフュージョン

可能な命令

命令 TEST AND CMP ADD SUB INC DEC

JO/JNO Y Y N N N N N

JC/JB/JAE/JNB Y Y Y Y Y N N

JE/JZ/JNE/JNZ Y Y Y Y Y Y Y

JNA/JBE/JA/JNBE Y Y Y Y Y N N

JS/JNS/JP/JPE/JNP/JPO Y Y N N N N N

JL/JNGE/JGE/JNL/JLE/J

NG/JG/JNLE

Y Y Y Y Y Y Y
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 19（影響 M、一般性 ML）：可能な限り、

マクロフュージョンをサポートする命令ペアを使用してマクロフュージョンを行う。CMP

よりも TESTを優先する。可能な限り、符号なし変数と符号なしジャンプを使用する。比

較時に変数が負でないことを論理的に確認する。可能な限り、MEM-IMM 方式の CMP や

TEST は回避する。ただし、MEM-IMM 方式の使用を回避するためにほかの命令を追加し

てはならない。

例 3-11 マクロフュージョン、符号なし反復カウント

マクロフュージョン未使用 マクロフュージョン使用

Cコード for (int1 i = 0; i < 1000; 

i++)

a++;

注：

1. 符号付き反復カウントではマクロフュージョンが禁止されている。

for ( unsigned int2 i = 0; i 

< 1000; i++)

a++;

2. 符号なし反復カウントはマクロフュージョンに対応している。

逆アセンブル for (int i = 0; i < 1000; 

i++)

mov dword ptr [ i ], 0 

jmp First 

Loop:

mov eax, dword ptr [ 

i ] 

add eax, 1 

mov dword ptr [ i ], 

eax 

for ( unsigned int i = 0; i < 

1000; i++)

mov dword ptr [ i ], 0 

jmp First 

Loop:

mov eax, dword ptr [ i ] 

add eax, 1 

mov dword ptr [ i ], eax 

First:

cmp dword ptr [ i ], 

3E8H3

jge End 

a++;

mov eax, dword ptr [ 

a ] 

addqq eax,1 

mov dword ptr [ a ], 

eax 

jmp Loop

End:

3. CMP MEM-IMM, JGEではマクロフュージョンが禁止されている。

First:

cmp eax, 3E8H 4

jae End 

a++;

mov eax, dword ptr [ a ] 

add eax, 1 

mov dword ptr [ a ], eax 

jmp Loop

End:

4. CMP REG-IMM, JAEではマクロフュージョンが許可されている。
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例 3-12 マクロフュージョン、If文

マクロフュージョン未使用 マクロフュージョン使用

Cコード int1 a = 7;

if ( a < 77 )

a++;

else

a--;

注：

1. 符号付き反復カウントではマクロフュージョンが禁止されている。

unsigned int2 a = 7;

if ( a < 77 )

a++;

else

a--;

2. 符号なし反復カウントはマクロフュージョンに対応している。

逆アセンブル int a = 7;

mov dword ptr [ a ], 7 

if ( a < 77 )

cmp dword ptr [ a ], 

4DH 3

jge Dec 

a++;

mov eax, dword ptr [ a 

] 

add eax, 1 

mov dword ptr [ a ], 

eax 

else

jmp End

a--;

Dec:

mov eax, dword ptr [ a 

] 

sub eax, 1 

mov dword ptr [ a ], 

eax

End::

3. CMP MEM-IMM, JGEではマクロフュージョンが禁止されている。

unsigned int a = 7;

mov dword ptr [ a ], 7 

if ( a < 77 )

mov eax, dword ptr [ a ] 

cmp eax, 4DH 

jae Dec 

a++;

add eax,1 

mov dword ptr [ a ], eax 

else

jmp End

a--;

Dec:

sub eax, 1 

mov dword ptr [ a ], eax

End::
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 20（影響 M、一般性 ML）：比較時に変

数が負でないことを論理的に確認できれば、ソフトウェアによってマクロフュージョンを

有効にできる。マクロフュージョンを有効にするには、変数をゼロ比較する際に TEST 命

令を適切に使用する。

符号付きまたは符号なしの変数「a」について、「CMP a,0」と「TEST a,a」はフラグに関す

る限り同じ結果を生じる。TEST はマクロフュージョンの対象になることが多いので、ソ

フトウェアがマクロフュージョンを有効にする目的で「CMP a,0」の代わりに「TEST a,a」

を使用できる。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、より多くの算術命令および論理

命令で条件分岐とマクロフュージョンできる。ALUポートがすでに混雑しているループで

は、マクロフュージョンされた命令はポート 5と ALUポートの両方ではなく、ポート 5し

か使用しないため、このようないずれかのマクロフュージョンを行うことで負担を軽減で

きる。 

例 3-15 では、「add/cmp/jnz」ループに、ポート 0、ポート 1、ポート 5 いずれかを介して

ディスパッチできる ALU命令が 2つある。このため、ポート 5がいずれかの ALU命令と

バインドする確率が高く、JNZは 1サイクル待機することになる。「sub/jnz」ループでは、

ポート 0、ポート 1、ポート 5 のいずれかとバインドできるのは SUB だけであるため、

ADD/SUB/JNZを同じサイクルでディスパッチできる確率が高くなる。

例 3-13 マクロフュージョン、符号付き変数

マクロフュージョン未使用 マクロフュージョン使用

test ecx, ecx 

jle OutSideTheIF

cmp ecx, 64H 

jge OutSideTheIF

<IF BLOCK CODE>

OutSideTheIF:

test ecx, ecx 

jle OutSideTheIF

cmp ecx, 64H 

jae OutSideTheIF

<IF BLOCK CODE>

OutSideTheIF:

例 3-14 マクロフュージョン、符号付き比較

Cコード マクロフュージョン未使用 マクロフュージョン使用

if (a == 

0)

cmp a, 0 

jne lbl

...

lbl:

test a, a

jne lbl

...

lbl:

if ( a 

>= 0)

cmp a, 0 

jl lbl;

...

lbl:

test a, a

jl lbl

...

lbl:
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3.4.2.3 レングス変更プリフィクス（LCP） 

命令の長さは、最大で 15バイトである。一部のプリフィクスを使用すると、デコーダーが

認識しなければならない命令長が動的に変更される。プリデコード・ユニットは通常、LCP

が存在しないと仮定してバイトストリーム中の命令の長さを推測する。プリデコーダー

は、フェッチラインで LCPに遭遇した場合、低速の命令長デコード・アルゴリズムを使用

しなければならない。低速の命令長デコード・アルゴリズムでは、6 サイクルでフェッチ

がデコードされる（通常は 1サイクル）。一般に、マシン・パイプライン内の通常のキュー

イング・スループットでは、LCPのペナルティーを隠蔽できない。 

命令長を動的に変更できるプリフィクスは、以下のとおりである。

• オペランド・サイズ・プリフィクス（0x66）

• アドレス・サイズ・プリフィクス（0x67）

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー、インテル ® Core™

Duoプロセッサー、インテル ® Core™ Soloプロセッサーの場合、命令MOV DX, 01234hで

LCP ストールが発生する場合がある。固定エンコードの一部として imm16 を含むが LCP

によって即値サイズを変更する必要がない命令では、LCPストールは発生しない。64ビッ

ト・モードの REXプリフィクス（4xh）では、2種類の命令のサイズを変更できるが、LCP

のペナルティーは発生しない。

密なループ内で LCPストールが発生した場合、パフォーマンスが大幅に低下することがあ

る。浮動小数点演算が多用されたコードのようにデコードがボトルネックでなければ、孤

立した LCPストールでは通常、パフォーマンスの低下は発生しない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 21（影響 MH、一般性 MH）：imm16 の

値の代わりに imm8や imm32の値を使用したコード生成を優先する。

imm16が必要な場合は、代わりに、同等の imm32をレジスターにロードしてから、レジス

ター内のワード値を使用する。

例 3-15 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeにおけるマクロフュージョンの

さらなる利点

Add + cmp + jnz代替 sub + jnzでのループ制御

lea rdx, buff 

xor rcx, rcx

xor eax, eax

loop:

add eax, [rdx + 4 * 

rcx]

add rcx, 1

cmp rcx, LEN

jnz loop

lea rdx, buff - 4

xor rcx, LEN

xor eax, eax

loop:

add eax, [rdx + 4 * rcx]

sub rcx, 1

jnz loop
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ダブル LCP ストール

LCP ストールを発生させ、16 バイト・フェッチ・ライン境界をまたがる命令は、LCP ス

トールを 2回発生する場合がある。以下のアライメント状態で、LCPストールが 2回発生

する可能性がある。

• 命令がmod R/MバイトとSIBバイトともにエンコードされ、mod R/MバイトとSIBバイ

トの間でフェッチライン境界をまたがっている。

• フェッチラインのオフセット 13で始まる命令が、レジスターと即値バイトのオフセッ

トアドレス指定を使用してメモリー・ロケーションを参照している。

最初のストールは最初のフェッチラインに対して発生し、2 番目のストールは 2 番目の

フェッチラインに対して発生する。ダブル LCP ストールによって、11 サイクルのデコー

ド・ペナルティーが生じる。 

以下の例では、フェッチラインにおける命令の先頭バイトの場所にかかわらず、LCP ス

トールが 1回のみ発生する。

ADD DX, 01234H 

ADD word ptr [EDX], 01234H

ADD word ptr 012345678H[EDX], 01234H

ADD word ptr [012345678H], 01234H

以下の命令では、フェッチラインのオフセット 13から開始する場合にダブル LCPストー

ルが発生する。

ADD word ptr [EDX+ESI], 01234H

ADD word ptr 012H[EDX], 01234H

ADD word ptr 012345678H[EDX+ESI], 01234H

ダブル LCPストールを回避するには、SIBバイト・エンコーディングまたはアドレス指定

をバイト・ディスプレースメントとともに使用して LCPストールを発生させるような命令

は使用しない。

不正 LCP ストール

不正 LCP ストールは LCP ストールと同じ特性を持つが、imm16 の値を持たない命令で発

生する。

不正 LCPストールは、LCPを持つ命令が（a）F7オペコードを使用してエンコードされた

場合と、（b）フェッチラインのオフセット 14に置かれた場合に発生する。これに該当する

命令は、not、neg、div、idiv、mul、imulである。命令長デコーダーは、命令オペコードの

mod R/M バイトが格納される次のフェッチラインの前に命令長を判断できないので、不正

な LCP によって遅延が発生する。 

以下の手法は、不正 LCPストールの回避に役立つ。 

• F7グループ命令のすべての短い操作を長い 32ビット操作にアップキャストする。 

• F7オペコードがフェッチラインのオフセット 14から開始しないようにする。
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 22（影響 M、一般性 ML）：0xF7 オペ

コードバイトを使用する命令がフェッチラインのオフセット 14 から開始しないようにす

る。また、このような命令を使用して 16 ビット・データを操作することを回避し、短い

データを 32ビットにアップキャストする。

3.4.2.4 ループストリーム検出器（LSD）の最適化

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、以下の基準を満たすループは、LSDに

よって検出され、命令キューからデコーダーへ命令が供給されることで再実行される。

• 16バイト・フェッチが 4つ以下である。

• 命令が 18個以下である。

• 実行される分岐が 4つを超えてはならず、いずれも RETではない。

• 通常は 65回以上の反復がある。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemの LSDは、以下のように改善されている。

• デコード済みのマイクロオペレーション（μOP）を、リネーム /割り当てステージへの

供給を行う命令デコーダーキュー（IDQ。2.3.2節参照）にキャッシュする。

• LSDのサイズが 28マイクロオペレーション（μOP）に拡大された。

大量の計算を行うループ、検索、文字列の移動などは、上記の特性に当てはまることが多

い。このようなループは BPU（分岐予測機構）の予測能力を上回り、常に分岐予測ミスで

終了する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 23（影響 MH、一般性 MH）：長い命令

シーケンスのループを、LSDのサイズ以下の命令ブロックからなるループに分割する。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 24（影響 MH、一般性 M）：アンロール

されるブロックが LSDのサイズを超える場合は、LCPストールを含むループのアンロール

を回避する。

3.4.2.5 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeにおける LSDマイ
クロオペレーション（µOP）拡散帯域幅の活用

LSDは小さな「無限」ループを構成するマイクロオペレーション（μOP）を保持する。LSD

からのマイクロオペレーション（μOP）はアウトオブオーダー・エンジンで割り当てられ

る。LSDのループは、ループの先頭への分岐が実行された時点で終了する。ループの最後

に実行される分岐は、常に、サイクル中に最後に割り当てられたマイクロオペレーション

例 3-16 0xF7グループ命令による不正な LCP遅延の回避

デコーダーで遅延が発生するシーケンス 遅延を回避する代替シーケンス

neg word ptr a movsx eax, word ptr a

neg eax

mov word ptr a, AX
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（μOP）である。ループの先頭の命令は、常に、次のサイクルで割り当てられる。コードの

パフォーマンスがフロントエンドの帯域幅の制限を受ける場合、未使用の割り当てスロッ

トがあると、割り当てにバブルが発生し、パフォーマンスの低下を招く恐れがある。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge の割り当て帯域幅は、1サイクルあた

り 4マイクロオペレーション（μOP）である。パフォーマンスが最高になるのは、LSDの

マイクロオペレーション（μOP）の数が、未使用の割り当てスロット数が最低になったと

きである。ループのアンロールを使用して、LSD 内のマイクロオペレーション（μOP）の

数を制御できる。

例 3-17のコードは、すべての配列要素の合計を求める。オリジナルのコードは、反復ごと

に 1 つの要素を加算する。1 回の反復あたり 3 つのマイクロオペレーション（μOP）があ

り、このすべてが 1 つのサイクルで割り当てられている。コードのスループットは、1 サ

イクルあたり 1つのロードである。

ループを 1回アンロールすると、1回の反復あたり 5つのマイクロオペレーション（μOP）

となり、2つのサイクルで割り当てられる。コードのスループットは、この場合も、1サイ

クルあたり 1つのロードである。したがって、パフォーマンスは向上しない。

ループを 2回アンロールすると、1回の反復あたり 7つのマイクロオペレーション（μOP）

となるが、2 つのサイクルで割り当てられる。各サイクルで 2 つのロードを実行できるの

で、このコードの潜在的なスループットは 2つのサイクルで 3つのロード操作となる。

.

3.4.2.6 デコード済み命令キャッシュの最適化 

デコード済み命令キャッシュは、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge の新

しい機能である。デコード済み命令キャッシュからコードを実行した場合、2 つの利点が

得られる。

• より高帯域幅でマイクロオペレーション（μOP）をアウトオブオーダー・エンジンに

供給できる。

• デコード済み命令キャッシュ内にあるコードはフロントエンドでデコードする必要が

ない。これによって、消費電力が削減される。

例 3-17 LSDでのループのアンロールによる拡散帯域幅の最適化

アンロールなし アンロール 1回 アンロール 2回

lp: add eax, [rsi + 

4* rcx]

dec rcx

jnz lp

lp: add eax, [rsi + 

4* rcx]

add eax, [rsi + 4* 

rcx +4]

add rcx, -2

jnz lp

lp: add eax, [rsi + 

4* rcx]

add eax, [rsi + 4* 

rcx +4]

add eax, [rsi + 4* 

rcx + 8]

add rcx, -3

jnz lp
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デコード済み命令キャッシュとレガシー・デコード・パイプラインの切り替え時にオー

バーヘッドが発生する。フロントエンドとデコード済み命令キャッシュをコードで頻繁に

切り替えた場合、レガシー・パイプラインだけからコードを実行したときと比べ、ペナル

ティーが増す恐れがある。

デコード済み命令キャッシュから「ホット」コードを供給するには、次の規則に従う。

• 各ホット・コード・ブロックに含まれる命令をおよそ 500 未満にする。具体的には、

ループ内の命令が 500 よりも多くなるようにアンロールしないこと。これによって、

ハイパースレッディングが有効であっても、デコード済み命令キャッシュを有効に利

用できる。 

• ループ内部の計算ブロックが非常に大きいアプリケーションでは、ループ分割を検討

する。つまり、オーバーフローが発生しないように、複数のループに分割して、デコー

ド済み命令キャッシュに取り込むようにする。 

• 1 コアあたり 1 つのスレッドだけでアプリケーションが実行されることが確実であれ

ば、ホット・コード・ブロックのサイズをおよそ 1000命令に増やすことができる。 

密度の高い読み出し -変更 -書き込みコード

デコード済み命令キャッシュは、32バイトにアライメントされたメモリー・チャンクあた

り、最大で 18のマイクロオペレーション（μOP）しか保持できない。このため、少ないバ

イト数でエンコードされ、マイクロオペレーション（μOP）の数が多い、命令を多く含む

密度の高いコードの場合、18のマイクロオペレーション（μOP）という制約をオーバーフ

ローし、デコード済み命令キャッシュに入らない可能性がある。このような命令の代表的

な例が読み出し -変更 -書き込み（RMW）命令である。

RMW 命令は 1つのメモリー・ソース・オペランドと 1つのレジスター・ソース・オペラ

ンドで構成され、ソース・メモリー・オペランドをデスティネーションとして使用する。

これと同じ機能は 2 つまたは 3 つの命令で表現できる。つまり、最初の命令がメモリー・

ソース・オペランドを読み出し、2 番目の命令がレジスター・ソース・オペランドで操作

を実行して、最後の命令がこの結果を再度メモリーに書き込む。このように複数の命令を

使用した場合、通常、マイクロオペレーション（μOP）の数は同じでありながら、より多

くのバイト数で同じ機能がエンコードされる。 

RMW 命令が広く使用されるケースとして、コンパイラーがコードサイズを積極的に最適

化する場合がある。

 デコード済み命令キャッシュにホットコードを格納する際に考えられる解決策をいくつ

か示す。

• RMW命令を、同じ機能を持つ 2つまたは 3つの命令で置換する。例えば、「adc [rdi], rcx」

の長さはわずか 3 バイトである。これに相当するシーケンス「adc rax, [rdi]」 + 「mov

[rdi], rax」では、6バイトになる。

• 密度の高いコードが2つの異なる32バイト・チャンクに分割されるように、コードをア

ライメントする。この解決策は、コードが変更されても影響なく、コードを自動的に

アライメントするツールを使用する場合に有用である。

• ループに複数バイトの NOPを追加することで、コードを分散させる。なお、この解決

策の場合、実行されるマイクロオペレーション（μOP）が増える。
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デコード済み命令キャッシュに対する無条件分岐のアライメント

デコード済み命令キャッシュに入るコードでは、各無条件分岐は、デコード済み命令

キャッシュウェイを占有する最後のマイクロオペレーション（μOP）となる。このため、

32バイトにアライメントされたチャンクあたり 3つの無条件分岐しか、デコード済み命令

キャッシュに入ることができない。 

無条件分岐は、ジャンプテーブルやスイッチ文では頻繁に見られる。このような構造をデ

コード済み命令キャッシュに収まるようにする方法を以下に示す。

コンパイラーで、C++ 仮想クラスメソッド用のジャンプテーブルまたは DLL ディスパッ

チ・テーブルが作成されるような場合、各無条件分岐は 5 バイトを使用する。このため、

そのうちの最大 7 つを 32 バイト・チャンクと関連付けることができる。したがって、32

バイトでアライメントされた各チャンクで無条件分岐の密度があまりに高い場合、ジャン

プテーブルがデコード済み命令キャッシュに収まらなくなる。この結果、分岐テーブルの

前後で実行されるコードでは、パフォーマンスの低下を招く恐れがある。

この解決策は、分岐テーブルの分岐の間に複数バイトの NOP命令を追加することである。

ただし、コードサイズが大きくなるので、注意する必要がある。しかし、こうした NOPは

実行されないので、後続のパイプステージでペナルティーが発生することはない。

Switch-Case文も似たような状況になる。case条件の各評価で、無条件分岐が発生する。複

数バイトの NOP を使用する同じ解決策を、32 バイトでアライメントされたチャンク内部

に収まる 3つの連続した無条件分岐ごとに適用できる。

デコード済み命令キャッシュウェイの 2つの分岐

デコード済み命令キャッシュでは、1つのウェイに最大 2つの分岐を保持できる。32バイ

トでアライメントされたチャンクで分岐の密度が高い場合、またはそのほかの命令との順

序によって、チャンク内の命令のすべてのマイクロオペレーション（μOP）がデコード済

み命令キャッシュに入るのを禁止されることがある。これは、そうたびたび起きるもので

はない。このような事態が発生した場合、適宜 NOP命令を追加して、コードにスペースを

挿入できる。ただし、こうした NOP命令はホットコードの一部となっていないことを確認

する必要がある。

3.4.2.7 インテル ® Pentium® Mプロセッサーのデコーダーのスケジューリング規
則

インテル ® Pentium® Mプロセッサーは 3つのデコーダーを備えているが、高帯域幅でマイ

クロオペレーション（μOP）を供給するためのデコード規則は、インテル ® Pentium® IIIプ

ロセッサーほど厳密ではない。このため、コンパイラー内にフロントエンド・トラッカー

を構築し、命令の正しいスケジュールを試みることができる。デコーダーの制限を以下に

示す。

• 第 1のデコーダーは、4つ以下のマイクロオペレーション（μOP）からなるマイクロ命

令を各クロックサイクルで 1つデコードできる。最大 15まで任意のバイト数を処理で

きる。複数のプリフィクス命令では、追加サイクルが必要である。

• 2つの追加のデコーダーはそれぞれ、1クロックサイクルあたり1つのマイクロ命令をデ

コードできる（命令長が最大 7 バイトの 1 つのマイクロオペレーション（μOP）であ

る場合）。
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• 5つ以上のマイクロオペレーション（μOP）からなる命令は、デコードに複数サイクル

を要する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 25（影響 M、一般性 M）：ESPへの明示

的な参照を一連のスタック操作（POP、PUSH、CALL、RET）に含めることを避ける。

3.4.2.8 その他のデコード・ガイドライン

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 26（影響 M、一般性 L）：8 バイト未満

の単純な命令を使用する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 27（影響 M、一般性 MH）：即値および

ディスプレースメントのサイズ変更にプリフィクスを使用するのを避ける。

インテル ® Pentium® M プロセッサーでは、長い命令（7 バイトを超える）を使用すると、

サイクルあたりにデコードされる命令数に制約がある。プリフィクスを 1つ使用するたび

に命令長が 1 バイト増え、それによってデコーダーのスループットを制限する。さらに、

複数のプリフィクスは、最初のデコーダーによってのみしかデコードされない。これらの

プリフィクスは、デコード時に遅延を生じさせる。複数のプリフィクスの使用または即値

またはディスプレースメントのサイズの変更にプリフィクスの使用が避けられないとき

は、ストールする命令の後にそれらをスケジューリングすること。

3.5 実行コアの最適化

最近の世代のマイクロアーキテクチャーにおけるスーパースケーラー・アウトオブオー

ダー実行コアは、複数の実行ハードウェア・リソースを備えており、複数のマイクロオペ

レーション（μOP）を並行して実行できる。このリソースによって通常、マイクロオペレー

ション（μOP）は効率良く実行され、固定されたレイテンシーのもとで処理される。この

並列処理を利用するための一般的なガイドラインを以下に示す。

• 規則（3.4節を参照）に従って、有効なデコード帯域幅とフロントエンドのスループッ

トを最大限に高める。これらの規則には、単一マイクロオペレーション（μOP）命令

の優先や、マイクロフュージョン、スタックポインター追跡、マクロフュージョンの

利用が含まれる。

• リネーム帯域幅を最大限にする。この節で説明するガイドラインには、パーシャルレ

ジスター、ROB読み出しポート、フラグを変更する命令の適切な扱い方が含まれる。 

• リザベーション・ステーション（RS）で複数の依存関係チェーンが同時に有効になり、

コードが並列処理を最大限に利用できるように、スケジューリングの推奨事項を命令

コードに適用する。

• ハザードを回避し、実行コアで生じるおそれのある遅延を最小限に抑えることによっ

て、ディスパッチされたマイクロオペレーション（μOP）の進行と迅速なリタイアメ

ントの準備を可能にする。
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3.5.1 命令の選択

一部の実行ユニットはパイプライン化されていないので、マイクロオペレーション（μOP）

を連続するサイクルで処理できず、スループットは 1サイクルあたり 1マイクロオペレー

ション（μOP）より小さくなる。

一般的に、各命令を構成するマイクロオペレーション（μOP）の数を考慮し、単一マイク

ロオペレーション（μOP）の命令、4 マイクロオペレーション（μOP）未満の単純な命令、

マイクロシーケンサー ROM が必要な命令の順で優先して、命令を選択すると良い。マイ

クロシーケンサーから実行されるマイクロオペレーション（μOP）には、追加のオーバー

ヘッドが発生する。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 28（影響 M、一般性 H）：単一マイクロ

オペレーション（μOP）の命令を優先する。また、レイテンシーが小さい命令を優先する。

コンパイラーが命令の選択をすでに十分に最適化している可能性がある。この場合は、通

常はプログラマーの介入は不要である。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 29（影響 M、一般性 L）：プリフィクス、

特に 0F以外のプリフィクスが付いた複数のオペコードを避ける。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 30（影響 M、一般性 L）：セグメントレ

ジスターを多数使用しない。 

インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、セグメントレジスターのリネームは 1レベルし

かできない。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 31（影響 ML、一般性 M）：5 つ以上の

マイクロオペレーション（μOP）を含み、デコードが 1 サイクルで完了しない複雑な命令

（例えば、enter、leave、loop）の使用を避ける。代わりに、単純な命令のシーケンスを使用する。

複雑な命令を使用すると、アーキテクチャー上レジスターの節約になるが、Intel NetBurst®

マイクロアーキテクチャーでは、マイクロシーケンサー ROM に対するパラメーターの設

定のために 4マイクロオペレーション（μOP）のペナルティーが発生する。

理論上は、4-1-1-1テンプレートに合うように命令シーケンスを整理することがインテル ®

Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーに適用される。ただし、フロン

トエンドのマクロフュージョン機能やマイクロフュージョン機能を利用する場合、4-1-1-1

テンプレートを使用して命令シーケンスのスケジューリングを試みると、効果が減少する

可能性がある。 

代わりに、ソフトウェアは以下の追加デコード・ガイドラインに従うべきである。

• 複数のマイクロオペレーション（μOP）からなる、マイクロシーケンスでない命令を

使用する必要がある場合は、少数の単一マイクロオペレーション（μOP）命令に分割

する。以下の命令は、複数のマイクロオペレーション（μOP）からなる、マイクロシー

ケンサーが不要な命令の例である。

ADC/SBB

CMOVcc
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読み出し -変更 -書き込み命令

• 複数のマイクロオペレーション（μOP）からなる一連の命令を分割できない場合は、

同等の異なる命令シーケンスに分割する。例えば、読み出し－変更－書き込み命令は、

読み出し－変更命令 +ストア命令に分割すると、高速化が可能である。この手法を利

用すれば、新しいコードシーケンスが元のコードシーケンスより大きくなった場合で

も、パフォーマンスが向上する。

3.5.1.1 INC命令と DEC命令の使用

INC命令と DEC命令は、フラグレジスター内の一部のビットだけを変更する。これによっ

て、フラグレジスターのそれ以前の書き込みすべてに対する依存関係が発生する。特に、

INC命令と DEC命令がクリティカル・パス上にある場合は、これらの命令により、他の多

くの命令が依存しているロード操作のアドレスが変更されるため、このことが大きな問題

になる。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 32（影響 M、一般性 H）：INC 命令と

DEC命令は、できるだけ ADD命令と SUB命令で置き換える。ADD命令と SUB命令はす

べてのフラグを上書きする。INC命令と DEC命令はすべてのフラグを上書きしないため、

フラグをセットした前の命令に対して依存関係が発生する。  

3.5.1.2 整数除算

通常は、整数除算には CWD命令または CDQ命令が先行する。除算命令は、オペランドサ

イズによって、DX:AX または EDX:EAX を被除数として使用する。CWD 命令は、AX を

符号拡張して DXに格納する。CDQ命令は、EAXを符号拡張して EDXに格納する。これ

らの命令は、シフトとムーブよりコードのサイズが縮小するが、マイクロオペレーション

（μOP）の数は同じである。AX または EAX が正であることが分かっている場合は、これ

らの命令を以下の命令で置き換える。

XOR DX, DX

または

XOR EDX, EDX

現在のコンパイラーでは、通常、コンパイル時に除数が既知の整数定数となる整数除算を

含む数式を、IMUL 命令を使用する高速なシーケンスに変換できる。したがって、プログ

ラマーは、コンパイル時に値が既知にならない除数を含む整数除算数式をできる限り減ら

す必要がある。

または、特定の既知の除数値がほかの未知の範囲よりも優先される場合、この優先される

少数の既知の除数値を特定し、定数除数数式に置換するよう、ソフトウェアで考慮するこ

ともできる。

9.2.4節で、MUL/IMULを使用して整数除算を置換する詳細について説明する。

3.5.1.3 LEA命令の使用

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、LEA命令のパフォーマンス特性

に 2つの大きな変更が行われている。
一般的な最適化ガイドライン　3-33



• LEAはほとんどの場合ポート1とポート5を介してディスパッチできるため、以前の世

代と比べ、スループットが 2倍である。ただし、これが適用されるのは、ソースオペ

ランドが 1つまたは 2つの LEA命令だけである。

• ソースオペランドが 3つで、以下のような特定の状況を伴うLEA命令の場合、命令レイ

テンシーが 3サイクルに増え、ポート 1を介してディスパッチしなければならない。

－ base、index、offsetの 3つすべてのソースオペランドを持つ LEA

－ ベースが EBP、RBP、R13いずれかのベースレジスターとインデックス・レジス

ターを使用する LEA

－ RIP相対アドレス指定モードを使用する LEA

－ 16ビット・アドレス指定モードを使用する LEA

例 3-18 独立した 2オペランド LEAの例

mov edx, N 

mov eax, X  

mov ecx, Y

loop:   

lea ecx, [ecx = ecx *2]

lea eax, [eax = eax *5]

and ecx, 0xff

 and eax, 0xff

dec edx

jg loop
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.

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、多くの場合、LEA

命令か、LEA、ADD、SUB、SHIFT命令のシーケンスを使用して、定数乗算命令を置き換

えられる。LEA命令は、次の例のように、複数のオペランドの加算命令としても使用できる。 

LEA ECX, [EAX + EBX + 4 + A]

この方法で LEAを使用すると、算術命令のオペランド用にレジスターを必要とせず、レジ

スターの利用率を軽減できる。この方法は、コードサイズの節約にもなる。

LEA命令が一定の量だけシフトする場合は、シフトの代わりに ADD命令を使用して、LEA

命令を適切なマイクロオペレーション（μOP）のシーケンスで置き換えると、マイクロオ

ペレーション（μOP）のシーケンスの方がレイテンシーが小さくなる。しかし、これによっ

てマイクロオペレーション（μOP）の総数が増えるため、次のようなトレードオフが生じる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 33（影響 M、一般性 L）：スケール・イ

ンデックスを使用する LEA 命令がクリティカル・パス上にある場合は、ADD命令のシー

ケンスを使用する方が良い。コードのサイズとトレースキャッシュからの帯域幅が重要な

要因である場合は、LEA命令を使用する。 

例 3-19 3オペランド LEAの代替手法

 3オペランド LEA（低速） 2オペランド LEA代替手法 代替手法 2

#define K 1

uint32 an = 0;

uint32 N= mi_N;

mov ecx, N

xor esi, esi;

xor edx, edx;

cmp ecx, 2;

jb  finished;

dec ecx;

loop1:

  mov edi, esi;

  lea esi, [K+esi+edx];

  and esi, 0xFF;

  mov edx, edi;

  dec ecx;

  jnz loop1;

finished:

  mov [an] ,esi;

#define K 1

uint32 an = 0;

uint32 N= mi_N;

mov ecx, N

xor esi, esi;

xor edx, edx;

cmp ecx, 2;

jb  finished;

dec ecx;

loop1:

  mov edi, esi;

  lea esi, [K+edx];

lea esi, [esi+edx];

and esi, 0xFF;

  mov edx, edi;

  dec ecx;

  jnz loop1;

finished:

  mov [an] ,esi;

#define K 1

uint32 an = 0;

uint32 N= mi_N;

mov ecx, N

xor esi, esi;

mov edx, K;

cmp ecx, 2;

jb  finished;

mov eax, 2;

dec ecx;

loop1:

  mov edi, esi;

  lea esi, [esi+edx];

  and esi, 0xFF;

  lea edx, [edi +K];

  dec ecx;

  jnz loop1;

finished:

  mov [an] ,esi;
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3.5.1.4 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeにおける ADCおよ
び SBB

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge における ADC および SBB のスルー

プットは、以前の世代が 1.5～ 2サイクルであったのに対し、1サイクルになっている。こ

の 2つの命令は、ハードウェアがサポートしている最大幅よりも幅が広い整数データタイ

プの数値処理に有用である。 

例 3-20 512ビット加算の例

//64ビットを 512数に加算

lea  rsi, gLongCounter

lea  rdi, gStepValue

mov   rax, [rdi]

xor   rcx, rcx

loop_start:

mov   r10, [rsi+rcx]

add   r10, rax

mov   [rsi+rcx], r10

mov  r10, [rsi+rcx+8]

adc  r10, 0

mov  [rsi+rcx+8], r10

mov  r10, [rsi+rcx+16]

adc  r10, 0

mov  [rsi+rcx+16], r10

mov  r10, [rsi+rcx+24]

adc  r10, 0

mov  [rsi+rcx+24], r10

  

mov  r10, [rsi+rcx+32]

adc  r10, 0

mov  [rsi+rcx+32], r10

//512ビットの加算

loop1:

mov rax, [StepValue]

add rax, [LongCounter]

mov LongCounter, rax

mov rax, [StepValue+8]

adc rax, [LongCounter+8]

mov LongCounter+8, rax

mov rax, [StepValue+16]

adc rax, [LongCounter+16]

mov  LongCounter+16, rax

mov rax, [StepValue+24]

adc rax, [LongCounter+24]

mov LongCounter+24, rax

mov rax, [StepValue+32]

adc rax, [LongCounter+32]

mov LongCounter+32, rax

mov rax, [StepValue+40]

adc rax, [LongCounter+40]

mov LongCounter+40, rax

mov rax, [StepValue+48]

adc rax, [LongCounter+48]
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3.5.1.5 ビット単位のローテーション 

ビット単位のローテーションでは、CL レジスターで指定したカウントによる ROTATE 命

令、即値で与えられた定数による ROTATE命令、1ビットによる ROTATE命令を選択でき

る。通常、即値による ROTATE命令とレジスターによる ROTATE命令は、1ビットによる

ROTATE命令よりも遅い。1命令による ROTATEのレイテンシーは、SHIFTと同じである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 34（影響 ML、一般性 L）：レジスター

による ROTATE命令や即値による ROTATE命令の使用を避けて、できるだけ 1ビットによ

る ROTATE命令で置き換える。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、即値による ROL/RORのスルー

プットは 1サイクルで、ソースおよびデスティネーションと同じレジスターを使用する即

値定数による SHLD/SHRDのレイテンシーは 1サイクル、スループットは 0.5サイクルで

ある。 

3.5.1.6 アドレス計算

アドレスの計算には、汎用計算ではなく、アドレス指定モードを使用する。メモリー参照

命令は、内部で以下の 4つのオペランドを使用できる。 

• 再配置可能なロード時定数 

• 即値定数 

• ベースレジスター 

• スケール・インデックス・レジスター

 

  mov r10, [rsi+rcx+40]

  adc r10, 0

  mov [rsi+rcx+40], r10

  

  mov r10, [rsi+rcx+48]

  adc r10, 0

  mov [rsi+rcx+48], r10

  mov r10, [rsi+rcx+56]

  adc r10, 0

  mov [rsi+rcx+56], r10

  add rcx, 64

  cmp rcx, SIZE

  jnz loop_start

mov LongCounter+48, rax

mov rax, [StepValue+56]

adc rax, [LongCounter+56]

mov LongCounter+56, rax

dec rcx

jnz loop1

例 3-20 512ビット加算の例 （続き）
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インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge では、オペランドが 3 つ以上の場合、

LEAのレイテンシーおよびスループットは遅くなる（3.5.1.3節を参照）。ベースレジスター

とインデックス・レジスターの両方を使用するアドレス指定モードは、実行エンジンで使

用する読み出しポートリソースが多く、読み出しポートリソースの可用性によりストール

が発生する可能性が高くなる。そのため、ソフトウェアでは、より迅速なアドレス計算を

選択する必要がある。

セグメント化されたモデルでは、セグメントレジスターのために、リニアアドレス計算の

オペランドが 1つ増えることがある。多くの場合、メモリー参照のオペランドをフルに利

用すれば、いくつかの整数命令を排除できる。

3.5.1.7 レジスターのクリアーと依存関係解消イディオム

パーシャルレジスター（レジスターの一部分）を変更するコードシーケンスは、依存関係

の連鎖によって多少の遅延を生じる可能性があるが、依存関係を解消することによって回

避可能である。

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、いくつかの命

令を使用して、ソフトウェアがレジスターの内容を 0にクリアーすることで実行依存関係

をクリアーできる。これには以下の命令が含まれる。

XOR REG, REG

SUB REG, REG

XORPS/PD XMMREG, XMMREG

PXOR XMMREG, XMMREG

SUBPS/PD XMMREG, XMMREG

PSUBB/W/D/Q XMMREG, XMMREG

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeベースのプロセッサーでは、上記の命

令に対応する AVX を加えたものもゼロイディオムとなり、依存関係チェーンを解消する

ために使用できる。これらは発行ポートや実行ユニットを使用しない。このため、レジス

ターに「0」を移動させるよりも、ゼロイディオムを使用する方が望ましい。AVX の対応

するゼロイディオムは次のとおりである。

VXORPS/PD XMMREG, XMMREG

VXORPS/PD YMMREG, YMMREG

VPXOR XMMREG, XMMREG

VSUBPS/PD XMMREG, XMMREG

VSUBPS/PD YMMREG, YMMREG

VPSUBB/W/D/Q XMMREG, XMMREG

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーでは、XOR、

SUB、XORPS、または PXOR命令を使用して、デスティネーション・レジスターのゼロ評

価によって実行依存関係をクリアーできる。
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インテル ® Pentium® 4プロセッサーは、XOR、SUB、または PXOR操作が同じレジスター

内で実行される場合はこれらの操作を特別にサポートし、レジスターのクリアーがそのレ

ジスターの元の値に依存しないことを認識できる。XORPS命令と XORPD命令はこのよう

な機能が特にサポートされていないため、依存関係チェーンを解消するために使用するこ

とはできない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 35（影響 M、一般性 ML）：レジスター

を 0に設定するときや、レジスターの再利用によって発生した不正な依存関係チェーンを

解消するときは、依存関係を解消する機能を持つ命令を使用する。条件コードを維持する

必要がある場合は、これらの命令に代わって、レジスター内に 0を移動する。この操作は、

XORや SUBより大きなコード空間を必要とするが、条件コードは設定されない。

例 3-21では、配列要素に対して減算を実行する際に、PXORを使用して XMMレジスター

の依存関係を解消している。

int a[4096], b[4096], c[4096];

For ( int i = 0; i < 4096; i++ )

C[i] = - ( a[i] + b[i] );

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 36（影響 M、一般性 MH）：パーシャル

レジスターの代わりに 32ビット・レジスターを操作すると、レジスターの一部分を操作す

る命令との依存関係を解消できる。移動の場合、これを行うには、32ビット移動命令また

はMOVZX命令を使用する。

例 3-21 配列要素を減算する際にレジスターをクリアーして依存関係を解消 

依存関係を解消していない減算

(-x = (x XOR (-1)) - (-1)

NPXOR reg, regを使用して依存関係を解消してい

る減算 (-x = 0 -x)

Lea eax, a

lea ecx, b

lea edi, c

xor edx, edx

movdqa xmm7, allone

lp:

lea eax, a

lea ecx, b

lea edi, c

xor edx, edx

lp:

movdqa xmm0, [eax + edx]

paddd xmm0, [ecx + edx]

pxor xmm0, xmm7

psubd xmm0, xmm7

movdqa [edi + edx], xmm0

add edx, 16

cmp edx, 4096

jl lp

movdqa xmm0, [eax + edx]

paddd xmm0, [ecx + edx]

pxor xmm7, xmm7

psubd xmm7, xmm0

movdqa [edi + edx], xmm7

add edx,16

cmp edx, 4096

jl lp
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インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、MOVSX命令とMOVZX命令は、レジスターか

らの移動でもメモリーからの移動でも、どちらも 1 つのマイクロオペレーション（μOP）

を生成する。インテル ® Pentium® 4プロセッサーでは、MOVSX命令のマイクロオペレー

ション（μOP）が 1 つ増える。これによって生じる遅延は、上記のパーシャルレジスター

の更新の問題より小さいが、パフォーマンスがどの程度改善されるかは状況によって異な

る。マイクロオペレーション（μOP）数の増加が重要な問題である場合は、代わりにMOVSX

命令を使用できる。 

符号拡張によるセマンティクスは、オペランドをゼロ拡張すると維持できる場合がある。

例えば以下の Cコードには、符号拡張は不要であり、オペランド・サイズ・オーバライド

用のプリフィクスも不要である。

static short int a, b;

IF (a == b) {

   . . .

}

これらの 16ビット・オペランドを比較するコードは、以下のようになる。

MOVZW EAX, [a]

MOVZW EBX, [b]

CMP EAX, EBX

このような状況はよく見られる。ただし、「より大きい」、「より小さい」、「より大きいか

等しい」などの比較の場合や、EAX または EBX 内の値が、符号拡張を必要とする操作で

使用される場合は、この手法は無効である。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 37（影響 M、一般性 M）：符号拡張付き

移動命令を使用する代わりに、ゼロ拡張を使用するか、または 32ビット・オペランドを操

作する。

32 ビット値でしか表現できないオペランドを使用する命令が隣接していない場合は、ト

レースキャッシュをよりコンパクトにパックできる。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 38（影響 ML、一般性 L）：（符号拡張さ

れた 16 ビット即値としてコード化できない）32 ビット即値を使用する命令同士を、隣接

して配置しないようにする。32ビット即値を使用するマイクロオペレーション（μOP）の

直前または直後には、即値を持たないマイクロオペレーション（μOP）をスケジューリン

グする。
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3.5.1.8 比較

レジスター値を 0 と比較するときは、TEST 命令を使用する。TEST 命令は、基本的には、

デスティネーション・レジスターへの書き込みを行わずに、オペランド同士の AND（論理

積）演算を実行する。AND命令を使用するとレジスターを１つ余計に消費するため、TEST

命令を使用する方が良い。また、命令サイズが小さい点で、TEST命令は CMP ..., 0命

令より優れている。

レジスターが EAXの場合、AND（論理積）の結果と即値定数を比較するときは、TEST命

令を使用する。以下に例を示す。

if (AVAR & 8) { }

TEST命令を使用して、mod（2の整数乗）のロールオーバーを検出することもできる。例

えば、次の Cコードは、

if ( (AVAR % 16) == 0 ) { }

次の命令を使用してコーディングできる。

TEST EAX, 0x0F

JNZ  AfterIf

フラグレジスターの一部を変更する可能性がある命令とフラグレジスターを使用する命

令との間にTEST命令を用いると、パーシャル・フラグ・レジスター・ストールを回避できる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 39（影響 ML、一般性 M）：論理 ANDの

結果が使用されないときは、AND命令に代わって TEST命令を使用する。これにより、実

行時のマイクロオペレーション（μOP）の数が節約される。レジスターをゼロに CMPする

のではなく、レジスター自体による TEST を使用する。これにより、ゼロをエンコードす

る必要がなくなり、エンコードスペースが節約される。定数をメモリーオペランドと比較

することは避ける。メモリーオペランドをロードし、定数をレジスターと比較するのが望

ましい。

多くの処理では、求められた値が 0と比較され、分岐に使用される。ほとんどのインテル®

アーキテクチャー命令は、実行の結果として条件コードを設定するため、比較命令を排除

できる。したがって、操作は JCC 命令によって直接にテストできる。主な例外は、MOV

命令と LEA命令である。これらの場合は、TEST命令を使用する必要がある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 40（影響 ML、一般性 M）：先行する算

術命令によってすでにフラグが設定されている場合は、適切な条件分岐命令を使用して、0

との比較命令を排除する。必要に応じて、比較の代わりに TEST命令を使用する。コード

変換によって、オーバーフローの問題が起こらないように注意する。
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3.5.1.9 NOPの使用

コード・ジェネレーターは、ノー・オペレーション（NOP）を生成して命令のアライメン

トを合わせる。32ビット・モードで長さが異なる NOPの例を以下に示す。

1バイト：XCHG EAX, EAX

2バイト：66 NOP

3バイト：LEA REG, 0 (REG)（8ビット・ディスプレースメント）

4バイト：NOP DWORD PTR [EAX + 0]（8ビット・ディスプレースメント）

5バイト：NOP DWORD PTR [EAX + EAX*1 + 0]（8ビット・ディスプレースメント）

6バイト：LEA REG, 0 (REG)（32ビット・ディスプレースメント）

7バイト：NOP DWORD PTR [EAX + 0]（32ビット・ディスプレースメント）

8バイト：NOP DWORD PTR [EAX + EAX*1 + 0]

（32ビット・ディスプレースメント）

9バイト：NOP WORD PTR [EAX + EAX*1 + 0]（32ビット・ディスプレースメント）

これらはすべて真の NOPであり、EIPレジスターの値を増やす以外に、マシンの状態に影

響を与えない。NOPのデコードと実行にはハードウェア・リソースが必要なため、できる

だけ少ない数の NOPを使用して、希望のパディングを行う必要がある。 

1バイト NOP（XCHG EAX,EAX）にはハードウェアの特別なサポートがある。この NOPは

1 つのマイクロオペレーション（μOP）とそれに付随するリソースを使用するが、EAX の

元の値への依存関係は取り除かれる。このマイクロオペレーション（μOP）は早い時期に

実行できるため、未処理の命令の数を減らすことができ、最もコストの小さい NOPである。

その他の NOPには、ハードウェアの特別なサポートはない。これらの NOPの入力レジス

ターと出力レジスターは、ハードウェアによって解釈される。したがって、コード・ジェ

ネレーターは、NOPができるだけ早い時期に RSリソースをディスパッチして解放するよ

うに、最も古い値を保持しているレジスターを入力としてコードを構成する必要がある。 

次の推奨事項に従って、生成される NOPを選択する。

• できるだけ少ない数の NOPと疑似 NOPを使用して、希望のパディングを行う。

• 処理の遅い実行ユニット上で実行される可能性の低い NOPを選択する。

• 依存関係を減らすように、NOPのレジスター引数を選択する。
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3.5.1.10 SIMDデータタイプの混在

以前のマイクロアーキテクチャー（インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーより前）

では、XMM レジスター上で整数演算と浮動小数点（FP）演算を混在させることに明示的

な制限は存在しなかった。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、XMMレジ

スターの内容に整数演算と浮動小数点演算を混在させると、パフォーマンスが低下するこ

とがある。ソフトウェアでは、XMM レジスター上での整数 / 浮動小数点演算の混在使用

を回避する必要がある。具体的には以下のようにする。 

• SIMD整数演算への供給には SIMD整数演算を使用する。イディオムには PXORを使用

する。

• SIMD浮動小数点演算への供給には SIMD浮動小数点演算を使用する。イディオムには

XORPSを使用する。

• 浮動小数点演算がビット単位で等しい場合は、PDデータタイプの代わりにPSデータタ

イプを使用する。MOVAPS命令と MOVAPD命令の機能は同じだが、MOVAPSでは命

令のエンコードに必要なバイト数が 1バイト少ない。

3.5.1.11 スピル・スケジューリング

コード・ジェネレーターが使用するスピル・スケジューリング・アルゴリズムは、メモ

リー・サブシステムの影響を受ける。スピル・スケジューリング・アルゴリズムは、アク

ティブな値が多すぎてレジスターが不足するときに、メモリーに退避させる値を選択する

アルゴリズムである。例 3-22 の場合を考える。この例では、A、B、または C を退避させ

る必要がある。 

最近のマイクロアーキテクチャーでは、以前のプロセッサーより、スピル・スケジューリ

ングに依存関係の深さに関する情報を使用することが重要である。上記の例では、Aはルー

プ内の依存関係を含むため、A を退避させないのは特に重要である。A を退避させると、

ストア / ロードが依存関係チェーン内に置かれるだけでなく、データの準備ができていな

いためにロードがストールして、さらに数サイクルのペナルティーが生じる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 41（影響 H、一般性 MH）：小さいルー

プの場合は、ループ内の依存関係を退避させるより、ループ不変コードをメモリー上に置

く方が良い。

直感的な認識とは逆に、このような状況では、ループ不変コードをレジスターに置くより

メモリーに置く方が良い。ループ不変コードをメモリー上に置けば、ストアデータの準備

ができていないためにロードがストールすることはない。

例 3-22 スピル・スケジューリングのコード

LOOP

C := ...

B := ...

A := A + ...
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3.5.2 実行コアでのストールの回避

実行コアは一般的なケースを迅速に実行できるように最適化されているが、マイクロオペ

レーション（μOP）はフロントエンドから ROBや RSへの順方向に進行する際に各種のハ

ザード、遅延、ストールに遭遇することがある。顕著なケースを以下に示す。 

• ROB読み出しポートのストール

• パーシャルレジスター参照のストール

• XMMレジスターへのパーシャル更新のストール

• パーシャル・フラグ・レジスター参照のストール

3.5.2.1 ROB読み出しポートのストール

マイクロオペレーション（μOP）はリネームされる際、そのソースオペランドがすでに実

行されてリオーダーバッファー（ROB）に書き込まれているのか、それとも RS またはバ

イパス・ネットワークにおいて「in-flight」で取得されるのかを判断する。ほとんどの場

合、ソースオペランドの大部分は、リネームの際は「in-flight」である。ROBにライトバッ

クされたソースオペランドは、一連の読み出しから読み出される。 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーは、オペランドが「in-flight」である一般的

なケース向けに最適化されているため、リネームされるすべてのマイクロオペレーション

（μOP）が同じサイクル内に ROB からすべてのソースを読み出せるだけの十分な読み出し

ポートを提供していない。 

すべてのソースを読み出せない場合、マイクロオペレーション（μOP）は、リネームの完

了に必要な ROB 読み出しポートにアクセスできるまで、リネームステージでストールす

ることがある。このストールは通常、短い。一般に、マイクロオペレーション（μOP）は、

次のサイクルでリネームを完了するが、アプリケーションにはリネーム帯域幅の損失とし

て認識される。

ROB読み出しポートでのストールの原因には、以下のものがある。

• 実行ユニットが別の計算を処理することで孤立状態になったときに、ROB 読み出し

ポートを必要とするレジスター 

• 定数が入っているレジスター 

• ポインターレジスターとインデックス・レジスター 

まれに、ROB 読み出しポートのストールがパフォーマンスを大幅に低下させる場合があ

る。ROB読み出しポートの供給数を上回ることを防ぐためのヒューリスティックを以下に

示す。

• 用途が共通のレジスターはまとめておく。ライトバックされた同じレジスターに対す

る複数の参照は、アウトオブオーダー実行コア内で解決することができる。 

• 短い依存関係チェーンには手を加えない。そのようにすれば、新しいマイクロオペレー

ション（μOP）が RSに書き込まれる際に、レジスターにはライトバックされない。
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この 2つのスケジューリング・ヒューリスティックは、ほかの一般的なスケジューリング・

ヒューリスティックと競合することがある。ROB 読み出しポートへの負荷を軽減するに

は、以下の条件をいずれも満たした場合のみ、この 2つのヒューリスティックを使用する。

• レイテンシーが小さい操作である。

• ROB読み出しポートが実際にストールしているという兆候が、パフォーマンス・イベ

ントの測定によって確認できる（該当イベントは RAT_STALLS.ROB_READ_PORTで

ある。『Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developers Manual, Volume 3B』の付録

Aを参照のこと）。

コード中に長い依存関係チェーンがあるときは、この 2つのヒューリスティックは使用す

べきでない。RSのフィルが発生し、その影響が ROB読み出しポートの負荷軽減効果より

も大きい場合があるからである。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、これまでのマイクロアーキテク

チャーよりも多くの読み出しポートが提供されている。しかしながら、ある種の読み出し

ポートのストールは変わらず、ベース +インデックス・アドレス指定では、ロード操作と

ストア操作の遅延を招く恐れがある。読み出しポートのストールが発生した場合、整数実

行スタックにおける要求過多が原因として考えられる。いくつかの手法によって、この問

題を解消できる。

• ループをアンロールする。これによって、ループの終了操作が少なくなり、読み出し

ポートの負担が軽減される。 

• 汎用レジスターのソースオペランドが少ない命令を使用する。例えば、ロードとスト

アではインデックス付きアドレス指定からベース +ディスプレースメント・アドレス

指定を、もしくは 2つのレジスターではなく、1つのレジスター+即値を使用した ALU

操作に変更する。

3.5.2.2 ライトバック・バスの競合

実行エンジン内のライトバック・バスは、in-flightでマイクロオペレーション（μOP）を容

易にアウトオブオーダー実行するために通常必要とされるリソースである。実行ユニット

の同じスタックで実行される 2 つのマイクロペレーション（μOP）によって、同時にライ

トバック・バスが必要となった場合（表 2-4を参照）、後続のマイクロオペレーション（μOP）

がライトバック・バスが利用可能になるまで待機することになる。この状況が発生する可

能性として、本来ならば実行エンジンへディスパッチできる状態であるのに、レイテン

シーの小さい命令に遅延が生じる場合が考えられる。 

単一サイクルの MOV が同じディスパッチ・ポートにバインドされた独立した浮動小数点

ADDの反復シーケンスの場合を考えてみる。MOVが利用可能なディスパッチ・ポートを

見つけると、ライトバック・バスはこの ADDによって占有される。これによって、MOV

操作に遅延が生じる。 

この問題が検出された場合、異なるディスパッチ・ポートを使用するように命令を変更し、

ライトバックの競合を軽減することができる。 
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3.5.2.3 実行ドメイン間のバイパス

浮動小数点（FP）ロードを実行すると、余分なレイテンシー・サイクルが発生する。FPス

タックと SIMDスタックとの間で移動を実行すると、さらにレイテンシー・サイクルが追

加される。 

例：  

ADDPS XMM0, XMM1

PAND XMM0, XMM3

ADDPS XMM2, XMM0

上記の計算での合計レイテンシーは 9サイクルである。

• 各 ADDPS命令で 3サイクル（計 6サイクル）

• PAND命令で 1サイクル 

• ADDPS浮動小数点ドメインから PAND整数ドメインへのバイパスで 1サイクル

• PAND整数ドメインから2番目のADDPS浮動小数点ドメインへのデータ移動で1サイク

ル 

このペナルティーを回避するには、ドメインの変更を最小限に抑えるようにコードを構成

すべきである。バイパスは回避できない場合もある。 

コードのレイテンシー全体をカウントする際は、バイパスサイクルも数に入れる。計算の

レイテンシーが大きい場合は、多くの命令を並行して実行するか、依存関係チェーンを解

消すれば、合計レイテンシーを削減できる。

多くのバイパスドメインが存在し、レイテンシーが極めて大きいコードの場合、インテル
® Core™ マイクロアーキテクチャーでは以前のマイクロアーキテクチャーよりも動作が遅

くなることがある。 

3.5.2.4 パーシャル・レジスター・ストール

汎用レジスターには、バイト、ワード、ダブルワードの単位でアクセスできる。64 ビッ

ト・モードでは、クワッドワード単位もサポートされている。レジスターの一部分を参照

することを、パーシャルレジスター参照と呼ぶ。

ほかの命令によって部分的に変更されているレジスターを命令が参照したときに、パー

シャル・レジスター・ストールが発生する。例えば、前の命令が AL と AH にストアして

いるのに AXを読み出したり、前の命令が AXを変更している場合に EAXを読み出すと、

パーシャル・レジスター・ストールが発生する。

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー、Intel NetBurst® マ

イクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー、インテル ® Pentium® M プロセッサー

（CPUIDシグネチャーがファミリー6、モデル 13のもの）、インテル ® Core™ Soloプロセッ

サー、インテル ® Core™ Duoプロセッサーでは、パーシャル・レジスター・ストールによ

る遅延は小さい。インテル ® Pentium® Mプロセッサー（CPUIDシグネチャーがファミリー

6、モデル 9のもの）とインテル ® Pentium® Proプロセッサー・ファミリーでは、大きなペ

ナルティーが発生する。
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インテル ® 64アーキテクチャーの場合、64ビット整数レジスターの下位 32ビットに対す

る更新では、上位 32ビットをゼロ拡張するようにアーキテクチャー上で定義されているこ

とに注意する。この操作は論理的に 32 ビット更新とみなされることがあるが、実際には

64ビット更新である（したがってパーシャルストールは発生しない）。

パーシャルレジスターを頻繁に参照すると、偽りの依存関係または実際の依存関係がある

コードシーケンスが生成される。例 3-18に、パーシャルレジスター参照を原因とする、一

連の偽りの依存関係と実際の依存関係の例を示す。

命令 4および 6（例 3-18を参照）を変更して、MOV命令に代わって MOVZX命令を使用

するようにした場合、命令 2（および、命令 2の前の命令 1）に対する命令 4の依存関係、

命令 5に対する命令 6の依存関係は解消される。1つのシリアルな計算のチェーンの代わ

りに、2つの独立した計算のチェーンが作成される。 

例 3-23に、3つのバイト値を 1つのレジスターにパックした場合にMOVZX命令を使って

パーシャル・レジスター・ストールを回避する方法を示す。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge では、次の場合にパーシャルレジス

ターをフルレジスターにマージするマイクロオペレーション（μOP）を挿入することで、

パーシャル・レジスター・アクセスがハードウェアで処理される。

• AH、BH、CH、DHのいずれかのレジスターへの書き込み後に、同じレジスターの 2バ

イト、4 バイト、8 バイトのフォームを読み出すまでの間。このようなケースでは、

マージ・マイクロオペレーション（μOP）が挿入される。この挿入により、割り当て

サイクル全体が使用され、ほかのマイクロオペレーション（μOP）を割り当てること

ができない。

• 命令のソース（またはレジスターの大きいフォーム）でない 1バイトまたは 2バイトの

デスティネーション・レジスターのマイクロオペレーション（μOP）後に、同じレジ

スターの 2 バイト、4 バイト、8 バイトのフォームを読み出すまでの間。このような

ケースでは、マージ・マイクロオペレーション（μOP）はフローの一部である。以下

に例を示す。 

• MOV   AX, [BX] 

メモリーからパーシャルレジスターへロードする場合は、MOVZXまたは

MOVSXを使用して、マージ・マイクロオペレーション（μOP）による追加

ペナルティーが発生するのを回避することを検討する。

例 3-23 整数コードにおけるパーシャル・レジスター・ストールの回避 

パーシャル・レジスター・ストールが発生する

シーケンス

MOVZXを使用して遅延を回避する 

代替シーケンス

mov al, byte ptr a[2]

shl eax,16

mov ax, word ptr a

movd mm0, eax

ret

movzx eax, byte ptr a[2]

shl eax, 16

movzx ecx, word ptr a

or eax,ecx

movd mm0, eax

ret
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• LEA    AX, [BX+CX]

最適なパフォーマンスを得るには、レジスターを使用する前に、ゼロイディオムを使用す

ることで、パーシャルレジスターのマージ・マイクロオペレーション（μOP）が不要になる。

3.5.2.5 パーシャル XMMレジスターストール

パーシャル・レジスター・ストールは、XMMレジスターでも発生する。以下の SSE命令

と SSE2命令では、デスティネーション・レジスターの一部のみが更新される。 

MOVL/HPD XMM, MEM64

MOVL/HPS XMM, MEM32

レジスター間でのMOVSS/SD 

上記の命令を使用すると、レジスターの変更されていない部分と変更された部分の間に依

存関係チェーンが発生する。この依存関係チェーンは、パフォーマンス低下の原因となる。

例 3-24に、3つのバイト値を 1つのレジスターにパックする場合にMOVZX命令を使って

パーシャル・レジスター・ストールを回避する方法を示す。

XMM レジスターへの部分的な更新によるストールを回避するには、以下の推奨事項に従

うこと。

• XMMレジスターの一部のみを更新する命令の使用は避ける。

• 64 ビット・ロードが必要な場合は、MOVSD命令または MOVQ命令を使用する。

• 連続していない場所から同一のレジスターに対して2つの64ビット・ロードが必要な場

合は、MOVLPD/MOVHPD命令に代わって MOVSD/MOVHPD命令を使用する。

• XMMレジスターをコピーする際は、ソース・レジスター・データの一部のみをコピー

する必要がある場合でも、以下の命令を使用してレジスター全体をコピーする。

MOVAPS 

MOVAPD

MOVDQA

例 3-24 SIMDコードにおけるパーシャル・レジスター・ストールの回避 

メモリー・トランザクションにmovlpdを使用し、

レジスターコピー間にmovsdを使用した結果、

パーシャル・レジスター・ストールが発生する

メモリーにmovsdを使用し、レジスター間コピー

にmovsdを使用した結果、遅延を回避できる

mov edx, x

mov ecx, count

movlpd xmm3,_1_

movlpd xmm2,_1pt5_

align 16

mov edx, x

mov ecx, count

movsd xmm3,_1_

movsd xmm2, _1pt5_

align 16
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3.5.2.6 パーシャル・フラグ・レジスター・ストール

命令によってフラグレジスターの一部が変更され、後続の命令がフラグの結果に依存して

いる場合、「パーシャル・フラグ・レジスター・ストール」が発生する。これは、シフト

命令（SAR、SAL、SHR、SHL）の使用時に最も頻繁に発生する。ゼロ・シフト・カウン

トの場合フラグは変更されないが、シフトカウントは通常、実行時にのみ認識される。フ

ロントエンドは、命令がリタイアするまでストールする。 

フラグレジスターの一部を変更する可能性があるその他の命令としては、CMPXCHG8B命

令、各種のローテート命令、STC 命令、STD 命令がある。例 3-25 に、パーシャル・フラ

グ・レジスター・ストールが発生するアセンブリーと、ストールが発生しない代替コード

の例を示す。

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの場合、即値を 1シ

フトするという処理が専用ハードウェアによって行われるので、パーシャル・フラグ・ス

トールは発生しない。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、パーシャル・フラグ・アクセス

のコストは、ストールではなく、マイクロオペレーション（μOP）の挿入に置換される。

とは言え、フラグを条件付きで書き込むことができる命令（SHIFT CL など）の前は、フ

ラグの一部分だけに書き込みを行う命令（INC、DEC、SET CLなど）はあまり使用しない

ことを推奨する。

lp:

movlpd   xmm0, [edx]

addsd    xmm0, xmm3

movsd    xmm1, xmm2

subsd    xmm1, [edx]

mulsd    xmm0, xmm1

movsd    [edx], xmm0

add edx, 8

dec ecx

jnz lp

lp:

movsd    xmm0, [edx]

addsd    xmm0, xmm3

movapd   xmm1, xmm2

subsd    xmm1, [edx]

mulsd    xmm0, xmm1

movsd    [edx], xmm0

add edx, 8

dec ecx

jnz lp

例 3-25 パーシャル・フラグ・レジスター・ストールの回避

パーシャル・フラグ・レジスター・ストール パーシャル・フラグ・レジスター・ストールの回避 

xor eax, eax

mov ecx, a

sar ecx, 2

setz al ;SARはストールによるキャリーを更新可能

or eax, eax

mov ecx, a

sar ecx, 2

test ecx, ecx ; test命令は毎回全てのフラグをアップデート

setz al ;パーシャル・フラグ・レジスター・ストールはない

例 3-24 SIMDコードにおけるパーシャル・レジスター・ストールの回避  （続き）

メモリー・トランザクションにmovlpdを使用し、

レジスターコピー間にmovsdを使用した結果、

パーシャル・レジスター・ストールが発生する

メモリーにmovsdを使用し、レジスター間コピー

にmovsdを使用した結果、遅延を回避できる
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例 3-26 では、非常に大きな整数（1024 ビットなど）の加算を実装する 2 つの手法を比較

する。例 3-26 の右側の代替シーケンスは、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy

Bridgeでは左側よりも高速であるが、それ以前のマイクロアーキテクチャーではパーシャ

ル・フラグ・ストールが発生する。

3.5.2.7 浮動小数点 /SIMD オペランド 

レジスターの一部に書き込む移動操作によって、不要な依存関係が発生するときがある。

MOVSD REG, REG 命令は、レジスターの全 128 ビットではなく、下位 64 ビットだけに

書き込む。これによって、（不要であるにもかかわらず）上位 64ビットを生成した先行す

る命令に対する依存関係が発生する。この依存関係によって、レジスター・リネーミング

が禁止されるため、並列性が低下する。 

代替手段として、128ビット全体に書き込むMOVAPD命令を使用する。この命令はレイテ

ンシーが大きいが、マイクロオペレーション（μOP）は異なる実行ポートを使用する（こ

のポートは空いている可能性が高い）。この変更によって、パフォーマンスが影響を受け

る可能性がある。ただし、依存関係や実行ポートよりレイテンシーの方が重要な場合もま

れにある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 42（影響 M、一般性 ML）：例えば、

MOVSD XMMREG1、XMMREG2命令によって、パーシャル浮動小数点レジスターへの書き

込みによる依存関係が発生することを避ける。MOVSD 命令に代わって、MOVAPD

XMMREG1、XMMREG2命令を使用する。

MOVSD XMMREG, MEM命令は、128ビット全体に書き込むため、依存関係は解消される。

例 3-26 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでのパーシャル・フラグ・レジ

スター・アクセス

ストールを回避するためのパーシャル・フラグ・レジス

ターの保存

簡易化されたコードシーケンス

lea rsi, [A]

lea rdi, [B]

xor rax, rax

mov rcx, 16 ; 16*64 =1024 bit 

lp_64bit:

add rax, [rsi]

adc rax, [rdi]

mov [rdi], rax

setc al ;次の繰り返しのためにキャリーを格納

movzx rax, al

add rsi, 8

add rdi, 8

dec rcx

jnz lp_64bit

lea rsi, [A]

lea rdi, [B]

xor rax, rax

mov rcx, 16

lp_64bit:

add rax, [rsi]

adc rax, [rdi]

mov [rdi], rax

lea rsi, [rsi+8]

lea rdi, [rdi+8]

dec rcx

jnz lp_64bit
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メモリーからのMOVUPD命令は、2つの 64ビット・ロードを実行するが、追加のマイク

ロオペレーション（μOP）を使用して、アドレスを調整し、2 つのロードを 1 つのレジス

ターにまとめなければならない。これと同じ機能は、MOVSD XMMREG1, MEM; MOVSD

XMMREG2, MEM+8; UNPCKLPD XMMREG1, XMMREG2を使用して実現できる。これら

の命令は、使用するマイクロオペレーション（μOP）の数がMOVUPD命令より少なく、ト

レースキャッシュに効率的にパックできるこれらの命令を使用すると、パフォーマンスが

数 %向上する場合がある。この手法のエンコーディングはより多くの命令バイトを必要と

するが、このことはインテル ® Pentium® 4 プロセッサーではほとんど問題にならない。

MOVUPD 命令をストアに使用すると複雑で遅くなるため、代わりに 2 つの MOVSD 命令

と 1つの UNPCKHPD命令のシーケンスを常に使用するべきである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 43（影響 ML、一般性 L）：アライメン

トの合っていない 128ビット・データのロードには、MOVUPD XMMREG1, MEMを使用す

る代わりに、MOVSD XMMREG1, MEM; MOVSD XMMREG2, MEM+8; UNPCKLPD

XMMREG1, XMMREG2 を使用する。追加のレジスターが使用できない場合は、MOVSD

XMMREG1, MEM; MOVHPD XMMREG1, MEM+8を使用する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 44（影響 M、一般性 ML）：ストアには、

MOVUPD MEM, XMMREG1を使用する代わりに、MOVSD MEM, XMMREG1; UNPCKHPD

XMMREG1, XMMREG1; MOVSD MEM+8, XMMREG1を使用する。

3.5.3 ベクトル化

この節では、ベクトル化に関する最適化の問題について簡単にまとめる。詳細については、

以降の章を参照のこと。

ベクトル化とは、特殊なハードウェアが複数のデータ要素に対して同時に同じ操作を実行

できるようにするプログラムの最適化である。各世代のプロセッサーは、インテル® MMX®

テクノロジー、ストリーミング SIMD拡張命令（SSE）、ストリーミング SIMD拡張命令 2

（SSE2）、ストリーミング SIMD 拡張命令 3（SSE3）、およびストリーミング SIMD 拡張命

令 3補足命令（SSSE3）によって、ベクトル化をサポートしている。 

ベクトル化は、SIMDの特殊なケースである。SIMDとは、Flynnによるアーキテクチャー

分類法の定義によれば、複数のデータ要素（Multiple Data）を並行して操作できる単一命

令（Single Instruction）ストリームを指す用語である。並行して操作できる要素の数は、ス

トリーミング SIMD拡張命令の 4つの単精度浮動小数点データ要素およびストリーミング

SIMD拡張命令 2の 2つの倍精度浮動小数点データ要素から、ストリーミング SIMD拡張

命令 2 の 128 ビット・レジスター内の 16 のバイト要素の操作までの範囲にわたる。した

がって、ベクトル長の範囲は 2から 16までである。この値は、使用される拡張命令とデー

タタイプによって異なる。

インテル ® C++コンパイラーでは、以下の 3つの方法でベクトル化をサポートしている。

• コンパイラーは、ユーザーの介入なしに SIMDコードを生成できる。

• ユーザーは、プラグマを挿入して、コンパイラーがコードをベクトル化するのを支援

する。
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• ユーザーは、組み込み関数と C++クラス・ライブラリーを使用して、SIMDコードを明

示的に作成できる。

コンパイラーが SIMDコードを生成しやすくするには、グローバルポインターとグローバ

ル変数の使用を避ける。すべてのモジュールを同時にコンパイルし、プログラム全体の最

適化を行う場合は、これらの点はあまり問題にならない。

ユーザー / ソース・コーディング規則 2（影響 H、一般性 M）：長い SIMD ベクトルを使

用して高い並列処理能力が得られるように、できるだけ小さい浮動小数点データタイプま

たは SIMDデータタイプを使用する。例えば、できるだけ倍精度の代わりに単精度を使用

する。

ユーザー / ソース・コーディング規則 3（影響 M、一般性 ML）：一番内側のネストレベル

に反復間の依存関係が生じないように、ループのネストを構成する。特に、直前の反復内

にあるデータのストアが、語彙的に直後の反復内にある同じデータのロードの後に発生す

ることを避ける（これは語彙的な後方依存関係と呼ばれる）。

SIMD拡張命令セットの整数部は、8ビット、16ビット、32ビットのオペランドを対象と

している。32ビット・オペランドについては、サポートしていない SIMD演算もある。つ

まり、一部のソースコードは、もっと小さいオペランドを使用しない限り、ベクトル化で

きない。

ユーザー / ソース・コーディング規則 4（影響 M、一般性 ML）：ループの中で条件分岐を

使用しない。SSE命令を使用して分岐を減らすよう考慮する。

ユーザー / ソース・コーディング規則 5（影響 M、一般性 ML）：複雑なインダクション

（ループ）変数式を使用しない。

3.5.4 部分的にベクトル化可能なコードの最適化

プログラムには、ベクトル化可能なコードとベクトル化不可能なルーチンが混在している

ことが多い。一般的に部分的にベクトル化可能なコードとは、ベクトル化されたコードと

ベクトル化不可能なコードが混在したループ構造が挙げられる。この状態を図 3-1に示す。 
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一般に、ループには以下の 5つのステージが存在する。

• プロローグ

• ベクトル化されたデータ構造を個別の要素にアンパック

• ベクトル化できないルーチンを呼び出して各要素をシリアルに処理

• 個別の結果をベクトル化されたデータ構造にパック

• エピローグ

ここでは、部分的にベクトル化可能なコードのパック / アンパック・ステージに関連した

コストおよびボトルネックを削減する手法について説明する。

例 3-27に示すサンプル・コード・テンプレートは、部分的にベクトル化可能なコーディン

グ事例を示しており、このコード例ではパフォーマンスの問題が発生する。ベクトル化不

可能なコード部分は、「foo」というシリアル関数を複数回呼び出すシーケンスによって表

現されている。この例は、「ストア・フォワーディング付きシャッフル」と呼ばれる。通

常は、アンパックステージにおいてレジスターとメモリーとの間でデータ要素をシャッフ

ルした後に、パックステージでストア・フォワーディングの問題が発生するからである。

図 3-1.  部分的にベクトル化されたコードの一般的なプログラムフロー 

シリアルルーチン

パックド SIMD 命令

 アンパック

 パック

 ベクトル化できないコード

パックド SIMD 命令
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シリアル化されたコード領域とパックステージとの間におけるストア・フォワーディング

のボトルネックを排除するには、いくつかの手法がある。以下の項では、パック、アン

パック、シリアル化された関数呼び出しのパラメーターの受け渡しについて代替手法を説

明する。 

例 3-27 部分的にベクトル化可能なプログラムのサンプル・コード・テンプレート 

// プロローグ ///////////////////////////////

push ebp

mov ebp, esp

// アンパック ////////////////////////////

sub ebp, 32

and ebp, 0xfffffff0

movaps [ebp], xmm0

// コンポーネントのシリアル処理 ///////

sub ebp, 4

mov eax, [ebp+4]

mov [ebp], eax

call foo

mov [ebp+16+4], eax

mov eax, [ebp+8]

mov [ebp], eax

call foo

mov [ebp+16+4+4], eax

mov eax, [ebp+12]

mov [ebp], eax

call foo

mov [ebp+16+8+4], eax

mov eax, [ebp+12+4]

mov [ebp], eax

call foo

mov [ebp+16+12+4], eax
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3.5.4.1 代替パック手法 

例 3-27のサンプルコードで使用されているパック手法では、4つのダブルワードの結果を

メモリーから XMMレジスターにパックする際に、ストア・フォワーディングの制限によっ

て遅延が発生する。

例 3-28に示す 3つの代替パック手法では、異なる SIMD命令を使用して内容を XMMレジ

スターにパックしている。3 つの手法はいずれも、先行するストア操作と後続のロード操

作との間でデータサイズの制限を満たすことにより、ストア・フォワーディングの遅延を

回避している。

3.5.4.2 結果の受け渡しの簡素化

例 3-27では、隣接するメモリー・ロケーションにストアすることによって、個別の結果が

パックステージに受け渡されている。メモリーを使用して 4つの結果を受け渡す代わりに、

1 つまたは複数のレジスターを使用して結果を受け渡すこともできる。レジスターを使用

して結果の受け渡しを簡素化し、メモリーアクセスを排除すると、実行時のレジスターへ

の負担に応じて度合いを変化させることによりパフォーマンスを高めることができる。

例 3-29に示すコードシーケンスでは、4つの XMMレジスターを使用して、結果を親ルー

チンに戻す際にすべてのメモリーアクセスを排除している。ただし、この手法を使用する

場合、ソフトウェアは以下の条件を満たさなければならない。

• レジスターが不足していない。 

// パック ///////////////////////////////

movaps xmm0, [ebp+16+4]

// エピローグ ////////////////////////////////

pop     ebp

ret

例 3-28 ストア・フォワーディングの問題を回避する 3つの代替パック手法

パック手法 1 パック手法 2 パック手法 3

movd xmm0, [ebp+16+4]

movd xmm1, [ebp+16+8]

movd xmm2, [ebp+16+12]

movd xmm3, [ebp+12+16+4]

punpckldq xmm0, xmm1

punpckldq xmm2, xmm3

punpckldq xmm0, xmm2

movd xmm0, [ebp+16+4]

movd xmm1, [ebp+16+8]

movd xmm2, [ebp+16+12]

movd xmm3, [ebp+12+16+4]

psllq xmm3, 32

orps xmm2, xmm3

psllq xmm1, 32

orps xmm0, xmm1movlhps 

xmm0, xmm2

movd xmm0, [ebp+16+4]

movd xmm1, [ebp+16+8]

movd xmm2, [ebp+16+12]

movd xmm3, [ebp+12+16+4]

movlhps xmm1,xmm3

psllq xmm1, 32

movlhps xmm0, xmm2

orps xmm0, xmm1

例 3-27 部分的にベクトル化可能なプログラムのサンプル・コード・テンプレート  （続き）
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• ループ内にストアやロードがあまり存在しないが、多くの計算が含まれている場合、

この手法ではパフォーマンスは向上しない。この手法では、ストアポートやロードポー

トがアイドル状態のときに、計算ユニットを使用する処理が行われる。

 

3.5.4.3 スタックの最適化 

例 3-27では、入力パラメーターがスタックにコピーされ、ベクトル化不可能なルーチンに

渡されて処理されている。連続したメモリー・ロケーションからパラメーターを渡すこと

は、例 3-30に示す手法によって簡素化できる。 

例 3-29 4つのレジスターを使用した、メモリースピルの削減と結果の受け渡しの簡素化 

mov eax, [ebp+4]

mov [ebp], eax

call foo

movd xmm0, eax

mov eax, [ebp+8]

mov [ebp], eax

call foo

movd xmm1, eax

mov eax, [ebp+12]

mov [ebp], eax

call foo

movd xmm2, eax

mov eax, [ebp+12+4]

mov [ebp], eax

call foo

movd xmm3, eax

例 3-30 パラメーターの受け渡しを簡素化するスタックの最適化手法 

call foo

mov [ebp+16], eax

add ebp, 4

call foo

mov [ebp+16], eax
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スタックの最適化は、以下の場合にのみ適用できる。

• シリアル操作が関数呼び出しである。関数「foo」が int foo(int a)として宣言され

ている。パラメーターがスタック上に渡される。

• 構成要素の操作の順序が末尾から先頭に向かっている。 

ベクトル要素を末尾から先頭に 1 つずつ「foo」に渡す際は、「foo」の呼び出しと EDP の

進行に注意すること。 

3.5.4.4 チューニングに関する考慮事項

例 3-27のループにおけるチューニングの考慮事項を以下に示す。 

• 以下の組み合わせから 1つ以上を適用する。

－ 代替パック手法を選択する。

－ 結果の受け渡しを簡素化する方法を検討する。

－ パラメーターの受け渡しを簡素化するスタックの最適化手法を検討する。

• ループの 1回の反復を実行するのに必要な平均サイクル数を減らす。

• アンパック操作とパック操作の反復ごとのコストを減らす。

ここで説明している手法によって得られる速度の向上は、選択する組み合わせや、ベクト

ル化不可能なルーチンの特性によって異なる。例えば、「foo」ルーチンが短い（密で短い

ループ表現）場合、パック / アンパックの反復ごとのコストは、ベクトル化不可能なコー

ドに長い操作や多くの依存関係が含まれている状況と比べ、小さくなる傾向がある。これ

は、密で短いループの反復の多くは実行コア内で in-flight であるので、パック / アンパッ

クの反復ごとのコストは部分的に現れ、パフォーマンスの低下がほとんど発生しないため

である。

パック / アンパックの反復ごとのコスト評価を、特定のテストケースに対し系統的な方法

で行う必要がある。各テストケースでは、ここで説明している手法を組み合わせて実装す

る。反復ごとのコストは、以下の方法で評価できる。

• 1回の反復の実行に必要な平均サイクル数を評価する。

• ベクトル化不可能なコードの基準ループシーケンスの 1回の反復の実行に必要な平均

サイクル数を評価する。 

add ebp, 4

call foo

mov [ebp+16], eax

add ebp, 4

call foo

例 3-30 パラメーターの受け渡しを簡素化するスタックの最適化手法  （続き）
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例 3-31に示す基準コードシーケンスは、ベクトル化不可能なルーチンを実行するループの

平均コストを評価するのに使用できる。

パック / アンパックの反復ごとの平均コストは、以下のように多数の反復の実行時間を測

定することによって計算できる。

（（テストケースの実行サイクル数）-

（同等の基準シーケンスの実行サイクル数））/（反復数）

例えば、入力パラメーターを返す単純な関数（密で短いループ表現）を使用すると、パッ

ク /アンパックの反復ごとのコストは、7サイクル強（例 3-27のストア・フォワーディン

グがあるシャッフルの場合）からおよそ 0.9 サイクル（複数のテストケースで達成）まで

さまざまである。27 のテストケース（代替パック手法のうちの 1つで構成、1つまたは 4

つの結果に対する簡素化あり /なし、スタックの最適化あり /なし）でのパック /アンパッ

クの反復ごとの平均コストは約 1.7サイクルである。 

一般に、パック手法 2と 3（例 3-28を参照）はパック手法 1よりも堅牢である。1つまた

は 4つの結果に対する簡素化の最適な選択は、実行時のレジスターへの負担や、そのほか

の関連するマイクロアーキテクチャーの影響を受ける。 

例 3-31 ループのオーバーヘッドを評価するための基準コードシーケンス 

push ebp

mov ebp, esp

sub ebp, 4

mov [ebp], edi

call foo

mov [ebp], edi

call foo

mov [ebp], edi

call foo

mov [ebp], edi

call foo

add ebp, 4

pop     ebp

ret
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パック / アンパックの反復ごとのコストに関する数値は、単に例として記載されているこ

とに注意されたい。異なる基準コードシーケンスを使用したテストケースでは、コストの

値も異なる。一般に、ベクトル化不可能なルーチンが実行に長い時間を必要とする場合、

実行コア内に in-flightで存在可能なループの反復数が減少するため、コストは増大する。

3.6 メモリーアクセスの最適化

この節では、コードとデータのメモリーアクセスを最適化するためのガイドラインについ

て説明する。最も重要な推奨事項は以下のとおりである。

• 利用可能な実行帯域幅の中でロード操作とストア操作を行う。

• スペキュレーティブ・エグゼキューションの順方向進行を有効にする。

• ストア・フォワーディングの恩恵を有効にする。

• データのレイアウトとスタックのアライメントに注意して、データのアライメントを

合わせる。

• コードとデータは別のページに置く。

• データの局所性を向上させる。

• プリフェッチ命令とキャッシュ制御命令を使用する。

• コードの局所性を向上させて、分岐ターゲットのアライメントを合わせる。

• ライト・コンバイニングを利用する。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーで大きな遅延が発生す

る一般的な原因は、アライメントとフォワーディングに関する問題である。

3.6.1 ロード / ストア実行帯域幅

一般に、ロードとストアはワークロード中に最も頻繁に行われる操作であり、ロードまた

はストアを主体とするワークロードでは命令の最大 40%を占めることもまれでない。各世

代のマイクロアーキテクチャーでは、複数のバッファーによって、in-flight で実行される

命令のロード操作やストア操作をサポートしている。

ソフトウェアでは、プロセッサーの発行制限やバッファー制限を超えないようにすること

で、メモリー・パフォーマンスを最大限に高めることができる。インテル ® Core™ マイク

ロアーキテクチャーでは、一度に 20 のストアと 32 のロードまで in-flight で実行できる。

インテル ® マイクロアーキテクチャー Nehalemでは、32のストアバッファーと 48のロー

ドバッファーがある。1 サイクルあたり 1 つのロードのみ発行可能であるので、メモリー

使用量を減らすプログラミング手法を使用しない限り、2 つの配列を処理するアルゴリズ

ムは、1サイクルおきに 1操作に制限される。

インテル ® Core™ Duo プロセッサーとインテル ® Core™ Solo プロセッサーでは、バッ

ファー数が少ない。ただし、ここで説明する一般的なヒューリスティックはいずれにも適

用される。
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3.6.1.1 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでのロード帯域幅の

利用

以前のマイクロアーキテクチャーはロードポートが 1 つ（ポート 2）であるのに対し、イ

ンテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeではポート 2とポート 3からロードでき

る。したがって、1サイクルあたり 2つのロード操作を行うことができ、コードのロード・

スループットは 2倍になる。この結果、大量のデータを読み込み、メモリーに結果を頻繁

に書き出す必要がないコードの性能が向上する（ポート 3もストアアドレス操作を処理す

る）。この帯域幅を利用するには、データが L1データキャッシュにある必要がある。また

は、シーケンシャルにデータにアクセスすることで、ハードウェア・プリフェッチで L1

データキャッシュにデータを適宜取り込むことができるようにする。

配列のすべての要素を加算する以下の Cコード例の場合を考えてみる。

int buff[BUFF_SIZE];

int sum = 0;

for (i=0;i<BUFF_SIZE;i++){

        sum+=buff[i];    

}

代替手法 1は、この C コードに対してインテル ® コンパイラーを使用して、インテル ® マ

イクロアーキテクチャー Nehalem用の最適化オプションによってアセンブリー・コードを

生成する方法である。コンパイラーは、インテル ® SSE 命令を使用してベクトル化する。

このコードでは、各 ADD 操作は直前の ADD 操作の結果に依存している。このため、ス

ループットは 1サイクルあたり 1つのロードと ADD 操作に制限される。代替手法 2はイ

ンテル ® Sandy Bridge に合わせて最適化されたもので、追加のロード帯域幅を使用できる

ようにする方法である。このコードでは、配列値の累積合計を求めるために 2つのレジス

ターを使用することで、ADD操作間の依存関係を解消する。このため、1サイクルあたり

2つのロードと 2つの ADD操作を実行できる。
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3.6.1.2 インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeにおける L1D

キャッシュ・レイテンシー

L1Dキャッシュのロード・レイテンシーは変動する可能性がある（表 2-8を参照）。ベスト

ケースは 4サイクルで、これは以下のいずれかを使用した汎用レジスターに対するロード

操作に該当する。 

• 1つのレジスター、または 

• ベースレジスターと 2048未満のオフセット

例 3-33のポインター追跡コード例を考える。

例 3-32 インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでの ロードポート帯域幅の最適化

レジスターの依存関係が PADDの実行を妨害

レジスターの依存関係を解消することで、2つのロード

ポートで PADDの実行に対応

xor eax, eax

pxor xmm0, xmm0

lea rsi, buff

loop_start:

paddd     xmm0, [rsi+4*rax]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+16]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+32]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+48]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+64]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+80]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+96]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+112]

add       eax, 32

cmp       eax, BUFF_SIZE

jl loop_start

xor eax, eax

pxor xmm0, xmm0

pxor xmm1, xmm1

lea rsi, buff

loop_start:

paddd     xmm0, [rsi+4*rax]

paddd     xmm1, [rsi+4*rax+16]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+32]

paddd     xmm1, [rsi+4*rax+48]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+64]

paddd     xmm1, [rsi+4*rax+80]

paddd     xmm0, [rsi+4*rax+96]

paddd     xmm1, [rsi+4*rax+112]

add       eax, 32

cmp       eax, BUFF_SIZE

jl loop_start

sum_partials:

movdqa xmm1, xmm0

psrldq xmm1, 8

paddd xmm0, xmm1

movdqa xmm2, xmm0

psrldq xmm2, 4

paddd xmm0, xmm2

movd [sum], xmm0

sum_partials:

paddd xmm0, xmm1

movdqa xmm1, xmm0

psrldq xmm1, 8

paddd xmm0, xmm1

movdqa xmm2, xmm0

psrldq xmm2, 4

paddd xmm0, xmm2

movd [sum], xmm0
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左側は、インデックス・ベースによるポインター追跡を実装している。ベース +インデッ

クスとオフセットを使用してメモリーアドレス指定し、コンパイラーは下に示すコードを

生成する。右側は、ポインター逆参照コードからベースレジスターのみを使用してコンパ

イラーが生成したコードである。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeおよびそれ以前のマイクロアーキテク

チャーでは、右側のコードの方が高速である。ただし、インデックス・ベースの場合、イ

ンテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeはそれ以前のマイクロアーキテクチャー

よりも速度が低下する。

3.6.1.3 L1Dキャッシュバンクの競合の対処

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge では、L1D キャッシュの内部構成に

よって、2 つのロード・マイクロオペレーション（μOP）でバンクの競合が発生すること

がある。2つのロード操作の間でバンクの競合が発生した場合、競合が解消されるまで、後

続のロード操作に遅延が生じる。バンクの競合は、2 つの同時ロード操作がリニアアドレ

スの同じビット 2～ 5を持つもので、キャッシュの同じセット（ビット 6～ 12）からでは

ない場合に発生する。 

バンクの競合は、ロード帯域幅によってコードが制約を受ける場合に限り処理する。バン

クの競合が、他にパフォーマンスを制限する要素に隠れ、パフォーマンスの低下を招かな

い場合もある。このようなバンクの競合は排除しても、パフォーマンスは向上しない。 

以下のバンクの競合例では、競合を解消するコードの変更方法を示す。サイズがキャッ

シュ・ライン・サイズの倍数であるソース配列が 2つ使用されている。Aからの要素とそ

れに対応する Bからの要素をロードした場合、両方の要素がキャッシュラインのオフセッ

トが同じになり、バンクの競合が発生する。

例 3-33 ポインター追跡コードのインデックスとポインターの比較

インデックス・ベース ポインター・ベース

// Cコードの例

index = buffer.m_buff[index].next_index;

// Cコードの例

node = node->pNext;

// アセンブラ例

loop:

      shl rbx,  6

      mov rbx, 0x20(rbx+rcx)

      dec rax

      cmp rax, -1

      jne loop

// アセンブラ例

loop:

      mov rdx, [rdx]

      dec rax

      cmp rax, -1

      jne loop
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.

例 3-34 L1Dキャッシュのバンクの競合と解消の例

int A[128];

int B[128];

int C[128];

for (i=0;i<128;i+=4){

C[i]=A[i]+B[i];the loads from A[i] and B[i] collide

C[i+1]=A[i+1]+B[i+1]; 

C[i+2]=A[i+2]+B[i+2];

C[i+3]=A[i+3]+B[i+3];

}

// バンク競合があるコード
xor rcx, rcx

lea r11, A

lea r12, B

lea r13, C

loop:

lea esi, [rcx*4]

movsxd rsi, esi

mov edi, [r11+rsi*4]

add edi, [r12+rsi*4]

mov r8d, [r11+rsi*4+4]

add r8d, [r12+rsi*4+4]

mov r9d, [r11+rsi*4+8]

add r9d, [r12+rsi*4+8]

mov r10d, [r11+rsi*4+12]

add r10d, [r12+rsi*4+12]

// バンク競合がないコード
xor rcx, rcx

lea r11, A

lea r12, B

lea r13, C

loop:

lea esi, [rcx*4]

movsxd rsi, esi

mov edi, [r11+rsi*4]

mov r8d, [r11+rsi*4+4]

add edi, [r12+rsi*4]

add r8d, [r12+rsi*4+4]

mov r9d, [r11+rsi*4+8]

mov r10d, [r11+rsi*4+12]

add r9d, [r12+rsi*4+8]

add r10d, [r12+rsi*4+12]

mov [r13+rsi*4], edi

inc ecx

mov [r13+rsi*4+4], r8d

mov [r13+rsi*4+8], r9d

mov [r13+rsi*4+12], r10d

cmp ecx, LEN

jb loop

inc ecx

mov [r13+rsi*4], edi

mov [r13+rsi*4+4], r8d

mov [r13+rsi*4+8], r9d

mov [r13+rsi*4+12], r10d

cmp ecx, LEN

jb loop
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3.6.2 レジスタースピルの軽減

プロセッサーが汎用レジスターに保持できるよりも多くのアクティブな変数がコードの

一部に含まれている場合、通常取られる方法は、変数の一部をメモリーに保持することで

ある。この方法はレジスタースピルと呼ばれる。L1D キャッシュ・レイテンシーがこの

コードのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。この影響は、レジスタースピルの

アドレスが、低速なアドレス指定モードを使用しているほど顕著になる。 

1つのオプションは、XMMレジスターに汎用レジスターをスピルすることである。この方

法は、これまでのプロセッサー世代でもパフォーマンスの向上につながる可能性が高い。

以下の例に、レジスターをメモリーではなく、XMMレジスターにスピルする方法を示す。

例 3-35 メモリーではなく XMMレジスターを使用したレジスタースピル

メモリーへのレジスタースピル XMMへのレジスタースピル

loop:

mov rdx, [rsp+0x18]

movdqa xmm0, [rdx]

movdqa xmm1, [rsp+0x20]

pcmpeqd xmm1, xmm0

pmovmskb eax, xmm1

test eax, eax

jne end_loop

movzx rcx, [rbx+0x60]

 movq xmm4, [rsp+0x18]

mov rcx, 0x10

movq xmm5, rcx 

loop:

movq rdx, xmm4

movdqa xmm0, [rdx]

movdqa xmm1, [rsp+0x20]

pcmpeqd xmm1, xmm0

pmovmskb eax, xmm1

test eax, eax

jne end_loop

movzx rcx, [rbx+0x60]

add qword ptr[rsp+0x18], 0x10

add rdi, 0x4

movzx rdx, di

sub rcx, 0x4

add rsi, 0x1d0

cmp rdx, rcx

jle loop

padd xmm4, xmm5

add rdi, 0x4

movzx rdx, di

sub rcx, 0x4

add rsi, 0x1d0

cmp rdx, rcx

jle loop
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3.6.3 スペキュレーティブ・エグゼキューションとメモリー・ディ

スアンビゲーションの拡張

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーより前の世代では、コードにストアとロード

の両方が含まれている場合、ストアのアドレスが解決されるまでロードを発行できない。

この規則によって、先行するストアに対するロードの依存関係が適切に処理される。 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーには、一部のロードを投機的（スペキュレー

ティブ）に発行できるメカニズムが用意されている。プロセッサーは、ロードアドレスが

ストアアドレスとオーバーラップしていないかどうかを後で確認する。アドレスがオー

バーラップしている場合は、各ロード命令を再実行する。

例 3-36 に示す状態では、ループ中に「Ptr->Array」が変化しないことをコンパイラーは確

認できない。したがって、コンパイラーは「Ptr->Array」を不変なものとしてレジスター内

に保持できず、反復ごとに読み出さなければならない。ポインターのアドレスが不変にな

るようにコードを書き直せばこの状態を回避できるが、メモリー・ディスアンビゲーショ

ンによって、コードを書き直さずにパフォーマンスを向上できる。

3.6.4 アライメント

以下のすべてのタイプの変数で、データのアライメントが重要である。

• 動的に割り当てられた変数

• データ構造のメンバー

• グローバル変数またはローカル変数

• スタック渡しのパラメーター

例 3-36 アドレスが不明なストアによってブロックされるコード

Cコード アセンブリー・シーケンス 

struct AA { 

AA ** array; 

};

void nullify_array ( AA *Ptr, 

DWORD Index, AA *ThisPtr )

{

while ( Ptr->Array[--Index] != 

ThisPtr )

{

Ptr->Array[Index] = NULL ;

} ;

} ;

nullify_loop:

mov  dword ptr [eax], 0

mov  edx, dword ptr [edi]

sub  ecx, 4

cmp  dword ptr [ecx+edx], esi

lea  eax, [ecx+edx]

jne  nullify_loop
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アライメントの合っていないデータアクセスを行うと、パフォーマンスが大幅に低下する

恐れがある。これは特にキャッシュラインの分割に当てはまる。キャッシュラインのサイ

ズは、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーや、インテル ® Core™ マイクロアーキテク

チャー・ベースのプロセッサーを含むその他の最近のインテル ® プロセッサーでは 64 バ

イトである。 

64バイト境界にアライメントが合っていないデータにアクセスすると、メモリーアクセス

が 2 回発生し、複数のマイクロオペレーション（μOP）を実行しなければならなくなる。

64バイト境界にまたがるアクセスを行うと、パフォーマンスが大きく低下する可能性が高

い。一般に、パイプラインが長いマシンほど、各ストールのコストが大きくなる。

8バイトにアライメントが合っている倍精度浮動小数点オペランドは、8バイトにアライメ

ントが合っていないオペランドよりパフォーマンスが高くなる。これは、キャッシュと

MOB の分割によるペナルティーが発生しにくいためである。メモリーオペランドに対す

る浮動小数点演算を実行するには、メモリーからオペランドをロードする必要がある。こ

れによって、マイクロオペレーション（μOP）の数が 1 つ増えるため、フロントエンド帯

域幅が多少低下する可能性がある。また、メモリーオペランドの操作でデータ・キャッ

シュ・ミスが発生すると、ペナルティーが生じる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 45（影響 H、一般性 H）：データのアラ

イメントを、オペランドサイズの自然アドレス境界に合わせる。データが、SIMD 命令の

ロードとストアを伴うアクセスになる場合は、データのアライメントを 16バイト境界に合

わせる。

最適なパフォーマンスを得るには、以下のようにデータをアライメントする。

• 8ビット・データは、任意のアドレスにアライメントを合わせる。

• 16ビット・データは、アライメントの合った 4バイト・ワード内に収まるようにアライ

メントする。

• 32ビット・データは、ベースアドレスが 4の倍数になるようにアライメントする。

• 64ビット・データは、ベースアドレスが 8の倍数になるようにアライメントする。

• 80ビット・データは、ベースアドレスが 16の倍数になるようにアライメントする。

• 128ビット・データは、ベースアドレスが 16の倍数になるようにアライメントする。

64 バイトまたはそれより大きいデータ構造または配列は、ベースアドレスが 64 の倍数に

なるようにアライメントする。1 つのヒューリスティックとして、サイズの大きいものか

ら順にデータをソートすれば、自然境界に簡単にアライメントを合わせることができる。

16バイト境界（およびキャッシュライン）を超えない限り、自然境界へのアライメントは

必須ではないが、この方法で簡単にアライメントを合わせることができる。

例 3-37に、キャッシュライン分割の原因となるコードを示す。このコードは、2つの DWORD

配列のアドレスをロードする。029E70FEHは、4バイトにアライメントの合ったアドレス

ではない。したがって、このアドレスへの 4バイト・アクセスを実行すると、このアドレ
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スが含まれるキャッシュラインから 2 バイトを取得し、029E700H で始まるキャッシュラ

インから 2 バイトを取得する。64 バイトのキャッシュラインを持つプロセッサー上では、

8回目の反復ごとに、同様のキャッシュラインの分割が発生する。 

図 3-2に、キャッシュライン境界にまたがるデータ要素にアクセスした状態を示す。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、コードのアライ

メントはそれほど重要ではない。トレースキャッシュから命令を実行しない場合にのみ、

キャッシュされた命令のフェッチ帯域幅をできるだけ大きくするための分岐ターゲット

のアライメントが問題になる。

例 3-37 キャッシュラインの分割の原因になるコード 

mov esi, 029e70feh

mov edi, 05be5260h

Blockmove:

mov eax, DWORD PTR [esi]

mov ebx, DWORD PTR [esi+4]

mov DWORD PTR [edi], eax

mov DWORD PTR [edi+4], ebx

add esi, 8

add edi, 8

sub edx, 1

jnz Blockmove

図 3-2.  配列内の要素へのアクセスにおけるキャッシュラインの分割
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インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサー、インテル ®

Core™2 Duoプロセッサーでは、コードのアライメントが重要になる場合がある。また、分

岐ターゲットのアライメントにより、デコーダーのスループットが改善される。

3.6.5 ストア・フォワーディング

プロセッサーのメモリーシステムは、ストアのリタイア後にのみ、ストアされたデータを

メモリー（キャッシュを含む）に送出する。しかし、同じアドレスからデータを読み込む

次のロードに、ストアから直接ストアデータを転送すると、ストアとロードのレイテン

シーを大幅に短縮できる。

ストア・フォワーディングを行うには、2 つの必要条件がある。これらの条件が満たされ

ない場合は、ストア・フォワーディングは実行されず、ロードはキャッシュからデータを

取得しなければならない（したがって、その前にストア操作がキャッシュにデータを書き

戻していなければならない）。これによって、基盤となるマイクロアーキテクチャーのパ

イプラインの段数に関連したペナルティーが発生する。

第 1の必要条件は、ストア・フォワーディングされるデータのサイズとアライメントに関

するものである。この制限は、アプリケーションの全体的なパフォーマンスに大きな影響

を与える可能性が高い。通常、この制限の違反によるパフォーマンスのペナルティーは防

止できる。ストア - ロード・フォワーディングの制限は、マイクロアーキテクチャーごと

に異なる。ストア・フォワーディングのストールの原因になるコーディングの落とし穴と、

それらの解決策の例は、3.6.5.1 節「ストア - ロード・フォワーディングのサイズとアライ

メントの制限」で詳しく説明する。第 2の必要条件は、データの可用性に関するものであ

る。これについては、3.6.5.2節「ストア・フォワーディングのデータの可用性の制限」で

説明する。冗長なロード操作を排除することが望ましい。

一時的なスカラー変数をレジスター内に保持し、メモリーに書き込まないことが可能な場

合がある。一般的に、このような変数は、間接ポインターを使用してアクセス可能であっ

てはならない。変数をレジスターに保持できれば、その変数のすべてのロードとストアが

排除され、ストア・フォワーディングに関連する問題も発生しなくなる。ただし、この方

法を使用すると、レジスターへの負荷が大きくなる。

ロード命令は計算チェーンの開始点になりやすい。アウトオブオーダー・エンジンはデー

タの依存関係に基づいているため、ロード命令はエンジンが高いレートで実行する上で重

要な役割を果たす。ロードの排除は、高い優先順位で行う必要がある。

ストアの時点と再び使用される時点で変数が変化しない場合は、ストアされたレジスター

をコピーすることも、直接使用することもできる。ただし、レジスターへの負荷が大きす

ぎる場合や、ストアと 2 番目のロードの前に見えない関数呼び出しがある場合は、2 番目

のロードを排除できないことがある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 46（影響 H、一般性 M）：できるだけス

タック上ではなくレジスター内でパラメーターを受け渡す。スタック上での引数の受け渡

しは、ストアの後に再ロードを行う必要がある。ストア・フォワーディングの制限上可能

であれば、データキャッシュにアクセスせずにメモリー・オーダー・バッファーから直接

ロードに値を提供することによって、ハードウェア内でこのシーケンスを最適化できる
3-68　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



が、浮動小数点値によりフォワーディングによって大きなレイテンシーが発生する。浮動

小数点引数をレジスター（XMM が望ましい）に渡すと、この大きなレイテンシーの操作

がなくなるはずである。

パラメーター受け渡し規則によって、どのパラメーターがスタック上で受け渡され、どの

パラメーターがレジスターで受け渡されるかが制限される場合がある。ただし、コンパイ

ラーが（プログラム全体の最適化を使用して）バイナリーコード全体のコンパイルを制御

できる場合は、これらの制限は問題とならない。

3.6.5.1 ストア - ロード・フォワーディングのサイズとアライメントの制限

ストア・フォワーディング・データのサイズとアライメントの制限は、Intel NetBurst® マ

イクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテク

チャー・ベースのプロセッサー、インテル ® Core™2 Duoプロセッサー、インテル ® Core™

Soloプロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロセッサーに適用される。ストア・フォワー

ディングの制限によるパフォーマンスの低下は、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー

よりも、パイプラインが短いプロセッサーの方が小さい。 

ストア・フォワーディングの制限は、マイクロアーキテクチャーごとに異なる。ストア・

フォワーディングによってストールを発生させずに進行できるようにするには、インテル
® Core™ マイクロアーキテクチャーよりも Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの方

がコード生成の制約が多い。Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー上でストア・フォ

ワーディングの問題を解決する方法は、通常、インテル ® Pentium® Mプロセッサー、イン

テル ® Core™ Duoプロセッサー、インテル ® Core™2 Duoプロセッサー上の問題の回避に

も適用できる。図 3-3 に、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッ

サーにおけるストア・フォワーディングのサイズとアライメントの制限を示す。
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以下の規則に従うと、ストア・フォワーディングのサイズとアライメントの制限を満たす

ことができる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 47（影響 H、一般性 M）：ストアからの

転送先のロードは、ストアデータと同じ開始アドレスおよび同じアライメントになってい

なければならない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 48（影響 H、一般性 M）：ストアから転

送されるロードのデータ全体が、ストアデータに含まれていなければならない。

ストアからの転送先のロードは、ストアのデータがストアバッファーに書き込まれるまで

処理を続行できないが、ほかの無関係なロードはそれを待つ必要はない。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 49（影響 H、一般性 ML）：ストアされ

るデータのうちアライメントの合っていない部分を抽出する必要がある場合は、そのデー

タを含む、アライメントの合った最も小さい部分を読み出して、必要に応じてデータをシ

フト /マスクする。ストア・フォワーディングの失敗のためにペナルティーが生じるより、

この操作を行ったほうが良い。

図 3-3.  ストア・フォワーディングのサイズとアライメントの制限

16

(a)

(b)  >=

(c)  >=

(d) 128
16

OM15155
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アセンブラー / コンパイラー・コーディング規則 50（影響 MH、一般性 ML）：同じメモ

リー領域に対して、大きなデータ幅のストアの後に複数の小さなロードを続けないように

する。必要に応じて、1回の大きな読み込みとレジスターのコピーを使用する。

例 3-38 に、大きなデータ幅のストアの後に小さなロードが続く場合のストア・フォワー

ディングの例を示す。最初の 3つのロード操作は、規則 50で説明した状態を示している。

ただし、最後のロード操作は、ストア・フォワーディングによって問題なくデータを取得

できる。

例 3-39に、複数の小さなデータ幅のストアの後に大きなロードが続く場合のストア・フォ

ワーディングの例を示す。転送しなければならないすべてのデータがストアバッファーに

格納されていないため、ロード操作が必要とするデータを転送できない。同じメモリー領

域に対して、小さなデータ幅のストアの後に大きなロードを続けてはならない。

例 3-40に、コンパイラーが生成したコードで、ストア・フォワーディングがストールした

例を示す。コンパイラーは、スタックに退避されたバイトを処理し、そのバイトを整数値

に変換するために、例 3-40のようなコードを生成する場合がある。 

例 3-38 大きなデータ幅のストアの後に小さなロードが出現する例

mov [EBP],'abcd'

mov AL, [EBP] ; ブロックされない　－　同じアライメント

mov BL, [EBP + 1] ; ブロックされる

mov CL, [EBP + 2] ; ブロックされる

mov DL, [EBP + 3] ; ブロックされる

mov AL, [EBP] ; ブロックされない　－　同じアライメント

; 注）古いブロックされたロードを渡す

例 3-39 小さなデータ幅のストアの後に大きなロードが続くためにストア・フォワーディン

グが失敗した例

mov [EBP], 'a'

mov [EBP + 1], 'b'

mov [EBP + 2], 'c'

mov [EBP + 3], 'd'

mov EAX, [EBP] ; ブロックされる

; 始めの４つの小さなストアは、フォワードしない状況を防ぐために、

; １つの DWORDストアに集約される。

例 3-40 コンパイラーが生成したコード内でのストア・フォワーディングの失敗

mov DWORD PTR [esp+10h], 00000000h

mov BYTE PTR [esp+10h], bl

mov eax, DWORD PTR [esp+10h] ; ストール

and eax, 0xff ; バイト値に変換
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例 3-41 に、例 3-40 に示したストア・フォワーディングの失敗を避けるための 2つの代替

手段を示す。

64ビットより小さいデータをメモリー・ロケーション間で移動する場合は、64ビットまた

は128ビットSIMDレジスター移動命令を使用する方が効率的である（アライメントが合っ

ている場合）。これらの命令を使用して、アライメントの合っていないロードを避けるこ

とができる。浮動小数点レジスターは 64ビットを一度に移動できるが、データが誤って変

更される可能性があるため、この目的で浮動小数点命令を使用してはならない。

もう 1つの例として、例 3-42の場合について考える。 

最初の例（A）では、（メモリーアドレス MEMを始点とする）同じメモリー領域に対して、

一連の小さなデータ幅のストアの後に大きなロードが続いている。このため、大きなロー

ドがストールする。

FLD命令は、ストアがメモリーに書き込むまで、必要なすべてのデータにアクセスできな

い。その他のデータタイプの場合も同様にストールすることがある。例えば、バイトや

ワードをいくつかストアしてから、ワードやダブルワードをいくつか同じメモリー領域か

ら読み出す場合などである。

2 番目の例（B）では、（メモリーアドレス MEM を始点とする）同じメモリー領域に対し

て、大きなデータ幅のストアの後に一連の小さなロードが続いている。このため、小さな

ロードがストールする。

例 3-41 例 3-40のストア・フォワーディングの失敗を防ぐ 2つの方法

; スピルを無視できる時は、小さなデータのストアの後に大きなデータのロードを

; 避けるために、MOVZ命令を使用

movz eax, bl ; 最近の３命令を置き換え

; B. MOVZ命令を使用し、スタックへのスピルを処理

mov DWORD PTR [esp+10h], 00000000h  

mov BYTE PTR [esp+10h], bl

movz eax, BYTE PTR [esp+10h] ; ブロックされない

例 3-42 大きなデータ幅のロードのストールと小さなデータ幅のロードのストール

;(A) Large load stall

mov mem, eax ; アドレス "MEM"に DWORDをストア

mov mem + 4, ebx ; アドレス "MEM + 4"に DWORDをストア

fld mem ; アドレス "MEM"から QWORDをロード、ストール

;(B) Small Load stall

fstp  mem   ; アドレス "MEM"に QWORDをストア

mov   bx, mem+2 ; アドレス "MEM + 2"から WORDをロード、ストール

mov   cx, mem+4 ; アドレス "MEM + 4"から WORDをロード、ストール
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上記の例のワードのロード操作は、クワッドワードのストア操作によるメモリー書き込み

が終了しない限り、必要なデータにアクセスができない。その他のデータタイプの場合も

同様にストールすることがある。例えば、ダブルワードやワードをいくつかストアしてか

ら、ワードやバイトをいくつか同じメモリー領域から読み出す場合などである。この問題

は、ロードからストアをできるだけ遠くに離すことで回避できる。

表 3-2に、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでのスト

ア・フォワーディングの制限を示す。

表 3-2 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでの 

ストア・フォワーディングの制限

ストア 

アライメント

ストアの幅

（ビット）

ロード・アライメン

ト（バイト）

ロードの幅

（ビット）

ストア・フォワー

ディングの制限

自然サイズへのアライメ

ント

16 ワード単位でアライ

メントされる

8, 16 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

16 ワード単位でアライ

メントされない

8 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

32 ダブルワード単位で

アライメントされる

8, 32 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

32 ダブルワード単位で

アライメントされな

い

8 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

32 ワード単位でアライ

メントされる

16 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

32 ワード単位でアライ

メントされない

16 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

64 クワッドワード単位

でアライメントされ

る

8, 16, 64 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

64 クワッドワード単位

でアライメントされ

ない

8, 16 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

64 ダブルワード単位で

アライメントされる

32 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

64 ダブルワード単位で

アライメントされな

い

32 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

128 ダブルクワッドワー

ド単位でアライメン

トされる

8, 16, 128 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

128 ダブルクワッドワー

ド単位でアライメン

トされない

8, 16 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

128 ダブルワード単位で

アライメントされる

32 ストールが発生し

ない
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3.6.5.2 ストア・フォワーディングのデータの可用性の制限

ストアされる値が使用可能になるまで、ロード操作は完了できない。この制限に違反した

場合は、データが使用可能になるまでロード実行は延期される。この遅延のために、一部

の実行リソースが必要以上に使用され、かなり大きな遅延が発生する場合がある。ただし、

これは非決定的な遅延である。この問題の全体的な影響は、サイズとアライメントの必要

条件に違反した場合よりも、はるかに小さい。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーの場合、ハードウェア

は、どの時点でロードが先行するストアに依存し、先行するストアから転送されたデータ

を取得するかを予測する。これらの予測は、パフォーマンスを大きく向上させる。しかし、

ロードと先行するストアの間の時間間隔が短すぎる場合や、ストアされるデータの生成が

遅れた場合、大きなペナルティーが生じる可能性がある。 

自然サイズへのアライメ

ント

128 ダブルワード単位で

アライメントされな

い

32 ストールが発生す

る

自然サイズへのアライメ

ント

128 クワッドワード単位

でアライメントされ

る

64 ストールが発生し

ない

自然サイズへのアライメ

ント

128 クワッドワード単位

でアライメントされ

ない

64 ストールが発生す

る

アライメントが合ってい

ない。バイト 1で開始

32 ストアのバイト 0 8, 16, 32 ストールが発生し

ない

アライメントが合ってい

ない。バイト 1で開始

32 ストアのバイト 0以

外

8, 16 ストールが発生す

る

アライメントが合ってい

ない。バイト 1で開始

64 ストアのバイト 0 8, 16, 32 ストールが発生し

ない

アライメントが合ってい

ない。バイト 1で開始

64 ストアのバイト 0以

外

8, 16, 32 ストールが発生す

る

アライメントが合ってい

ない。バイト 1で開始

64 ストアのバイト 0 64 ストールが発生す

る

アライメントが合ってい

ない。バイト 7で開始

32 ストアのバイト 0 8 ストールが発生し

ない

アライメントが合ってい

ない。バイト 7で開始

32 ストアのバイト 0以

外

8 ストールが発生し

ない

アライメントが合ってい

ない。バイト 7で開始

32 考慮不要 16, 32 ストールが発生す

る

アライメントが合ってい

ない。バイト 7で開始

64 考慮不要 16, 32, 64 ストールが発生す

る

表 3-2 インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでの 

ストア・フォワーディングの制限 （続き）

ストア 

アライメント

ストアの幅

（ビット）

ロード・アライメン

ト（バイト）

ロードの幅

（ビット）

ストア・フォワー

ディングの制限
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以下の場合、データがメモリーを介して受け渡されるときに、ロードとストアを離す必要

がある。

• スタックフレームへのレジスターのスピル、セーブ、リストア

• パラメーターの受け渡し

• グローバル変数と動的変数

• 整数と浮動小数点の間のタイプ変換

• コンパイラーがインライン展開されたコードを分析しない場合、インライン展開され

たコードとのインターフェイスに関連する変数が強制的にメモリーに入れられ、作成

されるメモリー変数の数が増え、冗長なロードを排除できなくなる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 51（影響 H、一般性 MH）：ストア・フォ

ワーディングの問題が起こる可能性とその影響が最小限に抑えられるように、（レジス

ターの割り当てやパラメーターの受け渡しの際に）レジスターへの変数の割り当てに優先

順位を付ける（これによって他のペナルティーが生じない場合）。レイテンシーが大きい

命令（例えば、MUL、DIV）によって生成されるデータ、ストアとロードの間の距離が非

常に小さい変数のデータ、多数の依存関係チェーンまたは長い依存関係チェーンを含む変

数のデータには、ストア・フォワーディングを使用しない。また特に、ループ内の依存関

係チェーンにストア・フォワーディングを追加しない。

例 3-43に、ループ内の依存関係チェーンの例を示す。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 52（影響 M、一般性 MH）：ロードがス

トアの完了を待たずにすむように、できるだけ早くストアアドレスを計算する。

3.6.6 データレイアウトの最適化

ユーザー / ソース・コーディング規則 6（影響 H、一般性 M）：ソースコード内で定義さ

れるデータ構造をパディングして、すべてのデータ要素のアライメントをオペランドサイ

ズの自然アドレス境界に合わせる。

オペランドを SIMD命令にパックする場合は、パックされた要素のサイズ（64ビットまた

は 128ビット）にアライメントを合わせる。

構造体と配列の中でパティングを使用して、データのアライメントを合わせる。プログラ

マーは、構造体と配列を再構成して、パディングによって浪費されるメモリーを最小限に

抑えることができる。ただし、コンパイラーはこのような処理を自由に行えるとは限らな

例 3-43 ループ内の依存関係チェーン

for ( i = 0; i < MAX; i++ ) {

a[i] = b[i] * foo;

foo = a[i] / 3;

}  // fooはループ内依存
一般的な最適化ガイドライン　3-75



い。例えば、C プログラミング言語では、構造体の要素がメモリー内に割り当てられる順

序を指定している。詳細については、4.4節「スタックとデータのアライメント」と付録 D

「スタックのアライメント」を参照のこと。

例 3-44に、データ構造を再構成して、サイズを縮小する方法を示す。

64 バイトのキャッシュラインのサイズは、ストリーミング・アプリケーション（例えば、

マルチメディア）に影響を与える場合がある。このようなアプリケーションは、データを

1 回だけ参照して使用すると、そのデータを廃棄する。データアクセスがキャッシュライ

ン内のデータをまれにしか利用しないと、システムメモリー帯域幅の利用効率が低下す

る。例えば、例 3-45に示すように、構造体配列を複数の配列に分解すると、パッキングを

改善できる。

例 3-44 データ構造の再構成 

struct unpacked { /* パッディングで 20バイトに合わせる */

int a;

char b;

int c;

char d;

int e;

};

struct packed {  /* 16バイトに合わせる */

int a;

int c;

int e;

char b;

char d;

}

例 3-45 配列の分解 

struct { /* 1600バイト */

int  a, c, e;

char b, d;

} array_of_struct [100];

struct { /* 1400バイト */
int  a[100], c[100], e[100];

char b[100], d[100];

} struct_of_array;
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このような最適化の効率は、データの利用パターンによって異なる。構造体の要素がすべ

て一緒にアクセスされ、配列内のアクセスパターンが無作為である場合は、

ARRAY_OF_STRUCT によって不要なプリフェッチが回避される（ただし、メモリーが多

少浪費される）。

しかし、配列インデックスがスイープされる場合など、配列のアクセスパターンが局所性

を示す場合は、構造体の要素が一緒にアクセスされても、ハードウェア・プリフェッチを

備えたプロセッサーは STRUCT_OF_ARRAYからデータをプリフェッチする。 

要素 A がほかのエントリーの 10 倍の頻度でアクセスされる場合など、構造体の各要素の

アクセス頻度が異なる場合、STRUCT_OF_ARRAY を使用すると、メモリーの節約になる

だけでなく、不要なデータアイテム B、C、D、Eのフェッチも避けられる。

また、STRUCT_OF_ARRAY を使用すれば、プログラマーとコンパイラーが SIMD データ

タイプを使用できる。

ただし、STRUCT_OF_ARRAY には、互いに独立したメモリーストリームの参照回数が増

える欠点がある。このため、プリフェッチの回数が多くなり、アドレス生成計算の量が増

える。また、DRAM ページアクセスの効率に影響を与えることもある。これに対して、

HYBRID_STRUCT_OF_ARRAY手法は、2つの手法を組み合わせたものである。この場合

は、HYBRID_STRUCT_OF_ARRAY_ACE に 1つ、HYBRID_STRUCT_OF_ARRAY_BDに

1つ、2つのアドレスストリームが別々に生成され、参照される。また、2番目の代替手法

によって、不要なデータのフェッチを防げる。これは、（1）変数 A、C、Eが常に一緒に使

用される場合であり、（2）変数 Bと Dも常に一緒に使用されるが、A、C、Eと同時には使

用されないことを前提としている。 

このハイブリッド手法により、以下が保証される。

• STRUCT_OF_ARRAYより、アドレス生成が簡単になり、回数も少なくなる。

• ストリームの数が少ないため、DRAM ページミスが減少する。

• ストリームの数が少ないため、プリフェッチの回数が少なくなる。

• 同時に使用されるデータ要素が、キャッシュラインに効率的にパッキングされる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 53（影響 H、一般性 M）：連続してアク

セスできるように、データ構造を配置する。

struct { /* 1200バイト */

int  a, c, e;

} hybrid_struct_of_array_ace[100];

struct { /* 200バイト */

char b, d;

} hybrid_struct_of_array_bd[100];

例 3-45 配列の分解  （続き）
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データが一連のストリームとして構成される場合は、自動ハードウェア・プリフェッチは、

アプリケーションがこれから必要とするデータをプリフェッチでき、実効メモリー・レイ

テンシーを軽減できる。しかし、データが非連続的にアクセスされる場合は、自動ハード

ウェア・プリフェッチはデータをプリフェッチできない。プリフェッチは、最大 8つまで

の同時ストリームを認識できる。ハードウェア・プリフェッチの詳細は、第 7章「キャッ

シュ利用の最適化」を参照のこと。

メモリーの整合性は、以前のプロセッサーでは 32バイトのキャッシュライン上で維持され

ていたが、インテル ® Core™2 Duo プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサー、

インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ® Pentium® 4 プロセッサー、インテル ®

Xeon® プロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは 64バイトのキャッシュラ

イン上で維持される。これによって、フォルス・シェアリングが発生する可能性が高くな

る。

ユーザー / ソース・コーディング規則 7（影響 M、一般性 L）：キャッシュライン（64 バ

イト）内のフォルス・シェアリングに注意する。また、Intel NetBurst® マイクロアーキテ

クチャー・ベース・プロセッサーの場合、128 バイト・セクター内のフォルス・シェアリ

ングに注意する。

3.6.7 スタックのアライメント

スタックのアライメントの問題を回避する最も簡単な方法は、常にスタックのアライメン

トが合うようにすることである。例えば、あるプログラミング言語が 8ビット、16ビット、

32ビット、64ビットのデータをサポートし、80ビットのデータを使用しない場合、スタッ

クのアライメントは常に 64ビット境界に合っている必要がある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 54（影響 H、一般性 M）：64 ビット・

データがスタック上でパラメーターとして渡されるか、割り当てられる可能性がある場合

は、スタックのアライメントを必ず 8バイト境界に合わせる。

これを行うには、汎用レジスター（EBPなど）をフレームポインターとして使用する必要

がある。（スタックのアライメントが合っていない場合は）アライメントが合っていない

64 ビット参照が発生したり、（スタックのアライメントが合っている場合は）余分な汎用

レジスターのスピルが発生するというトレードオフがある。パフォーマンス・ペナル

ティーが発生するのは、アライメントが合っていないアクセスによりキャッシュラインが

分割されるときだけであることに注意する必要がある。つまり、空間的に連続する、アラ

イメントの合っていない 8つのアクセスのうちの 1つが、常にペナルティーを受けること

になる。
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64ビット・データを頻繁に使用するルーチンでは、例 3-46に示すコードを関数のプロロー

グとエピローグに置くことによって、スタックのアライメントのずれを回避できる。 

何らかの理由で、スタックのアライメントを 64ビットに合わせられない場合は、ルーチン

がパラメーターにアクセスして、レジスターか、またはアライメントの合っていることが

分かっているメモリーに保存する必要がある。これによって、ペナルティーの発生は一度

だけですむ。

3.6.8 キャッシュの容量制限とエイリアシング

一定の間隔だけ離れた複数のアドレスが、メモリー階層内のリソースを求めて競合する場

合がある。 

キャッシュは通常、複数のウェイのセット・アソシアティビティーを持つように実装され

ており、各ウェイは複数のセットのキャッシュライン（場合によってはセクター）で構成

されている。複数のメモリー参照がキャッシュ内の各ウェイの同じセットを求めて競合す

ると、容量上の問題が発生する可能性がある。また、特定のマイクロアーキテクチャーに

適用されるエイリアシング条件がある。1次キャッシュラインは 64バイトであることに注

意する。エイリアスの比較の際は、最下位 6ビットは考慮に入れられない。Intel NetBurst®

マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの場合、データは 2次キャッシュの 128

バイト・セクターにロードされる。そのため、エイリアシングの比較の際は、最下位 7ビッ

トは考慮されない。

例 3-46 動的なスタック・アライメント 

prologue:

subl esp, 4 ; フレーム・ポインターの格納

movl [esp], ebp

movl ebp, esp ; 新しいフレーム・ポインター

andl ebp, 0xFFFFFFFC; 64ビットにアライン

movl [ebp], esp ; 古いスタック・ポインターを格納

subl esp, FRAMESIZE ; 領域をアロケート

; ...呼び出し先を格納等

epilogue:

; ... 呼び出し先の復元等

movl esp, [ebp] ; スタック・ポインターの復元

movl ebp, [esp] ; フレーム・ポインターの復元

addl esp, 4

ret
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3.6.8.1 セットアソシアティブ・キャッシュの容量制限

特定のキャッシュ内の各ウェイの同じセットにマッピングされたメモリー参照の数がそ

のキャッシュのウェイ数を超えた場合、容量制限に達する可能性がある。1次データキャッ

シュと 2次キャッシュに適用される条件を以下に示す。

• L1セット競合― 複数の参照が同じ 1次キャッシュセットにマッピングされる。競合条

件は、バイト単位のキャッシュサイズをウェイ数で割ることによって決まる間隔であ

る。メモリー参照の数がワーキングセット内のウェイ数を超えた場合のみ、競合する

メモリー参照によって過度なキャッシュミスが発生する可能性がある。

－ CPUIDシグネチャーがファミリー・エンコーディング 15、モデル・エンコー

ディング 0、1、または 2のインテル ® Pentium® 4プロセッサーとインテル ® 

Xeon® プロセッサーでは、2KB境界のアドレスに対して 5つ以上の競合するメ

モリー参照が同時に行われると、過度な 1次キャッシュミスが発生する。 

－ CPUIDシグネチャーがファミリー・エンコーディング 15、モデル・エンコー

ディング 3のインテル ® Pentium® 4プロセッサーとインテル ® Xeon® プロセッ

サーでは、2KB境界の間隔があるアドレスに対して 9つ以上の競合する参照が

同時に行われると、過度な 1次キャッシュミスが発生する。 

－ インテル ® Core™2 Duoプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、イ

ンテル ® Core™ Soloプロセッサー、インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、

4KB境界の間隔があるアドレスに対して 9つ以上の参照が同時に行われると、

過度な 1次キャッシュミスが発生する。

• L2セット競合― 複数の参照が同じ 2 次キャッシュセットにマッピングされる。競合条

件は同様に、キャッシュサイズとウェイ数によって決まる。

－ インテル ® Pentium® 4プロセッサーとインテル ® Xeon® プロセッサーでは、9つ

以上の競合する参照が同時に行われると、過度な 2次キャッシュミスが発生す

る。容量上の問題を起こす可能性がある間隔は、2次キャッシュのサイズに応じ

て、32KB、64KB、または 128KBである。 

－ インテル ® Pentium® Mプロセッサーでは、容量上の問題を起こす可能性がある

間隔は、2次キャッシュのサイズに応じて、128KBまたは 256KBである。イン

テル ® Core™2 Duoプロセッサー、インテル ® Core™ Duoプロセッサー、インテ

ル ® Core™ Soloプロセッサーでは、同時アクセス数が 2次キャッシュのウェ

イ・アソシアティビティーを超えた場合、ストライドサイズが 256KBの間隔だ

と容量上の問題を起こす可能性がある。

3.6.8.2 インテル ®
 Pentium

®
 Mプロセッサー、インテル ®

 Core™ Soloプロセッ

サー、インテル ®
 Core™ Duoプロセッサー、インテル ®

 Core™2 Duoプ
ロセッサーにおけるエイリアシングの問題

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duoプロセッサー、インテル ® Core™2 Duoプロセッサーには、以下のようなエイ

リアシングの問題がある。
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• ストア・フォワーディング ― あるアドレスへのストアに続いて、同じアドレスからの

ロードが行われる場合、ストアデータが使用可能になるまで、ロードは続行されない。

ストアに続くロードのアドレスがストアアドレス 4KBの倍数である場合、ストア操作

が完了するまで、ロードはストールする。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 55（影響 H、一般性 M）：ストアの後に、

4KB の倍数となるアドレスを持つ独立したロードが続かないようにする。また、64KB の

倍数となるリニアアドレスを持つ複数のキャッシュラインが同じワーキングセットに含

まれないように、データをレイアウトするか、計算の順序を変更する。同じ 1 次キャッ

シュ・ワーキング・セット内で、2KB の倍数離れたキャッシュラインの数が 4つを超えな

いようにする。同じ 1 次キャッシュ・ワーキング・セット内で、4KB 倍数離れたキャッ

シュラインの数が 8つを超えないようにする。

同じインデックスで参照される、それぞれが 64KB の倍数である複数の配列

（STRUCT_OF_ARRAY データレイアウトで発生する）を宣言する場合は、パディングを使

用して、各配列を隣接して宣言することを避ける。パディングを行うには、他の変数の宣

言を挿入するか、または意図的に配列の次元を増やす。 

ユーザー /ソース・コーディング規則 8（影響 H、一般性 ML）：エイリアシングを避ける

ために、アドレスオフセット機能を持つ特殊なメモリー・アロケーション・ライブラリー

の使用を検討する。メモリー・アロケーターにエイリアシングを回避させる 1つの方法は、

必要以上の空間とパディングを行うことである。例えば、64KB の代わりに 68KB の構造

体を割り当てて、64KB のエイリアシングを避ける。あるいは、アロケーターにパディン

グを実行させ、128バイト（キャッシュラインのサイズ）の倍数であるランダムなオフセッ

トを返させる。 

ユーザー / ソース・コーディング規則 9（影響 M、一般性 M）：エイリアシングを避ける

ために変数の宣言でパディングを行う場合は、2 次キャッシュライン上のエイリアシング

を避ける方が大きなメリットが得られる。したがって、128 バイトまたはそれ以上のオフ

セットが必要になる。

4KBのオフセットがある 2つの異なるメモリー・ロケーションにコードがアセクスすると、

4KB のメモリー・エイリアシングが発生する。ソースバッファーとデスティネーション・

バッファーのアドレスが一定のオフセットを維持し、その一定のオフセットがループ反復

におけるバイト・インクリメントの倍数である場合に、メモリー・コピー・ルーチンで

4KBエイリアシングの状態が発生することがある。

例 3-47 は、ループの各反復で 16 バイトのメモリーをコピーするルーチンを示している。

ソースバッファー（EAX）とデスティネーション・バッファー（EDX）の間のオフセット

（モジュラー 4096）が 16、32、48、64、80である場合、ロードはストアがリタイアするま

で待機してから続行される。例えば、オフセット 16の場合、次の反復のロードは 4KBで

エイリアシングされた現在の反復のストアなので、ループはストア操作の完了まで待機し

て、ループ全体をシリアル化しなければならない。待機しなければならない時間は、オフ

セットが大きくなるほど減少し、オフセット 96ではこの問題が解決される（同一アドレス

のロードが行われる時間までにストアが完了するからである）。 
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インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、ソフトウェア・チューニングによって

エイリアシングの発生を検出するパフォーマンス監視イベントが提供されている（『Intel

64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の

LOAD_BLOCK.OVERLAP_STOREを参照）。

3.6.9 コードとデータの混在

インテル ® プロセッサーが命令を積極的にプリフェッチし、プリデコーディングすると、

以下の 2つの影響がある。

• 自己修正コードは、インテル ® アーキテクチャー・プロセッサーの必要条件に従って

正常に動作するが、パフォーマンスが大きく低下する。自己修正コードはできるだけ

使用しないようにする。

• コードセグメント内に配置された書き込み可能データは、自己修正コードと区別でき

ない可能性がある。したがって、コードセグメント内に書き込み可能データを置くと、

自己修正コードと同じペナルティーが生じることがある。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 56（影響 M、一般性 L）：コードと同じ

ページ上に（読み出し専用の）データを置かざるをえない場合は、間接ジャンプの直後に

そのデータを置かないようにする。例えば、間接ジャンプの直後にはそのジャンプのター

ゲットになる可能性の高いコードを置き、無条件分岐の後にデータを置く。

チューニングの推奨事項 1：まれに、コードページ上のデータが命令として実行されるた

めに、パフォーマンスが低下することがある。この問題が起こりやすいのは、トレース

キャッシュ内に存在しない間接分岐の直後に実行処理が行われる場合である。パフォーマ

ンスの低下の原因が明らかにこの問題である場合は、どこかほかの位置にデータを移動す

るか、間接分岐の直後に無効オペコード命令（UD2）または PAUSE 命令を挿入する。場

合によっては、無効オペコードや PAUSE 命令を挿入するとパフォーマンスが低下するの

で、注意が必要である。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 57（影響 H、一般性 L）：コードとデー

タは常に別のページに置く。自己修正コードの使用はできるだけ避ける。コードが修正さ

れる場合は、すべて一度に修正するようにして、修正を実行する側のコードと修正される

側のコードを別の4KBページに置くか、別々のアライメントされた1KBサブページに置く。

例 3-47 ループの反復におけるロードとストアの間でのエイリアシング 

LP:

movaps xmm0, [eax+ecx]

movaps [edx+ecx], xmm0

add ecx, 16

jnz lp
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3.6.9.1 自己修正コード

インテル® Pentium® IIIプロセッサーおよびそれ以前のプロセッサーで正常に動作した自己

修正コード（SMC）は、それ以降のすべてのプロセッサーでも正常に動作する。高い性能

が必要な場合は、SMC および相互修正コード（マルチプロセッサー・システム内の複数の

プロセッサーがコードページに書き込みを行う場合）は、使用すべきではない。

ソフトウェアは、実行されたコードと同じ 1KB サブページ内で、コードページへの書き込

みを行うべきではない。あるいは、書き込み中の内容の同じ 2KB サブページ内で、コード

のフェッチを行うべきではない。また、直接的または投機的に実行されるコードを含む

ページを、データページとして他のプロセッサーと共有すると、SMC条件が起動する。こ

れにより、マシンのパイプライン全体とトレースキャッシュが、SMC条件が原因となって

クリアーされる。

書き込まれるコードがデータページを満たしてから、そのページがコードとしてアクセス

される場合、動的コードは SMC 条件を起動する必要はない。動的修正コード（例えば、

ターゲット・フィックスアップからの）は、SMC条件の悪影響を受けやすいので可能な限

り避けるべきである。間接分岐を導入し、レジスター間接呼び出しを利用してデータペー

ジ（コードページではなく）上のデータテーブルを使用するなどして、SMC条件を避ける

必要がある。 

3.6.9.2 位置に依存しないコード

位置に依存しないコードは多くの場合、命令ポインター値の取得を必要とする。例 3-48(a)

には、一致する RETがない CALLを発行して IPの値を ECXレジスターに格納する手法を

示す。例 3-48(b)には、一致する CALL/RETペアを使用して IPの値を ECXレジスターに

格納する代替手法を示す。

例 3-48 命令ポインター照会手法

a) IPを得る returnなしの callは RSBに影響しない

call _label; プッシュされた returnアドレスは次の反復の IP

_label:

pop ECX; この命令の IPは、今 ECXに代入された

b) call/retがマッチしたペアの使用

call _lblcx; 

... ; ECXはこの命令の IPを含む

...

_lblcx:

mov ecx, [esp]; 

ret
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3.6.10 ライト・コンバイニング

ライト・コンバイニング（WC）は、次の 2つの方法でパフォーマンスを向上させる。

• 1次キャッシュへの書き込みミスの際に、キャッシュ /メモリー階層内の下位の階層か

らの所有権読み出し（RFO）が発生する前に、そのキャッシュラインに対する複数の

ストアを実行することができる。その後、ラインの残りの部分が読み込まれ、書き込

まれなかったバイトは、未修正のバイトと組み合わされてラインに返される。

• ライト・コンバイニングは、複数の書き込みをまとめてキャッシュ階層内の下位の階

層にユニットとして書き込める。そのため、ポートとバス・トラフィックの節約にな

る。トラフィックの節約は、キャッシュ不可メモリーへのパーシャル書き込みを避け

るために特に重要である。

ライト・コンバイニング・バッファーは 6つある（CPUIDシグネチャーがファミリー・エ

ンコーディング 15、モデル・エンコーディング 3のインテル ® Pentium® 4プロセッサーと

インテル ® Xeon® プロセッサーの場合、ライト・コンバイニング・バッファーは 8 つあ

る）。これらのバッファーのうち 2つは、上位のキャッシュレベルに書き出され、他の書き

込みミス用に解放されることがある。したがって、同時に使用できることが保証されてい

るライト・コンバイニング・バッファーは 4 つだけである。ライト・コンバイニングは、

メモリータイプ UC（キャッシュ不可）には適用されず、メモリータイプWC（キャッシュ

可能なライトコンバイン）に適用される。 

インテル ® Core™ Duo プロセッサーとインテル ® Core™ Solo プロセッサーの各プロセッ

サー・コアには、6 つのライト・コンバイニング・バッファーがある。インテル ® Core™

マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの各コアには、8 つのライト・コンバ

イニング・バッファーがある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 58（影響 H、一般性 L）：内部ループに

よって 5 つ以上の配列（4 つの異なるキャッシュ・ライン）にデータが書き込まれる場合

は、ループの本体を分割しそれぞれのループ反復で書き込まれる配列を 4つ以内に抑える

ようにする。

ライト・コンバイニング・バッファーは、すべてのメモリータイプのストアに適用される。

ライト・コンバイニング・バッファーは、キャッシュ不可メモリーへの書き込みには特に

重要である。これらのバッファーは、同じキャッシュラインの異なる部分への書き込みを、

複数のパーシャル書き込みとしてバス転送するのではなく、キャッシュライン全体の 1つ

のバス・トランザクションにまとめることができる（キャッシュ不可メモリーへの書き込

みはキャッシュされないため、バス転送される）。グラフィックス・バッファーなどキャッ

シュ不可メモリーである場合、パーシャル書き込みを避けると、バス帯域幅の制限を受け

るグラフィックス・アプリケーションのパフォーマンスが大きく向上する。キャッシュ不

可メモリーへの書き込みとライトバック・メモリーへの書き込みを別のフェーズに分けれ

ば、ライト・コンバイニング・バッファーがいっぱいになるまで、他の書き込みトラフィッ

クによって排出されないことが保証される。いくつかのアプリケーションでは、パーシャ

ル書き込みトランザクションが排除されると、パフォーマンスが約 20%向上することが分

かっている。キャッシュラインは 64 バイトであるため、63 バイトのバスへの書き込みに

より、8つのパーシャル・バス・トランザクションが発生する。 
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2 つのスレッドで同時に実行する関数をコーディングするときは、内部ループ内の書き込

み回数を削減すると、ライト・コンバイニング・ストアバッファーを最大限に活用できる。

ライト・コンバイニング・バッファーの推奨事項とハイパースレッディング・テクノロ

ジーについては、第 8章「マルチコアとハイパースレッディング・ テクノロジー」を参照

のこと。

ストア操作の順序の参照の可能性も、ライト・コンバイニングの重要な問題である。まだ

書き込まれていないキャッシュラインに対して、ライト・コンバイニング・バッファーへ

の書き込みが起こると、所有権読み出し（RFO）が発生する。他のライト・コンバイニン

グ・バッファーに対して次の書き込みが起こると、そのキャッシュラインに対して別の

RFO が発生する。第 2 のキャッシュラインの RFO が処理され、書き込みが正しい順序で

参照可能なことが保証されるまで、第 1のキャッシュラインおよびライト・コンバイニン

グ・バッファーへの後続の書き込みは遅延する。書き込みのメモリータイプがライト・コ

ンバイニングである場合は、ラインがキャッシュされないため、RFOは発生せず、このよ

うな遅延は生じない。ライト・コンバイニングの詳細については、『Intel 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 3A』の第10章「Power Optimization for Mobile

Usages」を参照のこと。

3.6.11 局所性の改善

局所性を改善すると、キャッシュ / メモリー階層内の外側レベルのサブシステムで発生す

るデータ・トラフィックを削減できる。これは、サイクル数の点でのアクセスコストが内

側レベルからよりも外側レベルからの方が高くなるという事実に対処することが目的で

ある。特定のキャッシュレベル（またはメモリーシステム）にアクセスするためのサイク

ルコストは通常、マイクロアーキテクチャー、プロセッサー、プラットフォーム・コン

ポーネントによって異なる。局所性やプロセッサー / プラットフォームごとに記載された

サイクルコストの数値表に従うのではなく、局所性に基づいて相対的なデータ・アクセス・

コストの傾向を把握するだけで十分な場合がある。一般的な傾向としては、データアクセ

スの並列性の度合いが同等な場合、外側レベルのサブシステムのアクセスコストは、

キャッシュ/メモリー階層内の最も内側のレベルのデータアクセスよりも大体 3～ 10倍高

くなる。

このように、局所性の改善は、主要なデータ・トラフィックの局所性を考慮した特性評価

から開始すべきである。付録 A「アプリケーション・ パフォーマンス・ツール」では、ワー

クロードの主要なデータ・トラフィックの局所性を判別する手法について説明している。

最終レベルキャッシュのキャッシュミス率がキャッシュ参照の数に比べて低い場合でも、

プロセッサーは通常、キャッシュミスの処理の待機に所要時間の多くを費やしている。プ

ログラムの局所性を向上させてキャッシュミスを減らすのは、重要な最適化手法である。

これにはいくつかの手法が使用される。 

• ブロッキングによってキャッシュに納まる配列の一部を反復する。（データブロック

［またはタイル］に対する以降の参照をキャッシュヒット参照にすることが目的）

• ループ交換によってキャッシュラインやページ境界を越えることを避ける。

• ループ傾斜によってアクセスを隣接させる。
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最終レベルキャッシュの局所性の改善は、ハードウェア・プリフェッチを利用できるよう

にデータ・アクセス・パターンの順序付けを行えば達成できる。これにもいくつかの手法

が使用される。 

• 配置がまばらな多次元配列を 1次元配列に変換して、間隔の狭い、ハードウェア・プリ

フェッチに適したシーケンシャルなパターンでメモリー参照を発生させる（2.4.4.4節

「データ・プリフェッチ」を参照）。

• 最適なタイルサイズおよびパターンを選択すると、最終レベルキャッシュへのヒット

率を高めることでテンポラルなデータ局所性をさらに改善し、ハードウェア・プリ

フェッチのメモリー・トラフィックを減らすことができる（7.6.11節「ハードウェア・

プリフェッチとキャッシュ・ブロッキング手法」を参照）。

局所性の改善手法に従わない動作する操作を回避することも重要である。lockプリフィク

スを過度に使用すると、データがキャッシュ内またはシステムメモリー内のどちらにある

のかにかかわらず、メモリーアクセス時の遅延が大きくなる場合がある。

ユーザー /ソース・コーディング規則 10（影響 H、一般性 H）：ブロッキング、ループ交

換、ループ傾斜、パッキングなどの最適化手法はコンパイラーに任せる方が良い。コンパ

イラーのループ最適化をオンにして、1 次キャッシュの半分または 2 次キャッシュ全体に

収まるように、データ構造を最適化し、ネストされたループの局所性を向上させる。

1 次キャッシュの半分のサイズに合わせて最適化を行うと、データアクセスごとのサイク

ルコストの点でパフォーマンスが大きく向上する。1 次キャッシュの半分で小さすぎる場

合は、2 次キャッシュに合わせて最適化する。両者の中間のサイズ（例えば、1 次キャッ

シュ全体）に合わせて最適化しても、パフォーマンス上のメリットは、2 次キャッシュに

合わせて最適化した場合とほとんど変わらない。

3.6.12 バス・レイテンシーの最小化

各バス・トランザクションには、要求およびアービトレーションを行う際のオーバーヘッ

ドが含まれる。読み込みと書き込みが切り替わる場合は、バス読み込みトランザクション

とバス書き込みトランザクションの平均レイテンシーが長くなる。読み込みと書き込みを

それぞれまとめると、バス・トランザクションの平均レイテンシーが減少する。これは、

書き込み後の読み込み、または読み込み後の書き込みなどの連続するトランザクションの

発生数が減少するからである。

ユーザー / ソース・コーディング規則 11（影響 M、一般性 ML）：バス上で読み込みと書

き込みの両方を行う場合、これらのバス・トランザクションを読み込みフェーズと書き込

みフェーズに分離するようにコードを変更すると、性能向上につながる。

ただし、バス上での読み込み操作と書き込み操作の順序は、プログラム内での順序と同じ

でないことを考慮する必要がある。

データのキャッシュラインをフェッチする際のバス・レイテンシーは、データ参照のアク

セス間隔に応じて変化する場合がある。一般に、連続するキャッシュミスの間隔の値が増

えると、バス・レイテンシーも増加する。それとは別に、バスキューの深さ（特定のトラ

ンザクション・タイプの未処理のバス要求数）が増しても、バス・レイテンシーは増加す
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る。この 2つの傾向が組み合わさると、リニアでない度合いが高くなる可能性がある。間

隔の広い、帯域幅に依存した状況でのバス・レイテンシーがそのようであると、データ並

列アクセスでのバスシステムの実効スループットは、間隔の狭い、帯域幅に依存した状況

での実効スループットよりも大幅に低くなる。

メモリー・トラフィックのアクセスごとのコストを最小限に抑えたり、ロー・メモリー・

レイテンシーを効果的に軽減するには、ソフトウェアのキャッシュ・ミス・パターンとな

る、より集中した間隔の狭いキャッシュミスを優先すべきである。

ユーザー /ソース・コーディング規則 12（影響 H、一般性 H）：バス・レイテンシーを効

果的に軽減するには、キャッシュミス間隔がハードウェア・プリフェッチ・トリガーしき

い値の半分よりも狭く、より集中したキャッシュ・ミス・パターンとなるデータ・アクセ

スを優先すべきである。

3.6.13 非テンポラルなストア・バス・トラフィック

システムバスの最大帯域幅は、（メモリーからの）読み込み、（キャッシュラインの）所有

権読み出し、書き込みなど、いくつかのタイプのバス・アクティビティーによって共有さ

れる。1度に 64バイトをバスに書き出す場合は、バス書き込みトランザクションのデータ

転送速度の方が高速である。 

一般に、ライトバック（WB）メモリーへのバス書き込みでは、システムバスの帯域幅を

所有権読み出し（RFO）トラフィックと共有する必要がある。非テンポラルなストアは

RFOトラフィックを要求しないが、1度に 64バイトが排出されるようにするために（いく

つかの 8バイト・チャンクではなく）、アクセスパターンの管理を考慮する必要がある。 
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非テンポラルなストアが原因のフルサイズの 64バイト・バス書き込みのデータ帯域幅は、

WB メモリーへのバス書き込みの 2 倍のデータ帯域幅を持つが、8 バイト・チャンクを転

送するとバス要求帯域幅が浪費され、データ帯域幅が大幅に低下する。例 3-49 と例 3-50

にこの違いを示す。

例 3-49 非テンポラルなストアおよび 64バイトのバス書き込みトランザクションの使用

#define STRIDESIZE 256

lea ecx, p64byte_Aligned

mov edx, ARRAY_LEN

xor eax, eax

slloop:

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax], xmm0

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax+16], xmm0

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax+32], xmm0

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax+48], xmm0

; 64バイトは１つのバストランザクションに書かれる

add eax, STRIDESIZE

cmp eax, edx

jl slloop

例 3-50 非テンポラルなストアおよびパーシャルバス書き込みトランザクション

#define STRIDESIZE 256

lea ecx, p64byte_Aligned

mov edx, ARRAY_LEN

xor eax, eax

slloop:

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax], xmm0

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax+16], xmm0

movntps XMMWORD ptr [ecx + eax+32], xmm0

; 48バイトの格納は結果として６つのバスにパーシャル・トランザクションとなる

add eax, STRIDESIZE

cmp eax, edx
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3.7 プリフェッチ

最近のインテル ® プロセッサー・ファミリーでは、以下の複数のプリフェッチ機構を利用

してデータ /コード移動の高速化とパフォーマンスの向上を図っている。 

• ハードウェア命令プリフェッチ

• データのソフトウェア・プリフェッチ

• データまたは命令のキャッシュラインのハードウェア・プリフェッチ

3.7.1 ハードウェア命令フェッチとソフトウェア・プリフェッチ

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの場合、ハードウェア

命令フェッチャーは、命令を一度に 32バイトずつ、64バイトの命令ストリーミング・バッ

ファーに読み出す。インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでの命令フェッチについ

ては、2.2.2節を参照のこと。

ソフトウェア・プリフェッチを行うには、プログラマーが PREFETCHヒント命令を使用し

て、キャッシュミスの適切なタイミングと場所を予想する必要がある。

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーの場合、ソフトウェア PREFETCH 命令は、

ページ境界を超えたプリフェッチを行い、1 ～ 4 のページウォークを実行することができ

る。フィルバッファーの割り当てに対して発行されたソフトウェア PREFETCH 命令は、

ページウォークが完了し、DCU ミスが検出されてからリタイアする。ソフトウェア

PREFETCH命令は、通常のロードと同じ方法ですべてのハードウェア・プリフェッチをト

リガーできる。 

ソフトウェア PREFETCH操作は、メモリー操作からのロードと同様に機能するが、以下の

例外がある。

• ソフトウェア PREFETCH命令は、仮想アドレスから物理アドレスへの変換が完了した

後にリタイアする。

• ページフォールトなどの例外がデータをプリフェッチする必要がある場合、ソフト

ウェア・プリフェッチ命令はデータをプリフェッチせずにリタイアする。

3.7.2 以前のマイクロアーキテクチャーにおけるソフトウェア・プ

リフェッチとハードウェア・プリフェッチ

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのインテル ® Pentium® 4 プロセッサー

とインテル ® Xeon® プロセッサーが、ソフトウェア・プリフェッチ機能に加えて導入した

ハードウェア・プリフェッチは、プログラマーの介入なしに動作して、データと命令のス

トリームをメモリーからフェッチする。以降のマイクロアーキテクチャーでは、このハー

ドウェア・プリフェッチ機構に対して改善と機能追加が行われている。初期のハードウェ

ア・プリフェッチ機構では、メモリーから 2次キャッシュへのデータや命令のプリフェッ

チに重点が置かれ、最近のハードウェア・プリフェッチ機構では、2 次キャッシュから 1

次キャッシュにデータをプリフェッチする機能が追加された。
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Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの場合、ハードウェア・プリフェッチは 8 つの

独立したストリームを追跡できる。

インテル ® Pentium® Mプロセッサーは、データ用のハードウェア・プリフェッチも備えて

いる。順方向では 12 個の独立したストリーム、逆方向では 4 個のストリームを追跡でき

る。また、このプロセッサーの PREFETCHNTA命令は、2次キャッシュを汚染することな

く、1次データキャッシュに 64バイトをフェッチする。

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーには、インテ

ル ® Pentium® Mプロセッサーより先進的なデータのハードウェア・プリフェッチが搭載さ

れている。主な違いについては、表 2-23を参照のこと。 

ハードウェア・プリフェッチは、プログラマーの介入なしに動作する。ただし、ハード

ウェア・プリフェッチは、間隔の狭いキャッシュ・ミス・パターンを優先するので、プロ

グラマーがハードウェア・プリフェッチの特性に合わせてデータ・アクセス・パターンを

カスタマイズした場合、最も効率的に動作する。ハードウェア・プリフェッチに合わせて

データ・アクセス・パターンを最適化することを強く推奨する。これは、ソフトウェア・

プリフェッチ命令の使用よりも優先的に検討すべき事項である。 

ハードウェア・プリフェッチは、間隔の狭い（キャッシュミスの間隔が 64バイトからあま

り離れていない）、両方向でのデータ・アクセス・パターンに最適である。これは、ロー

ド操作の発行時における既知および未知のいずれのアドレスへのデータアクセスにも当

てはまる。ソフトウェア・プリフェッチを注意深く使用すると、ハードウェア・プリフェッ

チを補完できる。 

ハードウェア・プリフェッチとソフトウェア・プリフェッチの間にはトレードオフがある。

これは、アクセスの規則性や間隔のようなアプリケーション特性に関連する。バス帯域幅、

発行帯域幅（クリティカル・パス上のロードのレイテンシー）、アクセスパターンが非テ

ンポラルなプリフェッチに適しているかどうかも影響する。

プリフェッチの使用方法の詳細は、第 7章「キャッシュ利用の最適化」を参照のこと。

第 5 章「SIMD 整数アプリケーション向けの最適化」には、ソフトウェア・プリフェッチ

を使用したメモリー・コピー・アルゴリズムのコード例が記載されている。

チューニングの推奨事項 2：ロードミスが頻繁に発生する場合は、ロード命令の前にプリ

フェッチを挿入するか、あるいは（発行帯域幅が重要な場合は）ロード命令を移動して、

より早い段階で実行する。
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3.7.3 1次データキャッシュのハードウェア・プリフェッチ 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでの 1 次キャッシュのハードウェア・プリ

フェッチ機構については、2.2.4.2節で説明されている。CPUIDシグネチャーがファミリー

15、モデル 6 の Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーでも、

同様の 1次キャッシュ・プリフェッチ機構を利用できる。 

例 3-51に、ハードウェア・プリフェッチをトリガーするための手法を示す。このコードで

は、リンクされたリストを横断して、2 つの異なるキャッシュラインに存在するそれぞれ

の要素の 2つのメンバーに対して計算処理を行っている。各要素のサイズは 192バイトで

ある。すべての要素の合計サイズは、2次キャッシュ内に収まるサイズよりも大きい。

例 3-51 DCUハードウェア・プリフェッチの使用 

元のコード プリフェッチのメリットを得られる変更済みシーケンス

mov  ebx, DWORD PTR [First]

xor eax, eax

scan_list:

mov eax, [ebx+4]

mov  ecx, 60

do_some_work_1:

add  eax, eax

and  eax, 6

sub  ecx, 1

jnz  do_some_work_1

mov  ebx, DWORD PTR [First]

xor eax, eax

scan_list:

mov eax, [ebx+4]

mov eax, [ebx+4]

mov eax, [ebx+4]

mov  ecx, 60

do_some_work_1:

add  eax, eax

and  eax, 6

sub  ecx, 1

jnz  do_some_work_1

mov eax, [ebx+64]

mov  ecx, 30

do_some_work_2:

add  eax, eax

and  eax, 6

sub  ecx, 1

jnz  do_some_work_2

mov eax, [ebx+64]

mov  ecx, 30

do_some_work_2:

add  eax, eax

and  eax, 6

sub  ecx, 1

jnz  do_some_work_2

mov  ebx, [ebx]

test ebx, ebx

jnz scan_list

mov  ebx, [ebx]

test ebx, ebx

jnz scan_list
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「変更済みシーケンス」では、片方のメンバーからデータをロードする命令の追加によっ

て、命令ポインターのスキップによる DCUハードウェア・プリフェッチがトリガーされ、

次のキャッシュライン中のデータがプリフェッチされる。それによって、2番目のメンバー

での処理を迅速に完了できる。

ソフトウェアは、以下の 2つの場合に 1次データ・キャッシュ・プリフェッチからメリッ

トを得られる。 

• データが 2次キャッシュに存在しない場合、1次データ・キャッシュ・プリフェッチは

2次キャッシュ・プリフェッチを早い段階でトリガーできる。 

• データが 2次キャッシュに存在し、1次データキャッシュには存在しない場合、1次デー

タ・キャッシュ・プリフェッチは 1 次データキャッシュに対するシーケンシャル・

キャッシュ・ラインのデータの供給を早い段階でトリガーできる。

不要な DCU ハードウェア・プリフェッチがトリガーされる予期せぬ可能性について、注

意が必要しなければいけない場合がある。多数のメンバーが多くのキャッシュラインをま

たがる大規模なデータ構造で、メンバーのうちごく少数のみが参照される方法でアクセス

され、同じキャッシュラインへのペアアクセスが複数発生する場合、DCUハードウェア・

プリフェッチによって不要なキャッシュラインのフェッチがトリガーされる可能性があ

る。例 3-52では、「Pts」配列と「AltPts」への参照によって DCUプリフェッチがトリガー

され、不要なキャッシュラインがフェッチされる。コードの一部分で DCUハードウェア・

プリフェッチによるパフォーマンスへの顕著な悪影響が検出された場合、ソフトウェアで

は、このワーキングセットのサイズを削減して 2次キャッシュの半分未満になるように試

みることができる。

例 3-52 DCUハードウェア・プリフェッチが原因の不要なラインのフェッチの回避

while ( CurrBond != NULL )

{

MyATOM  *a1 = CurrBond->At1 ;

MyATOM  *a2 = CurrBond->At2 ;

if ( a1->CurrStep <= a1->LastStep &&

          a2->CurrStep <= a2->LastStep)

{

a1->CurrStep++ ;

a2->CurrStep++ ;

double  ux = a1->Pts[0].x - a2->Pts[0].x ;

double  uy = a1->Pts[0].y - a2->Pts[0].y ;

double  uz = a1->Pts[0].z - a2->Pts[0].z ;
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このようなプリフェッチのメリットを十分に得るには、以下の手法によってデータの構成

とアクセスを行う。

手法 1：

• 連続したアクセスが同じ 4KBページ内で行われるようにデータを構成する。 

• 前方または後方に一定の間隔の IPプリフェッチでデータにアクセスする。

手法 2：

• 連続したラインにデータを構成する。

• アドレスの昇順でシーケンシャル・キャッシュ・ラインのデータにアクセスする。 

例 3-53では、1次キャッシュ・プリフェッチのメリットを得られるシーケンシャル・キャッ

シュ・ラインへのアクセスを示している。

メモリーからのロード操作を各反復の先頭に移すことによって、メモリーから 2次キャッ

シュへのペア・キャッシュ・ライン転送におけるレイテンシーの大部分は、最初のキャッ

シュラインの転送と並行して発生する可能性が高い。

a1->AuxPts[0].x += ux ;

a1->AuxPts[0].y += uy ;

a1->AuxPts[0].z += uz ;

a2->AuxPts[0].x += ux ;

a2->AuxPts[0].y += uy ;

a2->AuxPts[0].z += uz ;

} ;

CurrBond = CurrBond->Next ;

} ;

例 3-53 1次ハードウェア・プリフェッチを使用する際の手法

unsigned int *p1, j, a, b;

for (j = 0; j < num; j += 16)

{

a = p1[j];

b = p1[j+1];

// これらの 2つの値を使用

}

例 3-52 DCUハードウェア・プリフェッチが原因の不要なラインのフェッチの回避 （続き）
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IPプリフェッチでは、アドレスの下位 8ビットのみ使用してアドレスを識別する。ループ

のコードサイズが 256 バイトを超える場合は、2つのロードの最下位 8ビットが同じに見

えることがあるので、IPプリフェッチが制限される。したがって、256バイトを超えるルー

プがある場合、IPプリフェッチを使用するには、2つのロードの最下位 8ビットが同じで

ないことを確認する。

3.7.4 2次キャッシュのハードウェア・プリフェッチ 

インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーには、2つの 2次キャッシュ・プリフェッチ

が用意されている。

• ストリーマー― データまたは命令をメモリーから 2次キャッシュにロードする。スト

リーマーを使用するには、128 バイトにアライメントが合った 128 バイトのブロック

単位でデータまたは命令を構成する。このブロックがメモリー内にあるときにブロッ

ク内の 2つのキャッシュラインのいずれかに初めてアクセスすると、ストリーマーが

トリガーされて、ペアラインがプリフェッチされる。ソフトウェアにとって 2次キャッ

シュ・ストリーマーの機能は、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プ

ロセッサーの隣接キャッシュ・ライン・プリフェッチ機構に似ている。

• データ・プリフェッチ・ロジック（DPL）―  DPLと 2次キャッシュ・ストリーマーは、

ライトバック・メモリー・タイプでのみトリガーされる。これらはページ境界（4KB）

内に対してのみプリフェッチを行う。いずれの 2次キャッシュ・プリフェッチも、ソ

フトウェア・プリフェッチ命令と、DCUプリフェッチからのプリフェッチ要求によっ

てトリガーできる。DPLは、所有権読み出し（RFO）操作によってもトリガーできる。

2次キャッシュ・ストリーマーは、2次キャッシュミスに対する DPL要求によっても

トリガーできる。

ソフトウェアでは、命令ポインターとライン間隔の両方に従ってデータを構成するとメ

リットが得られる。例えばマトリクス演算の場合、列は IP ベース・プリフェッチによっ

て、行は DPLと 2次キャッシュ・ストリーマーによってプリフェッチできる。

3.7.5 キャッシュ制御命令

SSE2では、SSEのキャッシュ制御命令を拡張する、新しいキャッシュ制御命令をサポート

している。新しいキャッシュ制御命令には、以下のものがある。 

• 新しいストリーミング・ストア命令

• 新しいキャッシュ・ライン・フラッシュ命令

• 新しいメモリーフェンス命令

詳細は、第 7章「キャッシュ利用の最適化」を参照のこと。
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3.7.6 REPプリフィクスとデータ移動 

REP プリフィクスは通常、MEMCPY（REP MOVSD を使用）や MEMSET（REP STOS を

使用）などメモリー関連のライブラリー関数向けに、文字列移動命令とともに使用される。

REPプリフィクスに対応した STRING/MOV命令はMS-ROM（マイクロコード・シーケン

サー ROM）に実装され、パフォーマンスの異なる形式が複数存在する。

どの形式が使用されるかは、データレイアウト、アライメント、カウンター（ECX）の値

に基づいて実行時に選択される。例えば、最高のパフォーマンスを得るには、カウンター

値が 3以下の状態で REPプリフィクスとともにMOVSB/STOSBを使用する必要がある。

文字列 MOVE/STORE 命令には、複数のデータ型が存在する。効率的にデータを移動する

には、データ型が大きい方が望ましい。つまり、任意のカウンター値を複数のダブルワー

ドとカウンター値が 3以下の 1バイト移動に分解することによって、効率化を達成できる。

ソフトウェアでは、SIMD データ移動命令を利用すると、一度に 16 バイトを移動できる。

以下の段落でMEMCPY()、MEMSET()、MEMMOVE()などの高性能ライブラリー関数を設

計および実装する際の一般的なガイドラインについて説明する。検討すべき要素として

は、以下の 4つがある。 

• 反復ごとのスループット ―  2組のコードのパス長がほぼ同じ場合、効率の面では、反

復ごとに大量のデータを移動する命令の方が望ましい。また、反復ごとのコードサイ

ズが小さいと、一般的にはオーバーヘッドが減少し、スループットが向上する。反復

ループ構造と REPプリフィクスを使用した反復との、相対的なオーバーヘッドの比較

が必要になる場合がある。

• アドレス・アライメント ― スループットが極めて高いデータ移動命令には通常、アラ

イメントの制限がある。つまり、デスティネーション・アドレスが自然なデータサイ

ズにアライメントされている方が効率的に処理できる。具体的には、16バイトの移動

の場合、デスティネーション・アドレスを 16バイト境界にアライメントする必要があ

る。また、8 バイトの移動では、デスティネーション・アドレスを 8 バイト境界にア

ライメントした方が高いパフォーマンスを得られる。8 バイト境界にアライメントさ

れたアドレスでは多くの場合、ダブルワード単位で移動すると、パフォーマンスが向

上する。

• REP文字列移動とSIMD移動 ― SIMD拡張命令を使用して汎用メモリー関数を実装す

る場合は通常、SIMD 命令の確実な利用を可能にするプロローグコードや、実行時に

アライメント済みデータ移動の条件を満たすためのプリアンブル・コードを追加する

必要がある。REP文字列と SIMD手法について検討する際、スループットの比較では、

プロローグのオーバーヘッドも考慮に入れなければならない。

• キャッシュの排出 ― メモリールーチンによって処理されるデータの量が最終レベル・

キャッシュのサイズの半分に近づくと、キャッシュのテンポラルな局所性が影響を受

けることがある。ストリーミング・ストア命令（MOVNTQや MOVNTDQなど）を使

用すれば、キャッシュをフラッシュする影響を最小限に抑えられる。ストリーミング・

ストアを使用するしきい値は、最終レベルキャッシュのサイズに依存する。サイズの

判断には、CPUIDのキャッシュ・パラメーター・リーフを使用する。
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• ストリーミング・ストアを使用して MEMSET() 形式のライブラリーを実装する場合、

ターゲットアドレスをすぐに参照する必要がない場合のみ、アプリケーションがこの

手法のメリットを得られる点も考慮に入れなければならない。この想定は、マイクロ

ベンチマーク構成でストリーミング・ストアの実装をテストした場合には容易に確認

できるが、フルスケールのアプリケーションでは当てはまらない。

一般的なヒューリスティックを高性能の汎用ライブラリー・ルーチンの設計に適用するの

であれば、カウンター値 N の任意のサイズとアドレス・アライメントを最適化する際に、

以下のガイドラインが有用である。最適なパフォーマンスを得るには、Nの大きさに応じ

て異なる手法がある。

• Nが何らかのスモールカウントよりも小さい場合（スモールカウントのしきい値は、マ

イクロアーキテクチャー間で異なる。経験則上、Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャー向けに最適化する場合には 8が適切な値である）、いずれの場合もループ構造の

オーバーヘッドなしに直接コーディングできる。例えば、2 つの MOVSD 命令を明示

的に使用して、REPカウンターが 3に等しいMOVSB命令を使用すれば、11バイトを

処理できる。

• Nがそれほど小さくないが、何らかのしきい値よりも小さい場合（このしきい値はマイ

クロアーキテクチャーによって異なるが、経験則上で判断できる）、ランタイム CPUID

とアライメント・プロローグを使用して SIMD を実装すると、プロローグのオーバー

ヘッドによってスループットが低下しやすい。REP 文字列を実装する場合は、ダブル

ワードの REP 文字列を使用することが望ましい。アドレス・アライメントを改善する

ために、MOVSD/STOSD命令の使用開始前に、カウントが 4未満の MOVSB/STOSB命

令を使用する少量のプロローグコードを用いて、アライメントの合っていないデータ

移動を取り出すことができる。

• N が最終レベルキャッシュのサイズの半分よりも小さい場合、スループットに対する

考慮事項としては次のいずれも望ましい。 

－ 最大のデータ単位で REP文字列を使用する手法。REP文字列では、ループの反

復のオーバーヘッドがほとんどなく、アドレス・アライメントを処理するプロ

ローグ /エピローグ・コードでの分岐予測ミスのオーバーヘッドは、多くの反復

を実行する中で吸収される。

－ 最大のデータ単位で命令を使用する反復手法。この手法では、SIMD機能検出の

オーバーヘッド、反復のオーバーヘッド、アライメント制御のためのプロロー

グ /エピローグを最小限に抑えられる。いずれの手法を選ぶべきであるかは、マ

イクロアーキテクチャーに依存する。 

• 32ビット・モードでデスティネーション・アドレスがダブルワード境界にアライメン

トされている任意のカウンター値のために STOSD 命令を使用して実装された

MEMSET()の例を、例 3-54に示す。
3-96　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



• N が最終レベルキャッシュのサイズの半分よりも大きい場合、デスティネーション・

アドレスが直後に参照されないのであれば、アドレス・アライメント向けのプロロー

グ /エピローグとともに 16バイト単位のストリーミング・ストアを使用すると、効率

化を期待できる。

インテル ® コンパイラーが提供するランタイム・ライブラリーに含まれるメモリールーチ

ンは、広範なアドレス・アライメント、カウンター値、マイクロアーキテクチャーに対し

て最適化されている。ほとんどの場合、アプリケーションは、インテル ® コンパイラーに

よって提供されるデフォルトのメモリールーチンを利用すべきである。 

状況によっては、データのバイトカウントは、呼び出しで渡されたパラメーターによって

認識されるのではなく、コンテキストによって認識される。汎用ライブラリー・ルーチン

に必要な手法と比べて、シンプルな手法を採用できる。例えば、バイトカウントが少ない

例 3-54 任意のカウントサイズおよび 4バイトにアライメントされたデスティネーションで

の REP STOSD 

「C」のMEMSET()の例 REP STOSD使用した同等の実装

void memset(void *dst,int 

c,size_t size)

{

char *d = (char *)dst;

size_t i;

for (i=0;i<size;i++)

*d++ = (char)c;

}

push edi

movzx eax, byte ptr [esp+12]

mov ecx, eax

shl ecx, 8

or ecx, eax

mov ecx, eax

shl ecx, 16

or eax, ecx

mov edi, [esp+8] ; 4バイト・アライン

mov ecx, [esp+16] ;バイト・カウント

shr ecx, 2  ; DWORDにする

cmp ecx, 127

jle _main

test edi, 4

jz _main

stosd ; 1つの DWORDを剥離

dec ecx

_main:  ; 8バイト・アライン

rep stosd

mov ecx, [esp + 16]

and ecx, 3 ; count 3以下で行う

rep stosb ; 3以下で最適

pop edi

ret
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場合、カウントが 4未満の REP MOVSB/STOSB命令を使用すれば、適切なアドレス・アラ

イメントとループのアンロールによって残りのデータを完了することができる。

MOVSD/STOSD命令を使用した場合は、反復に関連したオーバーヘッドを削減できる。 

REPプリフィクスを文字列移動命令とともに使用すると、上記の状況で高度なパフォーマ

ンスを得られる。ただし、REP プリフィクスを文字列スキャン命令（SCASB、SCASW、

SCASD、SCASQ）または比較命令（CMPSB、CMPSW、SMPSD、SMPSQ）とともに使用

することは、高度なパフォーマンスを得る上で推奨されない。代わりに、SIMD 命令の使

用を検討する。

3.8 浮動小数点に関する考慮事項

浮動小数点アプリケーションをプログラミングする場合、C、C++、または Fortranなどの

高水準プログラミング言語から始めた方が良い。多くのコンパイラーは、可能であれば、

浮動小数点演算のスケジューリングと最適化を自動的に行う。しかし、最適なコードを生

成するには、プログラマーがコンパイラーを補助する必要がある。

3.8.1 浮動小数点コードの最適化のガイドライン

ユーザー / ソース・コーディング規則 13（影響 M、一般性 M）：SSE 命令、SSE2 命令、

SSE3命令を使用したコードを生成するように、コンパイラーの最適化オプションを利用す

る。

生成された浮動小数点アプリケーションのパフォーマンスをチューニングするには、以下

の手順に従う。

• コンパイラーが浮動小数点コードをどのように扱うかを理解する。 

• アセンブリー・リストを調べて、プログラム上行われている変換処理を確認する。 

• 実行時間に大きな影響を与えている、アプリケーション内のネストされたループを検

討する。

• コンパイラーが高速なコードを生成できなかった理由を判断する。

• 解決できる依存関係がないかどうか確認する。

• 問題のある領域（バス帯域幅、キャッシュの局所性、トレースキャッシュ帯域幅、ま

たは命令のレイテンシー）を特定して、問題のある領域の最適化に焦点を合わせる。

例えば、バスがすでに飽和している場合は、PREFETCH命令を追加しても効果がない。

また、トレースキャッシュ帯域幅が問題である場合は、プリフェッチ・マイクロオペ

レーション（μOP）を追加すると、パフォーマンスが低下するときがある。

また、通常は、本章で説明する以下の一般的なコーディングの推奨事項に従う必要がある。

• キャッシュをブロックする

• プリフェッチを使用する

• ベクトル化を有効にする

• ループをアンロールする
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ユーザー / ソース・コーディング規則 14（影響 H、一般性 ML）：アプリケーションが浮

動小数点値の有効範囲を超えないようにし、デノーマル値、アンダーフローを避ける。有

効範囲外の値があると、非常に大きなオーバーヘッドが生じる。

ユーザー / ソース・コーディング規則 15（影響 M、一般性 ML）：必要でない場合には、

倍精度データタイプを使用しない。x87 FPU 制御ワードの精度制御（PC）フィールドを

「単精度」に設定する。これで、一部の演算（例えば、除算の早い完了）の単精度（32ビッ

ト）計算の速度がアップする。ただし、浮動小数点制御ワードを合計 3つ以上の値の間で

切り替えると、パフォーマンスが大きく低下する。3.8.3節を参照のこと。

ユーザー / ソース・コーディング規則 16（影響 H、一般性 ML）：高速の浮動小数点整数

変換ルーチン、FISTTP命令、または SSE2命令を使用する。これらのルーチンをコーディ

ングする場合、SSE3が利用可能であれば、FISTTP命令を利用する。SSE2を使用してコー

ディングするのであれば、CVTTSS2SI 命令、CVTTSD2SI 命令を使用する。多くのライブ

ラリーは、必要以上の作業を行う x87コードを利用する。SSE3の FISTTP命令は、浮動小

数点制御ワード（FCW）にアクセスすることなく、切り捨てによって、浮動小数点値を 16

ビット、32 ビット、または 64 ビットの整数に変換できる。一部のコンパイラーでは、

CVTTSS2SI命令と CVTTSD2SI命令を使用すると、マイクロオペレーション（μOP）の数

が大幅に減り、ストア・フォワーディングの遅延が少なくなる。また、丸めモードの変更

も回避できる。

ユーザー / ソース・コーディング規則 17（影響 M、一般性 ML）：データの依存関係を解

消すると、アウトオブオーダー・エンジンがコードからより多くの ILPを引き出すことが

できる。配列の要素を合計する際は、単一のアキュムレーターの代わりに部分和を使用す

る。

例えば、Z=A+B+C+D を計算するには、次のコードの代わりに、

X = A + B;

Y = X + C;

Z = Y + D;

次のコードを使用する。

X = A + B;

Y = C + D;

Z = X + Y;

ユーザー / ソース・コーディング規則 18（影響 M、一般性 ML）：通常は、数値演算ライ

ブラリーは、初等関数を計算する際に超越関数命令（例えば、FSIN）を利用する。超越

関数を計算するとき、特に 80ビットの拡張精度を使用する必要がない場合は、ソフトウェ

アに基づく別の手法（補間法を使用するルックアップ・テーブル方式のアルゴリズムなど）

を検討するべきである。これらの手法を使って、希望する数値精度とルックアップ・テー

ブルのサイズを選択し、SSE 命令と SSE2 命令の並列処理を利用すると、超越関数計算の

パフォーマンスを向上できる。
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3.8.2 浮動小数点モードと浮動小数点例外

浮動小数点数を操作するとき、高速マイクロプロセッサーは、ハードウェアまたはコード

を必要とする例外を、頻繁に処理しなければならない。 

3.8.2.1 浮動小数点例外

パフォーマンス低下を招く主な原因は、次のマスクされた浮動小数点例外条件を使用する

ことである。

• 算術オーバーフロー

• 算術アンダーフロー 

• デノーマルオペランド

オーバーフロー例外、アンダーフロー例外、デノーマル例外の定義は、『Intel 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 1』の第 4章を参照のこと。

デノーマル浮動小数点数は、以下の 2つの場合パフォーマンスに影響を与える。

• 直接的：オペランドとして使用される場合

• 間接的：アンダーフロー状態の結果として生成される場合

アンダーフローを生成しない浮動小数点アプリケーションでは、デノーマルは常に浮動小

数点定数によるものである。

ユーザー / ソース・コーディング規則 19（影響 H、一般性 ML）：できるだけデノーマル

浮動小数点定数の使用を避ける。デノーマル例外と算術アンダーフロー例外は、x87命令の

実行中に発生することも、SSE/SSE2/SSE3 命令の実行中に発生することもある。Intel

NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーは、SSE/SSE2/SSE3命令を実

行する場合と、IEEE規格への準拠より処理速度を重視する場合に、これらの例外をより効

率的に処理する。以下の項では、浮動小数点例外によるパフォーマンスの低下を最小限に

抑えるためにコードを最適化するときの推奨事項について説明する。

3.8.2.2 x87 FPU コード内の浮動小数点例外の処理

3.8.2.1節「浮動小数点例外」で示した特殊な状況は、すべてパフォーマンスに影響するペ

ナルティーを発生させる。したがって、x87 FPU コードは、これらの状況に陥ることを避

けるように作成する必要がある。

基本的には、次の 3 つの方法で、x87 FPU コード内のオーバーフロー / アンダーフロー状

態の影響を軽減できる。

• 十分に大きい浮動小数点データタイプを選択して、算術オーバーフロー / アンダーフ

ロー例外を発生せずに結果を表現できるようにする。

• オペランドと演算結果の範囲をスケーリングして、オーバーフロー/アンダーフロー状

態の発生回数をできるだけ減らす。
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• 最終結果が計算され、メモリーに格納されるまで、中間結果を x87 FPUレジスタース

タック上に保持する。中間結果が x87 FPU スタック上に保持されている間は、オー

バーフローやアンダーフローが発生する可能性は低い。これは、スタック上のデータ

は拡張倍精度形式で格納されるため、オーバーフロー / アンダーフロー状態もこの形

式で検出されるからである。 

• デノーマル浮動小数点定数（これらは読み出し専用であるため、変更されない）の使

用を避けて、できるだけ同じ符号の 0で置き換えることが望ましい。

3.8.2.3 SSE/SSE2/SSE3コード内の浮動小数点例外

ハードウェアは、マスクされた浮動小数点例外を発生させる特殊な状況のほとんどを効率

良く処理できる。SSE/SSE2/SSE3コードの実行中に、マスクされたオーバーフロー例外が

発生した場合、プロセッサー・ハードウェアでは、パフォーマンスの低下なしでこの例外

を処理する。

アンダーフロー例外とデノーマル・ソース・オペランドは、通常は IEEE754の仕様に従っ

て処理されるが、パフォーマンス上の大幅な遅延を招くことがある。プログラマーが、IEEE

754 規格への完全な準拠を犠牲にして処理速度を向上させたい場合は、2 つの非 IEEE 754

準拠モード（FTZ モードと DAZ モード）を使用すれば良い。これによって、アンダーフ

ロー結果とデノーマル入力が頻繁に発生する状況を高速に処理できる。

FTZモードが有効になっている場合は、アンダーフロー結果は適切な符号の 0に自動的に

変換される。この動作モードは、IEEE 754に準拠していないが、IEEE 754への完全な準拠

よりパフォーマンスの方が重要なアプリケーションに使用できる。FTZ モードが有効に

なっている場合は、デノーマル結果は生成されない。したがって、FTZモードでデノーマ

ル値が検出されるのは、読み出し専用のデノーマル浮動小数点定数の場合に限られる。

DAZ モードでは、SIMD 浮動小数点アプリケーションの実行時に、デノーマル・ソース・

オペランドを効率的に処理できる。DAZモードが有効になっている場合は、入力デノーマ

ルは同じ符号の 0として処理される。パフォーマンスの向上が目標である場合、DAZモー

ドを有効にすれば、デノーマル浮動小数点定数を効率的に処理できる。

IEEE 754 仕様に完全に準拠しなくても良い場合、パフォーマンスが重要であれば、FTZ

モードと DAZモードを有効にして、SSE/SSE2/SSE3アプリケーションを実行する。

注意：  DAZモードは、SSE拡張命令と SSE2拡張命令のいずれでも

使用できる。ただし、DAZ モードによる処理速度の向上が十分に実

現されるのは SSEコードだけである。 
一般的な最適化ガイドライン　3-101



3.8.3 浮動小数点モード

インテル ® Pentium® III プロセッサーでは、FLDCW 命令はコストのかかる操作であった。

初期世代のインテル ® Pentium® 4プロセッサーでは、整数への変換の実行時など、アプリ

ケーションが x87 FPU制御ワード（FCW）を 2つの定数値の間で切り替える場合について

のみ、FLDCW命令が改善された。インテル ® Pentium® Mプロセッサー、インテル ® Core™

Solo プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Core™2 Duo プロ

セッサーでは、FLDCW命令が従来の世代よりも改善されている。 

厳密には、最初の 2世代のインテル ® Pentium® 4プロセッサーにおいて、プログラマーは

FLDCW 命令の最適化によって 2 つの定数値を効率的に切り替えられる。FLDCW 命令の

最適化が効果を上げるには、FCWの 2つの定数値は、FCWの次の 5ビット以外は一致し

ていなければならない。

FCW[8-9] 精度制御

FCW[10-11] 丸め制御

FCW[12] 無限大制御

FCWの他のビット（例えば、マスクビット）を変更する場合は、インテル ® Pentium® 4プ

ロセッサーでも、FLDCW命令によるペナルティーが生じる。

アプリケーションが 3つ（またはそれ以上）の定数値を順番に切り替える場合は、FLDCW

命令の最適化は適用されないため、FLDCW 命令を実行するたびにパフォーマンスの低下

が起こる。

この問題の 1つの解決策は、FCWの 2つの定数値を選択して、FLDCW命令の最適化を利

用してこれらの 2 つの定数値だけで FCW を切り替え、何らかの手段を工夫して、実際に

は FCWを 3番目の定数値に切り替えずに、3番目の FCW値を必要とするタスクを実行す

ることである。もう 1つの解決策は、アプリケーションが最初は一定時間 2つの定数値の

間だけで FCWを切り替え、その後は別の 2つの定数値の間で FCWを切り替えるように、

コードを構成することである。アプリケーションが後で 2つの FCW値を切り替える場合、

移行時にのみ、パフォーマンスの低下が起こる。

SIMD アプリケーションが FTZ モードと DAZ モードの値を切り替える可能性は低いと予

想される。したがって、SIMD 制御ワードのレイテンシーは、浮動小数点制御レジスター

のレイテンシーより大きくなっている。MXCSRレジスターの読み出しには、相当大きなレ

イテンシーが生じる。MXCSRレジスターの書き込みは、シリアル化命令となる。

単精度用と倍精度用に別々の制御ワードは存在しないため、単精度と倍精度の双方に同じ

動作モードが適用される。このことは、FTZモードと DAZモードにも当てはまる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 59（影響 H、一般性 M）：浮動小数点制

御ワードのビット 8～ 12の変更を最小限に抑える。3つ以上の値の間で切り替える（各値

は次のビットの組み合わせ。精度制御、丸め制御、無限大制御、FCWの残りのビット）と、

パイプラインの段数にほぼ相当する遅延が発生する。
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3.8.3.1 丸めモード

多くのライブラリーは、浮動小数点値を整数に変換する浮動小数点整数変換ライブラリー・

ルーチンを備えている。これらのライブラリーの多くは、ANSI C コーディング基準に適合

している。ANSI C基準では、丸めモードを切り捨てとして規定している。インテル® Pentium®

4プロセッサーでは、CVTTSD2SI命令と CVTTSS2SI命令を使用して、丸めモードを変更

せずに、切り捨てを使用してオペランドを変換できる。これらの命令を使用した場合のコ

スト削減効果は、以下に説明する、x87浮動小数点命令を使用する方法より十分に大きい。

したがって、切り捨てを使用する場合は、できるだけ SSEと SSE2を使用することを推奨

する。

x87浮動小数点では、FIST命令は、浮動小数点制御ワード（FCW）で指定された丸めモー

ドを使用する。この丸めモードは、通常は「直近値」への丸めになっている。したがって、

多くのコンパイラー開発者は、C および FORTRAN の基準に適合するために、プロセッ

サーの丸めモードの変更をコーディングしている。これを行うには、FLDCW 命令を使用

して、プロセッサーの制御ワードを変更する必要がある。丸めビット、精度ビット、無限

大ビットの変更の場合は、FSTCW命令を使用して浮動小数点制御ワードをストアする。次

に FLDCW命令を使用して丸めモードを切り捨てに変更する。

FCW内で丸めモードを変更する一般的なコードシーケンスでは、通常は FSTCW命令の後

にロード操作が続く。このメモリーからのロード操作は、ストア・フォワーディングの問

題を避けるために、16 ビット・オペランドを使用する必要がある。以前にストアされた

FCW ワードに対するロード操作が 8 ビットまたは 32 ビットのオペランドを使用すると、

ストア操作とロード操作の間でデータのサイズが一致しないため、ストア・フォワーディ

ングの問題が発生する。 

ストア・フォワーディングの問題が起きないように、FCW に対する書き込みと読み出し

は、いずれも 16ビット操作でなければならない。

丸めビット、精度ビット、無限大ビットが 2回以上変更され、結果的に丸めモードが重要

でないときに、例 3-55のアルゴリズムを使用して、同期の問題、FLDCW命令のオーバー

ヘッドおよび丸めモード変更の手間を回避する。この例では、パフォーマンスの低下につ

ながるストア・フォワーディングの問題が発生することに注意する。それでも、丸めビッ

ト、精度ビット、無限大ビットを 3つ以上の値の間で変更するよりは効率が良い。 

例 3-55 丸めモードの変更を避けるアルゴリズム 

_fto132proc

lea ecx, [esp-8]

sub esp, 16 ; フレームをアロケート

and ecx, -8 ; 境界 8でポインターをアライン

fld st(0)  ; FPUスタックの上端を二重化
一般的な最適化ガイドライン　3-103



アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 60（影響 H、一般性 L）：丸めモードの

変更回数を最小限に抑える。丸めビット、精度ビット、無限大ビットが合計 3つ以上の値

の間で切り替えられる場合は、丸めモードの変更を使ってフロアー関数とシーリング関数

を実行してはならない。

fistp qword ptr[ecx]

fild qword ptr[ecx]

mov edx, [ecx+4] ; 整数の上位 DWORD

mov eax, [ecx] ; 整数の下位 DWORD

test eax, eax

je integer_QnaN_or_zero

arg_is_not_integer_QnaN:

fsubp st(1), st ; TOS=d-round(d), { st(1) = st(1)-st & pop ST}

test edx, edx ; 整数の符号をチェック

jns positive ; 負の数

fstp dword ptr[ecx] ; 減算の結果

mov ecx, [ecx] ; 差分の DWORD (単精度 )

add esp, 16

xor ecx, 80000000h

add ecx,7fffffffh ; diffが 0未満の場合、整数をデクリメント

adc eax,0 ; INC EAX (CARRYフラグを加算 )

ret

positive:

fstp dword ptr[ecx] ; 17-18 減算の結果

mov ecx, [ecx] ; 差分の DWORD (単精度 )

add esp, 16

add ecx, 7fffffffh ; 差分が 0未満の場合、整数をデクリメント

sbb eax, 0 ; DEC EAX (CARRYフラグを減算 )

ret

integer_QnaN_or_zero:

test edx, 7fffffffh

jnz arg_is_not_integer_QnaN

add esp, 16

ret

例 3-55 丸めモードの変更を避けるアルゴリズム  （続き）
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3.8.3.2 精度

単精度演算で十分な場合は、倍精度ではなく単精度を使用する。これは、以下の理由によ

る。

• 単精度演算の方が長い SIMDベクトルを使用できる。

• これは、単精度データの方が、レジスターに保持できるデータ要素の数が多いためで

ある。x87 FPU制御ワードの精度制御（PC）フィールドが単精度に設定されている場

合、浮動小数点除算器は、倍精度計算や拡張倍精度計算よりはるかに高速に、単精度

計算を実行できる。PCフィールドが倍精度に設定されている場合は、倍精度データに

対する x87 FPU演算は、拡張倍精度演算より早く完了する。これらの特性は、浮動小

数点除算や平方根計算などに影響を与える。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 61（影響 H、一般性 L）：精度モードの

変更回数を最小限に抑える。

3.8.3.3 並列性と FXCHの利用の改善

x87 命令セットは、オペランドのうち 1 つを浮動小数点スタックに依存する。依存関係グ

ラフがツリー状になっている場合（これは、それぞれの中間結果が一度だけ使用されると

いう意味である）、コードが注意深くスケジューリングされていれば、スタックのトップ

またはメモリーにあるオペランドだけを使用して、スタックのトップの下に埋もれている

オペランドの使用を避けることが可能である。オペランドをスタックの中間から取り出す

必要がある場合は、FXCH 命令を使用して、スタックのトップのオペランドとスタック内

の別のエントリーを入れ替えることができる。 

また、FXCH 命令を使用すると並列性も強化できる。依存関係チェーンをオーバーラップ

させれば、より多くの独立した命令がハードウェア・スケジューラーから見えるようにな

る。より多くのオペランドが同時にアクティブな状態になるように、レジスター名前空間

を拡張するときに、FXCH命令が必要になる。

しかし、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーの場合、FXCH

を使用すると、トレースキャッシュ内の発行帯域幅が制限される。この理由は、FXCH 命

令がスロットを消費し、さらには、FXCH命令が発行スロットの制限を受けるからである。

アプリケーションが発行帯域幅やリタイア帯域幅の制限を受けない場合は、FXCH はパ

フォーマンスに影響を与えない。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーでは命令ウィンドウの

実効サイズが十分に大きいため、次の反復まで離れた命令同士をオーバーラップさせるこ

とができる。このため、通常は、FXCH命令を使用して並列性を強化する必要はない。

FXCH 命令は、アルゴリズムを表現する場合や、並列性を強化する場合にのみ、必要に応

じて使用するべきである。レジスター名前空間のサイズを拡張する場合は、XMM レジス

ターの使用を推奨する。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 62（影響 M、一般性 M）：名前空間を拡

張するときは、必要な個所にのみ FXCH命令を使用する。 

これによって、命令を並べ替えて、並行して実行できる。アウトオブオーダー実行が可能

なため、非常に短い距離だけ命令を移動するために FXCH命令を使う必要はない。 
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3.8.4 x87コードとスカラー SIMD浮動小数点コードのトレードオフ

x87浮動小数点コードとスカラー浮動小数点コード（SSEと SSE2を使用）には、多くの違

いがある。これらの違いを考慮に入れて、どのレジスターと命令を使用するか決定すべき

である。

• SIMD浮動小数点命令の入力オペランドに、そのデータタイプで表現可能な範囲より小

さい値が含まれている場合は、デノーマル例外が発生する。これにより、パフォーマ

ンスが大きく低下する。SIMD浮動小数点操作には、ゼロ・フラッシュ・モード (FTZ)

があり、結果のアンダーフローは発生しない。したがって、それ以降の計算に、デノー

マル入力オペランドの処理によるパフォーマンスの低下は生じない。例えば、3Dアプ

リケーションに低い照明レベルで多数のアンダーフローが発生する場合、ゼロ・フラッ

シュ・モードを使用すると、パフォーマンスは約 50%向上する。

• 同等のx87命令よりもスカラー浮動小数点SIMD命令の方がレイテンシーが小さい。ス

カラー SIMD 浮動小数点乗算命令はパイプライン化できるが、x87 乗算命令はパイプ

ライン化できない。

• x87だけが超越関数命令をサポートしている。

• x87命令は、80ビットの拡張倍精度浮動小数点をサポートしている。SSEは、最大 32

ビットの精度をサポートしている。SSE2は、最大64ビットの精度をサポートしている。

• スカラー浮動小数点レジスターは、FXCH命令とトップオブスタックの制限なしに、直

接アクセスできる。 

• Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー上では、丸めモー

ドの変更や例 3-55のシーケンスを使用するより、ストリーミング SIMD拡張命令 2お

よびストリーミング SIMD拡張命令を使用する方が、切り捨てを使用して浮動小数点

を整数に変換するコストは大幅に小さくなる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 63（影響 M、一般性 M）：x87命令の機

能が特に必要な場合以外は、ストリーミング SIMD拡張命令 2またはストリーミング SIMD

拡張命令を使用する。大部分の SSE2算術演算は x87よりもレイテンシーが小さく、x87レ

ジスタースタックの管理に関連するオーバーヘッドがない。 

3.8.4.1 インテル ®
 Core™ Soloプロセッサーとインテル ®

 Core™ Duoプロセッ
サーでのスカラー SSE/SSE2のパフォーマンス

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーでは、改善さ

れたデコードとマイクロオペレーション（μOP）フュージョンの組み合わせにより、以前

は 2、3、4 マイクロオペレーション（μOP）に分割された命令がすべてのデコーダーをそ

のまま通過する。その結果、スカラー SSE/SSE2 コードは、2 つの浮動小数点ユニットに

よって実行される x87 コードのパフォーマンスに匹敵するようになった。インテル ®

Pentium® M プロセッサーの場合、スカラー SSE/SSE2 コードのパフォーマンスは、2 つの

浮動小数点ユニットによって実行される x87コードに比べて約 30%低下することがある。

浮動小数点から整数への変換、単精度命令の除算、または精度の変更があるコードシーケ

ンスでは通常、コンパイラーから x87コードを生成すると、データが単精度でメモリーに

書き込まれた後、再び読み出され、精度が落ちる。x87コードの代わりにスカラーSSE/SSE2
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コードを使った場合、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー利用時にはパフォーマン

ス上の大きなメリットが得られ、インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core

Duo™プロセッサー利用時にはある程度のメリットが得られる。 

推奨事項：コンパイラー・スイッチを使用して、x87コードではなくスカラー SSE2浮動小

数点コードを生成する。

スカラーSSE/SSE2コードを使用する場合は、XMMレジスターの未使用スロットの内容を

クリアする必要性と、それに伴うパフォーマンスへの影響に注意する。例えば、MOVSS

または MOVSD 命令を使ってメモリーからデータをロードすると、XMMレジスターの上

位半分をゼロにするための追加のマイクロオペレーション（μOP）が生じる。 

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duoプロセッサーでは、MOVLPD命令を使ってこのペナルティーを回避できる。た

だし、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーで MOVLPD 命令を使用すると、パフォーマン

ス上のペナルティーが発生する。

単精度と倍精度のコードを混在させた場合には、また別の状況が生じる。Intel NetBurst® マ

イクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、CVTSS2SD命令を使用すると、代

替シーケンスに比べてパフォーマンス上のペナルティーがある。

XORPS XMM1, XMM1

MOVSS XMM1, XMM2

CVTPS2PD XMM1, XMM1

インテル® Core™ Soloプロセッサーやインテル® Core™ Duoプロセッサーでは、CVTSS2SD

命令を使用すると、代替シーケンスよりも望ましい結果が得られる。 

3.8.4.2 整数オペランドを使用する x87浮動小数点操作

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、16 ビット整数オ

ペランドを使用する浮動小数点操作（FIADD、FISUB、FIMUL、FIDIV）は、2 つの命令

（FILDと浮動小数点操作）に分ける方が効率的である。しかし、32ビット整数オペランド

を使用する浮動小数点操作では、FIADD、FISUB、FIMUL、FIDIV命令を使用しても、別々

の命令を使用しても、処理効率は同じになる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 64（影響 M、一般性 L）：FILD 命令に

は、16ビット・オペランドではなく、32ビット・オペランドを使用する。ただし、32ビッ

ト・メモリー・オペランドの上位半分と下位半分に別々に書き込むことによってストア・

フォワーディングの問題が起こる場合は、32 ビット・オペランドではなく 16 ビット・オ

ペランドを使用する。

3.8.4.3 x87浮動小数点比較命令

x87浮動小数点値の比較を実行するときは、FCOMI命令と FCMOV命令を使用する。FCOM、

FCOMP、FCOMPP 命令を使用すると、通常は FSTSW などの命令の追加が必要になる。

FCOM、FCOMP、FCOMPP命令を使用すると、デコードしなければならないマイクロオペ

レーション（μOP）の数が増えるため、これらの命令の使用は避ける。
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3.8.4.4 超越関数

アプリケーションが、パフォーマンス上の理由などで、超越関数をソフトウェア上でエ

ミュレートしなければならない場合は（3.8.1節「浮動小数点コードの最適化のガイドライ

ン」を参照）、数値演算ライブラリー呼び出しをインライン展開する方が良い。これは、

CALL 命令と呼び出しに付随するプロローグ / エピローグが、演算のレイテンシーに大き

な影響を与える可能性があるためである。

ただし、超越関数は、x87 浮動小数点命令でのみサポートされており、ストリーミング

SIMD拡張命令やストリーミング SIMD拡張命令 2ではサポートされていない。

3.9 PCIeパフォーマンスの最大化

アップストリームの読み出しと書き込み（PCIeエージェントからホストのメモリーに発行

される読み出しおよび書き込みトランザクション）のサイズおよびアライメントによっ

て、PCIeパフォーマンスが大きな影響を受けることがある。原則としては、帯域幅とレイ

テンシー両方の面から見た最高のパフォーマンスは、64バイト境界にアップストリームの

読み出しおよび書き込みの開始アドレスをアライメントし、要求のサイズが 64バイトの倍

数になるようにすることで実現できる。さらに、大きな倍数（128バイト、192バイト、256

バイト）を使用した場合、帯域幅はさらにある程度向上する。特に、パーシャル書き込み

の場合は、後続の要求（読み出しまたは書き込み）の遅延を招く。

2番目の規則としては、1つのキャッシュラインに複数の未処理の同時アクセスを回避する

ことである。1 つのキャッシュラインに同時に複数の未処理のアクセスがあった場合、競

合が発生し、本来ならばパイプライン化されるはずのアクセスがシリアル化され、その結

果レイテンシーが長くなったり、帯域幅が低くなる可能性がある。この規則に違反するパ

ターンとして、64バイトの倍数でないシーケンシャル・アクセス（読み出しまたは書き込

み）、同じキャッシュ・ライン・アドレスへの明示的なアクセスが挙げられる。オーバー

ラップする要求（開始アドレスは異なるものの、要求の長さによってオーバーラップを招

く要求）も、同じ影響を及ぼす可能性がある。例えば、アドレス 0x00000200の 96バイト

の読み出しに続いて、アドレス 0x00000240の 64バイトの読み出しを行うと、2番目の読

み出しで競合（および遅延の可能性）が発生する。

64バイトの倍数ではあるものの、アライメントが合っていないアップストリームの書き込

みの場合は、パーシャル書き込みとフル・シーケンシャル書き込みが連続して行われる。

例えば、アドレス 0x00000070への長さ 128バイトの書き込みは、アドレス 0x00000070、ア

ドレス 0x00000080、アドレス 0x00000100へのそれぞれ長さ 16バイト、64バイト、48バ

イトの 3つのシーケンシャル書き込みと同じである。

デュアルポートやクワッドポートのネットワーク・インターフェイス・カード（NIC）ま

たはデュアル GPUグラフィックス・カードなど、マルチファンクション・デバイスを実装

する PCIeカードの場合、そのうちのいずれかのデバイスの動作が最適でないと、そのカー

ドのそれ以外のデバイスの帯域幅やレイテンシーに影響が生じる可能性があることに注

意しなければならない。ここで説明する動作に関しては、特定の PCIeポート上のすべての

トラフィックを、単一のデバイスおよびファンクションからのものであるものとして扱

う。
3-108　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



最適な PCIe帯域幅を実現する方法を以下に示す。

1. アップストリームの読み出しおよび書き込みの開始アドレスを64バイト境界にアラ

イメントする。

2. 64バイトの倍数である読み出し要求および書き込み要求を使用する。

3. シーケンシャルなパーシャルライン・アップストリーム書き込みやランダムな

パーシャルライン・アップストリーム書き込みは排除または避ける。

4. シーケンシャルなパーシャルライン読み出しなど、競合するアップストリーム

読み出しは排除または避ける。

パフォーマンスの問題を回避するための手法として、キャッシュラインですべてのディス

クリプターとデータバッファーをアライメントする、アップストリームに書き込まれる

ディスクリプターを 64バイト・アライメントにパディングする、入ってきたデータをバッ

ファーに格納してより大きなアップストリーム書き込みペイロードにする、64バイト（の

倍数）読み出しを使用できるように PCIe デバイスによるシーケンシャルな読み出し用の

データ構造体を割り当てる、といった方法が挙げられる。最適化されていない読み出しお

よび書き込みの悪影響は、個別のワークロード、およびその製品がベースとするマイクロ

アーキテクチャーによって異なる。
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4

SIMDアーキテクチャー向けの
コーディング
以下のインテル®プロセッサーは、それぞれ SIMDアーキテクチャー命令セットをサポー

トする。

• インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー：

インテル® MMX®テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3

• 拡張版インテル® Core™マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー：

インテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1

• インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalem：

インテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2

• インテル® マイクロアーキテクチャーWestmere：

MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AESNI

• インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge：

MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AESNI、PCLMULQDQ、Intel®AVX

インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon®プロセッサー、インテル® Pentium®

M プロセッサーは、SSE2、SSE、インテル® MMX®テクノロジーをサポートしている。90

ナノ・メートル・テクノロジーを採用した、ハイパースレッディング・テクノロジー対応

インテル® Pentium® 4 プロセッサーでは、SSE3 が導入された。インテル® Core™ Solo プ

ロセッサーとインテル® Core™ Duo プロセッサーは、SSE3/SSE2/SSE、インテル® MMX®

テクノロジーをサポートしている。

SIMD（Single Instruction, Multiple Data）技術により、マルチメディア、信号処理、モデリ

ングなどの高度なアプリケーションを開発できる。

SIMD 手法は、テキスト / 文字列処理、字句解析、構文解析のアプリケーションにも適用

できる。これについては、第 10章「テキスト処理 /字句解析 /構文解析における SSE4.2と

SIMDプログラミング」で説明する。AESNIを最適化する手法については、5.10節で説明

する。

これらの機能によって可能になる高度なパフォーマンスを十分に活用するには、以下のこ

とを行う必要がある。

• プロセッサーが、インテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、

SSE4.2をサポートしていることを確認する。

• オペレーティング・システムが、インテル® MMX® テクノロジーと SSEをサポートし

ていることを確認する（OSが SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2をサポートする

条件は、SSE をサポートする条件と同じである）。

• 本書で説明する最適化手法とスケジューリング手法を使用する。
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• スタック・アライメントおよびデータ・アライメント手法を使用して、データの適切

なアライメントを維持し、メモリーの使用効率を上げる。

• 必要に応じて、SSEと SSE2のキャッシュ制御命令を利用する。

4.1 プロセッサーによる SIMD技術のサポートのチェック

この節では、プロセッサーがインテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、

SSE4.1、SSE4.2をサポートしているかを確認する方法について説明する。

次の 3つの方法で、アプリケーションに SIMD技術を実装できる。

1. アプリケーションのインストール時に、SIMD 技術のサポートをチェックする。希

望の SIMD技術が使用できる場合は、適切な DLLをインストールする。

2. プログラムの実行時に SIMD技術のサポートをチェックし、実行時に適切な DLLを

インストールする。この方法は、異なるマシン上で実行されるプログラムに効果的

である。

3. 複数のバージョン（SIMD 技術を使用するバージョンと使用しないバージョン）の

ルーチンを含む「ファット」バイナリーコードを作成する。プログラムの実行時に

SIMD技術のサポートをチェックし、適合するバージョンのルーチンを実行する。こ

の方法は、異なるマシン上で実行されるプログラムに特に効果的である。

4.1.1 インテル® MMX® テクノロジーのサポートのチェック

インテル®  MMX® テクノロジーが利用可能な場合は、CPUID.01H:EDX[BIT 23] が 1 であ

る。例 4-1 のコードセグメントを使用して、プロセッサーが インテル® MMX® テクノロ

ジーを利用できるかどうかをテストする。

CPUID 命令の詳細については、『インテル ® プロセッサーの識別と CPUID 命令』（資料番

号 241618）を参照のこと。

例 4-1 CPUID によるインテル®  MMX® テクノロジーの識別

;CPUID命令の実装を確認
… ; 

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認
… ;

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求
cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID 命令
test edx, 00800000h ; 機能フラグで MMXテクノロジービット（23ビット）が

; １である
jnz Found
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4.1.2 ストリーミング SIMD拡張命令のサポートのチェック

プロセッサーがストリーミング SIMD 拡張命令（SSE）をサポートしているかどうかを

チェックする手順は、インテル ® MMX® テクノロジーのチェックとよく似ている。しか

し、SSE命令を使用する際に一貫性のあるアプリケーション動作を実現するには、オペレー

ティング・システム（OS）がコンテキスト・スイッチング時に SSE状態の保存と復元をサ

ポートしていなければならない。

システムが SSEをサポートしているかをチェックするには、次の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUIDの機能ビットをチェックして、プロセッサーが SSEをサポートしていること

を確認する。

例 4-2に、CPUID機能フラグの SSE機能ビット（ビット 25）を確認する方法を示す。

4.1.3 ストリーミング SIMD拡張命令 2のサポートのチェック

プロセッサーが SSE2 をサポートしているかをチェックする手順は、SSE のチェックとよ

く似ている。OSが SSE2をサポートする必要条件は、OSが SSEをサポートする必要条件

と同じである。

システムが SSE2をサポートしているかをチェックするには、次の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID 命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUID の機能ビットをチェックして、プロセッサーが SSE2 テクノロジーをサポー

トしていることを確認する。

例 4-3に、CPUID機能フラグの SSE2機能ビット（ビット 26）を確認する方法を示す。

例 4-2 CPUID による SSE の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H cpuid命令

test edx, 002000000h ; 機能フラグの 25ビットが１である

jnz Found

例 4-3 CPUID による SSE2 の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test edx, 004000000h ; 機能フラグの 26ビットが１である

jnz Found
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4.1.4 ストリーミング SIMD拡張命令 3のサポートのチェック

SSE3には 13の命令が含まれ、そのうち 11は SIMD形式または x87形式のプログラミング

に適している。プロセッサーが SSE3 をサポートしているかをチェックする手順は、SSE

のチェックとよく似ている。OSが SSE3をサポートする必要条件は、SSEをサポートする

必要条件と同じである。

システムが SSE3 の x87命令と SIMD命令をサポートしているかをチェックするには、次

の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUIDの ECX機能ビット 0をチェックして、プロセッサーが SSE3テクノロジーを

サポートしていることを確認する。

例 4-4に、CPUID機能フラグの SSE3機能ビット（ECXのビット 0）を確認する方法を示す。

ソフトウェアは、MONITOR と MWAIT 命令を使用する前に、これらの命令がサポートさ

れているかどうかをチェックしなければならない。MONITOR と MWAIT 命令が利用可能

であるかどうかの検出は、例 4-4 と同様のコードシーケンスを使って実行できる。これら

の命令が利用可能であるかどうかは、ecxに返された値のビット 3によって示される。

4.1.5 ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令のサポートの

チェック

プロセッサーが SSSE3をサポートしているかをチェックする手順は、SSEのチェックとよ

く似ている。OS が SSSE3 をサポートする必要条件は、SSE をサポートする必要条件と同

じである。

システムが SSSE3をサポートしているかをチェックするには、次の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUIDの機能ビットをチェックして、プロセッサーが SSSE3テクノロジーをサポー

トしていることを確認する。

例 4-4 CPUID による SSE3 の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test ecx, 000000001h ; 機能フラグの 0ビットが 1である

jnz Found
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例 4-5に、CPUID機能フラグの SSSE3機能ビットを確認する方法を示す。

4.1.6 ストリーミング SIMD拡張命令 4.1のサポートのチェック

プロセッサーが SSE4.1をサポートしているかをチェックする手順は、SSEのチェックとよ

く似ている。OSが SSE4.1をサポートする必要条件は、SSEをサポートする必要条件と同

じである。

システムが SSE4.1をサポートしているかをチェックするには、次の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUID の機能ビットをチェックして、プロセッサーが SSE4.1 をサポートしている

ことを確認する。

例 4-6に、CPUID機能フラグの SSE4.1機能ビットを確認する方法を示す。

4.1.7 ストリーミング SIMD拡張命令 4.2 のサポートのチェック

プロセッサーが SSE4.2 をサポートしているかをチェックする手順は、SSE のチェックとよ

く似ている。OS が SSE4.2 をサポートする必要条件は、SSE をサポートする必要条件と同

じである。

システムが SSE4.2 をサポートしているかをチェックするには、次の手順に従う。

1. プロセッサーが CPUID 命令をサポートしていることを確認する。

2. CPUID の機能ビットをチェックして、プロセッサーが SSE4.2 をサポートしている

ことを確認する。

例 4-5 CPUID による SSSE3 の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令
test ecx, 000000200h ; ECX bit 9 

jnz Found

例 4-6 CPUIDによる SSE4.1の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test ecx, 000080000h ; ECX bit 19 

jnz Found
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例 4-7 に、CPUID 機能フラグの SSE4.2 機能ビットを確認する方法を示す。

4.1.8 PCLMULQDQおよび AESNI命令の検出

アプリケーションでは、AESNI命令（AESDEC/AESDECLAST/AESENC/AESENCLAST/

AESIMC/AESKEYGENASSIST）を使用する前に、プロセッサーが AESNI拡張命令をサポー

トしていることをチェックする必要がある。CPUID.01H:ECX.AESNI[bit 25] = 1 の場合、

AESNI拡張命令はサポートされている。 

PCLMULQDQ命令を使用する前に、アプリケーションは CPUID.01H:ECX.PCLMULQDQ

[bit 1] = 1であるかどうかをチェックする必要がある。

SSE状態の処理をサポートするオペレーティング・システムでは、AESNI拡張命令および

PCLMULQDQ命令を使用するアプリケーションもサポートされる。これは、SSE2、SSE3、

SSSE3、SSE4の必要条件と同じである。 

例 4-7 CPUIDによる SSE4.2の識別

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test ecx, 000100000h ; ECX bit 20 

jnz Found

例 4-8 AESNI命令の検出

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test ecx, 002000000h ; ECX bit 25 

jnz Found

例 4-9 PCLMULQDQ命令の検出

;CPUID命令の実装を確認

… ; シグネチャーが "GENUINE INTEL"であることを確認

mov eax, 1 ; 機能フラグの要求

cpuid ; 0FH, 0A2H CPUID命令

test ecx, 000000002h ; ECX bit 1

jnz Found
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4.1.9 AVX命令の検出

インテル® AVXは、256ビットの YMMレジスターステートを処理する。アプリケーショ

ンでは、図 4-1 に示す一般的な手順フローに従って、YMM ステートを処理する新しい拡

張命令を検出する。

アプリケーションでは、AVX を使用する前に、オペレーティング・システムで XGETBV

命令と YMM レジスターステートがサポートされていることに加え、プロセッサーで

XSAVE/XRSTORおよびAVX命令を使用してYMMステートを管理できることを確認する

必要がある。以下の簡単な手順により両方の処理を実行する（強く推奨）。

1) CPUID.1:ECX.OSXSAVE[bit 27] = 1を検出する（アプリケーションで使用できるように

XGETBVが有効になっている1）。

2) XGETBVを発行し、XFEATURE_ENABLED_MASK[2:1] = ‘11b’であることを確認する

（XMMステートおよび YMMステートが OSで有効になっている）。

3) CPUID.1:ECX.AVX[bit 28] = 1を検出する（AVX命令がサポートされている）。

（手順 3は手順 1と 2に対して任意の順序で実行できる）

1. CPUID.01H:ECX.OSXSAVEが 1を示す場合、プロセッサーで XSAVE、XRSTOR、XGETBV、プロセッ

サーによる拡張ステートビットベクトル XFEATURE_ENALBED_MASKレジスターがサポートされて

いることも間接的に暗示している。そのため、アプリケーションでは、XSAVEおよび OSXSAVEに対

する CPUID機能フラグのチェックを簡略化できる。XSETBVは特権命令である。

図 4-1 アプリケーションで AVXを検出するための一般的な手順フロー

HWで XSAVE、XRSTOR、XGETBV、XFEATURE_ENABLED_MASKが

XGETBVを使用して XFEM

状態が有効であることを
命令セットに対する

機能フラグをチェックする

CPUID.1H:ECX.OXSAVE = 1か ?

OSはプロセッサーによる

拡張ステート管理に対応している

状態が有効 命令を

サポートされていることを暗示している

はい

チェックする
機能フラグをチェックする

使用できる
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以下の擬似コードは、アプリケーションで AVX を検出するときの推奨プロセスを示して

いる。 

注意：アプリケーションが CPUID.1:ECX.AVX[bit 28]に排他的に依存したり、

CPUID.1:ECX.XSAVE[bit 26]に全面的に依存することは賢明ではない。これらは、オペレー

ティング・システムのサポートではなく、ハードウェアのサポートを示すものであるため

である。YMM ステート管理がオペレーティング・システムで有効になっていない場合、

AVX命令は CPUID.1:ECX.AVX[bit 28]に関係なく #UDを生成する。“CPUID.1:ECX.XSAVE

[bit 26] = 1”は、OSがステート管理で実際に XSAVEプロセスを使用することを保証するも

のではない。

例 4-10 AVX命令の検出

INT supports_AVX()

{ mov eax, 1

cpuid

and ecx, 018000000H

cmp ecx, 018000000H; OSXSAVEと AVX機能フラグの両方をチェック

jne not_supported

; プロセッサは AVX命令をサポートし OSで XGETBVが有効

mov ecx, 0; XFEATURE_ENABLED_MASKレジスターに 0を指定

XGETBV ; 結果は EDX:EAX

and eax, 06H

cmp eax, 06H ; OSが XMMと YMMステートを
; サポートしているのをチェック

jne not_supported

mov eax, 1

jmp done

not_supported:

mov eax, 0

done:
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4.1.10 VEXでエンコードされた AESおよび VPCLMULQDQの検出

VAESDEC/VAESDECLAST/VAESENC/VAESENCLAST/VAESIMC/VAESKEYGENASSIST 命

令は YMMステートを処理する。検出手順では、CPUID.1:ECX.AES[bit 25] = 1のチェック

と、AVXに対するアプリケーション・サポートの検出の手順を組み合わせる必要がある。 

同様に、VPCLMULQDQの検出手順では、CPUID.1:ECX.PCLMULQDQ[bit 1] = 1のチェッ

クと、AVXに対するアプリケーション・サポートの検出手順を組み合わせる必要がある。

以下にこのための擬似コードを示す。

例 4-11 VEXでエンコードされた AESNI命令の検出

INT supports_VAESNI()

{ mov eax, 1

cpuid

and ecx, 01A000000H

cmp ecx, 01A000000H; OSXSAVE AVXと AESNI機能フラグをチェック

jne not_supported

; プロセッサは AVXと VEX-encoded AESNI命令をサポートし OSで XGETBVが有効

mov ecx, 0; XFEATURE_ENABLED_MASKレジスターに 0を指定

XGETBV ; 結果は EDX:EAX

and eax, 06H

cmp eax, 06H ; OSが XMMと YMMステートを
; サポートしているのをチェック

jne not_supported

mov eax, 1

jmp done

not_supported:

mov eax, 0

done:

例 4-12 VEXでエンコードされた AESNI命令の検出

INT supports_VPCLMULQDQ)

{ mov eax, 1

cpuid
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4.2 SIMDプログラミング・コードへの変換に関する留意点

インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザー には、コードの評価とチューニングの

支援ツールが収録されている。これらのツールを使用する前に、次の点を確認する必要が

ある。

1. 現在のコードに、インテル® MMX® テクノロジー、ストリーミング SIMD拡張命令、

ストリーミング SIMD拡張命令 2、ストリーミング SIMD拡張命令 3、ストリーミン

グ SIMD 拡張命令 3 補足命令、ストリーミング SIMD 拡張命令 4.1 またはストリー

ミング SIMD拡張命令 4.2の使用によるメリットがあるか。

2. コードは整数コードか浮動小数点コードか。

3. 必要な整数ワードサイズまたは浮動小数点精度はどれくらいか。

4. どのコーディング手法を使用したら良いか。

5. どのガイドラインに従ったら良いか。

6. データタイプをどのように配置し、アライメントするか。

図 4-2に、既存のコードを、インテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、

SSE4.1、SSE4.2コードに変換するプロセスのフローチャートを示す。

and ecx, 018000002H

cmp ecx, 018000002H; OSXSAVE AVXと PCLMULQDQ機能フラグのチェック

jne not_supported

; プロセッサは AVXと VEX-encoded PCLMULQDQ命令をサポートし OSで
; XGETBVが有効

mov ecx, 0; XFEATURE_ENABLED_MASKレジスターに 0を指定

XGETBV ; 結果は EDX:EAX

and eax, 06H

cmp eax, 06H ; OSが XMMと YMMステートを
; サポートしているのをチェック

jne not_supported

mov eax, 1

jmp done

not_supported:

mov eax, 0

done:

例 4-12 VEXでエンコードされた AESNI命令の検出
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図 4-2 ストリーミング SIMD拡張命令コードへの変換チャート

SIMD

SIMD

SIMD

SIMD

Hotspot

SIMD 

OM15156
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SIMD技術の効果を最大限に発揮するには、コード内の以下の個所を特定する必要がある。

• 大量の計算を必要とする部分

• 頻繁に実行され、パフォーマンスに影響を与える部分

• ほとんどデータに依存しない制御フローを使用する部分

• 浮動小数点計算が必要な部分

• 一度に 16バイトのデータを移動することでメリットを得られる部分

• 少ない命令を使ってコード化できる計算の部分

• キャッシュ階層を効率的に使用するために、プログラマーの指示を必要とする部分

4.2.1 ホットスポットの特定

パフォーマンスを最適化するには、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーを

使用して、計算時間の大部分を占有するコードセクションを特定する。このセクションは、

ホットスポットと呼ばれる。付録 A 「アプリケーション・ パフォーマンス・ツール」を参

照のこと。

インテル® VTune™パフォーマンス・アナライザーは、特定のモジュールの ホットスポッ

トを表示して、大部分の CPU時間を消費しているパフォーマンス上問題があるコードセク

ションを識別する。ホットスポットの表示によって、大部分の CPU時間を消費しているパ

フォーマンス上問題の可能性があるコード内のセクションを識別できる。

インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーでは、メモリー・ロケーション、関数、

クラス、またはソースファイル別にホットスポットを表示できる。ホットスポットをダブ

ルクリックすると、そのホットスポットのソースまたはアセンブリー表示が開き、ホット

スポット内の各命令のパフォーマンスに関する詳しい情報が表示される。

インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーによって、ソースコードのすべてのレ

ベルで、詳しい分析データとパフォーマンス・データが得られ、アセンブリー言語レベル

での助言も得られる。コードコーチは、C/C++、Fortran、Java* プログラムのパフォーマン

スを向上できる個所を分析して特定し、具体的な最適化手法を提案する。必要に応じて、

コードコーチは、（インテル®パフォーマンス・ライブラリーに含まれている）高度に最適

化された組み込み関数と関数の使用を提案する疑似コードを表示する。インテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーは、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーを含むインテル ®

アーキテクチャー（IA）ベースのプロセッサー向けに設計されているため、IA プロセッ

サー上のプログラムを最適化するための詳しい手法を提案できる。詳細については、付録

A.1.1 「インテル®  64プロセッサーと IA-32プロセッサーの推奨される最適化設定」を参

照のこと。
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4.2.2 SIMD実行コードへの変換によるメリットがあるかどうかの

判定

SIMD技術の使用によるメリットがあるコードを特定するのは、時間と困難を伴う作業であ

る。大量の計算を必要とするアプリケーションは、SIMDコードに変換することでパフォー

マンスが向上する可能性がある。これには、次のものがある。

• 音声圧縮アルゴリズム /フィルター

• 音声認識アルゴリズム

• ビデオ表示 /キャプチャ・ルーチン

• レンダリング・ルーチン

• 3Dグラフィックス（ジオメトリー）

• 画像 /動画処理アルゴリズム

• 空間的（3D）オーディオ

• 物理的モデリング（グラフィックス、CAD）

• ワークステーション・アプリケーション

• 暗号化アルゴリズム

• 複素数演算

一般的に、SIMD コードに変換した方が良いコードとは、8 ビット、16 ビットまたは 32

ビット整数、単精度 32ビット浮動小数点データ、または倍精度 64ビット浮動小数点デー

タ（SSE2）の連続した配列を操作する、小さいサイズの反復ループを含むコードである

（整数および浮動小数点データアイテムは、メモリー内に連続して配置されていなければ

ならない）。これらのコードでは、ループが反復されるため、アプリケーションの処理時

間が長くなる。しかし、これらのルーチンは、いずれかの SIMD 技術向けに変換すると、

パフォーマンスが大きく向上する可能性がある。

SIMD技術を使用できる個所が特定できたら、現在のアルゴリズムと修正されたアルゴリズ

ムのどちらが優れたパフォーマンスを保証するのかを評価する必要がある。

4.3 コーディング手法

SSE4.2、SSE4.1 、SSE3、SSE2、SSE、インテル® MMX® テクノロジーの SIMD機能を利用

するには、コーディング・アルゴリズムにおいて新しい手法が必要になる。その 1つはベ

クトル化である。ベクトル化とは、シーケンシャルに実行される（スカラー）コードを、

SIMDアーキテクチャーの並列処理を利用できる、並列実行が可能なコードに変換するプロ

セスである。この節では、アプリケーションに SIMDアーキテクチャーを利用させるため

のコーディング手法について説明する。

コードをベクトル化して、SIMDアーキテクチャーを利用するには、以下の手順を実行する。

• メモリーアクセスに、並列実行の妨げとなる依存関係があるかどうかを判断する。
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• ループの内側の「ストリップマイニング」を行い、ループの反復回数を、1/（SIMD操作の長さ）

に減らす

（例えば、単精度浮動小数点SIMD演算の場合は1/4、16ビット整数SIMD演算の場合は1/8にする）。

• SIMD命令を使用してループをコーディングし直す。

本章の各節では、上記の各手順について詳しく説明する。また、インテル ®C++ コンパイ

ラーの自動ベクトル化機能についても説明する。SSE4.2 固有の手順については第 10 章を

参照されたい。

4.3.1 各種のコーディング手法

ソフトウェア開発者は、アセンブリー・コードの作成によるパフォーマンスの向上と、そ

れに必要なコストを比較検討する必要がある。対象とするプラットフォーム向けにアセン

ブリー言語で直接にプログラミングすれば、必要なパフォーマンスが得られる可能性があ

るが、アセンブリー・コードにはプロセッサー・アーキテクチャー間の移植性がなく、作

成と保守に大きなコストがかかる。

各種の SIMD技術を利用すれば、アセンブリー言語の代わりに高水準言語を使用して、パ

フォーマンス目標を達成できる可能性がある。SSE4.2、SSE4.1、SSSE3、SSE3、SSE2、

SSE、インテル® MMX® テクノロジー向けに設計された、新しい拡張された C/C++言語が、

このようなコーディングを可能にする。

図 4-3 に、手作業でコーディングしたアセンブリー言語などの各種のコーディング手法に

ついて、パフォーマンスとプログラミングの容易さ /移植性の間のトレードオフを示す。

以下に挙げる例では、各種のコーディング手法を使用して、SSEのメリットが得られるアル

ゴリズムを表現する方法を示す。SSE4.2、SSE4.1、SSSE3、SSE3、SSE2、SSE、インテル®

MMX® テクノロジー向けに、単精度浮動小数点データ、倍精度浮動小数点データ、整数

データに対して、これらと同じ手法を適用できる。

図 4-3 手作業でコーディングされたアセンブリーと高水準コンパイラーのパフォーマンス
のトレードオフ

C/C++/Fortran

/
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この節で説明する使用モデルの基礎として、例 4-13に示す簡単なループを考える。

このループは 4回しか反復されない。このため、このコードはストリーミング SIMD拡張

命令で簡単に置き換えられる。

16バイト境界へのデータ・アライメントを必要とするストリーミング SIMD拡張命令を効

果的に使用できるように、本章のすべての例では、ルーチンに渡される配列 a, b, c は、

呼び出し元ルーチンによって 16バイト境界にアライメントされているものとする。アラ

イメントを保証する手法については、インテル® Pentium® 4 プロセッサーのアプリケー

ション・ノートを参照のこと。

以下の各項では、インライン・アセンブリー、組み込み関数、C++ベクトルクラス、自動

ベクトル化の各コーディング手法について詳しく説明する。

4.3.1.1 アセンブリー

主要なループは、アセンブラーを使用するか、C/C++コード内でインライン・アセンブリー

（C-asm）を使用して、アセンブリー言語で直接コーディングできる。インテルのコンパイ

ラーまたはアセンブラーは、新しい命令とレジスターを認識し、それに対応するコードを

直接生成する。このモデルを適切に使用すれば、各種のコーディング手法の中で最も高い

性能が得られる可能性がある。しかし、アセンブリーによる高性能には、異なるプロセッ

サー・アーキテクチャーの間の移植性はない。

例 4-13 4回反復される簡単なループ

void add(float *a, float *b, float *c)

{

int i;

for (i = 0; i < 4; i++) {

    c[i] = a[i] + b[i];

  }

}
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例 4-14に、インライン・アセンブリーによるストリーミング SIMD拡張命令のコーディン

グを示す。

4.3.1.2 組み込み関数

組み込み関数を使用すれば、アセンブリー言語の代わりに C/C++形式のコーディングを使

用して、命令セットを利用できる。インテル® C++コンパイラーでは、複数の組み込み関

数セットを定義している。これらの組み込み関数は、それぞれ インテル ® MMX® テクノ

ロジー、ストリーミング SIMD 拡張命令、ストリーミング SIMD 拡張命令を含む最新の

SIMD 拡張命令をサポートしている。組み込み関数のオペランドとして、64 ビットと 128

ビットのオブジェクトを表す 4種類の新しい Cデータタイプ（__m64、__m128、__m128i、

__m128d）が使用される。__m64はMMX整数 SIMD演算に、__m128は単精度浮動小数点

SIMD演算に、__m128i はストリーミング SIMD拡張命令 2の整数 SIMD演算に、__m128d

は倍精度浮動小数点 SIMD演算に、それぞれ使用される。これらのデータタイプによって、

プログラマーはアルゴリズムのコーディングで使用する命令セットを直接選択でき、コン

パイラーはレジスターの割り当てと命令のスケジューリングを可能な限り最適化できる。

これらの組み込み関数には、コンパイラーがサポートしているすべてのインテル® アーキ

テクチャー・ベースのプロセッサーの間で移植性がある。

組み込み関数を使用したプログラムのパフォーマンスは、アセンブリーを使用したプログ

ラムに近いレベルに達する。組み込み関数を使用すると、アセンブリーを使用した場合に

比べて、プログラムの作成と保守のコストを大幅に軽減できる。組み込み関数とその使用

方法の詳細は、インテル® C/C++コンパイラーのドキュメントを参照のこと。

例 4-14 インライン・アセンブリーによるストリーミング SIMD拡張命令のコーディング

void add(float *a, float *b, float *c)

{

  __asm {

    mov     eax, a

    mov     edx, b

    mov     ecx, c

    movaps  xmm0, XMMWORD PTR [eax]

    addps   xmm0, XMMWORD PTR [edx]

    movaps  XMMWORD PTR [ecx], xmm0

  }

}
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例 4-15に、組み込み関数を使用して例 4-13のループをコーディングした例を示す。

組み込み関数は、実際のストリーミング SIMD 拡張命令のアセンブリー・コードに 1対 1

で対応している。組み込み関数のプロトタイプを定義している xmmintrin.h ヘッダーファイ

ルは、インテル®C++コンパイラーに含まれている。

インテル® MMX®テクノロジー 命令セット用の組み込み関数も定義されている。これらの

組み込み関数は、MM レジスターの内容を表す __m64 データタイプに基づいている。値

は、バイト、short型整数、32ビット値、または 64ビット・オブジェクトとして指定できる。

ただし、この組み込み関数のデータタイプは、基本的な ANSI C データタイプではないた

め、以下の制限に従って使用しなければならない。

• 組み込み関数データタイプは、戻り値またはパラメーターとして、代入文の左辺での

み使用する。ほかの算術式（例えば、“+”、“>>”）で使用することはできない。

• 組み込み関数データタイプのオブジェクトを共用体などの集合体の中で使用して、バ

イト要素と構造体にアクセスができる。__m64オブジェクトのアドレスも使用できる。

• 組み込み関数データタイプのデータは、本書で説明する インテル ® MMX® テクノロ

ジー組み込み関数でしか使用できない。

ハードウェア命令の詳細は、『Intel® Architecture MMX™ Technology Programmer's Reference 

Manual』を参照のこと。データタイプの詳細は、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software 

Developer's Manual』を参照のこと。

4.3.1.3 クラス

インテル®C++コンパイラーでは、一連の C++クラスライブラリーも定義されている。こ

れによって、高水準の抽象化が可能になり、インテル® MMX® テクノロジー、ストリーミ

ング SIMD拡張命令、ストリーミング SIMD拡張命令 2および最新の SSE命令セットを使

用して、さらに柔軟なプログラミングが行えるようになる。これらのクラスは、組み込み

関数に対する使いやすい柔軟なインターフェイスを提供する。これによって、開発者は、

特定の操作に対してどの組み込み関数またはアセンブリー言語命令を使用するかを気に

せずに、自然な C++ コードを作成できる。これらの C++ クラスは、組み込み関数を基礎

例 4-15 組み込み関数でコーディングされた 4回反復される簡単なループ

#include <xmmintrin.h>

void add(float *a, float *b, float *c)

{

__m128 t0, t1;

 t0 = _mm_load_ps(a);

 t1 = _mm_load_ps(b);

 t0 = _mm_add_ps(t0, t1);

 _mm_store_ps(c, t0);

}
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にしているため、C++クラスを使用したアプリケーションのパフォーマンスは、組み込み

関数を使用したアプリケーションに近いレベルに達する。C++クラスの使用方法の詳細は、

インテル®C++コンパイラーのドキュメントを参照のこと。

例 4-16 に、ベクトルクラス・ライブラリーを使用した C++ コードを示す。この例では、

ルーチンに渡される配列は、すでに 16バイトにアライメントされているものとする。

この例で、fvec.h はクラス定義ファイルであり、F32vec4 は 4 つの浮動小数点値の配

列を表すクラスである。“+”および “=”演算子は多重定義されており、前の例における実

際のストリーミング SIMD 拡張命令のコードは抽象化されて（すなわち、開発者に対して

隠されて）いる。このコードは元のコードによく似ているが、元のコードより簡単かつ短

時間でプログラミングが行える。

この例でも、ルーチンに渡される配列は、すでに 16バイトにアライメントされているもの

とする。

4.3.1.4 自動ベクトル化

インテル®C++コンパイラーの最適化では、例 4-13のようなループを自動的にベクトル化

する（つまり、ストリーミング SIMD拡張命令コードに変換する）ことができる。コンパ

イラーは、プログラマーが使用するのとよく似た方法で、どのループが SIMDコードへの

変換に適しているかを識別する。その際に、コンパイラーは、以下の条件がベクトル化の

妨げになっていないかを判断する。

• ループのレイアウトと使用されるデータ構造

• それぞれの反復の間でのデータアクセスの依存関係

コンパイラーは、このような判断を行った後、ループベクトル化する。これで、アプリ

ケーションは SIMD命令を使用できる。

ただし、自動的にベクトル化できるのは、特定のタイプのループだけである。ほとんどの

場合、自動ベクトル化機能を十分に利用するには、ユーザーがコンパイラーに指示を与え

る必要がある。

例 4-16 ベクトルクラスを使用した C++コード

#include <fvec.h>

void add(float *a, float *b, float *c)

{

F32vec4 *av=(F32vec4 *) a;

F32vec4 *bv=(F32vec4 *) b;

F32vec4 *cv=(F32vec4 *) c;

*cv=*av + *bv;

}
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例 4-17 に、例 4-13 の 4 回反復される簡単なループを自動的にベクトル化するためのコー

ドを示す。

インテル®C++コンパイラー（バージョン 9.0またはそれ以降）の /Qax (windows)、 -ax (Linux

および Mac OS) と /Qrestrict (Windows)、 -restrict (Linux および Mac OS) スイッチを使用し

て、このコードをコンパイルする。

関数引数リストの restrict 指示子は、そのポインターが指示するメモリーにがオーバーラッ

プしないことをコンパイラーに指示する。つまり、この指示子が付加されたポインターは、

ポインターの有効範囲内で、目的のメモリーにアクセスするための唯一の手段となる。

コンパイラーは、restrict指示子がなくても、ランタイムデータの依存関係テストを利用し

てループをベクトル化する。この場合、生成されたコードは、パラメーターのオーバー

ラップに基づいて、ループのシーケンシャル実行またはベクトル実行を動的に選択する

（インテル ®  C++ コンパイラーのドキュメントを参照）。restrict 指示子は、関連するオー

バーヘッドをすべて防止できる。

詳細は、インテル® C/C++コンパイラーのドキュメントを参照のこと。

4.4 スタックとデータのアライメント

SIMD技術向けに書かれたコードのパフォーマンスを最大限に発揮するには、この節で説明

するガイドラインに従って、メモリー上にデータをフォーマットする必要がある。アセン

ブリー・コードでアライメントの合っていないデータにアクセスすると、パフォーマンス

が大きく低下する。

4.4.1 データ・アクセス・パターンのアライメントと隣接性

インテル® MMX® テクノロジーで定義された 64ビット・パックド・データ・タイプと、ス

トリーミング SIMD拡張命令、およびストリーミング SIMD拡張命令 2用および最新の SSE

命令セットで利用される 128ビット・パックド・データ・タイプでは、データアクセスの

アライメントがずれる可能性が高くなる。インテル® MMX® テクノロジー命令とストリー

ミング SIMD拡張命令を使用する場合、多くのアルゴリズムのデータ・アクセス・パター

ンは、基本的にはアライメントが合わなくなる。以下では、パディングや、配列へのデー

例 4-17 簡単なループの自動的なベクトル化

void add (float *restrict a, 

float *restrict b, 

float *restrict c)

{

int i;

for (i = 0; i < 4; i++) {

c[i] = a[i] + b[i];

}

}
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タ要素の編成など、データアクセスを改善する手法について説明する。SSE3では、キャッ

シュラインの分割を防止するための専用命令 LDDQU が提供されている（5.7.1.1 節の

「キャッシュラインの分割を防止するための補助的な手法」を参照）。

4.4.1.1 パディングによるデータのアライメント

SIMD命令を使用して SIMDデータにアクセスする場合は、宣言を変更するだけで、データ

へのアクセスを改善できる。例えば、メモリー空間内の位置と属性を表す構造体を宣言す

る場合を考える。

typedef struct {short x,y,z; char a} Point;

Point pt[N];

SIMDワードの 4つの要素のうち 3つを使用して、X, Y, Z の計算を多数実行するものとす

る。例については、4.5.1節「データ構造のレイアウト」を参照のこと。配列 pt内の最初

の要素のアライメントが合っている場合でも、2番目の要素は 7バイト後に始まるため、ア

ライメントが合わなくなる（各 2バイトの short型値 3つ + 1バイト = 7バイト）。

パディング変数 padを追加すれば、この構造体のサイズは 8バイトになる。これによって、

最初の要素のアライメントが 8バイト（64ビット）に合っていれば、それに続くすべての

要素も 8バイトにアライメントが合う。宣言の例を次に示す。

typedef struct {short x,y,z; char a; char pad;} Point;

Point pt[N];

4.4.1.2 配列によるデータの隣接性の保証

以下のコードについて考える。

for (i=0; i<N; i++) pt[i].y *= scale;

このコードでは、2次元の y に scale値を乗算する必要がある。この例では、for ループ

が配列 pt 内の各次元の y にアクセスするため、隣接するデータにアクセスできない。こ

のため、キャッシュミスが増える、フェッチされる各キャッシュラインの利用効率が低下

する、複数のキャッシュラインにまたがるアクセスが増えるなどの理由で、アプリケー

ションのパフォーマンスが低下する可能性がある。

次の宣言によって、scale変数による乗算をベクトル化し、データ・アクセス・パターンの

アライメントを改善できる。

short ptx[N], pty[N], ptz[N];

for (i=0; i<N; i++) pty[i] *= scale;

SIMD技術を使用する場合は、データ編成の選択が重要である。データに対して実行される

操作の種類に基づいて、データ編成を慎重に選択する必要がある。アプリケーションに

よっては、従来のデータ配置では十分なパフォーマンスが得られない場合がある。

この問題の簡単な例に、FIRフィルターがある。FIRフィルターは、実質的には、係数タッ

プ数の全体にわたるベクトルドット積である。

次のコードについて考える。
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(data [ j ] *coeff [0] + data [j+1]*coeff [1]+...

 ..+data[j+num of taps-1]*coeff [num of taps-1]),

このコードで、データ要素 i のフィルター操作がデータ要素 j から始まるベクトルドット

積であるとすれば、データ要素 i+1のフィルター操作はデータ要素 j+i から始まる。

64 ビットにアライメントされているデータベクトルと 64 ビットにアライメントされた係

数ベクトルがあるとすると、最初のデータ要素に対するフィルター操作は完全にアライメ

ントが合うが、2 番目のデータ要素では、データベクトルに対するアクセスのアライメン

トが合わなくなる。FIR フィルターのアライメントのずれを防ぐ方法の例は、ストリーミ

ングSIMD拡張命令およびフィルターのインテル・アプリケーション・ノートを参照のこと。

データ構造の複製とパディングを使用して、本質的にアライメントが合わないアルゴリズ

ム内のデータアクセスの問題を回避できる。4.5.1節「データ構造のレイアウト」では、デー

タ構造の編成に関するトレードオフについて、詳しく説明している。

4.4.2 128 ビット SIMD技術のスタック・アライメント

ストリーミング SIMD拡張命令、ストリーミング SIMD拡張命令 2および最新の SIMD拡

張命令（SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2）で最大限のパフォーマンスを得るためには、メモ

リーオペランドのアライメントが 16バイト境界に合っていなければならない。アライメン

トの合っていないデータを操作すると、大きなペナルティーが生じる。しかし、ほとんど

のコンパイラーがサポートしている既存の IA-32用ソフトウェア規則（STDCALL、CDECL、

FASTCALL）は、特定のローカルデータと特定のパラメーターの 16 バイト・アライメン

トを保証する機構を備えていない。このため、

インテルでは、新しい __m128* データタイプ（__m128、__m128d、__m128i）をサポート

するために、アライメントに関する新しい IA-32 ソフトウェア規則を定義した。この規則

には、以下の条件がある。

• ストリーミング SIMD拡張命令、ストリーミング SIMD拡張命令 2 および最新の SIMD

拡張命令（SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2）のデータを使用する関数は、16 バイトにア

ライメントが合ったスタックフレームを用意する必要がある。

• __m128* パラメーターは 16 バイト境界にアライメントが合っていなければならない。

これによって、引数ブロック内に（パディングによる）「すき間」ができる可能性がある。

注意：  複製およびパディング手法は、データサイズが大きくなる代

わりに、アライメントのずれの問題を解決して、アライメントの合わ

ないデータアクセスによる大きなペナルティーを回避する方法であ

る。コードを開発するときは、このトレードオフを考慮に入れて、満

足のいくパフォーマンスが得られる方法を選択する必要がある。
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この節で説明する、インテル ®C++ コンパイラーがサポートする新しい規則は、アセンブ

リー言語コードのためのガイドラインとしても使用できる。この節では、多くの場合、

インテル ®C++ コンパイラーで定義された、4 つの 32 ビット浮動小数点値の配列を表す

__m128*データタイプの使用を前提としている。

ストリーミング SIMD 拡張命令と SSE2 のスタック・アライメントの詳細は、付録 D「ス

タックのアライメント」を参照のこと。

4.4.3 インテル® MMX® テクノロジーのデータ・アライメント

多くのコンパイラーは、変数のアライメントを合わせることができる方法を備えている。

この機能は、変数のビット長を適切な境界に揃える。一部の変数が、指定したとおりに正

しくアライメントされていない場合は、例 4-18の Cアルゴリズムを使用して、それらの変

数のアライメントを合わせられる。

例 4-18の Cアルゴリズムは、64ビット要素の配列のアライメントを 64ビット境界に合わ

せる。定数の 7 は、64 ビット要素内のバイト数より 1 小さい値（すなわち、8-1）から求

められる。この方法でデータのアライメントを合わせれば、キャッシュライン境界にまた

がるアクセスによって発生する大きなパフォーマンス・ペナルティーを避けることができ

る。

データ・アライメントを調整するもう 1つの方法は、64ビット境界にアライメントが合っ

ているメモリー・ロケーションに、データをコピーする方法である。データが頻繁にアク

セスされる場合は、これによってパフォーマンスが大きく向上する可能性がある。

4.4.4 128 ビット・データのデータ・アライメント

SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4.1/SSE4.2が使用する128ビットXMMレジスターとの間でデー

タをロードまたはストアする場合、データのアライメントは 16バイトに合っていなければ

ならない。データのアライメントが合っていないと、パフォーマンスが大きく低下したり、

実行フォールトが発生することがある。

アライメントが合っていないデータをXMMレジスターとの間でコピーできるMOVE命令

（および組み込み関数）も用意されているが、この操作は、アライメントが合ったアクセ

スよりはるかに時間がかかる。データのアライメントが 16バイトに合っていない場合、プ

ログラマーやコンパイラーがこれに気付かずに、アライメントが合ったデータ用の命令を

使用すると、フォールトが発生する。したがって、データの 16バイト・アライメントを常

例 4-18 64ビット・データ・アライメント用の Cアルゴリズム

/* NUM_ELEMENTS newpを 64ビット要素の 64ビットにアラインした配列のポインターにする */

double *p, *newp;

p = (double*)malloc (sizeof(double)*(NUM_ELEMENTS+1));

newp = (p+7) & (~0x7);
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に維持する必要がある。インテル® MMX® テクノロジーの必要条件は 8バイト・アライメ

ントであるが、データが 16 バイトにアライメントされていれば、インテル® MMX® テク

ノロジー・コードにも効果的である。

以下では、インテル®C++ コンパイラーがサポートしている、インテル® Pentium® 4 プロ

セッサー用のデータ・アライメント手法について説明する。

4.4.4.1 コンパイラーがサポートしているアライメント

インテル ®C++ コンパイラーは、データのアライメントを保証するために、以下の手法を

用意している。

F32vec4 または __m128 データタイプによるアライメント

コンパイラーは、F32vec4 または __m128のデータ宣言またはパラメーターを検出すると、

グローバルデータ、ローカルデータ、パラメーターについて、オブジェクトのアライメン

トを強制的に 16バイト境界に合わせる。この宣言が関数の中にある場合は、コンパイラー

は、関数のスタックフレームのアライメントも合わせて、ローカルデータとパラメーター

の 16バイト・アライメントを保証する。デバッグコンパイルと最適化された（「リリース」

モードの）コンパイルの両方でコンパイラーが生成する、スタックフレームのレイアウト

の詳細は、インテル® コンパイラーのドキュメントを参照のこと。

__declspec(align(16)) 指定

この定義をデータ宣言の前に置くと、強制的にデータ・アライメントを 16バイトに合わせ

られる。この方法は、128 ビット・データ・タイプに代入されるローカルデータまたはグ

ローバルデータを宣言するときに便利である。構文は次のようになる。

__declspec(align(integer-constant))

integer-constant は、2の整数乗（32を超えない値）である。例えば、以下のコード

は、アライメントを 16バイトに拡張する。

__declspec(align(16)) float buffer[400];

この宣言の後、変数 buffer は、__m128型または F32vec4型のオブジェクトを 100個

含むものとして使用できる。以下のコードでは、F32vec4オブジェクト x は、データの

アライメントが合った状態で構築される。

void foo() {

F32vec4 x = *(__m128 *) buffer;

...

}

__declspec(align(16))の宣言がないと、フォールトが発生する。

union構造体によるアライメント

union と 128ビット・データ・タイプを組み合わせて使用すると、デフォルトでデータ構

造のアライメントを合わせるように、コンパイラーに指示ができる。できるだけ、この方

法を使用することが望ましい。union によるアライメントは、プログラムの真の意図
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（__declspec(align(16)) データが使用されること）をコンパイラーに認識させられ

るため、__declspec(align(16)) による強制的なアライメントより優れている。例

えば、次の場合を考える。

union {

   float f[400];

   __m128 m[100];

} buffer;

この例では、union の中に __m128タイプがあるため、デフォルトで 16バイト・アライ

メントが使用される。__declspec(align(16)) を使用して強制的にアライメントを

合わせる必要はない。

C++では、以下のコードのように、強制的に class/struct/union タイプのアライメン

トを合わせることも可能である（ただし、Cではこの手法は使用できない）。

struct __declspec(align(16)) my_m128

{

  float f[4];

};

このような class 内のデータがストリーミング SIMD 拡張命令またはストリーミング

SIMD拡張命令 2で使用される場合は、unionを使用して、アライメントを明示的に指定す

る方が良い。C++では、名前なしのunionを使用できるため、この方法はさらに便利である。

class my_m128 {

  union {

   __m128 m;

    float f[4];

  };

};

unionが無名であるため、名前mとfを、my_m128の直接のメンバー名として使用できる。

これに対して、__declspec(align(16))は、CとC++のどちらでも、class、struct、

または union のメンバーに適用した場合は無効になる。

__m64 または double データによるアライメント

コンパイラーは、場合によっては、__m64 または double データを使用するルーチンの

アライメントを、デフォルトで 16 バイトに合わせる。コマンドライン・スイッチ

/Qsfalign16 を使用して、128 ビット・データを含むルーチンだけをアライメントする

ように、コンパイラーに指示できる。デフォルトの設定では、/Qsfalign8 が使用され

る。このスイッチは、8バイトまたは 16バイト・データ・タイプを使用するルーチンだけ

を 16バイトにアライメントするようにコンパイラーに指示する。

詳細は、インテル®C++コンパイラーのドキュメントを参照のこと。
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4.5 メモリーの使用効率の改善

SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2インテル® MMX® テクノロジーの組み込み関

数向けにデータとアルゴリズムを再配置すると、メモリーのパフォーマンスを向上でき

る。メモリーのパフォーマンスを向上させる方法には、以下のものがある。

• データ構造のレイアウト

• ベクトル化とメモリーの効率的使用のためのストリップマイニング

• ループ・ブロッキング

また、キャッシュ制御命令、プリフェッチ、ストリーミング・ストアを使用して、メモ

リーの使用効率を大きく向上できる。第 7章「キャッシュ利用の最適化」も参照のこと。

4.5.1 データ構造のレイアウト

3D変換や照明計算などのアルゴリズムには、頂点のデータを編成する基本的な方法が 2つ

ある。従来の方法は、それぞれの頂点を 1 つの構造体で表す、構造体配列（AoS）編成で

ある（例 4-19）。しかし、この方法では、SIMD技術の機能を十分に活用することができない。

SIMD技術を使用するコードに適した処理方法は、各座標を表す配列でデータを編成するこ

とである（例 4-20を参照）。このデータ編成は、配列構造体（SoA）と呼ばれる。

例 4-19 AoSデータ構造

typedef struct{

float x,y,z;

int a,b,c;

. . .

} Vertex;

Vertex Vertices[NumOfVertices];

例 4-20 SoAデータ構造

typedef struct{

float x[NumOfVertices];

float y[NumOfVertices];

float z[NumOfVertices];

int a[NumOfVertices];

int b[NumOfVertices];

int c[NumOfVertices];

. . . 

} VerticesList;

VerticesList Vertices;
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AoS形式のデータを計算するには、2つの方法がある。1つは元の AoS形式のままでデータ

を操作する方法で、もう 1つはデータを入れ替えて、動的に SoA形式に再編成する方法で

ある。例 4-21に、ドット積計算について、2つの方法のコードの例を示す。

元の AoS形式に対して SIMD演算を実行すると、計算の回数が多くなり、SIMD要素の一

部を利用できない計算が生じる。したがって、一般的に、この方法は効率的ではない。

例 4-21 AoSコードと SoAコードの例

; ベクトルの配列 (Array)と固定ベクトル (Fixed)の内積は 3D光源処理の一般的な計算である。

; Array = (x0,y0,z0),(x1,y1,z1),...

; と Fixed = (xF,yF,zF)とする時、

; 内積はスカラー量として定義される。d0 = x0*xF + y0*yF + z0*zF.

;

; 構造体の配列 (AoS)コード

; DCと記されている値は、“don’t-care.”の意味である

; AoSモデルでは、頂点データは xyzフォーマットになる

movaps  xmm0, Array ; xmm0 = DC, x0, y0, z0

movaps  xmm1, Fixed ; xmm1 = DC, xF, yF, zF

mulps   xmm0, xmm1 ; xmm0 = DC, x0*xF, y0*yF, z0*zF

movhlps xmm, xmm0 ; xmm = DC, DC, DC, x0*xF

addps   xmm1, xmm0       ; xmm0 = DC, DC, DC,   

                        ; x0*xF+z0*zFmovaps  xmm2, xmm1

shufps  xmm2, xmm2,55h ; xmm2 = DC, DC,    DC,    y0*yF

addps   xmm2, xmm1 ; xmm1 = DC, DC,    DC, 

; x0*xF+y0*yF+z0*zF

; 配列の構造体 (SoA)コード

; X = x0,x1,x2,x3

; Y = y0,y1,y2,y3

; Z = z0,z1,z2,z3

; A = xF,xF,xF,xF

; B = yF,yF,yF,yF

; C = zF,zF,zF,zF

movaps xmm0, X ; xmm0 = x0,x1,x2,x3

movaps xmm1, Y ; xmm0 = y0,y1,y2,y3

movaps xmm2, Z ; xmm0 = z0,z1,z2,z3

mulps  xmm0, A ; xmm0 = x0*xF, x1*xF, x2*xF, x3*xF

mulps  xmm1, B ; xmm1 = y0*yF, y1*yF, y2*yF, y3*xF

mulps  xmm2, C ; xmm2 = z0*zF, z1*zF, z2*zF, z3*zF

addps  xmm0, xmm1

addps  xmm0, xmm2    ; xmm0 = (x0*xF+y0*yF+z0*zF), ...
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AoS形式のデータの計算に推奨する方法は、要素の各セットを SoA形式に再編成（スウィ

ズリング）してから、SIMD 技術を使用してそのデータを処理することである。データの

入れ替えは、プログラムの実行時に動的に行うことも、データ構造の生成時に静的に行う

こともできる。例については、第 5章と第 6章を参照のこと。通常は、元の AoSを使用す

るより、データを動的に入れ替える方が良い。ただし、データを動的に編成すると、計算

時の命令の数が増えるため、効率が多少低下する。これに対して、データ構造がレイアウ

トされるときにデータを静的に入れ替えれば、実行時のオーバーヘッドは生じない。した

がって、これが最も良い方法である。

すでに説明したように、SoA 配置の方が、SIMD 技術の並列処理を効率的に使用できる。

これは、計算のためのデータが垂直的な形式で準備されるからである。つまり、4 つの

SIMD実行スロットを使用して、要素 x0, x1, x2, x3に xF, xF, xF, xFを掛けて、4つの結果を求

めることができる。これに対して、AoSデータを直接計算すると、水平的な操作が行われ、

SIMD実行スロットが使用されるが、1つのスカラー結果しか得られない（このことは、例

4-21の多くの “don't-care”（DC）スロットがあることによって示されている）。

データ構造に SoA形式を使用すると、キャッシュと帯域幅の使用効率も向上する。構造体

の各要素に対するアクセス頻度が異なる場合（例えば、要素 x, y, z がほかのエントリーの

10倍の頻度でアクセスされる場合）は、SoAを使用すると、メモリーの節約になり、不要

なデータアイテム a, b, cのフェッチを避けることができる。

ただし、SoAには、独立したメモリーストリームの参照の回数が増える欠点がある。配列

x,y,zを使用する計算は、3つの別々のデータストリームを必要とする（例 4-20を参照）。

このため、プリフェッチとアドレス生成計算の数が増え、DRAMページアクセスの効率

も大きな影響を受ける。

例 4-22 ハイブリッド SoAデータ構造

NumOfGroups = NumOfVertices/SIMDwidth

typedef struct{

float x[SIMDwidth];

float y[SIMDwidth];

float z[SIMDwidth];

} VerticesCoordList;

typedef struct{

int a[SIMDwidth];

int b[SIMDwidth];

int c[SIMDwidth];

. . . 

} VerticesColorList;

VerticesCoordList VerticesCoord[NumOfGroups];

VerticesColorList VerticesColor[NumOfGroups];
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これに対して、ハイブリッド SoA 手法は、AoSと SoAの 2つの手法を組み合わせたもの

である（例 4-22を参照）。この例の場合、別々のアドレスストリームが 2つだけ生成さ

れ、参照される。1つのストリームは xxxx, yyyy, zzzz, zzzz, ...で構成され、もう 1つのス

トリームは aaaa, bbbb, cccc, aaaa, dddd,. ..で構成される。変数 x、y、zは常に一緒に使用さ

れる（変数 a, b, cも一緒に使用されるが、変数 x、y、zと同時に使用されることはない）

とすれば、この方法によって、不要なデータのプリフェッチを避けることができる。

ハイブリッド SoA手法には、次の利点がある。

• 垂直的な SIMD計算を効率的に実行できるようにデータが構成される。

• AoSよりアドレス生成が簡単になり、アドレス生成の回数も少なくなる。

• ストリームの数が少ないため、DRAMページミスが減少する。

• ストリームの数が少ないため、プリフェッチの回数が少なくなる。

• 同時に使用されるデータ要素が、キャッシュラインに効率的にパッキングされる。

SIMD技術の出現で、どのようなデータ編成を選択するかが重要になった。データに対して

実行される操作の種類に基づいて、データ編成を慎重に選択する必要がある。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーおよび将来のプロセッサーでは、このことがますます

重要になる。アプリケーションによっては、従来のデータ配置では十分なパフォーマンス

が得られない場合がある。アプリケーション開発者は、計算が効率的に行えるように、さ

まざまなデータ配置およびデータセグメントの形式を検討する必要がある。これには、特

定のアプリケーションで AoS、SoA、ハイブリッド SoAを組み合わせて使用することも含

まれる。

4.5.2 ストリップマイニング

ストリップマイニングは、ループ・セクショニングとも呼ばれるループ変換手法である。

ストリップマイニングによって、ループの SIMDエンコーディングが可能になり、メモリー

のパフォーマンスも向上できる。この手法は、最初はベクタライザーのために導入された

もので、特定のベクトルマシン上の最大ベクトル長またはそれ以下のサイズのデータに対

して各ベクトル操作が行うコードを生成できる。この手法は、大きなループを小さなセグ

メント（ストリップ）に分割すると、ループ構造を変換し、次の項目を実現する。

• データがアルゴリズムの複数のパス内で再利用される場合に、データキャッシュの時

間的局所性と空間的局所性を向上させる。

• ループの反復回数を、1/（各ベクトルの長さ）に減らす（ベクトル長は、1回の SIMD

操作で実行される操作の数に相当する）。ストリーミング SIMD拡張命令の場合、ベク

トル長（ストリップ長）は 4であるため、1回の SSE単精度浮動小数点 SIMD操作あ

たり 4つの浮動小数点データアイテムが処理される。例えば、例 4-23の場合を考える。
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メインループは、変換と照明計算の 2 つの関数で構成されている。このメインループは、

各オブジェクトに対し、変換ルーチンを呼び出して一部のデータを更新し、次に照明計算

ルーチンを呼び出してさらにデータを処理する。配列 v[Num]のサイズがキャッシュより

大きい場合は、Transform(v[i])の実行時にキャッシュに入れられた v[i]の座標は、

Lighting(v[i])を実行する前にキャッシュから排出されてしまう。このため、v[i]を

メインメモリーから 2回フェッチすることになり、パフォーマンスが低下する。

例 4-24では、ループのストリップマイニングが行われ、strip_size のサイズに分割さ

れている。strip_size の値は、配列 v[Num]の strip_size の要素がキャッシュ階

層に納まるように選択される。これによって、Transform(v[i])によってキャッシュに

入れられた要素 v[i]は、Lighting(v[i])を実行する時点でまだキャッシュに残って

いる。したがって、ストリップマイニングが行われていないコードと比べて、パフォーマ

ンスが向上する。

例 4-23 ストリップマイニング前の疑似コード

typedef struct _VERTEX {

float x, y, z, nx, ny, nz, u, v;

 } Vertex_rec; 

 

main()

 { 

Vertex_rec v[Num];

....

for (i=0; i<Num; i++) {

  Transform(v[i]);

}

for (i=0; i<Num; i++) {

  Lighting(v[i]);

}

....

 }
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4.5.3 ループ・ブロッキング

ループ・ブロッキングは、メモリー・パフォーマンスを最適化するためのもう 1つの有効

な手法である。ループ・ブロッキングの主な目的は、ストリップマイニングと同様に、

キャッシュミスをできるだけ減らすことにある。この手法は、メモリードメイン全体を

シーケンシャルに横断するのではなく、特定のメモリードメインを小さいブロックに変換

する。各ブロックは、データを最大限に再利用できるように、特定の計算に使用されるす

べてのデータがキャッシュに納まる程度に小さくされる。ループ・ブロッキングは、実質

的には、2 次元以上のストリップマイニングと見なすことができる。例えば、例 4-23 の

コードと図 4-4のアクセスパターンについて考える。2次元配列 A は、j（列）方向に参照

され、次に i（行）方向に参照される（列を主とする順序）。一方、配列 B は逆の順番で参

照される（行を主とする順序）。メモリーレイアウトは、列を主とする順序になっている

とする。したがって、例 4-25のコードでは、配列 A と B のアクセス間隔は、それぞれ 1と

MAX になる。

例 4-24 ストリップマイニング後のコード

main()

{

Vertex_rec v[Num];

....

for (i=0; i < Num; i+=strip_size) {

  for (j=i; j < min(Num, i+strip_size; j++) {

 Transform(v[j])

  }

  for (j=i; j < min(Num, i+strip_size; j++) {

 Lighting(v[j])

  }

}

}
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内側ループの最初の反復では、配列 B にアクセスするたびにキャッシュミスが発生する。

配列 A の 1 行のサイズ（すなわち A[2][0:MAX-1]）が十分に大きい場合は、2 回目の反復

が始まるまでに、配列 B にアクセスするたびに必ずキャッシュミスが発生する。例えば、

float タイプの変数は 4 バイト、各キャッシュラインは 32 バイトであるため、最初の反復

で、B[0][0]が参照されるときは、B[0][0:7]を含むキャッシュラインがキャッシュに入れら

れる。キャッシュの容量に制限があるため、このラインは、内側ループが終わりに達する

前に、競合ミスのために排出される。外側ループの次の反復では、B[0][1]を参照するとき

に、次のキャッシュミスが発生する。このように、配列 B の各要素が参照されるたびに、

1回のキャッシュミスが起こる。つまり、配列 Bについては、キャッシュ内のデータは全

く再利用されない。

キャッシュのサイズを考慮に入れてループをブロックすれば、この状態を避けることがで

きる。図 4-4 では、ループ・ブロッキング係数として block_size が選択されている。

block_size が 8の場合、各配列の変換後のブロックのサイズは 8キャッシュラインにな

る（各ラインが 32バイトに相当する）。内側ループの最初の反復では、A[0][0:7]と B[0][0:7]

がキャッシュに入れられる。B[0][0:7] は、外側ループの最初の反復ですべて参照される。

したがって、B[0][0:7] のキャッシュミスは、元のアルゴリズムでは 8 回発生していたが、

ループ・ブロッキングの最適化を適用した後のアルゴリズムでは 1回しか発生しない。図

4-4に示すように、配列 Aと配列 Bは、Aと Bの変換後の 2つのブロックの合計サイズが

キャッシュのサイズより小さくなるように、小さな矩形のブロックに変換される。これに

よって、データを最大限に再利用できる。

例 4-25 ループ・ブロッキング

A. オリジナルループ

float A[MAX, MAX], B[MAX, MAX]

for (i=0; i< MAX; i++) {

for (j=0; j< MAX; j++) {

A[i,j] = A[i,j] + B[j, i];

}

}

B. ブロッキング後の変換されたループ

float A[MAX, MAX], B[MAX, MAX]; 

for (i=0; i< MAX; i+=block_size) {

for (j=0; j< MAX; j+=block_size) {

for (ii=i; ii<i+block_size; ii++) {

for (jj=j; jj<j+block_size; jj++) {

A[ii,jj] = A[ii,jj] + B[jj, ii];

}

}

}

}
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このように、ループ・ブロッキング手法を適用すると、すべての冗長なキャッシュミスを

排除できる。MAXが非常に大きい場合は、ループ・ブロッキングによって、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）のミスによるペナルティーも軽

減できる。また、この最適化手法は、キャッシュとメモリーのパフォーマンスを向上させ

るだけでなく、外部バスの帯域幅の節約にもなる。

4.6 命令の選択

この節では、タスクを実行する命令の選択のガイドラインについて説明する。

SIMD計算の障害の 1つは、データに依存する分岐の存在である。条件付き移動を使用して、

データに依存する分岐を排除できる。例 4-26に示すように、マスクされた比較と論理演算

子を使用して、SIMD計算で条件付き移動をエミュレートできる。SSE4.1では、ループ内

のデータ依存分岐をベクトル化可能なパックド・ブレンディング命令が提供されている。

図 4-4 ループ・ブロッキングのアクセスパターン

A(i, j)

i

j
A(i, j

< 

B(i, j

OM15158
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例 4-26 条件付き移動のエミュレーション

ハイレベルなコード :

__declspec(align(16)) short A[MAX_ELEMENT], B[MAX_ELEMENT], 
C[MAX_ELEMENT], D[MAX_ELEMENT], E[MAX_ELEMENT];

for (i=0; i<MAX_ELEMENT; i++) {

if (A[i] > B[i]) {

C[i] = D[i];

} else {

C[i] = E[i];

}

}

MMXアセンブラーコードは反復毎に 4つの shortを処理 :

xor eax, eax

top_of_loop:

movq mm0, [A + eax]

pcmpgtw xmm0, [B + eax]; Create compare mask

movq mm1, [D + eax]

pand mm1, mm0; Drop elements where A<B

pandn mm0, [E + eax] ; Drop elements where A>B

por mm0, mm1; Crete single word

movq [C + eax], mm0

add eax, 8

cmp eax, MAX_ELEMENT*2

jle top_of_loop

SSE4.1 アセンブラーは反復毎に 8つの shortを処理 :

xor eax, eax

top_of_loop:

movdqq xmm0, [A + eax]

pcmpgtw xmm0, [B + eax]; Create compare mask

movdqa xmm1, [E + eax]

pblendv xmm1, [D + eax], xmm0; 

movdqa [C + eax], xmm1;

add eax, 16

cmp eax, MAX_ELEMENT*2

jle top_of_loop
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レジスターの 1つのインスタンスを複数の命令が参照する場合は、それらの命令をできる

だけ近くにまとめる。ただし、データを参照する側の命令を、データを生成する側の命令

の近くにスケジューリングしてはならない。

4.6.1 SIMDの最適化とマイクロアーキテクチャー

インテル® Pentium® Mプロセッサー、インテル® Core™ Soloプロセッサー、インテル® Core™ 

Duo プロセッサーのマイクロアーキテクチャーは、Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャーとは異なる。以下の項では、インテル® Core™ Soloプロセッサーとインテル® Core™

Duoプロセッサーを対象とした SIMDコードの最適化について説明する。

以下の命令のレジスター -レジスター形式では、インテル® Core™ Soloプロセッサーおよ

びインテル® Core™ Duoプロセッサーのパフォーマンスがインテル® Pentium® Mプロセッ

サーと比べて向上している。その理由としては、命令を構成しているマイクロオペレー

ション（μOP）が 3 つではなく 2 つだからである。該当する命令は、unpcklps、unpckhps、

packsswb、packuswb、packssdw、pshufd、shuffps、shuffpdである。

推奨事項：インテル® Core™ Soloプロセッサーおよびインテル® Core™ Duoプロセッサー

を対象にコードを生成する場合、3 つ以上のマイクロオペレーション（μOP）からなる命

令よりも、2つのマイクロオペレーション（μOP）からなる命令を優先する。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーでは一般に、レイテンシーとスループットの

面で従来のマイクロアーキテクチャーよりも効率的に SIMD命令が実行される。大部分の

128ビット SIMD命令では、スループットが 1サイクルである（シャッフル /パック /アン

パック操作を除く）。インテル® Core™ Duoプロセッサーとインテル® Core™ Soloプロセッ

サーに固有の制限（例：128 ビット SIMD 命令には少なくとも 2サイクルのスループット

が必要）の多くは、インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張版インテル® Core™

マイクロアーキテクチャーには適用されない。Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー

に対するインテル® Core™マイクロアーキテクチャーの関係についても、同じことが当て

はまる。

拡張版インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャーでは、専用の 128 ビット・シャッフ

ラーと基数 16の除算器ハードウェアが提供されている。これらの機能や SSE4.1命令を利

用すると、128 ビット SIMD 命令を使用したベクトル化がさらに効率的かつ効果的なもの

になる。

推奨事項：インテル® Core™マイクロアーキテクチャーと拡張版インテル® Core™マイク

ロアーキテクチャーの 128ビット SIMDハードウェアの普及に伴い、インテル® MMX®命

令で作成された整数 SIMD コードについては、128ビット SIMD 命令を使用した効率的な

実装を検討すべきである。
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4.7 開発の最終段階におけるアプリケーションのチュー
ニング

アプリケーションが正常に動作することを確認した後に、アプリケーションをチューニン

グする最も良い方法は、システム上でアプリケーションを実行しながら、プロファイラー

を使用してアプリケーションのパフォーマンスを測定することである。インテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーは、パフォーマンスを向上させるためにアプリケーション

のどこを修正したら良いかを判断するのに役立つ。インテル ® VTune™ パフォーマンス・

アナライザーは、パフォーマンスを最適化するための各種の工程で使用できる。詳細は、

付録 A.2 の「インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザー」を参照のこと。最適化

手法を適用するたびに、パフォーマンスがどの程度向上したかをチェックして、どこを最

適化すればパフォーマンスが大きく向上するかを確認すると良い。
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5

SIMD整数アプリケーション
向けの最適化
SIMD整数命令により、整数演算を多用する各種アプリケーションのパフォーマンスが改善

でき、SIMDアーキテクチャーを有効に活用できるようになる。

第 3章で説明したガイドラインを読み、さらに SIMD整数命令の使用方法に関する本章の

ガイドラインを読めば、すべてのプロセッサー世代に対応した、高速で効率的なコードを

開発できる。

インテル® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、および SSE4.2 の

それぞれに対応した 64ビットと 128ビットの SIMD整数命令は、まとめて「SIMD整数命

令」と呼ばれる。

本章のコードシーケンスは、基本的な 64ビット SIMD整数命令と、より効率的な 128ビッ

ト SIMD整数命令の使用例を示している。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーは、インテル® MMX®

テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3をサポートしている。拡張版インテル® Core™

マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーは、SSE4.1とそれ以前のすべての世代

の SIMD 整数命令をサポートしている。インテル ®  マイクロアーキテクチャー Nehalem

ベース・プロセッサーは、インテル ® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、

SSE4.1、SSE4.2をサポートしている。

SIMD 手法は、テキスト / 文字列処理、字句解析、構文解析のアプリケーションに適用で

きる。テキスト / 文字列処理および字句解析のアプリケーションにおける SIMD プログラ

ミングは通常、SIMD 整数プログラミングで一般的に使用される手法の域を超えた高度な

手法を必要とする。これについては、第 10章「テキスト処理 /字句解析 /構文解析におけ

る SSE4.2と SIMDプログラミング」で説明する。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張版インテル® Core™ マイクロアーキテ

クチャーの 128ビット SIMD整数命令の実行は、従来のマイクロアーキテクチャーよりも

はるかに効率的になった。SSE4.1で導入された新しい SIMD機能は 128ビット・オペラン

ドを処理し、同等の 64ビット SIMD機能は導入されていない。64ビット SIMD整数コー

ドから 128ビット SIMD整数コードに変換することを強く推奨する。

本章には、アプリケーションのコーディングを始める際に役立つ具体例を記載した。頻繁

に用いられる単純な下位演算をいくつか提供することが目的である。いずれの具体例も、

最新世代のインテル® 64プロセッサーと IA-32 プロセッサーで最高のパフォーマンスを得

るのに必要な最小の命令数で記述されている。

具体例にはそれぞれ短い説明とサンプルコードを含めたほか、必要に応じていくつか注釈

も加えた。これらの具体例は、より長いコードシーケンスに組み込む場合のスケジューリ

ングについては考慮されていない。

SIMD整数命令の使用を検討している場合は、4.1.3節を参照のこと。
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5.1 SIMD整数コードに関する一般的な規則

以下に一般的な規則と改善案を示す。

• 64ビット SIMD整数命令と x87浮動小数点命令を混在させない。5.2節の「SIMD整数

と x87 浮動小数点との併用」を参照のこと。SIMD 整数命令についてはどれを混在さ

せてもパフォーマンスは低下しないことに注意する。

• 64ビット SIMD整数コードよりも 128ビット SIMD整数コードを優先する。インテル®

Core™ マイクロアーキテクチャー以前のマイクロアーキテクチャーの場合、大部分の

128ビット SIMD命令では、実行エンジン中の 64ビット・データ・パスが原因で、ス

ループットが 2サイクルになるという制限がある。インテル® Core™ マイクロアーキ

テクチャーでは、大部分の SIMD命令（シャッフル /パック /アンパック操作を除く）

が 1 サイクルのスループットで実行される。また、3 つのポートが用意されているの

で、複数の SIMD命令を並行して実行できる。拡張版インテル® Core™ マイクロアー

キテクチャーでは、128ビットのシャッフル /パック /アンパック操作をそれぞれ 1サ

イクルのスループットで実行できるように高速化が図られている。

• 整数データと浮動小数点データの両方を処理する SIMDコードを記述するときは、

SIMDの変換命令かロード /ストア命令のサブセットを使用して、正しく定義された

データタイプが XMMレジスター内の入力オペランドに必ず含まれるようにし、当該

する命令との整合がとれるようにする。

コードシーケンスにクロスタイプの手法を取り入れれば、種々の実装状態で同じ結果

が得られるが、大幅なパフォーマンス低下を招く。タイプの合っていない SIMDデー

タが XMMレジスターに格納されている場合、そのデータを SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/ 

SSE4.1/SSE4.2命令を使って処理するのはできる限り避ける。

• 第 3章、第 4章で説明した最適化の規則とガイドラインを適用する。

• 可能な場合はハードウェア・プリフェッチを利用する。PREFETCH命令を使用するの

は、データ・アクセス・パターンが不規則で、プリフェッチ距離を事前に特定できる

場合だけにする。第 7章「キャッシュ利用の最適化」を参照のこと。

• 条件分岐命令を使用する代わりに、マスクされたブレンディング比較命令と論理命令

を使用して、条件付き移動命令をエミュレートする。

5.2 SIMD整数と x87浮動小数点との併用

すべての 64ビット SIMD整数命令は MMX® テクノロジー・レジスターを使用する。この

MMX® テクノロジー・レジスターは x87 浮動小数点スタックとレジスター状態を共有す

る。このような共有機能があるため、一定の規則に従う必要があり、また考慮すべき点も

いくつかある。 MMX® テクノロジー・レジスターを使用する命令は、x87 浮動小数点レジ

スターに自由に組み込むことはできない。機能の正確さを確保するには、64ビット SIMD

整数命令とx87浮動小数点命令を相互に切り替えるときに注意する。 5.2.1節を参照のこと。
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5.2.1節と 5.2.2節は、インテル® MMX®命令を使用するソフトウェアにのみ適用される。高

いパフォーマンスを得るには、前述のように、MMX コードの代わりに 128 ビット SIMD

整数命令を優先すべきである。これにより、EMMSを使用する必要性や、インテル® MMX®

命令とx87命令を混在させたときにEMMSの使用によって生じるパフォーマンスの低下も

回避できる。

パフォーマンス上の考慮事項として、SIMD浮動小数点演算、128ビット SIMD整数演算、

x87浮動小数点演算を混在させてもペナルティーは生じない。

5.2.1 EMMS命令の使用

64ビット SIMD整数コードの生成に際しては、8 つの x87浮動小数点レジスター・スタック

に MMX® テクノロジー・レジスターの別名が付いていることに注意する。インテル ®

MMX® 命令から x87浮動小数点命令へ切り替えるとある程度の遅延が発生するため、この

種の命令間の切り替えはできる限り避けることが望ましい。しかし、切り替える場合は、

後続の x87コードの処理が正しく実行できるように、EMMS命令を使用して効率良く x87

スタックをクリアーできる。

命令の種類にかかわらず、MMX ® テクノロジー・レジスターへの参照を実行するとすぐ

に、x87 浮動小数点のタグワード内の有効なビットがすべてセットされる。つまり、すべ

ての x87レジスターに有効な値が格納される。ソフトウェアの処理を正しく実行するため、

MMX® テクノロジー・レジスター上での演算の後、一連の x87浮動小数点演算を開始する

ときに x87浮動小数点スタックを空にする必要がある。

EMMS 命令を使用すると、有効なビットがすべてクリアーされ、x87浮動小数点スタック

が効率良く空にされ、次の新たな x87浮動小数点演算の準備が整う。EMMS命令を使用す

れば、MMX ® テクノロジー・レジスター上での演算と x87 浮動小数点スタック上での演

算を相互に円滑に切り替えられる。インテル® Pentium® 4 プロセッサーで EMMS 命令を使

用すると、有限ではあるがオーバーヘッドが生じる。

MMX ®テクノロジー・レジスター上での演算と x87浮動小数点レジスター上での演算を相

互に切り替えようとして EMMS命令（または _mm_empty( )組み込み関数）を実行しても

それに失敗すると、予期しない結果になることがある。

5.2.2 EMMS命令を使用するためのガイドライン

x87浮動小数点命令と64ビットSIMD整数命令を両方使用してコードを開発するときは、以

下の手順に従う。

注意：  インテル ® MMX® 命令のいずれかを使用した後、FP 命令用

のタグワードのリセットに失敗すると、実行が不完全に終わったり、

パフォーマンスが低下したりするおそれがある。
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1. コードを x87浮動小数点コードへ切り替えるときは必ず、64ビット SIMD整数コー

ドの末尾で EMMS命令を呼び出す。

2. x87 浮動小数点命令の実行時に x87 浮動小数点スタックのオーバーフロー例外が発

生しないように、すべての 64ビット SIMD整数コードセグメントの末尾にも EMMS

命令を挿入する。

浮動小数点命令と64ビットSIMD整数命令を両方とも使用するアプリケーションを作成す

るとき、どのような状況で EMMS命令を使用すれば良いかは以下のガイドラインで判断す

る。

• 次の命令が x87 FP である場合： 次の命令が x87 FP 命令である場合は、64ビット SIMD

整数命令の後に _mm_empty( )を使用する。例えば、float、double、long double の計算

を実行するよりも前に使用する。

• すでに空になっているとき、さらに空にしないこと： 次の命令がMMX® テクノロジー・

レジスターを使用する命令である場合は、_mm_empty( )を使用しても無駄になるだけ

で何の利点もない。

• 命令のグループ化 ： 64ビット SIMD整数命令を使用している領域から、 x87 FP 命令を

使用している領域を分断してみる。これにより、重要なループの本体内で EMMS命令

を使用する必要がなくなる。

• ランタイム初期化：  __m64および  x87 FP の両データタイプのランタイム初期化を実

行している最中に _mm_empty( )を使用する。こうすることで、データタイプが切り替

わるときに確実に対応するレジスターがリセットされる。コーディングの使用方法は

例 5-1を参照のこと。

以下のような場合は、作成したコードから インテル ® MMX® 命令が生成され、その命令

により、

インテル ® C++ コンパイラーにかけたときに MMX® テクノロジー・ レジスターが使用さ

れることを知っておく必要がある。

• インテル® MMX®テクノロジー、SSE、SSE2、SSSE3のいずれかの 64ビット SIMD整

数組み込み関数を使用している場合

• インライン・アセンブリーにより、インテル ® MMX® テクノロジー、SSE、SSE2、

SSSE3のいずれかの 64ビット SIMD整数命令を使用している場合

• __m64データタイプ変数を参照している場合

例 5-1 __m64データ・タイプ・コードおよび FPデータ・タイプ・コード間でのレジス
ターのリセット

間違った使用方法   正しい使用方法

__m64 x = _m_paddd(y, z); __m64 x = _m_paddd(y, z);

float f = init(); float f = (_mm_empty(), init());
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x87 浮動小数点プログラミング・モデルについては、『Intel® 64 and IA-32 Architectures

Software Developer's Manual, Volume 1』に詳しく記載されている。EMMS 命令の詳細は、

http://developer.intel.com にアクセスして入手できる。

5.3 データのアライメント

64ビットSIMD整数データは8バイト境界にアライメントし、128ビットSIMD整数データは

16バイト境界にアライメントする。アライメントの合っていない64ビットSIMD整数データ

を参照すると、2 本のキャッシュラインにまたがってアクセスされるため、パフォーマン

スが低下する可能性がある。アライメントの合っていない 128ビット SIMD整数データを

参照すると、movdqu（move double-quadword unaligned）命令を使用しない限り例外が発生

する。アライメントの合っていないデータに対して movdqu命令を使用すると、16バイト

境界にアライメントの合った参照を使用した場合に比べてパフォーマンスで劣る場合が

ある。詳細は、4.4節「スタックとデータのアライメント」を参照のこと。

16バイトの SIMD データを効率的にロードするには、データを 16 バイト境界にアライメ

ントする必要がある。SSSE3 には、PALIGNR 命令が用意されている。この命令を利用す

ると、ソフトウェアがアライメントの合っていないアドレスのデータ要素を処理しなけれ

ばならない場合に、オーバーヘッドを削減できる。PALIGNR命令が最も有用なのは、アド

レスを数バイトシフトして、アライメントの合っていないデータをロードまたはストアす

る場合である。アライメントの合っていないロードを実行する代わりに、アライメントの

合ったロードを実行してから PALIGNR命令と単純なレジスター間コピーを使用できる。

アライメントの合っていないロードの代わりに PALIGNR 命令を使用すると、キャッシュ

ラインの分割やその他のペナルティーの回避により、パフォーマンスが向上する。memcpy( )

のようなルーチンでは、PALIGNR命令によってアライメントの合っていないケースでのパ

フォーマンスを高められる。例 5-2に、PALIGNR命令の使用によってメリットを得られる

状況を示す。

例 5-2 C言語コードでの FIR処理の例

void FIR(float *in, float *out, float *coeff, int count)

{int i,j;

for ( i=0; i<count - TAP; i++ )

{ float sum = 0;

for ( j=0; j<TAP; j++ )

{ sum += in[j]*coeff[j]; }

*out++ = sum;

in++;

}

}
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例 5-3では、SSE2向けに最適化された FIRループシーケンスと、SSSE3向けの同等のシー

ケンスを比較している。いずれも、FIR内部ループの 4回の反復をアンロールして、SIMD

コーディング手法を実践している。SSE2コードでは、4回の反復ごとに 1度、キャッシュ

ライン分割の発生を回避できない。PALGNR 命令を使用した SSSE3 コードでは、キャッ

シュライン分割に関連した遅延を回避できる。

例 5-3 SSE2および SSSE3で実装された FIR処理コード

SSE2 向けに最適化 SSSE3 向けに最適化

pxor xmm0, xmm0

xor ecx, ecx

mov eax, dword ptr[input]

mov ebx, dword ptr[coeff4]

inner_loop:

movaps xmm1, xmmword 

ptr[eax+ecx]

mulps xmm1, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx]

addps xmm0, xmm1

pxor xmm0, xmm0

xor ecx, ecx

mov eax, dword ptr[input]

mov ebx, dword ptr[coeff4]

inner_loop:

movaps xmm1, xmmword ptr[eax+ecx]

movaps xmm3, xmm1

mulps xmm1, xmmword ptr[ebx+4*ecx]

addps xmm0, xmm1

movups xmm1, xmmword 

ptr[eax+ecx+4]

mulps xmm1, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+16]

addps xmm0, xmm1

movaps xmm2, xmmword ptr[eax+ecx+16]

movaps xmm1, xmm2

palignr xmm2, xmm3, 4

mulps xmm2, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+16]

addps xmm0, xmm2

movups xmm1, xmmword 

ptr[eax+ecx+8]

mulps xmm1, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+32]

addps xmm0, xmm1

movaps xmm2, xmm1

palignr xmm2, xmm3, 8

mulps xmm2, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+32]

addps xmm0, xmm2

movups xmm1, xmmword 

ptr[eax+ecx+12]

mulps xmm1, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+48]

addps xmm0, xmm1

add ecx, 16

cmp ecx, 4*TAP

jl inner_loop

mov eax, dword ptr[output]

movaps xmmword ptr[eax], xmm0

movaps xmm2, xmm1

palignr xmm2, xmm3, 12

mulps xmm2, xmmword 

ptr[ebx+4*ecx+48]

addps xmm0, xmm2

add ecx, 16

cmp ecx, 4*TAP

jl inner_loop

mov eax, dword ptr[output]

movaps xmmword ptr[eax], xmm0
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5.4 データ移動のコーディング手法

一般に、SIMD 計算用にあらかじめデータを配列しておくと、より高いパフォーマンスが

得られる。4.5節「メモリーの使用効率の改善」を参照のこと。この方法が必ずしも有効と

は限らない。

この節では、より効率良く SIMD計算ができるように、データを収集して配列する手法に

ついていくつか説明する。

5.4.1 符号なしアンパック

インテル® MMX® テクノロジーには、MMX® テクノロジー・レジスター内のデータをパッ

クしたりアンパックしたりするときに使用される命令がいくつか用意されている。SSE2で

は、これらの命令が拡張され、128 ビットのソースとデスティネーションを処理できるよ

うになった。

このアンパック命令を使用して、符号なし数値の 1つをゼロ拡張できる。例 5-4は、アン

パック元であるソースをパックドワード（16ビット）データタイプと想定したものである。

例 5-4 符号なしアンパック命令を使用して 16ビット値を 32ビットにゼロ拡張するコード

; Input:  

; XMM0 8 つの 16 ビット値のソース
; XMM7 必要であれば、XMM7 レジスターの代わりに
; ローカル変数を利用できる

; Output: 

; XMM0 4 つの下位ワードから
; ゼロ拡張された 4 つのダブルワード

; XMM1 4 つの上位ワードから
; ゼロ拡張された 4 つのダブルワード

movdqa xmm1, xmm0 ; ソースをコピー

punpcklwd xmm0, xmm7 ; 4 つの下位ワードをアンパックし
; 4 つの 32 ビットダブルワードを生成

punpckhwd xmm1, xmm7 ; 4 つの上位ワードをアンパックし
; 4 つの 32 ビットダブルワードを生成
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5.4.2 符号付きアンパック

目的の値をアンパックするときは、符号付き数値を符号拡張する必要がある。これは、

PSRAD 命令（packed shift right arithmetic）を使用して目的の値を符号拡張する点を除いて

先に示したゼロ拡張とほぼ同じである。

例 5-5は、アンパック元であるソースをパックドワード（16ビット）データタイプと想定

したものである。

5.4.3 飽和ありインターリーブ型パック

2つの値をあらかじめ決められた順序で目的のデスティネーション・レジスターにパックす

るには、パック命令を使用する。PACKSSDW 命令では、ソースオペランドから取り出し

た符号付きダブルワード 2つとデスティネーション・オペランドから取り出した符号付き

ダブルワード 2つが、符号付きワード 4つに飽和される。4つの符号付きワードは、デス

ティネーション・レジスター内にパックされる。図 5-1を参照のこと。

SSE2では PACKSSDW命令が拡張されており、ソースオペランドから取り出した符号付き

ダブルワード 4つとデスティネーション・オペランドから取り出した符号付きダブルワー

ド 4つが、符号付きワード 8つに飽和される。8つの符号付きワードは、デスティネーショ

ン内にパックされる。

例 5-5 符号付きアンパック・コード

 Input:

; XMM0 ソース値

; Output:

; XMM0 4 つの下位ワードから
; 符号拡張された 4 つの 32 ビットダブルワード
; XMM1 4 つの上位ワードから
; 符号拡張された 4 つの 32 ビットダブルワード

;

movdqa xmm1, xmm0 ; ソースをコピー

punpcklwd xmm0, xmm0 ; ソースの 4 つの下位ワードを、
; デスティネーションの各ダブルワードの
; 上位 16 ビットにアンパックする

punpckhwd xmm1, xmm1 ; ソースの 4 つの上位ワードを、
; デスティネーションの各ダブルワードの
; 上位 16 ビットにアンパックする

psrad xmm0, 16 ; ソースの 4 つの下位ワードを
; 4 つの符号付き 32 ビットダブルワードへ符号拡張

psrad xmm1, 16 ; ソースの 4 つの上位ワードを
; 4 つの符号付き 32 ビットダブルワードへ符号拡張
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図 5-2に、デスティネーション・レジスター内で 2ペアの値がインターリーブされる様子

を示す。例 5-6に、この演算を実行するMMX コードを示す。

2つの符号付きダブルワードがソースオペランドとして使用され、その結果、インターリー

ブされた符号付きワードがいくつか生成される。SSE2では、例 5-6のシーケンスを拡張す

ることにより、XMMレジスターを使用して8つの符号付きワードをインターリーブできる。

図 5-1 PACKSSDW mm，mm/m64 命令

図 5-2 飽和ありインターリーブ型パック

例 5-6 飽和ありインターリーブ型パックのコード

; Input:

; MM0 符号付きソース 1値
; MM1 符号付きソース 2値

; Output:

; MM0 MM0 からの最初と 3 番目のワードは
; 符号拡張された飽和ダブルワードを含む
; MM1 からの 2 番目と 4 番目のワードは
; 符号拡張された飽和ダブルワードを含む

;

packssdw mm0, mm0 ; パックおよび符号飽和

packssdw mm1, mm1 ; パックおよび符号飽和

punpcklwd mm0, mm1 ; オペランドの下位 16 ビット値を
; インターリーブする

D C B A

D1 C1 B1 A1

mm/m64 mm

mm
OM15159 

D C B A

D1 B1 C1 A1

MM/M64 mm

mm
OM15160
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パック命令は、ソースオペランドが符号付き数値であることが前提となる。実行結果とし

てデスティネーション・レジスターに生成される内容は、目的の演算を実行したパック命

令によって定義される。例えば、PACKSSDW 命令は、2つのソースから取り出した 2つの

符号付き 32ビット値のそれぞれを、デスティネーション・レジスター内で、飽和した 4つ

の 16ビット符号付き値にパックするものである。一方、PACKUSWB 命令は、2つのソー

スから取り出した 4つの符号付き 16ビット値を、デスティネーション・レジスター内で、

飽和した 8つの 8ビット符号なし値にパックするものである。

5.4.4 飽和なしインターリーブ型パック

例 5-7は、生成されたワードが飽和しない点を除いて例 5-6とほぼ同じである。また、オー

バーフローに対する予防策として、各ダブルワードの下位 16ビットしか使用していない。

ここでも SSE2 では、例 5-7 を拡張することにより、飽和なしで 8 つのワードをインター

リーブできる。

5.4.5 非インターリーブ型アンパック

デスティネーションおよびソース両者のオペランドのデータ要素をデスティネーション・

レジスターにインターリーブしてマージするには、アンパック命令を使用する。

次に示した例は、インターリーブを実行せずにデスティネーション・レジスターにこの両

者のオペランドを併合するものである。例えば、ソース 1に含まれているパックドワード・

データ・タイプのうちどれか 1つについて、隣り合っている 2つの要素を取り出し、それ

を最終的に生成される下位 32ビットに配置する。次に、ソース 2に含まれているパックド

例 5-7 飽和なしインターリーブ型パックのコード

; Input:

; MM0 符号付きソース値
; MM1 符号付きソース値

; Output:

; MM0 MM0 からの最初と 3 番目のワードは
; ダブルワードの下位 16 ビットを含む
;     MM1 からの 2 番目と 4 番目のワードは
; ダブルワードの下位 16 ビットを含む

pslld mm1, 16 ; それぞれのダブルワード値の LSB16を MSB16へシフト

pand mm0, {0,ffff,0,ffff} 

; 各ダブルワード値の MSB 16 をゼロでマスク

por mm0, mm1 ; 2つのオペランドをマージ
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ワード・データ・タイプのうちどれか 1つについて、隣り合っている 2つの要素を取り出

し、それを最終的に生成される上位 32 ビットに配置する。デスティネーション・レジス

ターのうちの 1つが、図 5-3に示す組み合わせとなる。

残りのデスティネーション・レジスターは、図 5-4に示すように組み合わせが逆になる。

例 5-8のコードは、非インターリーブ方式で 2つのパックドワード・ソースをアンパック

するものである。複数のワードを複数のダブルワードにアンパックする命令を使用する代

わりに、複数のダブルワードを 1つのクワッドワードにアンパックする命令を使用するこ

とを目的としたコードである。

図 5-3 MM0における非インターリーブ型アンパックの実行結果（下位ビット）

図 5-4 MM1における非インターリーブ型アンパックの実行結果（上位ビット）
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21 2023 22 11 1013 12

11 10
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5.4.6 データ要素の抽出

即値の最下位ビット 2 つによって選択された指定済み MMX® テクノロジー・レジスター

に含まれているワードを取り出し、それを 32ビット・レジスターの下位半分に移動するに

は、SSEの PEXTRW 命令を使用する。図 5-5および例 5-9を参照のこと。

SSE2 では、PEXTRW 命令を使用すると、XMM レジスターから整数レジスターの下位 16

ビットにワードを抽出できる。SSE4.1では、XMMレジスターからメモリー・ロケーショ

ンまたは整数レジスターにバイト、ワード、ダブルワード、クワッドワードを抽出できる。

例 5-8 2つのパックドワード・ソースの非インターリーブ方式コードでのアンパック

; Input:

; MM0 パックされたワードソース
; MM1 パックされたワードソース

; Output:

; MM0 元のソースの下位ワードを含む
; インターリーブはされない
; MM2 元のソースの上位ワードを含む
; インターリーブはされない

movq mm2, mm0 ; ソースをコピー

punpckldq mm0, mm1 ; MM0 の上位ワード 2 つを
; MM1 の下位ワード 2 つで置き換え
; MM0 の下位ワード 2 つはそのまま残す

punpckhdq mm2, mm1 ; MM2 の上位ワード 2 つを MM2 の下位ワード 2 つへ移動
; MM1 の上位ワード 2 つを MM2 の上位ワード 2 つに設定

図 5-5 PEXTRW命令

X4 X3 X2 X1

63 31 0

0..0 X1

31 0
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5.4.7 データ要素の挿入

32ビット整数レジスターの下位半分かメモリーのいずれかからワードを 1 つロードし、そ

れをインテル®  MMX® テクノロジーのデスティネーション・レジスターに挿入するには、

SSEの PINSRW 命令を使用する。挿入位置は即値定数の最下位ビット 2つによって決まる。

デスティネーション・レジスター内の残り 3つのワードは手つかずのままで、挿入操作が

実行される。図 5-6および例 5-10を参照のこと。

SSE2では、PINSRW 命令を使用すると、整数レジスターの下位 16ビットまたはメモリー

から XMMレジスターにワードを挿入できる。SSE4.1では、メモリー・ロケーションまた

は整数レジスターから XMMレジスターにバイト、ダブルワード、クワッドワードを挿入

できる。     

例 5-9 PEXTRW命令のコード

; Input:

; eax ソース値

; 即値 :“0”

; Output:

; edx 32ビット・レジスターはゼロ拡張された下位ビットと上位ビットの

; 抽出されたワードを含む

movq mm0, [eax] 

pextrw edx, mm0, 0

図 5-6 PINSRW 命令
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1つのレジスターに含まれているすべてのオペランドを一連の PINSRW命令で置き換える

場合は、PXOR 命令を使用するか当のレジスターにロードするかして内容をすべてクリ

アーし、依存関係チェーンを分断すると良い。例 5-11と 3.5.1.7節「レジスターのクリアー

と依存関係解消イディオム」を参照のこと。

例 5-10 PINSRW命令のコード

; Input:

; edx  ソース値へのポインター

; Output:

; mm0  新たに 16ビットを挿入した値を持つレジスター

;

mov eax, [edx] 

pinsrw mm0, eax, 1

例 5-11 PINSRW命令を用いたコードの繰り返し実行

; Input:

; edx  次のオフセットのソース値を含む構造体へのポインター :

; +0, +10, +13, および +24

; 即値 : “1”

; Output:

; MMX 新たに 16ビットを挿入した値を持つレジスター

;

pxor mm0, mm0 ; 前の mm0 の値の依存性をなくす

mov eax, [edx] 

pinsrw mm0, eax, 0

mov eax, [edx+10] 

pinsrw mm0, eax, 1

mov eax, [edx+13] 

pinsrw mm0, eax, 2

mov eax, [edx+24] 

pinsrw mm0, eax, 3
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5.4.8 非ユニット間隔データの移動

SSE4.1では、メモリーから XMMレジスターにデータ要素を挿入し、XMMレジスターか

らメモリーにデータ要素を直接抽出する命令が提供されている。浮動小数点データと、整

数のバイト、ワード、またはダブルワードを処理するのに個別の命令が用意されている。

それぞれの命令は、メモリーから非ユニット間隔データをロード / ストアするコードのベ

クトル化に適している。例 5-12を参照のこと。

例 5-13 の 2 つの例ではそれぞれ、INSERTPS と PEXTRD 命令を使用した浮動小数点デー

タの収集操作と、EXTRACTPSと PEXTRD命令を使用した浮動小数点データの分散操作を

実行している。

例 5-12 SSE4.1命令を使用した非ユニット間隔のロード /ストア

/* 目的 : 非ユニット・ストライドな DWORDのロード /

movd xmm0, [addr]

pinsrd xmm0, [addr + stride], 1

pinsrd xmm0, [addr + 2*stride], 2

pinsrd xmm0, [addr + 3*stride], 3

/* 目的 : 非ユニット・ストライドな DWORDのストア */

movd [addr], xmm0

pextrd [addr + stride], xmm0, 1

pextrd [addr + 2*stride], xmm0, 2

pextrd [addr + 3*stride], xmm0, 3

例 5-13 SSE4.1命令を使用した分散 /収集操作

/* 目的 : 収集操作 */

movd eax, xmm0

movss xmm1, [addr + 4*eax]

pextrd eax, xmm0, 1

insertps xmm1, [addr + 4*eax], 1

pextrd eax, xmm0, 2

insertps xmm1, [addr + 4*eax], 2

pextrd eax,xmm0, 3

insertps xmm1, [addr + 4*eax], 3

/* 目的 : 分散操作 */

movd eax, xmm0

movss [addr + 4*eax], xmm1

pextrd eax, xmm0, 1

extractps [addr + 4*eax], xmm1, 1

pextrd eax, xmm0, 2

extractps [addr + 4*eax], xmm1, 2

pextrd eax, xmm0, 3

extractps [addr + 4*eax], xmm1, 3
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5.4.9 バイトマスクの整数への移動

ソースオペランドの各バイトの最上位ビットすべてから生成されたビットマスクを 1つ返

すには、PMOVMSKB 命令を使用する。64 ビット MMX® テクノロジー・レジスターと組

み合わせて用いた場合は、8 ビット・マスクが 1 つ生成され、デスティネーション・レジ

スターの上位 24ビットはゼロとなる。128ビット XMMレジスターと組み合わせて用いた

場合は、16 ビット・マスクが 1 つ生成され、デスティネーション・レジスターの上位 16

ビットはゼロとなる。

この命令の 64ビット版について、図 5-7と例 5-14に示す。

図 5-7 PMOVMSKB 命令

例 5-14 PMOVMSKB命令のコード

; Input:

; ソース値

; Output:

; 下位 8 ビットにバイトマスクを含む 32ビット・レジスター

;

movq     mm0, [edi] 

pmovmskb eax, mm0

0..0 0..0

31

63 55 47 39 31 23 15 7 0

7 0
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5.4.10 64ビット・レジスター用のパックド・シャッフル・ワード

PSHUF命令とは、即値（imm8）オペランドを使用して、2つの MMX® テクノロジー・レ

ジスターの中に含まれている 4 つのワードを切り替えるか、あるいは 1 つの MMX® テク

ノロジー・レジスターと 1つの 64ビット・メモリー・ロケーションの中に含まれている 4

つのワードを切り替えるものである。SSE2 には、下位 4 ワードを XMM レジスター内に

シャッフルする PSHUFLW命令が用意されている。また、PSHUFW命令と同等のものに加

えて、上位 4ワードをシャッフルする PSHUFHW命令も用意されている。さらに、4つの

ダブルワードを XMMレジスター内にシャッフルする PSHUFD命令も用意されている。表

5-1に示すように、この 4つの PSHUF命令はすべて、即値バイトを使用して、ソースから

デスティネーションに供給される 8バイト内で個々のワードのデータパスをエンコードす

る。

5.4.11 128ビット・レジスター用のパックド・シャッフル・ワード

8ビットの即値オペランドを1つ使用して、下位/上位64ビットに含まれるどのソースワード・

フィールドも完全にシャッフルし、その結果として当の下位 /上位 64ビット内に任意のワー

ドフィールドを生成するには、pshuflw/pshufhw 命令を使用する。もう一方の上位 / 下位 64

ビットはソースオペランドを経由して渡される。

8ビットの即値オペランドを 1つ使用して、128ビットのソースに含まれるどのダブルワー

ド・フィールドも完全にシャッフルし、その結果として当の 128ビット内に任意のダブル

ワード・フィールドを生成するには、pshufd 命令を使用する。

多くの共通データは、わずか 3つの命令（pshuflw/pshufhw/pshufd）だけでデータのシャッ

フル操作が実装できる。ブロードキャスト、スワップ、リバースについて、例 5-15 と例

5-16に示す。

表 5-1 PSHUFのエンコード

ビット ワード

1 - 0 0

3 - 2 1

5 - 4 2

7 - 6 3

例 5-15 SSE2命令を 2つ使用した、XMMでのワードのブロードキャスト

/* 目的 : ワード 5 からすべてのワードにブロードキャスト */

/* 命令の結果 */

 | 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|

PSHUFHW (3,2,1,1)| 7| 6| 5| 5| 3| 2| 1| 0|

PSHUFD (2,2,2,2)| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|
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5.4.12 バイトのシャッフル

SSSE3には、16バイトの範囲内でバイト操作を実行する PSHUFB命令が用意されている。

PSHUFB命令は、SHIFT、OR、AND、MOVなど 12個の命令に代わって使用できる。

ほかのコードでは 5つ以上の命令が使用される場合は、PSHUFB命令を使用する。

5.4.13 条件付きのデータ移動

SSE4.1には、128 ビット・オペランド内のバイト /ワード・データ要素向けに 2つのパッ

クド・ブレンディング命令が用意されている。パックド・ブレンディング命令は、即値制

御バイトまたは暗黙の XMMレジスター（XMM0）で指定されたマスクを使用することに

より、ソース内の選択された部分から対応するデータ要素に条件付きでデータ要素をコ

ピーする。マスクは、パックド比較命令などで生成できる。パックド・ブレンディング命

令は、ループ内の条件付きフローをベクトル化するのに最も有効であり、状況によっては、

単一の要素を 1度に 1つずつ挿入するよりも効率的である。

5.4.14 128ビット・レジスター内での 64ビット・データのアンパック /

インターリーブ

ソースオペランドの下位 /上位 64ビットとデスティネーション・オペランドの下位 /上位

64 ビットをインターリーブするには、punpcklqdq/punpchqdq の各命令を使用する。次に、

その結果をデスティネーション・レジスターに書き込む。

ソースオペランドの上位 /下位 64ビットは無視される。

5.4.15 データの移動

64ビットSIMD整数レジスターから128ビットSIMDレジスターへデータを移動できる命令

がほかに 2つある。

1つは movq2dq 命令で、これは MMX® テクノロジー・レジスター（ソース）から 128ビッ

トのデスティネーション・レジスターへ 64ビットの整数データを移動するというものであ

る。デスティネーション・レジスターの上位 64ビットはゼロになる。

例 5-16 SSE2命令を 3つ使用した、XMMでのワードのスワップ /リバース

/* 目的 : ワード 6 と 1 の値を SWAP */

/* 命令の 結果 */

| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|

PSHUFD (3,0,1,2) | 7| 6| 1| 0| 3| 2| 5| 4|

PSHUFHW (3,1,2,0) | 7| 1| 6| 0| 3| 2| 5| 4|

PSHUFD (3,0,1,2) | 7| 1| 5| 4| 3| 2| 6| 0|

/* 目的 : ワードの並びを反転 */

/* 命令の 結果 */

| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|

PSHUFLW (0,1,2,3) | 7| 6| 5| 4| 0| 1| 2| 3|

PSHUFHW (0,1,2,3) | 4| 5| 6| 7| 0| 1| 2| 3|

PSHUFD (1,0,3,2) | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
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もう 1つは movdq2q 命令で、これは 128ビットのソースレジスターから MMX ® テクノロ

ジー・ レジスター（デスティネーション）へ整数データの下位 64 ビットを移動するとい

うものである。

5.4.16 変換命令

SSEには、単精度データとダブルワード整数データとの間で相互に 4ワイド変換ができる

命令が用意されている。SSE2では、倍精度データからダブルワード整数データへの変換が

追加された。

SSE4.1には、MXCSRの丸め制御とは無関係に柔軟な方法で指定された丸め制御のもとで、

浮動小数点値を整数値に変換する 4つの丸め命令が用意されている。ROUNDxx命令によっ

て生成された整数値は、浮動小数点データとして保持される。

SSE4.1には、以下のように整数データに変換する命令も用意されている。

• 符号拡張またはゼロ拡張を使用して、パックドバイトからパックドワード /ダブルワー

ド /クワッドワード形式に変換

• 符号拡張またはゼロ拡張を使用して、パックドワードからパックド・ダブルワード /

クワッドワード形式に変換

• 符号拡張またはゼロ拡張を使用して、パックド・ダブルワードからパックド・クワッ

ドワード形式に変換

5.5 定数の生成

SIMD整数命令セットには、即値定数を SIMDレジスターにロードする命令がない。

以下に示すコードセグメントは、使用頻度の高い定数を SIMDレジスター内に生成するも

のである。SSE2 では、MMX® テクノロジー・レジスターの代わりに XMMレジスターを

使用することによって、以下の例の拡張も可能である。例 5-17を参照のこと。

例 5-17 定数の生成

pxor mm0, mm0 ; MM0 にゼロを格納

pcmpeq mm1, mm1 ; MM1 にすべて '1' を生成。
; パックされた各データフィールドは
; -1 となる

pxor mm0, mm0

pcmpeq mm1, mm1

psubb mm0, mm1 [psubw  mm0, mm1] (psubd  mm0, mm1)

; 上記の 3 つの命令は、各パックされたバイトデータ
; もしくはワードかダブルワード、フィールドに
; 定数 1 を生成する
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pcmpeq mm1, mm1

psrlw mm1, 16-n(psrld  mm1, 32-n)

; 上記の 2つの命令は、各パックされたワード、
; もしくはダブルワード、フィールドに
; 符号付き定数 2n-1 を生成する

pcmpeq mm1, mm1

psllw mm1, n (pslld mm1, n)

; 上記の 2つの命令は、各パックされたワード、
; もしくはダブルワード、フィールドに
; 符号付き定数 -2n を生成する

注意：  SIMD 整数命令セットはバイトのシフト命令には対応してい

ないため、2n-1および -2nはパックドワードおよびパックド・ダブル

ワード以外には該当しない。

例 5-17 定数の生成 （続き）
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5.6 ビルディング・ブロック

この節では、共通のコード・ビルディング・ブロックを実装する命令とアルゴリズムにつ

いて説明する。

5.6.1 符号なし数値間の絶対差

例 5-18は、2つの符号なし数値の絶対差を計算するものである。符号なしパックドバイト・

データ・タイプを対象としている。

ここでは、「符号なし飽和あり」の減算命令を用いている。この命令は、符号なしオペラ

ンドを受け取って「符号なし飽和あり」での減算を行う命令である。

この命令は、パックドバイトとパックドワードのみに対応し、パックド・ダブルワードに

は対応していない。

オペランドが符号付きの場合、上記のコード例は機能しない。状況によっては psadbw 命

令が使用できることに注意する。詳細については、5.6.9節を参照。

5.6.2 符号付き数値間の絶対差

例 5-19では、SSSE3の PABSW命令を使用して 2つの符号付き数値の絶対差を計算してい

る。このシーケンスは、旧世代の SIMD拡張命令を使用するよりも効率的である。

例 5-18 2つの符号なし数値間の絶対差

; Input:

; MM0 ソースオペランド
; MM1 ソースオペランド

; Output:

; MM0  符号なしオペランドの絶対差

movq mm2, mm0 ; mm0 をコピー

psubusb mm0, mm1 ; 一方の差を計算

psubusb mm1, mm2 ; もう一方の差を計算

por mm0, mm1 ; 上記を OR して統合

例 5-19 符号付き数値の絶対差

;Input:

; XMM0 符号付きソースオペランド
; XMM1 符号付きソースオペランド

;Output:

; XMM1 符号なしオペランドの絶対差
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5.6.3 絶対値

例 5-20 に、|x| の計算に使用するインテル® MMX® コードシーケンスを示す。ここで、x

は符号付きである。 この例では、符号付きワードがオペランドであると想定している。

SSSE3では、3つの命令からなるこのシーケンスの代わりに PABSW命令を使用できる。さ

らに SSSE3 では、XMM レジスターを使用する 128 ビット版も用意されており、バイト、

ワード、ダブルワードの各単位がサポートされている。

5.6.4 ピクセル形式の変換

SSSE3には、16バイトの範囲内でバイト操作を実行する PSHUFB命令が用意されている。

PSHUFB命令は、SHIFT、OR、AND、MOVなど 12個の命令に代わって使用できる。

ほかのコードでは 5つ以上の命令が使用される場合は、PSHUFB命令を使用する。例 5-21

に、カラーピクセル形式変換の基本的な方式を示す。

psubw xmm0, xmm1 ; ワードを減算
pabsw xmm1, xmm0 ; 結果は xmm1 に格納

例 5-20 絶対値の計算

; Input:

; MM0 符号付きソースオペランド

; Output:

; MM1 ABS(MMO) 

pxor mm1, mm1 ; mm1 にゼロを設定

psubw mm1, mm0 ; mm1 の各ワードが　mm0 の各ワードの

   ; 負の値を含むように変換

pmaxsw mm1, mm0 ; mm1 は正の（大きな）値 - 絶対値

   ; を含む

注意：  絶対値が最大である負数の絶対値（すなわち、16ビッ

トの場合 8000H）は、正数では表現できない。このアルゴリズ

ムの場合は、絶対値（8000H）の元の値が返ってくる。

例 5-19 符号付き数値の絶対差 （続き）
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例 5-22と例 5-23に、ピクセル形式変換のための SSE2コードと SSSE3コードを示す。SSSE3

の例では、6つの SSE2命令に代わって PSHUFB命令が使用されている。 

例 5-21 RGBAから BGRAへの変換の基本的な Cコード

Standard C Code:

struct RGBA{BYTE r,g,b,a;};

struct BGRA{BYTE b,g,r,a;};

void BGRA_RGBA_Convert(BGRA *source, RGBA *dest, int num_pixels)

{

for(int i = 0; i < num_pixels; i++){

dest[i].r = source[i].r;

dest[i].g = source[i].g;

dest[i].b = source[i].b;

dest[i].a = source[i].a;

}

}

例 5-22 SSE2を使用したカラーピクセル形式変換

; Optimized for SSE2

mov esi, src

mov edi, dest

mov ecx, iterations

movdqa xmm0, ag_mask //{0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff}

movdqa xmm5, rb_mask //{ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0,ff,0}

mov eax, remainder

convert16Pixs: // 反復ごとに 16 ピクセル、64 バイト

movdqa xmm1, [esi] // xmm1 = [r3g3b3a3,r2g2b2a2,r1g1b1a1,r0g0b0a0]

movdqa xmm2, xmm1

movdqa xmm7, xmm1       //xmm7 abgr

psrld  xmm2, 16         //xmm2 00ab

pslld  xmm1, 16         //xmm1 gr00

por    xmm1, xmm2       //xmm1 grab

pand   xmm7, xmm0       //xmm7 a0g0

pand   xmm1, xmm5       //xmm1 0r0b

por    xmm1, xmm7       //xmm1 argb

movdqa [edi], xmm1
SIMD整数アプリケーション向けの最適化　5-23



//他の 3* 16 バイトを繰り返す

…

add  esi, 64

add  edi, 64

sub  ecx, 1

jnz  convert16Pixs

例 5-23 SSSE3を使用したカラーピクセル形式変換

; Optimized for SSSE3

mov esi, src

mov edi, dest

mov ecx, iterations

movdqa xmm0, _shufb 

// xmm0 = [15,12,13,14,11,8,9,10,7,4,5,6,3,0,1,2]

mov eax, remainder

convert16Pixs: // 反復ごとに 16 ピクセル , 64 バイト

movdqa xmm1, [esi] 

// xmm1 = [r3g3b3a3,r2g2b2a2,r1g1b1a1,r0g0b0a0]

movdqa xmm2, [esi+16]

pshufb xmm1, xmm0

// xmm1 = [b3g3r3a3,b2g2r2a2,b1g1r1a1,b0g0r0a0]

movdqa [edi], xmm1

//他の 3* 16 バイトを繰り返す

…

add esi, 64

add edi, 64

sub ecx, 1

jnz convert16Pixs

例 5-22 SSE2を使用したカラーピクセル形式変換 （続き）
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5.6.5 エンディアンの変換

PSHUFB 命令を使用すると、ダブルワード内のバイト順序を逆転することもできる。

BSWAP命令など従来の手法よりも効率的である。

例 5-24（a）に、4つの BSWAP命令を使用してダブルワード内のバイトを逆転する従来の

手法を示す。この手法では、それぞれの BSWAP 命令が 2 つのマイクロオペレーション

（μOP）を実行する必要がある。さらにこのコードでは、4つのダブルワード・データを処

理するのに 4つのロードと 4つのストアが必要である。

例 5-24（b）に、PSHUFB命令を使用してエンディアンを変換する SSSE3コードを示す。4

つのダブルワード・データの逆転には、1 つのロード、1 つのストア、PSHUFB 命令が必

要である。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーの場合、PSHUFB命令を使用して 4つのダブ

ルワードを逆転すると、BSWAP命令を使用するよりも約 2倍高速化できる。

例 5-24 ビッグ・エンディアンからリトル・エンディアンへの変換

;;(a) BSWAPを利用

lea eax, src

lea ecx, dst

mov edx, elCount

start:

mov edi, [eax]

mov esi, [eax+4]

bswap edi

mov ebx, [eax+8]

;; (b) PSHUFBを利用

__declspec(align(16)) BYTE bswapMASK[16] = 

{3,2,1,0, 7,6,5,4, 11,10,9,8, 15,14,13,12};

lea eax, src

lea ecx, dst

mov edx, elCount

movaps   xmm7, bswapMASK

start:

movdqa   xmm0, [eax]

bswap esi

mov ebp, [eax+12]

mov [ecx], edi

mov [ecx+4], esi

bswap ebx

mov [ecx+8], ebx

bswap ebp

mov [ecx+12], ebp

pshufb   xmm0, xmm7

movdqa   [ecx], xmm0

add eax, 16

add ecx, 16

sub edx, 4

jnz start

add eax, 16

add ecx, 16

sub edx, 4

jnz start
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5.6.6 任意の範囲 [High, Low]へのクリップ操作

この節では、値を任意の範囲 [High, Low]にクリップする方法について説明する。具体的に

は、その値が low よりも小さいときは Low にクリップされ、High よりも大きいときは High

にクリップされる。この手法では、符号付きまたは符号なしで、飽和ありのパックド加算

命令とパックド減算命令を使用する。つまり、パックドバイト・データ・タイプとパック

ドワード・データ・タイプ以外には使用できない手法である。

この節に記載した具体例では、packed_max および packed_min の定数を使用しており、ワー

ド値の演算を示している。簡単にするため、以下の各定数を使用している。バイト値の演

算を実行する場合は、対応する定数が使用される。

packed_max は 0x7fff7fff7fff7fff に相当。

packed_min は 0x8000800080008000に相当。

packed_low は、パックドワード・データ・タイプの 4 つのワードすべてに low の値を

含んでいる。

packed_high は、パックドワード・データ・タイプの 4つのワードすべてに high の値を

含んでいる。

packed_usmax の値はすべて 1。

high_us は、packed_min のすべてのデータ要素（4ワード）に high の値を加えたもので

ある。

low_us は、packed_min のすべてのデータ要素（4 ワード）に low の値を加えたもので

ある。

5.6.6.1 効率の良いクリップ方法

任意の範囲に符号付きワードをクリップするときは、pmaxsw および pminsw 命令を使用し

ても良い。任意の範囲に符号なしバイトをクリップするときは、pmaxub および pminub命

令を使用できる。

例 5-25に、任意の範囲に符号付きワードをクリップする方法を示す。符号なしバイトをク

リップするコードも同様である。

例 5-25 符号付きワード範囲 [High, Low]へのクリップ操作

; Input:

; MM0 符号付きソースオペランド

; Output:

; MM0 符号付きワードは、符号付き範囲 [HIGH, LOW] にクリップされる

pminsw mm0, packed_high

pmaxsw mm0, packed_low
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SSE4.1 では、例 5-25 を容易に拡張して符号付きバイト、符号なしワード、符号付きダブ

ルワード、符号なしダブルワードをクリップできる。

上記のコードは、最初に値を符号なし数値に変換してから、それを符号なし範囲にクリッ

プするものである。最後の命令でデータを元の符号付きデータに変換し、そのデータを符

号付き範囲内に配置している。

（High - Low）< 0x8000の場合は、符号なしデータに変換しないと正しい結果が得られない。

（High - Low）>= 0x8000のの場合は、アルゴリズムを例 5-27のように簡略化する。

（High - Low）>= 0x8000 であることが分かっているときは、このアルゴリズムを使用すれ

ばサイクルを 1回分節約できる。（High - Low）< 0x8000のときは、この 3つの命令から成

るアルゴリズムは機能しない。0xffff から 0x8000未満の任意の数を引くと、大きさが 0x8000

よりも大きい負数になるからである。

例 5-26 任意の符号付き範囲 [High, Low]へのクリップ操作

; Input:

; MM0 符号付きソースオペランド

; Output:

; MM1 符号付きオペランドは、符号なし範囲 [HIGH, LOW] に
; クリップされる

paddw mm0, packed_min ; 飽和なしで加算

; 0x8000で符号なしに変換

paddusw mm0, (packed_usmax - high_us)

; 高位へクリップ

psubusw mm0, (packed_usmax - high_us + low_us) 

; 低位へクリップ

paddw mm0, packed_low ; 前の 2 つのオフセットを元に戻す

例 5-27 任意の符号付き範囲へのクリップ操作（簡略版）

; Input: MM0 符号付きソースオペランド

; Output: MM1 符号付きオペランドは、符号なし範囲 [HIGH, LOW] に
;  クリップされる

paddssw     mm0, (packed_max - packed_high)

; 高位にクリップ

psubssw     mm0, (packed_usmax - packed_high + packed_low)

; 低位にクリップ

paddw       mm0, low ; 前の 2 つのオフセットを元に戻す
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例 5-27に示した 3段階から成るアルゴリズムの 2番目の命令である psubssw mm0,（0xffff

- High + Low）命令を実行すると、負数が引かれる。その場合、この減算の実行結果によ

り、mm0の値が減らずに増加するため、間違った答えが出る。

5.6.6.2 任意の符号なし範囲 [High, Low] へのクリップ操作

例 5-28のコードを実行すると、符号なし値が符号なし範囲 [High, Low]にクリップされる。

その値が Lowよりも小さいときは Lowにクリップされ、Highよりも大きいときは highに

クリップされる。この手法では、符号なし飽和ありのパックド加算命令とパックド減算命

令を使用する。つまり、パックドバイト・データ・タイプとパックドワード・データ・タ

イプ以外には使用できない手法である。

例 5-28では、ワード値を対象に演算が実行される。

5.6.7 バイト、ワード、ダブルワードのパックド最大値 /最小値

pmaxsw 命令を実行すると、2 つの SIMD レジスターの中に含まれている 4 つの符号付き

ワードの最大値が返ってくるか、あるいは 1つの SIMDレジスターと 1つのメモリー・ロ

ケーションの中に含まれている 4つの符号付きワードの最大値が返ってくる。

pminsw 命令を実行すると、2 つの SIMD レジスターの中に含まれている 4 つの符号付き

ワードの最小値が返ってくるか、あるいは 1つの SIMDレジスターと 1つのメモリー・ロ

ケーションの中に含まれている 4つの符号付きワードの最小値が返ってくる。

pmaxub 命令を実行すると、2 つの SIMDレジスターの中に含まれている 8つの符号なしバ

イトの最大値が返ってくるか、あるいは 1つの SIMDレジスターと 1つのメモリー・ロケー

ションの中に含まれている 8つの符号なしバイトの最大値が返ってくる。

pminub 命令を実行すると、2 つの SIMDレジスターの中に含まれている 8つの符号なしバ

イトの最小値が返ってくるか、あるいは 1つの SIMDレジスターと 1つのメモリー・ロケー

ションの中に含まれている 8つの符号なしバイトの最小値が返ってくる。

例 5-28 任意の符号なし範囲 [High, Low] へのクリップ操作

; Input:

; MM0 符号なしソースオペランド

; Output:

; MM1 符号なしオペランドは、符号なし範囲 [HIGH, LOW] に
; クリップされる

paddusw mm0, 0xffff - high

; 高位にクリップされる

psubusw mm0, (0xffff - high + low) 

; 低位にクリップされる

paddw mm0, low 

; 前の 2 つのオフセットを元に戻す
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SSE2 では、PMAXSW/PMAXUB/PMINSW/PMINUB 命令が 128 ビット操作に拡張された。

SSE4.1では、符号付きバイト、符号なしワード、符号付きダブルワード、符号なしダブル

ワードの 128ビット操作が追加された。

5.6.8 整数のパックド乗算

pmulhuw /pmulhw 命令は、ソースオペランドに含まれている符号なし /符号付きワードと、

デスティネーション・オペランドに含まれている符号なし / 符号付きワードの乗算を行う

ものである。32 ビットで構成される中間結果の上位 16 ビットがデスティネーション・オ

ペランドに書き込まれる。pmullw命令は、デスティネーション・オペランドに含まれてい

る符号付きワードとソースオペランドに含まれている符号付きワードの乗算を行うもの

である。32 ビットで構成される中間結果の下位 16 ビットがデスティネーション・オペラ

ンドに書き込まれる。

SSE2では、PMULHUW/PMULHW/PMULLW命令が 128ビット操作に拡張され、PMULUDQ

命令が追加された。

2つのソースから取り出した 64ビット群に含まれているダブルワード・オペランドの下位

ペアを対象にして符号なし乗算を実行するには、PMULUDQ命令を使用する。各乗算から

得られた 64ビットの完全な結果はデスティネーション・レジスターに返される。

この命令は 64ビット版にも 128ビット版にも用意されている。128ビット版では、128ビッ

ト・レジスターの上位と下位を半分ずつに分けて、それぞれ独立した 2つの演算が実行さ

れる。

SSE4.1では、PMULDQと PMULLDの 128ビット操作が追加された。PMULLD命令は、デ

スティネーション・オペランドに含まれている符号付きダブルワードとソースオペランド

に含まれている符号付きダブルワードの乗算を行うものである。64ビットで構成される中

間結果の下位 32ビットがデスティネーション・オペランドに書き込まれる。PMULDQ命

令は、デスティネーション・オペランドに含まれている下位の符号付きダブルワード 2つ

とソースオペランドに含まれている下位の符号付きダブルワード 2 つの乗算を行い、64

ビットの結果 2つをデスティネーション・オペランドにストアするものである。

5.6.9 絶対差のパックド和

psadbw 命令を実行すると、2つの SIMDレジスターに含まれている符号なしバイトの差の

絶対値が計算されるか、あるいは 1つの SIMDレジスターと 1つのメモリー・ロケーショ

ンに含まれている符号なしバイトの差の絶対値が計算される。次に、8 ペアの符号なしバ

イトの差が合計され、その結果、下位 16ビット・フィールドの中にワードが 1つ生成され

る。上位 3ワードは 0になる。SSE2では、PSADBW命令が拡張され、ワード結果が 2つ

計算される。

上記の例で行っている減算は絶対差の計算である。すなわち、t = abs(x-y)の計算を実行し

ている。当該バイト値は一時領域に格納され、値はすべて合計され、その計算結果はデス

ティネーション・レジスターの下位ワードに書き込まれる。
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動き評価には、参照フレームから最も一致するものを検索する処理が含まれる。2 つのピ

クセルブロックの絶対差の和（SAD）は、一致するピクセルブロックを探すビデオ処理ア

ルゴリズムでの共通構成要素である。PSADBW命令は、4×4、8×4、8×8のピクセルブロッ

クに対する SADの結果を計算することにより、最も一致するピクセルブロックを探すため

のビルディング・ブロックとして使用できる。

5.6.10 MPSADBWと PHMINPOSUW命令

SSE4.1のMPSADBW命令は、8つの SAD演算を実行する。各 SAD演算の結果、4ペアの

符号なしバイトからワードが 1つ生成される。PHMINPOSUM命令は、8つの SAD演算結

果を 1つの XMMレジスターに収めて、8つの 4×4ピクセルブロック間で最も一致するも

のを検索する。

動き評価アルゴリズムとしては、MPSADBW命令は以下のように複数の点で PSADBW命

令よりも優れている。

• データ移動を簡素化して、パックドデータ形式をピクセルブロックの SAD演算向けに

構成

• 反復ごとの SAD演算結果についてスループットが増加（フレームごとに必要な反復数

が減少）

• PHMINPOSUW命令を使用した効率的な検索に基づくMPSADBW命令の結果

4×4 と 8×8 のブロックの検索に関する MPSADBW と PSADBW 命令の比較例については、

第 1章の参考文献の節に記載されたホワイトペーパーを参照のこと。

5.6.11 パックド平均（バイト /ワード）

pavgb 命令と pavgw 命令は、ソースオペランドの符号なしデータ要素を、キャリーインも

含めてデスティネーション・レジスターの符号なしデータ要素に加算するものである。こ

の加算結果は、独立して 1 ビットずつ右方向にシフトされる。各要素の上位ビットには、

対応する総和値のキャリービットが格納される。

このデスティネーション・オペランドは SIMDレジスターである。ソースオペランドには

SIMDレジスターもメモリーオペランドも使用できる。

パックド符号なしバイトの演算を実行するときは pavgb 命令を使用し、パックド符号なし

ワードの演算を実行するときは pavgw 命令を使用する。

5.6.12 定数との複素乗算

複素乗算には 4回の乗算と 2回の加算が必要である。pmaddwd 命令ではまさにそうした演

算が実行される。この命令を使用するためには、対象となるデータのフォーマットを複数

の 16ビット値に変更する必要がある。実数成分も虚数成分もそれぞれ 16ビットにする必

要がある。例 5-29について検討してみる。この例では、64ビット MMX® テクノロジー・

レジスターが使用されると想定している。
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• 入力データは Dr および Di とする。ここで、Dr はデータの実数成分、Di はデータ

の虚数成分である。

• メモリーに記憶されている定数の複素係数のフォーマットを 4 つの 16 ビット値 [Cr

-Ci Ci Cr]に変更する。MOVQ 命令を使用して目的の値をMMX® テクノロジー・レ

ジスターにロードすることを忘れないようにする。

• 複素積の実数成分は 

Pr = Dr*Cr - Di*Ci である。

複素積の虚数成分は 

Pi = Dr*Ci + Di*Cr である。

• 出力はパックド・ダブルワードになる。必要な場合は、パック命令を使用して実行結

果を 16ビットに変換し、入力データのフォーマットに一致させることもできる。

5.6.13 パックド 64ビット加算 /減算

2つのソースから取り出した 64ビット群のそれぞれに含まれているクワッドワード・オペ

ランドを使って加算または減算を実行するには、PADDQ 命令または PSUBQ 命令を使用す

る。各計算の実行結果として得られた 64ビットの値はデスティネーション・レジスターに

書き込まれる。整数の ADD/SUB 命令と同様、PADDQ/PSUBQ 命令でも、2 の補数表記を

使用すると符号なし整数オペランドも符号付き整数オペランドも処理できる。

個々の計算結果が大きすぎて64ビットで表現できないときは、その計算結果の下位64ビッ

トがデスティネーション・オペランドに書き込まれる。したがって、計算結果がラップア

ラウンド（循環）することになる。これらの命令は 64ビット版にも 128ビット版にも用意

されている。128 ビット版では、128 ビット・レジスターの上位と下位を半分ずつに分け

て、それぞれ独立した 2つの演算が実行される。

例 5-29 定数との複素乗算

; Input:

; MM0 複素数値を , Dr, Diに格納
; MM1 複素数係数の定数は
; [Cr -Ci Ci Cr]の形式

; Output:

; MM0 2つの 32ビット dword は [Pr Pi]を含む

; 

punpckldq mm0, mm0 ; [dr di dr di]を作成

pmaddwd mm0, mm1 ; 完了。結果は以下のようになる。

     ; [(Dr*Cr-Di*Ci)(Dr*Ci+Di*Cr)]
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5.6.14 128ビット・シフト

先頭のオペランドを左方向か右方向にシフトするには、pslldq 命令または psrldq 命令を使

用する。シフトするバイト数は即値オペランドで指定する。空の下位 / 上位バイトはクリ

アーされる（つまり 0にされる）。

即値オペランドで指定する値が 15より大きい場合は、デスティネーション・レジスターが

すべて 0にされる。

5.6.15 PTESTと条件分岐

SSE4.1 には、条件分岐のあるループのベクトル化に利用可能な PTEST 命令が用意されて

いる。PTEST命令は、汎用命令 TESTの 128ビット版である。PTEST命令の結果として、

EFLAGSレジスターの ZFフィールドまたは CFフィールドが変更される。

例 5-30（a）に、ゼロ除算の特殊なケースの処理に条件分岐を必要とするループを示す。こ

のようなループをベクトル化するには、ゼロ除算が発生する可能性のある反復を、ベクト

ル化可能な反復の外で処理しなければならない。

例 5-30 PTEST命令の使用による、ベクトル化可能なループの反復とベクトル化不可能な
ループの反復の分離

(a) /* まれな例外処理を伴うループ */

float a[CNT];

unsigned int i;

for (i=0;i<CNT;i++)

{

if (a[i] != 0.0)

{ a[i] = 1.0f/a[i];

}

else

{ call DivException();

}

}

(b) /* PTEST は、まれな非ベクトル化領域を扱うこ

とを可能にする */

xor eax,eax

movaps xmm7, [all_ones]

xorps xmm6, xmm6

lp:

movaps xmm0, a[eax]

cmpeqps xmm6, xmm0 ; 各非ゼロ値を変換

ptest xmm6, xmm7

jnc zero_present; 4つの値が非ゼロなら、

キャリーをセット

movaps xmm1,[_1_0f_]

divps xmm1, xmm0

movaps a[eax], xmm1

add eax, 16

cmp eax, CNT

jnz lp

jmp end

zero_present:

// 1つずつ処理し、値がゼロなら

// 例外処理を呼び出す
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例 5-30（b）に示すアセンブリー・シーケンスでは、PTEST命令を使用して、xmm0内の 4

つの浮動小数点値のいずれかが 0であるときには分岐を早期に終了させている。フォール

スルー・パスでは、4 つの値のうちいずれも 0 でないので、浮動小数点演算の残りをベク

トル化できる。

5.6.16 ループの反復間における異種演算のベクトル化

アンロールされたループをベクトル化する手法は一般に、ループの各反復間における同種

の繰り返し操作に依存している。SSE4.1 の PTEST 命令と可変ブレンディング命令を使用

すると、ループの反復間における異種演算のベクトル化が可能な場合がある。

例 5-31（a）に、単純な異種ループを示す。異種演算と条件分岐が原因で、単純なループ

アンロール手法をベクトル化に適用できない。

例 5-31（b）に示すアセンブリー・シーケンスでは、BLENDVPS と PTEST 命令を使用し

て、連続した 4回の反復間で発生する異種演算の処理をベクトル化している。

例 5-31 PTEST命令と可変ブレンディングを使用した異種ループのベクトル化

(a) /*反復間で異種の操作を伴うループ*/

float a[CNT];

unsigned int i;

for (i=0;i<CNT;i++)

{

if (a[i] > b[i])

{ a[i] += b[i]; }

else

{ a[i] -= b[i]; }

}

(b) /* PTEST と BLENDVPS 命令によるベクトル化条件

の流れ */

xor eax,eax

lp:

movaps xmm0, a[eax]

movaps xmm1, b[eax]

movaps xmm2, xmm0

// a と b の値を比較

cmpgtps xmm0, xmm1

// xmm3 - -b を保持

movaps xmm3, [SIGN_BIT_MASK]

xorps xmm3, xmm1

// 加算操作のため値を選択

// 真の条件では a+b となり、偽では a+(-b) となる

// blend mask is xmm0 

blendvps xmm1,xmm3, xmm0

addps xmm2, xmm1

movaps a[eax], xmm2

add eax, 16

cmp eax, CNT

jnz lp
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5.6.17 ネストされたループの制御フローのベクトル化

PTEST命令と BLENDVPX命令は、複雑な制御フロー文をベクトル化するためのビルディ

ング・ブロックとして使用できる。この場合の各制御フロー文は、マスクされた条件付き

コードが動作する上でのプレディケートとして使用される、「作業用」マスクを生成して

いる。

ネストされたループ内に複雑な制御フローが存在する状況を説明するには、マンデルブ

ロー集合図形における評価が有効である。マンデルブロー集合は、2Dグリッドにマッピン

グされた一連の高さ値である。高さ値は、|In| > 2を得るのに必要なマンデルブロー反復（複

素数空間で In = In-1
2 + I0として定義）の回数である。高さの最大しきい値を設定すること

によってマップ生成を制限するのが一般的である。その他のすべての点には、しきい値と

同じ高さが割り当てられる。例 5-32に、Cコードで実装されたマンデルブロー集合図形評

価の例を示す。
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例 5-33に、マンデルブロー集合図形評価をベクトル化したものを示す。ブレーク文の存在

がピクセルごとの反復数の変化を示しているので、最も内部のループではベクトル化が行

われていない。ベクトル化バージョンでは、2Dの並列性を考慮に入れた上で、連続する 4

ピクセルの Y値を 4回の反復にわたってベクトル化し、条件付きで以下の 3つのシナリオ

を処理する。

• 最も内部の反復では、4ピクセルすべてがブレーク条件に達しない場合、4ピクセルを

ベクトル化する。

例 5-32 マンデルブロー集合図形評価の基準 Cコード

#define DIMX (64)

#define DIMY (64)

#define X_STEP (0.5f/DIMX)

#define Y_STEP (0.4f/(DIMY/2))

int map[DIMX][DIMY];

void mandelbrot_C()

{ int i,j;

float x,y;

for (i=0,x=-1.8f;i<DIMX;i++,x+=X_STEP)

{

for (j=0,y=-0.2f;j<DIMY/2;j++,y+=Y_STEP)

{float sx,sy;

int iter = 0;

sx = x;      

sy = y;      

while (iter < 256)          

{ if (sx*sx + sy*sy >= 4.0f)  break;

float old_sx = sx;    

sx = x + sx*sx - sy*sy;

sy = y + 2*old_sx*sy;

iter++;

}        

map[i][j] = iter;     

}

}

}
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• 1 つ以上のピクセルがブレーク条件に達した場合、ブレンディング組み込み関数を使

用して、ブレーク条件に達しない残りのピクセルの複素高さ要素を累積し、複素高さ

要素の内部反復を続行する。

• 4ピクセルすべてがブレーク条件に達した場合、内部ループを終了する。

例 5-33 SSE4.1 組み込み関数を使用したベクトル化済みマンデルブロー集合図形評価

__declspec(align(16)) float _INIT_Y_4[4] = {0,Y_STEP,2*Y_STEP,3*Y_STEP};

F32vec4 _F_STEP_Y(4*Y_STEP);

I32vec4 _I_ONE_ = _mm_set1_epi32(1);

F32vec4 _F_FOUR_(4.0f);

F32vec4 _F_TWO_(2.0f);;

void mandelbrot_C()

{ int i,j;

F32vec4 x,y;

for (i = 0, x = F32vec4(-1.8f); i < DIMX; i ++, x += F32vec4(X_STEP))

{

for (j = DIMY/2, y = F32vec4(-0.2f) + 

*(F32vec4*)_INIT_Y_4; j < DIMY; j += 4, y += _F_STEP_Y)

{ F32vec4 sx,sy;

I32vec4 iter = _mm_setzero_si128();

int scalar_iter = 0;

sx = x;

sy = y;

while (scalar_iter < 256)

{ int mask = 0;

F32vec4 old_sx = sx;

__m128 vmask = _mm_cmpnlt_ps(sx*sx + sy*sy,_F_FOUR_);

// ベクトル中のすべてのポイントが終了条件に

// 一致したらベクトル化されたループを抜ける

if (_mm_test_all_ones(_mm_castps_si128(vmask)))

break;

(続く )
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// すべてのデータポイントがゼロなら、結果を結合する追加コードを実行する必要はない

if (_mm_test_all_zeros(_mm_castps_si128(vmask),

_mm_castps_si128(vmask)))

{ sx = x + sx*sx - sy*sy;

sy = y + _F_TWO_*old_sx*sy;

iter +=  _I_ONE_;

}

else

{

// このコードは直前の反復の結果と現在の反復の結果をブレンドする。

// 終了条件に達していない値のみがストアされる

// すでに条件に達している値は、それを維持する

sx = _mm_blendv_ps(x + sx*sx - sy*sy,sx,vmask);

sy = _mm_blendv_ps(y + _F_TWO_*old_sx*sy,sy,vmask);

iter = I32vec4(_mm_blendv_epi8(iter + _I_ONE_,

iter,_mm_castps_si128(vmask)));

}

scalar_iter++;

}

_mm_storeu_si128((__m128i*)&map[i][j],iter);

}

}

}

例 5-33 SSE4.1 組み込み関数を使用したベクトル化済みマンデルブロー集合図形評価 （続き）
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5.7 メモリーの最適化

以下の手法を用いて、メモリーアクセスを改善できる。

• パーシャル・メモリー・アクセスを避ける。

• メモリーフィルおよびビデオフィルのいずれについても帯域幅を広げる。

• ストリーミング SIMD拡張命令を使ってデータをプリフェッチする。第 7章「キャッ

シュ利用の最適化」を参照。

MMX® テクノロジー・レジスターと XMMレジスターでは、プロセッサーがストールする

ことなく大量にデータを移動できる。8、16、または 32のいずれかのビット長を持つ単一

配列の値をいくつかロードする代わりに、シングル・クワッドワード 1つかダブル・クワッ

ドワード 1つに格納されている値をすべてロードしてから、それに応じて目的の構造体ま

たは配列のポインターをインクリメントする点に注目すること。

SIMD 整数命令で処理するデータはすべて、以下のいずれかを使ってロードしなければな

らない。

• 64 ビットまたは 128 ビットのオペランドを 1つロードする SIMD 整数命令（例えば、

movq mm0, m64）

• レジスターメモリー形式の SIMD整数命令のうち、クワッドワードかダブル・クワッ

ドワードのメモリーオペランド 1つを対象に演算を実行するもの（例えば、

pmaddw mm0, m64）

SIMDデータをストアするときには、64ビットまたは 128ビットのオペランドを 1つスト

アする SIMD整数命令を使用しなければならない（例えば、movq m64, mm0）。

上記の方法を推奨する理由は 2 つある。1 つは、より大きなブロックサイズを使用して

SIMD データのロード操作 / ストア操作の効率化を図るためである。もう 1 つは、上記の

推奨事項に従うことで、8 ビット、16 ビット、32 ビットのロード操作 / ストア操作と、

SIMD 整数テクノロジーを用いたロード操作 / ストア操作が、同じ SIMD データに対して

混在してしまうのを避けるためである。

こうした方法により、同一メモリー領域に対して大量のストア操作を実行した後に少量の

ロード操作が実行されたり、あるいは少量のストア操作を実行した後に大量のロード操作

が実行されたりする状況が防止される。インテル® Pentium® II プロセッサー、インテル®

Pentium® III プロセッサー、インテル® Pentium® 4 プロセッサーは、このような状況になる

とストールする可能性がある。詳細は、第 3章を参照のこと。
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5.7.1 パーシャル・メモリー・アクセス

同一メモリー領域に対して少量のストア操作を連続して実行した後大量のロード操作を

実行する場合を考えてみる。mem のメモリーアドレスから始まるものとする。例 5-34 の

コードを実行した場合、その中に記述されている大量のロード操作命令はストールする。

上記の例の movq 命令は、ストア操作によるメモリー書き込みが終了しない限り、必要な

すべてのデータにアクセスできない。その他のデータタイプの場合も同様にストールする

ことがある。例えば、バイトやワードをいくつかストアしてから、ワードやダブルワード

をいくつか同じメモリー領域から読み出す場合などである。例 5-35のようにコードシーケ

ンスを変更すれば、プロセッサーは遅延せずにデータにアクセスできる。

例 5-34 少量のストア操作を連続して実行した後大量のロード操作を実行
（良くない例）

mov mem, eax     ; アドレス "mem" へ dword をストア

mov mem + 4, ebx ; アドレス "mem+4" へ dword をストア

       :

       :

movq   mm0, mem ; "mem" からの qword ロードはストール

例 5-35 遅延の生じないデータアクセス方法

movd mm1, ebx ; メモリーへストアする前に、データを 

; qword に構築

movd mm2, eax

psllq mm1, 32

por mm1, mm2

movq mem, mm1 ; SIMD変数を qword として "mem" へストア

        :

        :

movq mm0, mem ; "mem"　から qword SIMD をロード。ストールなし。
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次に、同じメモリー領域に対して大量のストア操作を 1回実行した後少量のロード操作を

連続して実行する場合を考えてみる。mem のメモリーアドレスから始まるものとする。例

5-36にその例を示す。少量のロード操作は、大量のストア操作と整合がとれないため、ほ

とんどの場合ストールする。詳細は、3.6.5節「ストア・フォワーディング」を参照のこと。

上記の例のワードのロード操作は、クワッドワードのストア操作によるメモリー書き込み

が終了しない限り、必要なデータにアクセスができない。その他のデータタイプの場合も

同様にストールするときがある。例えば、ダブルワードやワードをいくつかストアしてか

ら、ワードやバイトをいくつか同じメモリー領域から読み取る場合などである。

例 5-37のようにコードシーケンスを変更すれば、プロセッサーは遅延せずにデータにアク

セスできる。

一般的に、上記のような変更を加えると、目的の操作の実行に必要な命令の数は増えるこ

とになる。命令の数が増えればその分パフォーマンスが低下することは確かだが、

インテル ® Pentium® II プロセッサー、インテル ® Pentium® III プロセッサー、インテル ®

Pentium® 4 プロセッサーについていえば、そうしたパフォーマンスの低下よりも、先に述

べた諸問題を避けることで得られる利点の方がはるかに多い。

例 5-36 大量のストア操作を 1回実行した後少量のロード操作を連続して実行

movq mem, mm0   ; アドレス "mem" へ qword をストア

        :

        :

mov bx, mem + 2 ; "mem+2" からの word ロードはストール

mov cx, mem + 4 ; "mem+4" からの word ロードはストール

例 5-37 大量のストア操作を 1回実行してから少量のロード操作を連続して実行するときの
遅延防止例

movq mm1, mem ; アドレス "mem" から qword をロード

movd eax, mm1 ; MMX レジスターから、"mem+2" を 

; eax へ移動する

psrlq mm1, 32

shr eax, 16

movd ebx, mm1 ; MMX レジスターから、"mem+4" を 

; ebx へ移動する

and ebx, 0ffffh
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5.7.1.1 キャッシュラインの分割を防止するための補助的な手法

一部のビデオ処理アプリケーションでは、16バイト境界にアライメントされたメモリーア

ドレスからデータをロードすることを避けられない場合がある。このような状況の例とし

ては、水平方向に半ピクセル移動することによってビデオフレームの各ラインを平均化す

る場合が挙げられる。

例 5-38に、16バイト境界にアライメントされていないメモリーアドレスからデータをロー

ドする際の、ビデオ処理での一般的な操作を示す。ビデオフレームの各ライン上でビデオ

処理が進められていくうちに、メモリーから大量にロードされた 64 バイトごとに 1 つの

キャッシュラインの分割が発生する。

SSE3 では、16 バイトにアライメントされていないメモリーアドレスからロードを行うた

めの LDDQU 命令が提供されている。LDDQU 命令は、キャッシュラインの分割を防止す

るように設計された、アライメントの合っていない専用 128ビット・ロードである。ロー

ドのアドレスが 16バイト境界にアライメントされている場合、LDQQU命令は要求された

16バイトをロードする。アドレスが 16バイト境界にアライメントされていない場合は、ア

ライメントの合った 16バイト・アドレス（要求されたロードのアドレスの直前のもの）か

ら始まる 32バイト・ブロックがロードされる。次に、そのブロックの中から、要求された

16 バイトが提供される。アドレスが 16 バイト境界にアライメントされている場合、メモ

リー要求の有効数はプロセッサーに依存する（1つ以上）。

LDDQU 命令は、メモリーからデータをロードした後に修正済みデータを同じアドレスに

ストアしないというプログラミング用途向けに設計されている。そのため、LDDQU 命令

の利用は、ストア－ロード・フォワーディングが予期されない状況のみに限定する必要が

ある。ストア－ロード・フォワーディングが予期される状況では、通常のストア / ロード

のペアを使用する（アライメントされるかどうかは、アクセス対象データのアライメント

に基づく）。

例 5-38 キャッシュラインの分割が発生するビデオ処理の例

// 1 つの基準座標系から、半分のペルを

// 水平（x 軸に関して）に平均化する

nextLinesLoop:

movdqu xmm0,XMMWORD PTR [edx]  // 16 バイトにアライメントされていない

movdqu xmm0,XMMWORD PTR [edx+1]

movdqu xmm1,XMMWORD PTR [edx+eax]

movdqu xmm1,XMMWORD PTR [edx+eax+1]

pavgb xmm0, xmm1

pavgb xmm2, xmm3

movdqa XMMWORD PTR [ecx], xmm0

movdqa XMMWORD PTR [ecx+eax], xmm2

// (繰り返し ...)
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5.7.2 メモリーフィルおよびビデオフィルの帯域幅の拡大

どのようにメモリーがアクセスされフィルされるのかを理解しておくのは重要である。

メモリー -メモリー間でのフィル（例えば、メモリー -ビデオ間でのフィル）は、元のメ

モリーにただちにストアし直されるメモリー（ビデオ・フレーム・バッファーなど）か

ら 64バイト（キャッシュライン）のロードを実行することと定義されている。

以下に挙げたいくつかのガイドラインは、順次メモリーフィル（ビデオフィル）を行う

ときの帯域幅を広げ、レイテンシーを短くするためのものである。インテル® MMX® テ

クノロジーを用いているインテル® アーキテクチャー・プロセッサーのすべてが対象とな

る。また、ロード操作 /ストア操作が 1次キャッシュにも 2次キャッシュにもヒットしな

い場合についても述べる。

5.7.2.1 MOVDQ命令でのメモリー帯域幅の拡大

どのようなサイズのデータオペランドをロードする場合も、キャッシュライン全体が

キャッシュ階層にロードされる。したがって、メモリー帯域幅の点から見れば、ロード操

作はそのサイズが違っても大体同じようなものであるといえる。ただし、少量のロード操

作の回数を増やすと、大量のストア操作の回数を減らした場合に比べて、マイクロアーキ

テクチャーのリソースの消費量は増加する。マイクロアーキテクチャーのリソースの消費

量が増加しすぎると、プロセッサーがストールしたり、プロセッサーがメモリー・サブシ

ステムに要求できる帯域幅が狭くなったりすることがある。

32 ビット・ストア（例えば、movd）を使用する代わりに movdq 命令を使用してデータを

元の UC（キャッシュ不可） メモリー（場合によっては WC（キャッシュ可能）メモリー）

にストアし直せば、メモリー・フィル・サイクル 1回あたりのストア回数を 4分の 3減ら

すことができる。そのため、メモリー・フィル・サイクルで movdq 命令を使用すれば、

movd命令を使用した場合に比べて帯域幅の効率がかなり高くなる。

例 5-39 LDDQU命令の使用によってキャッシュラインの分割を防止するビデオ処理

// 1 つの基準座標系から、半分のペルを

// 水平（x 軸に関して）に平均化する

nextLinesLoop:

lddqu xmm0,XMMWORD PTR [edx]  // 16 バイトにアライメントされていない

lddqu xmm0,XMMWORD PTR [edx+1]

lddqu xmm1,XMMWORD PTR [edx+eax]

lddqu xmm1,XMMWORD PTR [edx+eax+1]

pavgb xmm0, xmm1

pavgb xmm2, xmm3

movdqa XMMWORD PTR [ecx], xmm0  //他の場所に結果をストア

movdqa XMMWORD PTR [ecx+eax], xmm2

// (繰り返し ...)
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5.7.2.2 同じ DRAMページに対してロード操作 /ストア操作を行うことによるメ

モリー帯域幅の拡大

DRAMはいくつかのページに分割されているが、そのページとオペレーティング・システ

ム（OS）でいうページとは異なる。DRAM ページ 1 枚あたりのサイズは、DRAM 全体の

サイズと DRAMの編成によって決まる。ページのサイズは数キロバイトが普通である。OS

のページと同様、DRAMページもいくつかの順次アドレスで構成されている。DRAMペー

ジへ何度か順次メモリーアクセスを実行する場合を考えると、同じページにアクセスする

方方が毎回別のページにアクセスするよりもレイテンシーは短くなる。

多くのシステムでは、ページミスの場合のレイテンシー（遅延）は、メモリー・ページ・

ヒットの場合のレイテンシーの 2倍になるときがある。「ページミス」とは、前にアクセス

したページではなく別のページにアクセスすることである。「メモリー・ページ・ヒット」

とは、前にアクセスしたのと同じページにアクセスすることである。したがって、同じ

DRAMページに対してメモリー・フィル・サイクルのロード操作 /ストア操作を実行するよ

うにすれば、メモリー・フィル・サイクルの帯域幅をかなり広げられる。

5.7.2.3 ストア操作のアライメントを合わせることによる UCおよびWCのスト

ア帯域幅の拡大

アライメントの合ったストア操作を使って UCメモリーまたはWCメモリーをフィルすれ

ば、アライメントの合っていないストア操作に比べて帯域幅は広くなる。1本のキャッシュ

ライン境界をまたぐような UC ストアを 1 回または WC ストアを複数回実行する場合は、

ストア操作を 1回実行するだけでバス上にトランザクションが 2回発生し、バス・トラン

ザクションの効率が低下してしまう。ストア操作のアライメントをそのサイズに合わせれ

ば、キャッシュライン境界をまたぐ可能性がなくなり、目的のストア操作が複数のトラン

ザクションに分割される事態も防止できる。

5.7.3 リバース・メモリー・コピー

ソース・ロケーションからデスティネーション・ロケーションにメモリーブロックを逆の

順序でコピーするには、マイクロアーキテクチャー上のハザードを回避しながらマシンの

能力を最大限に引き出す必要があり、ソフトウェアにとっては課題である。例 5-40に、最

適化されていない基本的な Cコードを示す。

例 5-40の単純な Cコードは、ハードウェア・プリフェッチによってデータがシステムメモ

リーからキャッシュに取り込まれる場合であっても、1 度に 1 バイトずつロードとストア

が行われるので、最適化されているとは言えない。
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ソフトウェアでは、MOVDQAまたはMOVDQU命令を使用して、1度に最大 16バイトを

ロードおよびストアできる。ただし、16バイト・アライメントの条件を満たすか（MOVDQA

命令を使用した場合）、または、データがキャッシュライン境界をまたがった場合に

MOVDQU命令で発生する遅延を最小限に抑えなければならない。

例 5-40 最適化されていないリバース・メモリー・コピーの Cコード

unsigned char* src;

unsigned char* dst;

while (len > 0) 

{

*dst-- = *src++;

--len;

}

図 5-8 リバース・メモリー・コピーにおけるロードとストアのデータ・アライメント
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任意のコピーバイト数、先頭ソースバイトおよびデスティネーション・バイトの任意のオ

フセット、16バイト境界およびキャッシュライン境界に対するアドレス・アライメントな

ど、全般的な問題について考慮すると、このアライメント状況は多少複雑である。図 5-8

の（a）と（b）に、Nバイトのリバース・メモリー・コピーのアライメント状況を示す。

アライメントの合っていないロードおよびストアを扱う上での一般的なガイドラインを

以下に示す（重要度順）。

• キャッシュライン境界をまたがったストアを回避する。

• キャッシュライン境界をまたがったロードの数を最小限に抑える。

• アライメントの合っていないロードおよびストアよりも、16バイトにアライメントが

合ったロードおよびストアを優先する。

図 5-8（a）では、以下のようにして、上記のガイドラインをリバース・メモリー・コピー

の問題に適用できる。

1. 16バイト境界にアライメントが合うまで先頭デスティネーション・バイトをいくつ

かピーリングする。その後は、残りのバイト数が 16バイトを下回るまで、MOVAPS

命令を使用して後続デスティネーション・バイトに書き込める。

2. 上記の手順 1と同様に先頭ソースバイトをピーリングした後は、図 5-8（a）のソー

ス・アライメントによって、残りのバイト数が 16バイトを下回るまで、MOVAPS命

令を使用して 1度に 16バイトをロードできる。
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PSHUFB 命令を使用すると、16 バイト・マスクによって各 16 バイト・データ内のバイト

順序を切り替えられる。例 5-41に、該当するコードシーケンスを示す。

図 5-8（b）でも、デスティネーション・バイトのピーリングから開始している。

1. 16バイト境界にアライメントが合うまで先頭デスティネーション・バイトをいくつ

かピーリングする。その後は、残りのバイト数が 16バイトを下回るまで、MOVAPS

命令を使用して後続デスティネーション・バイトに書き込める。ただし、残りのソー

例 5-41 PSHUFB命令を使用して 1 度に 16バイトのバイト順序を逆転

__declspec(align(16)) static const unsigned char BswapMask[16] =  

{15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};

mov esi, src

mov edi, dst

mov ecx, len

movaps xmm7, BswapMask

start:

movdqa xmm0, [esi]

pshufb xmm0, xmm7

movdqa [edi-16], xmm0

sub edi, 16

add esi, 16

sub ecx, 16

cmp ecx, 32

jae start

//残りをハンドル
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スバイトは 16 バイト境界にアライメントが合わず、MOVDQA 命令に代わって

MOVDQU 命令を使用してロードを行うと、必然的にキャッシュラインが分割され

る。

2. MOVDQU 命令を使用してアライメントの合っていないバイトをロードするよりも

高いデータ・スループットを達成するには、アライメントの合った 2 つのロードを

使用して、アライメントの合ったデスティネーション・アドレスの各 16 バイトに

ターゲットを定めた 16バイト・データを構成する。この手法を図 5-9に示す。

図 5-9 アライメントの合った 2つのロードを使用してリバース・メモリー・コピーにおけ
るキャッシュライン分割ロードを回避する手法

C
a

c
h

e
 L

in
e

 b
o

u
n

d
a

ry

1
6

 B
y
te

 A
lig

n
e

d

Source Bytes

Destination Bytes

N0 1 2 3 4 5 6 ... Step 1:Pell off 

leading bytes
Step1: Pell off 

leading bytes

Step2 : Load 2 

aligned 16-Byte 

Blocks

Reverse byte order In register, Store aligned 16 bytes

POR

PO
R

デスティネーショ

ン・バイト

ソースバイト

キ
ャ

ッ
シ

ュ
ラ

イ
ン

境
界

1
6
バ

イ
ト
・
ア

ラ
イ

メ
ン

ト

手順 1：
先頭バイトの
ピーリング

手順 1：
先頭バイトの
ピーリング

手順 2：アライメ
ントの合った 2つ
の 16バイト・ブ
ロックをロード

レジスター内のバイト順序を逆転、ライメントの合った 16バイトをストア
SIMD整数アプリケーション向けの最適化　5-47



5.8 64 ビットから 128 ビット SIMD整数への変換

SSE2では、現在 インテル® MMX® テクノロジーで利用できる 128ビット整数命令のスー

パーセットが定義されている。したがって、その拡張命令の働きは同じままである。スー

パーセットでは、幅が 2倍のデータが簡単に処理できる。そのため、現行の 64ビット整数

アプリケーションの移植は容易に行える。ただし、以下に示すようにいくつか考慮すべき

点がある。

• 16バイト境界にアライメントを合わせられないメモリーオペランドを使用する演算命

令は、アライメントの合っていない 128ビット・ロード（movdqu 命令）と置き換え、

そのうしろに、代わりに使用するレジスターオペランドと同じ演算処理を置く必要が

ある。

16バイト境界にアライメントの合っていないメモリーオペランドを用いた 128ビット

整数演算命令を使用すると、一般保護エラー（#GP）が発生する。アライメントの合っ

ていない 128 ビットのロード操作 / ストア操作は、アライメントの合った場合の操作

ほど効率は良くなく、128 ビット SIMD 整数拡張命令を使用してもパフォーマンス改

善は見込めない。

• メモリーオペランドのアライメントを合わせるときの一般的なガイドラインを次に示

す。

－ メモリーストリームをすべて 16バイト境界にアライメントすれば、パフォーマ

ンス改善の度合いが最大になる。

－ メモリーストリーム全体の約半分を 16バイト境界にアライメントすれば、残り

半分のアライメントを合わせない場合でも、ほどほどにパフォーマンスは改善

される。

－ メモリーストリームを全く 16バイト境界にアライメントしない場合、パフォー

マンスはほとんど改善されない。この場合は、64ビット SIMD整数命令を使用

した方が望ましい結果が得られるときがある。

• 各 128ビット整数命令は、64ビット整数命令の 2倍の量のデータを処理するため、ルー

プカウンターをいくつか更新する必要がある。

• 128ビット・オペランド全体に pshufw 命令（64ビット整数オペランド全体にワードを

シャッフル）を拡大適用する処理では、pshufhw、pshuflw、pshufd の各命令を組み合わ

せてエミュレートする。

• ビット命令（psrlq、psllq）による 64ビット・シフトを使用している場合は、以下の方

法で 128ビットに拡張する。

－ 論理演算のマスク操作と組み合わせて psrlq 命令と psllq 命令を使用する。

－ psrldq 命令と pslldq 命令（ダブル・クワッドワード・オペランドを数バイト、シ

フトする）を使用するようにコードシーケンスを書き直す。
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5.8.1 SIMD の最適化とマイクロアーキテクチャー

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duo プロセッサーのマイクロアーキテクチャーは、Intel NetBurst® マイクロアーキ

テクチャーとは異なる。以下の節では、インテル® Core™ Solo プロセッサーとインテル®

Core™ Duoプロセッサーを対象とした SIMDコードの最適化について説明する。

インテル®  Core™ Soloプロセッサーとインテル® Core™ Duoプロセッサーの場合、LDDQU

命令の動作はMOVDQU命令と同じであり、アドレス・アライメントとは無関係に 16バイ

トのデータをロードする。

5.8.1.1 パックド SSE2 整数命令とインテル® MMX® 命令の比較

インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッサーでは通常、64

ビットインテル® MMX® 命令よりも 128ビット SIMD整数命令を優先すべきである。その

理由は以下のとおりである。

• インテル® Pentium® Mプロセッサーと比べてデコーダーの帯域幅が広く、マイクロオペ

レーション（μOP）のフローが効率的である。

• XMM レジスターの幅が広いと、デコーダーの帯域幅または実行レイテンシーによっ

て制限されたコードに対してメリットがある。XMMレジスターでは、IN-FLIGHT実

行向けのデータを格納するスペースが 2倍になる。幅の広い XMMレジスターを使用

すれば、ループのアンロールを容易にできる。または、ループの反復回数を半分にす

ると、ループのオーバーヘッドを削減できる。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー以前のマイクロアーキテクチャーの場合、128

ビット SIMD整数演算の実行スループットは、基本的には 64ビットMMX演算と同じであ

る。一部のシャッフル /アンパック /シフト操作では、フロントエンドの改善によるメリッ

トは得られない。インテル ® Core™ Solo プロセッサーとインテル ® Core™ Duo プロセッ

サーで 128ビット SIMD整数命令を使用することは、全体的にはわずかにプラスになるが、

少数の状況ではパフォーマンスへの悪影響が生じる。

インテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは一般に、レイテンシーとスループットの

面で従来のマイクロアーキテクチャーよりも効率的に128ビットSIMD命令が実行される。

インテル® Core™ Duoプロセッサーとインテル® Core™ Soloプロセッサーに固有の制限の

多くは、インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張版インテル® Core™ マイクロ

アーキテクチャーには適用されない。Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー固有の制

限も同様に、インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーと拡張版インテル® Core™ マイ

クロアーキテクチャーには該当しない。

拡張版インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーには、インテル® Core™マイクロアー

キテクチャーよりもさらに強力な128ビットSIMD実行機能と包括的なSIMD拡張命令セッ

トが用意されている。SSE4.1で提供されている SIMD整数命令は、128ビット XMMレジ

スターに対してのみ処理を行う。そのような理由から、拡張版インテル® Core™マイクロ

アーキテクチャーやインテル® Core™マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

を活用するには、ベクトル化可能な 128ビット・コードを優先することを強く推奨する。
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5.8.1.2 不正な依存関係の問題の回避策

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサーでは、PMOVSX命令

と PMOVZX 命令を使用して 1 つの命令でデータ型変換とデータ移動を組み合わせると、

ハードウェア上の原因によって不正な依存関係が発生する。不正な依存関係の問題を防止

する簡単な回避策としては、データ型変換にのみ PMOVSX 命令と PMOVZX 命令を使用

し、移動先や移動元とのデータのやり取りには別の命令を発行する。

例 5-42 PMOVSX/PMOVZXにおける不正な依存関係の回避策

#以下の命令を発行すると、xmm0 で誤った依存性が発生する

pmovzxbd xmm0, dword ptr [eax]

// 次の命令では、xmm0 が他の命令によりインフライトで更新されるとブロックされる

................................................................

#誤った依存性を回避する方法

movd xmm0, dword ptr [eax] ; OOO ハードウェアは、遅延を隠ぺいするためロードを

ずらすことができる

pmovsxbd xmm0, xmm0 
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5.9 部分的にベクトル化可能なコードのチューニング

一部のループ構造コードは、ほかのコードに比べてベクトル化が困難である。例 5-43 に、

テーブル・ルックアップ操作と算術演算を実行するループを示す。

一部の算術演算と各反復でのデータ配列への入出力は容易にベクトル化可能だが、イン

デックス配列を利用したテーブル・ルックアップはベクトル化が困難である。そのため、

さまざまなチューニング手法が開発された。コンパイラーでは、スカラー手法を利用して

各反復を逐次的に実行できる。このようなループに対する手作業チューニングでは、2 つ

の異なる手法を利用して、ベクトル化不可能なテーブル・ルックアップ操作を処理できる。

1つ目のベクトル化手法としては、4回の反復に対する入力データを 1度にロードした後、

SSE2命令を使用して、XMMレジスターから個々のインデックスをシフトアウトし、テー

ブル・ルックアップを逐次的に実行する。例 5-44にこのシフト手法を示す。もう 1つの手

法としては、SSE4.1の PEXTRD命令を使用して、XMMからインデックスを直接抽出した

後、テーブル・ルックアップを逐次的に実行する。例 5-45 にこの PEXTRD 命令による手

法を示す。

例 5-43 Cコードでのテーブル・ルックアップ操作

// pIn1 整数入力の配列

// pOut 整数出力の配列

// count 配列サイズ

// LookUpTable 整数値

// TABLE_SIZE ルックアップテーブルのサイズ

for (unsigned int i=0; i < count; i++)

{ pOut[i] =

( ( LookUpTable[pIn1[i] % TABLE_SIZE] + pIn1[i] + 17 ) | 17

) % 256;

}
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例 5-44 ベクトル化不可能なテーブル・ルックアップのシフト手法 

int modulo[4] = {256-1, 256-1, 256-1, 256-1};

int c[4] = {17, 17, 17, 17};

mov esi, pIn1

mov ebx, pOut

mov ecx, count

mov edx, pLookUpTablePTR

movaps xmm6, modulo

movaps xmm5, c

lloop:

// ベクトル化可能な連続したデータアクセス

movaps xmm4, [esi] // pIn1 から 4 つのインデックスを読み込み

movaps xmm7, xmm4

pand xmm7, tableSize

//テーブル参照はベクトル化できない。テーブルを参照し１つずつデータ要素をシフト

movd eax, xmm7 // 最初のインデックスを取得

movd xmm0, word ptr[edx + eax*4]

psrldq xmm7, 4

movd eax, xmm7 // 2 番目のインデックスを取得

movd xmm1, word ptr[edx + eax*4]

psrldq xmm7, 4

movd eax, xmm7 // 3 番目のインデックスを取得

movd xmm2, word ptr[edx + eax*4]

psrldq xmm7, 4

movd eax, xmm7 // 4 番目のインデックスを取得

movd xmm3, word ptr[edx + eax*4]

//スカラーコードの終わり

//パック操作

movlhps xmm1,xmm3

psllq xmm1,32

movlhps xmm0,xmm2

orps xmm0,xmm1

//パック操作の終わり

(続く )
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//ベクトル化可能な操作

paddd xmm0, xmm4 //+pIn1

paddd xmm0, xmm5 // +17

por xmm0, xmm5

andps xmm0, xmm6 //mod

movaps [ebx], xmm0

//ベクトル化可能な操作の終わり

add ebx, 16

add esi, 16

add edi, 16

sub ecx, 1

test ecx, ecx

jne lloop

例 5-45 ベクトル化不可能なテーブル・ルックアップの PEXTRD手法 

int modulo[4] = {256-1, 256-1, 256-1, 256-1};

int c[4] = {17, 17, 17, 17};

mov esi, pIn1

mov ebx, pOut

mov ecx, count

mov edx, pLookUpTablePTR

movaps xmm6, modulo

movaps xmm5, c

lloop:

// ベクトル化可能な連続したデータアクセス

movaps xmm4, [esi] // pIn1 から 4 つのインデックスを読み込み

movaps xmm7, xmm4

pand xmm7, tableSize

//テーブル参照はベクトル化できない。テーブルから１つずつデータ要素を抽出

movd eax, xmm7 // 最初のインデックスを取得

mov eax, [edx + eax*4]

movd xmm0, eax

(続く )

例 5-44 ベクトル化不可能なテーブル・ルックアップのシフト手法  （続き）
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部分的にベクトル化可能なコードに対するこの 2 つの手作業チューニング手法の効果は、

各種のパック / アンパック命令を使用してデータレイアウト形式を変換する際の相対コス

トによって異なる。

シフト手法では、スカラーテーブル値を XMMにパックして、ベクトル化算術演算に移行

させる命令の追加が必要である。この手法による最終的なパフォーマンスの向上 /低下は、

マイクロアーキテクチャーごとの特性によって異なる。もう 1つの PEXTRD命令による手

法では、各インデックスの抽出に使用する命令が少なく、ベクトル化算術演算を開始する

に当たって、本質的でないパック（スカラーデータをパックド SIMDデータ形式にパック）

は不要である。

pextrd eax, xmm7, 1 // 2 番目のインデックスを取得

mov eax, [edx + eax*4]

pinsrd xmm0, eax, 1

pextrd eax, xmm7, 2 // 3 番目のインデックスを取得

mov eax, [edx + eax*4]

pinsrd xmm0, eax, 2

pextrd eax, xmm7, 3 // 4 番目のインデックスを取得

mov eax, [edx + eax*4]

pinsrd xmm0, eax, 2

//スカラー処理の終わり

//パックする必要はない

//ベクトル化可能な操作

paddd xmm0, xmm4 //+pIn1

paddd xmm0, xmm5 // +17

por xmm0, xmm5

andps xmm0, xmm6 //mod

movaps [ebx], xmm0

add ebx, 16

add esi, 16

add edi, 16

sub ecx, 1

test ecx, ecx

jne lloop

例 5-45 ベクトル化不可能なテーブル・ルックアップの PEXTRD手法  （続き）
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5.10 並列モードの AES暗号化 / 復号

ソフトウェアで計算を順序付けて複数のブロックを並列で処理することによって、AESNI

を使用して最適な暗号化および復号スループットを実現できる。これにより、シリアル

モードの演算である CBC-Encrypt と比較して、ECB、CTR、CBC-Decrypt などの並列モー

ドの演算での暗号化（および復号）の速度が向上する。詳細は、『Recommendation for Block

Cipher Modes of Operation』を参照のこと。関連ドキュメントの節に、このドキュメントへ

の参照を示す。

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、AESラウンド命令

（AESENC/AESECNLAST/AESDEC/AESDECLAST）のスループットは 1 サイクル、レイテ

ンシーは 8サイクルである。そのため、データを十分高速に提供できる場合、複数のブロッ

クに対する単独の AES命令をサイクルごとにディスパッチできる。

スループットが 2サイクル、レイテンシーが 6サイクルの命令を使用する以前のインテル®

マイクロアーキテクチャー Westmere と比較して、並列モードの演算の AES 暗号化 / 復号

スループットが大幅に向上する。

複数のブロックに対する最適な並列演算を実現するには、1 つのラウンドキーを使用して

複数のブロックに対して 1つの AESラウンドを計算し、その後、別のラウンドキーを使用

して複数のブロックに対して後続のラウンドを計算し続けるように、AES ソフトウェア・

シーケンスを記述する。

ソフトウェアをこのように最適化するには、並列で処理するブロックの数を定義する必要

がある。インテル®マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、最適な並列化パラメー

ターは 8ブロックである（以前のマイクロアーキテクチャーでは 4ブロック）。
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5.10.1 AESカウンターモードの演算

例 5-46 は、並列で 8 ブロックを処理しながらも、カウンターモード（CTR モード）の演

算を実装する関数の一例である。以下の擬似コードでは、それぞれが 16 バイトの n 個の

データブロックを暗号化する（PT[i]）。

以下のページの例 5-47 は、上記のコードをインテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy

Bridge用に最適化したアセンブリー実装を示している。

例 5-46 AESカウンターモードの演算の擬似コードフロー

CTRBLK := NONCE || IV || ONE

FOR i := 1 to n-1 DO

CT[i] := PT[i] XOR AES(CTRBLK)

CTRBLK := CTRBLK + 1) % 256;

END

CT[n] := PT[n] XOR TRUNC(AES(CTRBLK)) CTRBLK := NONCE || IV || ONE

FOR i := 1 to n-1 DO

CT[i] := PT[i] XOR AES(CTRBLK)// CT [i] は、i 番目の暗号テキストのブロック

CTRBLK := CTRBLK + 1

END

CT[n]:= PT[n] XOR TRUNC(AES(CTRBLK))
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例 5-47 8ブロックを並列で処理する AES128-CTR実装

/************************************************************************** */

/* この関数は CTRモードの AES命令を利用して入力バッファーを暗号化する */

/* 引数 : */

/*   const unsigned char *in - 暗号化する平文字もしくは復号化する */

/* 暗号文へのポインター */

/*   unsigned char *out - 暗号化 /復号化されたデータがストアされる */

/*                        バッファーへのポインター */

/*   const unsigned char ivec[8] - 8 バイトの初期化ベクトル */

/*   const unsigned char nonce[4] - 臨時の 4 バイト */

/*   const unsigned long length - 入力長をバイトで示す */

/*   int number_of_rounds - AES丸めの値 10 = AES128, 12 = AES192, */

/*   14 = AES256 */

/*   unsigned char *key_schedule - AES キーへのポインター */

/************************************************************************** */

//void AES_128_CTR_encrypt_parallelize_8_blocks_unrolled (

//                                           const unsigned char *in, 

//                                           unsigned char *out,

//                                           const unsigned char ivec[8],

//                                           const unsigned char nonce[4],

//                                           const unsigned long length,

//                                           unsigned char *key_schedule)

.align    16,0x90

.align    16

ONE: .quad 0x00000000,0x00000001 

.align    16

FOUR: .quad 0x00000004,0x00000004

.align    16

EIGHT: .quad 0x00000008,0x00000008

.align    16

TWO_N_ONE: .quad 0x00000002,0x00000001

.align    16

TWO_N_TWO: .quad 0x00000002,0x00000002

.align    16

LOAD_HIGH_BROADCAST_AND_BSWAP: .byte 15,14,13,12,11,10,9,8

.byte 15,14,13,12,11,10,9,8

align    16

BSWAP_EPI_64: .byte 7,6,5,4,3,2,1,0

.byte 15,14,13,12,11,10,9,8

(続く )
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.globl AES_CTR_encrypt

AES_CTR_encrypt:

# parameter 1: %rdi # parameter 2: %rsi

# parameter 3: %rdx # parameter 4: %rcx

# parameter 5: %r8 # parameter 6: %r9

# parameter 7: 8 + %rsp

        movq      %r8, %r10

        movl      8(%rsp), %r12d

        shrq      $4, %r8

        shlq      $60, %r10

        je        NO_PARTS

        addq      $1, %r8

NO_PARTS:

        movq      %r8, %r10

        shlq      $61, %r10

        shrq      $61, %r10 

        

        pinsrq    $1, (%rdx), %xmm0

        pinsrd    $1, (%rcx), %xmm0

        psrldq    $4, %xmm0

        movdqa    %xmm0, %xmm4

        pshufb    (LOAD_HIGH_BROADCAST_AND_BSWAP), %xmm4

        paddq     (TWO_N_ONE), %xmm4

        movdqa    %xmm4, %xmm1

        paddq     (TWO_N_TWO), %xmm4

        movdqa    %xmm4, %xmm2

        paddq     (TWO_N_TWO), %xmm4

        movdqa    %xmm4, %xmm3

        paddq     (TWO_N_TWO), %xmm4

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm1 

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm2 

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm3 

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm4 

        

        shrq      $3, %r8

        je        REMAINDER

        subq      $128, %rsi        

        subq      $128, %rdi 

(続く )

例 5-47 8ブロックを並列で処理する AES128-CTR実装 （続き）
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LOOP:

        addq      $128, %rsi        

        addq      $128, %rdi  

        

        movdqa    %xmm0, %xmm7

        movdqa    %xmm0, %xmm8

        movdqa    %xmm0, %xmm9

        movdqa    %xmm0, %xmm10

        movdqa    %xmm0, %xmm11

        movdqa    %xmm0, %xmm12

        movdqa    %xmm0, %xmm13

        movdqa    %xmm0, %xmm14

        

        shufpd    $2, %xmm1, %xmm7

        shufpd    $0, %xmm1, %xmm8

        shufpd    $2, %xmm2, %xmm9

        shufpd    $0, %xmm2, %xmm10

        shufpd    $2, %xmm3, %xmm11

        shufpd    $0, %xmm3, %xmm12

        shufpd    $2, %xmm4, %xmm13

        shufpd    $0, %xmm4, %xmm14

        

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm1

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm2

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm3

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm4

        

        movdqa    (%r9), %xmm5

        movdqa    16(%r9), %xmm6

        

        paddq     (EIGHT), %xmm1

        paddq     (EIGHT), %xmm2

        paddq     (EIGHT), %xmm3

        paddq     (EIGHT), %xmm4

        pxor      %xmm5, %xmm7

        pxor      %xmm5, %xmm8

        pxor      %xmm5, %xmm9

        pxor      %xmm5, %xmm10

(続く )

例 5-47 8ブロックを並列で処理する AES128-CTR実装 （続き）
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        pxor      %xmm5, %xmm11

        pxor      %xmm5, %xmm12

        pxor      %xmm5, %xmm13

        pxor      %xmm5, %xmm14

        

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm1

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm2

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm3

        pshufb    (BSWAP_EPI_64), %xmm4

        

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

        

        movdqa    32(%r9), %xmm5

        movdqa    48(%r9), %xmm6   

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

        

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

(続く )
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        movdqa    64(%r9), %xmm5

        movdqa    80(%r9), %xmm6   

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

        

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

        movdqa    96(%r9), %xmm5

        movdqa    112(%r9), %xmm6 

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

(続く )
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        movdqa    128(%r9), %xmm5

        movdqa    144(%r9), %xmm6 

        movdqa    160(%r9), %xmm15 

        cmp       $12, %r12d

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

        

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

        

        jb        LAST

        

        movdqa    160(%r9), %xmm5

        movdqa    176(%r9), %xmm6 

        movdqa    192(%r9), %xmm15 

        cmp       $14, %r12d

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

(続く )
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        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

        

        jb        LAST

       

        movdqa    192(%r9), %xmm5

        movdqa    208(%r9), %xmm6 

        movdqa    224(%r9), %xmm15  

        

        aesenc    %xmm5, %xmm7

        aesenc    %xmm5, %xmm8

        aesenc    %xmm5, %xmm9

        aesenc    %xmm5, %xmm10

        aesenc    %xmm5, %xmm11

        aesenc    %xmm5, %xmm12

        aesenc    %xmm5, %xmm13

        aesenc    %xmm5, %xmm14

        

        aesenc    %xmm6, %xmm7

        aesenc    %xmm6, %xmm8

        aesenc    %xmm6, %xmm9

        aesenc    %xmm6, %xmm10

        aesenc    %xmm6, %xmm11

        aesenc    %xmm6, %xmm12

        aesenc    %xmm6, %xmm13

        aesenc    %xmm6, %xmm14

LAST:    

        aesenclast %xmm15, %xmm7 

        aesenclast %xmm15, %xmm8 

        aesenclast %xmm15, %xmm9 

        aesenclast %xmm15, %xmm10

        aesenclast %xmm15, %xmm11 

        aesenclast %xmm15, %xmm12 
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        aesenclast %xmm15, %xmm13 

        aesenclast %xmm15, %xmm14

        

        pxor    (%rdi), %xmm7     

        pxor    16(%rdi), %xmm8     

        pxor    32(%rdi), %xmm9     

        pxor    48(%rdi), %xmm10  

        pxor    64(%rdi), %xmm11     

        pxor    80(%rdi), %xmm12     

        pxor    96(%rdi), %xmm13 

        pxor    112(%rdi), %xmm14 

        

        dec %r8

        

        movdqu  %xmm7, (%rsi)    

        movdqu  %xmm8, 16(%rsi)    

        movdqu  %xmm9, 32(%rsi)    

        movdqu  %xmm10, 48(%rsi)

        movdqu  %xmm11, 64(%rsi)    

        movdqu  %xmm12, 80(%rsi)    

        movdqu  %xmm13, 96(%rsi)    

        movdqu  %xmm14, 112(%rsi)     

        jne LOOP

        

        addq  $128,%rsi

        addq  $128,%rdi

        

REMAINDER:

        cmp $0, %r10

        je END

        shufpd  $2, %xmm1, %xmm0

IN_LOOP:

        movdqa %xmm0, %xmm11

        pshufb (BSWAP_EPI_64), %xmm0

        pxor   (%r9), %xmm11

        paddq  (ONE), %xmm0

        aesenc 16(%r9), %xmm11

        aesenc 32(%r9), %xmm11

        pshufb (BSWAP_EPI_64), %xmm0

(続く )

例 5-47 8ブロックを並列で処理する AES128-CTR実装 （続き）
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5.10.2 AESキー拡張の代替手法

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge では、AESKEYGENASSIST のスルー

プットは 2 サイクルであり、レイテンシーは AESENC/AESDEC 命令よりも高い。ソフト

ウェアでは、AESENCLAST命令の 2番目のオペランド（つまり、ラウンドキー）を RCON

値にし、レジスターで 4回複製させることによって、AESキー拡張を実装する方法を検討

することもできる。ROTWORD ステップを PSHUFB 命令で実行している一方、

AESENCLAST命令はサブバイトによる処理とRCON値による xorを実行する。以下のコー

ド例は、両方の方法を使用した AES128キー拡張である。

        aesenc 48(%r9), %xmm11

        aesenc 64(%r9), %xmm11

        aesenc 80(%r9), %xmm11

        aesenc 96(%r9), %xmm11

        aesenc 112(%r9), %xmm11

        aesenc 128(%r9), %xmm11

        aesenc 144(%r9), %xmm11

        movdqa 160(%r9), %xmm2

        cmp    $12, %r12d

        jb     IN_LAST

        aesenc 160(%r9), %xmm11

        aesenc 176(%r9), %xmm11

        movdqa 192(%r9), %xmm2

        cmp     $14, %r12d

        jb     IN_LAST

        aesenc 192(%r9), %xmm11

        aesenc 208(%r9), %xmm11

        movdqa 224(%r9), %xmm2

IN_LAST:

        aesenclast %xmm2, %xmm11

        pxor       (%rdi) ,%xmm11

        movdqu     %xmm11, (%rsi) 

        addq       $16,%rdi

        addq       $16,%rsi

        dec        %r10

        jne        IN_LOOP     

END:

        ret

例 5-47 8ブロックを並列で処理する AES128-CTR実装 （続き）
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例 5-48 AES128キー拡張

// AESKENYGENASSIST を利用する

.align    16,0x90

.globl AES_128_Key_Expansion

AES_128_Key_Expansion:

# parameter 1: %rdi

# parameter 2: %rsi

    movl      $10, 240(%rsi)

    movdqu    (%rdi), %xmm1

    movdqa    %xmm1, (%rsi)

    

ASSISTS:

    aeskeygenassist $1, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 16(%rsi)

    aeskeygenassist $2, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 32(%rsi)

    aeskeygenassist $4, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 48(%rsi)

    aeskeygenassist $8, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 64(%rsi)

    aeskeygenassist $16, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 80(%rsi)

    aeskeygenassist $32, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 96(%rsi)

    aeskeygenassist $64, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 112(%rsi)

    aeskeygenassist $0x80, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 128(%rsi)

    aeskeygenassist $0x1b, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

(続く )

// AESENCLASTを利用する

mask:

.long     

0x0c0f0e0d,0x0c0f0e0d,0x0c0f0e0d,0x0c0f0e

0d

con1:

.long     1,1,1,1

con2:

.long   0x1b,0x1b,0x1b,0x1b

.align    16,0x90

.globl AES_128_Key_Expansion

AES_128_Key_Expansion:

# parameter 1: %rdi

# parameter 2: %rsi

        movdqu    (%rdi), %xmm1

        movdqa    %xmm1, (%rsi)

        movdqa %xmm1, %xmm2

        

        movdqa (con1), %xmm0

        movdqa (mask), %xmm15

        

        mov $8, %ax

LOOP1:        

        add $16, %rsi

        dec %ax        

        pshufb %xmm15,%xmm2

        aesenclast %xmm0, %xmm2

        pslld $1, %xmm0

        movdqa %xmm1, %xmm3

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pxor %xmm2, %xmm1

(続く )
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movdqa %xmm1, 144(%rsi)

    aeskeygenassist $0x36, %xmm1, %xmm2

    call PREPARE_ROUNDKEY_128

    movdqa %xmm1, 160(%rsi)

    ret

           

PREPARE_ROUNDKEY_128:

    pshufd $255, %xmm2, %xmm2

    movdqa %xmm1, %xmm3

    pslldq $4, %xmm3

    pxor %xmm3, %xmm1

    pslldq $4, %xmm3

    pxor %xmm3, %xmm1

    pslldq $4, %xmm3

    pxor %xmm3, %xmm1

    pxor %xmm2, %xmm1

    ret

 movdqa %xmm1, (%rsi)        

        movdqa %xmm1, %xmm2

        jne LOOP1

        movdqa (con2), %xmm0

        pshufb %xmm15,%xmm2

        aesenclast %xmm0, %xmm2

        pslld $1, %xmm0

        movdqa %xmm1, %xmm3

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pxor %xmm2, %xmm1

        movdqa %xmm1, 16(%rsi)        

        movdqa %xmm1, %xmm2

        

        pshufb %xmm15,%xmm2

        aesenclast %xmm0, %xmm2

        movdqa %xmm1, %xmm3

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pslldq $4, %xmm3

        pxor %xmm3, %xmm1

        pxor %xmm2, %xmm1

        movdqa %xmm1, 32(%rsi)        

        movdqa %xmm1, %xmm2

        ret 

例 5-48 AES128キー拡張 （続き）
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6

SIMD 浮動小数点アプリケー
ション向けの最適化
この章では、SSE、SSE2、SSE3、SSE4で利用できる SIMD（single-instruction, multiple-data）

浮動小数点命令を最適化する際の規則について説明する。また、単精度および倍精度の

SIMD 浮動小数点アプリケーション向けの最適化手法についても、具体例を示して説明す

る。

6.1 SIMD 浮動小数点コードに関する一般的な規則

この節で述べる規則と提案に従えば、SIMD 浮動小数点命令を使用した浮動小数点コード

の最適化が容易になる。一般的に、効率の良い SIMD 浮動小数点コードを作成するには、

利用率の均衡化を図ることが重要である。基本的な規則と提案を以下に示す。

• 第 3章、第 4章に示したすべてのガイドラインに従う。

• 例外については、パフォーマンスをより高めるため、マスクする。例外をマスクしな

いと、ソフトウェアの速度が低下する。

• ゼロ・フラッシュ・モードと DAZモードを利用して高いパフォーマンスを実現し、デ

ノーマル状態とアンダーフロー状態を処理するときのペナルティーを避ける。

• 精度を上げるため、逆数命令に続けて反復処理を行う。逆数命令では、精度は低下す

るが実行速度はかなり速くなる。以下の点に注意する。

－ 精度が低下しても良い場合は反復処理を用いずに逆数命令を使用する。

－ 完全に近い精度が必要な場合は、ニュートン・ラフソン反復法を適用する。

－ 完全な精度が必要な場合は、より高い精度の得られる除算と平方根の演算を実

行する。ただし、速度は遅くなる。

6.2 計画上の留意点

既存のアプリケーションを改作する場合でも、新しくアプリケーションを作成する場合で

も、SIMD 浮動小数点命令を使用して最適化されたパフォーマンスを得るには、検討しな

ければならない問題点がいくつかある。一般的に、最適化できそうな部分を選ぶときは、

大量に計算の実行されているコードセグメントを探すか、浮動小数点を多用しているコー

ドセグメントを探す必要がある。キャッシュ・アーキテクチャーの効果的な使用方法も検

討しなければならない。

以下の各節では、実装前に提起されるであろう次のような疑問点について回答する。

• 並列処理やキャッシュの使用効率を向上させるデータレイアウトは可能か。

• コードのどの部分に SIMD 浮動小数点命令の効果が発揮されるのか。
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• 現在のアルゴリズムは SIMD 浮動小数点命令に最適か否か。

• 対象となるコードは浮動小数点を多用しているのか否か。

• 単精度浮動小数点演算と倍精度浮動小数点演算では、どちらの方が十分な数値範囲と

精度を与えてくれるのか。

• ゼロ・フラッシュ・モードや DAZモードを有効にすると、計算結果に影響はあるか。

• SIMD 浮動小数点レジスターを効果的に利用できるようにデータが並んでいるか否か。

• 対象となるアプリケーションは、SIMD 浮動小数点命令の使えないプロセッサーを対

象としているのか否か。

4.2節「SIMDプログラミング・コードへの変換に関する留意点」も参照のこと。

6.3 x87浮動小数点と SIMD 浮動小数点との併用

SIMD 浮動小数点演算に使用される XMM レジスターは、個々に独立したレジスターであ

り、既存の x87 浮動小数点スタックにはマッピングされない。そのため、SIMD 浮動小数

点コードは、x87浮動小数点コードや、64ビット SIMD 整数コードに混在させることがで

きる。

インテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは、128ビット SIMD整数命令が 64ビット

SIMD 整数命令よりもはるかに高い効率を発揮する。ソフトウェアでは、できるだけ優先

的に、SIMD 浮動小数点命令と SIMD 整数命令を XMMレジスターとともに使用すべきで

ある。

6.4 スカラー浮動小数点コード

SIMD レジスターの最下位要素しか演算の対象にできない SIMD 浮動小数点命令がいくつ

かある。「スカラー命令」と呼ばれる命令である。スカラー命令を用いると、汎用の浮動

小数点演算に XMM レジスターを使用できるようになる。

パフォーマンス面から見れば、スカラー浮動小数点コードは、x87 浮動小数点コードと同

等かそれ以上であり、次の利点がある。

• SIMD 浮動小数点コードではフラットなレジスターモデルが使用されるのに対して、x87

浮動小数点コードではスタックモデルが使用される。スカラー浮動小数点コードを使用

すれば、FXCH 命令を使用する必要はない。FXCH 命令を使用すると、インテル® Pentium®

4 プロセッサーに若干の制約が生じる。

• インテル® MMX® テクノロジーと混在させてもペナルティーが生じない。

• ゼロ・フラッシュ・モード

• x87浮動小数点よりもレイテンシーが小さい。

スカラー浮動小数点命令を使用する場合は、データをベクトル形式で表現する必要がな

い。ただし、アライメント、スケジューリング、命令の選択など、第 3章と第 4章で述べ

た最適化手法についてカバーする必要がある。
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6.5 データのアライメント

SIMD 浮動小数点データは 16バイトにアライメントされている。アライメントの合ってい

ない 128ビット SIMD 浮動小数点データを参照する場合、MOVUPS 命令（Move Unaligned

Packed Single）か MOVUPD 命令（Move Unaligned Packed Double）を使用していない限り

例外が発生する。アライメントの合っていない命令を使用すると、対象となるデータがア

ライメントされているかどうかに関係なく、アライメントの合っている命令に比べてパ

フォーマンス面で劣ることになる。

4.4節「スタックとデータのアライメント」を参照のこと。

6.5.1 データの配列

SSE にも SSE2にも SIMD アーキテクチャーが組み込まれているため、SIMD レジスターを

最大限に活用できるようにデータをうまく配列すれば、最適なパフォーマンスが得られ

る。それには、処理するデータが隙間なく連続して並んでいることが条件となるが、うま

くデータを配列すれば、キャッシュミスが減少する。場合によっては、SSE ではデータ・

スループットが 4倍になり、SSE2ではデータ・スループットが 2倍になる可能性もある。

パフォーマンス改善の見込める理由は、SSE（MOVAPS 命令）を使用すれば、4 つのデー

タからなる要素を128ビットのロード命令で XMM レジスターへロードできるためである。

同様に、SSE2（MOVAPD 命令）を使用することにより、2つのデータからなる要素を 128

ビット・ロード命令で XMM レジスターへロードできる。

データの配列は 4.4 節「スタックとデータのアライメント」を参照のこと。データの構造

や配列によってはミスアライメントの問題が発生する場合があるが、複製とパディングの

手法をいくつか使用して解決できる。このような方法を採用するとデータ領域が増えてし

まうが、アライメントの合っていないデータアクセスを行った場合のペナルティーは避け

ることができる。

アプリケーション（3Dジオメトリーなど）によっては、データの従来の配列を一部変更し

ないと、SIMD レジスターと並列処理機能を最大限に活用できない。従来、データレイア

ウトとしては、複数の構造体から 1つの配列を構成したもの、いわゆる構造体配列（AoS）

が用いられてきた。こうしたアプリケーションで、SIMD レジスターを最大限に活用でき

るように、新たなデータレイアウトが提案されている。それは、複数の配列から 1つの構

造体を構成したもので、いわゆる配列構造体（SoA）と呼ばれ、より望ましいパフォーマ

ンスが得られる。

6.5.1.1 垂直計算と水平計算の比較

SSE と SSE2 の浮動小数点演算命令の大部分は、並列データ要素の垂直データ処理で高い

パフォーマンスを発揮する。つまり、デスティネーションの各要素は、同じ垂直位置にあ

るソース要素によって実行された算術演算の結果である（図 6-1）。

また SSEと SSE2では、並列データ要素の同種算術演算を補助するために、データ移動命

令（SHUFPS、UNPCKLPS、UNPCKHPS、MOVLHPS、MOVHLPS など）を提供してデー

タ要素の水平移動を容易にしている。
SIMD 浮動小数点アプリケーション向けの最適化　6-3



構造化されたデータの編成は、SIMD プログラミングの効率とパフォーマンスに大きな影

響を与える。これについては、データ構造の編成を表す 2つの一般的な形式を使用して説

明できる。

• 構造体配列（AoS）：これは、複数のデータ構造を 1つの配列に並べたものである。デー

タ構造内の各メンバーはスカラーである。これを図 6-2 に示す。反復計算シーケンス

は通常、配列の各要素、すなわちデータ構造に適用される。構造のスカラーメンバー

に対する計算シーケンスについては、各反復内で同種演算にならない可能性が高い。

AoSは一般に、水平計算モデルに関連付けられる。

• 配列構造体（SoA）：データ構造の各メンバーは配列である。配列の各要素はスカラー

である。これを表 6-1 に示す。反復計算シーケンスはスカラー要素に適用され、同じ

構造メンバー内の連続した反復間で同種演算を容易に実行できる。したがって、SoA

は通常、垂直計算モデルに基づいている。

SoA配列への垂直計算に SIMD命令を使用すると、AoSおよび水平計算よりも高い効率と

パフォーマンスを達成できる。このような状況は、各ベクトルに対するドット積演算で見

られる。図 6-3に、SoA配列へのドット積演算を示す。

図 6-1 並列データ要素の同種演算

図 6-2 水平計算モデル

表 6-1 複数の頂点から成るデータを SoA 形式で表現した例

Vx array X1 X2 X3 X4 ..... Xn

Vy array Y1 Y2 Y3 Y4 ..... Yn

Vz array Z1 Z2 Z3 Y4 ..... Zn

Vw array W1 W2 W3 W4 ..... Wn

X3 X2 X1 X0

Y3 Y2 Y1 Y0

X3 OP Y3 X2 OP Y2 X1 OP Y1 X0 OP Y0

OPOPOPOP

X  Y  Z  W  
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図 6-1を見ると、SSEのみを使用し、データを AoSとして編成した場合は、7つの命令で

1つの計算結果が得られることが分かる。つまり、計算結果を 4つ得るには命令が 28必要

になる。

次に、データが SoA として編成されている場合を考えてみる。例 6-2を見ると、5つの命

令で 4つの計算結果が得られることが分かる。

図 6-3 ドット積演算

例 6-1 水平（xyz, AoS）計算のための擬似コード

mulps ; x*x', y*y', z*z'

movaps ; 次のステップが上書きするので reg->reg移動

shufps ; a,b,c,dから b,a,d,cの取得

addps ; a+b,a+b,c+d,c+dの取得

movaps ; reg->reg移動

shufps ; 前の addpsから c+d,c+d,a+b,a+bを取得

addps ; a+b+c+d,a+b+c+d,a+b+c+d,a+b+c+dの取得

X1 X2 X3 X4

Fx Fx Fx Fx

Y1 Y2 Y3 Y4

Fy Fy Fy Fy

Z1 Z2 Z3 Z4

Fz Fz Fz Fz

W1 W2 W3 W4

Fw Fw Fw Fw

R1 R2 R3 R4

X

+

X

+

X

+

X

=

OM15168
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各成分全体に使用される4つのレジスターを最も効率良く使用するためにデータを SoA 形

式に再編成すると、スループットが増す。その結果、使用する命令のパフォーマンスがよ

り高くなる。

この単純な例から分かるとおり、垂直計算では、利用可能な SIMD レジスターのすべてを

完全に使え、4 つの計算結果が得られる。ただし、状況によっては計算結果が異なるとき

がある。データ構造が垂直計算に向かない形式の場合でも、実行処理と並行してその構造

を再編成すると、SIMDレジスターを活用しやすい。 このデータ再編成操作を「スウィズリ

ング」と呼び、その逆の操作を「デスウィズリング」と呼ぶ。

6.5.1.2 データのスウィズリング

SoA 形式から AoS 形式へのデータのスウィズリングは、3D ジオメトリー、ビデオ、画像

処理など多くのアプリケーション分野に適用できる。浮動小数点データと整数データの処

理には、2つの異なるスウィズリング手法を適用可能である。例6-3に、SHUFPS、MOVLHPS、

MOVHLPSの各命令を使用するスウィズリング機能を示す。

例 6-2 垂直（xxxx, yyyy, zzzz, SoA）計算のための擬似コード

mulps ; 4頂点の 4つの x要素全てに x*x'を計算

mulps ; 4頂点の 4つの y要素全てに y*y'を計算

mulps ; 4頂点の 4つの z要素全てに z*z'を計算

addps ; x*x' + y*y'

addps ; x*x'+y*y'+z*z'

例 6-3 SHUFPS、MOVLHPS、MOVHLPS命令を使用したデータのスウィズリング

typedef struct _VERTEX_AOS {

float x, y, z, color;

} Vertex_aos;   // AoS構造体の宣言

typedef struct _VERTEX_SOA {

float x[4], float y[4], float z[4];

float color[4];

} Vertex_soa;   // SoA構造体の宣言

void swizzle_asm (Vertex_aos *in, Vertex_soa *out)

{

// in mem: x1y1z1w1-x2y2z2w2-x3y3z3w34z4w4-

// SWIZZLE XYZW --> XXXX

asm {

mov  ebx, in      // 構造体のアドレスを取得

mov  edx, out
6-6　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



例 6-4に、整数ドメインに SIMD命令を使用する同様のデータ・スウィズリング・アルゴ

リズムを示す。

movaps xmm1, [ebx ] // x4 x3 x2 x1

movaps xmm2, [ebx + 16] // y4 y3 y2 y1

movaps xmm3, [ebx + 32] // z4 z3 z2 z1

movaps xmm4, [ebx + 48] // w4 w3 w2 w1

movaps xmm7, xmm4 // xmm7= w4 z4 y4 x4

movhlps xmm7, xmm3 // xmm7= w4 z4 w3 z3

movaps xmm6, xmm2 // xmm6= w2 z2 y2 x2

movlhps xmm3, xmm4 // xmm3= y4 x4 y3 x3

movhlps xmm2, xmm1 // xmm2= w2 z2 w1 z1

movlhps xmm1, xmm6 // xmm1= y2 x2 y1 x1

movaps xmm6, xmm2 // xmm6= w2 z2 w1 z1

movaps xmm5, xmm1 // xmm5= y2 x2 y1 x1

shufps xmm2, xmm7, 0xDD // xmm2= w4 w3 w2 w1 => v4

shufps xmm1, xmm3, 0x88 // xmm1= x4 x3 x2 x1 => v1

shufps xmm5, xmm3, 0xDD // xmm5= y4 y3 y2 y1 => v2

shufps xmm6, xmm7, 0x88 // xmm6= z4 z3 z2 z1 => v3

例 6-4 UNPCKxxx命令を使用したデータのスウィズリング

void swizzle_asm (Vertex_aos *in, Vertex_soa *out)

{

// メモリ : x1y1z1w1-x2y2z2w2-x3y3z3w3-x4y4z4w4-

// SWIZZLE XYZW --> XXXX

asm {

mov  ebx, in      // 構造体のアドレスを取得

mov  edx, out

例 6-3 SHUFPS、MOVLHPS、MOVHLPS命令を使用したデータのスウィズリング （続き）
SIMD 浮動小数点アプリケーション向けの最適化　6-7



新しいマイクロアーキテクチャーでは、MOVLPS/MOVHPS 命令を使用して各ベクトルの

半分をロードする手法よりも、例 6-3の手法（16バイトをロード、SHUFPSを使用、XMM

レジスターの半分をコピー）の方が望ましい。その理由として、MOVLPS/MOVHPS 命令

を使用して 8バイトをロードすると、コードの依存性が生じ、実行エンジンのスループッ

トが低下する可能性があるからである。

例 6-3 と例 6-4 に関するパフォーマンス上の考慮事項は、各マイクロアーキテクチャーの

特性に依存している場合が多い。例えばインテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは、

SHUFPSを実行すると、PUNPCKxxx命令よりも低速になる傾向がある。拡張版インテル®

Core™ マイクロアーキテクチャーでは、SHUFPS 命令と PUNPCKxxx 命令はすべて、128

ビット・シャッフル実行ユニットの採用により 1 サイクルのスループットで実行される。

次に重要な考慮事項は、PUNPCKxxx を実行できるポートは 1 つしかないが、MOVLHPS/

MOVHLPS命令は複数のポートで実行できることである。インテル® Core™マイクロアー

キテクチャーでは、SIMD 命令を実行できるポートが 3 つあるので、いずれの手法のパ

フォーマンスも従来のマイクロアーキテクチャーに比べて向上している。拡張版インテル®

Core™マイクロアーキテクチャーでは、128ビット・シャッフル・ユニットの採用により、

いずれの手法もよりパフォーマンスが向上している。

movdqa xmm1, [ebx + 0*16] //w0 z0 y0 x0

movdqa xmm2, [ebx + 1*16] //w1 z1 y1 x1

movdqa xmm3, [ebx + 2*16] //w2 z2 y2 x2

movdqa  xmm4, [ebx + 3*16] //w3 z3 y3 x3

movdqa xmm5, xmm1   

punpckldq xmm1, xmm2 // y1 y0 x1 x0

punpckhdq xmm5, xmm2 // w1 w0 z1 z0

movdqa xmm2, xmm3

punpckldq xmm3, xmm4 // y3 y2 x3 x2

punpckldq xmm2, xmm4 // w3 w2 z3 z2

movdqa xmm4, xmm1

punpcklqdq xmm1, xmm3 // x3 x2 x1 x0

punpckhqdq xmm4, xmm3 // y3 y2 y1 y0

movdqa xmm3, xmm5

punpcklqdq xmm5, xmm2 // z3 z2 z1 z0

punpckhqdq xmm3, xmm2 // w3 w2 w1 w0

 movdqa [edx+0*16], xmm1 //x3 x2 x1 x0

movdqa [edx+1*16], xmm4 //y3 y2 y1 y0

movdqa [edx+2*16], xmm5 //z3 z2 z1 z0

movdqa [edx+3*16], xmm3 //w3 w2 w1 w0

}

例 6-4 UNPCKxxx命令を使用したデータのスウィズリング （続き）
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6.5.1.3 データのデスウィズリング

デスウィズリングを行うときは、XXXX、YYYY、ZZZZ が XYZ としてメモリー内で並べ

直されてから格納されるように、SoA 形式を AoS 形式に戻す必要がある。例 6-5に、浮動

小数点データに対するデスウィズリング機能を示す。

例 6-5 単精度 SIMD データのデスウィズリング

void deswizzle_asm(Vertex_soa *in, Vertex_aos *out)

{

  __asm {

mov ecx, in        // 構造体のアドレスをロード

mov edx, out

movaps xmm0, [ecx ] //x3 x2 x1 x0

movaps xmm1, [ecx + 16] //y3 y2 y1 y0

movaps xmm2, [ecx + 32] //z3 z2 z1 z0

movaps xmm3, [ecx + 48] //w3 w2 w1 w0

movaps xmm5, xmm0   

movaps xmm7, xmm2   

unpcklps xmm0, xmm1 // y1 x1 y0 x0

unpcklps xmm2, xmm3 // w1 z1 w0 z0

movdqa xmm4, xmm0

movlhps xmm0, xmm2 // w0 z0 y0 x0

movhlps xmm4, xmm2 // w1 z1 y1 x1

unpckhps xmm5, xmm1 // y3 x3 y2 x2

unpckhps xmm7, xmm3 // w3 z3 w2 z2

movdqa xmm6, xmm5

movlhps xmm5, xmm7 // w2 z2 y2 x2

movhlps xmm6, xmm7 // w3 z3 y3 x3

movaps [edx+0*16], xmm0 //w0 z0 y0 x0

movaps [edx+1*16], xmm4 //w1 z1 y1 x1

movaps [edx+2*16], xmm5 //w2 z2 y2 x2

movaps [edx+3*16], xmm6 //w3 z3 y3 x3

    }

}
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例 6-6 に、SIMD 整数命令を使用する同様のデスウィズリング機能を示す。いずれの手法

でも、16バイトをロードし、レジスター内で水平データ移動を実行している。この方式は、

MOVLPSとMOVHPSを使用して XMMレジスターの半分の 8バイトをストアする手法よ

りも効率的である可能性が高い。

例 6-6 SIMD整数命令を使用したデータのデスウィズリング

void deswizzle_rgb(Vertex_soa *in, Vertex_aos *out)

{

//---deswizzle rgb--- 

// assume: xmm1=rrrr, xmm2=gggg, xmm3=bbbb, xmm4=aaaa

__asm {

mov ecx, in // 構造体のアドレスをロード

mov edx, out

movdqa xmm0, [ecx] // r4 r3 r2 r1 => xmm1にロード

movdqa xmm1, [ecx+16] // g4 g3 g2 g1 => xmm2にロード

movdqa xmm2, [ecx+32] // b4 b3 b2 b1 => xmm3にロード

movdqa xmm3, [ecx+48] // a4 a3 a2 a1 => xmm4にロード

// Start deswizzling here

movdqa xmm5, xmm0   

movdqa xmm7, xmm2   

punpckldq xmm0, xmm1 // g2 r2 g1 r1

punpckldq xmm2, xmm3 // a2 b2 a1 b1

movdqa xmm4, xmm0

punpcklqdq xmm0, xmm2 // a1 b1 g1 r1 => v1

punpckhqdq xmm4, xmm2 // a2 b2 g2 r2 => v2

punpckhdq xmm5, xmm1 // g4 r4 g3 r3

punpckhdq xmm7, xmm3 // a4 b4 a3 b3

movdqa xmm6, xmm5

punpcklqdq xmm5, xmm7 // a3 b3 g3 r3 => v3

punpckhqdq xmm6, xmm7 // a4 b4 g4 r4 => v4

movdqa [edx], xmm0 // v1 

movdqa [edx+16], xmm4 // v2 

movdqa [edx+32], xmm5 // v3 

movdqa [edx+48], xmm6 // v4 

// DESWIZZLING ENDS HERE

     }

}
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6.5.1.4 SSEを使用した水平加算

一般的に垂直計算の方が水平計算よりも SIMD のパフォーマンスをより良く引き出せる。

しかし、場合によってはコードの中で水平演算を使用しなければならないときがある。

MOVLHPS/MOVHLPS の各命令とシャッフル操作を使用すると、データの水平加算ができ

る。例えば、最初に 128ビットのレジスターが 4つあり、そのそれぞれを水平加算する一

方、最終的な計算結果はレジスターの 1つに格納する場合は、MOVLHPS/MOVHLPS の各

命令を使用して各レジスターの上位部分と下位部分をアライメントする必要がある。この

ような操作によって、垂直加算が可能になるのである。部分的な水平総和を順次計算して

いくと全体の総和も簡単に求められる。

図 6-4に、MOVHLPS/MOVLHPS の各命令を使用した水平加算を示す。その処理を実行す

るためのコードを例 6-7と例 6-8に示す。

図 6-4 MOVHLPS/MOVLHPS を使用した水平加算

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

xmm0 xmm1

C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

xmm2 xmm3

A1 A2 B1 B2 A3 A4 B3 B4

MOVLHPS

ADDPS

ADDPS

ADDPS

MOVHLPS

C1 C2 D1 D2 C3 C4 D3 D4

MOVLHPS MOVHLPS

A1+A3 A2+A4 B1+B3 B2+B4 C1+C3 C2+C4 D1+D3 D2+D4

SHUFPS SHUFPS

A1+A3 A2+A4B1+B3 B2+B4C1+C3 C2+C4D1+D3 D2+D4

A1+A2+A3+A4 B1+B2+B3+B4 C1+C2+C3+C4 D1+D2+D3+D4

OM15169
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例 6-7 MOVHLPS/MOVLHPS を使用した水平加算

void horiz_add(Vertex_soa *in, float *out) {

  __asm {

mov      ecx, in // 構造体アドレスのロード

mov      edx, out

movaps xmm0, [ecx] // A1 A2 A3 A4 => xmm0にロード

movaps   xmm1, [ecx+16] // B1 B2 B3 B4 => xmm1にロード

movaps   xmm2, [ecx+32] // C1 C2 C3 C4 => xmm2にロード

movaps   xmm3, [ecx+48] // D1 D2 D3 D4 => xmm3にロード

 // START HORIZONTAL ADD        

movaps xmm5, xmm0 // xmm5= A1,A2,A3,A4

movlhps xmm5, xmm1 // xmm5= A1,A2,B1,B2

movhlps xmm1, xmm0 // xmm1= A3,A4,B3,B4

addps xmm5, xmm1 // xmm5= A1+A3,A2+A4,B1+B3,B2+B4

movaps xmm4, xmm2

movlhps xmm2, xmm3 // xmm2= C1,C2,D1,D2

movhlps xmm3, xmm4 // xmm3= C3,C4,D3,D4

addps xmm3, xmm2 // xmm3= C1+C3,C2+C4,D1+D3,D2+D4

movaps xmm6, xmm3 // xmm6= C1+C3,C2+C4,D1+D3,D2+D4

shufps xmm3, xmm5, 0xDD

// xmm6=A1+A3,B1+B3,C1+C3,D1+D3

shufps xmm5, xmm6, 0x88

// xmm5= A2+A4,B2+B4,C2+C4,D2+D4

addps xmm6, xmm5 // xmm6= D,C,B,A

 // END HORIZONTAL ADD        

    movaps [edx], xmm6

  }

}

例 6-8 MOVHLPS/MOVLHPS と組み込み関数を併用した水平加算

void horiz_add_intrin(Vertex_soa *in, float *out)

{

  __m128 v, v2, v3, v4;

  __m128 tmm0,tmm1,tmm2,tmm3,tmm4,tmm5,tmm6; 

 // 一時的な変数

 tmm0 = _mm_load_ps(in->x);  // tmm0 = A1 A2 A3 A4
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6.5.2 CVTTPS2PI/CVTTSS2SI 命令の使用

CVTTPS2PI 命令および CVTTSS2SI 命令を実行すると、その命令の中で「切り捨て / 絶対

値の小さくなる方向への丸め」という丸め制御モードが暗黙的にエンコードされる。これ

は、MXCSRレジスターで指定されている丸め制御モードよりも優先される。 このような機

能があるため、丸め制御モードを「最も近い値へ丸め」から「切り捨て / 絶対値の小さく

なる方向への丸め」へ変更してさらにまた「最も近い値へ丸め」へ戻さなくても計算が再

開できる。

MXCSR レジスターは、書き込み処理に関係するペナルティーがあるため、頻繁に変更す

るべきではない。 通常は、CVTTPS2PI/CVTTSS2SI命令 を使用すれば、MXCSR レジスター

の丸め制御モードは必ず「近似値へ丸め」に設定できる。

tmm1 = _mm_load_ps(in->y);  // tmm1 = B1 B2 B3 B4

tmm2 = _mm_load_ps(in->z);  // tmm2 = C1 C2 C3 C4

tmm3 = _mm_load_ps(in->w);  // tmm3 = D1 D2 D3 D4

tmm5 = tmm0;  // tmm0 = A1 A2 A3 A4

tmm5 = _mm_movelh_ps(tmm5, tmm1); // tmm5 = A1 A2 B1 B2

tmm1 = _mm_movehl_ps(tmm1, tmm0); // tmm1 = A3 A4 B3 B4

tmm5 = _mm_add_ps(tmm5, tmm1);  // tmm5 = A1+A3 A2+A4 B1+B3 

B2+B4

tmm4 = tmm2;

tmm2 = _mm_movelh_ps(tmm2, tmm3); // tmm2 = C1 C2 D1 D2

tmm3 = _mm_movehl_ps(tmm3, tmm4); // tmm3 = C3 C4 D3 D4

tmm3 = _mm_add_ps(tmm3, tmm2);  // tmm3 = C1+C3 C2+C4 D1+D3 

D2+D4

tmm6 = tmm3;  // tmm6 = C1+C3 C2+C4 D1+D3 

D2+D4

tmm6 = _mm_shuffle_ps(tmm3, tmm5, 0xDD); 

 // tmm6 = A1+A3 B1+B3 C1+C3 

D1+D3

tmm5 = _mm_shuffle_ps(tmm5, tmm6, 0x88);

 // tmm5 = A2+A4 B2+B4 C2+C4 

D2+D4

tmm6 = _mm_add_ps(tmm6, tmm5);

 // tmm6 = A1+A2+A3+A4 

B1+B2+B3+B4

 // C1+C2+C3+C4 D1+D2+D3+D4

   _mm_store_ps(out, tmm6);

}

例 6-8 MOVHLPS/MOVLHPS と組み込み関数を併用した水平加算 （続き）
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6.5.3 ゼロ・フラッシュ・モードと DAZ モード

ゼロ・フラッシュ（FTZ）モードとデノーマルをゼロとして扱う（DAZ）モードは、IEEE

規格 754とは互換性がない。これらのモードは、アンダーフローの頻発するアプリケーショ

ンや、非正規化された結果を生成する必要のないアプリケーションのパフォーマンスを改

善するために用意されたものである。

3.8.2節「浮動小数点モードと浮動小数点例外」を参照のこと。

6.6 SIMDの最適化とマイクロアーキテクチャー

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™Solo プロセッサー、インテル ®

Core™Duoプロセッサーのマイクロアーキテクチャーは、Intel NetBurst® マイクロアーキテ

クチャーとは異なる。インテル® Core™マイクロアーキテクチャーは、従来のマイクロアー

キテクチャーよりも大幅に効率的な SIMD浮動小数点機能を提供している。また、

インテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは、SSE3命令のレイテンシーとスループッ

トが従来のマイクロアーキテクチャーよりも大きく向上している。

6.6.1 SSE3 を使用した SIMD 浮動小数点プログラミング

SSE3は、SIMD浮動小数点プログラミングを対象にした 9の命令を利用して SSEと SSE2

を強化している。SSE/SSE2の多くの命令が並列データ要素の同種算術演算を提供し、垂直

計算モデルを優先しているのに比べて、SSE3は、非対称算術演算と水平データ要素の算術

演算を実行する命令を提供している。

ADDSUBPSと ADDSUBPDの 2つの命令は、非対称算術処理機能を備えている（図 6-5を

参照）。HADDPS、HADDPD、HSUBPS、HSUBPD 命令は、水平算術処理機能を備えてい

る（図 6-6を参照）。また、MOVSLDUP、MOVSHDUP、MOVDDUP命令は、メモリー（ま

たは XMMレジスター）からデータをロードして、一度に複数のデータ要素を複製できる。

図 6-5 SSE3命令の非対称算術演算

X1 X0

 X1 + Y1 X0 -Y0

SUB

Y1 Y0

ADD
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6.6.1.1 SSE3と複素数演算

AoS 形式のデータ構造の処理における SSE3 の柔軟性は、複素数の乗算と除算の例を用い

て示すことができる。例えば、複素数は、実数部分と虚数部分で構成された構造体にスト

アできる。これは当然のことながら、構造体配列の使用につながる。例 6-9では、SSE3命

令を使用して単精度複素数の乗算を実行している。例 6-10 では、SSE3 命令を使用して複

素数の除算を実行している。 

図 6-6 SSE3命令 HADDPDの水平算術演算

例 6-9 2組の単精度複素数に対する乗算

// (ak + i bk ) * (ck + i dk )の乗算

// a + i bはデータ構造として格納

movsldup xmm0, Src1 ; 実数部分のロード

 ; a1, a1, a0, a0 

movaps xmm1, src2 ; 2番目の組の複素数をロード

 ; i.e. d1, c1, d0, c0

mulps xmm0, xmm1 ; a1d1, a1c1, a0d0,

 ; a0c0は一時的な結果

shufps xmm1, xmm1, b1 ; 実数部と虚数部の並び替え

 ; c1, d1, c0, d0

movshdup xmm2, Src1 ; 虚数部を

 ; b1, b1, b0, b0にロード

mulps xmm2, xmm1 ; b1c1, b1d1, b0c0,

 ; b0d0は一時的な結果

addsubps xmm0, xmm2 ; b1c1+a1d1, a1c1 -b1d1, b0c0+a0d0,

 ; a0c0-b0d0

X1 X0

 Y0 + Y1 X0 + X1

ADD

Y1 Y0

ADD
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いずれの例でも、複素数は構造体配列にストアされる。MOVSLDUP、MOVSHDUP、非対

称の ADDSUBPS命令を利用すると、データ要素間で不要なスウィズリングを行わずに、同

時に 2組の単精度複素数に対して複素数演算を実行できる。

マイクロアーキテクチャーの違いにより、インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・

ベースのプロセッサーでは、SSE3 命令を使用して倍精度複素数の乗算を実装すべきであ

る。インテル® Core™Duo プロセッサーとインテル® Core™Solo プロセッサーでは、スカ

ラーSSE2命令を使用して倍精度複素数の乗算を実装すべきである。その理由として、SIMD

実行ユニット間のデータパスはインテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは 128ビッ

トであるが、従来のマイクロアーキテクチャーでは 64ビットしかないため 128ビットの演

算ではスループットが低下するためである。拡張版インテル® Core™マイクロアーキテク

チャー・ベースのプロセッサーでは通常、従来のマイクロアーキテクチャーよりも効率的

に SSE3命令が実行される。また、128ビット・シャッフル・ユニットも採用しており、

インテル® Core™マイクロアーキテクチャーよりもさらに大きなメリットを複素数演算に

もたらしている。

例 6-10 2組の単精度複素数に対する除算

// (ak + i bk ) / (ck + i dk )の除算

movshdup xmm0, Src1 ; 虚数部を

; b1, b1, b0, b0にロード

movaps   xmm1, src2 ; 2番目の組の複素数をロード

; i.e. d1, c1, d0, c0

mulps    xmm0, xmm1 ; b1d1, b1c1, b0d0,

; b0c0は一時的な結果

shufps   xmm1, xmm1, b1 ; 実数部と虚数部の並び替え

; c1, d1, c0, d0

movsldup xmm2, Src1 ; 実数部を

; a1, a1, a0, a0に格納 

mulps    xmm2, xmm1 ; a1c1, a1d1, a0c0, a0d0は一時的な結果

addsubps xmm0, xmm2 ; a1c1+b1d1, b1c1-a1d1, a0c0+b0d0,

; b0c0-a0d0

mulps    xmm1, xmm1 ; c1c1, d1d1, c0c0, d0d0

movps    xmm2, xmm1 ; c1c1, d1d1, c0c0, d0d0

shufps   xmm2, xmm2, b1 ; d1d1, c1c1, d0d0, c0c0

addps    xmm2, xmm1 ; c1c1+d1d1, c1c1+d1d1, c0c0+d0d0,

; c0c0+d0d0

divps    xmm0, xmm2

shufps   xmm0, xmm0, b1 ; (b1c1-a1d1)/(c1c1+d1d1),

; (a1c1+b1d1)/(c1c1+d1d1),

; (b0c0-a0d0)/( c0c0+d0d0), 

; (a0c0+b0d0)/( c0c0+d0d0)
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例 6-11に示す 2つの同等のコードでは、ベクトル SSE2命令とベクトル SSE3命令を使用

して、2 組の複素数に対し倍精度複素数乗算を行っている。例 6-12 には、スカラー SSE2

命令を使用した同等のコードを示す。

例 6-11 2組の複素数に対する倍精度複素数乗算

ベクトル SSE2命令のコード ベクトル SSE3 命令のコード

movapd   xmm0, [eax] ;y x

movapd   xmm1, [eax+16] ;w z

unpcklpd xmm1, xmm1 ;z z

movapd   xmm2, [eax+16] ;w z

unpckhpd xmm2, xmm2 ;w w

mulpd    xmm1, xmm0 ;z*y z*x

mulpd    xmm2, xmm0 ;w*y w*x

xorpd    xmm2, xmm7 ;-w*y +w*x

shufpd   xmm2, xmm2,1 ;w*x -w*y

addpd    xmm2, xmm1 ;z*y+w*x 

 z*x-w*y

movapd   [ecx], xmm2

movapd   xmm0, [eax] ;y x

movapd   xmm1, [eax+16] ;z z

movapd   xmm2, xmm1

unpcklpd xmm1, xmm1

unpckhpd xmm2, xmm2

mulpd    xmm1, xmm0 ;z*y z*x

mulpd    xmm2, xmm0 ;w*y w*x

shufpd   xmm2, xmm2, 1 ;w*x w*y

addsubpd xmm1, xmm2 ;w*x+z*y 

 z*x-w*y

movapd   [ecx], xmm1

例 6-12 スカラー SSE2命令を使用した倍精度複素数乗算

movsd   xmm0, [eax]   ;x

movsd   xmm5, [eax+8]  ;y

movsd   xmm1, [eax+16] ;z

movsd   xmm2, [eax+24] ;w

movsd   xmm3, xmm1 ;z

movsd   xmm4, xmm2 ;w

mulsd   xmm1, xmm0 ;z*x

mulsd   xmm2, xmm0 ;w*x

mulsd   xmm3, xmm5 ;z*y

mulsd   xmm4, xmm5 ;w*y

subsd   xmm1, xmm4 ;z*x - w*y

addsd   xmm3, xmm2 ;z*y + w*x

movsd   [ecx], xmm1

movsd   [ecx+8], xmm3
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6.6.1.2 インテル® Core™Duoプロセッサーにおけるパックド浮動小数点のパ
フォーマンス

インテル® Core™Soloプロセッサーでは、ほとんどのパックド SIMD浮動小数点コードが

インテル® Pentium® Mプロセッサーと比べて高速化する。これは、パックド SIMD命令の

デコードの向上が原因である。

インテル® Core™Solo プロセッサーでのパックド浮動小数点のパフォーマンスがインテル

® Pentium® Mプロセッサーよりも向上するかどうかは、複数の要因に依存している。一般

に、デコーダーの制約を受けるコードや、整数命令とパックド浮動小数点命令が混在した

コードは、大幅な向上を期待できる。実行レイテンシーによって制限され、「1命令あたり

のサイクル数」の割合が 1よりも大きいコードでは、デコーダーの向上によるメリットは

得られない。

インテル® Core™Solo プロセッサーとインテル® Core™Duo プロセッサーで複素数演算を

対象とする場合、単精度の SSE3 命令を使用すると、その他の方法よりもパフォーマンス

が向上することがある。一方、インテル® Core™Soloプロセッサーとインテル® Core™Duo

プロセッサーで倍精度複素数演算が必要なタスクでは、スカラー SSE2命令を使用すると、

パフォーマンスが向上することがある。これは、スカラー SSE2命令の場合、2つのポート

を介してディスパッチし、2 つの独立した浮動小数点ユニットを使って実行できるからで

ある。

一部のタスクでは、パックド水平 SSE3命令（HADDPSと HSUBPS）を使用すると、コー

ドシーケンスを簡素化できる。ただし、インテル® Core™Solo プロセッサーとインテル®

Core™Duoプロセッサーの場合、これらの命令は、6以上のマイクロオペレーション（OP）

で構成されている。水平命令でのレイテンシーとデコードのペナルティーによってアルゴ

リズム上のメリットが相殺されないように注意する必要がある。

6.6.2 ドット積と水平 SIMD 命令

多くの代数式では、AoS形式のデータ編成の方が適している場合があり、その一般的な例

がドット積演算である。ドット積演算は、SSE/SSE2 命令セットを使用して実装できる。

SSE3では、水平計算モデルに依存したアプリケーション向けに水平加算 /減算命令がいく

つか追加されている。SSE4.1では、2、3、または 4の成分からなるベクトルのドット積演

算を直接評価可能な命令によって拡張されている。

例 6-13 SSE/SSE2を使用したベクトル長 4のドット積演算

SSE/SSE2を使用して 1 つのドット積を計算

movaps xmm0, [eax] // a4, a3, a2, a1

mulps xmm0, [eax+16] // a4*b4, a3*b3, a2*b2, a1*b1

movhlps xmm1, xmm0 // X, X,  a4*b4, a3*b3, 上位半分は不要

addps xmm0, xmm1 // X, X, a2*b2+a4*b4, a1*b1+a3*b3,

pshufd xmm1, xmm0, 1 // X, X, X, a2*b2+a4*b4

addss xmm0, xmm1 // a1*b1+a3*b3+a2*b2+a4*b4

movss [ecx], xmm0
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例 6-13、例 6-14、例 6-15では、1組のベクトルに対して 1つのドット積を計算する基本的

なコードシーケンスを比較している。

アプリケーションのメモリー・アクセス・パターンに合わせて最適なシーケンスを選択す

ることは、各種の手法にとってメリットがある。例えば、各ドット積は、追加の計算シー

ケンスによってすぐに使用されるのであれば、各種手法の相対速度を比較するのに適して

いる。ベクトルの配列に対するドット積を計算し、その結果を後続の計算のためにキャッ

シュ内に保持できる場合、適切な選択は命令シーケンスの相対スループットに依存する。

インテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは、例 6-14の方が例 6-13よりもスループッ

トが高い。ただし、HADDPS 命令のレイテンシーが比較的大きいため、例 6-14 の速度は

例 6-13よりもわずかに遅い。

拡張版インテル® Core™マイクロアーキテクチャーでは、例 6-15の方が速度とスループッ

トの両面において例 6-13と例 6-14よりも優れている。DPPS命令のレイテンシーも比較的

大きいが、例 6-15では、同じ処理量に必要な命令数の減少によって補われている。

アンロールを利用すると、3 つのドット積演算コードのそれぞれについてスループットを

さらに向上させることができる。例 6-16 に、SSE2 と SSE3 の基本的なシーケンスを 2 つ

アンロールした例を示す。SSE4.1でもアンロール可能であり、INSERTPS命令を使用して

4つのドット積をパックする。

例 6-14 SSE3を使用したベクトル長 4のドット積演算

SSE3を使用して 1 つのドット積を計算

movaps xmm0, [eax]

mulps xmm0, [eax+16]// a4*b4, a3*b3, a2*b2, a1*b1

haddps xmm0, xmm0 // a4*b4+a3*b3, a2*b2+a1*b1,  a4*b4+a3*b3, a2*b2+a1*b1

movaps xmm1, xmm0 // a4*b4+a3*b3, a2*b2+a1*b1,  a4*b4+a3*b3, a2*b2+a1*b1

psrlq xmm0, 32 // 0, a4*b4+a3*b3,  0, a4*b4+a3*b3

addss xmm0, xmm1 // -, -, -, a1*b1+a3*b3+a2*b2+a4*b4

movss [eax], xmm0

例 6-15 SSE4.1を使用したベクトル長 4のドット積演算

SSE4.1を使用して 1つのドット積を計算

movaps xmm0, [eax]

dpps xmm0, [eax+16], 0xf1 // 0, 0, 0, a1*b1+a3*b3+a2*b2+a4*b4

movss [eax], xmm0
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例 6-16 4つのドット積に対するアンロール版コード

SSE2のコード SSE3 のコード

movaps xmm0, [eax]

mulps xmm0, [eax+16]

;w0*w1 z0*z1 y0*y1 x0*x1

movaps xmm2, [eax+32]

mulps xmm2, [eax+16+32]

;w2*w3 z2*z3 y2*y3 x2*x3

movaps xmm3, [eax+64]

mulps xmm3, [eax+16+64] 

;w4*w5 z4*z5 y4*y5 x4*x5

movaps xmm4, [eax+96]

mulps xmm4, [eax+16+96] 

;w6*w7 z6*z7 y6*y7 x6*x7

movaps  xmm0, [eax]

mulps   xmm0, [eax+16]

movaps  xmm1, [eax+32]

mulps   xmm1, [eax+16+32]

movaps  xmm2, [eax+64]

mulps   xmm2, [eax+16+64]

movaps  xmm3, [eax+96]

mulps   xmm3, [eax+16+96]

haddps  xmm0, xmm1

haddps  xmm2, xmm3

haddps  xmm0, xmm2

movaps  [ecx], xmm0

movaps    xmm1, xmm0

unpcklps  xmm0, xmm2 

; y2*y3 y0*y1 x2*x3 x0*x1

unpckhps  xmm1, xmm2 

; w2*w3 w0*w1 z2*z3 z0*z1

movaps    xmm5, xmm3

unpcklps  xmm3, xmm4 

; y6*y7 y4*y5 x6*x7 x4*x5

unpckhps  xmm5, xmm4 

; w6*w7 w4*w5 z6*z7 z4*z5

addps     xmm0, xmm1

addps     xmm5, xmm3

movaps    xmm1, xmm5

movhlps   xmm1, xmm0

movlhps   xmm0, xmm5

addps     xmm0, xmm1

movaps    [ecx], xmm0
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6.6.3 ベクトルの正規化

ベクトルの正規化は、多くの浮動小数点アプリケーションで一般的な操作である。例 6-17

に、（x, y, z）ベクトルの配列を正規化する Cコードの例を示す。

例 6-17 ベクトルの配列の正規化

for (i=0;i<CNT;i++)

{ float size = nodes[i].vec.dot();

if (size != 0.0)

{ size = 1.0f/sqrtf(size); }

else

{ size = 0.0; }

nodes[i].vec.x *= size;

nodes[i].vec.y *= size;

nodes[i].vec.z *= size;

}
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例 6-18に、ベクトルの（x, y, z）成分を正規化するアセンブリー・シーケンスを示す。

例 6-18 SSE2を使用した、ベクトルの配列の（x, y, z）成分に対する正規化

Vec3 *p = &nodes[i].vec;

__asm

{ mov  eax, p

xorps  xmm2, xmm2

movups  xmm1, [eax] // 入力ベクトルと次のベクトルの xを加えた (x,y,z)を

   ロード

movaps  xmm7, xmm1 // (正規化されていないデータを戻すため )メモリのデータの

   コピーを格納

movaps  xmm5, _mask // 正規化するために xmmレジスタから (x,y,z)値を選択する

   ためにマスクする

andps  xmm1, xmm5 // 1番目の 3要素をマスクする

movaps  xmm6, xmm1 // 後で正規化されたベクトルを計算するために (x,y,z)の

   コピーを格納

mulps  xmm1,xmm1 // 0, z*z, y*y, x*x

pshufd  xmm3, xmm1, 0x1b // x*x, y*y, z*z, 0

addps  xmm1, xmm3 // x*x, z*z+y*y, z*z+y*y, x*x

pshufd xmm3, xmm1, 0x41 // z*z+y*y, x*x, x*x, z*z+y*y

addps xmm1, xmm3 // x*x+y*y+z*z, x*x+y*y+z*z, x*x+y*y+z*z, 

   x*x+y*y+z*z

comisd  xmm1, xmm2 // サイズを 0と比較

jz zero

movaps xmm3, xmm4 // 単位ベクトル (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)のプリロード

sqrtps xmm1, xmm1

divps xmm3, xmm1

jmp store

zero:

movaps xmm3, xmm2

store:

mulps xmm3, xmm6 // 下位 3要素のベクトルを正規化

andnps xmm5, xmm7 // 正規化されない値を保持するために下位 3要素を

   マスクオフする

orps xmm3, xmm5 // 正規化されたベクトルの後に正規化されない要素を並べる

movaps [eax ], xmm3 // 正規化された x, y, zを代入、変更されない値が続く
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例 6-19に、SSE4.1を使用してベクトルの（x, y, z）成分を正規化するアセンブリー・シー

ケンスを示す。

例 6-18と例 6-19では基本的に、レイテンシーの大きな DIVPS命令と SQRTPS命令によっ

て命令シーケンスのスループットが制限される。例 6-19では、8つの SSE2命令に代わっ

て DPPS命令を使用して、XMMレジスターの 4つの要素に対するドット積の評価やブロー

ドキャストを行っている。そのため、例 6-19の相対速度は例 6-18よりも向上する。

6.6.4 水平 SIMD 命令セットとデータレイアウトの使用

SSEと SSE2にはパックド加算 /減算、乗算 /除算命令が用意されており、SoAデータレイ

アウトなどの垂直計算モデルを活用できる状況が理想的である。SSE3と SSE4.1では、水

平加算 / 減算、ドット積演算などの水平 SIMD 命令が追加された。これらの新しい SIMD

拡張命令では、垂直 SIMD計算モデルに対応しないデータレイアウトや演算についての問

題を解決するためのツールも提供されている。

ここでは、ベクトル・マトリクス乗算の問題について検討し、各種の水平 SIMD命令を選

択する際の関連要素について説明する。

例 6-19 SSE4.1を使用した、ベクトルの配列の（x, y, z）成分に対する正規化

Vec3 *p = &nodes[i].vec;

__asm

{ mov  eax, p

xorps  xmm2, xmm2

movups  xmm1, [eax] // 入力ベクトルと次のベクトルの xを加えた (x,y,z)を

   ロード

movaps  xmm7, xmm1 // メモリからデータのコピーを格納

dpps xmm1, xmm1, 0x7f // x*x+y*y+z*z, x*x+y*y+z*z, x*x+y*y+z*z, 

   x*x+y*y+z*z

comisd  xmm1, xmm2 // サイズを 0と比較

jz zero

movaps xmm3, xmm4 // 単位ベクトル

   (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)のプリロード

sqrtps xmm1, xmm1

divps xmm3, xmm1

jmp store

zero:

movaps xmm3, xmm2

store:

mulps xmm3, xmm6 // 下位 3要素のベクトルを正規化

blendps xmm3, xmm7, 0x8 // 正規化されてない要素を正規ベクトルの次にコピー

movaps [eax ], xmm3
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例 6-20 に、入出力ベクトルが構造体の配列としてストアされる AoS での、ベクトル・マ

トリクス・データ・レイアウトを示す。

例 6-21に示す例では、HADDPSとMULPS命令を使用して、AoSのデータレイアウトのベ

クトル・マトリクス乗算を実行している。3つの HADDPS命令が各出力ベクトル成分の合

計を完了した後、出力成分が AoSに入る。

例 6-20 AoSベクトル・マトリクス乗算のためのメモリーにおけるデータ編成

Matrix M4x4 (pMat): M00 M01 M02 M03

M10 M11 M12 M13

M20 M21 M22 M23

M30 M31 M32 M33

4 input vertices V4x1 (pVert): V0x V0y V0z V0w

V1x V1y V1z V1w

V2x V2y V2z V2w

V3x V3y V3z V3w

Ouput vertices O4x1 (pOutVert): O0x O0y O0z O0w

O1x O1y O1z O1w

O2x O2y O2z O2w

O3x O3y O3z O3w

例 6-21 HADDPS命令を使用した AoSベクトル・マトリクス乗算

mov  eax, pMat

mov  ebx, pVert

mov  ecx, pOutVert

xor    edx, edx

movaps xmm5,[eax+16] // 列 M1?のロード

movaps xmm6,[eax+2*16] // 列 M2?のロード

movaps xmm7,[eax+3*16] // 列 M3?のロード

lloop:

movaps xmm4, [ebx + edx] // 入力ベクトルのロード

movaps xmm0, xmm4

mulps xmm0, [eax] // m03*vw, m02*vz, m01*vy, m00*vx,

movaps xmm1, xmm4

mulps xmm1, xmm5 // m13*vw, m12*vz, m11*vy, m10*vx,
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例 6-22に示す例では、DPPS命令を使用して、AoSのベクトル・マトリクス乗算を実行し

ている。

movaps xmm2, xmm4

mulps xmm2, xmm6 // m23*vw, m22*vz, m21*vy, m20*vx

movaps xmm3, xmm4

mulps xmm3, xmm7 // m33*vw, m32*vz, m31*vy, m30*vx, 

haddps xmm0, xmm1

haddps xmm2, xmm3

haddps xmm0, xmm2

movaps [ecx + edx], xmm0 // 長さ 4のベクトルを格納

add edx, 16

cmp edx, top

jb lloop

例 6-22 DPPS命令を使用した AoSベクトル・マトリクス乗算

mov  eax, pMat

mov  ebx, pVert

mov  ecx, pOutVert

xor    edx, edx

movaps xmm5,[eax+16] // 列 M1?のロード

movaps xmm6,[eax+2*16] // 列 M2?のロード

movaps xmm7,[eax+3*16] // 列 M3?のロード

lloop:

movaps xmm4, [ebx + edx] // 入力ベクトルのロード

movaps xmm0, xmm4

dpps xmm0, [eax], 0xf1 // 長さ 4の内積を計算し、最下位の DWORDに格納

movaps xmm1, xmm4 

dpps xmm1, xmm5, 0xf1

movaps xmm2, xmm4

dpps xmm2, xmm6, 0xf1

movaps xmm3, xmm4

dpps xmm3, xmm7, 0xf1

movss [ecx + edx + 0*4], xmm0 // ベクトル長が 4の 1つ要素を格納

movss [ecx + edx + 1*4], xmm1

movss [ecx + edx + 2*4], xmm2

movss [ecx + edx + 3*4], xmm3

add edx, 16

cmp edx, top

jb lloop

例 6-21 HADDPS命令を使用した AoSベクトル・マトリクス乗算 （続き）
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例 6-21と例 6-22では、SSE3と SSE4.1で提供されている異なる水平処理手法を使用して、

AoSデータレイアウトを処理している。それぞれの手法の効果は、内部ループでのレイテ

ンシーが大きい命令の頻度、データ移動のオーバーヘッド /効率、HADDPSと DPPS命令

のレイテンシーによって異なる。

HADDPSとDPPSの両方をサポートするプロセッサーでは、いずれの手法を選択するかは、

アプリケーション固有の考慮事項に依存する。バッチ状況において出力ベクトルがメモ

リーに直接ライトバックされる場合は、例 6-21 の方が例 6-22 よりも望ましい。その理由

として、DPPS 命令はレイテンシーが大きく、各出力ベクトル成分を個別にストアするこ

とは、ベクトルの配列のストアにあまり適していないからである。

個別の出力ベクトル成分がほかのベクトル化不可能な計算によってすぐに使用される、部

分的にベクトル化可能な状況が存在する。そのような場合は、例 6-21 のように 3 つの

HADDPS命令によって生成されたパックド出力ベクトルを分散させるよりも、個別の成分

を生成する DPPS命令の使用の方が適している。

6.6.4.1 SoAとベクトル -マトリクス乗算

対象となるネイティブ・データ・レイアウトが SoA に対応している場合は MULPS 命令、

レイテンシーの大きい水平計算命令を使用しない ADDPS 命令、またはパックド形式への

スカラー成分のパック（例 6-22）を利用してベクトル・マトリクス乗算をコーディングで

きる。SoAデータレイアウトで高いスループットを達成するには、あらかじめ必要なデー

タを準備するか、または実行時のスウィズリング / デスウィズリングについて理解しなけ

ればならない。例えば、ベクトル・マトリクス乗算の SoA データレイアウトを例 6-23 に

示す。パックされた結果を生成するにあたり、各マトリクス要素を 4回複製することによっ

てデータ移動のオーバーヘッドを最小限に抑えている。

これに対応する SoAのベクトル・マトリクス乗算の例（ベクトルの 4回の反復についてア

ンロール）を例 6-24に示す。

例 6-23 SoAベクトル・マトリクス乗算のためのメモリーにおけるデータ編成

Matrix M16x4 (pMat):

M00 M00 M00 M00 M01 M01 M01 M01 M02 M02 M02 M02 M03 M03 M03 M03

M10 M10 M10 M10 M11 M11 M11 M11 M12 M12 M12 M12 M13 M13 M13 M13

M20 M20 M20 M20 M21 M21 M21 M21 M22 M22 M22 M22 M23 M23 M23 M23

M30 M30 M30 M30 M31 M31 M31 M31 M32 M32 M32 M32 M33 M33 M33 M33

4 input vertices V4x1 (pVert): V0x V1x V2x V3x

V0y V1y V2y V3y

V0z V1z V2z V3z

V0w V1w V2w V3w

Ouput vertices O4x1 (pOutVert): O0x O1x O2x O3x

O0y O1y O2y O3y

O0z O1z O2z O3z

O0w O1w O2w O3w
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例 6-24 ネイティブ SoAデータレイアウトを使用したベクトル・マトリクス乗算 

mov  ebx, pVert

mov  ecx, pOutVert

xor   edx, edx

movaps xmm5,[eax+16] // 列 M1?のロード

movaps xmm6,[eax+2*16] // 列 M2?のロード

movaps xmm7,[eax+3*16] // 列 M3?のロード

lloop_vert:

mov eax, pMat

xor edi, edi

movaps xmm0, [ebx ] // V3x, V2x, V1x, V0xのロード

movaps xmm1, [ebx ] // V3y, V2y, V1y, V0yのロード

movaps xmm2, [ebx ] // V3z, V2z, V1z, V0zのロード

movaps xmm3, [ebx ] // V3w, V2w, V1w, V0wのロード

loop_mat:

movaps xmm4, [eax] // m00, m00, m00, m00,

mulps xmm4, xmm0 // m00*V3x, m00*V2x, m00*V1x, m00*V0x,

movaps xmm4, [eax + 16] // m01, m01, m01, m01,

mulps xmm5, xmm1 // m01*V3y, m01*V2y, m01*V1y, m01*V0y,

addps xmm4, xmm5

movaps xmm5, [eax + 32] // m02, m02, m02, m02,

mulps xmm5, xmm2 // m02*V3z, m02*V2z, m02*V1z, m02*V0z,

addps xmm4, xmm5

movaps xmm5, [eax + 48] // m03, m03, m03, m03,

mulps xmm5, xmm3 // m03*V3w, m03*V2w, m03*V1w, m03*V0w,

addps xmm4, xmm5

movaps [ecx + edx], xmm4

add eax, 64

add edx, 16

add edi, 1

cmp edi, 4

jb lloop_mat

add ebx, 64

cmp edx, top

jb lloop_vert
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7
 キャッシュ利用の最適化
この 10年でプロセッサーの速度は向上している。メモリーのアクセス速度は、それに比べ

ると遅いペースで向上している。この結果生じた差を埋めるため、次の 2つの方法のいず

れかでアプリケーションをチューニングすることが重要になった。（a）データアクセスの

多くをプロセッサーのキャッシュで実行させる。（b）メモリー・レイテンシーを効果的に

マスクして、ピーク時のメモリー帯域幅をできるだけ多く利用する。

ハードウェア・プリフェッチ機構は、後者を容易にするマイクロアーキテクチャーの拡張

機能であり、ソフトウェア・チューニングと組み合わせると最も効果的である。必要な

データをプロセッサーのキャッシュからフェッチできるか、メモリー・トラフィックが

ハードウェア・プリフェッチを効果的に活用できれば、ほとんどのアプリケーションのパ

フォーマンスが大幅に向上する。

必要なデータを事前にプロセッサーに取り込むには、別にプログラムを作成するのが普通

のやりかただが、そうしたプログラムは実装するのが難しいこともあり、またパフォーマ

ンス低下を避けるために特殊な手順を考慮しなければならないこともある。ストリーミン

グ SIMD 拡張命令では、各種のプリフェッチ命令によってそうした問題点を解決している。

ストリーミング SIMD 拡張命令では、非テンポラルなストア命令が何種類かサポートされ

た。ストリーミング SIMD 拡張命令 2では、そのサポート範囲が新たなデータタイプにま

で広がったほか、32ビット整数レジスター用の非テンポラルなストア機能も導入されてい

る。

本章では、主に次のテーマに焦点をあてている。

• ハードウェア・プリフェッチ機構、ソフトウェア・プリフェッチ命令、キャッシュ制

御命令：アプリケーションにおけるデータキャッシュの働きを変更可能なマイクロ

アーキテクチャー機能と命令について説明する。

• ハードウェア・プリフェッチ機構、ソフトウェア・プリフェッチ命令、キャッシュ制

御命令を使用してメモリーを最適化する：これらの命令によるメモリー最適化手法に

ついて説明する。

• キャッシュ・パラメーターを使用してキャッシュ階層を管理する。

注意：  説明しているプリフェッチおよびキャッシュの利用方法のい

くつかは、現在の Intel NetBurst®マイクロアーキテクチャー専用のも

のであるが、大部分は、将来発表されるプロセッサーにも適用できる。
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7.1 プリフェッチのコーディングに関する一般的なガイド
ライン

次のガイドラインに従うと、メモリーシステムによって大量のデータ移動が発生するとき

でもメモリー・トラフィックを軽減し、より効率的にピーク時のメモリーシステムの帯域

幅が利用できる。

• 前後方向への連続したパターンでアクセスするプリフェッチ・データはハードウェア・

プリフェッチ機能によりさらにパフォーマンスが向上する。

• アクセス間隔がハードウェア・プリフェッチのトリガーとなる一定の間隔の半分より

も狭い、規則的なパターンでアクセスされるデータを、ハードウェア・プリフェッチ

の機能を利用してプリフェッチする（表 2-10を参照）。

• ストリーミング SIMD 拡張命令に対応した、C++ 言語水準の諸機能がサポートされて

いるインテル® C++ コンパイラーなど、最新型のコンパイラーを使用する。ストリー

ミング SIMD 拡張命令およびインテル®  MMX® テクノロジー命令には、キャッシュ利

用を最適化できる組み込み関数がいくつか用意されている。インテル® コンパイラー

の組み込み関数の例としては、_mm_prefetch、_mm_stream と _mm_load、_mm_sfence

がある。詳細は、『インテル® C++ コンパイラー・ユーザーズ・ガイド』のドキュメン

トを参照のこと。

• コンパイラーによる最適化を容易にする。

— グローバル変数とグローバルポインターの使用を最小限に抑える。

— 複雑な制御フローの使用を最小限に抑える。

— const 修飾子を使用して、register 修飾子を避ける。

— データタイプの選択には注意し（下記参照）、タイプキャストは避ける。

• ストリップマイニングなど、キャッシュ・ブロッキング手法を使用する。

— 1次元配列に対してはストリップマイニングなどのキャッシュ・ブロッキング手

法を用い、2次元配列に対してはループ・ブロッキング手法を用いて、キャッ

シュヒット率を上げる。

— データ・アクセス・パターンに十分な規則性があり、データアクセスの別の順

序付け（タイル化など）によって空間的な局所性の改善が見込める場合は、

ハードウェア・プリフェッチ機構の使用を検討する。それ以外の場合は、

PREFETCHNTA命令を使用する。

• シングルパス実行とマルチパス実行の釣り合いをとる。

— 「シングルパス実行」とは、「非階層化実行」とも呼ばれ、計算パイプライン全

体でデータ要素を 1つ通過させるものである。

— 「マルチパス実行」とは、「階層化実行」とも呼ばれ、複数のデータ要素から成

る 1つのデータ群を対象にしてパイプラインのステージを 1段実行してから、

そのデータ群を次のステージに渡すものである。

— アルゴリズムがシングルパスのときは PREFETCHNTA 命令を使用し、アルゴリ

ズムがマルチパスのときは PREFETCHT0 命令を使用する。
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• メモリーバンクの競合問題を解決する。配列グループ化手法を用いて連続使用データ

をまとめてグループ化するか、4KBのメモリーページに収まるようにデータを割り当

て、できる限りメモリーバンクの競合を避ける。

• キャッシュ管理の問題を解決する。プロセッサーのキャッシュに書き込まれるテンポ

ラルなデータによるキャッシュの汚染をできる限り抑えるため、ストリーミング・ス

トア命令を使用する。

• ソフトウェア・プリフェッチのスケジューリング間隔を最適化する。

— 中間の計算処理がメモリーアクセス時間をオーバーラップできるように、プリ

フェッチ・スケジューリング間隔を十分に広げる。

— プリフェッチされたデータがデータキャッシュからのデータに置き換わらない

ように、プリフェッチ・スケジューリング間隔を十分に狭める。

• ソフトウェア・プリフェッチを連結する。プリフェッチをいくつかうまく並べて、不

要なプリフェッチ命令が内部ループの末尾で実行されないようにし、なおかつ次の外

部ループの内側でその内部ループにおける最初の数回の反復がプリフェッチされるよ

うにする。

• ソフトウェア・プリフェッチの回数を最小限に抑える。プリフェッチ命令は、バスサ

イクル、マシンサイクル、リソースといった観点から見た場合、必ずしも完全に自由

に使用できるわけではない。プリフェッチを使用しすぎると、アプリケーションのパ

フォーマンスに悪影響を与えることがある。

• ソフトウェア・プリフェッチ命令の間に演算命令をいくつか挿入する。最高のパフォー

マンスを得るには、命令シーケンスの中で複数のプリフェッチ命令を（1 カ所に固め

て並べるのではなく）、各プリフェッチ命令を間隔を空けて配置し、その空いたところ

に演算命令を挿入する必要がある。

7.2 ハードウェアによるデータのプリフェッチ

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロ

セッサー、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーには、アプリ

ケーションのデータアクセス状況を監視して自動的にデータをプリフェッチするハード

ウェア・データ・プリフェッチ機構が搭載されている。 この機能は自動的に作動するため、

プログラマーは操作する必要がない。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーのハードウェア・デー

タ・プリフェッチの特長を以下に示す。

1. この機構をトリガーするには、最終レベルキャッシュで 2 つのキャッシュミスが連

続する必要がある。この 2 つのキャッシュミスは、キャッシュミスの間隔がハード

ウェア・プリフェッチ機構のトリガー距離よりも狭いという条件を満たさなければ

ならない（表 2-10を参照）。

2. 実際にデータがアクセスされている位置よりも常に 256 バイト先をプリフェッチし

ようとする。
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3. ロードの場合もストアの場合も、4KB ページあたり 1 つしかストリームを追いかけ

ない。

4. 8 つの異なる 4KB 領域から最大 8 つの独立したストリームを同時にプリフェッチで

きる。

5. 4KB 境界をまたぐプリフェッチは行わない。これはページングモードと無関係であ

る。

6. フェッチしたデータを 2次 / 3次キャッシュに移す。

7. メモリータイプが UC または WC の場合はプリフェッチしない。

8. ロードストリームとストアストリームを追いかける。ストアストリームの場合は

Read For Ownership（RFO）トランザクションを発行し、ロードストリームの場合は

Data Read トランザクションを発行する。

上記の項目 2と 4を除くほとんどの特性は、インテル® Pentium® Mプロセッサー、インテル

® Core™ Soloプロセッサー、インテル® Core™ Duoプロセッサーにも適用される。インテル

® Pentium® M プロセッサーに実装されているハードウェア・プリフェッチは、2次キャッ

シュにデータをフェッチする。順方向では 12個の独立したストリーム、逆方向では 4個の

独立したストリームを追跡できる。インテル® Core™ Soloプロセッサーのハードウェア・

プリフェッチでは、16個の順方向ストリームと 4個の逆方向ストリームを追跡できる。

インテル® Core™ Duoプロセッサーでは、各コアのハードウェア・プリフェッチが独立し

てデータをフェッチする。

インテル® Core™マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーのハードウェア・プ

リフェッチ機構については、3.7.3節と 3.7.4節で説明している。インテル® Core™マイク

ロアーキテクチャーと従来のマイクロアーキテクチャーでは、ハードウェアの実装方法が

異なっているが、ハードウェア・プリフェッチがソフトウェアにもたらす全体的なメリッ

トは類似している。

7.3 PREFETCH命令とキャッシュ制御命令

PREFETCH命令を挿入するのはプログラマーまたはコンパイラーのいずれかである。目的

のデータが実際に必要になる前に、PREFETCH命令でインテル® Pentium® 4 プロセッサー

のデータのキャッシュラインの少なくとも 2つにアクセスする（インテル® Pentium® M プ

ロセッサーの場合はデータのキャッシュラインの少なくとも 1 つ）。こうすると、キャッ

シュに格納されているデータを処理するときに、データアクセスに要するレイテンシーが

隠蔽される。

多くのアルゴリズムでは、必要になるデータに関する情報をあらかじめ提供できる。長い

データパターンでメモリーアクセスが実行されるような場合は、ソフトウェア・プリ

フェッチよりも自動ハードウェア・プリフェッチを優先的に使用する必要がある。

キャッシュ制御命令を使用してデータのキャッシュ方式を制御すると、キャッシュ効率が

上がり、かつキャッシュ汚染が最小限に抑えられる。

データ参照パターンは、以下のように分類できる。

• テンポラル：時間的にそれほど間を置かずにすぐまたデータが使用される。
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• 空間的：隣接した場所（同じキャッシュラインなど）でデータが使用される。

• 非テンポラル：一度参照された後しばらくデータが再使用されない（例えば 3D グラ

フィックス・アプリケーションの頂点バッファーのような、一部のマルチメディア・

データ・タイプがこれに相当する）。

上記の各種データの特長を用いて、以降の解説を進めていく。

7.4 PREFETCH

この節では、ソフトウェアによる PREFETCH命令の仕組みについて説明する。一般に、ソ

フトウェア・プリフェッチ命令は、自動ハードウェア・プリフェッチ機構に合わせてアク

セスパターンをチューニングする際の補助として使用すべきである。

7.4.1 ソフトウェアによるデータのプリフェッチ

PREFETCH 命令を使用して、実際に必要になる前にデータをフェッチしておけば、アプリ

ケーション・コードの中でも特に高いパフォーマンスの要求される部分でデータアクセス

のレイテンシーが隠蔽される。PREFETCH 命令を使用しても、ユーザーから見たプログラ

ムの機能は変わらないが、プログラム・パフォーマンスに影響することがある。PREFETCH

命令はハードウェアにヒントを与えるにすぎず、それによって例外やフォールトの発生す

ることはまずない。

PREFETCH 命令を実行すると、非テンポラルなデータかテンポラルなデータが、指定の

キャッシュレベルにロードされる。このデータアクセス型とキャッシュレベルがヒントと

して指定される。実装方式にもよるが、プリフェッチ命令を実行すると、（指定されたア

ドレスバイトも含めて）アライメントされた 32バイト以上がフェッチされ、同命令に指定

されたキャッシュレベルにそのデータが移動する。

PREFETCH 命令の使用方法はアーキテクチャーの実装方式によって異なる。パフォーマン

スを最大にするために、それぞれの実装方式に合わせてアプリケーションをチューニング

する必要がある。

PREFETCH 命令はハードウェアにヒントを与え、特殊ないくつかの場合を除いて、同命令

を実行しても例外やフォールトが発生しない（7.4.3節「PREFETCH命令とロード命令」を

参照のこと）。ただし、PREFETCH 命令を使いすぎるとメモリー帯域幅が浪費され、その

結果、リソース上の制約を受けてパフォーマンスが低下する可能性がある。

注意：  PREFETCH 命令は、データがキャッシュに収まらない場合に

のみ使用することを推奨する。
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それでも PREFETCH 命令を使用すれば、キャッシュ汚染が防止され、キャッシュもメモ

リーも使用効率が上がるため、メモリー・トランザクションのオーバーヘッドを軽減でき

る。この働きは、メモリーバスに代表される重要なシステムリソースを複数のアプリケー

ションで共有するようなとき、特に重要となる。7.7.2.1節「ビデオエンコーダー」に記載

した例を参照のこと。

PREFETCH の主な目的は、メモリー・レイテンシーを他の処理の裏に回して隠蔽すること

によってアプリケーションのパフォーマンスを改善することにある。アプリケーションか

らデータにアクセスするときにどのような方式が採られるかあらかじめ予測できる場合

（例えば、ストライド幅がすでに決まっている配列を使用する場合など）、PREFETCH命令

を使用してパフォーマンスを改善できる可能性が高い。

PREFETCH 命令は次の個所で使用する。

• 予測可能なメモリー・アクセス・パターン

• 時間を多く消費する最も内側のループ

• データが利用できないと実行パイプラインがストールするような場所

7.4.2 PREFETCH命令（インテル® Pentium® 4 プロセッサーの場

合）

ストリーミング SIMD拡張命令には 4種類の PREFETCH命令がある。非テンポラルなもの

が 1つに、テンポラルなものが 3つである。それぞれテンポラルな演算と非テンポラルな

演算に対応している。

非テンポラルな命令

• PREFETCHNTA：フェッチされたデータが 2次キャッシュに移るため、キャッシュ汚

染の度合いが一番低い。

テンポラルな命令

• PREFETCHT0：フェッチされたデータがすべてのキャッシュレベルに移る。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーでは 2次キャッシュに移る。

• PREFETCHT1：この命令は PREFETCHT0と同じ。

• PREFETCHT2：この命令は PREFETCHT0と同じ。

注意：  PREFETCH 命令を実行しても、その時、この命令によって指

定されているキャッシュレベルよりもプロセッサーに近いキャッ

シュレベルにデータがすでに存在している場合、データは移動しな

い。
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7.4.3 PREFETCH命令とロード命令

インテル® Pentium® 4 プロセッサーは、非干渉型の実行 / 記憶アーキテクチャーを備えて

いるので、（データやリソースの依存性がない場合）、メモリーアクセスとは独立して複数

の命令を実行できる。プログラムでもコンパイラーでも、擬似的なロード命令をいくつか

使用して PREFETCH命令の機能をまねることはできるが、プリロードと PREFETCH命令

は完全に同じではない。PREFETCH命令の方がプリロードよりも遥かに優れたパフォーマ

ンスを提供する。

現在は PREFETCH 命令の方がプリロードよりもパフォーマンス面で優れている。それは、

PREFETCH命令 に次の特長があるからである。

• デスティネーション・レジスターがなく、キャッシュラインをいくつか更新するだけ

である。

• 通常の命令のリタイアメント処理をストールさせない。

• プログラムの機能面での振舞いに影響しない。

• キャッシュラインの分割アクセスを行わない。

• LOCK プリフィクスを使用している場合を除いて、例外が発生しない。この LOCK プリ

フィクスは、PREFETCH命令 と一緒に使用する場合は有効なプリフィクスではない。

• PREFETCH 命令を実行しても、それが原因でフォールトが発生するような場合は、命

令の実行が途中で停止する。

現在はプリロード命令よりも PREFETCH命令の方が有利な場合が多いが、プロセッサーの

種類によってはそうといえないこともある。これも将来は変わる可能性がある。

以下のような場合は、PREFETCH命令でデータをプリフェッチできない。

• PREFETCH 命令を実行すると 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）ミスが発生する場合。これは、CPUIDシグネチャーがファミリー 15、モ

デル 0、1、または 2のインテル® Pentium® 4プロセッサーに相当する。CPUIDシグネ

チャーがファミリー15、モデル3のインテル® Pentium® 4プロセッサーでは、PREFETCH

命令で DTLBミスを解決し、データをフェッチできる。

• 指定されたアドレスにアクセスするとフォールトまたは例外が発生する場合。

• 1次キャッシュと 2次キャッシュの間にあるリクエストバッファーを、メモリー・サブ

システムが使い切った場合。

• USWC や UC など、キャッシュできないメモリー領域を対象に PREFETCH する場合。

• LOCK プリフィクスが使用されている場合。LOCK プリフィクスを使用すると、不正

なオペコード例外が発生する。
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7.5 キャッシュ制御

この節では、キャッシュ制御命令の仕組みについて説明する。

7.5.1 非テンポラルなストア命令

この節では、ストリーミング・ストアの働きについて説明し、前の節に示した情報につい

ても一部繰り返す。

ストリーミング SIMD 拡張命令の MOVNTPS、MOVNTPD、MOVNTQ、MOVNTDQ、

MOVNTI、MASKMOVQ、MASKMOVDQU といった各命令を実行すると、ストリーミン

グ方式の非テンポラルなストア処理が実行される。メモリーの特性と順序付けに関して

は、これらの命令はライト・コンバイニング（WC）メモリータイプと同様である。

• ライト・コンバイニング（Write combining）：同一キャッシュラインに対する連続書

き込みが一体化される。

• ライトコラプス（Write collapsing）：同一バイトに対して連続書き込みを行ったとき、

最後に書き込んだ内容のみが認識される。

• 強制力の弱い順序付け（Weakly ordered）： WC ストア同士の間にも、あるいは WC ス

トアとほかのロード /ストアとの間にも順序付けは設定されない。

• キャッシュが不可能で、ライトアロケート（write-allocating）が実行されない：スト

アされたデータはキャッシュのあちこちに書き込まれるため、対応するキャッシュラ

インに対する所有権読み出しバス要求は生成されない。

7.5.1.1 フェンス操作

ストリーミング・ストアの順序付けは強制力が弱いため、ストアされたデータをプロセッ

サーからメモリーへ確実にフラッシュさせるにはフェンス操作が必要である。適切なフェ

ンス操作を実行しないと、プロセッサー内にデータが文字どおり「閉じ込められる」結果

になりかねず、そうなると、ほかのプロセッサーやシステム・エージェントから見えなく

なる。

WC ストアを実行するには、フェンス操作を実行してソフトウェアでデータの整合性を保

証する必要がある。詳細は、7.5.5節「FENCE 命令」を参照のこと。

7.5.1.2 ストリーミング方式の非テンポラルなストア

ストリーミング・ストアでは、以下のようにパフォーマンスが改善できる。

• キャッシュラインに収まる 64バイトが連続的に書き込まれる場合は（所有権読み出し

バス要求が要らず、64バイトが単一のバス書き込みトランザクションへと結合される

ため）、ストア帯域幅が広がる。

• キャッシュされたテンポラルなデータのうち、頻繁に使用されるデータの乱れが減少

する（プロセッサー・キャッシュのあちこちにキャッシュデータが書き込まれるため

である）。
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所定のメモリー領域にストリーミング・ストアを使用すると、複数のメモリータイプでク

ロス・エイリアシングが適用できる。例えば、領域の 1つを、ページ属性テーブル（PAT）

またはメモリー・タイプ・レンジ・レジスター（MTRRS）のいずれかを使用してライト

バック（WB:write-back）メモリータイプとしてマッピングしても良いが、実際にはスト

リーミング・ストアで書き込みを行う。

7.5.1.3 メモリー・タイプ・ストアと非テンポラルなストア

メモリータイプの方が非テンポラルなヒントよりも優先されることがあるため、以下のよ

うな点を検討する必要がある。

• プログラマーが、強制力の強い順序付けの付与されたキャッシュ不可能メモリー

（キャッシュ不可能（UC）やライトプロテクト（WP）のメモリータイプなど）に非テ

ンポラルなストアを指定した場合、そのストア操作は、キャッシュできないストア操

作と同じように振る舞う。その結果、非テンポラルなヒントは無視され、その領域の

メモリータイプは保持される。

• プログラマーが、ライト・コンバイニング（WC）という、強制力の弱いキャッシュ

不可能メモリータイプを指定した場合、非テンポラルなストア操作とその領域が同じ

セマンティクスとなるため、競合は発生しない。

• プログラマーが、キャッシュ可能メモリー（ライトバック（WB）かライトスルー

（WT）のメモリータイプなど）に非テンポラルなストアを指定した場合は、以下の 2

つの結果が生じる可能性がある。

— ケース 1：データがキャッシュ階層の中に存在している場合は、その命令によっ

て整合性が保証される。プロセッサーによっては、別の方法でこれと同じ操作

を行うものもある。次のような方法が考えられる。（a）当該領域に指定された

メモリー・タイプ・セマンティクスを保存する一方、キャッシュ階層の所定の

位置にあるデータを更新する。（b）キャッシュからデータを排出し、WC セマン

ティクスで新しい非テンポラルなデータをメモリーに書き込む。

（分割方式にしても結合方式にしても）、このような方式は将来のプロセッ

サーでは変わってくることも考えられる。インテル® Pentium® 4 プロセッ

サー、インテル® Core™ Soloプロセッサー、インテル® Core™ Duoプロセッ

サーでは、後者の方式（すべてのプロセッサー・キャッシュからデータを排出

する方式）が採られている。インテル® Pentium® Mプロセッサーには、（a）（b）

の両方を組み合わせたものが実装されている。

1次キャッシュに含まれているラインの 1つにストリーミング・ストアがヒット

した場合、そのストアデータは 1次キャッシュ内の所定の位置で結合される。2

次キャッシュに含まれているラインの 1つにストリーミング・ストアがヒット

した場合は、そのラインとストアされたデータが 2次キャッシュからシステム

メモリーへフラッシュされる。

— ケース 2：データがキャッシュ階層の中に存在していない場合や、デスティネー

ション領域が WB または WT としてマッピングされている場合は、そのトラン

ザクションの順序付けは強制力が弱くなり、すべて WC メモリー・セマンティ
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クスに支配されることになる。非テンポラルなストアでは、ライトアロケート

は行われない。実装方式が異なれば、そのようなストア操作のコラプス（折り

畳み）とコンバイン（結合）が実行される場合もある。

7.5.1.4 ライト・コンバイニング

一般的に WC セマンティクスでは、グラフィックス・カードなどほかのプロセッサーやほ

かのシステム・エージェントに関してソフトウェアで整合性を保証する必要がある。生産

（producer）―消費（consumer）の使用モデルでは、同期とフェンス操作を正しく実行する

必要がある（7.5.5節「FENCE 命令」を参照のこと）。フェンス操作を実行すると、ストア

されたデータの全体がどのシステム・エージェントからも認識できるようになる。逆に、

フェンス操作に失敗すると、書き込みの行われたキャッシュラインがプロセッサーの中に

閉じ込められたままとなり、その結果、そのキャッシュラインはほかのエージェントから

は見えなくなる。

キャッシュ階層にすでに存在しているデータを所定の位置で更新する方法で非テンポラ

ルなストア操作を実装しているプロセッサーの場合は、デスティネーション領域も WC と

してマッピングしなければならない。そうしない場合、例えば WB または WT としてマッ

ピングした場合、プロセッサーによるスペキュレーティブな読み取り操作によってデータ

がキャッシュの中に移動する可能性がある。そのような場合、非テンポラルなストア操作

によって所定の位置で更新作業は実行されるが、その後フェンス操作を実行してもデータ

はプロセッサーからフラッシュされなくなる。

メモリー・タイプ・エイリアシングが発生しているバス上で認識できるメモリータイプは、

実装方式によって異なる。例えば、バスに書き込まれたメモリータイプは、プログラムの

実行順に従って最初にそのキャッシュラインに対して実行されたストアのメモリータイ

プを反映したものであることがある。ただし、ほかにも可能性はいろいろある。このよう

な機能は予備的なものと見なした方が良い。特定の実装方式でしか作動しないようにして

しまうと、将来互換性の維持できなくなる可能性が出てくる。

7.5.2 ストリーミング・ストアの使用モデル

ストリーミング・ストアは、主に整合要求と非整合要求に使用される。

7.5.2.1 整合要求

整合要求とは、システムメモリーに対して実行する通常のロード操作 / ストア操作のこと

である。マルチ・プロセッサー環境でこの操作を行うと、別のプロセッサーのキャッシュ

ラインにヒットすることもある。整合要求の場合は、WC メモリータイプ（PAT か MTRR）

でマッピングされている通常のストアと同じ方法でストリーミング・ストアを使用でき

る。複数のプロセッサー間でのデータの整合性と認識性を保証するには、生産（producer）―

消費（consumer）モデルでは SFENCE 命令を使用する必要がある。

シングル・プロセッサー・システムの場合は、CPU で同じメモリー・ロケーションを読み

直すと整合性が保証されている（つまり、このメモリー・ロケーションにアクセスしたと

きにいつも決まった同じ内容が見える）。マルチ・プロセッサー（MP）システムについて

も、生産 と消費の同期を図るような仕組みを持った MP ソフトウェアが搭載されていれ

ば、シングル・プロセッサー・システムと同じことが言える。
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7.5.2.2 非整合要求

非整合要求は、AGP グラフィックス・カードなど I/O デバイスから発行される。このデバ

イスは、非整合要求を使ってシステムメモリーに対してデータの読み書きをするものであ

るが、その要求はプロセッサー・バスには反映されないため、プロセッサーのキャッシュ

に対する照会は行われない。複数のプロセッサー間でのデータの整合性と認識性を保証す

るには、生産 - 消費モデルの中で SFENCE 命令を使う必要がある。この場合、当該プロ

セッサーが I/O デバイスにデータを書き込んでいるのであれば、ケース 1（7.5.1.3 節）の

振舞いをするプロセッサーでストリーミング・ストアを使用できる。ただし、その領域

（PAT、MTRR）も WC メモリータイプでマッピングされていた場合に限られる。

当該領域が WC としてマッピングされていない場合は、そのストリーミングによって

キャッシュの所定の位置でデータが更新されることがあり、その後 SFENCE 命令を実行し

ても、データがシステムメモリーに書き込まれない結果となる。この場合、当該領域を WC

として明示的にマッピングすれば、その領域から読み取られたどのデータも、プロセッ

サーのキャッシュには格納されない。非整合方式の I/O デバイスでこのメモリー・ロケー

ションから読み取ると、不正な結果か最新でない結果のいずれかが返ってくる。

ケース 2（7.5.1.3 節）だけを実装しているプロセッサーの場合は、キャッシュされたどの

データもストリーミング・ストアによってメモリーへフラッシュされるため、同じように

メモリー領域を WB としてマッピングしなくても、この非整合ドメインの中でストリーミ

ング・ストアを使用できる。

7.5.3 ストリーミング・ストア命令の説明

レジスターの 1つからメモリーへデータをストアするには、MOVNTQ/MOVNTDQ 命令を

使用する。これは、インテル® MMX®テクノロジーまたはストリーミング SIMD 拡張のレ

ジスターの 1 つに格納されているパックド整数を非テンポラルにストアするものである。

この命令は、強制力の弱い順序付けが暗黙的に付与されており、ライトアロケートは実行

しないため、キャッシュ汚染の度合いが最も低い。

MOVNTPS命令 は、パックド単精度浮動小数点データを非テンポラルにストアするもので

あり、MOVNTQ 命令とほぼ同じである。ストリーミング SIMD 拡張命令のレジスターの

1 つから 16 バイト単位でメモリーへデータがストアされる。MOVNTQ 命令 とは異なり、

メモリーアドレスを 16バイト境界にアライメントしなければならない。そうしないと、一

般保護例外エラーが発生する。この命令は、強制力の弱い順序付けが暗黙的に付与されて

おり、ライトアロケートは実行しないため、キャッシュ汚染の度合いが最も低い。

注意：  目的とする領域を WC としてマッピングできないと、その

キャッシュラインが投機的にプロセッサー・キャッシュに読み取られ

る場合がある（予測の間違った分岐点から出ている間違ったパスを通

ることになる）。
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レジスターの 1 つから、EDI レジスターで指定したロケーションへデータをストアするに

は、MASKMOVQ/MASKMOVDQU 命令を使用する。これは、インテル® MMX® テクノロ

ジーまたはストリーミング SIMD 拡張命令のレジスターに格納されているパックド整数を

非テンポラルにバイト・マスク・ストアするものである。バイト単位で最初のレジスター

のデータを選択的に書き込むときは、第 2 マスクレジスターの各バイトの最上位ビットが

使用される。この命令は、強制力の弱い順序付けが暗黙的に付与されているため、連続し

てストア操作を実行しても、メモリーに書き込まれる順番が元のプログラムどおりになら

ないことがある。また、ライトアロケートが実行されないため、キャッシュ汚染の度合い

は最も低い。

7.5.4 ストリーミング・ロード命令

SSE4.1では、MOVNTDQA命令が導入された。メモリーソースがWCタイプである場合、

MOVNTDQA 命令は非テンポラルなヒントを使用してメモリーから 16 バイトをロードす

る。WC メモリータイプでは、このデータをキャッシュに入れずに、アライメントの合っ

たキャッシュラインと同等のものを一時内部バッファーにロードすることによって、非テ

ンポラルなヒントを実装できる。バッファリング済みWCデータの未読み出し部分に対し

て後続の MOVNTDQA 命令が読み出しを行うと、データが利用可能な場合、16 バイト・

データが一時内部バッファーから XMMレジスターに転送される。

MOVNTDQA命令を適切に使用すれば、WCメモリー領域内のデータをプロセッサーにロー

ドする際、ほかの手段よりも大幅に高いスループットを達成できる。

MOVNTDQA命令の使用に関するアプリケーション・ノートの参照先は、第 1章に記載し

てある。MOVNTDQA命令を適切に使用する上での詳細情報と条件については、『Intel® 64

and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1』の第 12章「Programming

with SSE3, SSSE3 and SSE4」と、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s

Manual, Volume 2A』のMOVNTDQA命令に関するリファレンス・ページを参照のこと。

7.5.5 FENCE 命令

FENCE 命令には、SFENCE、LFENCE、MFENCE がある。

7.5.5.1 SFENCE 命令

SFENCE（STORE FENCE）を使用すると、プログラム順序の中で SFENCE よりも前に実行

されたすべての STORE 命令が、SFENCE の後に実行される STORE 命令より先に一括して

メモリーに反映されるとこを確実にする。順序付けの弱い実行結果を生成するルーチン同

士で順序付けを確実なものにする方法の 1 つが SFENCE である。

生産と消費の関係など固有のデータ共有関係によっては、順序付けの弱いメモリー更新の

使用方法が重要になることがある。順序付けの弱いメモリー更新を使用すると、効率良く

データを管理できるが、生産スレッドが更新したデータが確実に消費スレッドに渡るよう

にするには、順序付けの注意が必要である。

順序付けの弱いストア操作によって、一般的な使用モデルには影響を受けるものがある。

例としては次のものがある。
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• ライブラリー関数。実行結果を書き込むときに、順序付けの弱いメモリー更新を行う。

• コンパイラー生成コード。これにも、順序付けの弱いメモリー更新によって実行結果

を書き込むことによる利点がある。

• 手操作で作成したコード

順序付けの弱いデータ更新が行われていることをデータ消費スレッドがどの程度認識し

ているかは、上記のケースごとに異なる。したがって、順序付けの弱いデータを生産する

ルーチンと、そのデータを消費するルーチンの間で順序付けを確実にする場合は、SFENCE

を使用しなければならない。

7.5.5.2 LFENCE 命令

LFENCE（LOAD FENCE）命令を使用すると、プログラム順序の中で LFENCE 命令より前

に実行されたすべての LOAD 命令は、 LFENCE の後に実行される LOAD 命令よりも先に

読み出しを行うことを確実にする。

この LFENCE 命令によって、特定の LOAD命令を他の LOAD命令から分離できる。

7.5.5.3 MFENCE 命令

MFENCE（MEMORY FENCE）命令を使用すると、プログラム順序の中で MFENCE よりも

前に実行したすべての LOAD 命令 / STORE 命令を、 MFENCE の後に実行される LOAD /

STORE より先にメモリーアクセスを完了するとことを確実にする。この MFENCE で、特

定のメモリー参照命令を他のメモリー参照命令から分離できる。

LFENCE と SFENCE 命令を組み合わせて使用しても、MFENCE と同じ結果は得られない。

ロードフェンスとストアフェンスには互いを縛る順序付けがないからである。別の言いか

たをすれば、ロードフェンス命令は前のストア命令の前に実行ができ、ストアフェンス命

令は前のロード命令の前に実行ができる。

プロセッサーからスペキュレーティブ・メモリー参照が実行されたときに CLFLUSH 命令

（cache line flush）を使ってフラッシュ操作に邪魔の入らないようにするときは、必ず

MFENCE命令 を使用しなければならない。詳細は、7.5.6節「CLFLUSH 命令」を参照のこと。

7.5.6 CLFLUSH 命令

CLFLUSH 命令を実行すると、メモリー・ロケーションのバイトアドレスを含むリニアア

ドレスに割り当てられたキャッシュラインは、プロセッサーのすべてのキャッシュ階層

（データおよび命令）で無効になる。無効化されると、そのコヒーレンス・ドメイン全体

にわたって、無効になったことが一斉に通知される。キャッシュ階層の任意のレベルにあ

るキャッシュラインがメモリーと整合のとれていない場合（これを「ダーティー」とい

う）、無効になる前にメモリーに書き込みが行われる。また、以下のような特長がある。

• 影響を受けるデータサイズはキャッシュのコヒーレンス・サイズと同じ。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーでは 64バイトである。

• 影響を受けるキャッシュラインを含むページのメモリー属性は、この命令の働きに何

の影響も与えない。
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• CLFLUSH 命令は、すべての特権レベルで使用できるが、バイトロードに関連したア

クセス権チェックやフォールトの影響を受ける場合がある。

CLFLUSH 命令は、ほかの CLFLUSH 命令を含むその他のメモリー・トラフィックについ

ては順序付けされない操作である。順序付けが問題になるような場合は、ソフトウェアで

メモリーフェンス操作を行わなければならない。

ビデオデータの使用モデルを例にみると、ビデオ・キャプチャー・デバイスが非整合方式

の AGP アクセスを実行してシステムメモリーにキャプチャー・ストリームを直接書き込ん

でいるとする。この非整合方式の書き込み操作はプロセッサー・バスに一斉通知されない

ため、プロセッサーのキャッシュの中にある同じロケーションのコピーはフラッシュされ

ない。したがって、プロセッサーでキャプチャー・バッファーを読み直す前に CLFLUSH

命令を使用して、キャプチャー・バッファーのコピーのうち失効したコピーについてもプ

ロセッサー・キャッシュからフラッシュするようにしなければならない。スペキュレー

ティブな読み出し操作がプロセッサーによって実行される可能性があるため、（MFENCE

命令を使用して）適正なフェンス操作を実行することが重要である。

例 7-1に、CFLUSH 命令の疑似コード使用例を示す。

7.6 プリフェッチを使用したメモリーの最適化

インテル® Pentium® 4 プロセッサーには、2 つのデータプリフェッチ機構がある。1つはソ

フトウェア制御プリフェッチであり、もう 1つは自動ハードウェア・プリフェッチである。

7.6.1 ソフトウェア制御プリフェッチ

ソフトウェア制御プリフェッチを働かせるには、ストリーミング SIMD 拡張命令とともに

導入された 4つの PREFETCH命令を使用する。これら 4つの PREFETCH命令がきっかけ

となって、データのキャッシュラインの 1つがキャッシュ階層内の各種レベルや各種モー

ドに移動する。ソフトウェア制御プリフェッチは、コードをプリフェッチする用途には向

いていない。コードが共有されているときにソフトウェア制御プリフェッチを使用する

と、マルチ・プロセッサー・システムのパフォーマンスが著しく低下する場合がある。

ソフトウェア・プリフェッチには以下の特長がある。

例 7-1 CLFLUSH 命令の疑似コード使用例

while (!buffer_ready} {}

mfence

for(i=0;i<num_cachelines;i+=cacheline_size) { 

clflush (char *)((unsigned int)buffer + i) 

}

mfence

prefnta buffer[0];

VAR = buffer[0]; 
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• 不規則なアクセスパターンを扱える。アクセスパターンが不規則な場合、ハードウェ

ア・プリフェッチは作動しない。

• ハードウェア・プリフェッチに比べて、使用されるバス帯域幅が小さい。下記を参照

のこと。

• ソフトウェア・プリフェッチを行うには新しいコードを追加しなければならず、既存

のアプリケーションに影響は無い。

7.6.2 ハードウェア・プリフェッチ

自動ハードウェア・プリフェッチでは、事前に発生したデータミスに基づいて、ユニファ

イド最終レベルキャッシュにキャッシュラインをいくつか移すことができる。自動ハード

ウェア・プリフェッチは、プリフェッチ・ストリームの前のキャッシュラインを 2つプリ

フェッチする。ハードウェア・プリフェッチの特長を以下に示す。

• データ・アクセス・パターンに以下のような規則性が必要である。

— データ・アクセス・パターンに一定した間隔がある場合、アクセス間隔がハー

ドウェア・プリフェッチのトリガーとなる一定の間隔の半分よりも狭いとき、

ハードウェア・プリフェッチは有効である（表 2-10を参照）。

— アクセス間隔が一定でない場合、連続する 2つのキャッシュミスの間隔がトリ

ガーしきい値の距離よりも狭いと（間隔の狭いメモリー・トラフィック）、自動

ハードウェア・プリフェッチはメモリー・レイテンシーをマスクできる。

— 連続する 2つのキャッシュミスの間隔がトリガーしきい値の距離よりも狭く、

かつ 64バイトに近い場合に、自動ハードウェア・プリフェッチは最も効果的で

ある。

• プリフェッチが作動する前の起動時に時間がかかり、また配列処理の終わった後も

フェッチが行われる可能性がある。配列が短いと、オーバーヘッドが効果を低下させ

る可能性がある。

— ハードウェア・プリフェッチは、データミスが数回発生してからでないと作動

しない。

— ハードウェア・プリフェッチが動作すると、配列の末尾を超えたところにある

データに対する要求が生成されるが、そのデータは利用されない。この動作は

バス帯域幅を浪費する。それに加えて、この動作は、次の配列の先頭から

フェッチを開始しようとするとき不利になる。ソフトウェア・プリフェッチで

は、こうした状況を認識して対処できる。

• 4KB ページ境界をまたぐプリフェッチは実行されない。ハードウェア・プリフェッチ

が新たなページからのプリフェッチを開始する前に、その新たなページに対して要求

されるロードをプログラム側で開始しなければならない。

• ハードウェア・プリフェッチは、アプリケーションのメモリー・トラフィックが大部

分を占め、キャッシュミスの間隔がハードウェア・プリフェッチのトリガーしきい値

の距離よりも広い場合（間隔の広いメモリー・トラフィック）、余分なシステム帯域幅

を消費することがある。
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• 既存のアプリケーションの有効性は、アプリケーションのメモリー・トラフィックに

おける間隔の広いアクセス部分よりも間隔の狭いアクセス部分に依存する。テンポラ

ルな局所性に優れた、間隔の狭いメモリー・トラフィックを優先するアプリケーショ

ンでは、自動ハードウェア・プリフェッチから大きなメリットを得られる。

• 一部の状況では、間隔の広いキャッシュミスが優先されたメモリー・トラフィックは、

データ・アクセス・シーケンスの再配列によって、集中度が高く、間隔の狭いキャッ

シュミスに変換できる。ただし、間隔の広いキャッシュミスによる自動ハードウェア・

プリフェッチの利用が犠牲になる。

7.6.3 ハードウェア・プリフェッチで実効レイテンシーを削減する

具体例

アクセス間隔が一定な循環ポインター追跡シーケンスに応じてデータを配列に配置する

状況について検討する（例 7-2 を参照）。自動ハードウェア・プリフェッチ機構を利用し

て、メモリーからキャッシュラインをフェッチする際の実効レイテンシーを削減できる可

能性は、循環ポインター追跡の配列への配置を行う際に、64 バイト間のアクセス間隔や、

ハードウェア・プリフェッチのトリガーしきい値の距離を変化させることによって例証で

きる。

例 7-2 間隔が一定な循環ポインター追跡の配列への配置

register char ** p;

char  *next; // 一定のストライドで続く多重間接ポインターの追加

// p = (char **) *p; 次のポジションの値をロード load

p = (char **)&pArray;

for ( i = 0; i < aperture; i += stride) {

p = (char **)&pArray[i];

if (i + stride >= g_array_aperture) {

next = &pArray[0 ]; 

}

else {

next = &pArray[i + stride]; 

}  

 *p = next; // 次のノードのアドレスを追加

}
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図 7-1 に、いくつかのマイクロアーキテクチャーでの実効レイテンシーの削減を示す。間

隔が一定なアクセスパターンの場合、自動ハードウェア・プリフェッチのメリットは、ト

リガーしきい値の距離の半分から現れ始める。最大のメリットは、キャッシュミスの間隔

が 64バイトのときに得られる。

7.6.4 ソフトウェアによるプリフェッチ命令でレイテンシーを隠蔽

する具体例

PREFETCH命令を使用してメモリーを最大限に最適化するには、使用するマシンのアーキ

テクチャーを理解する必要がある。この節では、アーキテクチャーの持つ基本的な意味合

いを、プログラマーが活用できるように簡単な形にして提示する。

図 7-2と図 7-3に、単純化された 3D ジオメトリー・パイプラインの処理工程の 2つの例を

示す。通常は、1つの 3D ジオメトリー・パイプラインは、頂点レコードを一度に 1つずつ

フェッチし、その後そのレコードに対して変換処理と照明処理を施す。どちらの図にも、

実行パイプラインが 1 つにメモリー・パイプライン（フロント・サイド・バス）が 1 つ、

計 2つの独立したパイプラインが描かれている。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーでは、（インテル® Pentium® II プロセッサーや

インテル® Pentium® III プロセッサーと同じように）、実行機能とメモリーアクセス機能が完

全に分離しているため、これら 2つのパイプラインを同時に働かせることができる。図 7-2

は、俗に言う「バブル」の発生する様子を表している。この図では、頂点データにアクセ

スするためにロード命令が発行されると、実行ユニットはアイドル状態のまま停止して、

図 7-1 アクセス間隔に応じた実効レイテンシーの削減
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データが返ってくるのを待っている。一方、メモリーバスは、実行ユニットが頂点データ

を処理している間、前に進まずアイドル状態のままとなっている。この方法では、アーキ

テクチャーを分離する意味が全くない。 

リソースの使い方が悪いとパフォーマンスが低下するが、複数の PREFETCH命令を適切に

スケジューリングすれば、そうしたパフォーマンス低下を完全に防げる。図 7-3 では、

PREFETCH命令を 2つ先の頂点データに対して逐次発行している。これは、1回の反復で

処理する頂点データが 1つだけであり、しかもその反復ごとにデータのキャッシュライン

が新たに 1つずつ必要になる場合を想定したものである。そのため、（反復 n、頂点 Vn）を

処理している最中に、要求されたデータはキャッシュの中にすでに移動していることにな

る。その間、フロント・サイド・バスは反復 n+1、頂点 Vn+1 に必要なデータを転送してい

図 7-2 プリフェッチを使用しない場合のメモリー・アクセス・レイテンシーと実行

図 7-3 プリフェッチを使用した場合のメモリー・アクセス・レイテンシーと実行
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る。Vn+1 でのデータと Vn での実行処理の間に依存関係はないため、Vn+1 のデータアクセ

スでレイテンシーが生じても、それを Vn の実行処理の裏に回して完全に隠蔽できる。こ

のような仕組みにすればパイプラインから、俗に言う「バブル」が発生しないため、可能

な限り最高のパフォーマンスが得られる。

プリフェッチは、大量に計算を実行する内部ループに有用である。また、計算処理の面か

ら受ける制約とメモリー帯域幅の面から受ける制約が同程度の内部ループにも有用であ

る。プリフェッチは、メモリー帯域幅の制約が圧倒的に多いループにはそれほど有用では

ない。

すでにデータが 1次キャッシュに格納されているときは、プリフェッチを実行しても無駄

なことがあり、場合によってはパフォーマンスが低下することさえあり得る。その理由は、

余計なマイクロオペレーション（μOP）の処理が、未処理のメモリーアクセスを待機して

滞るためであり、場合によっては、そのマイクロオペレーション（μOP）がすべて停止す

るからである。この振舞いは、プラットフォームの種類によって異なり、将来は変わるこ

ともある。

7.6.5 ソフトウェア・プリフェッチを使用する際の点検事項

ソフトウェア・プリフェッチ命令を正しく使用する際に検討し解決しなければならない問

題点を以下に示す。

• ソフトウェア・プリフェッチ・スケジューリング間隔を決める。

• ソフトウェア・プリフェッチ連結を使用する。

• ソフトウェア・プリフェッチの回数を最小限に抑える。

• ソフトウェア・プリフェッチ命令と演算命令を混在させる。

• 例えばストリップマイニングなどのキャッシュ・ブロッキング手法を使用する。

• シングルパス実行とマルチパス実行との釣り合いを図る。

• メモリーバンクの競合問題を解決する。

• キャッシュ管理の問題を解決する。

上記の問題を、次の各節で説明する。

7.6.6 ソフトウェアのプリフェッチ・スケジューリング間隔

コードの中にどのようにプリフェッチ命令を配置するのが理想的かは、アーキテクチャー

に関連する多くの要素によって異なる。そうした要素の中には、プリフェッチするメモ

リーの容量、キャッシュ・ルックアップ・レイテンシー、システムメモリー・レイテン

シー、計算周期の概算値などがある。データをプリフェッチする理想的な間隔はプロセッ

サーによってもプラットフォームによっても異なる。間隔が狭すぎると、プリフェッチを

実行しても、フェッチ操作で発生するレイテンシーを計算処理のうしろに隠蔽できない。

逆に、あまり先行しすぎてプリフェッチを行うと、プリフェッチされたデータが必要に

なったときにはすでにキャッシュからフラッシュされてしまっていることになりかねな

い。
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「プリフェッチ距離」は曖昧な言葉のため、ここでは「プリフェッチ・スケジューリング

間隔（PSD）」を使用する。「PSD」の単位は反復回数である。大きなループの場合、プリ

フェッチ・スケジューリング間隔は 1に設定（つまり反復を 1回分だけ先行してプリフェッ

チ命令を実行）できる。ループの本体が小さいとき（つまり計算処理の少ないループ反復

のとき）は、プリフェッチ・スケジューリング間隔を反復 1回よりも広げなければならない。

PSD を求める単純な数式は、対応する数学モデルから導かれる。単純化された数式、完全

な数学モデル、プリフェッチ距離の決定方法は、付録 E「規則と推奨事項のまとめ」を参

照のこと。

例 7-3 に、ループ本体の内側でプリフェッチを使用する場合を示す。この例では、プリ

フェッチ・スケジューリング間隔は 3に設定されている。ESIは、実際には任意のライン

を指し示すポインターである。EDX は、参照されるデータのアドレスである。xmm1 ～

xmm4は、計算に使用されるデータである。例 7-4では、反復 1回につき 2つの独立したデー

タ・キャッシュ・ラインを使用している。反復 1回あたりに使用するキャッシュラインの

数が 2つよりも多い場合はこの PSD を増やし、2つよりも少ない場合はこの PSD を減らす

必要がある。

7.6.7 プリフェッチの連結

メモリー・レイテンシーによるパフォーマンス低下が起こらないとすれば、実行パイプラ

インが最大スループットのときに最高のパフォーマンスが得られる。それには、1つのルー

プで連続して繰り返し使用されるデータをプリフェッチすれば良い。メモリーのパイプラ

イン処理が途切れると、実行パイプラインの中にバブルが発生する。

パフォーマンス面でのこのような問題を説明するため、ストリップ（帯状）形式の 3D 頂

点をいくつか処理する 3D ジオメトリー・パイプラインを例として使用する。1 つのスト

リップは、複数の頂点から構成する 1枚の一覧表に相当する。この一覧表の中では、頂点

例 7-3 プリフェッチ・スケジューリング間隔

top_loop:

prefetchnta [edx + esi + 128*3]

prefetchnta [edx*4 + esi + 128*3]

. . . . .

movaps xmm1, [edx + esi]

movaps xmm2, [edx*4 + esi]

movaps xmm3, [edx + esi + 16]

movaps xmm4, [edx*4 + esi + 16]

. . . . .

. . . . .

add esi, 128

cmp esi, ecx

jl top_loop
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の並び順があらかじめ定義されていて、その並び順によって三角形がいくつか連続して構

成されている。プリフェッチ命令が効果的に並んでいないとストリップ境界上でメモリー

パイプのパイプライン処理が途切れるが、その様子は簡単に確認できる。この実行パイプ

ラインは、ストリップごとに、最初の 2回の反復処理が実行されている間ずっとストール

する。その結果、反復を 1回終えるのに要する平均レイテンシーは 165（FIX）クロックと

なる。詳細は、付録 E「規則と推奨事項のまとめ」を参照のこと。

このようにメモリーのパイプライン処理が途切れると、メモリー・パイプラインと実行パ

イプラインの両方とも無駄が多くなる。パイプライン処理の途切れによる影響は、「プリ

フェッチ連結」と呼ばれる手法を適用すると取り除ける。この手法を使用すれば、メモ

リーアクセス処理も実行処理も完全にパイプライン化できるため、無駄な部分がなくな

る。

複数のループがネストされていると、内部ループの最後の反復から、それに対応している

外部ループの次の反復までの間に、メモリーのパイプライン処理が途切れる場合がある。

プリフェッチ命令を挿入するときは特別な注意を払わなければならない。そうしないと、

内部ループの最初の反復でロード命令を実行しても、目的のキャッシュを捉えられない場

合がある。そうなると、データが戻ってくるのを待っている間実行パイプラインがストー

ルして、パフォーマンスが低下してしまう。

例 7-4では、a[ii][0] を含むキャッシュラインが全くプリフェッチされないため、毎回

そのキャッシュを捉え損なうことになる。これは、配列 a[][] のどの要素もキャッシュ

の中に存在していないのを前提としている。メモリーのパイプライン処理がストールして

ペナルティーが生じても、それは内部ループを反復するうちに打ち消せる。しかし、内部

ループが短いと、ひどく有害になるときもある。さらに、PSD の最後の反復時の最後のプ

リフェッチが無駄になって、マシンのリソースが浪費される。プリフェッチ連結の手法が

取り入れられた理由は、メモリーのパイプライン処理の途切れによるパフォーマンス低下

を解決するためである。

例 7-4 プリフェッチ連結の使用例

for (ii = 0; ii < 100; ii++) {

   for (jj = 0; jj < 32; jj+=8) {

          prefetch a[ii][jj+8]

          computation a[ii][jj]

   }

}
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プリフェッチ命令を連結すると、内部ループとそれに対応した外部ループの境界面で、実

行パイプラインからバブルが発生しないようにできる。単に、内部ループの最後の反復を

アンロールし、それに続く反復の中で使用されるデータの実際のプリフェッチ・アドレス

を指定するだけで、メモリーのパイプライン処理の途切れによるパフォーマンス低下が完

全に防止できる。例 7-5に、書き直したコードを示す。

データ・プリフェッチ用のこのコードセグメントは改善されていて、計算時間がメモリー・

レイテンシーよりも長いと仮定すれば、メモリー・アクセス・レイテンシーのペナルティー

は外部ループの最初の反復時だけである。ネストされたループ計算に入る前に必要となる

最初のデータ要素を得るためのプリフェッチ命令を挿入しておけば、外部ループの最初の

反復処理が始まるときのペナルティーが完全に克服できるか、軽減される。このように高

度でありながら複雑ではない方法でコードを最適化すれば、メモリーのパフォーマンスが

飛躍的に改善できる。

7.6.8 ソフトウェア・プリフェッチ命令の実行回数を最小限に抑え

る

プリフェッチ命令は、たとえクロックやメモリー帯域幅をほとんど必要としないにして

も、バスサイクル、マシンサイクル、リソースといった側面から見た場合、必ずしも自由

に実行できるわけではない。

プリフェッチを実行しすぎると、命令発行にからむ問題がマシンのフロントエンドで発生

したり、メモリー・サブシステムにリソース競合が起こったりするため、さまざまなパ

フォーマンス低下につながる可能性がある。この影響は、対象となるループが小さい場合

や、対象となるループが命令発行の制約を受ける場合などは、問題になるときがある。

プリフェッチの実行しすぎによる問題を解決する方法の 1つは、ループをアンロールした

り、ソフトウェアでループのパイプライン処理を実行したりして、プリフェッチの必要な

実行回数を減らすことである。図 7-4のコード例に示した、プリフェッチの使用方法とルー

プのアンロールの仕方を参照のこと。ここでは、先行発行されたプリフェッチ命令の行き

先となっていたアドレスと同じアドレスの指定されるプリフェッチ命令がすべて取り除

例 7-5 内部ループの最後の反復を連結しアンロールした例

for (ii = 0; ii < 100; ii++) {

   for (jj = 0; jj < 24; jj+=8) { /* N-1 反復 */

          prefetch a[ii][jj+8]

          computation a[ii][jj]

   }

   prefetch a[ii+1][0]

   computation a[ii][jj]/* 最終反復 */

}
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かれている。特にこの例では、元のループを 1回アンロールすることによってプリフェッ

チ命令が 6つ減っている。また、ほかのすべての反復に含まれている、条件分岐を実行す

るための命令が 9つ減っている。

図 7-5に、ソフトウェア・プリフェッチでどの程度レイテンシーが隠蔽できるかを示す。

図 7-5の X 軸はループ 1回あたりの計算クロック数である。反復処理同士に依存関係はな

いものとする。左側の Y 軸には、ループ 1回あたりのクロック数で測定した実行時間を示

した。右側の Y 軸はバス帯域幅の利用率である。このテストでは、次の各要素を変数とし

て実行した。

図 7-4 プリフェッチとループのアンロール

図 7-5 プリフェッチを使用した場合のメモリー・アクセス・レイテンシーと実行

OM15172

top_loop:
prefetchnta [edx+esi+32]
prefetchnta [edx*4+esi+32]
.  .  .  .  .
movaps xmm1, [edx+esi]
movaps xmm2, [edx*4+esi]
.  .  .  .  .
add esi, 16
cmp esi, ecx
jl top_loop

top_loop:
prefetchnta [edx+esi+128]
prefetchnta [edx*4+esi+128]
.  .  .  .  .
movaps xmm1, [edx+esi]
movaps xmm2, [edx*4+esi]
.  .  .  .  .
movaps xmm1, [edx+esi+16]
movaps xmm2, [edx*4+esi+16]
.  .  .  .  .
movaps xmm1, [edx+esi+96]
movaps xmm2, [edx*4+esi+96]
.  .  .  .  .
.  .  .  .  .
add esi, 128
cmp esi, ecx
jl top_loop

 n 

 n-2  n-1  n  n+1

 n+1 

 n+2 

FSB

n

Vn+1 Vn+2

OM15171
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• ロード /ストアストリームの数： ロードストリームもストアストリームもそれぞれ1回

の反復で 128バイトのキャッシュライン 1つにアクセスする。

• ループ 1 回あたりの計算量：この変数を変えるときには、依存関係を持つ算術演算の

実行回数を増やす方法を用いた。

• ループ 1 回あたりのソフトウェア・プリフェッチの回数：それぞれ、16バイト、32バ

イト、64バイト、128バイトとして実行した。

予想どおりではあるが、図 7-5 の各グラフの一番左側を見ると分かるように、計算量が少

なくてメモリーアクセスのレイテンシーが重なり合うほどでないときには、プリフェッチ

を実行しても効果はなく、実行処理は基本的にメモリーのパフォーマンスに支配される。

また、余分なプリフェッチがあると、パフォーマンスが向上しないことも分かる。

7.6.9 ソフトウェア・プリフェッチ命令と演算命令を混在させる

ループ本体の始まるところか、ループの前に PREFETCH命令をすべてまとめて配置するの

が便利なように思えるが、これは著しいパフォーマンス低下につながりかねない。可能な

限り最高のパフォーマンスを引き出すためには、複数の PREFETCH 命令を配置するとき

に、すべてまとめて 1カ所に置くのではなく、命令シーケンスの中で、ほかの計算命令同

士の間に分散して配置しなければならない。できるだけ PREFETCH命令はロード命令から

離して配置する。そうすれば、命令レベルでの並列処理の能率が上がり、命令リソースが

ストールする可能性も減少する。また、複数のプリフェッチ命令を点在させるとメモリー・

アクセス・リソースにかかる負担が減り、その結果、PREFETCH命令がデータをフェッチ

しないままリタイアする可能性が減少する。

図 7-6 に、複数の PREFETCH 命令を分散している図を示す。インテル ® Pentium® 4 プロ

セッサーの場合は 20から 25クロックごとに PREFETCH命令を 1つ挿入するのが簡単で有

用なことが分かっている。キャッシュリソースに大きな負担がかかっているコードの場合

は、PREFETCH命令の位置を並べ替えるだけで驚くほどスピードアップするときがある。
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7.6.10 ソフトウェア・プリフェッチとキャッシュ・ブロッキング手

法

時間的局所性を改善し、それによってキャッシュヒット率を上げるには、（ストリップマ

イニングなどに代表される）キャッシュ・ブロッキング手法を使用する。ストリップマイ

ニングとは、メモリーの時間的局所性を最適化する 1次元的な手法である。プログラムに

2 次元配列が使用されている場合は、ループ・ブロッキング手法を利用してメモリーのパ

フォーマンスを改善できる。ループ・ブロッキング手法は、2 次元的である点以外はスト

リップマイニングとほぼ同じである。

1 つのループを何度もまわすときに再利用できる大きなデータセットを使用するアプリ

ケーションであれば、ストリップマイニングの効果が大きい。キャッシュよりも大きな

データセットは、キャッシュに格納できるだけの小さないくつかのグループに分けて処理

される。こうすれば、より長い期間にわたってテンポラルなデータをキャッシュに格納で

きるため、バス・トラフィックが減少する。

図 7-6 PREFETCH命令の分散

注意：  リソースを使いすぎると命令実行がストールする場合があ

る。それを避けるため、計算命令の間にPREFETCH命令を点在させる。

top_loop:  
  prefetchnta   [  ebx  +128]
   prefetchnta   [  ebx  +1128]  
   prefetchnta   [  ebx  +2128]  
   prefetchnta   [  ebx  +3128]  
  . . . .  
  . . . .  
  prefetchnta   [  ebx  +17128]  
  prefetchnta   [  ebx  +18128]  
  prefetchnta   [  ebx  +19128]  
  prefetchnta   [  ebx  +20128]  
   movps   xmm1, [  ebx  ]  
  addps   xmm2, [  ebx  +3000]  
  mulps   xmm3, [  ebx  +4000]  
  addps   xmm1, [  ebx  +1000]
  addps   xmm2, [  ebx  
   mulps   xmm1, [  ebx  +2000]
  mulps   xmm1, xmm2
  . . . . . . . .
  . . . .  . .
  . . . . .
  add   ebx  , 128
   cmp ebx ,   ecx
  jl   top_loop

 

   

   
   

 

top_loop:
  prefetchnta  ebx  +128]
movps   xmm1, [  ebx  ]  

  addps   xmm2, [  ebx  +3000]
  mulps   xmm3, [  ebx  +4000]

prefetchnta   [  ebx  +1128]
  addps   xmm1, [  ebx  +1000]
  addps   xmm2, [  ebx  +3016]

prefetchnta   [  ebx  +2128]
mulps   xmm1, [  ebx  +2000]

  mulps   xmm1, xmm2
  prefetchnta   [  ebx  +3128]
  . . . . . . .
  . . .  
  prefetchnta   [  ebx  +18128]
  . . . . . .  
  prefetchnta   [  ebx  +19128]
  . . . . . .
  . . . .
  prefetchnta   [  ebx  +20128]
  add   ebx  , 128

cmp ebx ,   ecx
  jl   top_loop
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ストリップマイニングが適用されたコードに PREFETCH 命令がどのように適用されるか

は、基本的にはデータセットのサイズと時間的局所性（データ特性）による。図 7-7 に、

複数のデータが時間的に隣接している場合と、していない場合について単純化して示す。

「時間的に隣接している場合」は、隣接している 2つのパスのうち、後のパスでも同じデー

タが使われ、しかもそのデータは 2次キャッシュにすでに格納されている。プリフェッチ

にからむ問題を別にすれば、こちらが望ましい。「時間的に隣接していない場合」は、m 番

目のパスで使われたデータが（m+1）番目のパスによって強制的に追い出されるため、デー

タをフェッチし直して 1 次キャッシュに格納し直す必要がある。また、後のパスがその

データを再使用するような場合は、2 次キャッシュにも格納する必要がある。データセッ

トが両方とも 2次キャッシュに入れば、パス 3、パス 4でのロード操作はほとんど負担に

ならない。

図 7-7 キャッシュ・ブロッキング－複数のパスが時間的に隣接している場合としていない

場合

A

A

B

B

A

A

B

B

1

2

3

4
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図 7-8 は、上記いずれの場合もプリフェッチ命令とストリップマイニングを適用するとパ

フォーマンスが向上することを示したものである。

上図左側の例は、インテル® Pentium® 4 プロセッサーでの PREFETCHNTA 命令の使用例を

示したものである。この例では、プリフェッチされたデータは、2 次キャッシュのウェイ

のうち選択されたいくつかのウェイにのみ格納され、2 次キャッシュの汚染は最小限に抑

えられる。図中の「SM1」の記号の意味は、2 次キャッシュのウェイのうちの 1 つがスト

リップマイニングで処理されることである。上位キャッシュでのキャッシュ汚染を最小限

に抑えるため、実行パスの処理全体を通じて一度しか利用されないデータには

PREFETCHNTA 命令を使用する。この措置は、プリフェッチ命令が十分に先行して発行さ

れたと仮定すれば、読み出しアクセス命令の発行されたときにすぐに効果が出る。

図 7-8の右側の例では、2次キャッシュのウェイのうちの 1つにデータを格納し続けると、

キャッシュの局所性が改善されないことを示している。したがって、データのプリフェッ

チには PREFETCHT0命令を使用する。こうすれば、パス 1、パス 2でのメモリー参照に要

するレイテンシーが隠蔽され、また、そのデータのコピーが 2次キャッシュに保存される

ため、パス 3、パス 4 でのメモリー・トラフィックとレイテンシーが減少する。このレイ

テンシーをもっと減らしたいときは、パス 3、パス 4 でメモリー参照を実行する前にさら

に余分にいくつか PREFETCHNTA 命令を使用することを検討すると良い。

図 7-8 複数のパスループが時間的に隣接している場合と時間的に隣接していない場合での

プリフェッチとストリップマイニングの例

SM1

SM1

SM2

Prefetchnta
A

A

Prefetchnta
B

B

Prefetcht0
A

Prefetcht0
 B

A

B
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例 7-6 を用いて、3D ジオメトリー・エンジンのデータ・アクセス・パターンを考えてみ

る。最初に、ストリップマイニングを使用しない例を示し、その後、ストリップマイニン

グを組み込んだ例を示す。インテル® Pentium® III プロセッサーの 4ワイド SIMD 命令では、

1回の反復で 4つの頂点を処理できる。

ストリップマイニングを使用しない場合は、4つの頂点の x,y,z 座標をすべて、2番目のパ

ス、すなわち照明計算ループのときに、メモリーからフェッチし直さなければならない。

そのため、照明計算ループで帯域幅が浪費されるのはもちろんだが、変換ループの最中に

フェッチされたいくつかのキャッシュラインの利用率も低下する。

例 7-6 3D ジオメトリー・エンジンのデータアクセス（ストリップマイニングは未使用）

while (nvtx < MAX_NUM_VTX) {

prefetchnta vertexi data // v =[x,y,z,nx,ny,nz,tu,tv]

  prefetchnta vertexi+1 data

  prefetchnta vertexi+2 data 

 prefetchnta vertexi+3 data

TRANSFORMATION code // 頂点の x,y,z,tu,tvのみを使用

  nvtx+=4

}  

while (nvtx < MAX_NUM_VTX) {  

prefetchnta vertexi data // v =[x,y,z,nx,ny,nz,tu,tv]

      // x,y,zの再フェッチ

 prefetchnta vertexi+1 data

 prefetchnta vertexi+2 data 

 prefetchnta vertexi+3 data 

 compute the light vectors // x,y,zのみ使用

 LOCAL LIGHTING code // nx,ny,nzのみ使用 

nvtx+=4

}
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次に、ストリップマイニングがループに組み込まれている例 7-7 のコードについて考えて

みる。

ストリップマイニングを使用すると、ストリップマイニングが適用されたループ変換の処

理中ずっとすべての頂点データをキャッシュ（例えば、2次キャッシュのウェイの 1つ）に

保存でき、照明計算ループの中でその頂点データを再使用できるようになる。キャッシュ

にデータを格納しておくと、バス・トラフィックもプリフェッチの使用回数も減少する。

ストリップマイニングとプリフェッチ命令を組み合わせた基本的な使用モデルの手順を

表 7-1にまとめた。手順は以下のとおりである。

• データセットが 2次キャッシュに収まるようにループを分割する方法でストリップマイ

ニングを実行する。

• データが一度しか使われないか、データセットが 32KB（2次キャッシュのウェイの 1

つ）に収まる場合は、PREFETCHNTA 命令を使用する。データセットが 32KB を超え

る場合は、PREFETCHT0 命令を使用する。

例 7-7 3D ジオメトリー・エンジンのデータアクセス（ストリップマイニングを使用）

while (nstrip < NUM_STRIP) {

/* データを L2キャッシュの１つのウェイに収めるストライプ・マイン */

  while (nvtx < MAX_NUM_VTX_PER_STRIP) {

prefetchnta vertexi data // v=[x,y,z,nx,ny,nz,tu,tv]

   prefetchnta vertexi+1 data

   prefetchnta vertexi+2 data 

  prefetchnta vertexi+3 data 

  TRANSFORMATION code

      nvtx+=4

}  

while (nvtx < MAX_NUM_VTX_PER_STRIP) {  

    /* x y z 座標は L2キャッシュ内にあり、プリフェッチを必要としない */

compute the light vectors 

POINT LIGHTING code

    nvtx+=4

  }  

}
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上記の手順はプラットフォームによって異なり、実装例の 1つでしかない。特定のプラッ

トフォーム上で特定のアプリケーションを実行した場合に最高のパフォーマンスを引き

出すためには、NUM_STRIP および MAX_NUM_VX_PER_STRIP の変数をヒューリス

ティックに決定する必要がある。

7.6.11 ハードウェア・プリフェッチとキャッシュ・ブロッキング手

法

読み出しが複数回のメモリー参照の最初のパスと、読み出しが 1回のメモリー参照の一部

では、自動ハードウェア・プリフェッチ機構に合わせてデータ・アクセス・パターンを

チューニングすると、メモリー・アクセス・コストを最小限に抑えられる。読み出しが 1

回のメモリー参照が行われる状況は、列優先の方向から読み出し、行優先の方向に書き込

む（またはその反対）、マトリクスまたはイメージの転置よって例証できる。

例 7-8に、典型的なマトリクス /イメージ転置の問題である、ネストされたデータ移動ルー

プを示す。配列の次元が大きい場合、データセットの要素が最終レベルキャッシュに収ま

らないだけでなく、広い間隔でキャッシュミスが発生する。次元が 2の累乗である場合は、

ウェイ・アソシアティビティーの有限数に基づくエイリアシング条件（第 3章の「キャッ

シュの容量制限とエイリアシング」を参照）によって、キャッシュ排出の可能性が増加す

る。

表 7-1 ストリップ・マイニング・コードへのソフトウェア・プリフェッチの組み込み

読み出しが 1回の配列参照
読み出しが複数回の配列参照

隣接パス 非隣接パス

Prefetchnta Prefetch0、SM1 Prefetch0、SM1

（2次キャッシュ汚染）

1方向への排出。汚染を最

小限に抑制

各配列の最初のパスでメモリー・ア

クセス・コストを消費。以降のパス

で最初のパスのコストを吸収

各ストリップの最初のパスでメモ

リー・アクセス・コストを消費。以降

のパスで最初のパスのコストを吸収

例 7-8 ハードウェア・プリフェッチを使用した、読み出しが 1回のメモリー・トラフィッ

クの向上

a)  最適化されていないイメージ転置

// destと srcは 2次元配列

for( i = 0;i < NUMCOLS; i ++) {

// 内部ループが１つの行を読み出す

for( j = 0; j < NUMROWS ; j ++) {

// 個々の読み込まれた参照は、ストライドの大きなキャッシュミスを引き起こす

dest[i*NUMROWS +j] = src[j*NUMROWS + i];

}

}
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例 7-8（b）では、ハードウェア・プリフェッチの利用に最適なタイルサイズとタイル幅を

選択するタイル化手法を適用している。タイル化によって、最終レベルキャッシュに収ま

るように、2 つのタイルのサイズを選択できる。メモリー読み出し参照向けに各タイルの

幅を最大にすると、コードが実際にリニアアドレスを参照する前に、ハードウェア・プリ

フェッチはバス要求を開始してキャッシュラインを読み出せる。

7.6.12 シングルパス実行とマルチパス実行との比較

1つのアルゴリズムで、シングルパス実行かマルチパス実行を使用できる。

• 「シングルパス実行」とは、「非階層化実行」とも呼ばれ、計算パイプラインの全体を

経由してデータ要素を 1つ通過させるものである。

• 「マルチパス実行」は、「階層化実行」とも呼ばれ、複数のデータ要素から構成される

1 つのデータ群を対象にしてパイプラインのステージを 1 段実行してから、そのデー

タ群を次のステージに渡すものである。

シングルパス実行とマルチパス実行のどちらが良いかは、アルゴリズムの実装方式や、そ

れら両者をどのように使用するかによって異なる。図 7-9を参照のこと。

汎用 API を実装している場合は、マルチパス実行が使いやすいことが多い。この場合、い

くつかのコードパスのうちのどれが選択できるかは、対象となるアプリケーションが選ぶ

パターン構成要素同士の具体的な組み合わせによって異なる。例えば、3D グラフィックス

の場合は、使用される頂点要素の種類や光源の個数および種類がそうしたパターン構成要

素に含まれる。

このように、考えられる並べ替えの範囲が広いと、コードサイズや妥当性検証の点から見

た場合、シングルパス実行は複雑になる。つまり、並べ替えの処理ごとにコードシーケン

スが 1つずつ必要になるからである。例えば、A、B、C、D のパターン構成要素を持つ物

体が 1つあるとする。この物体は、パターン構成要素の一部（例えば A、B、D）を使用可

にできる。このステージではコードパスが 1つ使われ、一方、使用可になったパターン構

成要素の別の組み合わせには別のコードパスが 1つ付与される。種々のパターン構成要素

b)

// tilewidth = L2SizeInBytes/2/TileHeight/Sizeof(element)

for( i = 0; i < NUMCOLS; i += tilewidth) {

 for( j = 0; j < NUMROWS ; j ++) {

// 内部ループで同じ行の複数の要素にアクセス

// ハードウェア・プリフェッチがしやすいパターンでアクセスし、ヒット率が改善

for( k = 0; k < tilewidth; k ++)

dest[j+ (i+k)* NUMROWS] = src[i+k+ j* NUMROWS];

  }

}

例 7-8 ハードウェア・プリフェッチを使用した、読み出しが 1回のメモリー・トラフィッ

クの向上 （続き）
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を選択するためのいくつかの条件節がパイプラインの各ステージ内に実装されている場

合は、そのステージごとに別々のパスとして実行する方が道理にかなっている。ストリッ

プマイニングを使用すれば、各ステージで処理される頂点の個数（例えば、バッチサイズ）

を選択して、処理単位となるデータ群がどのパスを通過するときも必ずプロセッサー・

キャッシュの中に留めておける。頂点群を現在のステージから次のステージへ、あるいは

現在のパスから次のパスへ渡すときは、中間キャッシュバッファーを使用する。

任意の時点で使用されるパターン構成要素の個数に制約のあるアプリケーションには、シ

ングルパス実行の方が向いている。シングルパス実行を用いると、マルチパスエンジンで

発生する可能性のあるデータ複製処理の分量を減らせる。図 7-9を参照のこと。

シングルパスを選ぶかマルチパスを選ぶかによって、パフォーマンスにどのような影響が

出るかが異なる。例えば、マルチパスのパイプラインについて考えた場合、何段かのス

テージが入力または出力の帯域幅の制約を受けていると、それによるパフォーマンス低下

の多くの部分は全体的な実行時間として現れる。それに比べてシングルパスでは、いくつ

かの点で帯域幅に制約があっても、それによるパフォーマンス低下は、計算量の多いほか

図 7-9 シングルパスとマルチパスでの 3D ジオメトリー・エンジンの比較

80vis

60invis

80vis

40vis

40vis
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の何段かのステージ全体に分散 / 吸収できる。また、シングルパスまたはマルチパスのど

ちらを使用するかは、どのプリフェッチ・ヒントを選べば良いという問題にも大きくかか

わってくる。

7.7 非テンポラルなストアを使用したメモリーの最適化

キャッシュでのデータ保存の管理に非テンポラルなストアも使用できる。非テンポラルな

ストアの用途には、次のものがある。

• キャッシュ階層を乱すことなく、多くの書き込み処理を一体化する。

• いくつかのデータ構造のうちどれをキャッシュに常駐させ、どれを非常駐にするかを

管理する。

上記の使用モデルの実装は、次の各節で詳しく説明する。

7.7.1 非テンポラルなストアとソフトウェアによるライト・コンバ

イニング

ストアされるデータが次のようなデータの場合は、非テンポラルなストアを使用する。

• 非テンポラルな 1回書き込み（ライトワンス）用のデータ

• 大きすぎてキャッシュ・スラッシングの原因となるようなデータ

非テンポラルなストア命令を実行してもキャッシュライン割り当ては実行されない。つま

り、非テンポラルなストア命令はライトアロケートではない。そのため、有用なデータ帯

域幅と競合してもキャッシュは汚染されず、整合性のとれていないライトバックも発生し

なくなる。非テンポラルなストア命令を使用しないと、ダーティーなライトバックを原因

とするキャッシュ・スラッシングが始まるときに、バス帯域幅が悪影響を受ける。

ストリーミング SIMD 拡張命令を利用できる環境では、複数の非テンポラルなストア命令

が複数のライトバック・メモリー領域かライト・コンバイニング・メモリー領域に書き込

まれていても、それらのストア命令の実行順は強制力が弱く、プロセッサーのライト・コ

ンバイニング・バッファーの内部で結合され、1 つのライン・バースト・トランザクショ

ンとしてメモリーに書き込まれる。可能な限り最高のパフォーマンスを引き出すために

は、非テンポラルなストア命令を使用する一方で、そのキャッシュライン境界に沿って

データをアライメントし、さらにそれらのデータを、同じキャッシュ・ライン・サイズで

隙間を空けずに連続して書き込むようにする。プログラミング上のさまざまな制約から連

続書き込みが禁止されている場合は、ソフトウェア・ライト・コンバイニング（SWWC）

バッファーをいくつか使用して、ライン・バースト・トランザクションを有効にできる。

アプリケーションの中で小さな SWWC バッファーをいくつか（バッファーごとにキャッ

シュラインを 1つ）宣言して、明示的なライト・コンバイニング処理を有効にできる。こ

のプログラムでは、データは、非テンポラルなメモリーにただちに書き込まれるのではな

く、いくつかの SWWC バッファーに書き込まれてからそれらのバッファーの内部で結合

される。このプログラムで SWWC バッファーを一杯にする場合は、非テンポラルなスト

ア命令を使ってその SWWC バッファー、すなわち 1 つのキャッシュライン（インテル ®

Pentium® 4 プロセッサーでは 128バイト）に書き込むだけである。このような SWWC を用
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いた方法では、一時的な読み出し / 書き込み処理を実行するための明示的な命令がいくつ

か必要になるものの、フロントサイド・バス上でのトランザクションによって、必ず複数

のパーシャル・トランザクションではなくライン・トランザクションが発生する。この方

法を取り入れると、アプリケーションのパフォーマンスが格段に向上する。これらの

SWWC バッファーは、2次キャッシュに置けば、そのプログラム全体にわたって何度でも

使用できる。

7.7.2 キャッシュ管理

PREFETCH 命令や STORE 命令などのストリーミング命令を使用して、データを管理した

り、プロセッサーのキャッシュに格納されているテンポラルなデータの乱れを最小限に抑

えられる。

また、インテル® Pentium® 4 プロセッサーでは、ストリーミング SIMD 拡張命令に対応し

た、C++ 言語水準の諸機能がサポートされているインテル® C++ コンパイラーを利用でき

る。ストリーミング SIMD 拡張命令および インテル ® MMX® テクノロジー命令には、

キャッシュ利用を最適化できる組み込み関数がいくつか用意されている。このような

インテル ® コンパイラーの組み込み関数の例としては、_mm_prefetch、_mm_stream、

_mm_load、_mm_sfence がある。詳細は、『インテル ® C/C++ コンパイラー・ユーザーズ・

ガイド』を参照のこと。

単純な 8バイト・メモリー・コピーを実行するときはもちろんのこと、ビデオエンコーダー

やビデオデコーダーを作動させるときのプリフェッチ命令の具体例をいくつか次に示す。

これを見ると、プリフェッチ命令を使用して効率よくキャッシュを管理すれば、高いパ

フォーマンスが引き出せることが分かる。

7.7.2.1 ビデオエンコーダー

ビデオエンコーダーの場合は、エンコード処理の実行中に使用されるデータの一部をプロ

セッサーの 2次キャッシュに格納する。これでシステムメモリーから読み直さなければな

らない参照ストリームの数を最小限に抑えられる。ストリーミング・ストア命令

（MOVNTQ）をいくつか使用してすべてのプロセッサー・キャッシュのあちこちに書き込

みを行うと、他の書き込み命令を実行した場合でもその 2次キャッシュのデータが乱れな

いようになる。

プリフェッチによるキャッシュ管理手法をビデオエンコーダーに適用すると、メモリー・

トラフィックが減少する。使い捨て型のビデオフレーム・データが 2次キャッシュに入ら

ないようにすると、2次キャッシュの汚染が確実に減少する。非テンポラルな PREFETCH

命令（PREFETCHNTA）を使用すると、2 次キャッシュのウェイの 1 つだけにデータが移

動し、その結果、その 2次キャッシュの汚染が減少する。

2 次キャッシュに直接移されたデータが再度使用されない場合は、非テンポラルなプリ

フェッチの方がテンポラルなプリフェッチよりもパフォーマンスが大きく改善される。

2 次キャッシュの汚染を避けるために非テンポラルなプリフェッチ命令をいくつか使用す

るエンコーダーでは、2 次キャッシュでのヒット数が増え、汚染を引き起こすライトバッ

クの回数が減少する。プリフェッチ命令そのものだけでなく、2 次キャッシュの使用効率

を高くすれば、こうしたパフォーマンス改善が実現できる。
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7.7.2.2 ビデオデコーダー

ビデオデコーダーの場合は、完全なフレームデータがグラフィックス・カードのローカル

メモリーに書き込まれ、そのデータは WC（ライト・コンバイニング）メモリータイプに

マッピングされる。将来使用されるデータを生成するため、後でプロセッサーが WB メモ

リーに参照データのコピーを格納する。この処理は、参照データのサイズが大きすぎてプ

ロセッサーのキャッシュに収まらないことを想定したものである。ストリーミング・スト

ア命令を使用してデータをキャッシュのあちこちに書き込むと、キャッシュに格納されて

いる他のテンポラルなデータが追い出されなくなる。後でプロセッサーは、非テンポラル

なプリフェッチ命令である PREFETCHNTA 命令を使って目的のデータを読み直す。この

ような働きによって、帯域幅が最大になる一方、キャッシュされたほかのテンポラルな

データの乱れが最小限に抑えられる。

7.7.2.3 ビデオエンコーダー /デコーダーの実装例から引き出せる結論

これらの 2つの具体例からいえるのは、非テンポラルなプリフェッチ命令と非テンポラル

なストア命令をそれぞれいくつか適切に組み合わせて用いれば、2 次キャッシュの汚染が

防止できる。それによって、メモリー・トランザクションのオーバーヘッドが小さいアプ

リケーションが設計できる。このようなアプリケーションでは、有用なデータが 2次キャッ

シュに常駐するため、コストのかかるライトバック・トランザクションが減少する。プリ

フェッチ命令でデータの準備を整えていてもそれほどパフォーマンス改善が見込まれな

いアプリケーションであっても、2次キャッシュとメモリーを効率よく使用すればパフォー

マンスが改善できる。そのように設計すると、メモリーバスなど重要なリソースに対する

エンコーダーの要求が減り、システムの安定度が増し、パフォーマンスがより高くなる。

7.7.2.4 メモリー・コピー・ルーチンの最適化

大量のデータ向けのメモリー・コピー・ルーチンを作成することは、ソフトウェアの最適

化における一般的なタスクである。例 7-9 に、単純なメモリーコピーを実行するときの基

本的なアルゴリズムを示す。

このタスクは、さまざまなコーディング手法を用いて最適化することができる。そのうち

の 1つでは、ソフトウェア・プリフェッチ命令とストリーミング・ストア命令を使用する。

この方法については、以下で述べる。例 7-10に、コード例を示す。

ストリーミング SIMD 拡張命令を使用して、以下の点を検討すれば、メモリーコピー用の

このアルゴリズムを最適化できる。

• データのアライメント

• メモリー内の各ページの正しいレイアウト

例 7-9 単純なメモリーコピーの基本アルゴリズム

#define N 512000

double a[N], b[N];

for (i = 0; i < N; i++) {

b[i] = a[i];

}
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• キャッシュサイズ

• トランスレーション・ルックアサイド・バッファー（TLB）の、メモリーアクセスと

の相互作用

• プリフェッチ命令とストリーミング・ストア命令の組み合わせ

本章で述べるガイドラインは、このような単純な応用例の中で強みが発揮される。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーには、インテル® Pentium® III プロセッサーの場合と全

く同じように、TLB の初期化が必要である。なぜなら、どちらのプロセッサーの場合も、

ソフトウェアによるプリフェッチ命令をいくつか実行してもページテーブルの探索が開

始されないからである。

例 7-10 ソフトウェア・プリフェッチを使用したメモリー・コピー・ルーチン

#define PAGESIZE 4096;

#define NUMPERPAGE 512 // ページにフィットする要素数

 

double a[N], b[N], temp;

for (kk=0; kk<N; kk+=NUMPERPAGE) {

temp = a[kk+NUMPERPAGE];  // TLBプライミング

// ブロック・サイズ＝ページサイズか、プリフェッチの全てのブロックか、

// ループ毎の 1キャッシュラインを使用

for (j=kk+16; j<kk+NUMPERPAGE; j+=16) {

   _mm_prefetch((char*)&a[j], _MM_HINT_NTA);

    }

// ループ毎に 128バイトコピー

for (j=kk; j<kk+NUMPERPAGE; j+=16) {

       _mm_stream_ps((float*)&b[j],

 _mm_load_ps((float*)&a[j]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+2],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+2]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+4],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+4]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+6],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+6]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+8],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+8]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+10],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+10]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+12],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+12]));

_mm_stream_ps((float*)&b[j+14],

  _mm_load_ps((float*)&a[j+14]));

}   // finished copying one block

} // finished copying N elements

_mm_sfence();
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7.7.2.5 TLB の初期化

TLB は高速なメモリーバッファーの一種である。TLB を使用して、ページテーブルの各エ

ントリーに高速にアクセスすると、仮想メモリーアドレスから物理メモリーアドレスへ変

換するときのパフォーマンスが改善される。いくつかのページにアクセスしたときに、TLB

の中に目的のページ・テーブル・エントリーが存在していない場合は、TLB ミスが発生し、

さらにそのページテーブルをメモリーから読み出さなければならない。

変換されたものがプロセッサー・キャッシュの中にまだ存在していない場合に TLB ミスが

発生すると、もう一度メモリーアクセスを実行して TLB を更新しなければならないため、

パフォーマンスが低下する。目的ページ内のアドレスにアクセスすれば、目的のページ・

テーブル・エントリーをあらかじめ TLB にロードし、次に必要になるページに備えられ

る。これはプリフェッチに似ているが、使用に先立ってロードされるのがデータ・キャッ

シュ・ラインではなくページ・テーブル・エントリーである点が異なる。これによって、

目的のページ・テーブル・エントリーが TLB に常駐すること、その後プリフェッチ命令の

要求と同時にプリフェッチが行われることが保証される。

7.7.2.6 8バイト・ストリーミング・ストアとソフトウェア・プリフェッチの使
用

例 7-10に、2次キャッシュを用いたコピー・アルゴリズムを示す。このアルゴリズムは次

の順番で実行される。

1. _mm_prefetch 組み込み関数によって、ブロッキング手法を用いてメモリーから 2次

キャッシュへ 8バイト・データを転送する。128バイト単位で転送して 1つのブロッ

クを一杯にする。ブロックのサイズは、2 次キャッシュのサイズの半分より小さく

した方が良いが、ループ処理による遅延を十分に吸収できる大きさでなければなら

ない。

2. _mm_load_ps 組み込み関数を使用して、XMM レジスターにそのデータをロードす

る。

3. _mm_stream 組み込み関数を使用して、別のメモリー・ロケーションにその 8 バイ

ト・データを転送する。このときキャッシュは経由されない。この処理では、メモ

リーにプリフェッチされたページ・テーブル・エントリーが TLB にあらかじめ必ず

ロードされていることが重要となる。

例 7-10では、プリフェッチされたデータ（128バイトのキャッシュライン）のすべてがラ

イトバックされるように、_mm_load_ps と _mm_stream_ps の組み込み関数がそれぞれ 8つ

ずつ使用されている。このプリフェッチ命令とストリーミング・ストア命令は、データの

読み出し処理 / 書き込み処理との間で相互に切り替わる回数をできる限り減らすために

別々のループで実行される。これでメモリーアクセスの帯域幅が格段に広がる。

プリフェッチの前に配列 A のページ・テーブル・エントリーが TLB に入るようにするに

は、temp = a[kk+CACHESIZE] の命令を使用する。この命令では、当のメモリー・ロケー

ションから得たデータで 1 つのキャッシュラインが一杯になるため、本質的にはプリ

フェッチそのものである。したがって、このループでは kk+4からプリフェッチが始まる。
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この例では、コピー先がそのコードと時間的に隣接していないことを前提にしている。コ

ピーされたデータが、近い将来再使用される場合、これらのストリーミング・ストア命令

は、通常の 128 ビット・ストア命令（_mm_store_ps）と置き換えなければならない。つま

り、インテル ® Pentium® 4 プロセッサーにストリーミング・ストア命令を実装した場合は

データがメモリーに直接書き込まれ、その結果、キャッシュの一貫性が保たれるからであ

る。

7.7.2.7 16バイト・ストリーミング・ストアとハードウェア・プリフェッチの使
用

広い領域向けのメモリーコピーを最適化するためのもう 1 つの手法では、ハードウェア・

プリフェッチと 16バイト・ストリーミング・ストアを利用して、セグメント化されたアプ

ローチを個々のバス読み出し /書き込みトランザクションに適用する（3.6.12節「バス・レ

イテンシーの最小化」を参照のこと）。

この手法は、2 つの段階で構成されている。第 1 段階では、メモリーからキャッシュ・サ

ブシステムにデータブロックが読み出される。第 2段階では、キャッシュされたデータが

ストリーミング・ストアによってデスティネーションに書き込まれる。

例 7-11 ハードウェア・プリフェッチとバス・セグメンテーションを利用したメモリーコ

ピー

void block_prefetch(void *dst,void *src)

{ _asm {

mov edi,dst

mov esi,src

mov edx,SIZE

align 16

main_loop:

xor ecx,ecx

align 16

}

prefetch_loop:

movaps xmm0, [esi+ecx]

movaps xmm0, [esi+ecx+64]

add ecx,128

cmp ecx,BLOCK_SIZE

jne prefetch_loop

xor ecx,ecx

align 16

cpy_loop:
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7.7.2.8 メモリー・コピー・ルーチンのパフォーマンスの比較

広い領域向けのメモリー・コピー・ルーチンのスループットは、以下のような複数の要因

に依存している。

• メモリー・コピー・タスクを実装するコーディング手法

• システムバスの特性（速度、最大帯域幅、読み出し /書き込みトランザクション・プロ

トコルのオーバーヘッド）

• プロセッサーのマイクロアーキテクチャー

movdqa xmm0,[esi+ecx]

movdqa xmm1,[esi+ecx+16]

movdqa xmm2,[esi+ecx+32]

movdqa xmm3,[esi+ecx+48]

movdqa xmm4,[esi+ecx+64]

movdqa xmm5,[esi+ecx+16+64]

movdqa xmm6,[esi+ecx+32+64]

movdqa xmm7,[esi+ecx+48+64]

movntdq [edi+ecx],xmm0

movntdq [edi+ecx+16],xmm1

movntdq [edi+ecx+32],xmm2

movntdq [edi+ecx+48],xmm3

movntdq [edi+ecx+64],xmm4

movntdq [edi+ecx+80],xmm5

movntdq [edi+ecx+96],xmm6

movntdq [edi+ecx+112],xmm7

add ecx,128

cmp ecx,BLOCK_SIZE

jne cpy_loop

add esi,ecx

add edi,ecx

sub edx,ecx

jnz main_loop

sfence

}

}

例 7-11 ハードウェア・プリフェッチとバス・セグメンテーションを利用したメモリーコ

ピー （続き）
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表 7-2では、前記の 2つのコーディング手法と最適化されていない 2つの手法を比較して

いる。

パフォーマンスの比較で基準となっているのは、例 7-9 と同様のバイト・シーケンシャル

手法により、400MHz システムバス対応の第 1 世代インテル ® Pentium® M プロセッサー

（CPUID シグネチャー 0x69n）上で 8MB 領域のメモリーコピーを実行した場合のスルー

プット（バイト / 秒）である。システムバス速度が速くコーディング手法が異なる最近の

プロセッサー / プラットフォームのいくつかについて、パフォーマンス基準に対する向上

の度合いを比較している。

2番目のコーディング手法では、REP文字列命令を使い 4バイト単位でデータを移動する。

3列目では、例 7-10で示したコーディング手法のパフォーマンスを比較している。4列目

では、一度に 4KBのデータをフェッチし（ハードウェア・プリフェッチを使用してバス読

み出しトランザクションを収集）16バイト・ストリーミング・ストアによってメモリーに

書き込んだ際のスループットを比較している。

スループット向上の主な要因となっているのは、バス速度の増加である。例 7-11で示した

手法では、プラットフォームにおけるバス速度向上をより効率的に活用できる場合が多

い。また、ワーキングセット全体を 2次キャッシュ内に収めつつブロックサイズを 4KBの

倍数に増加すれば、スループットをわずかに高めることができる。

表 7-2 で示されている相対的なパフォーマンス値は、単一プロセッサー内のクリーンなマ

イクロアーキテクチャー条件（例：単純なコードシーケンスを何度もループさせる）を表

している。メモリー・コピー・ルーチンをアプリケーションに組み込むことのメリットは、

アプリケーションごとに異なる（機能が豊富なアプリケーションでは、マイクロアーキテ

クチャーごとの複雑な条件が大量に生じる傾向がある）。

表 7-2 メモリー・コピー・ルーチンのパフォーマンスの比較

プロセッサー、CPUID

シグネチャー、FSB速度

バイト・

シーケンシャル

ダブルワード・

シーケンシャル

ソフトウェア・

プリフェッチ + 8

バイト・ストリー

ミング・ストア

4KB ブロック・

ハードウェア・

プリフェッチ + 16

バイト・ストリー

ミング・ストア

インテル® Pentium® M
プロセッサー、0x6Dn、400

1.3 倍 1.2 倍 1.6 倍 2.5 倍

インテル® Core™ Solo
プロセッサーおよび
インテル® Core™ Duo
プロセッサー、0x6En、667

3.3 倍 3.5 倍 2.1 倍 4.7 倍

インテル® Pentium® D
プロセッサー、0xF4n、800

3.4 倍 3.3 倍 4.9 倍 5.7 倍
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7.7.3 キャッシュ・パラメーター

CPUID が入力 EAX = 4 のパラメーター・リーフをサポートしている場合、ソフトウェア

は、リーフを利用してキャッシュ階層の各レベルへの問い合わせを実行できる。各キャッ

シュレベルの列挙は、ECXレジスターのインデックス値（0から開始）を指定することで

行われる（『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 2A』の

第 3章「CPUID-CPU Identification」を参照）。

表 7-3に、パラメーターの一覧を示す。

キャッシュ・パラメーター・リーフは、キャッシュ・パラメーターの列挙に関して、ある

程度のフォワード互換性をソフトウェアに実装するための手段を提供する。キャッシュ・

パラメーターは、以下のような状況で使用できる。

• キャッシュレベルのサイズを決定する。

• ハイパースレッディング・テクノロジーや、マルチコアおよびシングルコアのプロセッ

サー間で、異なる共有トポロジーのキャッシュレベルにキャッシュ・ブロッキング・

パラメーターを適応させる。

• MPシステムのマルチスレッディング・リソース・トポロジーを決定する（『Intel® 64

and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3A』の第 7章

「Multiple-Processor Management」を参照）。

表 7-3 キャッシュ・パラメーター・リーフ

ビット位置 名称 意味

EAX[4:0] キャッシュタイプ 0 = NULL-キャッシュなし

1 =データキャッシュ

2 =命令キャッシュ

3 =ユニファイド・キャッシュ

4～ 31 =予約済み

EAX[7:5] キャッシュレベル 1から開始

EAX[8] キャッシュレベルの自己初期化 1：ソフトウェアの初期化が不要

EAX[9] フル・アソシアティブ・キャッシュ 1：はい

EAX[13:10] 予約済み

EAX[25:14] このキャッシュを共有する論理プロセッサーの最

大数

プラス 1エンコーディング

EAX[31:26] パッケージ中のコアの最大数 プラス 1エンコーディング

EBX[11:0] システム・コヒーレンシー・ライン・サイズ（L） プラス 1エンコーディング（バイト）

EBX[21:12] 物理ライン・パーティション（P） プラス 1エンコーディング

EBX[31:22] アソシアティブ・ウェイ数（W） プラス 1エンコーディング

ECX[31:0] セット数（S） プラス 1エンコーディング

EDX 予約済み

3より大きく 80000000より小さい CPUIDリーフは、IA32_CR_MISC_ENABLES.BOOT_NT4（ビット 22）

がクリアーされている場合（デフォルト）にのみ参照可能である。
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• マルチコア・プロセッサーを使用したプラットフォームのキャッシュ階層トポロジー

を決定する（第 1章の最後に記載されたトポロジーの列挙に関するホワイトペーパー

とサンプルコードを参照）。

• スレッドとプロセッサーのアフィニティーを管理する。

• プリフェッチ間隔を決定する。

特定レベルのキャッシュのサイズは、（ウェイ数）×（パーティション）×（Line_size）×

（セット）=（EBX[31:22] + 1）×（EBX[21:12] + 1）×（EBX[11:0] + 1）×（ECX + 1）によっ

て決定される。

7.7.3.1 キャッシュ・パラメーターを使用したキャッシュ共有

キャッシュの局所性を改善することは、ソフトウェアの最適化にとって重要な要素であ

る。例えば、キャッシュ・ブロッキング・アルゴリズムは、（HT テクノロジー対応プロ

セッサーやマルチプロセッサーなど）、シングル・プロセッサーおよび各種マルチプロセッ

サーの実行環境での実行時にブロックサイズが最適化されるよう設計できる。

基本的な手法は、ターゲット・キャッシュ・レベルによって扱われる論理プロセッサーの

数でそのターゲット・キャッシュ・レベルのサイズを割ったものより、ブロックサイズの

上限を小さくすることである。この手法は、マルチスレッド・アプリケーションのプログ

ラミングに適用される。また、この手法はマルチタスク・ワークロードの一部であるシン

グルスレッド・アプリケーションにもメリットがある。

7.7.3.2 シングルコアまたはマルチコアでのキャッシュ共有

キャッシュ・パラメーターは、より高度な状況においてマルチスレッド・アプリケーショ

ンの共有キャッシュ階層を管理する際に効果的である。特定のキャッシュレベルは、単一

のプロセッサー内の複数の論理プロセッサーで共有できる。または、単一の物理プロセッ

サー・パッケージ内の複数の論理プロセッサーで共有するように実装できる。

キャッシュ・パラメーター・リーフと、プラットフォーム内の各論理プロセッサーに関連

付けられた初期 APIC_IDを利用すると、ソフトウェアは、キャッシュレベルを共有する論

理プロセッサーの数およびトポロジー関係に関する情報を引き出すことができる。

7.7.3.3 プリフェッチ間隔の決定

プリフェッチ間隔（CPUID.01H.EBXの説明を参照）は、プロセッサーが PREFETCHh命令

（PREFETCHT0、PREFETCHT1、PREFETCHT2、PREFETCHNTA）によってプリフェッチ

を実行する領域の長さである。ソフトウェアは、特定のキャッシュ階層レベルに対してプ

リフェッチを実行する際に、命令によって識別される間隔として、この長さを使用する。

プリフェッチ・サイズは、キャッシュタイプのデータキャッシュ（1）とユニファイド・

キャッシュ（3）のみに関連しており、その他のキャッシュタイプでは無視すべきである。

ソフトウェアは、コヒーレンシー・ライン・サイズがプリフェッチ間隔であると見なして

はならない。
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プリフェッチ間隔フィールドがゼロの場合は、デフォルト・サイズの64バイトがプリフェッ

チ間隔であると見なす必要がある。ソフトウェアは、以下のアルゴリズムを使い、キャッ

シュ・パラメーター機構とレガシー機構のいずれがサポートされているかに応じて、使用

すべきプリフェッチ・サイズを決定する。

• プロセッサーがキャッシュ・パラメーターをサポートし、ゼロ以外のプリフェッチ・

サイズを提供している場合は、そのプリフェッチ・サイズが使用される。

• プロセッサーがキャッシュ・パラメーターをサポートし、プリフェッチ・サイズを提

供していない場合、各キャッシュ階層レベルのデフォルト・サイズは 64バイトである。

• プロセッサーがキャッシュ・パラメーターをサポートせず、レガシーのプリフェッチ・

サイズ・ディスクリプター（0xF0 - 64バイト、0xF1 - 128バイト）を提供している場

合、すべてのキャッシュ階層レベルのプリフェッチ・サイズはこのディスクリプター

である。

• プロセッサーがキャッシュ・パラメーターをサポートせず、レガシーのプリフェッチ・

サイズ・ディスクリプターを提供していない場合、すべてのキャッシュ階層レベルの

デフォルトサイズは 32バイトである。
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8

マルチコアとハイパースレッディング・
テクノロジー
この章では、マルチプロセッサー（MP）システム上またはハードウェア・ベース・マルチ

スレッディング・サポートを搭載したプロセッサー上で動作するマルチスレッド・アプリ

ケーションのソフトウェア最適化手法について説明する。マルチプロセッサー・システム

とは、複数のソケットを備えたシステムであり、各ソケットは 1 つの物理プロセッサー・

パッケージに対応している。ハードウェア・マルチスレッディング・サポートを提供して

いるインテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーには、デュアルコア・プロセッサー、

クアッドコア・プロセッサー、HTテクノロジー対応プロセッサーがある。1

ハードウェア・リソースを増やしてスレッドレベルまたはタスクレベルの並列化を活用す

ると、マルチスレッディング環境での処理スループットが向上する。ハードウェア・リ

ソースの増加は、物理プロセッサー、パッケージごとのプロセッサー・コア、コアごとの

論理プロセッサーのいずれかまたはすべてを複数搭載することによって可能である。した

がって、マルチスレッディングの最適化の一部は、MP、マルチコア、HTテクノロジーの

すべてにわたって適用される。また、一部のマイクロアーキテクチャー・リソースは、ハー

ドウェア・マルチスレッディングの構成によって実装方法が異なる（例えば、HT テクノ

ロジーが有効な場合、実行リソースは、異なるコア間では共有されないが、同じコア内の

2つの論理プロセッサー間では共有される）。この章では、これらの状況に適用されるガイ

ドラインについて説明する。

この章では、次の内容について説明する。

• 性能の特性と使用モデル

• マルチスレッド・アプリケーション用のプログラミング・モデル

• 5つの特定分野におけるソフトウェア最適化手法

1. インテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーがハードウェア・マルチスレッディングをサポートし

ているかどうかは、CPUID機能フラグの CPUID.01H:EDX[28]によって分かる。ビット 28の戻り値が 1

である場合は、少なくとも 1 種類のハードウェア・マルチスレッディングが物理プロセッサー・パッ

ケージに搭載されている。各パッケージでサポートされている論理プロセッサーの数も CPUID から判

断することができる。また、アプリケーションは、適切なオペレーティング・システム呼び出しを行う

ことにより、実行時にアプリケーションが利用できる有効な論理プロセッサーの数を確認する必要があ

る。詳細については、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 2A』を参照

のこと。
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8.1 性能および使用モデル

マルチプロセッサー、マルチコア・プロセッサー、HT テクノロジーを使用したときの性

能向上の程度は、使用モデル、ワークロードの制御フローにおける並列処理の割合に大き

く左右される。一般的な使用モデルを次に 2つ示す。

• マルチスレッド・アプリケーション

• シングルスレッド・アプリケーションを使用するマルチタスキング

8.1.1 マルチスレッディング

アプリケーションでマルチスレッディング・モデルを採用し、ワークロードに対してタス

クレベルの並列処理を実装する場合、マルチスレッド・ソフトウェアの制御フローは、並

列タスクと順次タスクの 2つの部分に分割できる。

アムダールの法則は、制御フロー内の並列処理の割合とアプリケーションの性能向上の関

係を説明している。この法則は、並列化するコードモジュール、関数、または命令シーケ

ンスを選択する際の有用な指針となる。順次タスクと制御フローを並列コードに変換し

て、マルチスレッディング・ハードウェア・サポートを活用して得られる性能向上は、こ

れらの要素により最大化できる可能性が高い。

図 8-1 は、アムダールの法則に従って、ワークロードに対する性能向上が実現される様子

を示す。図 8-1 のバーは、個々のタスクユニット、またはアプリケーション全体のワーク

ロードの集合を示している。

一般に、シングルスレッドを実行する場合と比べて、N 個の物理プロセッサー（もしくは

コア）を持つ MP システム上でマルチスレッドを実行すると、速度の向上が次の式で示さ

れる。

P は、並列処理可能なワークロードの比率、O はマルチスレッディングのオーバーヘッド

（オペレーティング・システムにより異なる）である。この場合、性能向上は、相対レス

ポンスの逆数で示される。

RelativeResponse
Tsequential

Tparallel
------------------------------------= 1 P– P

N
--- O+ +

⎝ ⎠
⎛ ⎞=
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一般に、マルチスレッド環境でアプリケーションの性能を最適化する場合、物理プロセッ

サー数、および物理プロセッサーあたりの論理プロセッサー数に関連する性能スケーリン

グに最も影響を与えるのは、全体に占める並列処理の割合である。

並列で実行可能な部分が 50% しかないワークロードがマルチスレッド・アプリケーション

の制御フローに含まれている場合、2つの物理プロセッサーを使用したときの性能は、1つ

のプロセッサーを使用したときと比べて、最大 33% しか向上しない。4つのプロセッサー

を使用した場合でも、60% しか高速化されない。したがって、並列処理を利用できる制御

フローの割合を最大化することが重要となる。スレッド同期の実装が不適切であると、順

次制御フローの部分が大幅に増加し、アプリケーションの性能スケーリングがさらに減少

する。

スレッド同期とタスク・スケジューリングの不均衡によるスレッド間の相互作用は、制御

フローの並列処理を最大化することに加え、プロセッサー・スケーリング全体に大きな影

響を与えることもある。

過度なキャッシュミスは、性能スケーリングが低下する原因の 1 つである。マルチスレッ

ド実行環境の場合、過度なキャッシュミスは、以下が原因で発生する。

• 同じプロセス内の異なるスレッドによる別名スタックアクセス

• スレッド競合によるキャッシュラインの排出

• 異なるプロセッサー間でのキャッシュラインのフォルス・シェアリング

こうした状況（およびその他の問題）に対処するための手法は、以降の節で説明する。

8.1.2 マルチタスキング環境

インテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーのハードウェア・マルチスレッディング

機能がタスクレベルの並列処理を活用できるのは、ワークロードがいくつかのシングルス

レッド・アプリケーションから構成されており、それらのアプリケーションが MP対応オ

ペレーティング・システムの下で並列に実行されるようにスケジュールされている場合で

ある。こうした環境では、ハードウェア・マルチスレッディング機能はワークロードに対

図 8-1 アムダールの法則と MP の高速化

1 - P
P/2
P/2

MP

1 - P P

T

T
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して高いスループットを提供できる。ただし、シングルタスクの相対的なパフォーマンス

（シングルスレッド環境における同一タスクと比較した完了時間）は、共有の実行リソー

スおよびメモリーがどの程度利用されているかに応じて異なる。

各物理プロセッサー内でタスク・スケジューリングや共有実行リソースのバランシングを

管理し、スループットを最大限に高めることが可能な OS カーネルコードは、ポピュラー

なオペレーティング・システム（Microsoft Windows* XP Professionalおよび Home、カーネ

ル 2.4.19以降2の Linux*ディストリビューションなど）に含まれている。

マルチタスキング環境ではアプリケーションが独立して実行されるため、スレッド同期の

問題によってスループットのスケーリングが制限される可能性は低い。（プロセッサー間

通信が発生せず、システムバスの制約がない限り）ワークロードの制御フローは一般に

100%並列になるからである。3

マルチタスキング・ワークロードでは、バス・アクティビティーやキャッシュのアクセス

パターンによって、スループットのスケーリングが影響を受けやすい。同じアプリケー

ションの 2つのコピー、または同じアプリケーション・スイートをロックステップで実行

すると、パフォーマンスに影響が現れることがある。これは、1 次データキャッシュへの

アクセスパターンが過度なキャッシュミスにつながり、性能に影響する可能性があるため

である。この問題は次の方法で解決する。

• アプリケーションの起動時にインスタンス 1 つあたりのオフセットを含める。

• アプリケーションの各インスタンスに対して異なるデータセットを使用し、異なる

ワークロードを与える。

• 複数のコピーを実行するときに、アプリケーションの起動順序をランダムにする。

マルチタスキング・ワークロードの一部として 2つのアプリケーションを使用すると、こ

れらの 2 つのプロセス間の同期オーバーヘッドがほとんど発生しない。また、各アプリケー

ション自体の同期オーバーヘッドを最小にすることも重要である。

プロセス内部の同期を目的とした長いスピンループを使用するアプリケーションでは、マ

ルチタスキング・ワークロードで HT テクノロジーの効果が得られる可能性は低い。これ

は、長いスピンループによって重要なリソースが消費されるからである。

2. このコードは、Red Hat* Linux Enterprise AS 2.1に含まれている。

3. 一般に、マルチタスキング・ワークロードのスループットを評価するソフトウェア・ツールを使用す

ると、シリアル制御フローが追加される。スレッド同期の問題は、性能測定手法における不可欠な要

素として検討する必要がある。
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8.2 プログラミング・モデルおよびマルチスレッディン
グ

並列処理は、マルチスレッド・アプリケーションを設計し、マルチプロセッサーで最高の

性能スケーリングを達成するための最も重要な概念である。最適化されたマルチスレッ

ド・アプリケーションは、並列処理の割合が高く、以下の点で依存性が低い特長を持つ。

• ワークロード

• スレッド間のやり取り

• ハードウェア利用効率

ワークロードの並列処理を最大限にする鍵は、アプリケーション内にある相互依存性の低

い複数のタスクを識別し、それらのタスクを並列実行するため独立したスレッドを生成す

ることである。

独立したスレッドを並列に実行するのは、マルチスレッド・アプリケーションをマルチプ

ロセッシング・システムに導入する際の最も重要な点である。スレッド間のやり取りを管

理して、スレッド同期のコストを最小限に抑えるのも、マルチプロセッサーでスケーリン

グを高めるために重要である。

並列スレッド間でハードウェア・リソースを効率良く使用するには、ハードウェア・リ

ソースの競合を回避する特定分野の最適化手法が必要である。スレッド同期を最適化し、

他のハードウェア・リソースを管理するコーディング手法は、以降の節で説明する。

並列プログラミング・モデルは、その後で説明する。

8.2.1 並列プログラミング・モデル

独立タスクの要件をアプリケーション・スレッドに置き換えるための一般的なプログラミ

ング・モデルを次に示す。

• ドメイン分解

• 機能分解

8.2.1.1 ドメイン分解

通常、計算主体の大きなタスクでは、多数の小さなサブセットに分割可能なデータセット

が使用される。これらの各サブセットは、計算の独立性が高い。例を以下に示す。

• 2次元データに対する離散コサイン変換（DCT）の計算：2次元データをいくつかのサ

ブセットに分割し、各サブセットの変換を計算するスレッドを生成する。

• マトリクス乗算：乗算マトリクスを使用して、マトリクスの半分の乗算を処理できる

複数のスレッドを生成する。

ドメイン分解は、同じまたは同等のスレッドを生成し、より小さなデータ部分を独立して

処理することをベースにしたプログラミング・モデルである。このモデルでは、従来のマ

ルチプロセッサー・システム内にある複製された実行リソースを活用できる。また、HTテ
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クノロジーの 2つの論理プロセッサー間で共有される実行リソースも活用できる。これは、

一般にデータ・ドメイン・スレッドでは、オンチップの実行リソースの使用可能な部分の

みが消費されるからである。

8.3.5節「実行リソース最適化の主な基準」では、データ・ドメイン・スレッドで共有実行

リソースを共有できるようにし、2 つのスレッド間のハードウェア・リソースの競合を排

除するガイドラインを詳しく説明する。

8.2.2 機能分解

通常、アプリケーションは、多様な機能と多くの依存性のないデータセットを使用して、

幅広いタスクを処理する。例えば、ビデオコーデックでは、各種の処理機能が必要である。

これには、DCT、動き評価、カラー変換などが含まれる。アプリケーションは、機能スレッ

ドモデルを使用して、動き評価、カラー変換、その他の機能タスクを実行するような独立

したスレッドをプログラムできる。

機能分解は、ハードウェア・リソースの複製にあまり依存しない場合は、より柔軟なス

レッドレベルの並列処理を実現する。例えば、ソート・アルゴリズムを実行するスレッド

とマトリクス乗算ルーチンを実行するスレッドは、同時に同じ実行ユニットを必要としな

い。これを考慮して設計を行うと、従来のマルチプロセッサー・システムや、HT テクノ

ロジー対応のプロセッサーを使用するマルチプロセッサー・システムを活用できる。

8.2.3 専用プログラミング・モデル

インテル® Core™ Duoプロセッサーとインテル® Core™マイクロアーキテクチャー・ベー

スのプロセッサーでは、同一物理パッケージ内の 2つのプロセッサー・コアによって 2次

キャッシュが共有されている。そのため、バス・トラフィックのオーバーヘッドを最小限

に抑えつつ 2つのアプリケーション・スレッドが同じアプリケーション・データにアクセ

スすることができる。

マルチスレッド・アプリケーションでこの種のハードウェア機能を利用するには、専用の

プログラミング・モデルが必要な場合がある。このようなモデルの 1つに、「生産（producer）

-消費（consumer）」モデルがある。このモデルでは、一方のスレッドがデータをデスティ

ネーション（2 次キャッシュが望ましい）に書き込み、同一物理パッケージ内の別のコア

で実行される他方のスレッドが、最初のスレッドによって生成されたデータを読み出す。

生産 -消費モデルを実装するための基本的なアプローチは、2つのスレッド（一方が生産、

他方が消費）を生成することである。生産と消費スレッドは通常、バッファー上で交互に

処理を行い、バッファーの交替準備が整うと互いに通知をする。生産 - 消費モデルでは、

両者間でバッファーを交替する際にスレッド同期のオーバーヘッドが生じる。コア数に関

して最適なスケーリングを行うには、同期のオーバーヘッドを低く抑える必要がある。こ

れは、インクリメントする各タスクを終了してバッファーを交替する際の時定数につい

て、生産と消費のスレッドで同等のものを設定することにより実現できる。
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例 8-1 に、タスクユニットのシーケンスをシングルスレッドで実行する場合のコーディン

グ構造を示す。この例では、各タスクユニット（生産または消費）がシリアルに実行され

ている（図 8-2を参照）。同等のシナリオをマルチスレッドで実行する場合、生産と消費の

１つのペアを 1つのスレッド関数としてラップすると、利用可能なプロセッサー・リソー

スに 2つのスレッドを同時にスケジューリングできる。

8.2.3.1 生産 - 消費スレッド化モデル

図 8-3に、生産スレッドと消費スレッドのペア間における相互作用の基本的な仕組みを示す。

水平方向は時間を表す。各ブロックは、タスクユニットを表し、スレッドに割り当てられた

バッファーを処理する。

各タスク間の間隔は、同期のオーバーヘッドを表す。括弧内の 10 進数は、バッファー・イ

ンデックスを表す。インテル® Core™ Duoプロセッサーの場合、生産スレッドがデータを 2

次キャッシュに格納できるので、消費スレッドは最小限のバス・トラフィックのみで処理を

継続できる。

例 8-2 に、同期によってバッファー・インデックスを通知する生産と消費のスレッド関数

を実装するための基本構造を示す。

例 8-1 生産および消費のワークアイテムのシリアル実行

for (i = 0; i < number_of_iterations; i++) {

producer (i, buff);  // バッファー・インデックスとアドレスを渡す

consumer (i, buff);

}

図 8-2 生産 -消費スレッド化モデルのシングルスレッド実行

図 8-3 マルチコア・プロセッサー上での生産 -消費スレッド化モデルの実行

P(1)P(1) C(1)C(1)P(1)メインスレッド

P(2) P(1)P(2)P(1)

C(1)C(2)C(1) C(2)

P(1)メインスレッド

P：生産

C：消費
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バス・トラフィックを最小限に抑え、共有 2次キャッシュのないマルチコア・プロセッサー

でも効果を得られるように、生産と消費モデルをインターレース方式で構造化できる。

このインターレース方式の生産－消費モデルでは、アプリケーション・スレッドの各スケ

ジューリング分は、生産タスクと消費タスクで構成されている。同じスレッドが 2つ生成

され、並行して実行される。スレッドの各スケジューリング分の間、まず生産タスクが開

始され、生産タスクの完了後に消費タスクが開始される。いずれのタスクも、同じバッ

ファー上で処理される。タスクの完了ごとに、一方のスレッドが他方のスレッドに信号を

送り、指定のバッファーを使用するように対応するタスクに通知する。生産タスクと消費

タスクはこのようにして、2つのスレッドで並行実行される。生産によって生成されるデー

タが同一コアの 1次キャッシュまたは 2次キャッシュ内に存在する限り、消費はバス・ト

ラフィックを発生させずにそのデータにアクセスできる。図 8-4 に、インターレース方式

の生産－消費モデルのスケジューリングを示す。

例 8-2 生産および消費のスレッドを実装するための基本構造

(a) 生産スレッド関数の基本構造

void producer_thread()

{ int iter_num = workamount - 1; // ローカルコピーを作成

int mode1 = 1; // 0 と 1 で 2つのバッファーの利用を監視

produce(buffs[0],count);  // プレースホルダー関数

while (iter_num--)  {

Signal(&signal1,1);  // 開始する他のスレッドへ通知

produce(buffs[mode1],count); // プレースホルダー関数

WaitForSignal(&end1);

mode1 = 1 - mode1;  // 他のバッファーへ切り替え

}

}

b) 消費スレッドの基本構造

void consumer_thread()

{ int mode2 = 0;  // 最初の反復はバッファー 0　で開始

int iter_num = workamount - 1;

while (iter_num--)  {

WaitForSignal(&signal1);

consume(buffs[mode2],count); // プレースホルダー関数

Signal(&end1,1);

mode2 = 1 - mode2;

}

consume(buffs[mode2],count);

}

8-8　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



例 8-3 に、インターレース方式の生産 - 消費モデルで使用可能なスレッド関数の基本構造

を示す。

図 8-4 インターレース方式の生産 -消費モデル

例 8-3 インターレース方式の生産 -消費モデル向けのスレッド関数

// マスタースレッドは最初の反復を開始

// 他のスレッドは 1つの反復を待機

void producer_consumer_thread(int master)

{

int mode = 1 - master; // スレッドとバッファー・インデックスを追跡

unsigned int iter_num = workamount >> 1;

unsigned int i=0;

iter_num += master & workamount & 1;

 if (master)  // マスタースレッドは最初の反復を開始

    {

produce(buffs[mode],count);

Signal(sigp[1-mode1],1);// 生産タスクは後続のスレッドが

// 開始できることを通知

        consume(buffs[mode],count);

Signal(sigc[1-mode],1);

        i = 1;

    }

for (; i < iter_num; i++)

{

        WaitForSignal(sigp[mode]);

produce(buffs[mode],count); // 生産タスクは他のスレッドに通知

Signal(sigp[1-mode],1);

P(2)

P(1)

P(2)

P(1) C(1)

C(2)

C(1)

C(2)

P(1)スレッド 0

スレッド 1
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8.2.4 マルチスレッド・アプリケーション作成用のツール

マルチスレッド用のアプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）を

直接使用してプログラミングすることだけがマルチスレッド・アプリケーションを作成

する方法ではない。マルチスレッド・アプリケーションを簡単に作成する機能を備えた

（インテル® コンパイラーなどの）新しいツールが提供されている。

最新のインテルのコンパイラーでは、次の機能が提供されている。

• OpenMP* 指示句によるマルチスレッド・コードの生成4

• ハイレベルコードからのマルチスレッド・コードの自動生成5

8.2.4.1 OpenMP* 指示句を使用したプログラミング

OpenMP* は、アプリケーションの共有メモリー並列処理をサポートする一連の Fortran と

C/C++ 用コンパイラー指示句を提供する。これらの指示句は標準化されており、独自仕様

ではなく、移植性がある。OpenMP*は、指示句ベースの処理をサポートする。指示句ベー

スの処理では、特別なプリプロセッサーまたは指示句の解釈を実装したコンパイラーを使

用して、Fortran コメント、または C/C++ プラグマで表現される並列処理が解釈される。指

示句ベースの処理の利点を次に示す。

• 元のアルゴリズムを変更せずにコンパイルできる。

• コードを徐々に変更することが可能。これにより、元のコードのアルゴリズムを保持

でき、迅速なデバッグが可能となる。

• コードを徐々に変更すると、順次一貫性を容易に保持できる。あるプロセッサー上で

コードを実行すると、未変更のソースコードと同じ結果が得られる。

• スレッド・スケジューリングの不均衡を微調整するための指示句を提供する。

• インテルの OpenMP*ランタイムは、手作業でコーディングされたマルチスレッディン

グと比較して、スレッディングのオーバーヘッドは少ない。

 WaitForSignal(sigc[mode]);

        consume(buffs[mode],count);

Signal(sigc[1-mode],1);

}

}

4. OpenMP* 指示句をサポートするのは、インテル®コンパイラー 5.0以降である。詳細は、

http://developer.intel.com/software/products を参照のこと。

5. 自動並列化をサポートするのは、インテル®コンパイラー 6.0以降である。

例 8-3 インターレース方式の生産 -消費モデル向けのスレッド関数 （続き）
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8.2.4.2 コードの自動並列化

OpenMP* 指示句では、順次アプリケーションを並列アプリケーションに迅速に変換でき

る。ただし、アプリケーション・コード内の並列処理が含まれた部分を識別し、コンパイ

ラー指示句を追加する必要がある。インテル®コンパイラー6.0以降では、新しいオプショ

ンとして（ /Qparallel（Windows）, -parallel（Linux & Mac OS））をサポートしている。このオ

プションでは、並列処理が含まれているループ構造を識別できる。プログラムのコンパイ

ル時、コンパイラーは自動的に並列処理を分解し、並列処理用のスレッドを生成する。プ

ログラマーは、オプションを指定する以外の作業は必要ない。

8.2.4.3 開発ツールのサポート

インテル® スレッド化ツールには、インテル® スレッド・チェッカーとインテル® スレッ

ド・プロファイラーが含まれる。

8.2.4.4 インテル® スレッド・チェッカー

インテル® スレッド・チェッカーは、スレッドエラー（データ競合、ストール、デッドロッ

クなど）を検出し、スレッドを実装したアプリケーションのデバッグに要する時間を削減

する。

インテル® スレッド・チェッカーは、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザー

にプラグインするデータコレクターである。プログラムを実行してスレッド化のエラーを

自動的に検出できる。プログラムの実行中、インテル® スレッド・チェッカーは、メモリー

アクセスとその他のイベントを監視し、予測不能なスレッド関連エラーを引き起こす恐れ

のある状況を自動的に検出する。

8.2.4.5 インテル®スレッド・プロファイラー

インテル® スレッド・プロファイラーは、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライ

ザーにプラグインするデータコレクターである。スレッド・パフォーマンスを分析し、並

列パフォーマンスのボトルネックを識別する。インテル ® スレッド・プロファイラーは、

階層的なサマリーを使用して、動作状況を各種の詳細レベルでグラフィカルに表示する。

非アクティブなスレッド、クリティカル・パス、スレッド実行における不均衡を識別でき

る。データは、要約されて関連するサマリーに取り込まれ、注意が必要な並列リージョン

またはループが識別できるようにソートされる。

8.2.4.6 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® スレッディング・ビルディング・ブロック（インテル® TBB）は、C++テンプ

レート・ライブラリーであり、スレッドをタスクに抽象化して、信頼性、移植性、スケー

ラビリティーに優れた並列アプリケーションを作成する。インテル® TBBを使用して、タ

スクベースの並列アプリケーションを実装することにより、マルチコア・プラットフォー

ムにおけるスケーラブルなソフトウェアを開発する際の生産性を向上できる。ネイティブ

スレッドやスレッドラッパーなどその他のスレッディング手法と比較した場合、インテル®

 TBBは並列アプリケーションを実装し、マルチコア・プラットフォームのパフォーマンス

を引き出す上で最も効果的である。
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8.3 最適化のガイドライン

この節では、マルチスレッド・アプリケーションをチューニングするための最適化のガイ

ドラインについて説明する。次の 5つの分野を取り上げる（重要度の高い順）。

• スレッド同期

• バスの利用

• メモリー最適化

• フロントエンド最適化

• 実行リソース最適化

この節では、各分野に関連する基準を説明する。各分野のガイドラインについては、以降

の節で詳細に説明する。

コーディングの推奨事項の大部分は、プロセッサー・コアによる性能スケーリングや HT

テクノロジーによるスケーリングを改善する。どちらか一方にしか適用されない手法につ

いては、注記する。

8.3.1 スレッド同期の主な基準

スレッド同期のコストを最小限に抑えるための主な基準を次に示す。

• 高速スピンループ中に PAUSE 命令を挿入し、ループの反復回数を最小限に抑え、シ

ステム全体の性能を向上させる。

• 複数のスレッドが獲得可能なスピンロックを、2つのスレッドしか 1つのロックに書き

込めないようなパイプライン・ロックと置き換える。2 つのスレッドが共有する変数

に、1 つのスレッドしか書き込みを行う必要がない場合は、ロックを獲得する必要は

ない。

• スレッド・ブロッキング API を長いアイドルループ内で使用して、プロセッサーを解

放する。

• 2つのスレッド間で、スレッド 1つあたりのデータの「フォルス・シェアリング」を防

止する。

• 各同期変数を128バイトで分離して単独に配置するか、独立したキャッシュラインに格

納する。

詳細は、8.4節「スレッド同期」を参照のこと。

8.3.2 システムバス最適化の主な基準

バス・トラフィックを管理すると、マルチスレッド・ソフトウェアおよび MP システムの

全体的な性能に大きな効果がある。高速なデータ・スループットや応答の実現に向けたシ

ステムバス最適化の主な基準を次に示す。

• データおよびコードの局所性を改善し、バスコマンド帯域幅を保持する。
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• ソフトウェア・プリフェッチ命令の過度な使用は避け、自動ハードウェア・プリフェッ

チを機能させる。ソフトウェア・プリフェッチを過度に使用すると、バスの使用が大

幅かつ不必要に増加する可能性がある（不適切に使用されている場合）。

• オーバーラップする複数の連続的メモリー読み込みを使用して、実効キャッシュ・ミ

ス・レイテンシーを改善することを検討する。

• フルサイズの書き込みトランザクションを使用して、より高いデータ・スループット

を実現する。

詳細は、8.5節「システムバス最適化」を参照のこと。

8.3.3 メモリー最適化の主な基準

メモリー操作を最適化するための主な基準を次に示す。

• キャッシュ・ブロッキングを使用して、データアクセスの局所性を改善する。HTテク

ノロジー対応のプロセッサーが対象の場合は、キャッシュサイズの 4分の 1 から 2分

の 1を目標とする。

• バスを共有する別々の物理プロセッサー上で実行されるスレッド間で、データの共有

を最小限に抑える。

• 各スレッドにおいて 64KBの倍数でオフセットされるデータ・アクセス・パターンを抑

える。

• HTテクノロジー対応のプロセッサーが対象の場合は、アプリケーション内の各スレッ

ドのプライベート・スタックを調整し、それらのスタック間の挿入間隔が 64KB また

は 1MB の倍数でオフセットされないようにする（キャッシュラインの不必要な排出

を避ける）。

• HTテクノロジー対応のプロセッサーが対象の場合は、64KB または 1MB の倍数でオフ

セットされたメモリーアクセスを避けるため、同じアプリケーションの 2 つのインス

タンスがロックステップで実行しているときに、インスタンス 1つあたりのスタック

オフセットを追加する。

詳細は、8.6節「メモリー最適化」を参照のこと。

8.3.4 フロントエンド最適化の主な基準

HT テクノロジー対応のプロセッサーにおけるフロントエンド最適化の主な基準を次に示

す。

• 過度なループアンロールを回避し、トレースキャッシュを効率的に操作する。

• コードサイズを最適化し、トレースキャッシュの局所性を改善してトレース長を大き

くする。

詳細は、8.7節「フロントエンド最適化」を参照のこと。
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8.3.5 実行リソース最適化の主な基準

各物理プロセッサーは、専用の実行リソースを持つ。また、HT テクノロジーに対応した

物理プロセッサー内の論理プロセッサーは、オンチップの特定の実行リソースを共有す

る。実行リソース最適化の主な基準を次に示す。

• 各スレッドを最適化し、最初に最適な周波数スケーリングを達成する。

• マルチスレッド・アプリケーションを最適化し、物理プロセッサー数に対する最適な

スケーリングを達成する。

• 同一の物理プロセッサー・パッケージ内で 2 つのスレッドが実行リソースを共有して

いる場合は、オンチップの実行リソースを共有する。

• 各物理プロセッサー・パッケージ内でハードウェア・リソースの使用率を高めるため、

HT テクノロジー対応のプロセッサーごとに、機能的に相関のないスレッドを追加す

ることを検討する。

詳細は、8.8節「アフィニティーと共有プラットフォーム・リソースの管理」を参照のこと。

8.3.6 一般性および性能の影響

次の 5 つの節では、各最適化手法について詳しく説明する。各節で説明する推奨事項は、

局所的な影響および一般性の評価に関して、重要性の度合いが示される。

優先度は、主観的で大まかなものである。コーディングの形式やアプリケーション /スレッ

ドのドメインによって変化する。高（H）、中（M）、低（L）という優先度を各推奨事項に

含める目的は、推奨事項を実施したときに期待される性能向上の程度を相対的に評価する

ためである。

多岐にわたるアプリケーションのコード・インスタンスの頻度を予測できないため、影響

する優先度をアプリケーション・レベルで性能向上に直接相互に関連付けられない。一般

性に対する優先度も主観的で大まかなものである。

これらのどのスケーリング要素にも影響を与えないコーディングの推奨事項は、一般に中

または低として分類される。
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8.4 スレッド同期

複数のスレッドを持つアプリケーションは、動作を正常に行うために、同期を使用する。

しかし、スレッド同期の実装が不適切であると、性能が大幅に低下する可能性がある。

スレッド同期のオーバーヘッドを削減する際のベスト・プラクティスとしては、アプリ

ケーションの同期を減らすことから開始する。インテル® スレッド・プロファイラーを利

用すると、各スレッドの実行タイムラインをプロファイルした上で、頻繁な同期のオー

バーヘッドの発生によって性能が影響を受けている個所を検出できる。

スレッド同期で頻繁に使用されるコーディング手法およびオペレーティング・システム

（OS）呼び出しとしては、スピン・ウェイト・ループ、スピンロック、クリティカル・セ

クションなどがある。環境に最適な OS 呼び出しを選択し、並列処理を考慮して同期コー

ドを実装するのは、スレッド同期の処理コストを最小限に抑えるために重要である。

SSE3では、複数のエージェント間でのマルチスレッド・ソフトウェアの同期を改善できる

ように、2つの命令（MONITORとMWAIT）を提供している。MONITORとMWAITの最

初の実装では、それぞれの命令がオペレーティング・システムで利用可能なので、オペ

レーティング・システムはさまざまな領域でスレッド同期を最適化できる。例えば、オペ

レーティング・システムがシステム・アイドル・ループ（C0 ループ）で MONITOR と

MWAITを使用すると、消費電力を削減できる。また、C1ループで MONITORと MWAIT

を使用すると、C1ループの応答性を高められる。『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software

Developer’s Manual, Volume 3A』の第 7章を参照のこと。

8.4.1 同期プリミティブの選択

スレッド同期では、同期プリミティブによって操作を保護しながら共有データを更新する

ことが多い。プリミティブは多くの中から選ぶことができる。同期プリミティブの選択に

役立つガイドラインを紹介する。

• インクリメントや比較 /交換など単純なデータ操作のアトミックな更新では、コンパイ

ラー組み込み関数や OS 提供のインターロック API を優先する。これらは、オーバー

ヘッドが多く複雑な同期プリミティブよりも効率的である。

各種の同期プリミティブの使用に関する詳細については、

ホワイトペーパー「マルチスレッド・アプリケーションの開発」（　

http://download.intel.com/jp/developer/jpdoc/developing_multithread_022404_i.pdf（日本語））

を参照のこと。

• 同期構造を実装するプリミティブを選択する際、インテル®スレッド・チェッカーと

インテル® スレッド・プロファイラーを使用すると、マルチスレッディング機能の正

当性に関する問題や、マルチスレッド実行時における性能への影響を扱う上で効果的

である。インテル® スレッド・チェッカーとインテル® スレッド・プロファイラーの

機能の詳細については、付録 Aで説明する。
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表 8-1 は、マルチスレッド・アプリケーションに利用可能な 3つのカテゴリーの同期オブ

ジェクトの機能を比較する際に役立つ。

8.4.2 短期間の同期

スレッドがほかのスレッドと同期する頻度と継続期間は、アプリケーションの特性によっ

て異なる。同期ループで非常に高速な応答が必要な場合は、スピン・ウェイト・ループが

アプリケーションで使用される。

一般にスピン・ウェイト・ループは、あるスレッドが、別のスレッドが同期点に達するま

で短時間待つ必要がある場合に使用される。スピン・ウェイト・ループは、同期変数と事

前定義値を比較するループからなる。例 8-4（a）を参照のこと。

スーパースケーラー・スペキュレーティブ・エグゼキューション・エンジンを搭載した最

近のマルチプロセッサーでは、このようなループによって、スピン中のスレッドからの同

時読み込み要求が複数発行される。これらの要求はアウトオブオーダーを通常実行し、各

読み込み要求は追加のバッファーリソースを使用して割り当てられる。進行中のロードに

ワーカースレッドが書き込みを行ったことが検出されると、プロセッサーは、メモリー

表 8-1 同期オブジェクトのプロパティー

特性 オペレーティング・

システムの同期

オブジェクト

軽量のユーザー同期 MONITOR/MWAITが

ベースの同期

オブジェクト

取得と解放に要するサイ

クル（競合がある場合）

数千または数万サイクル 数百サイクル 数百サイクル

消費電力 アイドル時はコアまたは

論理プロセッサーを停止

して節電が可能

PAUSEを使用した場合

はある程度節電が可能

PAUSEよりも節電が可

能

スケジューリングとコン

テキスト・スイッチ

競合がある場合は OSス

ケジューラーに戻る（ス

ピン・ループ・カウント

の減少によってチューニ

ング可能）

自発的には OSスケ

ジューラーに戻らない

自発的には OSスケ

ジューラーに戻らない

特権レベル リング 0 リング 3 リング 0

その他 オブジェクトによって

は、プロセス内同期やプ

ロセス間通信を提供

複数のスレッドが同時に

書き込む場合、同期変数

へのアクセスをロックす

る必要がある。その他の

場合はロックなしで書き

込み可能

軽量オブジェクトと同

じ。ただし、

MONITOR/MWAITをサ

ポートするシステム上で

のみ使用可能

推奨使用条件 • アクティブなス

レッドの数がコア

数より多い

• 信号を数千サイク

ル待機

• プロセス間で同期

• アクティブなス

レッドの数がコア

数以下

• 競合がまれにしか

発生しない

• プロセス間の同期

が必要

• 軽量オブジェクト

と同じ

• MONITOR/MWAIT

が利用可能
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オーダー違反が発生しないよう保証する必要がある。未処理のメモリー操作の順序を正し

く維持するには、プロセッサーに大きなペナルティーを課す必要があり、すべてのスレッ

ドに影響が及ぶことが避けられない。

このペナルティーは、インテル® Pentium® M プロセッサー、インテル® Core™ Solo プロ

セッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサーで発生する。ただし、これらのプロセッ

サーでのペナルティーは、インテル® Pentium® 4 プロセッサーおよびインテル® Xeon® プ

ロセッサーと比べて小さい。インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon® プロ

セッサーでは、このループを終了する性能のペナルティーは、約 25倍重大である。

HTテクノロジー対応のプロセッサーの場合、スピン・ウェイト・ループは、プロセッサー

の実行帯域幅を相当な量消費することがある。スピン・ウェイト・ループを実行している

一方の論理プロセッサーは、もう一方の論理プロセッサーの性能に深刻な影響を与えると

きがある。
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ユーザー / ソース・コーディング規則 20（影響 M、一般性 H）：高速スピンループ中に

PAUSE 命令を挿入し、ループの反復回数を最小限に抑え、システム全体の性能を向上させ

る。

例 8-4 スピン・ウェイト・ループおよび PAUSE 命令  

（a）スピン・ウェイト・ループが最適化されていないと、ループの終了時に性能のペナルティー

が発生する。最適化されていないスピン・ウェイト・ループは、計算処理に貢献せずに実行リ

ソースを消費する。

do { 

// このループは最も高速にメモリーアクセスできる。

// 他のワーカースレッドは、このスピンループが解決されるまで

// sync_var を変更できない

} while( sync_var != constant_value); 

（b）高速スピン・ウェイト・ループに PAUSE 命令を挿入すると、スピニングスレッドおよびワー

カースレッドに性能のペナルティーが生じない。

do {  

_asm   pause 

// このループのパイプラインを分断する。sync_var が参照される間、

// １つ以上のロード要求が行われることを防止し、

// ワーカースレッドが sync_varを更新する時の

// パフォーマンス・ペナルティーを避ける。スピンスレッドはループを終了。

} 

while( sync_var != constant_value);

（c）同期変数の可用性を判別するために、「テスト、テストおよび設定」手法を使用しているスピ

ン・ウェイト・ループ。この手法は、インテル® 64アーキテクチャー・プロセッサーと IA-32 

アーキテクチャー・プロセッサー上で動作するスピン・ウェイト・ループを作成する際に推奨

される。

Spin_Lock:

CMP lockvar, 0 ; // ロックがフリーかチェック

JE  Get_lock

PAUSE;                    // 短いディレイ
JMP Spin_Lock;

Get_Lock:

MOV EAX, 1; 

XCHG EAX, lockvar; // ロックの取得を試みる

CMP EAX, 0;              // 取得できたかテスト
JNE Spin_Lock;

Critical_Section:

<critical section code>

MOV lockvar, 0;         // ロックを解放
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Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・コアを使用するプロセッサーの場合、スピン・

ウェイト・ループからの終了のペナルティーは、PAUSE 命令をループに挿入することで回

避できる。PAUSE 命令は、ループ内に若干の遅延を挿入することで性能を改善し、同期変

数へのストアを迅速に検出できる速度でメモリー読み込み要求を発行する。これにより、

メモリーオーダー違反による長い遅延の発生を防ぐことができる。

単純なスピン・ウェイト・ループに PAUSE 命令を挿入する例を、例 8-4（b）に示す。

PAUSE 命令は、すべての インテル® 64 プロセッサーおよび IA-32 プロセッサーと互換性

がある。Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーが採用される前の IA-32 プロセッサーで

は、PAUSE命令は基本的に NOP命令と同じである。PAUSE 命令を使用してスピン・ウェ

イト・ループを最適化するその他の例は、アプリケーション・ノート AP-949『インテル®

Pentium® 4 プロセッサーおよびインテル® Xeon® プロセッサーにおけるスピンループの使

用』（http://download.intel.com/jp/developer/jpdoc/w_spinlock_j.pdf（日本語））を参照のこと。

PAUSE 命令を挿入すると、使用されるシステムリソースが少なくなるため、スピンウェ

イト中に消費される電力が大幅に減少する利点もある。

8.4.3 スピンロックによる最適化

通常、スピンロックは、複数のスレッドで同期変数を変更する必要がある場合、およびそ

の同期変数が誤って上書きされないようにロックで保護する必要がある場合に使用する。

しかしロックを解放すると、同時に複数のスレッドがそのロックを競って取得しようとす

ることがある。こうしたスレッドのロック競合が発生すると、周波数、個別のプロセッ

サー数、HTテクノロジーに関連する性能スケーリングが大幅に減少する可能性がある。

性能のペナルティーを削減する方法の 1つは、多数のスレッドが同じロックを競って取得

する機会を減らし、複数のスレッド間で共有する必要のあるデータをソフトウェア・パイ

プライン手法を使用して処理することである。

複数のスレッドで 1つのロックを競合させるのではなく、2つのスレッドしか 1つのロッ

クに書き込みできないようにする必要がある。アプリケーションでスピンロックを使用す

る必要がある場合は、ウェイトループに PAUSE 命令を挿入する。例 8-4（c）は、スピン・

ウェイト・ループ内のロックの可用性を判別するための「テスト、テストおよび設定」手

法の例を示している。

ユーザー /ソース・コーディング規則 21（影響 M、一般性 L）：複数のスレッドから要求

されるスピンロックを、2 つのスレッドしか 1 つのロックに書き込めないようなパイプラ

イン・ロックと置き換える。2つのスレッドが共有する変数に、1つのスレッドしか書き込

みを行う必要がない場合は、ロックを利用する必要はない。

8.4.4 長期間の同期

長期間ロックを保持するスピン・ウェイト・ループでは、アプリケーションで次の 2つの

ガイドラインに従う必要がある。

• スピン・ウェイト・ループの継続期間を、最小の繰り返し回数になるように維持する。
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• アプリケーションで OS サービスを使用して、待機中のスレッドをブロックする必要が

ある。これにより、プロセッサーが解放され、その他の実行可能スレッドがプロセッ

サーまたは提供されている実行リソースを利用できるようになる。

HTテクノロジー対応のプロセッサーにおいて、一方の論理プロセッサーがアクティブで、

もう一方の論理プロセッサーが非アクティブの場合は、オペレーティング・システムは

HLT 命令を使用する必要がある。HLT 命令によって、アイドル状態の論理プロセッサーを

停止状態に遷移できる。これにより、アクティブな論理プロセッサーは、物理パッケージ

のハードウェア・リソースをすべて利用できるようになる。この手法を持たないオペレー

ティング・システムは、アイドル状態の論理プロセッサー上で命令を実行する必要があり、

繰り返しチェックされる。この「アイドルループ」が発生すると、他方のアクティブな論

理プロセッサー上で処理を進行するために使用できるはずの実行リソースが消費される。

アプリケーション・スレッドが長時間アイドル状態を維持する必要がある場合は、そのア

プリケーションでスレッド・ブロッキング API、またはその他の手法を使用して、アイド

ル状態のプロセッサーを解放する必要がある。ここで説明する手法は、従来の MP システ

ムに適用される。ただし、HTテクノロジーに対応したプロセッサーに適用した場合でも、

かなり高い効果が得られる。

一般に、オペレーティング・システムは、Sleep（dwMilliseconds）6 などのタイミング・サー

ビスを提供している。そうした機能を使用すると、同期変数が頻繁にチェックされなくな

る。

複数のワーカースレッドおよび制御ループ間を同期するもう 1 つの手法は、OS が提供す

るスレッド・ブロッキング API を使用することである。スレッド・ブロッキング API を使

用すると、スピニングおよびウェイティング用のプロセッサー・サイクルが、制御スレッ

ドであまり使用されなくなる。これにより、OS は、使用可能なプロセッサー上のワーカー

スレッドをスケジュールするために、より多くの時間が得られる。さらに、スレッド・ブ

ロッキング API を使用すると、OS が HLT 命令を使用して実装するシステム・アイドル・

ループの最適化からも利点が得られる。

ユーザー /ソース・コーディング規則 22（影響 H、一般性 M）：スレッド・ブロッキング

API を長いアイドルループ内で使用して、プロセッサーを解放する。

実行可能なスレッドの数が MP システム内のプロセッサーの数よりも少ない場合は、スピ

ン・ウェイト・ループを従来の MP システムで使用してもあまり問題はない。しかし、ア

プリケーション内のスレッドの数が、シングルプロセッサー・システムまたはマルチプロ

セッサーのプロセッサーの数よりも多くなると予測される場合は、スレッド・ブロッキン

グ API を使用してプロセッサー・リソースを解放する。1 つの制御スレッドを使用して複

数のワーカースレッドを同期するマルチスレッド・アプリケーションでは、ワーカース

レッドの数をシステム内のプロセッサーの数以下に制限し、制御スレッド内でのスレッ

ド・ブロッキング API の使用を検討する必要がある。

6. Sleep( ) API は、プロセッサーの解放を保証しないため、スレッド・ブロッキングではない。

例 8-5（a）は、Sleep(0)の使用例を示している。Sleep(0)では、必ずしもプロセッサーが別のスレッド

に解放されるとは限らない。
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8.4.4.1 スレッド同期におけるコーディングの落とし穴と回避策

複数スレッド間の同期において、個別のプロセッサー数や物理プロセッサーあたりの論理

プロセッサー数に対応して性能スケーリングを高めるには、設計および実装を慎重に行う

必要がある。1 つの手法だけが、どのような同期状況にも適用できる万能な解決策である

わけではない。

次の例 8-5（a）に示す疑似コードは、制御スレッドに対するポーリングループの実装例を

示している。一般に、実行可能なワーカースレッドが 1つしか存在しない場合は、Sleep(0)

などのタイミング・サービス API を呼び出しても、スレッド同期のコストを最小限に抑え

る効果がない。制御スレッドは、依然として、高速スピニングループのように動作するた

め、唯一の実行可能なワーカースレッドは、実行リソースをスピン・ウェイト・ループと

共有する必要がある（HT テクノロジー対応の同一の物理プロセッサー上で両方が実行さ

れている場合）。実行可能なワーカースレッドが複数存在している場合、Sleep(0) などのス

レッド・ブロッキング API を呼び出すと、スピン・ウェイト・ループを実行しているプロ

セッサーが解放され、スピニングループの代わりに別のワーカースレッドによってプロ

セッサーが使用される。

一般に、ワーカースレッドが完了に長時間要する場合、ワーカースレッドの完了を待機し

ている制御スレッドは、スレッド・ブロッキング API やタイムサービスを使用して、ス

レッド同期を実装できる。例 8-5（b）は、スレッド同期で、制御スレッドのオーバーヘッ

ドを削減する例を示している。

例 8-5 スピン・ウェイト・ループを使用するコーディングの落とし穴

（a）スピン・ウェイト・ループは、不適切にプロセッサーを解放しようとする。唯一のワー

カースレッドと制御スレッドが同一の物理プロセッサー・パッケージ上で実行されてい

る場合、スピン・ウェイト・ループでは、性能のペナルティーが発生する。

// １つのワーカースレッドのみが実行されており、
// 制御ループはワーカースレッドの終了を待つ

ResumeWorkThread(thread_handle);

While (!task_not_done ) { 

   Sleep(0)   // 即座にスピンループに戻る

 … 

}

（b）ポーリングループは、プロセッサーを正常に解放する。

// １つのワーカースレッドを実行し、完了を待機させる

ResumeWorkThread(thread_handle);

While (!task_not_done ) { 

  Sleep(FIVE_MILISEC)   // ５ミリ秒スリープ

//  このプロセッサーは僅かの間解放される。

//  プロセッサーはその間他のスレッドが利用できる。

… 

}
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通常、スレッドを同期するときは、OS 関数呼び出しを慎重に使用する必要がある。OS で

サポートされるスレッド同期オブジェクト（クリティカル・セクション、ミューテックス、

セマフォなど）を使用するときは、クリティカル・セクションなどの最小の同期オーバー

ヘッドを持つ OS サービスを使用すべきである。

8.4.5 変更されたデータの共有とフォルス・シェアリングの防止

インテル® Core™ Duoプロセッサーまたはインテル® Core™マイクロアーキテクチャー・

ベースのプロセッサーでは、一方のコアで実行中のスレッドが、他方のコアの 1次キャッ

シュに変更状態で存在するデータに対して読み出しまたは書き込みを試みると、変更され

たデータの共有によって性能のペナルティーが発生する。この場合、変更されたキャッ

シュラインがメモリーに排出され、他方のコアの 1次キャッシュに再度読み込まれる。こ

のようなキャッシュライン転送のレイテンシーは、1 次キャッシュまたは 2 次キャッシュ

内のデータを直接使用する場合よりもはるかに大きい。

フォルス・シェアリングが発生するのは、別のスレッドが使用する異なるデータと、ス

レッドが使用するデータが同じキャッシュライン上に存在する場合である。このような状

況では、プラットフォーム上の論理プロセッサー / コアのトポロジーに応じて、性能上の

遅延が発生することもある。

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーを使用するマルチスレッ

ディング環境でのフォルス・シェアリングの例としては、スレッド専用データとスレッド

同期変数が、ラインサイズ境界（64バイト）、またはセクター境界（128バイト）内に配置

されている場合などがある。1 つのスレッドが同期変数を変更した場合は、「ダーティー」

キャッシュラインをメモリーに書き出し、バスを共有している各物理プロセッサーに対し

て更新を行う必要がある。その後、データがフェッチされ、一度に 128バイトずつそれぞ

れの目的のプロセッサーに格納される。これにより、それぞれの目的のプロセッサー上の

キャッシュから、その前にキャッシュされていたデータが排出される。

異なる物理プロセッサー上の論理プロセッサーでスレッドが実行されていると、フォル

ス・シェアリングによって性能のペナルティーが発生する場合がある。HT テクノロジー

対応のプロセッサーでは、異なるコア上、異なる物理プロセッサー上、または物理プロ

セッサー・パッケージ内の 2つの論理プロセッサー上で 2つのスレッドが実行されている

と、フォルス・シェアリングによって性能のペナルティーが発生する。異なるコア上また

は異なる物理プロセッサー上で 2つのスレッドが実行されていれば、性能のペナルティー

は、キャッシュ整合性を維持するためのキャッシュ排出によって発生する。物理プロセッ

サー・パッケージ内の 2つの論理プロセッサー上で 2つのスレッドが実行されている場合、

性能のペナルティーは、メモリー・オーダー・マシンクリアー条件によって発生する。

単独のインテル® Core™ Duoプロセッサーの場合、フォルス・シェアリングが性能に影響

を与えない。

ユーザー /ソース・コーディング規則 23（影響 H、一般性 M）：キャッシュライン内

（インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Pentium®

M プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサーの場合は 64 バイト）、およびセク

ター内（インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサーの場合は 128

バイト）のフォルス・シェアリングに注意すること。
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親スレッドからいくつかのワーカースレッドにパラメーターの共通ブロックを渡すとき

は、パラメーター・ブロック内の頻繁に利用されるデータの専用のコピーを、各ワーカー

スレッドで作成するのが望ましい。

8.4.6 共有同期変数の配置

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーでは通常、バス読み込

みで 128バイトがフェッチされ、キャッシュに格納される。そのため、キャッシュデータ

の排出を最小限に抑えるための最適な挿入間隔は、128 バイトとなる。フォルス・シェア

リングを防止するため、同期変数とシステム・オブジェクト（クリティカル・セクション

など）は、128バイト領域内に単独で存在するように割り当て、128バイト境界にアライメ

ントを合わせる必要がある。

例 8-6 は、MP システムでキャッシュ整合性を維持するために必要なバス・トラフィック

を最小限に抑える方法を示している。この手法は、HT テクノロジー対応または非対応の

プロセッサーを使用する MP システムにも適用される。

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロ

セッサーでは、同期変数を独立したキャッシュラインに単独で格納して、フォルス・シェ

アリングを回避する必要がある。ソフトウェアでは、同期変数がページ境界をまたぐこと

を許可してはならない。

ユーザー / ソース・コーディング規則 24（影響 M、一般性 ML）：各同期変数を 128バイ

トで分離して単独に配置するか、独立したキャッシュラインに格納する。

ユーザー / ソース・コーディング規則 25（影響 H、一般性 L）：スピンロック変数は、

キャッシュラインの境界をまたいで配置しない。

コードレベルでは、以下の場合は特にフォルス・シェアリングに関する考慮が必要である。

• 同じキャッシュラインに配置され、異なるスレッドによって書き込まれるグローバル

データ変数とスタティック・データ変数。

• 異なるスレッドによって動的に割り当てられるオブジェクトが、キャッシュラインを

共有する可能性がある場合。一方のスレッドによって局所的に使用される変数が、他

方のスレッドとキャッシュラインを共有しない方法で割り当てられることを確認する

必要がある。

例 8-6 同期変数およびレギュラー変数の配置

int regVar;

int padding[32];

int SynVar[32*NUM_SYNC_VARS];

int AnotherVar;
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同期変数のアライメントを強制し、キャッシュラインの共有を回避するための別の手法と

しては、データ構造の宣言時にコンパイラー指示句を使用する。例 8-7を参照のこと。

フォルス・シェアリングを回避するためのその他の手法を以下に示す。

• データ構造内の各種の変数を整理する（コンパイラーがデータ変数に与えるレイアウ

トは、ソースコードでの配置と異なる場合がある）。

• 各スレッドが変数セットの独自のコピーを使用する必要がある場合は、以下を利用し

て変数を宣言する。

— OpenMP*の使用時は、threadprivate指示句

— Microsoftコンパイラーの使用時は、 __declspec（thread）修飾子

• オブジェクトを自動的に割り当てるマネージド環境では、オブジェクト・アロケーター

とガーベージコレクターは、2 つのオブジェクトによるフォルス・シェアリングが発

生しないように、メモリー内でオブジェクトをレイアウトする必要がある。

• 1つのスレッドのみが各オブジェクト・フィールドと近くのオブジェクト・フィールド

に書き込めるクラスを提供して、フォルス・シェアリングを回避する。

この節で説明されている推奨事項を、配置がまばらなデータレイアウトの推奨と理解して

はならない。データレイアウトに関する推奨事項は必要時にのみ採用して、ワークセット

のサイズが不必要に拡大することを避けるべきである。

例 8-7 キャッシュラインを共有しない同期変数の宣言

__declspec(align(64)) unsigned __int64 sum;       //　64 バイトにアライメント

struct sync_struct {…};

__declspec(align(64)) struct sync_struct sync_var;//　64 バイトにアライメント
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8.5 システムバス最適化

システムバスは、バス・エージェント（論理プロセッサーなど）からの要求を処理して、

メモリー・サブシステムからデータやコードをフェッチする。メモリーからフェッチされ

るデータ・トラフィックが性能に及ぼす影響は、ワークロードの特性、メモリーアクセス

におけるソフトウェア最適化の度合い、ソフトウェア・コードにおける局所性の改善に

よって異なる。ワークロードのメモリー・トラフィックの特性評価を行うための手法につ

いては、付録 Aで説明する。局所性の改善に関する最適化ガイドラインについては、3.6.11

節「局所性の改善」と 7.6.11節「ハードウェア・プリフェッチとキャッシュ・ブロッキン

グ手法」で説明している。

第 3章と第 7章で説明した手法を利用すると、バスシステムがシングルスレッド環境に対

してサービスを提供しているプラットフォーム上でアプリケーションの性能が向上する。

マルチスレッド環境の場合、バスシステムは通常、より多くの論理プロセッサーにサービ

スを提供しており、各論理プロセッサーが独立してバス要求を発行することがある。その

ため、局所性の改善、バス帯域幅の保持、間隔の広いキャッシュミスでの遅延の削減に関

する手法は、プロセッサー・スケーリング性能に大きな影響を与える場合がある。

8.5.1 バス帯域幅の保持

マルチスレッディング環境では、複数のバス・エージェントから要求されたメモリー・ト

ラフィックによってバス帯域幅が共有される場合がある（バス・エージェントは、複数の

論理プロセッサーや複数のプロセッサー・コアの場合がある）。バス帯域幅を保持すると、

プロセッサー・スケーリング性能を高められる。 また、間隔の広いキャッシュミスが大量

にある場合は、一般的に実効バス帯域幅が減少する。間隔の広いキャッシュミス（または

DTLBミス）を減らすと、それに起因する帯域幅減少の問題が軽減される。

バスコマンド帯域幅を保持する方法の 1つは、コードとデータの局所性を改善することで

ある。データの局所性を改善すると、キャッシュラインの排出回数およびデータフェッチ

の要求回数が削減される。この手法でシステムメモリーからの命令フェッチの回数が削減

される。

ユーザー /ソース・コーディング規則 26（影響 M、一般性 H）：バスコマンド帯域幅を保

持するには、データとコードの局所性を改善する。

プロファイラーのガイドによる最適化をサポートするコンパイラーを使用すると、頻繁に

実行されるコードパスをキャッシュ内に留めることで、コードの局所性が改善できる。結

果として命令フェッチが削減される。データの局所性も、ループ・ブロッキングで改善で

きる。その他の局所性改善手法は、マルチスレッディング環境にも適用してバス帯域幅を

保持できる（7.6節「プリフェッチを使用したメモリーの最適化」を参照のこと）。

システムバスは多くのバス・エージェント（論理プロセッサーまたはプロセッサー・コア）

間で共有されるので、ソフトウェア・チューニングでは、バスが飽和状態になる兆候を認

識すべきである。効果的な手法の 1つが、バス読み出しトラフィックのキューの深さを調

べることである（付録 A.2.1.3「ワークロードの特性評価」を参照）。バスキューが深い場

合は、局所性を改善してキャッシュの使用効率を高めると、その他の手法（挿入するソフ

トウェア・プリフェッチの増加や、重複したバス読み出しによるメモリー・レイテンシー
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のマスクなど）よりもパフォーマンス上のメリットがある。バスの飽和状態に達しない状

態でソフトウェアを動作させるためのおおよその作業ガイドラインとしては、バス読み出

しキューの深さが 5を大きく下回っているかどうかを確認する。

一部のMPプラットフォームとワークステーション・プラットフォームのチップセットは、

2 つのシステムバスを備え、各バスが 1 つ以上の物理プロセッサーに対応している。バス

帯域幅の保持に関する上記のガイドラインは、各バスドメインにも適用される。

8.5.2 バスとキャッシュとの相互作用について

ワーキングセット全体が 2次キャッシュに収まらないデータセットや、使用する帯域幅が

バス容量を超えたデータセットがある場合、そのコード領域の並列化には注意を払う必要

がある。インテル® Core™ Duoプロセッサーでは、1つのスレッドのみが 2次キャッシュ

やバスを使用する場合、そのスレッドの処理は他方のコアによって干渉されないので、

キャッシュやバスシステムを最大限に利用できる。ただし、2 つのスレッドが 2 次キャッ

シュを同時に使用する場合、以下の条件のいずれかが当てはまると、パフォーマンスが低

下する可能性がある。

• ワーキングセットの合計が 2次キャッシュのサイズよりも大きい。

• バス使用量の合計がバス容量よりも多い。

• 両者が2次キャッシュ内の同じセットに頻繁にアクセスし、少なくとも1つのスレッド

がキャッシュラインへの書き込みを行う。

マルチスレッディング・ソフトウェアでこのような落とし穴を回避するには、一度に 1つ

のスレッドのみが 2 次キャッシュにアクセスする並列処理や、2 次キャッシュとバス使用

量が制限を超えない並列処理について検討する必要がある。

8.5.3 過度なソフトウェア・プリフェッチの回避

インテル® Pentium® 4 プロセッサーとインテル® Xeon® プロセッサーは、自動ハードウェ

ア・プリフェッチを備えている。自動ハードウェア・プリフェッチでは、事前の参照パ

ターンに基づいて、データと命令をユニファイド 2次キャッシュに格納できる。ほとんど

の状況の場合、ハードウェア・プリフェッチは、ソフトウェア・プリフェッチからの明確

な介入がなくても、システム・メモリー・レイテンシーを削減できることが多い。また、

コード中のデータ・アクセス・パターンを調整し、自動ハードウェア・プリフェッチの特

性を活かして、局所性の改善やメモリー・レイテンシーのマスクを行うことも望ましい。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーも、先進的なハード

ウェア・プリフェッチ機構をいくつか提供している。旧世代のハードウェア・プリフェッ

チ機構を利用できるデータ・アクセス・パターンは通常、新世代のハードウェア・プリ

フェッチ機構も利用できる。

ソフトウェア・プリフェッチ命令を過度または無計画に使用すると、必ず性能のペナル

ティーが発生する。システムバスのコマンドとデータ帯域幅が無駄に使用されるからであ

る。
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ソフトウェア・プリフェッチを使用すると、プロセッサー・コアで必要とされるデータを

ハードウェア・プリフェッチがフェッチし始める時期が遅延する。また、ソフトウェア・

プリフェッチでは、重要な実行リソースが消費されるため、実行がストールする。場合に

よっては、ソフトウェア・プリフェッチの削減または削除を検討し、ハードウェア・プリ

フェッチ機構を有効に活用する方が効果的である。ソフトウェア・プリフェッチ命令を使

用する際のガイドラインには、第 3章で説明している。自動ハードウェア・プリフェッチ

を活用するための手法については、第 7章で説明している。

ユーザー /ソース・コーディング規則 27（影響 M、一般性 L）：ソフトウェア・プリフェッ

チ命令の過度な使用は避け、自動ハードウェア・プリフェッチを機能させる。ソフトウェ

ア・プリフェッチを過度に使用すると、バスへの要求が大幅かつ不必要に増加する可能性

がある（不適切に使用されている場合）。

8.5.4 キャッシュミスの実効レイテンシーの改善

キャッシュミスによるシステム・メモリー・アクセスのレイテンシーは、バス・トラフィッ

クによって影響を受ける。バス読み込み要求は、その他のバス・トランザクション要求と

一緒に調整する必要があるからである。未処理のバス・トランザクション数を削減すると、

実効メモリー・アクセス・レイテンシーの改善に役立つ。

メモリー読み込みトランザクションの実効レイテンシーを改善する 1つの手法が、複数の

オーバーラップするバス読み込みを使用して、分散した読み込みのレイテンシーを減らす

ことである。データの局所性がほとんどない状況、またはメモリー読み込みと他のバス・

トランザクションの調整を行う必要がある状況では、複数のメモリー読み込みを連続して

発行し、未処理のメモリー読み込みトランザクションを複数オーバーラップすることによ

り、分散したメモリー読み込みの実効レイテンシーを改善できる。一般に、連続的なバス

読み込みの平均レイテンシーは、他のバス・トランザクションとともに間隔を開けて配置

した分散した読み込みの平均レイテンシーよりも低い。キャッシュミスの完全な遅延を待

つ必要があるのは、先頭のメモリー読み込みだけだからである。

ユーザー /ソース・コーディング規則 28（影響 M、一般性 M）：オーバーラップする複数

の連続したメモリー読み込みを使用して、実効キャッシュ・ミス・レイテンシーを改善す

ることを検討する。

最終レベルキャッシュで連続するキャッシュミスを引き起こすアクセス間隔が、自動ハー

ドウェア・プリフェッチのトリガーしきい値の距離よりも狭くなるように、データ・アク

セス・パターンを調整できれば、実効メモリー・レイテンシーを削減するためのもう 1つ

の手法が利用可能になる。7.6.3節「ハードウェア・プリフェッチで実効レイテンシーを削

減する具体例」を参照のこと。

ユーザー /ソース・コーディング規則 29（影響 M、一般性 M）：最終レベルキャッシュの

連続するキャッシュミスの間隔が 64バイト前方になるように、メモリー参照の順序付けを

調整することを検討する。
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8.5.5 フルサイズの書き込みトランザクションによる高データレー

トの実現

バスを介してトランザクションが書き込みを行う場合は、64バイトのラインサイズすべて

または部分的に、物理メモリーへの書き込みが行われる。後者は、パーシャル書き込みと

呼ばれる。一般に、ライトバック（WB）メモリーアドレスではフルサイズの書き込みと

なり、ライトコンバイン（WC）またはキャッシュ不可能（UC）メモリーアドレスではパー

シャル書き込みとなる。キャッシュされた WB ストア操作とWC ストア操作では、一連の

WC バッファー（64バイト幅）を 6つ使用して、これらの書き込みトランザクションのト

ラフィックを管理する。WC バッファーへの書き込みがすべて完了する前に、競合するト

ラフィックによってバッファーがクローズされると、それにより、単一の 64バイト書き込

みトランザクションではなく、一連の 8バイトのパーシャル・バス・トランザクションが

発生する。

ユーザー /ソース・コーディング規則 30（影響 M、一般性 M）：フルサイズの書き込みト

ランザクションを使用して、より高いデータ・スループットを実現する。

多くの場合、WC メモリーへのパーシャル書き込みが複数存在する場合は、ソフトウェア

によるライト・コンバイニング手法を使用して、それらをフルサイズの書き込みに結合し、

WB ストア・トラフィックとの競合から WC ストア操作を切り離せる。ソフトウェアによ

るライト・コンバイニングを実現するため、WC 属性が指定されたメモリーへのキャッシュ

不可能書き込みが、1次データキャッシュに収まる小さな一時バッファー（WB タイプ）に

書き込まれる。一時バッファーが一杯になると、アプリケーションにより、最終的な WC

デスティネーションに一時バッファーの内容がコピーされる。

バス上でパーシャル書き込みを処理すると、システムメモリーに対する有効なデータレー

トが、システムバス帯域幅のわずか 1/8に削減される。
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8.6 メモリー最適化

効率的にキャッシュを利用するのは、メモリー最適化の重要な要素である。キャッシュを

効率的に利用するには、以下の課題を考慮する必要がある。

• キャッシュ・ブロッキング

• 共有メモリー最適化

• 64KB エイリアシング・データ・アクセスの排除

• 1次キャッシュの過度な排出の防止

8.6.1 キャッシュ・ブロッキング手法

ループ・ブロッキングは、キャッシュミスの削減とメモリーアクセス性能の向上に役立つ。

ループ・ブロッキング手法を適用する際は、ブロックサイズを適切に選択することが非常

に重要となる。ループ・ブロッキングは、HT テクノロジー対応または非対応のプロセッ

サー上で動作するマルチスレッド・アプリケーションだけではなく、シングルスレッド・

アプリケーションにも適用できる。ループ・ブロッキング手法では、メモリー・アクセス・

パターンを、目的のキャッシュサイズに効果的に収まるブロックに変換できる。

HTテクノロジー対応のインテル®プロセッサーが対象の場合、ユニファイド・キャッシュ

向けのループ・ブロッキング手法では、目的のキャッシュサイズの 2分の 1を超えないブ

ロックサイズを選択する（2つの論理プロセッサーがキャッシュを共有している場合）。ルー

プ・ブロッキングのブロックサイズの上限は、目的のキャッシュサイズを、物理プロセッ

サー・パッケージで利用可能な論理プロセッサーの数で割ることにより決定する必要があ

る。一般に、キャッシュ・ブロッキングで使用するソースまたは目的のバッファーに含ま

れないデータにアクセスするには、いくつかのキャッシュラインが必要である。そのため、

ブロックサイズは、目的のキャッシュの 4分の 1から 2分の 1の間で選択する（第 3章「一

般的な最適化ガイドライン」を参照）。

ソフトウェアは、CPUIDのキャッシュ・パラメーター・リーフを参照して、特定のキャッ

シュをどの論理プロセッサーのサブセットが共有しているかを検出できる（第 7章「キャッ

シュ利用の最適化」を参照）。したがって、特定のキャッシュによって扱われる論理プロ

セッサーの数でそのキャッシュの合計サイズを割ったものを、ブロックサイズの上限に設

定すれば、上記のガイドラインの適用を拡張できる。その結果、特定のキャッシュによっ

て扱われるすべての論理プロセッサーが、そのキャッシュを同時に使用できるようにな

る。この手法は、マルチタスク・ワークロードの一部として使用されるシングルスレッド・

アプリケーションにも適用可能である。

ユーザー /ソース・コーディング規則 31（影響 H、一般性 H）：キャッシュ・ブロッキン

グを使用して、データアクセスの局所性を改善する。HTテクノロジー対応のインテル®プ

ロセッサーが対象の場合は、キャッシュサイズの 4分の 1から 2分の 1を目標とする。ま

たは、特定のキャッシュによって扱われるすべての論理プロセッサーがそのキャッシュを

同時に共有可能なブロックサイズを目標とする。
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8.6.2 共有メモリー最適化

多くの場合、個別のプロセッサー間でキャッシュ整合性を維持するには、プロセッサー周

波数より大幅に低いクロックレートで動作するバスを介して、データを転送する必要があ

る。

8.6.2.1 物理プロセッサー間でのデータ共有の最小化

一般に、2 つのスレッドが 2 つの物理プロセッサー上で実行され、データを共有している

場合、共有データに対して読み込みまたは書き込みを行うには、いくつかのバス・トラン

ザクション（スヌーピング、所有権の変更要求、バスを介したデータのフェッチなど）が

必要となる。したがって、大量の共有メモリーにアクセスするスレッドは、プロセッサー・

スケーリング性能が低下する可能性がある。

ユーザー /ソース・コーディング規則 32（影響 H、一般性 M）：共通バスを共有する別々

の物理プロセッサー上で実行されるスレッド間で、データの共有を最小限に抑える。プ

ラットフォームが複数のバスドメインで構成されている場合、バスドメイン間でのデータ

共有も最小限に抑える必要がある。

データの共有を最小限に抑える手法の 1つは、ローカルスタック変数にデータをコピーす

ることである（長時間繰り返しアクセスされる場合）。必要な場合は、後で共有メモリー・

ロケーションに書き戻すときに、複数のスレッドからの結果を結合できる。この方法では、

共有データアクセスの同期で使用する時間を最小限に抑えられる。

8.6.2.2 バッチ方式の生産 - 消費モデル

スレッド化された生産 - 消費モデル（図 8-5 を参照）の主なメリットは、共有 2次キャッ

シュを使って生産と消費との間でデータを共有しながら、バス・トラフィックを最小限に

抑えられることである。インテル ® Core™ Duo プロセッサーでワークバッファーが 1 次

キャッシュ内に収まる場合、最適なパフォーマンスを得るには、生産タスクと消費タスク

の再順序付けが必要である。その理由として、L2 から L1 にデータをフェッチする方が、

一方のコアのキャッシュラインを無効化してバスからフェッチするよりも、はるかに高速

だからである。

図 8-5に示すバッチ方式の生産 -消費モデルを利用すると、標準の生産 -消費モデルで小型

のワークバッファーを使用する際の欠点を克服できる。バッチ方式の生産 - 消費モデルの

場合、各スケジューリング分で 2つまたは 3つの生産タスクがまとめられて、それぞれの
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生産が指定のバッファーで処理を行う。まとめられるタスクの数は、ワーキングセット全

体が 1次キャッシュより大きいが 2次キャッシュよりも小さくなることを基準にして決定

される。

例 8-8に、生産および消費のスレッド関数のバッチ方式での実装を示す。

図 8-5 バッチ方式の生産 -消費モデル

例 8-8 生産および消費のスレッドのバッチ方式での実装

void producer_thread()

{ int iter_num = workamount - batchsize;

int mode1;

for (mode1=0; mode1 < batchsize; mode1++)

{ produce(buffs[mode1],count);  }

while (iter_num--)

{ Signal(&signal1,1);

produce(buffs[mode1],count); // プレースホルダー関数

WaitForSignal(&end1);

mode1++;

if (mode1 > batchsize)

mode1 = 0;

}

}

void consumer_thread()

{ int mode2 = 0;

int iter_num = workamount - batchsize;

while (iter_num--)

{ WaitForSignal(&signal1);

consume(buffs[mode2],count); // プレースホルダー関数

Signal(&end1,1);

mode2++;

if (mode2 > batchsize)

mode2 = 0;

Main

Thread P(2) P(5)P(4)P(3)

C(3)C(2)C(1) C(4)

P(1)

P: producer

C: consumer

P(6)

P：生産

C：消費

メインスレッド
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8.6.3 64KB エイリアシング・データ・アクセスの排除

64KB エイリアシング条件については、第 3章で説明している。64KB エイリアシング条件

に該当するメモリーアクセスでは、1 次データキャッシュが過度に排出される可能性があ

る。一般に、各スレッドから始まる 64KB エイリアシング・データ・アクセスを排除する

と、周波数スケーリングの改善に役立つ。また、ソフトウェア・アプリケーションで HT

テクノロジーを活用している場合、1次データキャッシュを効率的に利用できる。

ユーザー /ソース・コーディング規則 33（影響 H、一般性 H）：各スレッドで 64KB の倍

数でオフセットされるデータ・アクセス・パターンを最小限に抑える。

インテル® Pentium® 4 プロセッサーのパフォーマンス監視イベントを使用すると、64KB エ

イリアシング・データ・アクセスの発生を検出できる。インテル® Pentium® 4 プロセッサー

の最新のパフォーマンス指標は、付録 B で説明する。これらの指標は、インテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーを使用してアクセスされるイベントに基づいている。

64KB エイリアシングに関連する性能のペナルティーは、主として、HTテクノロジーまた

は Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーを実装したプロセッサーに適用される。次の

節では、HT テクノロジー対応のプロセッサー上で動作するマルチスレッド・アプリケー

ションにのみ適用されるメモリー最適化手法について説明する。

}

for (i=0;i<batchsize;i++)

{ consume(buffs[mode2],count);

mode2++;

if (mode2 > batchsize)

mode2 = 0;

}

}

例 8-8 生産および消費のスレッドのバッチ方式での実装 （続き）
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8.7 フロントエンド最適化

ユニファイド 2次キャッシュが 2つのプロセッサー・コアによって共有されるデュアルコ

ア・プロセッサー（インテル® Core™ Duoプロセッサーおよびインテル® Core™ マイクロ

アーキテクチャー・ベース・プロセッサー）の場合、マルチスレッド・ソフトウェアでは、

ユニファイド・キャッシュからコードをフェッチする 2つのスレッドが原因でコード・ワー

キング・セットが増加するので、フロントエンドとキャッシュの最適化の一環として考慮

が必要である。インテル® Core™マイクロアーキテクチャー・ベースのクアッドコア・プ

ロセッサーの場合、インテル ® Core™2 Duo プロセッサーに適用される考慮事項がクアッ

ドコア・プロセッサーにも適用される。

8.7.1 過度なループアンロールの回避

ループをアンロールすると、分岐の数が削減され、アプリケーション・コードの分岐予測

が改善される。ループアンロールについては、第 3章で詳しく説明している。ループアン

ロールは、慎重に行う必要がある。分岐予測が改善することの利点、およびループスト

リーム検出器（LSD）の利用率が低下することのコストについて検討する必要がある。

ユーザー /ソース・コーディング規則 34（影響 M、一般性 L）：過度なループアンロール

を回避し、LSDを効率的に操作する。
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8.8 アフィニティーと共有プラットフォーム・リソース
の管理

現在の OSは、論理プロセッサーや Non-Uniform Memory Access（NUMA）メモリー・サブ

システムなど特定の共有リソースをアプリケーションが管理できるようにAPIやデータ構

造（アフィニティー・マスクなど）を提供している。

マルチスレッド・ソフトウェアでは、表 8-2 の推奨事項を考慮した上で、アフィニティー

APIの使用を検討すべきである。

表 8-2 設計時におけるリソース管理の選択

ランタイム環境

スレッド・スケジューリング /プロセッサー・ア

フィニティーの考慮事項

メモリー・アフィニ

ティーの考慮事項

シングルスレッド・アプリ

ケーション

OSスケジューラーにスケジューリングを管理さ

せることで、システムの応答性とスループット

に関する OSスケジューラーの目標をサポート

する。OSは、エンドユーザーがランタイム固有

の環境を最適化するための機能を提供する。

該当せず。OSに任せる。

次の条件に当てはまるマル

チスレッド・アプリケー

ション：

i) システム上のすべての

プロセッサー・リソー

スを使用するわけでは

ない。

ii) システムリソースをほ

かの並列アプリケー

ションと共有する。

iii)ほかの並列アプリケー

ションのほうが優先度

が高い。

OSのデフォルト・スケジューラー・ポリシーに

依存する。

ハードコードされたアフィニティー・バイン

ディングは、システムの応答性やスループット

に悪影響を与えることがあり、場合によっては

アプリケーションのパフォーマンスにも悪影響

を与える。

OSのデフォルト・スケ

ジューラー・ポリシーに

依存する。

明示的に NUMAを管理す

ることなく透過的に

NUMAのメリットを提供

できる APIを使用する。

次の条件に当てはまるマル

チスレッド・アプリケー

ション：

i) フォアグラウンドで実

行され優先度が高い。

ii) システム上のすべての

プロセッサー・リソー

ス使用するわけではな

い。

iii)システムリソースをほ

かの並列アプリケー

ションと共有する。

iv)ただしほかの並列アプ

リケーションのほうが

優先度が低い。

アプリケーション向けにカスタマイズされたス

レッド・バインディング・ポリシーについて検

討する場合は、ハードコードされたスレッド・

アフィニティー・バインディング・ポリシーで

はなく、OSスケジューラーを使用した協調的ア

プローチを採用すべきである。例えば、

SetThreadIdealProcessor()を使用すると、次に

フリーなコアに関するバインディング・ポリ

シーを固定するためのフローティング・ベース

を、局所性が最適化されたアプリケーション・

バインディング・ポリシーに提供して、デフォ

ルト OSポリシーと協調させることができる。

明示的に NUMAを管理す

ることなく透過的に

NUMAのメリットを提供

できる APIを使用する。

デフォルト OSポリシーが

原因でパフォーマンス上

の問題が発生する場合は、

パフォーマンス・イベン

トを使用してローカルで

ないメモリーアクセスの

問題を診断する。
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8.8.1 共有リソースのトポロジー列挙

マルチスレッド・ソフトウェアが OS のスケジューリング・ポリシーに基づいて実行され

る場合でも、カスタマイズされたリソース管理向けにアフィニティーAPIの使用を必要と

する場合でも、共有プラットフォーム・リソースのトポロジーを理解することが重要であ

る。CPUID によって提供される情報を使用すると、プラットフォーム上の論理プロセッ

サー（SMT）、プロセッサー・コア、物理プロセッサーのプロセッサー・トポロジーを判

断できる。これについては、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual,

Volume 3A』の第 8 章「Multiple-Processor Management」で説明されている。インテルから

はホワイトペーパーとサンプルコードも提供されている。 

8.8.2 Non-Uniform Memory Access

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベースのインテル® Xeon® プロセッサーが

複数搭載されたプラットフォームでは、各物理プロセッサーが独自のローカル・メモリー・

コントローラーを備えているので、Non-Uniform Memory Access（NUMA）トポロジーがサ

ポートされている。NUMAが提供するシステムメモリー帯域幅は、物理プロセッサー数に

合わせて拡張できる。システムメモリーのレイテンシーは、メモリー・トランザクション

が同じソケット内でローカルに発生するか、別のソケットからリモートで発生するかに応

じて、非対称的な振る舞いを見せる。また、OS固有の構造や実装の振る舞いにより、API

レベルで複雑性が増加するので、マルチスレッド・ソフトウェアでは NUMA 環境におけ

るメモリー割り当て /初期化に注意を払う必要がある。

一般に、レイテンシーに依存したワークロードでは、リモートよりもローカルのメモリー・

トラフィックを維持することが望まれる。複数のスレッドがバッファーを共有する場合、

プログラマーは、NUMAシステムでのメモリー割り当て /初期化に関する OS固有の振る

舞いに注意を払う必要がある。

フォアグラウンドで実行さ

れるマルチスレッド・アプ

リケーションであり、シス

テム上のすべてのプロセッ

サー・リソースを必要と

し、システムリソースを並

列アプリケーションと共有

しない。MPIベースのマル

チスレッディングである。

アプリケーション向けにカスタマイズされたス

レッド・バインディング・ポリシーのほうがデ

フォルト OSポリシーよりも効率的な場合があ

る。パフォーマンス・イベントを使用して、局

所性とキャッシュ転送の機会を最適化する。

独自の明示的なスレッド・アフィニティー・バ

インディング・ポリシーを使用するマルチス

レッド・アプリケーションは、何らかの形式の

オプトイン選択でエンドユーザーまたは管理者

によって許可された場合に導入すべきである。

例えば、明示的なスレッド・アフィニティー・

バインディング・ポリシーを導入する権限は、

インストール後に権限が与えられてから有効化

できるようにする。

アプリケーション向けに

カスタマイズされたメモ

リー・アフィニティー・

バインディング・ポリ

シーのほうがデフォルト

OSポリシーよりも効率的

な場合がある。パフォー

マンス・イベントを使用

して、OSまたはカスタム

ポリシーに関するローカ

ルでないメモリーアクセ

スの問題を診断する。

表 8-2 設計時におけるリソース管理の選択 （続き）

ランタイム環境

スレッド・スケジューリング /プロセッサー・ア

フィニティーの考慮事項

メモリー・アフィニ

ティーの考慮事項
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帯域幅に依存したワークロードでは、データ編成スレッディング・モデルを採用すると利

便性が高い。各ソケットで実行されるアプリケーション・スレッドをまとめて、ソケット

ごとにローカル・トラフィックを優先することにより、物理プロセッサー数に合わせて帯

域幅全体を拡張できるようになる。

ローカル /リモート NUMAトラフィックを管理するためのプログラミング・インターフェ

イスを備えた OS 構造は、メモリー・アフィニティーと呼ばれる。OS は、物理アドレス

（システム RAMによって割り当てられる）とリニアアドレス（アプリケーション・ソフト

ウェアによってアクセスされる）とのマッピングを管理しており、ページングは、物理

ページの動的再割り当てで異なるリニアアドレスへの動的な割り当てを可能にしている。

このような理由から、メモリー・アフィニティーを適切に使用するには、OS 固有の知識

が幅広く必要となる。

アプリケーション・プログラミングを簡素化するために、OSでは特定の APIと物理 /リニ

ア・アドレス・マッピングを実装し、一部の状況で NUMAの特性を透過的に利用できる。

一般的な手法の 1つとして、アプリケーション・スレッドがリニアアドレス空間で物理メ

モリーページの最初のメモリー参照にアクセスするまで、OS による同ページの割り当て

のコミットを遅らせることができる。この場合、メモリー割り当て APIがプログラムに戻

る際にどのソケットがローカル・メモリー・トラフィックを処理するかは、アプリケー

ション・スレッドによるリニアアドレス空間でのメモリーバッファー割り当てによって決

まるとは限らない。ただし、このレベルの NUMA 透過性をサポートするメモリー割り当

て APIは、OSによって異なる。例えば、Linux*上では移植性に優れた C言語 API「malloc」

がある程度の透過性を提供しており、Windows*上では API「VirtualAlloc」が同様の透過性

を提供している。OS によっては、明示的な NUMA 情報を必要とするメモリー割り当て

API も提供されており、リニアアドレスとローカル / リモート・メモリー・トラフィック

とのマッピングが割り当て時に固定される。

例 8-9では、マルチスレッド・アプリケーションが最小限の処理で OS固有の APIを扱い、

NUMAハードウェア機能を利用している。メモリーバッファーを初期化するこの並列アプ

ローチは、NUMAシステム上で各ワーカースレッドにローカルのメモリー・トラフィック

を維持させるのに役立つ。 

例 8-9 OpenMP と NUMA を使用した並列メモリー初期化手法

#ifdef _LINUX // Linux の malloc の実装では、最初に参照 /アクセスしたときに物理ページがコミットされる

buf1 = (char *) malloc(DIM*(sizeof (double))+1024); 

buf2 = (char *) malloc(DIM*(sizeof (double))+1024);

buf3 = (char *) malloc(DIM*(sizeof (double))+1024);

#endif

#ifdef windows 

// Windows の malloc の実装では割り当て時に物理ページがコミットされるので、代わりに VirtualAllocを使用する

buf1 = (char *) VirtualAlloc(NULL, DIM*(sizeof (double))+1024, fAllocType, fProtect); 

buf2 = (char *) VirtualAlloc(NULL, DIM*(sizeof (double))+1024, fAllocType, fProtect); 

buf3 = (char *) VirtualAlloc(NULL, DIM*(sizeof (double))+1024, fAllocType, fProtect); 

#endif

(続く )
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例 8-9では、OpenMPによって作成されたワーカースレッドが終了した後に、メモリーバッ

ファーが解放される点に注意すること。この状況では、異なるアプリケーション・スレッ

ド間で malloc と解放が繰り返し使用される問題の可能性を回避している。ローカルメモ

リーがあるスレッドによって初期化され、その後別のスレッドによって解放された場合、

OSでは NUMAトポロジーに関してリニアアドレス空間のメモリープールを追跡 /再割り

当てすることが困難になる恐れがあるからである。Linuxでは、別の API "numa_local_alloc"

を使用できる。

a = (double *) buf1;

b = (double *) buf2;

c = (double *) buf3;

#pragma omp parallel

{ // ループの各反復を OpenMPスレッドで処理する

// OpenMPのスレッド数はデフォルトか、もしくは環境変数で指定できる

#pragma omp for private(num)

// 各ループ反復を実行するため、プライベートなイテレーターを持つ異なる OpenMPスレッドに割り当てられる

for(num=0;num<len;num++)

{// 各スレッドは最初にアクセスした時に、メモリーアドレスのサブセットを取得し、

// 物理ページは該当するスレッドのローカルメモリー・コントローラーへマップされる

a[num]=10.;

b[num]=10.;

c[num]=10.;

}

}

例 8-9 OpenMP と NUMA を使用した並列メモリー初期化手法
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8.9 その他の共有リソースの最適化

マルチスレッド・アプリケーションでのリソースの最適化は、プロセッサー・トポロジー

階層内のキャッシュトポロジーと関連する実行リソースに依存する。プロセッサー・トポ

ロジーと、ソフトウェアがプロセッサー・トポロジーを識別するためのアルゴリズムにつ

いては、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3A』の第 7章

で説明されている。

共有バスを備えたプラットフォームの場合、バスシステムは、SMTレベルとプロセッサー・

トポロジーのプロセッサー・コア・レベルで複数のエージェントによって共有される。そ

のため、マルチスレッド・アプリケーションの設計は、同じバスリンクを共有する複数の

プロセッサー・エージェント間で利用可能なバス帯域幅を公平に管理する手法から始める

べきである。これは、個々のアプリケーション・スレッドのデータ局所性を改善するか、2

つのスレッドが共有2次キャッシュを利用できるようにすれば（そのような共有キャッシュ

トポロジーを利用可能な場合）実現できる。

マルチスレッド・アプリケーションのビルディング・ブロックの最適化は通常、個々のス

レッドから開始できる。第 3章から第 9章のガイドラインは、主にマルチスレッドの最適

化に適用される。

チューニングの推奨事項 3：実行スループットを最大限に高めるために、最初にシング

ルスレッド・コードを最適化する。

チューニングの推奨事項 4：効率的なスレッディング・モデルを採用し、入手可能な

ツール（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 ®

  スレッ

ド・チェッカー、インテル®
 スレッド・プロファイラーなど）を活用して、物理プロ

セッサーやプロセッサー・コアの数に応じた最適なプロセッサー・スケーリングを達

成する。

8.9.1 HTテクノロジー最適化の機会拡大

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemのハイパースレッディング（HT）テクノロ

ジーは、旧世代の HTテクノロジーとは異なっている。幅広いアプリケーションにわたり、

マルチスレッド・ソフトウェアが HT テクノロジーを利用してシステム・スループットを

高められる機会が拡大している。ここでは、ヒューリスティックな推奨事項をいくつか紹

介し、インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemの HTテクノロジーで最適化の機会

が拡大する状況について説明する。

第 2章「インテル® 64 アーキテクチャーと IA-32 アーキテクチャー」では、HT テクノロ

ジーにおけるマイクロアーキテクチャー上の機能強化のいくつかについて説明している。

これらの強化の多くは、複数のスレッド・コンテキストで使用可能な共通ハードウェア・

リソースを共有する上でのマルチスレッド・ソフトウェアの基本要件を中心に行われてい

る。
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ソフトウェア・アルゴリズムやワークロード特性が異なると、複数の論理プロセッサー間

で共有される重要なマイクロアーキテクチャー・リソースの必要性に基づいて、パフォー

マンス特性も異なる。表 8-3では、HTテクノロジーのソフトウェア・チューニングで重要

な役割を果たす各種マイクロアーキテクチャー・サブシステムを簡単に比較している。

演算量の多いワークロードの場合、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの HTテクノ

ロジーでは、比較的高い CPI（連続した命令がリタイアするまでの平均サイクル）で実行

されるスレッド・コンテキストが優先される傾向がある。ハードウェア・レベルでは、高

速 ALU、低速 ALU（負荷の高い整数演算）、SIMD、FPの各演算によってポート 1が共有

されるという、マイクロアーキテクチャーにおける発行ポートのアンバランスがこの一因

となっている。ソフトウェア・レベルでは、HT テクノロジーのメリットをもたらす高い

CPI の要因として、レイテンシーの長い命令（ポート 1）、一部の L2 ヒット、時折発生す

る分岐予測ミスなどがある。ただし、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーのパイプ

ライン長は、ハードウェアの内部制約を増やして、ソフトウェアによる HT テクノロジー

の利用能力を制限することが多い。

表 8-3 に示したマイクロアーキテクチャーの強化点は、演算量の多いワークロードについ

てソフトウェア最適化の機会を拡大することが期待されている。ただし、演算量の多い 2

つのスレッドが同じ実行ユニット内で競合することが、データ合成スレッディング・モデ

ルよりも機能分解スレッディング・モデルを選択する上での課題となる可能性がある。プ

ログラマーによる最適なスレッディング分解モデルの選択をサポートするには、インテル®

マイクロアーキテクチャー Nehalemのほうが適している。 

大量のメモリーを必要とするワークロードは、完全に並列なメモリー・トラフィック（周

知の Stream の例に見られるような、システムメモリー帯域幅の飽和）、メモリー・レイテ

ンシーに左右されるメモリー・トラフィック、演算操作といずれかの種類のメモリー・ト

ラフィックとの各種組み合せなど、幅広いパフォーマンス特性を見せる。

表 8-3 HTテクノロジーのマイクロアーキテクチャー・リソースの比較

マイクロアーキテク

チャー・サブシステム

インテル® マイクロアーキテク

チャー Nehalem

Intel NetBurst® マイクロアーキテク

チャー

06_1AH 0F_02H、 0F_03H、 0F_04H、 0F_06H

発行ポート、実行ユニッ

ト

3つの発行ポート（0、1、5）を

ALU、SIMD、FPの各演算向けに分

散

ポートのバランスが取れていない。高

速 ALU、SIMD、FPで同じポート

（ポート 1）を共有

バッファリング 適度なパイプラインの深さを確保し

ながら、ROB、RS、フィルバッ

ファーなどのエントリーを増加

バッファーエントリーとパイプライン

の深さとのバランスレベルが低い

分岐予測とアライメント

の合っていないメモリー

アクセス

スペキュレーティブ・エグゼキュー

ションが強化され、予測ミスの直後

に再利用が可能。キャッシュ分割を

効率的に処理

マイクロアーキテクチャー・ハザード

が多く発生し、両方のスレッドについ

てパイプラインがクリアーされる

キャッシュ階層 大容量かつ効率的 回避すべきマイクロアーキテク

チャー・ハザードが多い

メモリーと帯域幅 NUMA、DDR3に対してソケットご

とに 3チャネル、ソケットごとに最

大 32GB/秒

SMP、FSBまたはデュアル FSB、FSB

ごとに最大 12.8GB/秒
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Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーの HT テクノロジーは、後者の 2 種類のワーク

ロード特性の一部についてメリットを提供する。インテル ® マイクロアーキテクチャー

Nehalemの HTテクノロジー機能を利用すると、Non-Uniform Memory Access（NUMA）の

サポート、効率的なリンクプロトコル、物理プロセッサー数に合わせて拡張可能なシステ

ムメモリー帯域幅により、後者の 2種類のワークロード特性における処理範囲を拡大して、

システム・スループットの向上を図ることができる。

キャッシュ階層中の一部のキャッシュレベルは、複数の論理プロセッサーによって共有さ

れることがある。キャッシュ階層の利用は、ソフトウェア上でメモリー・トラフィックを

効率化しシステムメモリー帯域幅の飽和を回避するための重要な手段である。キャッ

シュ・ブロッキング手法が採用されたマルチスレッド・アプリケーションでは、HT テク

ノロジーを利用するためにターゲット・キャッシュ・レベルの分割を必要とすることがあ

る。また、同じ L1キャッシュと L2キャッシュを共有する 2つの論理プロセッサーや、L3

キャッシュを共有する論理プロセッサーは、それぞれに関連のあるトポロジー関係に応じ

た共有リソース管理を必要とすることがある。プロセッサー・トポロジーの列挙および

キャッシュトポロジーの列挙とそのサンプルコードについては、ホワイトペーパーが発行

されている（第 1章の最後の「参考情報」を参照）。  
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9

64ビット・モードのコーディング・
ガイドライン
9.1 はじめに

本章では、64ビット・モードで実行するように作成されたアプリケーション・ソフトウェ

ア向けのコーディング・ガイドラインについて説明する。64ビット・モードに適用される

コーディングの推奨事項の一部は、第 3章で扱っている。本章のガイドラインは、第 3章

から第 8章で説明したコーディング・ガイドラインへの補遺である。 

互換モードまたはレガシーの非 64ビット・モードで実行されるソフトウェアは、第 3章か

ら第 8章で説明したガイドラインに従わなければならない。

9.2 64ビット・モードに影響があるコーディング規則

9.2.1 データサイズが 32ビットの場合はレガシーの 32ビット命令

を使用

64ビット・モードでは、アプリケーションは 16個の汎用 64ビット・レジスターを利用で

きる。アプリケーションのデータサイズが 32 ビットの場合は、64 ビット・レジスターや

64ビット演算を使用する必要はない。

ほとんどの命令では、デフォルトのオペランドサイズは 32ビットである。このような命令

は、上位 32ビットをすべてゼロにする。例えば、レジスターをゼロにする場合、以下の 2

つの命令は同じように動作するが、32ビット版では 1つの命令バイトのみ保存される。

32ビット版

xor eax, eax; 下位 32 ビットに xor が行われ、上位 32 ビットにはゼロを設定

64ビット版

xor rax, rax; 64 ビットすべてに xor を実行

この最適化は、8つの汎用レジスター（EAX、ECX、EBX、EDX、ESP、EBP、ESI、EDI）

に当てはまる。レジスター R9～ R15のデータにアクセスするには、REXプリフィクスが

必要である。この場合は 32ビット形式を使用しても、コードサイズは減少しない。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 65（影響 H、一般性 M）。64 ビット・

モードでは、64 ビット・データや追加のレジスターへのアクセスに 64 ビット版の命令が

必要な場合を除き、32ビット版の命令を使うことでコードサイズを削減する。
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9.2.2 追加のレジスターを使用したレジスターへの負荷の削減

64ビット・モードでは、アプリケーションは 8つの追加 64ビット汎用レジスターと 8つ

の追加 XMM レジスターを利用できる。追加されたレジスターにアクセスするには、1 バ

イトの REX プリフィクスが必要である。8 つの追加レジスターを使用すると、コンパイ

ラーは値をスタックに退避させる必要がなくなる。 

REXプリフィクスによってコードサイズが増加すると、キャッシュミスが増える可能性が

あるので注意すること。これは、追加されたレジスターを使ってデータにアクセスする上

でのメリットに悪影響をもたらすおそれがある。アルゴリズムにおいて 8つのレジスター

で十分であれば、REXプリフィクスが必要なレジスターは使用しないこと。そうすること

で、コードサイズを小さくできる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 66（影響 M、一般性 MH）。レジスター

への負荷の削減に必要であれば、整数コード向けに 8つの追加汎用レジスターと浮動小数

点および SIMDコード向けに 8つの追加 XMMレジスターを使用する。 

9.2.3 64ビット同士の乗算の有効活用

64ビット・オペランド同士の整数乗算は、128ビット幅の結果を生じる可能性がある。128

ビットの結果の上位 64ビットは、下位 64ビットよりも、計算結果を出すのにさらに数サ

イクル分必要な場合がある。128 ビットよりも幅が広い整数の加算の依存関係チェーンで

は、最適なソフトウェア・パイプライン処理を実現する上で、乗算の上位 64ビットの結果

へのアクセスが、下位 64ビットの乗算結果と比べて遅くなる。

コンパイラーは、乗算結果が 64ビットを超えないことをコンパイル時に判断できるのであ

れば、64 ビットの結果を生じる乗算命令を生成すべきである。乗算結果が 64 ビットより

も小さくなることをコンパイラーやアセンブリー・プログラマーが判断できないのであれ

ば、128ビットの結果を生じる乗算が必要である。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 67（影響 ML、一般性 M）。128 ビット

の結果を生じる乗算よりも、64ビットの結果を生じる64ビット同士の整数乗算を優先する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 68（影響 ML、一般性 M）。128 ビット

の乗算の下位 64ビットの結果にアクセスした後に上位 64ビットの結果にアクセスしない

ようにする。

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、128ビットの乗算の下位 64ビッ

トの結果は 3サイクルで算出されるのに対し、上位 64ビットの結果は下位 64ビットの結

果から 1サイクル後に算出される。これによって、大きな整数の整数乗算および除算の計

算速度を向上できる。
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9.2.4 128ビット整数除算の 128ビット乗算への置換

現在のコンパイラーでは、定数除数を含む高級言語コードの整数除算の数式を、

IMUL/MULを使用して IDIV/DIV命令を置換するアセンブリー・シーケンスに変換できる。

通常、コンパイラーが除数値を置換するのは、この除数値が 32ビットの範囲内であり、か

つコンパイル時に既知となる場合である。除数値がコンパイル時に既知とならない場合、

または除数が 32ビットの表現よりも大きい場合は、DIVまたは IDIVが生成される。 

128ビットの被除数を含む DIV命令のレイテンシーはかなり長くなる。被除数値が 64ビッ

トよりも大きい場合のレイテンシーは 70～ 90サイクルになる。 

整数除算を 128ビットの整数乗算に変換するためにコンパイラーが利用する基本的な手法

は、モジュラー計算の合同原則に基づく。これは大きな除数値の処理まで簡単に拡張でき、

128ビットの高速な IMUL/MUL操作を利用することができる。 

整数数式： 

被除数 = Q *除数 + R、または

Q =下限（被除数 /除数）、R =被除数 - Q *除数

実数ドメインに変換：

下限（被除数 /除数）=被除数 /除数 - R/除数、は以下と等しい

Q * C2 =被除数 *（C2 /除数）+ R*C2/除数

最後の項の丸めを制御するために、C2 = 2^Nを選択できる。この場合、次のようになる。

Q =（（被除数 * （C2 /除数））>> N）+（（R*C2/除数）>> N）

「除数」がコンパイル時に既知となる場合、（C2/ 除数）は合同定数 Cx = 上限（C2/ 除数）

に事前に計算でき、商は整数倍数によって算出した後、シフトすることができる。

Q =（被除数 * Cx）>> N; 

R =被除数 -（（被除数 * Cx）>> N）*除数

128 ビットの IDIV/DIV 命令は、数値例外の発生を避けるため、除数、商、剰余の範囲を

64ビット内に制限する。これは、この 3つの値のいずれかが 64ビットの上限に近い場合、

および被除数値が 128ビットの上限に近い場合に問題となる。

この問題は、大きなシフトカウント Nを選択し、（被除数 * Cx）演算を 128ビット範囲か

ら次に計算効率のよい範囲に拡張することで克服できる。例えば、（被除数 * Cx）が 128

ビットよりも大きく、Nが 63ビットよりも大きい場合、192ビット・フルの乗算を実装す

ることなく、128ビットのMULを使用して、192ビットの結果の計算ビット 191:64を利用

できる。

合同定数 Cxを選択する便利な方法は以下のとおりである。

• 被除数の範囲が 64ビット内の場合：Nmin ~ BSR(Divisor) + 63

• 除数の範囲と比べたときに商 /剰余の動的な範囲が異なる場合、商 /剰余が効率的に算

出できるように、適切に Nを生成する。
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除数が 10^16で、符号なしの被除数が 64ビットの範囲に近い商 /剰余の計算について考え

る。例 9-1に、「MUL r64」命令を使用した、64ビットの除数による 64ビットの被除数の

処理を示す。

例 9-1 64 ビットの除数による 64 ビットの商および剰余の計算

_Cx10to16: ; シフト・カウント N=117の合同定数 10^16

DD 0c44de15ch ; 加減 ( (2^117 / 10^16) + 1)

DD 0e69594beh ; 128ビットの倍数で減るように Cxの長さを最適化

_tento16: ; 10^16 

DD 6fc10000h

DD 002386f2h

mov r9, qword ptr [rcx] ; 64ビットの被除数をロード

mov rax, r9

mov rsi, _Cx10to16 ; シフト・カウント N=117の合同定数 10^16

mul  [rsi] ; 128ビット乗算

mov r10, qword ptr 8[rsi] ; 除数 10^16のロード

shr rdx, 53; ; 

mov r8, rdx

 mov rax, r8

mul  r10 ; 128ビット乗算

sub r9, rax; ; 

jae remain

sub r8, 1 ; 丸めによってオフであるかもしれない

mov rax, r8

mul  r10 ; 128ビット乗算

sub r9, rax; ; 

remain: 

mov rdx, r8 ; 商

mov rax, r9 ; 余り
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例 9-2に、64ビットの除数による 128ビットの被除数を処理する類似の手法を示す。

例 9-1 および例 9-2 に示す手法により、128 ビットの被除数の剰余 / 商の計算速度を、32

ビットの整数除算のコストと同じかそれ以下に向上させることができる。 

上記の手法を 64ビットよりも大きい除数の処理に拡張することは比較的簡単である。考慮

に値する 1つの最適化は、シフトカウント N > 128ビットを選択することである。これに

よって、（被除数 * Cx）の関連する上位ビットを計算するために必要となる 128 ビットの

MULの数を減らすことができる。 

例 9-2 64 ビットの除数による 128 ビットの被除数の商および剰余

mov rax, qword ptr [rcx] 

; メモリから 128ビット被除数の 63:0ビットをロード

mov rsi, _Cx10to16 ; シフト・カウント N=117の合同定数 10^16

mov r9, qword ptr [rsi] ; 合同定数をロード

mul  r9 ; 128ビット乗算

xor r11, r11 ; 積算器のクリア

mov rax, qword ptr 8[rcx] ; 128ビット被除数の 127:64ビットをロード

shr rdx, 53; ; 

mov r10, rdx ; 192ビット結果の 127:64ビットを初期化

mul  r9 ; 191:128ビットを積算

add rax, r10; ; 

adc rdx, r11; ; 

shr rax, 53; ; 

shl rdx, 11; ; 

or rdx, rax; ; 

mov r8, qword ptr 8[rsi] ; 除数 10^16

mov r9, rdx; ; おおよその商、1であるかもしれない

mov rax, r8

mul  r9 ; 商 *除数　>　被除数　？

sub rax, qword ptr [rcx] ; 

sbb rdx, qword ptr 8[rcx] ; 

jb remain

sub r9, 1 ; これは丸めによって 1であるかもしれない

mov rax, r8 ; 除数 10^16の復元

mul  r9 ; 最終的な商 *除数

sub rax, qword ptr [rcx] ; 

sbb rdx, qword ptr 8[rcx] ; 

remain: 

mov rdx, r9 ; 商

neg rax ; 余り
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9.2.5 完全な 64ビットへの符号拡張

64ビット・モードでは、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサー

は、単一のマイクロオペレーション（μOP）で 64 ビットへの符号拡張を行うことができ

る。64ビット・モードでデスティネーションが 32ビットの場合は、上位 32ビットをゼロ

にする必要がある。 

上位 32 ビットをゼロにするには、追加のマイクロオペレーション（μOP）が必要になり、

64ビットへの符号拡張よりも効率が悪い。64ビットに符号拡張すると、命令が 1バイト長

くなるが、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサーでは、トレー

スキャッシュにストアしなければならないマイクロオペレーション（μOP）の数が減少す

るので、パフォーマンスが向上する。

例えば、1バイトを ESIに符号拡張するには、以下を使用する。

movsx rsi, BYTE PTR[rax]

以下は使用すべきではない。

movsx esi, BYTE PTR[rax]

次の命令で 32ビット形式の ESIレジスターを使用する場合でも、結果は同じである。この

最適化は、予期せぬ依存関係を解消するのにも利用できる。例えば、プログラムが 16ビッ

ト値をレジスターに書き込んでから、8 ビット値をそのレジスターに書き込む場合、デス

ティネーションのビット 15:8が不要であれば、符号拡張版の書き込みを利用する（利用可

能な場合）。 

以下に例を示す。

mov r8w, r9w ; ビット 63:15 をマージして保存する場合

mov r8b, r10b ; ビット 63:8 をマージして保存する場合

以下に置き換えられる。

movsx r8, r9w ; ビット 63:8 を保存する必要がない場合

movsx r8, r10b ; ビット 63:8 を保存する必要がない場合

上記の例では、R8W への移動および R8B への移動は、マージによってレジスター内の残

りのビットを保持する必要がある。「MOV R8W, R9W」と「MOV R8B, R10B」の間に

は、R8に対する暗黙的な依存関係がある。MOVSXを使用すると、実際の依存関係が解消

され、出力の依存関係のみが残される。この依存関係は、プロセッサーがリネームによっ

て排除できる。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、上位 32 ビッ

トをゼロにすることは、64 ビットへの符号拡張よりも高速である。インテル ® マイクロ

アーキテクチャー Nehalemベースのプロセッサーでは、上位ビットをゼロにすること、ま

たは符号拡張することは単一のマイクロオペレーション（μOP）である。
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9.3 64ビット・モード向けの代替コーディング規則

9.3.1 64ビット演算結果では 2つの 32ビット・レジスターの代わ

りに 64ビット・レジスターを使用

レガシーの 32 ビット・モードでは、拡張精度整数演算（64 ビット演算など）をサポート

する機能が提供されている。ただし、64ビット・モードでは、64ビット演算をネイティブ

にサポートしている。64ビットの整数が必要な場合は、64ビット形式の演算命令を使用す

る。

32ビットのレガシーモードでは、32ビット同士の整数乗算から 64ビットの結果を得るの

に 3つのレジスターが必要であり、結果は、EDX:EAXのペアにストアされる。64ビット・

モードで命令が利用可能な場合、64 ビットの結果が必要なときに 32 ビット命令を使用す

ることは、最適な実装とはいえない。拡張レジスターを使用する。 

例えば、以下のコードシーケンスでは、64 ビット・レジスターに符号拡張された 32 ビッ

ト値をロードして、乗算を実行している。

movsx rax, DWORD PTR[x]

movsx rcx, DWORD PTR[y]

imul  rax, rcx

上記の 64ビット版の方が、以下の 32ビット版よりも効率的である。

mov eax, DWORD PTR[x]

mov ecx, DWORD PTR[y]

imul ecx

上記の 32ビット版では、EAXがソースになる必要がある。結果は、単一の 64ビット・レ

ジスターではなく、EDX:EAXのペアに入る。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 69（影響 ML、一般性 M）。64ビットの

結果が必要な 32ビットの整数乗算には、64ビット版の乗算を使用する。

32ビットのレガシーモードで 2つの 64ビット値を加算するには、add命令の後に adc命令

を続けて使用する。例えば、2つの 64ビット変数（Xおよび Y）を加算するには、以下の

4つの命令を使用できる。

mov eax, DWORD PTR[x]

mov edx, DWORD PTR[x+4]

add eax, DWORD PTR[y]

adc edx, DWORD PTR[y+4]

結果は、2つのレジスターで構成された EDX:EAXに入る。

64ビット・モードの場合、上記のシーケンスを以下のように短縮できる。

mov rax, QWORD PTR[x]

add rax, QWORD PTR[y]
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結果は RAXにストアされる。必要なレジスターは、2つではなく 1つである。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 70（影響 ML、一般性 M）。64ビットの

加算には、64ビット版の加算を使用する。

9.3.2 CVTSI2SSと CVTSI2SD命令 

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー以降の場合、CVTSI2SS

と CVTSI2SD命令は、レイテンシーとスループットの面で Intel NetBurst® マイクロアーキ

テクチャーのものよりも大幅に向上している。この向上効果は、64 ビット版にも 32 ビッ

ト版にも同様に適用される。

9.3.3 ソフトウェア・プリフェッチの使用

ソフトウェア・プリフェッチを使用せず、ハードウェア・プリフェッチを利用できるよう

にデータ・アクセス・パターンを編成する手法を検討する際は、第 3章と第 7章の推奨事

項に従うことを勧める。 

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 71（影響 L、一般性 L）。ソフトウェア・

プリフェッチ命令が必要な場合は、SSEによって提供されているプリフェッチ命令を使用

する。
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テキスト処理 /字句解析 /構文解析にお
ける SSE4.2 と SIMDプログラミング
SSE4.2で提供される文字列 /テキスト処理は、従来の SIMD整数ベクトル処理とは異なる

手法が要求される分野にも及んでいる。 従来の文字列 / テキスト・アルゴリズムの多くは

文字ベースであり、この場合の文字はバイトサイズが固定または可変のエンコード（コー

ドポイント）によって表現できる。 テキストデータは大量のローデータからなり、通常は

コンテキスト情報が組み込まれている。 ロー・テキスト・データに組み込まれたコンテキ

スト情報には、文字の値、文字の位置、文字のエンコード形式、文字セットのサブセット、

明示的または暗黙的な長さの文字列、トークン、区切り文字など、広範な属性に対応した

アルゴリズムが要求されることが多い。コンテキスト・オブジェクトは、事前に定義され

た文字サブセット内の連続文字（10進値の文字列など）によって表現できる。テキストス

トリームには、異なるコンテキストのオブジェクトを区切る組み込み型の状態遷移（タグ

区切りフィールドなど）を含めることができる。 

従来のSIMD整数ベクトル命令でも、一部の簡単な文字列処理関数を高速化できる。 SSE4.2

では、構造化されたまたは構造化されていないテキストデータの文字列 / テキスト処理、

字句解析、構文解析を目的とした演算アルゴリズムを強化する 4個の新しい命令が追加さ

れた。

10.1 SSE4.2の文字列 /テキスト命令

SSE4.2 には、PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM の 4個の命令が用

意されている。SIMD プログラミングの効率とこの 4 個の命令に組み込まれた字句プリミ

ティブを組み合わせることによって、文字列 / テキスト処理を高速化できる。 これらの命

令の簡単な使用例としては、文字列長の判断、文字列の直接比較、文字列の大文字 / 小文

字の処理、区切り文字 / トークンの処理、ワード境界の検索、大規模なテキストブロック

におけるサブ文字列の一致の検索が挙げられる。 SSE4.2を高度に応用すると、XMLの構文

解析とスキーマの検証を高速化できる。 

プロセッサーが SSE4.2 をサポートしているかどうかは、EAX の入力値を 1 に設定して

CPUID命令を実行した後に ECX [bit 20]に返される機能フラグの値によって示される（す

なわち、CPUID.01H:ECX.SSE4_2 [bit 20] = 1の場合に SSE4.2がサポートされている）。 した

がって、ソフトウェアは、この 4 個の命令を使用する前に、CPUID.01H:ECX.SSE4_2 [bit

20]がセットされていることを確認しなければならない （CPUID.01H:ECX.SSE4_2 = 1の確

認は、PCMPGTQまたは CRC32の使用前にも必要である。 CPUID.01H:ECX.POPCNT[Bit 23]

= 1の確認は、POPCNT命令の使用前に必要である）。
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これらの文字列 / テキスト処理命令は、テキスト・フラグメントに対して最大 256の比較

演算を実行することによって行われる。 各テキスト・フラグメントの最大サイズは、16バ

イトである。 命令はさまざまな形式のフラグメントを処理可能であり、バイト要素または

ワード要素でもかまわない。 4個の命令はどれも、2つのテキスト・フラグメントに対して

4種類の並列比較演算を実行するように設定可能である。

2 つのテキスト・フラグメントに対する並列比較の中間結果の合計は、ビットパターンに

なる。つまり、バイト要素の処理では 16ビット、ワード要素の処理では 8ビットである。

各命令は高い柔軟性を備えており、命令構文中の即値オペランドのビットフィールドを使

用して、最初の中間結果の単項変換（極性）を設定できる。 

また、命令の即値オペランドでは出力選択の制御が可能であり、命令から得られる最終結

果の柔軟性をさらに高めている。 図 10-1に、これらの命令の高い設定可能性を示す。

PCMPxSTRI 命令は、最終結果を整数インデックスとして ECX に生成する。一方、

PCMPxSTRM 命令は、最終結果をビットマスクとして XMM0 レジスターに生成する。

PCMPISTRy命令では、NULL終端文字による暗黙的な長さの制御を利用した文字列 /テキ

スト・フラグメント処理をサポートして、サイズが不明な文字列 /テキストを扱う。一方、

PCMPESTRy命令では、EDX:EAXレジスターペアによる明示的な長さの制御をサポートし

て、ソースオペランド中のテキスト・フラグメントの長さを指定する。

最初の中間結果 IntRes1は、ビットフィールド imm[3:2]のエンコードに従って、各テキス

ト・フラグメント中のデータ要素ペアに対する並列比較演算で得られたビットパターンの

合計結果である。表 10-1を参照のこと。 

図 10-1 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における即値オペランドの制御

Fragment1

0

IntRes1

データ形式 Imm[1:0]：

Imm[3:2]

Imm[5:4]

PCMPxSTRy XMM1, XMM2/M128, imm

ワードの Fragment2

127

015|7

015|7

IntRes2

031

Imm[6] Imm[6]

インデックス結果 マスク 結果

比較
極性

出力の
選択

00b：符号なしバイト
01b：符号なしワード
10b：符号付きバイト
11b：符号付きワード

XMM0ECX
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imm[1:0] を利用した入力データ要素形式の選択では、符号付きまたは符号なしのバイト /

ワード要素をサポート可能である。 

ビットフィールド imm[5:4]を利用すると、IntRes1に対して単項変換を適用できる。表 10-2

を参照のこと。 

出力選択フィールド imm[6]については、表 10-3で説明する。

表 10-1 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における N要素の比較演算

Imm[3:2] 名称 以下の場合に IntRes1[i]は真 考えられる用途

00B Equal Any fragment2の要素 iが、fragment1のいずれかの

要素 jに一致する

トークン化、XMLパーサー

01B Ranges fragment2の要素 iが、fragment1で指定された

いずれかの範囲ペア内に収まる

サブセット、大文字 /小文字

の処理、XMLパーサー、ス

キーマの検証

10B Equal 

Each
fragment2の要素 iが、fragment1の要素 iに一

致する

strcmp( )

11B Equal 

Ordered
fragment2の要素 iと後続の連続する有効要素

が、要素 0から始まる fragment1と完全または

部分的に一致する

サブ文字列の検索、KMP、
strstr( )

表 10-2 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における IntRes1の単項変換

Imm[5:4] 名称 IntRes2[i] = 考えられる用途

00B No 

Change

IntRes1[ i ]

01B Invert -IntRes1[ i ]

10B No 

Change

IntRes1[ i ]

11B Mask 

Negative
fragment2の要素 iが無効の場合は IntRes1[ i ]。

それ以外の場合は -IntRes1[ i ]

表 10-3 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における出力選択フィールド Imm[6]

Imm[6] 命令 最終結果 考えられる用途

0B PCMPxSTRI IntRes2 != 0の場合は、ECX = IntRes2にセットさ

れた最下位ビットのオフセット。それ以外の場合

は、ECX = 16バイトごとのデータ要素の数

0B PCMPxSTRM XMM0 = ZeroExtend(IntRes2);

1B PCMPxSTRI IntRes2 != 0の場合は、ECX = IntRes2にセットさ

れた最上位ビットのオフセット。それ以外の場合

は、ECX = 16バイトごとのデータ要素の数

1B PCMPxSTRM XMM0のデータ要素 i = SignExtend(IntRes2[ i ] );
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各データ要素ペアに対する比較演算について表 10-4に定義する。 表 10-4には、有効なデー

タ要素間の比較演算の種類（表 10-4の最終行）と、ソースオペランド中のフラグメントに

無効なデータ要素が含まれる場合の境界条件（表 10-4の 1～ 3行目）が定義されている。

算術比較は、表 10-4の 4行目に示すように、fragment1と fragment2のデータ要素がいずれ

も有効な要素の場合のみ実行される。

文字列 / テキスト処理命令には、文字列終了（EOS）状態に対応するための補助手段が複

数用意されている。表 10-5 を参照のこと。 また、テキスト処理要件を簡素化するために、

PCMPxSTRy命令は 16バイト・アライメントが不要なように設計されている。

表 10-4 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における要素ペアの比較の定義

fragment1の

要素

fragment2の

要素

Imm[3:2]=

00B、Equal 
Any

Imm[3:2]=

01B、Ranges

Imm[3:2]=

10B、Equal 
Each

Imm[3:2]=

11B、Equal 
Ordered

無効 無効 強制的に偽 強制的に偽 強制的に真 強制的に真

無効 有効 強制的に偽 強制的に偽 強制的に偽 強制的に真

有効 無効 強制的に偽 強制的に偽 強制的に偽 強制的に偽

有効 有効 比較 比較 比較 比較

表 10-5 SSE4.2の文字列 /テキスト命令における Eflagの動作

EFLAG 説明 考えられる用途

CF IntRes2 = 0の場合はリセット。それ以外の場合は

セット

CF=0の場合は ECX=次にスキャンす

るデータ要素の数

ZF fragment2の 16バイト全体が有効な場合はリセット 文字列終了の可能性

SF fragment1の 16バイト全体が有効な場合はリセット

OF IntRes2[0];
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10.1.1 CRC32

CRC32 命令は、バイト / ワード / ダブルワード / クワッドワードのデータストリームにつ

いて 32ビットの巡回冗長チェックサム・シグネチャーを計算する。 また、ハッシュ関数と

しても使用できる。 例えば、辞書はハッシュ・インデックスを使用して、文字列を逆参照

する。 CRC32命令は、このような状況での使用に容易に応用できる。

例 10-1に示すのは、ハッシュテーブルに登録する文字列のハッシュ・インデックスの評価

に使用可能な、簡単なハッシュ関数である。 ハッシュ・インデックスは通常、ハッシュテー

ブルのサイズを除数としてハッシュ値の剰余を求めることにより得られる。

例 10-1 ハッシュ関数の例

unsigned int hash_str(unsigned char* pStr)

{ unsigned int hVal = (unsigned int)(*pStr++);

    while (*pStr)

{    hVal = (hashVal * CONST_A) + (hVal >> 24) + (unsigned int)(*pStr++); 

}

return hVal;

}
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CRC32 命令を使用すると、別のハッシュ関数を作成できる。 例 10-2 では、32 ビット単位

のCRC32命令を利用して入力データストリームのシグネチャー値を更新している。 小～中

規模の文字列の場合、ハードウェアでアクセラレートされた CRC32を利用すると、例 10-1

の 2倍に高速化できる。

例 10-2 CRC32を使用したハッシュ関数

static unsigned cn_7e = 0x7efefeff, Cn_81 = 0x81010100;

unsigned int hash_str_32_crc32x(unsigned char* pStr)

{ unsigned  *pDW = (unsigned  *) &pStr[1];

unsigned  short *pWd = (unsigned short *) &pStr[1];

unsigned int tmp, hVal = (unsigned int)(*pStr);

if( !pStr[1]) ;

else {

tmp = ((pDW[0] +cn_7e ) ^(pDW[0]^ -1)) & Cn_81;

while ( !tmp ) // *pDW が 0x00 になるまでループする

{

hVal = _mm_crc32_u32 (hVal, *pDW ++);

tmp = ((pDW[0] +cn_7e ) ^(pDW[0]^ -1)) & Cn_81;

};

if(!pDW[0]);

else  if(pDW[0] < 0x100) { // ゼロでない最後のバイトを処理

hVal = _mm_crc32_u8 (hVal, pDW[0]);

}

else  if(pDW[0] < 0x10000) { // ゼロでない最後の 2 バイトを処理

hVal = _mm_crc32_u16 (hVal, pDW[0]);

}

else  { // ゼロでない最後の 3 バイトを処理

hVal = _mm_crc32_u32 (hVal, pDW[0]);

}

}

return hVal;

}
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10.2 SSE4.2の文字列 /テキスト命令の使用

高水準言語またはシステム・ライブラリーの一部として提供されている文字列ライブラ

リーは、各種のアプリケーションやシステム・ソフトウェアのさまざまな状況で使用され

ている。 こうした文字列処理は、PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM

を実装した文字列ライブラリーに置き換えると高速化できる。

システム提供の文字列ライブラリーには標準化された文字列処理機能とインターフェイ

スが用意されているが、構造化ドキュメントの処理を扱う状況の大半では、システム提供

の文字列ライブラリーにはない精巧さ、最適化、サービスが数多く必要になる。 例えば、構

造化ドキュメントを処理するソフトウェアでは多くの場合、さまざまなクラス・オブジェ

クトを用意して、アプリケーション固有のニーズを満たすビルディング・ブロック機能を

提供している。 アプリケーションは通常、同等の文字列ライブラリー・サービスを個別の

クラス（文字列、レクサー、パーサー）に分割するか、メモリー管理機能を文字列処理 /

字句解析 /構文解析オブジェクトに統合するかを選択する。 

PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM の各命令は汎用プリミティブで

あり、ソフトウェアが置換可能な文字列ライブラリーを構築したり、構造化ドキュメント

処理用の字句解析 / 構文解析サービスを提供するためにクラス階層を構築したりするため

に使用できる。後者の状況の例としては、XMLの構文解析やスキーマの検証が挙げられる。

構造化されていないローテキスト / 文字列データは文字で構成され、自然なアライメント

はされていない。 したがって、PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRMの

各命令は、ほかの 128ビット SIMD整数ベクトル処理命令が持つ 16バイト・アライメント

の制限は不要なように設計されている。

メモリー・アライメントについては、PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM

は、ほかのアライメントの合っていない 128ビット・メモリー・アクセス命令（MOVDQU

など）と同じように、アライメントの合っていないメモリーロードをサポートしている。

アライメントの合っていないメモリーアクセスの場合、リング 3アプリケーション領域や

特権領域で実行されるコードによっては、追加のコーディング手法が必要な特殊な状況が

発生するときがある。 具体的には、アライメントの合っていない 16バイト・ロードがペー

ジ境界をまたがることがある。 10.2.1節では、アプリケーション・コードで利用可能な手法

について説明する。 10.2.2節では、文字列ライブラリー関数で対処が必要な状況について説

明する。 10.3 節では、アプリケーション・コードがメモリーバッファー割り当てを制御し

ている状況で、PCMPESTRI、PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM の各命令を使用

し、文字列ライブラリー関数と同等の機能を実装する際の詳細な例を紹介する。
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10.2.1 アライメントの合っていないメモリーアクセスとバッファー

サイズの管理

アプリケーション・コードでは、メモリーバッファー割り当てのサイズに関して、アライ

メントの合っていない SIMDメモリーのセマンティクスとアプリケーションの用途を考慮

に入れる必要がある。 

一部のアプリケーションでは、バッファーの有効範囲と有効なアプリケーション・データ・

サイズ（ビデオフレームなど）を区別することが望ましい。 その場合、前者は後者と同じ

かそれよりも大きくなければならない。 

アライメントの合っていない 128ビット SIMDメモリーアクセスが必要なアルゴリズムを

サポートするには、呼び出し先関数がアライメントの合っていない 128ビット SIMDメモ

リー操作でアドレスポインターを安全に使用できるように、呼び出し元関数によるメモ

リーバッファー割り当てではパディング領域の追加を検討する必要がある。 

パディングの最小サイズは、アライメントの合っていない SIMDメモリーアクセスで使用

される可能性のある SIMDレジスターの幅になる。 

10.2.2 アライメントの合っていないメモリーアクセスと文字列ライ

ブラリー

アプリケーション・コードや特権コードでは、文字列ライブラリー関数を使用できる。 た

だし文字列ライブラリー関数については、メモリーアクセス権を侵害しないように注意し

なければならない。 したがって、アライメントの合っていない SIMD アクセスを利用する

文字列ライブラリーに置き換える場合、メモリーアクセス違反が発生しない特別な手法を

用いる必要がある。 

10.3.6節では、SSE4.2で実装された置換可能な文字列ライブラリー関数の例を紹介し、意

図せずにページ境界をまたがることなくアライメントの合っていない 128 ビット・メモ

リー・アクセスを利用する手法について説明する。 

10.3 SSE4.2のアプリケーション・コーディングのガイド
ラインと例

SSE4.2命令が実装されたソフトウェアは、CPUID機能フラグの機構を利用して、プロセッ

サーが SSE4.2 をサポートしていることを確認しなければならない。 詳細については、

『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 1』の第 12章と、『Intel®

64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 2A』の第 3章の CPUIDを参照

のこと。 

以降では、複雑な文字列 / テキスト処理の例をいくつか挙げながら、SIMD アプローチを

応用して SSE4.2の PCMPxSTRy命令を用いた文字列 /テキスト処理を実現する基本的な手

法について説明する。 簡潔にするために、呼び出し元関数によって十分なバッファーサイ
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ズが割り当てられた状況下でのバイトデータ形式の文字列 / テキストについて検討する。

バッファーサイズが十分であれば、ページ境界をまたがる副作用を発生させずに、メモ

リーからのアライメントの合っていない 128ビット SIMDロードをサポートできる。 

10.3.1 NULL文字の識別（Strlenと同等）

最も頻繁に使用されている文字列関数はおそらく strlen() である。 strlen() の字句解析要件

は、サイズが不明なテキストブロック中の NULL 文字（EOS 条件）を識別することであ

る。 総当たり方式のバイト単位コードでは、一度に 1 バイトずつロードするので、データ

のフェッチが非効率的である。 汎用命令を使用する最適化されたコードの場合、32ビット

環境ではダブルワード操作（64ビット環境ではクワッドワード操作）を利用して、反復回

数を削減できる。 例 10-3 に、strlen() の 32 ビット・アセンブリー・コードを示す。 EOS 条

件を処理する際のピーク時の実行スループットは、メインループ中の 8 個の ALU 命令に

よって決定される。

例 10-3 汎用命令を使用した Strlen( )

int strlen_asm(const  char* s1)

{int len = 0;

_asm{

mov  ecx, s1

test ecx, 3 ; アドレスが dword にアラインされているかテスト

je short _main_loop1  ; dword にアラインされたロードは高速
_malign_str1:

mov al, byte ptr [ecx] ; 1 バイトずつ読み込み
add ecx, 1

test al, al ; NULL を見つけたら、レングスを計算
je short _byte3a 

test ecx, 3 ; 再度アドレスが dword にアラインされているかテスト

jne short _malign_str1; アラインされていなければ繰り返し
align16

_main_loop1: ; 4バイトのブロックを読み込み、dword に NULLがあるかをチェック

mov eax, [ecx]; ループ回数を減らすため 4バイトを読み込み
mov edx, 7efefeffh

add edx, eax

xor eax, -1

xor eax, edx

add ecx, 4; アドレス・ポインターを 4増加

test eax, 81010100h ; 4バイト内に NULLがなければ、次の 4バイトへ
je short _main_loop1

; 読み込んだ 4バイト内に NULLがあった場合、

; すでにポインター ecx は 4つカウントされており、 dword を失う

mov eax, [ecx -4]; NULLを含む dword を再度読み込み

test al, al ; byte0が NULLの場合

je short _byte0a; バイトが NULL

test ah, ah ; byte1が NULLの場合
je short _byte1a

test eax, 00ff0000h; byte2が NULLの場合

(続く )
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je short _byte2a

test eax, 00ff000000h; byte3が NULLの場合
je short _byte3a

jmp short _main_loop1

_byte3a:

; NULLを検出したが、ポインターはすでに 1つ先にいる

lea eax, [ecx-1]; NULLに相当する有効アドレスをロード
mov ecx, s1

sub eax, ecx; NULLと開始アドレスの差
jmp short _resulta

_byte2a:

lea eax, [ecx-2]

mov ecx, s1

sub eax, ecx

jmp short _resulta

_byte1a:

lea eax, [ecx-3]

mov ecx, s1

sub eax, ecx

jmp short _resulta

_byte0a:

lea eax, [ecx-4]

mov ecx, s1

sub eax, ecx

_resulta:

mov     len, eax; 結果をストア
}

return len;

}

例 10-3 汎用命令を使用した Strlen( ) （続き）
10-10　 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



同等の EOS識別機能は、PCMPISTRIを使用して実装できる。 例 10-4は単純な SSE4.2コー

ドであり、16バイト・テキスト・フラグメントをロードしてテキストブロックをスキャン

し、NULL 終端文字を検索している。 例 10-5 は最適化された SSE4.2 コードであり、メモ

リー・ディスアンビゲーションを利用して命令レベルの並列性を高めることの重要性を実

証している。

例 10-4 に示したコードシーケンスには、3 個の命令で構成されたループが存在する。 パ

フォーマンス・チューニングの点から見ると、前のループ反復の結果（ECX値）に基づい

てアドレス更新が行われるので、ループ反復にはループ内の依存関係がある。 このループ

内の依存関係は、アウトオブオーダー・エンジンの機能を妨げ、命令シーケンスの複数の

反復を順方向に進行させる。 ループ内に依存関係が存在すると、アウトオブオーダー実行

ではメモリーロードのレイテンシー、各命令のレイテンシー、バイパス遅延を吸収できな

い。

例 10-5に、ループ内の依存関係を排除する簡単な最適化手法を示す。 

メモリー・ディスアンビゲーション手法を利用してループ内の依存関係を排除すると、例

10-5に示す 3個の命令で構成されたシーケンスの累積的なレイテンシーは、複数の反復を

実行する中で吸収され、各反復を実行（16バイトを処理）する純コストは 3サイクル未満

例 10-4 最適化前の PCMPISTRIコードによる EOS処理

static char ssch2[16]= {0x1, 0xff, 0x00, }; // 非 NULL文字値の範囲

int strlen_un_optimized(const  char* s1)

{int len = 0;

_asm{

mov eax, s1

movdqu xmm2, ssch2 ; 範囲内の文字列ペアをロード (0x01から 0xff)

xor ecx, ecx ; 初期オフセットを 0に設定

_loopc:

add eax, ecx   ; テキストの開始位置へポインターを移動

pcmpistri  xmm2, [eax], 14h; 符号なしバイト、範囲、反転、lsb インデックスは ecx へ返る

; [eax] で示される 16バイト範囲に NULL文字があれば、zf が設定される

; 16バイト範囲に NULL 文字が無ければ、ecx に 16が返る

jnz short _loopc; xmm1には NULLは含まれず、ecxは 16、検索を続行

; xmm1 に NULL 文字が含まれていると、ecx にはそのオフセット i が設定される

add eax, ecx        ; 最後の文字列 2/xmm1のアドレスを ecx に加算

mov edx, s1; 入力文字列のアドレスを戻す

sub eax, edx;文字列のレングス

mov len, eax; 結果をストア

}

return len;

}
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になる。 また、例 10-3 に示すように 8個の ALU命令を用いて 4バイトの文字列データを

処理しても、反復ごとに 3サイクル弱しかかからない。 一方、例 10-4に示したコードシー

ケンスの各反復には、ループ内の依存関係が原因で 10サイクルよりも多くかかる。

SSE4.2 コーディング規則 1（影響 H、一般性 H）：アドレス調整を PCMPESTRI、

PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM の ECX 結果に依存しているループ内の依存関

係は、最小限に抑えなければならない。 メモリー・ディスアンビゲーション・ハードウェ

アを利用するには、ECX結果が 16（バイト）または 8（ワード）になると予期されるコー

ドパスを特定し、アドレス調整式の ECXの値を定数に置き換える。

例 10-5 ループ内の依存関係がない PCMPISTRIを使用した Strlen()

int strlen_sse4_2(const  char* s1)

{int len = 0;

_asm{

mov eax, s1

movdqu xmm2, ssch2 ; 範囲内の文字列ペアをロード (0x01から 0xff)

xor ecx, ecx ; 初期オフセットを 0に設定

sub eax, 16 ; 追加の命令と分岐を防ぐためアドレスを計算

_loopc:

add eax, 16 

; アドレス・ポインターと各反復のあいまいなロードアドレスを調整する

pcmpistri  xmm2, [eax], 14h

; 符号なしバイト、範囲、反転、lsb インデックスは ecx へ返る

; [eax] で示される 16バイト範囲に NULL文字があれば、zf が設定される

; 16バイト範囲に NULL 文字が無ければ、ecx に 16が返る

jnz short _loopc 

; [eax] に　NULL 文字が無ければ、ecx には 16 が設定される、これはあいまいさの解消

_endofstring:

add eax, ecx        ; 最後の文字列 2/xmm1のアドレスを ecx に加算

mov edx, s1; 入力文字列のアドレスを戻す

sub eax, edx;文字列のレングス

mov len, eax;結果をストア

}

return len;

}
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10.3.2 スペース類の文字の識別

文字単位のテキスト処理アルゴリズムでは、文字単位のアプローチにおける効率面での課

題の解決に向けて、固有のタスクに対応するための手法が開発されてきた。 そうした手法

の 1 つが、文字サブセットの分類でのルックアップ・テーブルの使用である。 例えば、一

部のアプリケーションでは、英数文字とスペース類の文字を区別する必要がある。 複数の

文字がスペース文字として扱われる場合がある。 

例 10-6は、スペース以外の連続した文字の開始と終了をマークする目的でスペース類の文

字を識別するという、簡単な例を示している。 

例 10-6 Cコードとバイト・スキャニング手法を使用したWordCnt( )

// スペース以外の連続した文字をカウント

// ソフトウェアは、独自のスペース文字セットのマッピングを選択することが異なる

// この例では紹介のため単純な定義を利用する：

// スペース以外の文字は次を考慮： A-Z, a-z, 0-9, そして '(アポストロフィー）

// この例では文字をビットパターンにマップする簡単な方法を利用する

// これで簡単に文字数をカウントできる

static char alphnrange[16]= {0x27, 0x27, 0x30, 0x39, 0x41, 0x5a, 0x61, 0x7a, 0x0};

static char alp_map8[32] = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80,0x0,0xff, 0x3,0xfe, 0xff, 0xff, 

0x7, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x7}; // 32バイトのルックアップ・テーブル、最初に英数字のビットパターンを

マップする

int wordcnt_c(const  char* s1)

{int  i, j, cnt = 0;

char cc, cc2;

char  flg[3]; // 文字列の区切りを検出

cc2 = cc = s1[0];

// 一度の検索で複数の比較ができるよう、圧縮されたビットパターンを利用する

if( alp_map8[cc>>3] & ( 1<< ( cc & 7) ) )

{ flg[1] = 1; } // ワード中の非スペース文字

(続く )
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例 10-6では、ASCIIコード値 0x0～ 0xffを表す 32バイトのルックアップ・テーブルを作

成し、指定した文字サブセットに一致する各ビットに 1 を割り当てて分割している。 この

ビット・ルックアップ手法では比較演算を簡素化できるが、データフェッチは依然として

1バイト単位である。

// 's' に続く単語を別々にカウントするには適切でないため、

// この例ではアポストロフィーを含めています。

else

{ flg[1] = 0; }

  // 0: 空白、単語の一部とはみなさない

i = 1; // 残りのブロックをスキャンする準備ができている

// 単語の語数をカウントするように、ビットパターンの立下りを検出する。

// これは句読点を処理し、2つの単語を接続するハイフン、

// 連続した空白に対処できる

while (cc2 )

{ cc2 = s1[i];

if( alp_map8[cc2>>3] & ( 1<< ( cc2 & 7) ) )

{ flg[2] = 1;} // スペースではない

else

{ flg[2] = 0;} // スペース

if( !flg[2] && flg[1] ) 

{ cnt ++; } // エッジの落ちを検出

flg[1] = flg[2];

i++;

}

return cnt;

}

例 10-6 Cコードとバイト・スキャニング手法を使用したWordCnt( ) （続き）
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例 10-7に、PCMPISTRMを使用して単語をカウントする同等のコードを示す。 ループ反復

は、1バイト単位ではなく 16バイト単位で実行される。 また、範囲値のペアを使用して文

字セットのサブセットを容易に表現可能であり、PCMPISTRIを 1回実行するだけで範囲値

とテキスト・フラグメント中の各バイトとの並列比較を行える。

例 10-7 PCMPISTRMを使用したWordCnt( )

// SSE4.2 の例では、文字列セット {A-Z, a-z, 0-9, '} (空白でない）を

// 定義して単語をカウントする。各テキストの断片（16バイトまで）は、

// 1つ以上の落ち込みエッジを含む 16ビットパターンにマップされる。

// ビットごとのスキャンは効率が悪く、SIMDプログラミングの

// 適しません。立下りエッジの前には立ち上がりエッジが無くてはならず、ここでは popcnt を利用し、

// 2つに分割することで、立ち上がりと立下りエッジを 2つのビットパルスにマップし、

// 2ビットパルス中のビットをカウントする差分手法を行う。

int wdcnt_sse4_2(const  char* s1)

{int len = 0;

_asm{

mov eax, s1

movdqu xmm3, alphnrange 

; 非スペースコードを見つけるためレンジ値のペアをロード

xor ecx, ecx

xor esi, esi

xor edx, edx

movdqu xmm1, [eax]

pcmpistrm  xmm3, xmm1, 04h ; スペースのような文字は xmm0[15:0] で 0 で表現される

movdqa xmm4, xmm0

movdqa xmm1, xmm0

psrld xmm4, 15 ; 次の反復のため　MSBをセーブ

movdqa xmm5, xmm1

psllw xmm5, 1 ; 事実上 LSB はスペースにマップされる

pxor  xmm5, xmm0 ; 最初のエッジを作成する

pextrd edi, xmm5, 0

jz _lastfragment ; xmm1 が NULL を含めば、ZF がセットされる

popcnt edi, edi ; 最初の断片はおそらく立ち上がりエッジを含む

add esi, edi

mov ecx, 16

_loopc:

add eax, ecx ; アドレスポインターを進める

movdqu xmm1, [eax]

pcmpistrm  xmm3, xmm1, 04h ; スペースのような文字は xmm0[15:0] で 0 で表現される

movdqa xmm5, xmm4 ; 最後の反復からマスクの MSBを探す

movdqa xmm4, xmm0

psrld xmm4, 15 ; 次の反復のため、現在の反復の MSB をセーブ

movdqa xmm1, xmm0

（続く）
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10.3.3 サブ文字列の検索

strstr()は、標準文字列ライブラリーでよく使用される関数である。 ライブラリーは通常、総

当たり方式のバイト単位手法を用いた strstr(sTarg, sRef)を実装し、参照文字列と、1回の文

字列比較に使用するターゲット文字列中のサブセットとの間で反復的な比較を行う。 ター

ゲットサブ文字列と参照文字列の先頭文字が異なり、ターゲットサブ文字列の以降の文字

列比較からターゲット文字列中の次のバイトに移行できる場合に、総当たり方式のバイト

単位手法は妥当な効率を発揮する。

文字列比較で複数の文字の部分一致（すなわち、サブ文字列検索で参照文字列の先頭から

部分一致）が生じたが、部分一致が偽の一致であると判定された場合、総当たり方式の検

索プロセスは前に戻って、以前の文字列比較演算で処理済みの場所から文字列比較を再開

する必要がある。 これは、総当たり方式のサブ文字列検索アルゴリズムにおける再トレー

スの非効率性として知られている。 図 10-2を参照のこと。

psllw xmm1, 1

por xmm5, xmm1 ; 最後の反復の MSBと残りの反復を組み合わせる

pxor xmm5, xmm0 ; エッジパターンとバイナリー波形を区別する

pextrd edi, xmm5, 0 ; エッジパターンは（最後から 1ビット、この範囲から 15ビット）

jz _lastfragment ; xmm1 が NULL を含めば、ZF がセットされる

mov ecx, 16 ; xmm1 が NULL を含まなければ、16バイト進める

popcnt edi, edi ; 立ち上がりと立下りエッジをカウント

add esi, edi ; 両方のエッジのカウントを続行

jmp short _loopc

_lastfragment:

popcnt edi, edi ; 立ち上がりと立下りエッジをカウント

add esi, edi ; 両方のエッジのカウントを続行

shr esi, 1 ; ワードカウントは立下りエッジの数に相当

mov len, esi

}

return len;

}

例 10-7 PCMPISTRMを使用したWordCnt( ) （続き）
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Knuth, Morris, Pratt（KMP）法1は、総当たり方式のサブ文字列検索における再トレースの

非効率性を克服するエレガントな機能強化である。KMP法は、オーバーラップ・テーブル

を使用して部分一致が偽の一致になった場合の再トレース距離を管理しているので、大量

のドキュメントからキーワードが含まれる関連事項を検索するアプリケーションに極め

て有効である。

例 10-8に、KMPサブ文字列検索を使用した Cコードの例を示す。 

図 10-2 総当たり方式のバイト単位検索における再トレースの非効率性

1. Donald E. Knuth 氏、James H. Morris 氏、Vaughan R. Pratt 氏。SIAM J. Comput. 第 6 巻、第 2 号、323 ～

350 ページ（1977 年）

例 10-8 Cコードでの KMPサブ文字列検索

// s1は、レングス cnt1 のターゲット文字列

// s2は、レングス cnt2 の参照文字列 

// jは、文字列比較を開始するターゲット文字列 s1 のオフセット

// iは、バイト単位の比較を行う参照文字列 s2 のオフセット

(続く )

参照文字列

真 /偽

ターゲット

B

B

A

A

A

A

C

C

G

GC

M

M

C

C

M

B A C A G M C M

真 真 真 真 偽

B A AC G M C M

偽

B A AC G M C M

偽

最初の 4バイトの部分一致後に 3バイトを再トレース

文字列
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例 10-8では、KMPオーバーラップ・テーブルの計算も行われている。 KMP法の通常の使

用では、同じ参照文字列が複数回呼び出されるので、オーバーラップ・テーブルを事前計

算する際のオーバーヘッドを容易に吸収できる。 参照文字列のオフセット i で偽の一致で

あると判定された場合、オーバーラップ・テーブルは、オフセット j を更新して次回の文

字列比較を開始すべき場所と、バイト単位の文字比較をレジューム / 再開すべき参照文字

列中のオフセットを予測する。

int str_kmp_c(const  char* s1, int cnt1, const  char* s2, int cnt2 )

{ int i, j;

i = 0; j = 0;

while ( i+j < cnt1) {

if( s2[i] == s1[i+j]) {

i++;

if( i == cnt2) break; // 完全に一致

}

else {

j = j+i - ovrlap_tbl[i]; 

// 次の文字列比較のため、s1 オフセットを更新

if( i > 0) { 

i = ovrlap_tbl[i]; 

// 次の文字列比較の開始位置のため s2オフセットを更新

}

}

};

 return j;

}

void kmp_precalc(const char * s2, int cnt2)

{int i = 2;

char nch = 0;

ovrlap_tbl[0] = -1; ovrlap_tbl[1] = 0;

// pre-calculate KMP table

while( i < cnt2) {

if( s2[i-1] == s2[nch]) {

ovrlap_tbl[i] =  nch +1;

i++; nch++;

}

else if ( nch > 0) nch = ovrlap_tbl[nch];

else {

ovrlap_tbl[i] = 0;

i++;

}

};

ovrlap_tbl[cnt2] = 0;

}

例 10-8 Cコードでの KMPサブ文字列検索 （続き）
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KMP 法では総当たり方式のバイト単位サブ文字列検索に比べて効率が改善されているが、

最大パフォーマンスは依然としてバイト単位演算の数により制限されている。 PCMPISTRI

の汎用性と組み込み型字句解析機能を示すために、総当たり方式の 16バイト単位アプロー

チを使用したサブ文字列検索の SSE4.2コード（例 10-9）と、PCMPISTRIを使用したサブ

文字列検索に KMPオーバーラップ・テーブルを組み合わせたもの（例 10-10）を紹介する。

例 10-9 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した総当たり方式のサブ文字列検索

int strsubs_sse4_2i(const  char* s1, int cnt1, const  char* s2, int cnt2 )

{ int  kpm_i=0, idx;

int  ln1= 16, ln2=16, rcnt1 = cnt1, rcnt2= cnt2;

__m128i *p1 = (__m128i *) s1;

__m128i *p2 = (__m128i *) s2;

__m128ifrag1, frag2;

int  cmp, cmp2,  cmp_s;

__m128i *pt = NULL;

if( cnt2 > cnt1 || !cnt1) return -1;

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

while(rcnt1 > 0)

{ cmp_s = _mm_cmpestrs(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, frag1, 

(rcnt1>ln1)? ln1: rcnt1, 0x0c);

cmp = _mm_cmpestri(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, frag1, 

(rcnt1>ln1)? ln1: rcnt1, 0x0c);

if( !cmp) { // 解析の継続を必要とする部分的一致がある

if( cmp_s) { // s2 を終えているなら

if( pt)

{ idx = (int) ((char *) pt - (char *) s1) ; }

else 

{ idx = (int) ((char *) p1 - (char *) s1) ;  }

return idx;

}

(続く )
テキスト処理 /字句解析 /構文解析における SSE4.2と SIMDプログラミング　10-19



// s2 の最後まで完全な一致を検証するため、文字列の比較を行う

if( pt == NULL) pt = p1;

cmp2 = 16;

rcnt2 = cnt2  - 16 -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

while(  cmp2 == 16  && rcnt2) {  // 各 16 バイト断片の一致

rcnt1 = cnt1  - 16 -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

rcnt2 = cnt2  - 16 -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

if( rcnt1 <=0 || rcnt2 <= 0 ) break;

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

p2 = (__m128i *)(((char *)p2) + 16);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

cmp2 = _mm_cmpestri(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, frag1, 

(rcnt1>ln1)? ln1: rcnt1, 0x18); // lsb, eq each

};

if( !rcnt2 || rcnt2 == cmp2) {

idx = (int) ((char *) pt - (char *) s1) ; 

return idx;

}

else if ( rcnt1 <= 0) { // cmp2 < 16, 一致しない

if( cmp2 == 16 && ((rcnt1 + 16) >= (rcnt2+16) ) )

{idx = (int) ((char *) pt - (char *) s1) ; 

return idx;

}

else return -1;

}

(続く )

例 10-9 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した総当たり方式のサブ文字列検索 （続き）
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例 10-9では、定数を使用してループ内の依存関係を最小限に抑えるアドレス調整が以下の

2カ所で実行されている。 

• 完全一致であるか偽の一致であるかを判定する文字列比較の内側whileループ内（cmp2

の結果は、依存関係を回避するためのアドレス調整には使用されない）。

• 外側ループが PCMPISTRIを実行して、ターゲット・フラグメントと参照文字列の最初

の 16バイト・フラグメントとの 16セットの順序付き比較を行い、16セットの順序付

き比較演算すべてで偽の結果が生じた場合（値が 16 の cmp を生成した場合）の、最

後のコードブロック内。

例 10-10 に、SSE4.2 と KMP オーバーラップ・テーブルを使用してサブ文字列を検索する

同等の組み込み関数コードを示す。 文字列比較の内側ループで偽の一致と判定された場

合、KMPオーバーラップ・テーブルを参照して、ターゲット文字列フラグメントと参照文

字列フラグメントのアドレスオフセットを判断することにより、再トレースを最小限に抑

える。 

例 10-9に示した総当たり方式の SSE4.2コードであっても、再トレース距離が 15バイト未

満の再トレースの大部分は回避される点に注意する。 これは、PCMPISTRIの順序付き比較

プリミティブによるものである。 「順序付き比較」では 16セットの文字列フラグメント比

較が行われ、PCMPISTRIを実行したのと同じ反復内では、部分一致が 15バイト未満の偽

の一致の多くをフィルターで取り除ける。

else { 

       // ターゲット文字列 s1 のオフセット断片を 1 つ進める

p1 = (__m128i *)(((char *)pt) + 1);

  // kmp の利点を活用しない

rcnt1 = cnt1  -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

pt = NULL;

p2 = (__m128i *)((char *)s2) ;  

rcnt2 = cnt2  -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// s1 から次の断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

}

}

else{

if( cmp == 16) p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

else p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + cmp);

rcnt1 = cnt1  -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

if( pt && cmp ) pt = NULL;

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// s1 から次の断片をロード

}

}

return idx;

}

例 10-9 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した総当たり方式のサブ文字列検索 （続き）
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例 10-9 では、再トレース距離が 15 バイトを超えると、フィルターでは取り除けない。 例

10-10では、KMPオーバーラップ・テーブルを参照することにより、15バイトを超える再

トレースを回避できる。

例 10-10 PCMPISTRIと KMPオーバーラップ・テーブルを使用したサブ文字列検索

int strkmp_sse4_2(const  char* s1, int cnt1, const  char* s2, int cnt2 )

{ int  kpm_i=0, idx;

int  ln1= 16, ln2=16, rcnt1 = cnt1, rcnt2= cnt2;

__m128i *p1 = (__m128i *) s1;

__m128i *p2 = (__m128i *) s2;

__m128ifrag1, frag2;

int  cmp, cmp2,  cmp_s;

__m128i *pt = NULL;

if( cnt2 > cnt1 || !cnt1) return -1;

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

while(rcnt1 > 0)

{ cmp_s = _mm_cmpestrs(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, frag1, (rcnt1>ln1)? 

ln1: rcnt1, 0x0c);

cmp = _mm_cmpestri(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, frag1, (rcnt1>ln1)? 

ln1: rcnt1, 0x0c);

if( !cmp) { // 解析の継続を必要とする部分的一致がある

if( cmp_s) { // もし s2 の最後に到達したら 

if( pt)

{ idx = (int) ((char *) pt - (char *) s1) ; }

else 

{ idx = (int) ((char *) p1 - (char *) s1) ;  }

return idx;

}

// s2 の最後まで完全な一致を検証するため、文字列の比較を行う

if( pt == NULL) pt = p1;

cmp2 = 16;

rcnt2 = cnt2  - 16 -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

(続く )
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while(  cmp2 == 16 && rcnt2) {  // 各 16 バイト断片が一致

rcnt1 = cnt1  - 16 -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

rcnt2 = cnt2  - 16 -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

if( rcnt1 <=0 || rcnt2 <= 0 ) break;

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

p2 = (__m128i *)(((char *)p2) + 16);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);

// 最大 16 バイトの断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);

// 最大 16 バイトの断片をロード

cmp2 = _mm_cmpestri(frag2, (rcnt2>ln2)? ln2: rcnt2, 

frag1, (rcnt1>ln1)? ln1: rcnt1, 0x18); // lsb, eq each

};

if( !rcnt2 || rcnt2 == cmp2) {

idx = (int) ((char *) pt - (char *) s1) ; 

return idx;

}

else if ( rcnt1 <= 0 ) { // cmp2 < 16, 一致しない

return -1;

}

else { 

// 部分的な一致は誤った一致を招き、アドレス調整のため KMP オーバーラップ・テーブルを利用

kpm_i = (int) ((char *)p1 - (char *)pt)+ cmp2 ;

p1 = (__m128i *)(((char *)pt) + (kpm_i - ovrlap_tbl[kpm_i])); 

  // スキップを取り消すため kmp を利用

rcnt1 = cnt1  -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

pt = NULL;

p2 = (__m128i *)(((char *)s2) + (ovrlap_tbl[kpm_i]));  

rcnt2 = cnt2  -(int) ((char *)p2-(char *)s2);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// s1 から次の断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

}

}

(続く )
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総当たり方式のバイト単位サブ文字列検索と、それに比べたバイト単位 KMP、総当たり方

式の SSE4.2、および KMPオーバーラップ・テーブル使用の SSE4.2について、相対的な速

度増加をグラフに示す。このグラフでは、長さ 55バイトの参照文字列の再トレース率に対

する相対的な速度増加を示している。 グラフ中で再トレース率が 40%の場合は、最初の 22

文字が部分一致した後で、偽の一致であると判定されたことを意味する。 

総当たり方式のバイト単位の実装が再トレースを必要とする場合でも、それ以外の 3つの

実装では、以下の理由により再トレースの必要性を回避できることがある。

• 例 10-8では、KMPオーバーラップ・テーブルを使用して、部分一致 / 偽の一致後の次回

の文字列比較演算の開始オフセットを予測できる。ただし、先頭文字の偽の一致後に

行われる順方向の進行は、依然としてバイト単位である。

• 例 10-9では、15バイト未満の再トレースは回避できるが、参照文字列の 22バイト目で

部分一致 / 偽の一致が生じると 21バイトの再トレースが行われる。 順序付き比較での

偽の一致の後ごとに行われる順方向の進行は、16バイト単位である。

• 例10-10では、部分一致/偽の一致後の21バイトの再トレースは回避できるが、KMPオー

バーラップ・テーブルのルックアップで多少のオーバーヘッドが生じる。 順序付き比

較での偽の一致の後ごとに行われる順方向の進行は、16バイト単位である。

else{

if( kpm_i && ovrlap_tbl[kpm_i]) { 

p2 = (__m128i *)(((char *)s2) );  

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

//p1 = (__m128i *)(((char *)p1) );

//rcnt1 = cnt1  -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

if( pt && cmp ) pt = NULL;

rcnt2 = cnt2  ;

//frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// s1 から次の断片をロード

frag2 = _mm_loadu_si128(p2);// 最大 16 バイトの断片をロード

kpm_i = 0;

}

else { // サブ断片の同じ並びの比較結果もしくは不一致

if( cmp == 16) p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

else p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + cmp);

rcnt1 = cnt1  -(int) ((char *)p1-(char *)s1);

if( pt && cmp ) pt = NULL;

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// s1 から次の断片をロード

}

}

}

return idx;

}

例 10-10 PCMPISTRIと KMPオーバーラップ・テーブルを使用したサブ文字列検索 （続き）
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10.3.4 文字列トークンの抽出と大文字 /小文字の処理

トークンの抽出は、テキスト / 文字列処理で一般的なタスクである。 これは、より高度な

レクサー / パーサー・オブジェクトを実装する上での基盤の 1 つとなる。 インデックス・

サービスも、トークン化プリミティブに基づいてストリームからのテキストデータをソー

トする。 

図 10-3 SSE4.2におけるサブ文字列検索の高速化

SSE4.2におけるサブ文字列比較のパフォーマンス
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トークン化には、区切り文字の配列を使用できる柔軟性が必要である。ライブラリー関数

の strtok_s()では、テーブル・ルックアップ手法を利用して、区切り文字の連続的な比較を

単一の比較に統合できる（例 10-6と同様）。 例 10-11に、組み込み関数を使用して strtok_s()

と同等の機能を実装した SSE4.2コードを示す。

例 10-11 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した strtok_s( )と同等のコード

char ws_map8[32]; // 区切り文字のためのパックされたビットのルックアップ・テーブル

char * strtok_sse4_2i(char* s1, char *sdlm, char ** pCtxt)

{

__m128i *p1 = (__m128i *) s1;

__m128ifrag1, stmpz, stmp1;

int cmp_z, jj =0;

int  start, endtok, s_idx, ldx;

if (sdlm == NULL || pCtxt == NULL) return NULL;

if( p1 == NULL && *pCtxt == NULL) return NULL;

if( s1 == NULL)  {

if( *pCtxt[0] == 0 ) { return NULL; }

p1 = (__m128i *) *pCtxt;

s1 = *pCtxt;

}

else p1 = (__m128i *) s1;

memset(&ws_map8[0], 0, 32);

while (sdlm[jj] ) {

ws_map8[ (sdlm[jj] >> 3) ] |= (1 << (sdlm[jj] & 7) ); jj ++

}

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

stmpz  = _mm_loadu_si128((__m128i *)sdelimiter);

// 最初の文字が区切り文字でなければ、非区切り文字をチェックを続行

// さもなければ先導する区切り文字をスキップする必要がある

if( ws_map8[s1[0]>>3] & (1 <<  (s1[0]&7)) ) {

 start = s_idx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x10);

// 符号なしバイト /いづれも等しい、反転、LSB

}

else start = s_idx = 0;

(続く )
10-26　 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



// 16バイト以下の短い文字列を扱うかチェック

cmp_z = _mm_cmpistrz(stmpz, frag1, 0x10);

if( cmp_z) {  // 最後の断片

if( !start) {

endtok = ldx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x00);

if( endtok == 16) {

// NULL で終わるまで区切り文字が見つからない

// どこに NULL があるか検出

*pCtxt = s1+ 1+ _mm_cmpistri(frag1, frag1, 0x40);

return s1;

}

else { // この単語を終了させる区切り文字を検出

s1[start+endtok] = 0;

*pCtxt = s1+start+endtok+1;

}

}

else {

if(!s1[start] ) {

*pCtxt = s1 + start +1;

return NULL;

}

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + start);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);

// 最大 16 バイトの断片をロード

endtok = ldx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x00);

// 符号なしバイト /いづれも等しい、反転、LSB

if( endtok == 16) { // 区切り文字を探したが、見つからなかった

*pCtxt = (char *)p1 + 1+ _mm_cmpistri(frag1, frag1, 0x40);

return s1+start;

}

else { // NULL バイトの前に区切り文字を検出

s1[start+endtok] = 0;

*pCtxt = s1+start+endtok+1;

}

}

}

(続く )

例 10-11 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した strtok_s( )と同等のコード （続き）
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else

{ while ( !cmp_z && s_idx == 16) {

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

s_idx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x10);

// 符号なしバイト /いづれも等しい、反転、LSB

cmp_z = _mm_cmpistrz(stmpz, frag1, 0x10);

}

if(s_idx != 16) start = ((char *) p1  -s1) + s_idx;

else { 

// 区切り文字を探して最後まで達したが、

// 区切り文字は見つからなかった

*pCtxt = (char *)p1  +1+ _mm_cmpistri(frag1, frag1, 0x40);

return NULL;

}

if( !s1[start] ) { // 区切り文字の後に NULL 文字が続く場合

*pCtxt = s1 + start+1;

return NULL;

}

// 現在いくつの非区切り文字があるか検出

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + s_idx);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

endtok = ldx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x00);

// 符号なしバイト /いづれも等しい、反転、LSB

cmp_z = 0;

while ( !cmp_z && ldx == 16) {

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

ldx = _mm_cmpistri(stmpz, frag1, 0x00);

// 符号なしバイト /いづれも等しい、反転、LSB

cmp_z = _mm_cmpistrz(stmpz, frag1, 0x00);

if(cmp_z) { endtok += ldx; }

}

(続く )

if( cmp_z ) { // s1 の最後に到達した

if(  ldx < 16) // 区切り文字で検出された単語の終わり

endtok += ldx;

else { // NULL 文字で検出された単語の終わり

if( s1[start+endtok]) 

// NULL 文字で始まらないことを確実にする

endtok += 1+ _mm_cmpistri(frag1, frag1, 0x40);

}

}

*pCtxt = s1+start+endtok+1;

s1[start+endtok] = 0;

}

return (char *) (s1+ start);

}

例 10-11 PCMPISTRIの組み込み関数を使用した strtok_s( )と同等のコード （続き）
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例10-12に、組み込み関数を使用して strupr()と同等の機能を実装したSSE4.2コードを示す。

例 10-12 PCMPISTRMの組み込み関数を使用した strupr( )と同等のコード

static char uldelta[16]= {0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 

0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20};

static char ranglc[6]= {0x61, 0x7a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

char * strup_sse4_2i(  char* s1)

{int len = 0, res = 0;

__m128i *p1 = (__m128i *) s1;

__m128ifrag1, ranglo, rmsk, stmpz, stmp1;

int cmp_c, cmp_z, cmp_s;

if( !s1[0]) return (char *) s1;

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

ranglo = _mm_loadu_si128((__m128i *)ranglc);// 最大 16 バイトの断片をロード

stmpz  = _mm_loadu_si128((__m128i *)uldelta);

cmp_z = _mm_cmpistrz(ranglo, frag1, 0x44);

// 比較範囲、バイトマスク生成

while (!cmp_z)

{

rmsk = _mm_cmpistrm(ranglo, frag1, 0x44); // バイトマスク生成

stmp1 = _mm_blendv_epi8(stmpz, frag1, rmsk);

  // lc のバイトは保存され、他のバイトは const で置き換えられる

stmp1 =_mm_sub_epi8(stmp1, stmpz);

  // lc バイトは uc になり、他のバイトはゼロになる

stmp1 = _mm_blendv_epi8(frag1, stmp1, rmsk);

  // lc バイトは uc に置き換わり、他のバイトは変わらない

_mm_storeu_si128(p1, stmp1);// 

p1 = (__m128i *)(((char *)p1) + 16);

frag1 = _mm_loadu_si128(p1);// 最大 16 バイトの断片をロード

cmp_z = _mm_cmpistrz(ranglo, frag1, 0x44);

}

if( *(char *)p1 == 0) return (char *) s1;

rmsk = _mm_cmpistrm(ranglo, frag1, 0x44);

// バイトマスク、有効な lc バイトは 1、他全ては 0

stmp1 = _mm_blendv_epi8(stmpz, frag1, rmsk);

// lc のバイトは継続され、他のバイトは const で置き換えられる

stmp1 =_mm_sub_epi8(stmp1, stmpz);

// lc バイトは uc になり、他のバイトはゼロになる

stmp1 = _mm_blendv_epi8(frag1, stmp1, rmsk);

// lc バイトは uc に置き換わり、他のバイトは変わらない

rmsk = _mm_cmpistrm(frag1, frag1, 0x44);

// バイトマスク、有効なバイトは 1、他全ては 0

_mm_maskmoveu_si128(stmp1, rmsk, (char *) p1);// 

return (char *) s1;

}
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10.3.5 Unicode処理と PCMPxSTRy

ソフトウェアをローカライズするには、文字列 / テキストデータの Unicode 表現が必要に

なる。 ローカライズされたコンテンツでの一般的なエンコード方式は、UTF-16 である。

UTF-16表現の場合、各文字はコードポイントによって表される。 コードポイントには、16

ビット・コードポイントと 32 ビット・コードポイントの 2種類がある。32ビット・コー

ドポイントは、指定された値範囲内の 16ビット・コードポイントのペアからなり、代替え

ペアとも呼ばれる。 

Unicode 処理における一般的な手法では、テーブル・ルックアップ手法が使用され、これ

には分岐が削減されるメリットがある。 チュートリアル例として、適切にエンコードされ

た UTF-16 文字列の長さを判断する同様の問題に対し、テーブル・ルックアップ使用の汎

用コードを用いた場合と SSE4.2を用いた場合について比較する。

例 10-13 に示す C コードシーケンスでは、Unicode テキストブロック中の適切にエンコー

ドされた UTF-16コードポイント（16ビットまたは 32ビットのコードポイント）の数を判

断している。 このコードでは、不適切にエンコードされた代替えペアがテキストブロック

中に存在するかどうかも確認している。 

例 10-13 Cコードとテーブル・ルックアップ手法を使用した UTF16 verstrlen()

// この例では、代替えペア（32ビット・コードポイント）とテキストブロックの

// 16ビットと 32ビットのコードポイント数を記録する

// 引数： s1 は UTF16 テキストブロックへのポインター

// pLen: UTF16 コードポイントのストア数

// 代替え範囲でエンコードされた 16ビットのコードポイント数を返すが、

// 適切にエンコードされた代替えペアを生成してはならない。

// 戻り値が 0 なら、s1 は適切にエンコードされた UTF16 ブロックであり、

// 0 より大きければ、s1 無効な代替えエンコードを含む。

int u16vstrlen_c(const  short* s1, unsigned * pLen)

{int  i, j, cnt = 0, cnt_invl = 0, spcnt= 0;

unsigned short cc, cc2;

char  flg[3];

 

 cc2 = cc = s1[0];

// map each word in s1into bit patterns of 0, 1or 2 using a table lookup

// the first half of a surrogate pair must be encoded between D800-DBFF and mapped 

// as 2 the 2nd half of a surrogate pair must be encoded between DC00-DFFF and 

// mapped as 1 regular 16-bit encodings are mapped to 0, except null code 

// mapped to 3

flg[1] = utf16map[cc]; 

 flg[0] = flg[1];

 if(!flg[1]) cnt ++;

 i = 1;

(続く )
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UTF-16でエンコードされたテキストブロック向けの verstrlen()関数は、SSE4.2を使用して

実装できる。

例 10-14に SSE4.2のアセンブリー・コードを、例 10-15に SSE4.2の verstrlen()の組み込み

関数のコードを示す。

 while (cc2 ) // 各非 NULL ワードのエンコードを調べる
 { cc2 = s1[i];

flg[2] = utf16map[cc2];

if( (flg[1] && flg[2] && (flg[1]-flg[2] == 1) )  ) 

{ spcnt ++; }// 代替えペアを検出
else if(flg[1] == 2 && flg[2] != 1)

{  cnt_invl += 1; } // 単独な前半
else if( !flg[1]  && flg[2] == 1) 

{  cnt_invl += 1; } // 単独な後半
else 

{ if(!flg[2]) cnt ++;// 通常の非 NULL コード 16 ビットコードポイント
else ;

}

flg[0] = flg[1];// 次の反復のためペアシーケンスをセーブ
flg[1] = flg[2];

i++;

 }

 *pLen = cnt + spcnt;

 return cnt_invl;

}

例 10-14 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()のアセンブリー・コード

// 32 ビットの UTF-16 コードポイントのいづれか半分を検出する範囲値の補足

static short ssch0[16]= {0x1, 0xd7ff, 0xe000, 0xffff, 0, 0}; 

// 32 ビットの UTF-16 コードポイントの前半を検出する範囲値の補足

static short ssch1[16]= {0x1, 0xd7ff, 0xdc00, 0xffff, 0, 0}; 

// 32 ビットの UTF-16 コードポイントの後半を検出する範囲値の補足

static short ssch2[16]= {0x1, 0xdbff, 0xe000, 0xffff, 0, 0}; 

(続く )

例 10-13 Cコードとテーブル・ルックアップ手法を使用した UTF16 verstrlen() （続き）
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int utf16slen_sse4_2a(const  short* s1, unsigned * pLen)

{int len = 0, res = 0;

_asm{

mov eax, s1

movdqu xmm2, ssch0 ; 前半か後半か識別するため範囲値をロード

movdqu xmm3, ssch1 ; 前半を識別するため範囲値をロード (0xd800から 0xdbff)

movdqu xmm4, ssch2 ; 後半を識別するため範囲値をロード (0xdc00から 0xdfff)

xor ecx, ecx

xor edx, edx; 32ビット・コードポイント数をストア（隣接するペア）

xor ebx, ebx; NULL 以外の 16ビット・コードポイント数をストア

xor edi, edi ; 無効なワードエンコード数をストア

_loopc:

shl ecx, 1 ; ワード処理を行う PCMPISTRI 命令は、ワード粒度の ECX を返す。

; 2倍してバイトオフセットを取得。

add eax, ecx

movdqu xmm1, [eax] ; 最大 8 ワードの文字列の断片をロード

pcmpistri  xmm2, xmm1, 15h; 符号なしワード、範囲、反転、LSBインデックスを ECXに返す

; XMM1 に UTF-16 NULL wchar があれば、ZF がセットされる

; 8つのワード比較がすべて一致したなら、

; 中間結果にビットは立たず、反転後にセットされ、

; ECX には 8 が返る

jz short _lstfrag; NULL ならば最後の断片を扱う

; ECX < 8 ならば、ECX は 32 ビット・コードポイントの前半か後半のいづれかのワードを指す

cmp ecx, 8

jne _chksp

add ebx, ecx   ; 16 ビット非 NULL コードポイント数を計算

mov ecx, 8 ; ループキャリーの依存性を避けるため、ここで ECX は 8でなければいけない。

jmp _loopc

例 10-14 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()のアセンブリー・コード （続き）
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_chksp:; この断片は、隣接する値でワードエンコードされる

add ebx, ecx ; 16ビットのコードポイント

shl ecx, 1 ; ワード処理を行う PCMPISTRI 命令は、ワード粒度の ECX を返す。

; 2倍してバイトオフセットを取得。

add eax, ecx

movdqu xmm1, [eax] ; ワードエンコードされた断片は、前半か後半のいづれかで始まることを確実にする

pcmpistri  xmm3, xmm1, 15h; 符号なしワード、範囲、反転、LSBインデックスを ECXに返す

jz short _lstfrag2; NULL コードなら、最後の断片を扱う

cmp ecx, 0 ; 適切にエンコードされた 32ビット・コードポイントは、前半から始まる

jg _invalidsp; この断片にはいくつかの無効な S-Pコードがある

pcmpistri  xmm4, xmm1, 15h; 符号なしワード、範囲、反転、LSBインデックスを ECXに返す

cmp ecx, 1 ; 後半は前半に続く必要がある

jne _invalidsp

add edx, 1 ; 有効な隣接ペア数を計算

add ecx, 1 ; 2つ分ワードを進める

jmp _loopc

_invalidsp:; この断片の最初のワードは、ワードの後半か異なるペアの前半

add edi, 1  ; 無効なコードペアを検出（隣接しないペア）

mov ecx, 1 ; 1つワードを進め、32ビット・コードポイントのスキャンを続行

jmp _loopc

_lstfrag:

add ebx, ecx ; NULL でない 16ビットのコードポイント

_morept:

shl ecx, 1 ; ワード処理を行う PCMPISTRI 命令は、ワード粒度の ECX を返す。

; 2倍してバイトオフセットを取得。

add eax, ecx

mov si, [eax] ; NULL コードがあるかどうかをチェックする必要がある

cmp si, 0

je _final

movdqu xmm1, [eax] ; 前半 /後半いづれかの残りのワードをロード

pcmpistri  xmm3, xmm1, 15h; 符号なしワード、範囲、反転、LSBインデックスを ECXに返す

(続く )

例 10-14 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()のアセンブリー・コード （続き）
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_lstfrag2:

cmp ecx, 0 ; 有効な 32ビットのコードポイントは前半から始まらなければいけない

jne _invalidsp2

pcmpistri  xmm4, xmm1, 15h; 符号なしワード、範囲、反転、LSBインデックスを ECXに返す

cmp ecx, 1

jne _invalidsp2

add edx, 1

mov ecx, 2

jmp _morept

_invalidsp2:

add edi, 1

mov ecx, 1

jmp _morept

_final:

add edx, ebx; 16ビットと 32ビットコードポイント数を加算

mov ecx, pLen; 呼び出し元によって提供されたアドレスポインターを復旧

mov [ecx], edx; 文字列長をメモリーへストア

mov res, edi

}

return res;

}

例 10-15 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()の組み込み関数コード

int utf16slen_i(const  short* s1, unsigned * pLen)

{int len = 0, res = 0;

__m128i *pF = (__m128i *) s1;

__m128i u32 =_mm_loadu_si128((__m128i *)ssch0);

(続く )

例 10-14 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()のアセンブリー・コード （続き）
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__m128i  u32a =_mm_loadu_si128((__m128i *)ssch1);

__m128i  u32b =_mm_loadu_si128((__m128i *)ssch2);

__m128i frag1;

int offset1 = 0, cmp, cmp_1, cmp_2;

int cnt_16 = 0, cnt_sp=0, cnt_invl= 0;

short *ps;

while (1) {

pF = (__m128i *)(((short *)pF) + offset1);

frag1 = _mm_loadu_si128(pF);// load up to 8 words 

// frag1 は、32ビット UTF-16 コードポイントのどちらか半分を含むか ?
cmp = _mm_cmpistri(u32, frag1, 0x15);

// 符号なしバイト、等しい並び、LSBインデックスを ECXに返す

if (_mm_cmpistrz(u32, frag1, 0x15))// frag1 に NULL がある
{ cnt_16 += cmp;

ps = (((short *)pF) + cmp);

while (ps[0])

{ frag1 = _mm_loadu_si128( (__m128i *)ps);

cmp_1 = _mm_cmpistri(u32a, frag1, 0x15);

if(!cmp_1)

{ cmp_2 = _mm_cmpistri(u32b, frag1, 0x15);

if( cmp_2 ==1) { cnt_sp++; offset1 = 2;}

else {cnt_invl++;  offset1= 1;}

}

else

{ cmp_2 = _mm_cmpistri(u32b, frag1, 0x15);

if(!cmp_2) {cnt_invl ++; offset1 = 1;}

else {cnt_16 ++; offset1 = 1; }

}

ps = (((short *)ps) + offset1);

}

break;

}

(続く )

例 10-15 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()の組み込み関数コード （続き）
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10.3.6 SSE4.2を使用した置換文字列ライブラリー関数

アライメントの合っていない 128ビット SIMDメモリーアクセスでは、ページ境界をまた

がってデータをフェッチできる。 システム・ソフトウェアはページ単位でメモリーアクセ

ス権を管理するので、SIMD 命令を使用した置換可能な文字列ライブラリー関数を実装す

る際は、メモリーアクセス違反を発生させてはならない。 この要件は、各文字列フラグメ

ントのメモリーアドレスをチェックする少量のコードを追加すると解決できる。 メモリー

アドレスが次のページ境界から 16バイト以内であると判明した場合、文字列処理アルゴリ

ズムはバイト単位の手法に戻ることができる。 

if(cmp != 8) 

// 32ビット UTF-16 コードポイントの半分はある

{ cnt_16 += cmp; // 通常の 16ビット UTF-16 コードポイント
pF = (__m128i *)(((short *)pF) + cmp);

frag1 = _mm_loadu_si128(pF);

cmp_1 = _mm_cmpistri(u32a, frag1, 0x15);

if(!cmp_1) 

{ cmp_2 = _mm_cmpistri(u32b, frag1, 0x15);

if( cmp_2 ==1) { cnt_sp++; offset1 = 2;}

else {cnt_invl++;  offset1= 1;}

}

else 

{ cnt_invl ++;

offset1 = 1;

}

}

else {

offset1 = 8; 

// 次の断片を処理するためアドレスを 16バイト進める
cnt_16+= 8;

}

};

*pLen = cnt_16 + cnt_sp;

return cnt_invl;

}

例 10-15 PCMPISTRIを使用した UTF16 verstrlen()の組み込み関数コード （続き）
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例 10-16 に、標準ツールで用意されているバイト単位コードを置き換えることのできる

SSE4.2の strcmp()コードを示す。

例 10-16 SSE4.2を使用した置換文字列ライブラリーの strcmp

// 文字列が等しければ 0を、大きければ 1、小さければ -1を返す

int strcmp_sse4_2(const char *src1, const char *src2)

{

int val;

__asm{

mov esi, src1 ; 

mov edi, src2

mov edx, -16 

; どちらかの文字列ポインターのベースに関連する共通インデックス

xor eax, eax

topofloop:

add edx, 16 ; ループキャリーによる依存性を排除

next:

lea ecx, [esi+edx] ; ロードする断片のアドレス

and ecx, 0x0fff 

; ページ境界のアドレスの最下位 12ビットをチェック

cmp ecx, 0x0ff0

jg too_close_pgb 

; 16バイト境界以内ならバイト単位へ分岐

lea ecx, [edi+edx] 

; 2番目の文字列の断片に同じチェックを行う

and ecx, 0x0fff

cmp ecx, 0x0ff0

jg too_close_pgb

movdqu xmm2, BYTE PTR[esi+edx]

movdqu xmm1, BYTE PTR[edi+edx]

pcmpistrixmm2, xmm1, 0x18 ; それぞれ等しい

ja topofloop

jnc ret_tag

add edx, ecx ; ECX は異なるバイトオフセットを示す

not_equal:

movzx eax, BYTE PTR[esi+edx]

movzx edx, BYTE PTR[edi+edx]

cmp eax, edx

cmova eax, ONE

cmovb eax, NEG_ONE

jmp ret_tag

(続く )
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例 10-16では、「next」ラベルの後に 8個の命令が追加され、2つの文字列フラグメントを

レジスターにロードするのに使用されるアドレスに対して4KB境界のチェックを実行して

いる。 いずれかのアドレスが次のページ境界から 16 バイト以内であることが判明した場

合、コードは「too_close_pgb」ラベルの後のバイト単位比較パスに分岐する。

例 10-16 の戻り値では、CMOV を用いて 0、+1、-1 を返す形式が採用されている。 命令を

少し変更して、0、正の整数、負の整数を返す形式を実装することは容易である。

10.4 SSE4.2で可能な数値および字句計算

SSE4.2 では、SIMD プログラミング手法を有効にして、SIMD 命令を使用する際の候補と

してふさわしくないとみなされたバイト単位の計算問題を調査できる。一般的なライブラ

リー関数 atol() を完全 64 ビット方式で使用し、一連の英数字文字をデータタイプ __int64

で表現可能な範囲内に変換することを検討する。

この文字列から整数への変換問題には次のようないくつかの特性がある。この問題に対

し、SSE4.2 の導入前の SIMD命令セットを使用した場合、文字列から整数への変換の数値

計算を高速化するのは困難であるように見える。

• 文字サブセット検証：入力ストリーム内の各文字は、文字サブセット定義の観点で検

証され、スペース、符号、数字のデータ表現規則に適合する必要がある。SSE4.2には、

文字サブセット検証のための完全なツールが用意されている。

too_close_pgb:

add edx, 1 ; バイト単位の比較

movzx ecx, BYTE PTR[esi+edx-1]

movzx ebx, BYTE PTR[edi+edx-1]

cmp ecx, ebx

jne inequality

add ebx, ecx

jnz next

jmp ret_tag

inequality:

cmovb eax, NEG_ONE

cmova eax, ONE

ret_tag:

mov [val], eax

}

return(val);

}

例 10-16 SSE4.2を使用した置換文字列ライブラリーの strcmp （続き）
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• 文字検証における状態依存の性質：SIMD計算命令では「10で乗算して加算」という算

術演算を高速化できるが、算術演算の対象となる入力バイトストリームは数字のみで

構成されている必要がある。例えば、数字、スペース、および符号の有無の検証は中

間ストリームで行う必要がある。SSE4.2プリミティブの柔軟性により、これらの状態

依存の検証を適切に処理できる。

• さらに、無効な文字が原因で、算術演算を終了させる終了条件が中間ストリームで発

生することもある。また、データタイプの表現可能範囲が有限（int64の場合は ~10^19、

int32 の場合は先頭が 0 でない 10桁以下の数字）であるために、ショートバーストで

構成されるこのタイプのデータストリームは SIMD命令セットによる調査には適して

おらず、バイト単位のソリューションで十分な可能性もある。

文字サブセット検証および状態依存の性質により、標準ライブラリー関数のバイト単位の

ソリューションは初期コストが高くなり（例えば、1つの数字を整数に変換するのに 50ま

たは 60サイクルかかることがある）、スループットが低くなる傾向にある（入力文字スト

リーム内の追加の各数字を処理するのにバイトあたり 6～ 8サイクルかかることがある）。

例 10-17に、標準ライブラリーに含まれる atol() を置き換える疑似フローを示す。

例 10-18 に、int64 出力範囲を生成できる、atol() と同等の機能のコードリストを示す。例

10-19には、補助関数とデータ定数を示す。

例 10-17 文字列変換用の文字サブセット検証のフローの概要

1. Early_Out終了条件（先頭バイトが有効でない場合など）をチェックする。

2. 先頭バイトがスペースであるかどうかをチェックし、先頭にスペースが追加されている場

合はそれをスキップする。

3. 符号バイトの存在をチェックする。

4. 残りのバイトストリームの有効性をチェックする（それらが数字である場合）。

5. バイトストリームが「0」で始まる場合、先頭が 0であるすべての数字をスキップする。

6. 先頭が 0でない有効な数字の数を確認する。

7. 先頭が 0でない最大 16桁の数字を int64値に変換する。

8. 最大で次の 16バイトまでを安全にロードし、結果の数字をチェックする。

9. 先頭の 16桁から変換された int64値を残りの桁数に従って正規化する。

10. 正規化した中間 int64値の許容範囲外の結果をチェックする。

11. 残りの桁を int64値に変換し、正規化した中間結果に追加する。

12. 許容範囲外の最終結果をチェックする。
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例 10-18 PCMPISTRIを使用した atol()置換の組み込み関数コード

__int64 sse4i_atol(const  char* s1)

{char  *p = ( char *) s1;

  int NegSgn = 0;

  __m128i mask0;

  __m128i  value0, value1;

  __m128i  w1, w1_l8, w1_u8, w2, w3 = _mm_setzero_si128();

  __int64 xxi;

  int index, cflag, sflag, zflag, oob=0;

// ルックアップで最初のキャラクターが正当かチェック

if ( (BtMLValDecInt[ *p >> 3] & (1 << ((*p) & 7)) ) == 0) return 0;

// 最初がスペースなら残りのスペースをスキップ

if (BtMLws[*p >>3] & (1 <<((*p) & 7)) )

{  p ++;

   value0 = _mm_loadu_si128 ((__m128i *) listws);

skip_more_ws:

      mask0 = __m128i_strloadu_page_boundary (p);      

      // 最初のスペース以外のキャラクターを探す

      index = _mm_cmpistri (value0, mask0,  0x10);

      cflag = _mm_cmpistrc (value0, mask0,   0x10);  

      sflag = _mm_cmpistrs (value0, mask0,   0x10);  

      if( !sflag && !cflag) 

      {  p = ( char *) ((size_t) p + 16);

         goto skip_more_ws;

      }

      else         p = (  char *) ((size_t) p + index);

}

if( *p == '-')

{  p++;

   NegSgn = 1;

}

else if( *p == '+') p++;

// 最大 16バイトを安全にロードし、何桁の有効な数値を SIMD演算できるかチェック

value0 = _mm_loadu_si128 ((__m128i *) rangenumint);

mask0 = __m128i_strloadu_page_boundary (p); 

index = _mm_cmpistri (value0, mask0,  0x14);

zflag = _mm_cmpistrz (value0, mask0,  0x14);

(続き )
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// 有効な数値ではない最初の桁へのポインター

if( !index) return 0;

else if (index == 16)

{  if( *p == '0') // もし 16バイトすべてが数値なら

   {  // 先行するゼロをスキップ

      value1 = _mm_loadu_si128 ((__m128i *) rangenumintzr);

      index = _mm_cmpistri (value1, mask0,  0x14);

      zflag = _mm_cmpistrz (value1, mask0,  0x14);

      while(index == 16 && !zflag )

      {  p = ( char *) ((size_t) p + 16);

         mask0 = __m128i_strloadu_page_boundary (p); 

         index = _mm_cmpistri (value1, mask0,  0x14);

         zflag = _mm_cmpistrz (value1, mask0,  0x14);

      }

      // 最初の数値はゼロ以外、最大 16バイトををロードし、インデックスを更新

      if( index < 16) 

         p = ( char *) ((size_t) p + index); 

      // 最大 16バイトの非ゼロ数値をロード

      mask0 = __m128i_strloadu_page_boundary (p); 

      // 非数値キャラクターへのポインターを更新、もしくは 16バイト以上あることを通知

      index = _mm_cmpistri (value0, mask0,  0x14);

   }

}

if( index == 0)  return 0;

else if( index == 1)   return (NegSgn? (long long) -(p[0]-48): (long long) 

(p[0]-48));

// xmm の入力桁の並びは反転している。出力 LS 桁は、 EOS と並んでいる

// 再下位数値桁はバイト 15にアライメントされ、それぞれ ACSIIコードから 0x30を減算する

mask0  = ShfLAlnLSByte( mask0, 16 -index);  

w1_u8 = _mm_slli_si128 ( mask0, 1);  

w1 = _mm_add_epi8( mask0, _mm_slli_epi16 (w1_u8, 3)); // 8 を乗算し加算

w1 = _mm_add_epi8( w1, _mm_slli_epi16 (w1_u8, 1)); // バイト 0, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 中のバイトごとの 7 つの LSビット

w1 = _mm_srli_epi16( w1, 8);  // 各ワードの上位ビットをクリア

w2 = _mm_madd_epi16(w1, _mm_loadu_si128(  (__m128i *) &MulplyPairBaseP2[0]) 

); /* multiply base^2, add adjacent word,*/

w1_u8 = _mm_packus_epi32 ( w2, w2);  //　各 DWORDの 4つの下位ワードを 63:0 にパック

w1 = _mm_madd_epi16(w1_u8, _mm_loadu_si128(  (__m128i *) 

&MulplyPairBaseP4[0]) ); // base^4 を掛けて隣のワードに加算

w1 = _mm_cvtepu32_epi64( w1);  // 63:0 の変換された DWORD を QWORD に拡張

w1_l8 = _mm_mul_epu32(w1, _mm_setr_epi32(  100000000, 0, 0, 0) );

w2 = _mm_add_epi64(w1_l8, _mm_srli_si128 (w1, 8) );

(続く )

例 10-18 PCMPISTRIを使用した atol()置換の組み込み関数コード （続き）
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SSE4.2 の拡張版 atol()置換の一般的なパフォーマンス特性により、Cコードから生成され

るバイト単位の実装よりも初期コストが多少低くなる。

if( index < 16)

{  xxi = _mm_extract_epi64(w2, 0);

   return (NegSgn? (long long) -xxi: (long long) xxi);

}

// 64 ビット整数は非ゼロ数値を最大 20桁許容

// 各 16 桁の断片を計算

w3 = _mm_add_epi64(w3, w2);

//　最大 16桁の次のバッチを処理、64ビット整数は 4桁のみ許容

p = ( char *) ((size_t) p + 16);

if( *p == 0)

{  xxi = _mm_extract_epi64(w2, 0);

   return (NegSgn? (long long) -xxi: (long long) xxi);

}

mask0 = __m128i_strloadu_page_boundary (p);

// 最初の非数値へのポインター

index = _mm_cmpistri (value0, mask0,  0x14);

zflag = _mm_cmpistrz (value0, mask0,  0x14);

if( index  == 0) // 最初のキャラクターは無効な数値

{  xxi = _mm_extract_epi64(w2, 0);

   return (NegSgn? (long long) -xxi: (long long) xxi);

}

if ( index > 3)  return (NegSgn? (long long) RINT64VALNEG: (long long) 

RINT64VALPOS);

// base^index で qword の下位を乗算

w1 =  _mm_mul_epu32( _mm_shuffle_epi32( w2,  0x50), _mm_setr_epi32( 

MulplyByBaseExpN

     [index - 1] , 0, MulplyByBaseExpN[index-1], 0));

w3 = _mm_add_epi64(w1, _mm_slli_epi64 (_mm_srli_si128(w1, 8), 32 ) );

mask0  = ShfLAlnLSByte( mask0, 16 -index); 

// xmm の上位 8バイトを変換 :再下位のみ。出力の 4桁が前の 16桁に追加される

w1_u8 = _mm_cvtepi8_epi16(_mm_srli_si128 ( mask0, 8)); 

//　一度に 2桁の乗数を dword にマージ

w1_u8 = _mm_madd_epi16(w1_u8, _mm_loadu_si128(  (__m128i *) 

&MulplyQuadBaseExp3To0 [ 0]));

// ビット 63:0 は 2つの dword整数を持つ。ビット 63:32 は出力の LS dword。ビット 127:64 

は必要ない

w1_u8 = _mm_cvtepu32_epi64( _mm_hadd_epi32(w1_u8, w1_u8) ); 

w3 = _mm_add_epi64(w3, _mm_srli_si128( w1_u8, 8) );

xxi = _mm_extract_epi64(w3, 0);

if( xxi >> 63 )

          return (NegSgn? (long long) RINT64VALNEG: (long long) RINT64VALPOS);

else   return (NegSgn? (long long) -xxi: (long long) xxi);

}

例 10-18 PCMPISTRIを使用した atol()置換の組み込み関数コード （続き）
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例 10-19 sse4i_atol()コードで使用される補助ルーチンとデータ定数

// 10進ストリング、スペース、記号、数値変換のための有効な ASCIIコードのルックアップ・テー

ブル。

static  char BtMLValDecInt[32] = {0x0, 0x3e, 0x0, 0x0, 0x1, 0x28, 0xff, 0x03,

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};

// ビット・ルックアップ・テーブル、スペースのみ

static char BtMLws[32] = {0x0, 0x3e, 0x0, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0,

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};

// STTNI で利用するスペースのリスト

static  char listws[16] = 

         {0x20, 0x9, 0xa, 0xb, 0xc, 0xd, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0};

// STTNI で利用する数値のリスト

static  char rangenumint[16] = 

         {0x30, 0x39, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0};

static  char rangenumintzr[16] = 

         {0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

0x0, 0x0, 0x0};

// 隣接した short 整数のペアに PMADDWD を利用、これは 2つの整数をマージする 2番目のス

テップ

static short MulplyPairBaseP2[8] = 

{ 100, 1, 100, 1, 100, 1, 100, 1};

// 2つの隣接する short 整数ペアのための乗数のペア。これは 4つの整数ペアをマージする 3番目

のステップ

static short MulplyPairBaseP4[8] = 

{ 10000, 1, 10000, 1, 10000, 1, 10000, 1 };

// 16 桁の整数をノーマライズする PMULLD のための乗数

static int MulplyByBaseExpN[8] = 

{  10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000};

static short MulplyQuadBaseExp3To0[8] = 

{ 1000, 100, 10, 1, 1000, 100, 10, 1};

(続く )
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__m128i __m128i_shift_right (__m128i value, int offset)

{ switch (offset)

    {

    case 1: value = _mm_srli_si128 (value, 1); break;

    case 2: value = _mm_srli_si128 (value, 2); break;

    case 3: value = _mm_srli_si128 (value, 3); break;

    case 4: value = _mm_srli_si128 (value, 4); break;

    case 5: value = _mm_srli_si128 (value, 5); break;

    case 6: value = _mm_srli_si128 (value, 6); break;

    case 7: value = _mm_srli_si128 (value, 7); break;

    case 8: value = _mm_srli_si128 (value, 8); break;

    case 9: value = _mm_srli_si128 (value, 9); break;

    case 10: value = _mm_srli_si128 (value, 10); break;

    case 11: value = _mm_srli_si128 (value, 11); break;

    case 12: value = _mm_srli_si128 (value, 12); break;

    case 13: value = _mm_srli_si128 (value, 13); break;

    case 14: value = _mm_srli_si128 (value, 14); break;

    case 15: value = _mm_srli_si128 (value, 15); break;

    }

  return value;

}

/* 安全にページ境界近くの Sで文字列をロード */

__m128i __m128i_strloadu_page_boundary (const  char *s)

{

  int offset = ((size_t) s & (16 - 1));

  if (offset)

  {

      __m128i v = _mm_load_si128 ((__m128i *) (s - offset));

      __m128i zero = _mm_setzero_si128 ();

      int bmsk = _mm_movemask_epi8 (_mm_cmpeq_epi8 (v, zero));

      if ( (bmsk >> offset) != 0 )  return __m128i_shift_right (v, offset);

  }

  return _mm_loadu_si128 ((__m128i *) s);

}

(続く )

例 10-19 sse4i_atol()コードで使用される補助ルーチンとデータ定数 （続き）
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__m128i ShfLAlnLSByte( __m128i value, int offset)

{  

   /*定数バイアスを排除し、各バイト要素は符号なし整数 */

   value = _mm_sub_epi8(value,  _mm_setr_epi32(0x30303030, 0x30303030, 

0x30303030, 0x30303030));

   switch (offset)

{

case 1:

  value = _mm_slli_si128 (value, 1);   break;

case 2:

  value = _mm_slli_si128 (value, 2);   break;

case 3:

  value = _mm_slli_si128 (value, 3);   break;

case 4:

  value = _mm_slli_si128 (value, 4);   break;

case 5:

  value = _mm_slli_si128 (value, 5);   break;

case 6:

  value = _mm_slli_si128 (value, 6);   break;

case 7:

  value = _mm_slli_si128 (value, 7);   break;

case 8:

  value = _mm_slli_si128 (value, 8);   break;

case 9:

  value = _mm_slli_si128 (value, 9);   break;

case 10:

  value = _mm_slli_si128 (value, 10);   break;

case 11:

  value = _mm_slli_si128 (value, 11);   break;

case 12:

  value = _mm_slli_si128 (value, 12);   break;

case 13:

  value = _mm_slli_si128 (value, 13);   break;

case 14:

  value = _mm_slli_si128 (value, 14);   break;

case 15:

  value = _mm_slli_si128 (value, 15);   break;

}

return value;

}

例 10-19 sse4i_atol()コードで使用される補助ルーチンとデータ定数 （続き）
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先頭が 0でない 16桁以下の数字で構成される入力バイトストリームでは、一定のパフォー

マンスが得られる。先頭が 0でない 16バイトを超える数字で構成される入力文字列は 100

サイクル以下で処理できる（バイト単位のソリューションでは約200サイクル必要になる）。

先頭が 0でない 9桁の数字で構成される短い入力文字列の場合でも、SSE4.2の拡張版置換

ではバイト単位のソリューションと比較して 2倍のパフォーマンスを実現できる。
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11

インテル®

 アドバンスト・ベクトル・
エクステンションの最適化
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）は、インテル®

アーキテクチャーの重要な拡張機能である。これまでの世代の 128ビットの SSEベクトル

命令の機能を拡張するとともに、ベクトルのレジスター幅を拡張することで、256 ビット

の演算をサポートする。インテル® AVXの ISA拡張は浮動小数点命令が中心である。一部

の 256ビットの整数ベクトルは、浮動小数点から整数への変換および整数から浮動小数点

への変換により、サポートされる。 

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge では、ほとんどの場合、256 ビットの

ハードウェアでインテル® AVX命令を実装している。したがって、コアごとに 256ビット

浮動小数点の加算ユニットと乗算ユニットがある。除算ユニットと平方根ユニットは 256

ビットに拡張されない。このため、インテル® AVX命令は、こうした 256ビット演算を行

うために、128ビットのハードウェアを 2段階で使用する。 

これまでの世代のインテル® ストリーミング SIMD拡張命令（インテル® SSE）は、通常、

2オペランド構文で、1つのオペランドがソースとデスティネーション両方を処理する。イ

ンテル® AVX 命令は、ベクトル長をエンコードするビット・フィールドを含む VEX プリ

フィクスでエンコードされ、3オペランド構文をサポートする。一般的な命令には、2つの

ソースと 1つのデスティネーションがある。VBLENDVPS や VBLENDVPD などの 4オペ

ランド命令も存在する。オペランドが増えることで、非破壊ソース（NDS）が可能になり、

MOVAPS演算を使用してレジスターを複製する必要がなくなる。 

MMX命令を除く、ほとんどすべてのレガシーの 128ビット SSE命令に対応した、3オペ

ランド構文をサポートする AVX 命令がある。256 ビットの AVX 命令では、3 オペランド

構文を採用し、一部 4オペランド構文を採用しているものもある。 

256ビットのベクトルレジスターYMMは、128ビットの XMMレジスターを 256ビットに

拡張したものである。したがって、YMMの下位 128 ビットは、レガシーの XMMレジス

ターにエイリアシングされる。 

256 ビットの AVX 命令が 256 ビットの結果を YMM に書き出すのに対し、128 ビットの

AVX 命令は 128 ビットの結果を XMM レジスターに書き出し、対応する YMM のビット

128よりも上位のビットをゼロにする。64ビット・モードでは、16のベクトルレジスター

を使用できる。64ビット・モード以外は、下位の 8つのベクトルレジスターしか使用でき

ない。

ソフトウェアは引き続き、レガシーの SSEコード、128ビットの AVXコード、256ビット

の AVXコードを混在して使用できる。この節では、レガシーの SSEコードと AVXコード

の間に遷移遅延を発生することなく、ベクトル長が混在したコードモジュールで最高の性

能を実現するためのガイドラインを紹介する。128 ビットの AVX コードと 256 ビットの

AVXコードが混在したときの遷移遅延はない。
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インテル® AVXが 256ビット・ベクトルをメモリーに格納する場合の最適なメモリー・ア

ライメントは 32バイトである。データ移動のための 256ビットのインテル® AVX 命令に

よっては、32バイトのアライメントを強制し、メモリーオペランドが適切にアライメント

されていない場合に #GPフォールトを通知するものもある。256ビットのインテル® AVX

命令の大半では、アドレス・アライメントは不要である。このような命令は、通常、ロー

ド操作と演算操作の組み合わせであるため、アライメントの合っていないメモリーアドレ

スであっても使用できる。 

最適な性能を達成するには、ソフトウェアはロードアドレスとストアアドレスをできる限

り 32バイトにアライメントするように配慮する必要がある。 

AVX命令とレガシーの SSE命令の大きな違いを、以下の表 11-1に示す。

表 11-1.  256ビット AVX、128ビット AVX、レガシー SSE拡張命令の機能の比較

機能 256ビット AVX 128ビット AVX レガシー SSE-AESNI 

機能スコープ 浮動小数点演算、データ

移動

レガシー SIMD ISA

（MMX以外）と同じ

128ビット FPおよび整数

SIMD ISA

レジスターオペラ

ンド

YMM XMM XMM

オペランド構文 最大 4、非破壊ソース 最大 4、非破壊ソース 2オペランド構文、破壊ソース

メモリー・アライ

メント

Load-Opセマンティクス

でアライメントは不要

Load-Opセマンティクス

でアライメントは不要

常に 16Bアライメントを強制

アライメントされ

た移動命令

32バイト・アライメント 16バイト・アライメント 16バイト・アライメント

非破壊ソースオペ

ランド

対応 対応 非対応

レジスター状態処

理

ビット 255:0を更新 127:0を更新、128よりも

上位ビットはゼロ

127:0を更新、128よりも上位

ビットは変更なし

組込み関数のサ

ポート

－新しい 256ビットの

データタイプ

－機能を拡張するための

_mm256プリフィクス

－新しい機能向けの新し

い組込み関数

－既存のデータタイプ

－既存の機能のために同

じプロトタイプを継承

－新しい VEX-128機能

を対象とした _mmプ

リフィクスの使用

基準データタイプおよびプロト

タイプ定義

128ビット・レー

ン

ほとんどの 256ビット演

算に適用

1つの 128ビット・レー

ン

1つの 128ビット・レーン

混在コードの処理 VZEROUPPERを使用し

て、遷移ペナルティーを

回避

遷移ペナルティーなし 256ビット AVXコードの実行

後に遷移ペナルティー
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11.1 インテル® AVX組込み関数のコーディング

256ビット AVX命令には、新しい組込み関数が含まれている。具体的には、256ビットの

ベクトル長に拡張された 256 ビット AVX 命令は、通常、_mm プリフィクスではなく、

_mm256 プリフィクス、および 256 ビット演算用に定義された新しいデータタイプを使用

して、プロトタイプされている。256ビット AVX命令の新しいプロトタイプは、全く新し

いものである。 

レガシーSIMD ISAから拡張された 128ビット AVX命令は、これまでと全く同じプロトタ

イプを使用する。256ビット AVX命令と 128ビット AVX命令の一般的な新機能は、それ

ぞれ _mm256プリフィクスと _mmプリフィクスでプロトタイプされる。 

したがって、組込み関数で記述されたレガシー SIMD コードから 256 ビット AVX コード

へはそれほど苦労せずに移行できる。 

以下のガイドラインは、単純な組込み関数をインテル® SSE コードシーケンスからインテ

ル® AVXに変換する手順を示したものである。

• 静的および動的に割り当てられたバッファーを 32バイトにアライメントする。

• 場合によっては、補足バッファーサイズを 2倍にする必要がある。

• __mm_ という組込み関数名のプリフィクスを __mm256_に変更する。

• 変数のデータタイプ名を __m128から __m256に変更する。

• 反復カウントを 2で割る（または、間隔の長さを 2倍する）。

デカルト座標変換に関する以下の例に、インテル ® AVX 命令フォーマット、32 バイトの

YMMレジスター、データ・アライメントが 32バイトの動的および静的なメモリー割り当

て、YMMレジスターの 8つの浮動小数点要素を表す Cデータタイプを示す。
インテル®
 アドバンスト・ベクトル・エクステンションの最適化　11-3



例 11-1 組込み関数でのデカルト座標変換

//SSE 組み込み関数を利用

#include "wmmintrin.h"

int main()

{int len = 3200;

  //16 バイト境界で動的にメモリー割り当て

  float* pInVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 16);

  float* pOutVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 16); 

//データを初期化

for(int i=0; i<len; i++) pInVector[i] = 

1;

float cos_teta = 0.8660254037;

  float sin_teta = 0.5;

//4つの float を静的に 16バイト境界で配置

__declspec(align(16)) float 

cos_sin_teta_vec[4] = {cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta};

 __declspec(align(16)) float 

sin_cos_teta_vec[4] = {sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta};

//__m128 データ型は、4つの float 要素を表す

  __m128 Xmm_cos_sin = 

_mm_load_ps(cos_sin_teta_vec);

  //SSE 128ビットのパックド・シングルをロード

  __m128 Xmm_sin_cos = 

_mm_load_ps(sin_cos_teta_vec);

  __m128 Xmm0, Xmm1, Xmm2, Xmm3

// AVX 組み込み関数を利用

#include "immintrin.h"

int main()

{int len = 3200;

  //16 バイト境界で動的にメモリー割り当て

  float* pInVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 32);

  float* pOutVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 32); 

//データを初期化

for(int i=0; i<len; i++) pInVector[i] = 

1;

float cos_teta = 0.8660254037;

  float sin_teta = 0.5;

//8つの float を静的に 32バイト境界で配置

__declspec(align(32)) float 

cos_sin_teta_vec[8] = {cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta, cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta};

 __declspec(align(32)) float 

sin_cos_teta_vec[8] = {sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta, sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta};

  //__m256 データ型は、8つの float 要素を表す

  __m256 Ymm_cos_sin = 

_mm256_load_ps(cos_sin_teta_vec);

  //AVX 256ビットのパックド・シングルをロード

  __m256 Ymm_sin_cos = 

_mm256_load_ps(sin_cos_teta_vec);

  __m256 Ymm0, Ymm1, Ymm2, Ymm3;
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//ループをアンロールし 8つの要素を処理

  for(int i=0; i<len; i+=8)

  {

    Xmm0 = _mm_load_ps(pInVector+i);

    Xmm1 = _mm_moveldup_ps(Xmm0);

    Xmm2 = _mm_movehdup_ps(Xmm0);

    Xmm1 = _mm_mul_ps(Xmm1,Xmm_cos_sin);

    Xmm2 = _mm_mul_ps(Xmm2,Xmm_sin_cos);

    Xmm3 = _mm_addsub_ps(Xmm1, Xmm2);

    _mm_store_ps(pOutVector + i, Xmm3);

    Xmm0 = _mm_load_ps(pInVector+i+4);

    Xmm1 = _mm_moveldup_ps(Xmm0);

    Xmm2 = _mm_movehdup_ps(Xmm0);

    Xmm1 = _mm_mul_ps(Xmm1,Xmm_cos_sin);

    Xmm2 = _mm_mul_ps(Xmm2,Xmm_sin_cos);

    Xmm3 = _mm_addsub_ps(Xmm1, Xmm2);

    _mm_store_ps(pOutVector+i+4, Xmm3);

  }

_mm_free(pInVector);

  _mm_free(pOutVector);

return 0;

}

  //ループをアンロールし 16の要素を処理

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

  {

    Ymm0 = _mm256_load_ps(pInVector+i);

    Ymm1 = _mm256_moveldup_ps(Ymm0);

    Ymm2 = _mm256_movehdup_ps(Ymm0);

    Ymm1 = 

_mm256_mul_ps(Ymm1,Ymm_cos_sin);

    Ymm2 = 

_mm256_mul_ps(Ymm2,Ymm_sin_cos);

    Ymm3 = _mm256_addsub_ps(Ymm1, Ymm2);

    _mm256_store_ps(pOutVector + i, Ymm3);

    Ymm0 = _mm256_load_ps(pInVector+i+8);

    Ymm1 = _mm256_moveldup_ps(Ymm0);

    Ymm2 = _mm256_movehdup_ps(Ymm0);

    Ymm1 = 

_mm256_mul_ps(Ymm1,Ymm_cos_sin);

    Ymm2 = 

_mm256_mul_ps(Ymm2,Ymm_sin_cos);

    Ymm3 = _mm256_addsub_ps(Ymm1, Ymm2);

    _mm256_store_ps(pOutVector+i+8, 

Ymm3);

  }

_mm_free(pInVector);

  _mm_free(pOutVector);

return 0;

}

例 11-1 組込み関数でのデカルト座標変換 （続き）
インテル®
 アドバンスト・ベクトル・エクステンションの最適化　11-5



11.1.1 インテル®
 AVXアセンブリー・コーディング

組込み関数の移植ガイドラインと同様、アセンブリーの移植ガイドラインを以下に示す。

• 静的および動的に割り当てられたバッファーを 32バイトにアライメントする。

• 必要に応じて、補足バッファーサイズを 2倍にする。

• 命令名に vプリフィクスを追加する。

• レジスター名を xmmから ymmに変更する。

• インテル® AVX演算命令にデスティネーション・レジスターを追加する。

• 反復カウントを 2で割る（または、間隔の長さを 2倍する）。

例 11-2 アセンブリーでのデカルト座標変換

//SSE アセンブリーを利用

int main()

{

  int len = 3200;

  //16 バイト境界で動的にメモリー割り当て

  float* pInVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 16);

  float* pOutVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 16); 

//init data

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

    pInVector[i] = 1;

  //4つの float を静的に 16バイト境界で配置

  float cos_teta = 0.8660254037;

  float sin_teta = 0.5;

  __declspec(align(16)) float 

cos_sin_teta_vec[4] = {cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta};

  __declspec(align(16)) float 

sin_cos_teta_vec[4] = {sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta};

//ループをアンロールし 8つの要素を処理

// AVX アセンブリーを利用

int main()

{

  int len = 3200;

  //32 バイト境界で動的にメモリー割り当て

  float* pInVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 32);

  float* pOutVector = (float*) 

_mm_malloc(len*sizeof(float), 32); 

//init data

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

    pInVector[i] = 1;

  //8つの float を静的に 32バイト境界で配置

  float cos_teta = 0.8660254037;

  float sin_teta = 0.5;

  __declspec(align(32)) float 

cos_sin_teta_vec[8] = {cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta, cos_teta, 

sin_teta, cos_teta, sin_teta};

  __declspec(align(32)) float 

sin_cos_teta_vec[8] = {sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta, sin_teta, 

cos_teta, sin_teta, cos_teta};

//ループをアンロールし 16の要素を処理
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__asm

{

  mov eax, pInVector

  mov ebx, pOutVector

// 16バイトを xmm レジスターにロード

  movups xmm3, 

         xmmword ptr[cos_sin_teta_vec]

  movups xmm4, 

         xmmword ptr[sin_cos_teta_vec]

    

  mov edx, len

  xor ecx, ecx

loop1:

  movsldup  xmm0, [eax+ecx]

  movshdup  xmm1, [eax+ecx]

//例：mulps は 2つのオペランドを持つ

  mulps xmm0, xmm3

  mulps xmm1, xmm4

  addsubps xmm0, xmm1

//xmm レジスターの 16バイトをストア

  movaps [ebx+ecx], xmm0

  movsldup  xmm0, [eax+ecx+16]

  movshdup  xmm1, [eax+ecx+16]

  mulps xmm0, xmm3

  mulps xmm1, xmm4

  addsubps xmm0, xmm1

//直前のストアからのオフセット 16バイト

  movaps [ebx+ecx+16], xmm0

//ループを 2回アンロールし、32バイトを

//このループで処理

  add ecx, 32

  cmp ecx, edx

  jl loop1

}

  _mm_free(pInVector);

  _mm_free(pOutVector);

  return 0;

}

 __asm

  {

    mov eax, pInVector

    mov ebx, pOutVector

// 32バイトを ymm レジスターにロード

    vmovups ymm3, 

            ymmword ptr[cos_sin_teta_vec]

    vmovups ymm4, 

            ymmword ptr[sin_cos_teta_vec]

    mov edx, len

    xor ecx, ecx

loop1:

    vmovsldup  ymm0, [eax+ecx]

    vmovshdup  ymm1, [eax+ecx]

//例：vmulps は 3つのオペランドを持つ

    vmulps ymm0, ymm0, ymm3

    vmulps ymm1, ymm1, ymm4

    vaddsubps ymm0, ymm0, ymm1

//ymm レジスターの 32バイトをストア

    vmovaps [ebx+ecx], ymm0

    vmovsldup  ymm0, [eax+ecx+32]

    vmovshdup  ymm1, [eax+ecx+32]

    vmulps ymm0, ymm0, ymm3

    vmulps ymm1, ymm1, ymm4

    vaddsubps ymm0, ymm0, ymm1

//直前のストアからのオフセット 32バイト

    vmovaps [ebx+ecx+32], ymm0

//ループを 2回アンロールし、64バイトを

//このループで処理

    add ecx, 64

    cmp ecx, edx

    jl loop1

  }

  _mm_free(pInVector);

  _mm_free(pOutVector);

  return 0;

}

例 11-2 アセンブリーでのデカルト座標変換 （続き）
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11.2 非破壊ソース（NDS）

ほとんどのインテル® AVX命令では、オペランドは 3つである。一般的な命令の場合、ソー

スが 2つとデスティネーションが 1つで、どちらのソースオペランドも命令によって変更

されることはない。この節では、NDS機能を使用して、レジスターコピーの保存、命令数

の削減、マイクロオペレーション（μOP）の量の削減、性能の向上を実現する方法につい

て説明する。以下の例では、インテル® AVXコードはインテル® SSEコードよりも 2倍以

上高速である。

以下の例では、多項式 A3+A2+A のベクトル化された計算を使用する。多項式を計算する

疑似コードは以下のとおりである。

while (i<len)

{

  B[i] := A3[i] + A2[i] + A[i]

  i++ 

} 

例 11-3の左側は、SSEアセンブリーを使用したベクトル化である。このコードでは、Aは

メモリーからレジスターへの追加ロードによってコピーされ、A2はレジスター同士の割り

当てを使用してコピーされる。このコードは、10のマイクロオペレーション（μOP）を使

用して、4つの要素を処理する。 

真ん中は、128 ビット AVX の場合で、NDS を活用した例である。追加のロードコピーと

レジスターコピーが排除されている。このコードでは、8 つのマイクロオペレーション

（μOP）を使用して、4つの要素を処理するため、上記の場合よりもおよそ 30%高速である。 

右端の例では、256 ビットのインテル® AVX 命令を使用する。この場合、8 つのマイクロ

オペレーション（μOP）を使用して、8つの要素を処理する。ベクトルの幅を 2倍にし、さ

らに NDS機能を利用することで、最初のコードの場合よりも 2倍以上も高速になる。 
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例 11-3 直接多項式の計算 

 SSEコード 128ビット AVXコード 256ビット AVXコード

float* pA = InputBuffer;

float* pB = 

OutputBuffer;

int len = miBufferWidth-

4;

__asm

{

mov rax, pA

mov rbx, pB

movsxd r8, len

float* pA = InputBuffer1;

float* pB = OutputBuffer1;

int len = miBufferWidth-4;

__asm

{

mov rax, pA

mov rbx, pB

movsxd r8, len

float* pA = InputBuffer1;

float* pB = OutputBuffer1;

int len = miBufferWidth-8;

__asm

{

mov rax, pA

mov rbx, pB

movsxd r8, len

loop1:

//Load A

movupsxmm0, [rax+r8*4] 

//Copy A

movupsxmm1, [rax+r8*4]

//A^2

mulpsxmm1, xmm1 

//Copy A^2 

movupsxmm2, xmm1  

//A^3

mulps   xmm2, xmm0  

//A + A^2

addps  xmm0, xmm1 

//A + A^2 + A^3 

addps   xmm0, xmm2  

//Store result 

movups[rbx+r8*4], xmm0

sub r8, 4

jge loop1

}

loop1:

//Load A

vmovups xmm0, [rax+r8*4] 

//A^2  

vmulps  xmm1, xmm0, xmm0

//A^3

vmulps  xmm2, xmm1, xmm0 

//A+A^2

vaddps  xmm0, xmm0, xmm1 

//A+A^2+A^3

vaddps  xmm0, xmm0, xmm2 

//Store result 

vmovups[rbx+r8*4], xmm0

sub r8, 4

jge loop1

}

loop1:

//Load A

vmovups ymm0, [rax+r8*4]

//A^2  

vmulpsymm1, ymm0, ymm0

//A^3

vmulps ymm2, ymm1, ymm0

//A+A^2

vaddps ymm0, ymm0, ymm1

//A+A^2+A^3

vaddps ymm0, ymm0, ymm2

//Store result 

vmovups [rbx+r8*4], ymm0

sub r8, 8

jge loop1

}
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11.3 AVXコードと SSEコードの混在

インテル® AVXアーキテクチャーでは、プログラマーは大きなコードベースを段階的に移

植できるため、その結果 AVX コードと SSE コードが混在することになる。コードにイン

テル® AVXとインテル® SSEの両方が含まれている場合は、以下を考慮する。

• インテル® コンパイラーで、Windowsの場合は /QxAVXオプション、Linuxの場合は

-xAVX オプションを使用して、インテル ® SSE コードを再コンパイルする。これに

よって、すべての SSE 命令が自動的に 128 ビットのインテル® AVX 命令に変換され

る。これはインラインアセンブリー・コードおよび組込み関数コードに対して行われ

る。"GCC -c -mAVX" によって、アセンブリー・ファイルを含む、AVX コードが生成

される。GCC アセンブラーは、SSE から AVX コードを生成するために、-msse2AVX

スイッチもサポートしている。

• インテル® AVXコードとインテル® SSEコードを同じコードに共存させることができ、

一緒に実行できる。アプリケーション内にインテル ® SSE コードを含むサードパー

ティー製ライブラリーが含まれている場合、SSE コードを実行するほかのモジュール

を呼び出す AVXコードを使用した新しい DLLが導入されている場合、またはアプリ

ケーション全体を一度に再コンパイルできない場合にこの状態となる。このような場

合、AVXコードは、AVX/SSE遷移ペナルティーを回避するために、VZEROUPPER命

令を使用する必要がある。

AVX命令が常に YMMレジスターの上位 128ビットを変更するのに対し、SSE命令は上位

128ビットを変更しない。ハードウェア側から見ると、YMMレジスター・コレクションの

上位 128ビットは以下の 3つのいずれかの状態であるとみなすことができる。

• クリーン：YMMの上位128ビットすべてがゼロである。これは、プロセッサーがRESET

から開始する状態である。

• 変更後、XSAVE領域に保存済み：YMMレジスターの上位 128ビットの内容が、XSAVE

領域に保存されているデータと一致する。これは、XSAVE/XRSTORの実行後に生じる。

• 変更、未保存：ある AVX命令（256ビットまたは 128ビット）の実行によって、デス

ティネーション YMMの上位 128ビットが変更される場合である。 

プロセッサーの状態が「変更、未保存」の場合は必ず、AVX/SSE遷移ペナルティーが適用

される。VZEROUPPER を使用すると、プロセッサーの状態は「クリーン」になり、遷移

ペナルティーは回避される。

表 11-2.  AVXコードと SSEコードが混在する場合の状態遷移

SSEを実行 AVX-128を実行 AVX-256を実行

開始 クリー

ン

M/U 保存済

み

クリー

ン

M/U 保存済み クリーン M/U 保存済み

終了 クリー

ン

保存済み 保存済

み

クリー

ン

クリーン M/U M/U M/U M/U

ペナル

ティー

なし XSAVE なし なし なし あり なし なし あり
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表 11-2は、インテル® AVXコードとインテル® SSEコードが混在している場合の影響を示

している。最初プロセッサーはクリーン状態で、インテル® SSE命令およびインテル® AVX

命令はペナルティーが発生することなく実行される。256ビットのインテル® AVX命令が

実行された場合、プロセッサーは Dirty Upper状態 (M/U)である旨のマークを付ける。この

状態の間、インテル® SSE命令を実行すると、すべての YMMレジスターの上位 128ビッ

トが保存され、Saved Dirty Upper状態（保存済み）に変わる。次にインテル® AVX命令が

実行されると、すべての YMMレジスターの上位 128ビットがリストアされ、プロセッサー

は状態 (M/U)に戻る。この保存操作とリストア操作はペナルティーが高い。この遷移が頻

繁に行われると、パフォーマンスが大幅に低下する。

256 ビットのインテル® AVX コードとインテル® SSE コード間の遷移を迅速にするには、

VZEROUPPER 命令を使用する。VZEROUPPER 命令は、すべてのインテル® AVX レジス

ターの上位 128 ビットをリセットする。この命令のレイテンシーはゼロである。さらに、

プロセッサーはクリーン状態に戻り、その後インテル® SSE命令またはインテル® AVX命

令を実行しても、遷移ペナルティーがなくなる。

128ビットのインテル® AVX命令は、デスティネーション・レジスターの上位 128ビット

をゼロにする。このため、128ビットと 256ビットのインテル® AVX命令をペナルティー

を生じることなく混在させることができる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 72（影響 H、一般性 H）。256 ビットの

AVXコードと 128ビットの SSEコードを一緒に実行する場合、「Modified/Unsaved」状態か

らの遷移が予想されるのであれば、VZEROUPPER命令を必ず使用する。

11.3.1 関数呼び出しでのインテル®
 AVXとインテル®

 SSEの混在

インテル® AVXからインテル® SSEへの遷移が、関数の呼び出し時または関数からの復帰

時に予想外に発生することがある。例えば、256ビットのインテル® AVXを使用している

関数が別の関数を呼び出した場合、呼び出し先が SSEコードを使用しているということが

ある。同じように、256ビットのインテル® AVX関数が復帰したときに、呼び出し元がイ

ンテル® SSEコードを実行しているということもある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 73（影響 H、一般性 H）。256 ビットの

AVX 命令の実行後、SSE コードを実行する可能性がある関数呼び出しの前に、

VZEROUPPER 命令を追加する。256 ビットの AVX 命令を使用する関数の最後に

VZEROUPPERを追加する。
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11.4 128ビット・レーンの操作と AVX

インテル® AVXの 256ビット操作は、通常、半分の 128ビット・レーン 2つで実行される。

256ビットのインテル® AVX命令のほとんどはインレーンとして定義される。つまり、各

レーンのデスティネーション要素の計算には、同じレーンのソース要素だけが使用され

る。クロスレーン命令はごくわずかで、これについて以下で説明する。

SSE 計算命令の大部分は、垂直スロット沿いに各データ要素を使用して計算を行う。128

ビット・レーンが、256ビットの AVXコードへの 128ビット・コードの移植に影響を及ぼ

すことはない。この 1つの例が VADDPSである。

例 11-4 関数呼び出しと AVX/SSEの遷移

__attribute__((noinline)) void SSE_function()

{

    __asm addps xmm1, xmm2

    __asm xorps xmm3, xmm4

}

__attribute__((noinline)) void AVX_function_no_zeroupper()

{

    __asm vaddps ymm1, ymm2, ymm3

    __asm vxorps ymm4, ymm5, ymm6

}

__attribute__((noinline)) void AVX_function_with_zeroupper()

{

    __asm vaddps ymm1, ymm2, ymm3

    __asm vxorps ymm4, ymm5, ymm6

    // AVX関数から戻るときに vzeroupper 命令を追加

    __asm vzeroupper

}

// コードは遷移によるペナルティーを受ける

__asm vaddps ymm1, ymm2, ymm3

..

//ペナルティー

SSE_function();

AVX_function_no_zeroupper();

//ペナルティー

__asm addps xmm1, xmm2 

// コードのペナルティーは緩和される

__asm vaddps ymm1, ymm2, ymm3

// AVXコードから SSE関数を呼ぶ前に

// vzeroupper 命令を追加

__asm vzeroupper   //ペナルティーなし

SSE_function();

AVX_function_with_zeroupper();

//ペナルティーなし

__asm addps xmm1, xmm2 
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128ビットの SSE命令の多くはデータ要素を水平方向に移動させる。例えば、SHUFPSは

imm8バイトを使用して、データ要素の水平移動を制御する。

インテル® AVX はこのような水平方向の 128 ビット SIMD 命令を、下位の 128 ビット・

レーンと上位の 128 ビット・レーン内で同じ制御フィールドを使用することで、256 ビッ

ト操作にインレーンで処理する。例えば、256ビットの VSHUFPS命令は、4つの制御バイ

トを使用して、128 ビット・レーン内の各デスティネーション要素のソース位置を選択す

る。これを示したのが下図である。

11.4.1 レーンコンセプトによるプログラミング

レーンコンセプトを使用することで、SSE 命令セットで実装されているアルゴリズムは、

256ビットのインテル® AVXを使用するように簡単に変換できる。反復 0から nを実行す

る SSEアルゴリズムは、反復 iの計算を下位レーンで行い、反復 i+kの計算を上位レーン

で行うように変換できる。連続した反復では、kは 1に相当する。

SSE命令で実装されたベクトル化されたアルゴリズムの場合、上記で説明したような単純

な変換を使用できないものもある。例えば、16バイト内で要素を移動させるシャッフルは、

32バイト・シャッフルがレーンをまたがることができないため、当然、32バイトでシャッ

フルするように変換できない。

レーンを操作するためのビルディング・ブロックとして以下の命令を使用できる。 

• VINSERTF128 -パックド浮動小数点値を挿入する

• VEXTRACTF128 -パックド浮動小数点値を抽出する

• VPERM2F128 -浮動小数点値の順序を変える

• VBROADCAST -ブロードキャストをロードする

Y7 ..Y4 X7 ..X4 Y3 ..Y0 X3 ..X0DEST

SRC1 X0

SRC2

X1X2X3X4X5X6X7

Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7

X3 ..X0Y7 ..Y4 X7 ..X4 Y3 ..Y0

Imm[1:0]Imm[1:0] Imm[3:2]Imm[3:2] Imm[5:4]Imm[5:4]Imm[7:6] Imm[7:6]Imm8:

制御値 00b：X0/Y0（下位レーン）、X4/Y4（上位レーン）

制御値 01b：X1/Y1（下位レーン）、X5/Y5（上位レーン）

制御値 10b：X2/Y2（下位レーン）、X6/Y6（上位レーン）

制御値 11b：X3/Y3（下位レーン）、X7/Y7（上位レーン）
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以降の節では、間隔を空けたロードとクロス・レジスター・オーバーラップの 2つの手法

について説明する。これらの方法では、上記で説明したインレーンのデータ配列を実装し、

当初クロスレーン計算を必要とすると思われる多くのアルゴリズムで有用である。

11.4.2 間隔を空けたロード手法

間隔を空けたロード手法は、インテル® AVX 命令を使用するプログラミング方法であり、

サポートされていないクロスレーン・シャッフルを必要とするアルゴリズムで有用であ

る。 

この方法では、データを並べ替えて、クロスレーン・シャッフルを回避する。これは、対

応するインテル® SSEアルゴリズムのように 256ビットのインテル® AVX命令が下位レー

ンでループの反復 i を実行し、上位レーンで反復 i+k を実行できるように、128 ビット・

ロードを使用することである。以下の例では、kは 1に相当する。

上図の Ymm1および Ymm2の下位レーンの値は、SSE実装の反復 iに相当する。同じよう

に、Ymm1および Ymm2の上位レーンの値は反復 i+1に相当する。 

以下の例に、構造体配列（AoS）から配列構造体（SoA）への変換における間隔を空けた

ロード方法を示す。この例では、入力バッファーに複素数が AoS形式で含まれている。各

複素数は、実数の浮動小数点値と虚数の浮動小数点数値で構成される。出力バッファーは
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SoAとして配列される。複素数の実数成分はすべて出力バッファーの前半に置かれ、虚数

成分はすべてバッファーの後半に置かれる。以下の疑似コードおよび図にこの変換を示

す。 

インテル® SSEアルゴリズムの 16バイト操作から 32バイト操作への単純な拡張では、下

図に示すように、クロスレーンのデータ遷移が必要となる。ただし、インテル® AVXアー

キテクチャーではこれはサポートされず、別の手法が必要となる。

クロスレーン・シャッフルの問題点は、インテル® AVXの AoSから SoAへの変換によっ

て解決できる。VINSERTF128 を使用して、YMM レジスターの適切なレーンへ 16 バイト

をロードすることで、クロスレーン・シャッフルの必要がなくなる。ステップ 1 で YMM

レジスターでデータが正しく編成されれば、ステップ2に示すように、32バイトのVSHUFPS

を使用して、レーン内のデータの移動が可能になる。

例 11-5 Cコードでの複素数の AoSから SoAへの変換

lfor (i=0 I < N)

{

   Real[i] =Complex[i].Real

   Imaginary[i] =Complex[i].Imaginary

}
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以下のコードは、インテル® SSE実装の AoSから SoAへの変換と 256ビットのインテル®

AVX実装を比較し、どれほど性能が向上するかを示したものである。

例 11-6 AVXを使用した複素数の Aosから SoAへの変換

SSEコード AVXコード

 xor rbx, rbx

  xor rdx, rdx

  mov rcx, len

  mov rdi, inPtr

  mov rsi, outPtr1

  mov rax, outPtr2

loop1:

  movups xmm0, [rdi+rbx]                        

  //i1 r1 i0 r0  

  movups xmm1, [rdi+rbx+16]

  // i3 r3 i2 r2

movups xmm2, xmm0

xor rbx, rbx

  xor rdx, rdx

  mov rcx, len

  mov rdi, inPtr

  mov rsi, outPtr1

  mov rax, outPtr2

 loop1:

  vmovups xmm0, [rdi+rbx]     

  //i1 r1 i0 r0

  vmovups xmm1, [rdi+rbx+16] 

  // i3 r3 i2 r2

vinsertf128 ymm0, ymm0, [rdi+rbx+32] , 1  

  //i5 r5 i4 r4; i1 r1 i0 r0
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11.4.3 レジスター・オーバーラップ手法

レジスター・オーバーラップ手法は、シャッフルを使用するアルゴリズムで有用である。

間隔を空けたロード手法と同様、レジスター・オーバーラップ手法もデータを並べ替えて

クロスレーン・シャッフルを回避する。 

この手法は、シーケンシャルな反復によって部分的に共有されるデータをプロセスが継続

するアルゴリズムで有用である。下図に、望ましいデータレイアウトを示す。これは、オー

バーラップする 256ビットのロードを使用するか、または VPERM2F128命令を使用するこ

とで可能である。

 

  shufps xmm0, xmm1, 0xdd 

  //i3 i2 i1 i0      

  shufps xmm2, xmm1, 0x88  

  //r3 r2 r1 r0      

  

  movups [rax+rdx], xmm0     

  movups [rsi+rdx], xmm2

  add rdx, 16       

  add      rbx, 32       

  cmp rcx, rbx    

  jnz loop1

 vinsertf128 ymm1, ymm1, [rdi+rbx+48] , 1  

  //i7 r7 i6 r6; i3 r3 i2 r2

vshufps ymm2, ymm0, ymm1, 0xdd

  //i7 i6 i5 i4; i3 i2 i1 i0

  vshufps ymm3, ymm0, ymm1, 0x88  

  //r7 r6 r5 r4; r3 r2 r1 r0

  

  vmovups [rax+rdx], ymm2     

  vmovups [rsi+rdx], ymm3

  add rdx, 32          

  add      rbx, 64          

  cmp rcx, rbx    

  jnz loop1

例 11-6 AVXを使用した複素数の Aosから SoAへの変換 （続き）

SSEコード AVXコード
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以下のMedian3サンプルコードは、レジスター・オーバーラップ手法を示したものである。

Median3手法では、ベクトル内の連続した要素について、3つごとに中央値を計算する。

Y[i] = Median( X[i], X[i+1], X[i+2] )

ここで、Yは出力ベクトルで、Xは入力ベクトルである。下図に、中央値アルゴリズムで

行われる計算を示す。

Median3 アルゴリズムの 3 つの実装は以下のとおりである。代替手法 1 はインテル® SSE

の実装である。代替手法 2と代替手法 3は、2つの方法でレジスター・オーバーラップ手

法を実装する。代替手法 2 は、オーバーラップする 256 ビットのロード操作を使用して、

入力バッファーのデータを YMM レジスターにロードする。代替手法 3 は、256ビットの

ロード操作と VPERM2F128 を使用して、入力バッファーのデータを YMM レジスターに

ロードする。代替手法 2および代替手法 3では、ベクトルの幅を広げることによって、性

能が向上する。

.

例 11-7 3つの数字の中央値を対象としたレジスター・オーバーラップ方法 

1：SSEコード 2：オーバーラップするロードに

よる 256ビット AVX

3：VPERM2F128による 256

ビット AVX

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

movaps xmm0, [rdi]

loop_start:

movaps xmm4, [rdi+16] 

movaps xmm2, [rdi]

movaps xmm1, [rdi]

movaps xmm3, [rdi]

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

vmovaps  ymm0, [rdi]

loop_start:

vshufps  ymm2, ymm0, 

           [rdi+16], 0x4E

vshufps  ymm1, ymm0, 

           ymm2, 0x99   

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

vmovaps  ymm0, [rdi]

loop_start:

add rdi, 32

vmovaps  ymm6, [rdi]

vperm2f128 ymm1, ymm0, 

ymm6, 0x21

vshufps  ymm3, ymm0, 

ymm1, 0x4E
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11.5 データの収集 / 分散

この節では、インテル® AVX命令を使用してデータの収集 /分散操作を実装するための手

法について説明する。

11.5.1 データの収集

収集操作では、インデックス・バッファーに基づいて、入力バッファーから要素を読み出

す。収集された要素は出力バッファーに書き込まれる。下図に、収集操作の例を示す。 

add rdi, 16           

add rbx, 4          

shufps xmm2, xmm4, 0x4e

shufps xmm1, xmm2, 0x99

minps  xmm3, xmm1   

maxps  xmm0, xmm1 

minps  xmm0, xmm2  

maxps  xmm0 ,xmm3

movaps [rsi], xmm0                              

movaps xmm0, xmm4       

add rsi, 16

cmp rbx, rcx

jl loop_start 

add rbx, 8

add rdi, 32   

vminps  ymm4, ymm0 ,ymm1

vmaxps  ymm0, ymm0, ymm1

vminps  ymm3, ymm0, ymm2

vmaxps  ymm5, ymm3, ymm4

vmovaps [rsi], ymm5

add  rsi, 32

vmovaps ymm0, [rdi]

cmp  rbx, rcx

jl loop_start

vshufps ymm2,ymm0,

ymm3,0x99

add      rbx, 8 

vminps   ymm5, ymm0, ymm2

vmaxps   ymm0, ymm0, ymm2

vminps   ymm4, ymm0, ymm3

vmaxps   ymm7, ymm4, ymm5

vmovaps  ymm0, ymm6

vmovaps [rsi], ymm7

add rsi, 32

cmp rbx, rcx

jl loop_start

例 11-7 3つの数字の中央値を対象としたレジスター・オーバーラップ方法  （続き）

1：SSEコード 2：オーバーラップするロードに

よる 256ビット AVX

3：VPERM2F128による 256

ビット AVX
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4バイト要素の配列の場合、収集操作の 3つの実装は以下のとおりである。代替手法 1は、

汎用レジスターを使用したスカラー実装である。代替手法 2 と代替手法 3 は、インテル®

AVX命令を使用する。下図に、前の図のデータについて最初の反復を実行するものと仮定

した場合の例 11-8のコードの抜粋を示す。

インテル® AVXの実装例の性能は、対応するインテル® SSE実装の性能とほぼ同じである。

下表に、3つの収集操作の実装コードを示す。

例 11-8 データの収集 -AVXとスカラーコードの対比 

1：スカラーコード 2：VINSRTによる AVX 3：VINSRT+VSHUFPS

mov rdi, InBuf

mov rsi, OutBuf

mov rdx, Index

xor rcx, rcx

mov rdi, InBuf

mov rsi, OutBuf

mov rdx, Index

xor rcx, rcx

mov rdi, InBuf

mov rsi, OutBuf

mov rdx, Index

xor rcx, rcx
11-20　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



loop1:

mov rax, [rdx] 

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

mov ebx, [rdi+4*rbx]

mov [rsi], ebx 

mov eax, [rdi+4*rax] 

mov [rsi+4], eax 

mov rax, [rdx+8]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

mov ebx, [rdi+4*rbx]

mov [rsi+8], ebx 

mov eax, [rdi+4*rax]

mov [rsi+12], eax 

mov rax, [rdx+16]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

mov ebx, [rdi+4*rbx]

mov [rsi+16], ebx

mov eax, [rdi+4*rax]

mov [rsi+20], eax

mov rax, [rdx+24]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

mov ebx, [rdi+4*rbx]

mov [rsi+24], ebx

mov eax, [rdi+4*rax]

mov [rsi+28], eax

add rsi, 32

add rdx, 32

add rcx, 8

cmp rcx, len

jl loop1

loop1:

mov rax, [rdx+4*rcx] 

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vmovss xmm1, [rdi +4*rbx]

vinsertps  xmm1, xmm1,

      [rdi +4*rax], 0x10

mov rax, [rdx + 8+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vinsertps  xmm1, xmm1, 

      [rdi +4*rbx], 0x20

vinsertps  xmm1, xmm1, 

      [rdi +4*rax], 0x30

mov rax, [rdx + 16+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vmovss xmm2, [rdi +4*rbx]

vinsertps  xmm2, xmm2,

      [rdi +4*rax], 0x10

mov rax, [rdx + 24+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vinsertps  xmm2, xmm2, 

      [rdi +4*rbx], 0x20

vinsertps  xmm2, xmm2, 

      [rdi +4*rax], 0x30

            

vinsertf128 ymm1, ymm1, 

              xmm2, 1

vmovaps [rsi+4*rcx], ymm1

add rcx, 8

cmp rcx, len

jl loop1

loop1:

mov  rax, [rdx+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vmovss xmm1,  [rdi +4*rbx]

vinsertps  xmm1, xmm1, 

  [rdi +4*rax], 0x10

mov rax,  [rdx + 8+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vmovss xmm3, [rdi +4*rbx]

vinsertps   xmm3, xmm3, 

  [rdi +4*rax], 0x10

vshufps xmm1, xmm1, 

xmm3, 0x44

mov rax, [rdx + 16+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar rax, 32

vmovss xmm2,  [rdi +4*rbx]

vinsertps  xmm2, xmm2, 

  [rdi +4*rax], 0x10

Mov rax,  [rdx + 24+4*rcx]

movsxd rbx, eax

sar  rax, 32

vmovss xmm4,  [rdi +4*rbx]

vinsertps  xmm4, xmm4, 

  [rdi +4*rax], 0x10

vshufps xmm2, xmm2, 

xmm4, 0x44

vinsertf128 ymm1, ymm1, 

              xmm2, 1

vmovaps [rsi+4*rcx], ymm1

add rcx, 8

cmp rcx, len

jl loop1

例 11-8 データの収集 -AVXとスカラーコードの対比  （続き）

1：スカラーコード 2：VINSRTによる AVX 3：VINSRT+VSHUFPS
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11.5.2 データの分散

分散操作では、入力バッファーからシーケンシャルに要素を読み出す。その後、インデッ

クス・バッファーに指定されているインデックスに基づいて、出力バッファーに要素を書

き込む。下図に、分散操作の例を示す。

下表には、分散シーケンスのスカラー実装とインテル® AVX 実装が含まれる。インテル®

AVXの例は、主に 128ビットのインテル® AVX命令で構成される。インテル® AVXの実

装例の性能は、対応するインテル® SSE実装の性能とほぼ同じである。 

例 11-9 AVXを使用した分散操作

スカラーコード AVXコード

mov rdi, InBuf

mov rsi, OutBuf

mov rdx, Index

xor rcx, rcx

loop1:

movsxd rax, [rdx] 

mov     ebx, [rdi] 

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 4]

mov     ebx, [rdi + 4]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 8]

mov rdi, InBuf

mov rsi, OutBuf

mov rdx, Index

xor rcx, rcx

loop1:

vmovaps  ymm0, [rdi + 4*rcx]

movsxd   rax, [rdx + 4*rcx]

movsxd   rbx, [rdx + 4*rcx + 4]

vmovss   [rsi + 4*rax], xmm0

movsxd   rax, [rdx + 4*rcx + 8]

vpalignr xmm1, xmm0, xmm0, 4
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11.6 インテル® AVX のデータ・アライメント

この節では、インテル® AVX命令においてデータをアライメントする利点を説明するとと

もに、アライメントできない場合に性能を向上させるためのいくつかの方法を提案する。

この節の例は、SAXPYカーネルのバリエーションである。SAXPYとは、Scalar Alpha * X

+ Yアルゴリズムである。

以下は、SAXPYの Cコードである。

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

{ c[i] = alpha * a[i] + b[i]; } 

mov     ebx, [rdi + 8]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 12]

mov     ebx, [rdi + 12]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 16]

mov     ebx, [rdi + 16]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 20]

mov     ebx, [rdi + 20]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 24]

mov     ebx, [rdi + 24]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

movsxd rax, [rdx + 28]

mov     ebx, [rdi + 28]

mov     [rsi +  4*rax], ebx

add rdi, 32

add rdx, 32

add rcx, 8

cmp rcx, len

jl loop1

vmovss   [rsi + 4*rbx], xmm1

movsxd   rbx, [rdx + 4*rcx + 12]

vpalignr xmm2, xmm0, xmm0, 8

vmovss   [rsi + 4*rax], xmm2

movsxd   rax, [rdx + 4*rcx + 16]

vpalignr xmm3, xmm0, xmm0, 12

vmovss   [rsi + 4*rbx], xmm3

movsxd   rbx, [rdx + 4*rcx + 20]

vextractf128 xmm0, ymm0, 1

vmovss   [rsi + 4*rax], xmm0

movsxd   rax, [rdx + 4*rcx + 24]

vpalignr xmm1, xmm0, xmm0, 4

vmovss   [rsi + 4*rbx], xmm1

movsxd   rbx, [rdx + 4*rcx + 28]

vpalignr xmm2, xmm0, xmm0, 8

vmovss   [rsi + 4*rax], xmm2

vpalignr xmm3, xmm0, xmm0, 12

vmovss   [rsi + 4*rbx], xmm3

add rcx, 8

cmp rcx, len

jl loop1

例 11-9 AVXを使用した分散操作 （続き）

スカラーコード AVXコード
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11.6.1 32バイトへのデータのアライメント

ベクトル長にデータをアライメントすることが推奨される。16バイトの SIMD命令を使用

する場合、ロードされるデータは 16バイトにアライメントする必要がある。同じように、

32バイトのレジスターでインテル® AVX命令を使用する場合に最適な結果を得るには、32

バイトにデータをアライメントする。 

アライメントされていない 32 バイトのベクトルでインテル ® AVX 命令を使用した場合、

キャッシュラインが 64バイトであるため、1つおきのロードごとでキャッシュライン分割

が発生する。このように、16 バイトのベクトルを使用するインテル® SSE コードと比べ、

キャッシュライン分割の比率が 2倍になる。インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalem

以降、分割ラインアクセスのペナルティーが大幅に低減されたとは言え、大量のメモリー

を必要とするコードでキャッシュライン分割の比率が高いと、性能の低下を招く恐れがあ

る。 

例 11-10 インテル® AVXを使用した SAXPY

mov rax, src1

mov rbx, src2

mov rcx, dst

mov rdx, len

xor rdi, rdi

vbroadcastss ymm0, alpha

start_loop:

vmovups  ymm1, [ rax + rdi ]

vmulps  ymm1, ymm1, ymm0

vmovups  ymm2, [ rbx + rdi ]

vaddps  ymm1, ymm1, ymm2

vmovups  [ rcx + rdi ], ymm1
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SAXPY は、メモリー依存のカーネルで、データ・アライメントが重要である。最適なパ

フォーマンスを実現するには、両方のソースアドレスを 32バイトにアライメントするとと

もに、デスティネーション・アドレスも 32バイトにアライメントする必要がある。3つの

アドレスのうちどれか 1つでも 32バイト境界にアライメントされていないと、性能が半減

する。3つすべてのアドレスが 32バイトにアライメントされていない場合は、さらに性能

が低下する。場合によっては、アライメントの合っていないアクセスが原因で、インテル
® SSEコードと比べ、インテル® AVXコードで性能が低下することがある。そのほかのイ

ンテル® AVXカーネルでは、通常、データ・アライメント・ペナルティーの影響を軽減で

きる計算がさらに多くある。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 74（影響 H、一般性 M）。できる限り、

32バイト境界にデータをアライメントする。ロード・アライメントよりもストア・アライ

メントを優先する。

インテル® コンパイラーで _mm_malloc 組込み命令を使用するか、または Microsoft* コン

パイラーの _aligned_mallocを使用することで、動的なデータ・アライメントを使用できる。

以下に例を示す。

//2048個の float 要素を格納するため、32バイトにアライメントされたメモリーを動的に割

り当てる

InputBuffer = (float*) _mm_malloc (2048*sizeof(float), 32);

__declspec(align(32))を使用して、静的なデータ・アライメントを使用できる。以下に例を

示す。

//2048個の float 要素を格納するため、32バイトにアライメントされたメモリーを静的に割

り当てる

__declspec(align(32)) float InputBuffer[2048];

 vmovups ymm1, [ rax + rdi  + 32 ]

vmulps  ymm1, ymm1, ymm0

vmovups ymm2, [ rbx + rdi + 32]

vaddps  ymm1, ymm1, ymm2

vmovups [ rcx + rdi + 32 ], ymm1

add rdi, 64

cmp rdi, rdx

jl start_loop

例 11-10 インテル® AVXを使用した SAXPY （続き）
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11.6.2 アライメントされていない場合の 16バイトのメモリーアクセス
の考察

最適な結果を得るには、インテル® AVXの 32バイト・ロードを使用し、32バイトにデー

タをアライメントする。ただし、データをアライメントできない、またはデータ・アライ

メントが不明である場合がある。これが考えられるのは、ライブラリー関数を記述する際

に、入力データのアライメントが不明な場合である。このような場合、16 バイトのメモ

リーアクセスを使用することが最善策である。以下の方法は、16バイト・ロードを使用し

ながら、さらに 32バイトの YMMレジスターのメリットを得ることができる。

VMOVUPS命令、VINSERTF128命令、VEXTRACTF128命令の組み合わせを使用して、ア

ライメントの合っていない 32バイトのメモリーアクセスの置換を検討する。

例 11-12 に、アライメントの合っていないアドレスを参照する SAXPY の 2 つの実装を示

す。代替手法 1は 32バイト・ロードを使用し、代替手法 2は 16バイト・ロードを使用す

る。これらのコード例は、32バイト・アライメントから 4バイト・オフセットされた位置

にある 2つのソース・バッファー（src1、src2）、および 32バイトにアライメントされたデ

スティネーション・バッファー（DST）で実行される。32バイトのメモリーアクセスの代

わりに 16バイトのメモリー操作を 2つ使用することで、処理速度が高速になる。

例 11-11 アライメントの合っていない 32バイトのメモリー操作に対する 16バイトのメモ
リー操作の使用

32バイトロードを変換する :

vmovups ymm0, mem -> vmovups xmm0, mem

vinsertf128 ymm0, ymm0, mem+16, 1

32バイトストアを変換する :

vmovups mem, ymm0 -> vmovups mem, xmm0

vextractf128 mem+16, ymm0, 1 

以下の組み込み関数は、16バイト・メモリーアクセスを利用し、アライメントされていない 32バイト・メモ

リー操作を行う：

_mm256_loadu2_m128 ( float const * addr_hi, float const * addr_lo);

_mm256_loadu2_m128d ( double const * addr_hi, double const * addr_lo);

_mm256_loadu2_m128 i( __m128i const * addr_hi, __m128i const * addr_lo);

_mm256_storeu2_m128 ( float * addr_hi, float * addr_lo, __m256 a);

_mm256_storeu2_m128d ( double * addr_hi, double * addr_lo, __m256d a);

_mm256_storeu2_m128 i( __m128i * addr_hi, __m128i * addr_lo, __m256i a);
11-26　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



アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 75（影響 M、一般性 H）。できる限り、

32バイト境界にデータをアライメントする。ロード・アライメントよりもストア・アライ

メントを優先する。

例 11-12 アライメントの合っていないデータアドレスに対する SAXPY実装 

32バイトのメモリー操作による AVX 16バイトのメモリー操作を 2つ使用した AVX

mov rax, src1

mov rbx, src2

mov rcx, dst

mov rdx, len

xor rdi, rdi

vbroadcastss ymm0, alpha

start_loop:

vmovups ymm1, [rax + rdi]

vmulps ymm1, ymm1, ymm0

vmovups ymm2, [rbx + rdi]

vaddps ymm1, ymm1, ymm2

vmovups [rcx + rdi], ymm1

mov rax, src1

mov rbx, src2

mov rcx, dst

mov rdx, len

xor rdi, rdi

vbroadcastss ymm0, alpha

start_loop:

vmovups xmm2, [rax+rdi]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rax+rdi+16], 1 

vmulps ymm1, ymm0, ymm2

vmovups xmm2, [ rbx + rdi]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rbx+rdi+16], 1

vaddps ymm1, ymm1, ymm2

vmovups ymm1, [rax+rdi+32]

vmulps ymm1, ymm1, ymm0

vmovups ymm2, [rbx+rdi+32]

vaddps ymm1, ymm1, ymm2

vmovups [rcx+rdi+32], ymm1

add rdi, 64

cmp rdi, rdx

jl start_loop

vaddps ymm1, ymm1, ymm2

vmovaps [rcx+rdi], ymm1

vmovups xmm2, [rax+rdi+32]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rax+rdi+48], 1 

vmulps ymm1, ymm0, ymm2

vmovups xmm2, [rbx+rdi+32]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rbx+rdi+48], 1

vaddps ymm1, ymm1, ymm2

vmovups [rcx+rdi+32], ymm1

add rdi, 64

cmp rdi, rdx

jl  start_loop
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11.6.3 ストア・アライメントの優先

処理済みのデータバッファーのサブセットだけしかアライメントできない場合がある。こ

のような場合、通常、ストア操作に使用されるデータバッファーのアライメントの方が、

ロード操作に使用されるデータバッファーのアライメントよりも性能が向上する。

ページをまたがる分割キャッシュラインへのストアはペナルティーが非常に高いため、ア

ライメントされていないロードと比べ、アライメントされていないストアの方が性能の低

下を招く可能性が高い。このペナルティーは 150サイクルと推定される。ページ境界をま

たがるロードはリタイアメント時に実行される。例 11-12 では、アライメントされていな

いストアアドレスの場合、3 つのアライメントされていないアドレスの SAXPY 性能に影

響を及ぼし、アライメントされた場合のおよそ 4分の 1に性能が低下する。

11.7 L1Dキャッシュラインの置換

L1Dキャッシュでロードミスが発生した場合、上位のメモリー階層レベルから、要求され

たデータを含むキャッシュラインが取り込まれる。L1Dキャッシュが常にアクティブであ

る大量のメモリーを必要とするコードでは、L1Dキャッシュのキャッシュラインが置換さ

れると、ほかのロードで遅延が発生する可能性がある。32バイト・ロードのペナルティー

は、16バイト・ロードのペナルティーよりも高くなる。このため、32バイト・ロードおよ

びL1Dキャッシュよりも大きいデータセットを含む大量のメモリーを必要とするインテル
® AVXコードの場合、16バイト・ロードを含む類似コードよりも速度が低下する。

L2キャッシュに常駐するデータセットで例 11-12を実行した場合は、16バイト・メモリー・

アクセス実装の方が 32バイト・メモリー操作と比べ多少高速である。

32 バイト・メモリー・アクセスと比べたときの 16 バイト・メモリー・アクセスの相対的

な利点は、マイクロアーキテクチャーの世代で異なることに注意する。

11.8 4Kエイリアシング

4Kバイト・メモリー・エイリアシングは、ある 1つのメモリーアドレスにストアし、その

直後に異なるメモリーアドレス（両者のメモリーアドレス間のオフセットは 4Kバイト）か

らロードするコードで発生する。例えば、リニアアドレス 0x401020へのストア後に、リニ

アアドレス 0x400020へロードが行われる場合である。 

ロードとストアはアドレスのビット 5～ 11の値が同じで、アクセスするバイトオフセット

が一部分または全部オーバーラップする。

4K エイリアシングのロード・レイテンシーは、5 サイクルのペナルティーとなる。4K エ

イリアシングが繰り返し発生し、ロードがクリティカル・パスにある場合、このペナル

ティーは重大となる可能性がある。ロードが 2本のキャッシュラインにまたがる場合、競

合するストアがキャッシュにコミットされるまで、遅延が発生する。このため、アライメ

ントの合っていないインテル® AVX ロードで繰り返し 4K エイリアシングが発生すると、

ペナルティーが高くなる。
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4Kエイリアシングを検出するには、インテル® AVXロードが 4Kエイリアシングによって

ブロックされた回数をカウントする LD_BLOCKS_PARTIAL.ADDRESS_ALIASイベントを

使用する。 

4Kエイリアシングを解決するには、以下の手順を試行する。 

• 32バイトへデータをアライメントする。 

• 可能であれば、入力バッファーと出力バッファー間のオフセットを変更する。 

• 32バイトにアライメントされていないメモリーで 16バイトのメモリー・アクセスを使

用する。

11.9 条件付きの SIMDパックドロード /ストア

VMASKMOV 命令は、各データ要素に対応するマスクビットに応じて、条件付きでメモ

リーとの間でパックドデータ要素をやりとりする。各データ要素のマスクビットは、マス

クレジスター内の対応する要素の最上位ビットである。

マスクロードの実行時、対応するマスク値が 0の要素では、返される値は 0である。マス

クストア命令は、対応するマスク値が 1の要素だけをメモリーに書き込み、対応するマス

ク値が 0の要素についてはメモリーを変更しない。フォールトが発生する可能性があるの

は、マスクで必要とされるメモリーアクセスについてだけである。メモリーアドレスの対

応するマスクビット値がゼロの場合は、メモリーアドレスの参照によってフォールトが発

生することはない。例えば、マスクビットがすべてゼロの場合はフォールトは検出されな

い。

下図に、フォールトが発生しないマスクロードとマスクストアの例を示す。この例では、

ロード操作のマスクレジスターは ymm1で、ストア操作のマスクレジスターは ymm2であ

る。
インテル®
 アドバンスト・ベクトル・エクステンションの最適化　11-29



マスクされたロードまたはストアを使用する場合は、以下を考慮する。

• VMASKMOVストアのアドレスは、マスクが判明した後に初めて解決される。マスク

されたストアに続くロードは、マスク値が判明するまでブロックできる（ただし、メ

モリー・ディスアンビゲーション機能によって軽減される場合は除く）。 

• マスクがすべて1またはすべて0でない場合、マスクされたストアに依存するロードは、

ストアデータがキャッシュに書き込まれるまで待機しなければならない。マスクがす

べて 1の場合は、マスクされたストアから依存関係のあるロードへデータを転送でき

る。マスクがすべて 0の場合は、ロードはマスクされたストアに依存しない。

• 無効なアドレス範囲を含むマスクされたロードであっても、その範囲に対応するマス

ク値がゼロであれば、例外とならない。ただし、プロセッサーはマルチサイクル「ア

シスト」によって、無効な範囲のどの部分にもマスク値 1が含まれないことを確認す

る。このアシストは、マスクが「ゼロ」であり、ロードを実行すべきでないことがプ

ログラマーにとって明白に思える場合であっても行われる。

VMASKMOVを使用する場合は、以下を考慮する。

• VMASKMOVは、VMOVUPSを使用できない場合に限り使用する。

• VMASKMOVは、可能であれば、32バイトにアライメントされたアドレスで使用する。

• 無効な部分がたとえゼロでマスクされていても、可能であれば、マスクされたロード

には有効なアドレス範囲を使用する。

• できる限り早い時点でマスクを決定する。

• 可能であれば、VMASKMOVストアに先立ってロードを実行することで、ストア・フォ

ワーディングの問題を回避する。

11.9.1 条件付きループ

VMASKMOVでは、条件付きコードを含むループのベクトル化が可能である。スカラー実

装ではなく、VMASKMOVを使用することには、2つの大きな利点がある。 

• VMASKMOVコードがベクトル化される。

• 分岐予測ミスが解消される。

以下は、条件付きループの Cコードである。
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例 11-13 条件式を伴うループ

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

{ if(A[i]>0)

{ B[i] = (E[i]*C[i]);

}

else

{ B[i] = (E[i]*D[i]);

}

}

例 11-14 VMASKMOVでのループ条件の処理 

スカラー VMASKMOVを使用した AVX

float* pA = A;

float* pB = B;

float* pC = C;

float* pD = D;

float* pE = E;

uint64 len = (uint64) 

(miBufferWidth)*sizeof(float); 

__asm

{

mov rax, pA

mov rbx, pB

mov rcx, pC

mov rdx, pD

mov rsi, pE

mov r8, len

float* pA = A;

float* pB = B;

float* pC = C;

float* pD = D;

float* pE = E;

uint64 len = (uint64) 

(miBufferWidth)*sizeof(float); 

__asm

{

mov rax, pA

mov rbx, pB

mov rcx, pC

mov rdx, pD

mov rsi, pE

mov r8, len
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例 11-14 のスカラー実装コードの性能は分岐予測ミスの影響を受け、データに依存した分

岐のない VMASKMOVの例よりも一桁速度が低下する可能性がある。

 //xmm8をすべてゼロに

vxorps xmm8, xmm8, xmm8

xor r9,r9

loop1:

vmovss xmm1, [rax+r9]

vcomiss xmm1, xmm8

jbe a_le

a_gt:

vmovss xmm4, [rcx+r9]

jmp mul

a_le:

vmovss xmm4, [rdx+r9]

mul:

vmulss xmm4, xmm4, [rsi+r9]

vmovss [rbx+r9], xmm4

add r9, 4

cmp r9, r8

    jl loop1

}

 //ymm8をすべてゼロに

  vxorps ymm8, ymm8, ymm8    

   //ymm9 をすべてゼロに

  vcmpps ymm9, ymm8, ymm8, 0  

  xor r9,r9

loop1:

  vmovups ymm1, [rax+r9]

  vcmpps ymm2, ymm8, ymm1, 1

  vmaskmovps ymm4, ymm2, [rcx+r9]

  vxorps ymm2, ymm2, ymm9

  vmaskmovps ymm5, ymm2, [rdx+r9]

  vorps ymm4, ymm4, ymm5

  vmulps ymm4,ymm4, [rsi+r9]

  vmovups [rbx+r9], ymm4

  add r9, 32

  cmp r9, r8

  jl loop1 

}

例 11-14 VMASKMOVでのループ条件の処理  （続き）

スカラー VMASKMOVを使用した AVX
11-32　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



11.10 整数と浮動小数点が混在したコード

インテル® AVX命令の整数 SIMD機能は 128ビットに限定されている。整数 SIMDと浮動

小数点 SIMDが混在するアルゴリズムがある。このため、このようなレガシーの 128ビッ

ト・コードを 256ビットの AVXコードに移植するには、特に注意を必要とする。

例えば、PALINGR（Packed Align Right）は、整数と浮動小数点のコードでデータ要素を配

列する上で有用な整数 SIMD命令である。しかし、VPALINGR命令には対応する AVX 256

ビット命令がない。

大半が浮動小数点で一部整数操作が含まれるレガシーコードを 256 ビットの AVX コード

に移植する場合に検討すべき手法が 2つある。

• 重要な 128ビットの整数 SIMD命令に代わる 256ビットのAVX命令（存在する場合）を

見つける。これは、データ要素を再配置する整数SIMD命令に当てはまる可能性が高い。

• 128ビットの AVX命令と 256ビットの AVX命令を混在させる。

この 2 つの手法による性能の向上は変動する可能性がある。256 ビットのベクトル幅をフ

ルに利用するため、できる限り 1番目の方法を使用する。

コードの大半が整数の場合は、128 ビットの SSE 命令から 128 ビットの AVX 命令にコー

ドを変換し、非破壊ソース（NDS）の利用を検討する。

例 11-15 Cコードの 3タップフィルター

for(int i = 0; i < (len - 2); i++)

{

pOut[i] = A[i]*coeff[0]+A[i+1]*coeff[1]+A[i+2]*coeff[2];

B[i]    =  (E[i]*D[i]);

}
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例 11-16 128ビットの整数と FPが混在した SIMDの 3タップフィルター 

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

mov r15, coeffs

movss xmm2, [r15]    //coeffs 0 をロード

shufps xmm2, xmm2, 0 //coeffs 0 をブロードキャスト

movss xmm1, [r15+4]  //coeffs 1 をロード

shufps xmm1, xmm1, 0 //coeffs 1 をブロードキャスト

movss xmm0, [r15+8]  //coeffs の 2 をロード

shufps xmm0, xmm0, 0 //coeffs 2 をブロードキャスト

movaps xmm5, [rdi]   //xmm5={A[n+3],A[n+2],A[n+1],A[n]}

loop_start:

movaps xmm6, [rdi+16] //xmm6={A[n+7],A[n+6],A[n+5],A[n+4]}

movaps xmm7, xmm6

movaps xmm8, xmm6

add rdi, 16           //inPtr+=32

add rbx, 4            //ループカウンター

palignr xmm7, xmm5, 4 //xmm7={A[n+4],A[n+3],A[n+2],A[n+1]}

palignr xmm8, xmm5, 8 //xmm8={A[n+5],A[n+4],A[n+3],A[n+2]}         

mulps   xmm5, xmm2   //xmm5={C0*A[n+3],C0*A[n+2],C0*A[n+1], C0*A[n]} 

 

mulps   xmm7, xmm1   //xmm7={C1*A[n+4],C1*A[n+3],C1*A[n+2],C1*A[n+1]}

mulps   xmm8, xmm0   //xmm8={C2*A[n+5],C2*A[n+4] C2*A[n+3],C2*A[n+2]}

addps   xmm7 ,xmm5                             

addps   xmm7, xmm8    

movaps  [rsi], xmm7                             

    movaps  xmm5, xmm6   

add rsi, 16          //outPtr+=16 

cmp rbx, rcx                                    

jl loop_start                      
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例 11-17 VSHUFPSでの 256ビットの AVX 3タップ・フィルター・コード 

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

mov r15, coeffs

vbroadcastss ymm2, [r15]   //coeffs 0 をロードしてブロードキャスト

vbroadcastss ymm1, [r15+4] //coeffs 1 をロードしてブロードキャスト

vbroadcastss ymm0, [r15+8] //coeffs 2 をロードしてブロードキャスト

loop_start:

vmovaps ymm5, [rdi] // Ymm5={A[n+7],A[n+6],A[n+5],A[n+4];

// A[n+3], A[n+2],A[n+1],A[n]}

vshufps ymm6,ymm5,[rdi+16],0x4e // ymm6={A[n+9],A[n+8],A[n+7],A[n+6];

// A[n+5],A[n+4],A[n+3],A[n+2]}

vshufps ymm7,ymm5,ymm6,0x99 // ymm7={A[n+8],A[n+7],A[n+6],A[n+5];

// A[n+4],A[n+3],A[n+2],A[n+1]}         

vmulps  ymm3,ymm5,ymm2 // ymm3={C0*A[n+7],C0*A[n+6],C0*A[n+5],C0*A[n+4]; 

// C0*A[n+3],C0*A[n+2],C0*A[n+1],C0*A[n]}

vmulps  ymm9,ymm7,ymm1 // ymm9={C1*A[n+8],C1*A[n+7],C1*A[n+6],C1*A[n+5];

// C1*A[n+4],C1*A[n+3],C1*A[n+2],C1*A[n+1]}                       

vmulps  ymm4,ymm6,ymm0 // ymm4={C2*A[n+9],C2*A[n+8],C2*A[n+7],C2*A[n+6];

// C2*A[n+5],C2*A[n+4],C2*A[n+3],C2*A[n+2]}

vaddps    ymm8 ,ymm3,ymm4                             

vaddps    ymm10, ymm8, ymm9     

vmovaps   [rsi], ymm10 

add rdi, 32           //inPtr+=32

add rbx, 8            //ループカウンター

add rsi, 32           //outPtr+=32 

cmp rbx, rcx 

jl loop_start 
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例 11-18 256ビットの AVXコードと 128ビットの AVXコードが混在した 3タップ・フィル
ター・コード 

xor ebx, ebx

mov rcx, len

mov rdi, inPtr

mov rsi, outPtr

mov r15, coeffs

vbroadcastss ymm2, [r15]   //coeffs 0 をロードしてブロードキャスト

vbroadcastss ymm1, [r15+4] //coeffs 1 をロードしてブロードキャスト

vbroadcastss ymm0, [r15+8] //coeffs 2 をロードしてブロードキャスト

vmovaps xmm3, [rdi]    //xmm3={A[n+3],A[n+2],A[n+1],A[n]}

vmovaps xmm4, [rdi+16] //xmm4={A[n+7],A[n+6],A[n+5],A[n+4]}

vmovaps xmm5, [rdi+32] //xmm5={A[n+11], A[n+10],A[n+9],A[n+8]}

loop_start:

vinsertf128 ymm3, ymm3, xmm4, 1 // ymm3={A[n+7],A[n+6],A[n+5],A[n+4];

// A[n+3], A[n+2],A[n+1],A[n]}

vpalignr xmm6, xmm4, xmm3, 4 // xmm6={A[n+4],A[n+3],A[n+2],A[n+1]}

vpalignr xmm7, xmm5, xmm4, 4 // xmm7={A[n+8],A[n+7],A[n+6],A[n+5]}

 vinsertf128 ymm6,ymm6,xmm7,1 // ymm6={A[n+8],A[n+7],A[n+6],A[n+5];

// A[n+4],A[n+3],A[n+2],A[n+1]}         

vpalignr xmm8,xmm4,xmm3,8 // xmm8={A[n+5],A[n+4],A[n+3],A[n+2]}

vpalignr xmm9, xmm5, xmm4, 8 // xmm9={A[n+9],A[n+8],A[n+7],A[n+6]}

vinsertf128 ymm8, ymm8, xmm9,1 // ymm8={A[n+9],A[n+8],A[n+7],A[n+6]; 

// A[n+5],A[n+4],A[n+3],A[n+2]}

vmulps   ymm3,ymm3,ymm2 // Ymm3={C0*A[n+7],C0*A[n+6],C0*A[n+5], C0*A[n+4];

// C0*A[n+3],C0*A[n+2],C0*A[n+1],C0*A[n]}

vmulps   ymm6,ymm6,ymm1  // Ymm9={C1*A[n+8],C1*A[n+7],C1*A[n+6],C1*A[n+5];

   //  C1*A[n+4],C1*A[n+3],C1*A[n+2],C1*A[n+1]}                       

vmulps   ymm8,ymm8,ymm0  // Ymm4={C2*A[n+9],C2*A[n+8],C2*A[n+7],C2*A[n+6];

                              // C2*A[n+5],C2*A[n+4],C2*A[n+3],C2*A[n+2]}

vaddps    ymm3 ,ymm3,ymm6                             

vaddps    ymm3, ymm3, ymm8     

vmovaps   [rsi], ymm3 

vmovaps xmm3, xmm5 

add rdi, 32           //inPtr+=32

add rbx, 8            //ループカウンター

add rsi, 32 //outPtr+=32 

cmp rbx, rcx 

jl loop_start 
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例 11-17では、256ビットの VSHUFPSを使用して、128ビットの SSEが混在したコード内

の PALIGNRを置換する。これによって、例 11-16の 128ビットの SSEが混在したコード

よりも速度がおよそ 70%向上し、例 11-18を多少上回る。

整数命令を含み、256ビットのインテル® AVX命令で作成されたコードの場合は、整数命

令を、類似の機能および性能を持つ浮動小数点命令に置換する。類似の浮動小数点命令が

ない場合は、128ビットのインテル® AVX命令を使用して、必要な整数操作を行うことを

検討する。

11.11 ポート 5の負荷の軽減

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeのポート 5にはシャッフルユニットが

含まれ、しばしばパフォーマンスのボトルネックになる。ポート 5でのみディスパッチす

るシャッフル命令を別の命令に置換し、ポート 5の負荷を軽減することで性能を向上でき

る場合がある。詳細は、表 2-4を参照のこと。

11.11.1 シャッフルのブレンディングへの置換

VSHUFPSやVPERM2F128などのシャッフルを他の命令の組み合わせで置換できる場合が

ある。インテル® AVXシャッフルはポート 5でしか実行できないのに対し、他の命令の組

み合わせではポート 0でも実行できる。このため、シャッフルを他の命令の組み合わせに

置換すると、ポート 5の負荷を軽減できる。下図に、VBLENDPSを使用した VSHUFPSの

置換方法を示す。
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以下の例に、8x8 マトリクス転置の 2 つの実装を示す。どちらのケースでも、ボトルネッ

クはポート 5の負荷である。代替手法 1は、ポート 5でしか実行できない 12の vshufps命

令を使用する。代替手法 2では、この vshufps命令を、ポート 0で実行できる vblendps命

令に置換する。

例 11-19 8x8マトリクス転置 -シャッフルのブレンディングへの置換 

VSHUFPSを使用した 256ビットの AVX VSHUFPSを VBLENDPSで置換した AVX

mov rcx, inpBuf

mov rdx, outBuf

mov r10, NumOfLoops

mov rbx, rdx

loop1:

vmovaps    ymm9, [rcx]

vmovaps    ymm10, [rcx+32]

vmovaps    ymm11, [rcx+64]

vmovaps    ymm12, [rcx+96]

vmovaps    ymm13, [rcx+128]

vmovaps    ymm14, [rcx+160]

vmovaps    ymm15, [rcx+192]

vmovaps    ymm2, [rcx+224]

vunpcklps  ymm6,  ymm9,  ymm10

vunpcklps  ymm1,  ymm11, ymm12 

vunpckhps  ymm8,  ymm9,  ymm10    

vunpcklps  ymm0,  ymm13, ymm14    

vunpcklps  ymm9,  ymm15, ymm2    

vshufps    ymm3,  ymm6,  ymm1, 0x4E

vshufps    ymm10, ymm6,  ymm3, 0xE4

vshufps    ymm6,  ymm0,  ymm9, 0x4E

vunpckhps  ymm7,  ymm11, ymm12

vshufps    ymm11, ymm0,  ymm6, 0xE4

vshufps    ymm12, ymm3,  ymm1, 0xE4

vperm2f128 ymm3,  ymm10, ymm11, 0x20

vmovaps    [rdx], ymm3

vunpckhps  ymm5,  ymm13, ymm14 

vshufps    ymm13, ymm6,  ymm9, 0xE4

vunpckhps  ymm4,  ymm15, ymm2  

vperm2f128 ymm2,  ymm12, ymm13, 0x20

vmovaps    32[rdx], ymm2

vshufps    ymm14, ymm8,  ymm7, 0x4

vshufps    ymm15, ymm14, ymm7, 0xE4

vshufps    ymm7,  ymm5,  ymm4, 0x4E

vshufps    ymm8,  ymm8,  ymm14, 0xE4

mov rcx, inpBuf

mov rdx, outBuf

mov r10, NumOfLoops

mov rbx, rdx

loop1:

vmovaps    ymm9, [rcx]

vmovaps    ymm10, [rcx+32]

vmovaps    ymm11, [rcx+64]

vmovaps    ymm12, [rcx+96]

vmovaps    ymm13, [rcx+128]

vmovaps    ymm14, [rcx+160]

vmovaps    ymm15, [rcx+192]

vmovaps    ymm2, [rcx+224]

vunpcklps  ymm6,  ymm9,  ymm10

vunpcklps  ymm1,  ymm11, ymm12  

vunpckhps  ymm8,  ymm9,  ymm10

vunpcklps  ymm0,  ymm13, ymm14  

vunpcklps  ymm9,  ymm15, ymm2    

vshufps    ymm3,  ymm6,  ymm1, 0x4E

vblendps   ymm10, ymm6,  ymm3, 0xCC 

vshufps    ymm6,  ymm0,  ymm9, 0x4E 

vunpckhps  ymm7,  ymm11, ymm12

vblendps   ymm11, ymm0,  ymm6, 0xCC 

vblendps   ymm12, ymm3,  ymm1, 0xCC 

vperm2f128 ymm3,  ymm10, ymm11, 0x20  

vmovaps    [rdx], ymm3

vunpckhps  ymm5,  ymm13, ymm14 

vblendps   ymm13, ymm6,  ymm9, 0xCC 

vunpckhps  ymm4,  ymm15, ymm2   

vperm2f128 ymm2,  ymm12, ymm13, 0x20

vmovaps    32[rdx], ymm2

vshufps    ymm14, ymm8,   ymm7, 0x4E

vblendps   ymm15, ymm14,  ymm7, 0xCC

vshufps    ymm7,  ymm5,   ymm4, 0x4E

vblendps   ymm8,  ymm8,   ymm14, 0xCC
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例 11-19において、VSHUFPSを VBLENDPSで置換することで、ポート 5の負荷が軽減さ

れ、およそ 40%速度を向上できる。

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 76（影響 M、一般性 M）。AVXのシャッ

フル命令の代わりに、可能であればブレンディング命令を使用する。

11.11.2 シャッフルの数を減らしたアルゴリズムの設計

使用するシャッフルの数を減らすようにアルゴリズムを変更することで、ポート 5の負荷

を軽減できる場合がある。下図では、転置によって、0 ～ 3 行目の要素すべてが下位レー

ンに移動し、4 ～ 7 行目の要素すべてが上位レーンに移動している。このため、アルゴリ

ズムの先頭で 256 ビットのロードを使用するには、レーン間の要素を入れ替えるため

VPERM2F128 を使用する必要がある。プロセッサーは、ポート 5 でのみ VPERM2F128命

令を実行する。

例 11-19では、8つの 256ビット・ロードと 8つの VPERM2F128命令を使用した。この 256

ビット・ロードと 8つの VPERM2F128 の代わりに、VINSERTF128 を使用して、同じ 8x8

マトリクス転置を実装できる。メモリーからの VINSERTF128 の使用は、ロードポートお

よびポート 0またはポート 5で実行される。当初の方法では、ロードポートで実行される

ロードとポート5でのみ実行されるVPERM2F128が必要であった。このため、VINSERTF128

を使用するようにアルゴリズムを設計し直すことで、ポート 5の負荷が軽減され、性能が

向上する。

vshufps    ymm5,  ymm5,  ymm7, 0xE4

vperm2f128 ymm6,  ymm8,  ymm5, 0x20

vmovaps    64[rdx], ymm6

vshufps    ymm4,  ymm7,  ymm4, 0xE4

vperm2f128 ymm7,  ymm15, ymm4, 0x20

vmovaps    96[rdx], ymm7

vperm2f128 ymm1,  ymm10, ymm11, 0x31

vperm2f128 ymm0,  ymm12, ymm13, 0x31

vmovaps    128[rdx], ymm1

vperm2f128 ymm5,  ymm8,  ymm5,  0x31

vperm2f128 ymm4,  ymm15, ymm4,  0x31

vmovaps    160[rdx], ymm0

vmovaps    192[rdx], ymm5

vmovaps    224[rdx], ymm4

dec r10

jnz loop1

vblendps   ymm5,  ymm5,   ymm7, 0xCC

vperm2f128 ymm6,  ymm8,   ymm5, 0x20   

vmovaps    64[rdx], ymm6

vblendps   ymm4,  ymm7,   ymm4, 0xCC

vperm2f128 ymm7,  ymm15,  ymm4, 0x20 

vmovaps    96[rdx], ymm7

vperm2f128 ymm1,  ymm10,  ymm11, 0x31 

vperm2f128 ymm0,  ymm12,  ymm13, 0x31

vmovaps    128[rdx], ymm1

vperm2f128 ymm5,  ymm8,   ymm5, 0x31

vperm2f128 ymm4,  ymm15,  ymm4, 0x31

vmovaps    160[rdx], ymm0

vmovaps    192[rdx], ymm5

vmovaps    224[rdx], ymm4

dec   r10

jnz loop1

例 11-19 8x8マトリクス転置 -シャッフルのブレンディングへの置換  （続き）

VSHUFPSを使用した 256ビットの AVX VSHUFPSを VBLENDPSで置換した AVX
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下図に、vinsertf128を使用した 8x8マトリクス転置のステップ 1を示す。ステップ 2では、

異なる列で同じ操作を行う。
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例 11-20 VINSRTPSを使用した 8x8マトリクス転置 

mov rcx, inpBuf

mov rdx, outBuf

mov r8, iLineSize

mov r10, NumOfLoops

loop1:

vmovaps xmm0, [rcx]

vinsertf128 ymm0, ymm0, [rcx + 128], 1

vmovaps xmm1, [rcx + 32]

vinsertf128 ymm1, ymm1, [rcx + 160], 1

vunpcklpd ymm8, ymm0, ymm1

vunpckhpd ymm9, ymm0, ymm1

vmovaps xmm2, [rcx+64]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rcx + 192], 1
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vmovaps xmm3, [rcx+96]

vinsertf128 ymm3, ymm3, [rcx + 224], 1

vunpcklpd ymm10, ymm2, ymm3

vunpckhpd ymm11, ymm2, ymm3

vshufps ymm4, ymm8, ymm10, 0x88

vmovaps [rdx], ymm4

vshufps ymm5, ymm8, ymm10, 0xDD

vmovaps [rdx+32], ymm5

vshufps ymm6, ymm9, ymm11, 0x88

vmovaps [rdx+64], ymm6

vshufps ymm7, ymm9, ymm11, 0xDD

vmovaps [rdx+96], ymm7

vmovaps xmm0, [rcx+16]

vinsertf128 ymm0, ymm0, [rcx + 144], 1

vmovaps xmm1, [rcx + 48]

vinsertf128   ymm1, ymm1, [rcx + 176], 1

vunpcklpd ymm8, ymm0, ymm1

vunpckhpd ymm9, ymm0, ymm1

vmovaps xmm2, [rcx+80]

vinsertf128 ymm2, ymm2, [rcx + 208], 1

vmovaps xmm3, [rcx+112]

vinsertf128 ymm3, ymm3, [rcx + 240], 1

vunpcklpd ymm10, ymm2, ymm3

vunpckhpd ymm11, ymm2, ymm3

vshufps ymm4, ymm8, ymm10, 0x88

vmovaps [rdx+128], ymm4

vshufps ymm5, ymm8, ymm10, 0xDD

vmovaps [rdx+160], ymm5

vshufps ymm6, ymm9, ymm11, 0x88

vmovaps [rdx+192], ymm6

vshufps ymm7, ymm9, ymm11, 0xDD

vmovaps [rdx+224], ymm7

dec r10

jnz loop1

例 11-20 VINSRTPSを使用した 8x8マトリクス転置  （続き）
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例 11-20 では、例 11-19 の VSHUFPS と VBLENDPS の組み合わせの場合よりも、さらに

ポート 5の負荷が軽減される。例 11-19の VSHUFPSだけを利用した場合と比べ、70%速

度を向上できる。

11.11.3 ロードポートでの基本的なシャッフルの実行

ソースがメモリーである場合、一部のシャッフルはロードポート（ポート 2、ポート 3）で

実行できる。以下に、一部のシャッフル（vmovsldup/vmovshdup）をポート 5 からロード

ポートに移動することで、いかに性能が大幅に向上するかを示す。 

下図に、vmovsldup/vmovshdupがロードポートにある複素数乗算アルゴリズムのインテル®

AVX実装を示す。

例 11-21 には、2 つのバージョンの複素数乗算が含まれる。どちらのバージョンも 2 回ア

ンロールされている。代替手法 1 は、レジスター内のすべてのデータをシャッフルする。

代替手法 2は、メモリーからロードしながら、データをシャッフルする。
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11.12 除算演算および平方根演算

インテル® SSEの除算命令 DIVPSおよび平方根命令 SQRTPSはレイテンシーが 14サイク

ルで、パイプライン構造になっていない。つまり、これらの命令のスループットは 14サイ

クルにつき 1回になる。256ビットのインテル® AVX命令 VDIVPSおよび VSQRTPSはレ

イテンシーが 28サイクルで、同じくパイプライン構造になっていない。このため、インテ

ル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでは、インテル® SSEの除算命令および平方

根命令のパフォーマンスは、インテル® AVXの 256ビット命令と同程度である。

例 11-21 ポート 5シャッフルとロード・ポート・シャッフルの比較

レジスター内のデータをシャッフル ロードされたデータをシャッフル

mov rax, inPtr1

mov rbx, inPtr2

mov rdx, outPtr

mov r8, len

xor rcx, rcx

loop1:

vmovaps ymm0, [rax +8*rcx]            

vmovaps ymm4, [rax +8*rcx +32]       

vmovaps ymm3, [rbx +8*rcx]

vmovsldup ymm2, ymm3

vmulps ymm2, ymm2, ymm0

vshufps ymm0, ymm0, ymm0, 177

vmovshdup ymm1, ymm3

vmulps ymm1, ymm1, ymm0

vmovaps ymm7, [rbx +8*rcx +32]

vmovsldup ymm6, ymm7

vmulps ymm6, ymm6, ymm4

vaddsubps ymm2, ymm2, ymm1

vmovshdup ymm5, ymm7

vmovaps [rdx+8*rcx], ymm2            

vshufps ymm4, ymm4, ymm4, 177

vmulps ymm5, ymm5, ymm4

vaddsubps ymm6, ymm6, ymm5

vmovaps [rdx+8*rcx+32], ymm6       

add rcx, 8

cmp rcx, r8

jl loop1

mov rax, inPtr1

mov rbx, inPtr2

mov rdx, outPtr

mov r8, len

xor rcx, rcx

loop1:

vmovaps ymm0, [rax +8*rcx]            

vmovaps ymm4, [rax +8*rcx +32] 

      

vmovsldup ymm2, [rbx +8*rcx]    

vmulps ymm2, ymm2, ymm0

vshufps ymm0, ymm0, ymm0, 177  

vmovshdup ymm1, [rbx +8*rcx]    

vmulps ymm1, ymm1, ymm0

vmovsldup ymm6, [rbx +8*rcx +32]

vmulps ymm6, ymm6, ymm4

vaddsubps ymm3, ymm2, ymm1

vmovshdup ymm5, [rbx +8*rcx +32]

vmovaps [rdx +8*rcx], ymm3    

vshufps ymm4, ymm4, ymm4, 177

vmulps ymm5, ymm5, ymm4

vaddsubps ymm7, ymm6, ymm5

vmovaps [rdx +8*rcx +32], ymm7       

add rcx, 8

cmp rcx, r8

jl loop1
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(V)RSQRTPS 命令および (V)RCPPS 命令を使用すると、単精度の除算計算および平方根計

算の速度を向上できる。これらの命令のインテル® SSE実装はレイテンシーが 5サイクル

で、パイプライン化され、スループットは 1サイクルにつき 1命令である。これらの命令

の 256ビットのインテル® AVX実装はレイテンシーが 7サイクルで、スループットは 2サ

イクルにつき 1命令である。これらの命令を 1回のニュートン・ラフソン反復法またはテ

イラー近似式と一緒に使用することで、(V)DIVPS命令および (V)SQRTPS命令とほぼ同じ

精度を実現できる。これらの命令の詳細については、『Intel® 64 and IA-32 Architectures

Software Developer's Manual』を参照のこと。

除算演算または平方根演算がこれらの演算のレイテンシーの一部を隠蔽する大きなアル

ゴリズムに属している場合、ニュートン・ラフソンの近似法によって実行速度が低下する

ことがある。これは、命令が増えたことによって、マイクロオペレーション（μOP）が増

え、パイプが一杯になるためである。

下表に、3 つの単精度演算と、それぞれの演算について望ましい精度レベルに応じて推奨

される計算方法を示す。

11.12.1 単精度除算 

計算式：

Z[i]=A[i]/B[i] 

単精度数の大きなベクトルでは、Z[i]は、除算演算により、または 1/B[i]に A[i]を掛ける

ことにより、算出できる。

B[i]を Nで表すと、(V)RCPPS命令を使用して 1/Nを計算でき、ほぼ 11ビットの精度を実

現できる。 

精度を向上させるには、1回のニュートン・ラフソン反復法を使用できる。

X_(0 )  ~= 1/N                   ; 初期推測、rcp(N)

表 11-3.  単精度の除算演算および平方根演算の代替手法

演算 精度 推奨オプション

除算 24ビット（IEEE） DIVPS

～ 22ビット RCPPS + 1回のニュートン・ラフソン

反復法 + MULPS

～ 11ビット RCPPS + MULPS

逆数平方根 24ビット（IEEE） SQRTPS + DIVPS

～ 22ビット RSQRTPS + 1回のニュートン・ラフ

ソン反復法 

～ 11ビット RSQRTPS 

平方根 24ビット（IEEE） SQRTPS

～ 22ビット RSQRTPS + 1回のニュートン・ラフ

ソン反復法 + MULPS

～ 11ビット RSQRTPS + RCPPS
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X_(0 ) =  1/N*(1-E)

E=1-N*X_0                                         ; E ~= 2^(-11)

X_1=X_0*(1+E)=1/N*(1-E^2 )      ; E^2 ~= 2^(-22)

X_1=X_0*(1+1-N*X_0 )= 2 *X_0 - N*X_0^2

X_1は、ほぼ 22ビット精度の 1/Nの近似値である。

例 11-22 24ビット精度の DIVPSを使用した除算

DIVPSを使用した SSEコード VDIVPSを使用

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

movups xmm0, [rax+rdx*1]

movups xmm1, [rbx+rdx*1]

divps  xmm0, xmm1

movups [rcx+rdx*1],xmm0

add rdx, 0x10

cmp rdx, rsi

jl loop1

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

vmovups ymm0, [rax+rdx*1]

vmovups ymm1, [rbx+rdx*1]

vdivps  ymm0, ymm0, ymm1

vmovups [rcx+rdx*1], ymm0

add rdx, 0x20

cmp rdx, rsi

jl loop1

例 11-23 RCPPSの 11ビット近似値を使用した除算

RCPPSを使用した SSEコード VRCPPSを使用

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx
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loop1:

movups xmm0, [rax+rdx*1]

movups xmm1, [rbx+rdx*1]

rcpps xmm1,xmm1

mulps xmm0,xmm1

movups [rcx+rdx*1],xmm0

add rdx, 16

cmp rdx, rsi

jl loop1

loop1:

vmovups ymm0, [rax+rdx]

vmovups ymm1, [rbx+rdx]

vrcpps ymm1, ymm1

vmulps ymm0, ymm0, ymm1

vmovups [rcx+rdx], ymm0

add rdx, 32

cmp rdx, rsi

jl loop1

例 11-24 RCPPSとニュートン・ラフソン反復法を使用した除算

RCPPS + MULPS ~ 22ビット精度 VRCPPS + VMULPS ~ 22ビット精度

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

movups xmm0, [rax+rdx*1]

movups xmm1, [rbx+rdx*1]

rcpps xmm3, xmm1

movaps xmm2, xmm3

addps xmm3, xmm2

mulps xmm2, xmm2

mulps xmm2, xmm1

subps xmm3, xmm2

mulps xmm0, xmm3

movups xmmword ptr [rcx+rdx*1], xmm0

add rdx, 16

cmp rdx, rsi

jl loop1

mov rax, pIn1

mov rbx, pIn2

mov rcx, pOut

mov rsi, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

vmovups ymm0, [rax+rdx]

vmovups ymm1, [rbx+rdx]

vrcpps ymm3, ymm1

vaddps ymm2, ymm3, ymm3

vmulps ymm3, ymm3, ymm3

vmulps ymm3, ymm3, ymm1

vsubps ymm2, ymm2, ymm3

vmulps ymm0, ymm0, ymm2

vmovups [rcx+rdx], ymm0

add rdx, 32

cmp rdx, rsi

jl loop1

例 11-23 RCPPSの 11ビット近似値を使用した除算 （続き）

RCPPSを使用した SSEコード VRCPPSを使用
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11.12.2 単精度逆数平方根

単精度数の大きなベクトルで Z[i]=1/ (A[i]) ^0.5 を計算するには、A[i] を N で表すと、

(V)RSQRTPS命令を使用して 1/Nを計算できる。

精度を向上させるには、1回のニュートン・ラフソン反復法を使用できる。 

X_0 ~=1/N   

E=1-N*X_0^2

X_0= (1/N)^0.5 * ((1-E)^0.5 )  =  (1/N)^0.5 * (1-E/2) ; E/2~= 2^(-11)

X_1=X_0*(1+E/2)  ~= (1/N)^0.5 * (1-E^2/4)              ; E^2/4?2^(-22)

X_1=X_0*(1+1/2-1/2*N*X_0^2 )= 1/2*X_0*(3-N*X_0^2)

X1は、ほぼ 22ビット精度の (1/N)^0.5の近似値である。

表 11-4.  単精度除算の代替手法の比較

精度 方法 SSEパフォーマンス AVXパフォーマンス

24ビット (V)DIVPS 基準 1X

～ 22ビット (V)RCPPS +ニュートン・ラフソ

ン法

2.7X 4.5X

～ 11ビット (V)RCPPS 6X 8X

例 11-25 24ビット精度の DIVPS+SQRTPSを使用した逆数平方根

SQRTPS、DIVPSを使用 VSQRTPS、VDIVPSを使用

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

movups xmm1, [rax+rdx]

sqrtps xmm0, xmm1

divps  xmm0, xmm1

movups [rbx+rdx], xmm0

add rdx, 16

cmp rdx, rcx

jl loop1

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

vmovups ymm1, [rax+rdx]

vsqrtps ymm0,ymm1

vdivps  ymm0, ymm0, ymm1

vmovups [rbx+rdx], ymm0

add rdx, 32

cmp rdx, rcx

jl loop1
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例 11-26 RCPPSの 11ビット近似値を使用した逆数平方根

RCPPSを使用した SSEコード VRCPPSを使用

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

rsqrtps xmm0, [rax+rdx]

movups [rbx+rdx], xmm0

add rdx, 16

cmp rdx, rcx

jl loop1

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

vrsqrtps ymm0, [rax+rdx]

vmovups [rbx+rdx], ymm0

add rdx, 32

cmp rdx, rcx

jl loop1

例 11-27 RCPPSとニュートン・ラフソン反復法を使用した逆数平方根

RCPPS + MULPS ~ 22ビット精度 VRCPPS + VMULPS ~ 22ビット精度

__declspec(align(16)) float 

minus_half[4] = {-0.5, -0.5, -0.5, -

0.5};

__declspec(align(16)) float three[4] 

= {3.0, 3.0, 3.0, 3.0};

__asm

{

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

movups xmm3, [three]

movups xmm4, [minus_half]

loop1:

movups xmm5, [rax+rdx]

rsqrtps xmm0, xmm5

movaps xmm2, xmm0

mulps xmm0, xmm0

mulps xmm0, xmm5

subps xmm0, xmm3

mulps xmm0, xmm2

mulps xmm0, xmm4

movups [rbx+rdx], xmm0

__declspec(align(32)) float half[8] = 

{0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5};

__declspec(align(32)) float three[8] = 

{3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0};

__asm

{

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

vmovups ymm3, [three]

vmovups ymm4, [half]

loop1:

vmovups ymm5, [rax+rdx]

vrsqrtps ymm0, ymm5

vmulps ymm2, ymm0, ymm0

vmulps ymm2, ymm2, ymm5

vsubps ymm2, ymm3, ymm2

vmulps ymm0, ymm0, ymm2

vmulps ymm0, ymm0, ymm4
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11.12.3 単精度平方根

単精度数の大きなベクトルで Z[i]= (A[i])^0.5 を計算するには、A[i] を N で表すと、N^0.5

の近似値は N に (1/N)^0.5 を掛けた値となる（ここで、(1/N)^0.5 の近似値については、直

前の節で説明した）。

N^0.5のほぼ 22ビット精度を実現するには、以下の計算式を使用する。

N^0.5 = X_1*N = 1/2*N*X_0*(3-N*X_0^2)

add rdx, 16

cmp rdx, rcx

jl loop1

}

vmovups [rbx+rdx], ymm0

add rdx, 32

cmp rdx, rcx

jl loop1

}

表 11-5.  単精度逆数平方根演算の比較

精度 方法 SSEパフォーマンス AVXパフォーマンス

24ビット (V)SQRTPS + (V)DIVPS 基準 1X

～ 22ビット (V)RCPPS +ニュートン・ラフソ

ン法

5.2X 9.1X

～ 11ビット (V)RCPPS 13.5X 17.5X

例 11-28 24ビット精度の SQRTPSを使用した平方根

SQRTPSを使用 VSQRTPSを使用

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

movups xmm1, [rax+rdx]

sqrtps xmm1, xmm1

movups [rbx+rdx], xmm1

add rdx, 16

cmp rdx, rcx

jl loop1

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

vmovups ymm1, [rax+rdx]

vsqrtps ymm1,ymm1

vmovups [rbx+rdx], ymm1

add rdx, 32

cmp rdx, rcx

jl loop1

例 11-27 RCPPSとニュートン・ラフソン反復法を使用した逆数平方根 （続き）

RCPPS + MULPS ~ 22ビット精度 VRCPPS + VMULPS ~ 22ビット精度
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例 11-29 RCPPSの 11ビット近似値を使用した平方根

RCPPSを使用した SSEコード VRCPPSを使用

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

loop1:

movups xmm1, [rax+rdx]

xorps xmm8, xmm8

cmpneqps xmm8, xmm1

rsqrtps xmm1, xmm1

rcpps xmm1, xmm1

andps xmm1, xmm8

movups [rbx+rdx], xmm1

add rdx, 16

cmp rdx, rcx

jl loop1

mov rax, pIn

mov rbx, pOut

mov rcx, iLen

xor rdx, rdx

vxorps  ymm8, ymm8, ymm8

loop1:

vmovups ymm1, [rax+rdx]

vcmpneqps ymm9, ymm8, ymm1

vrsqrtps ymm1, ymm1

vrcpps ymm1, ymm1

vandps ymm1, ymm1, ymm9

vmovups [rbx+rdx], ymm1

add rdx, 32

cmp rdx, rcx

jl loop1

例 11-30 RCPPSと 1つのテイラー級数展開を使用した平方根

RCPPS +テイラー ~ 22ビット精度 VRCPPS +テイラー ~ 22ビット精度

__declspec(align(16)) float 

minus_half[4] = {-0.5, -0.5, -0.5, -

0.5};

__declspec(align(16)) float three[4] 

= {3.0, 3.0, 3.0, 3.0};

__asm

{

     mov rax, pIn

     mov rbx, pOut

     mov rcx, iLen

     xor rdx, rdx

     movups xmm6, [three]

     movups xmm7, [minus_half]

__declspec(align(32)) float three[8] = 

{3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0};

__declspec(align(32)) float minus_half[8] 

= 

{-0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, 

-0.5};

__asm

{

    mov rax, pIn

    mov rbx, pOut

    mov rcx, iLen

    xor rdx, rdx

    vmovups ymm6, [three]

    vmovups ymm7, [minus_half]

    vxorps  ymm8, ymm8, ymm8
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11.13 Array Sub Sumの最適化の例

この節では、Array Sub Sumアルゴリズムの SSE実装をインテル® AVX実装に変換する方

法を示す。 

Array Sub Sumアルゴリズムは以下のとおりである。

 Y[i] = 0から iまでの kの合計 ( X[k]) = X[0] + X[1] + ..+ X[i]

下図は SSE実装である。

loop1:

     movups xmm3, [rax+rdx]

     rsqrtps xmm1, xmm3

     xorps xmm8, xmm8

     cmpneqps xmm8, xmm3

     andps xmm1, xmm8

     movaps xmm4, xmm1

     mulps xmm1, xmm3

     movaps xmm5, xmm1

     mulps xmm1, xmm4

     subps xmm1, xmm6

     mulps xmm1, xmm5

     mulps xmm1, xmm7

     movups [rbx+rdx], xmm1

     add rdx, 16

     cmp rdx, rcx

     jl loop1

}

loop1:

    vmovups ymm3, [rax+rdx]

    vrsqrtps ymm4, ymm3

    vcmpneqps ymm9, ymm8, ymm3

    vandps ymm4, ymm4, ymm9

    vmulps ymm1, ymm4, ymm3 

    vmulps ymm2, ymm1, ymm4

    vsubps ymm2, ymm2, ymm6

    vmulps ymm1, ymm1, ymm2

    vmulps ymm1, ymm1, ymm7

    vmovups [rbx+rdx], ymm1

    add rdx, 32

    cmp rdx, rcx

    jl loop1

}

表 11-6.  単精度平方根演算の比較

精度 方法 SSEパフォーマンス AVXパフォーマンス

24ビット (V)SQRTPS 基準 1X

～ 22ビット (V)RCPPS +テイラー展開 2.3X 4.3X

～ 11ビット (V)RCPPS 4.7X 5.9X

例 11-30 RCPPSと 1つのテイラー級数展開を使用した平方根 （続き）

RCPPS +テイラー ~ 22ビット精度 VRCPPS +テイラー ~ 22ビット精度
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下図に、Array Sub Sumsアルゴリズムのインテル® AVX実装を示す。PSLLDQは、対応す

る 256ビットの命令を持たない整数 SIMD命令である。これは VSHUFPSで置換できる。
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例 11-31 に、Array Sub Sum の SSE 実装と AVX 実装を示す。AVX コードの方が、およそ

40%高速である。 

例 11-31  Array Sub Sumsアルゴリズム

SSEコード AVXコード

mov rax, InBuff

mov rbx, OutBuff

mov rdx, len

xor rcx, rcx

xorps xmm0, xmm0

loop1:

movaps  xmm2, [rax+4*rcx]

movaps  xmm3, [rax+4*rcx]

movaps  xmm4, [rax+4*rcx]

movaps  xmm5, [rax+4*rcx]

pslldq  xmm3, 4

pslldq  xmm4, 8

pslldq  xmm5, 12

addps   xmm2, xmm3

addps   xmm4, xmm5

addps   xmm2, xmm4

addps   xmm2, xmm0

movaps  xmm0, xmm2

shufps  xmm0, xmm2, 0xFF

movaps  [rbx+4*rcx], xmm2

add rcx, 4

cmp rcx, rdx

jl loop1 

mov rax, InBuff

mov rbx, OutBuff

mov rdx, len

xor rcx, rcx

vxorps ymm0, ymm0, ymm0

vxorps ymm1, ymm1, ymm1

loop1:

vmovaps ymm2, [rax+4*rcx]

vshufps ymm4, ymm0, ymm2, 0x40

vshufps ymm3, ymm4, ymm2, 0x99

vshufps ymm5, ymm0, ymm4, 0x80

vaddps  ymm6, ymm2, ymm3

vaddps  ymm7, ymm4, ymm5

vaddps  ymm9, ymm6, ymm7

vaddps  ymm1, ymm9, ymm1

vshufps ymm8, ymm9, ymm9, 0xff

vperm2f128 ymm10, ymm8, ymm0, 0x2

vaddps  ymm12, ymm1, ymm10

vshufps ymm11, ymm12, ymm12, 0xff

vperm2f128 ymm1, ymm11, ymm11, 0x11

vmovaps [rbx+4*rcx], ymm12

add rcx, 8

cmp rcx, rdx

jl loop1 
11-54　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



12

モバイル利用時における電力
の最適化
12.1 概要

モバイル・コンピューティングでは、時間や場所にかかわらずコンピューターを使用する

ため、バッテリー持続時間が重要な要素となっている。モバイル・アプリケーションでは、

パフォーマンスと消費電力を考慮に入れたソフトウェアの最適化が必要である。本章で

は、モバイル・プロセッサーの省電力手法1に関する説明を行い、バッテリー持続時間の

延長のために開発者が利用できる推奨事項を紹介する。

マイクロプロセッサーは、アクティブに命令を実行して目的とする処理を行っている間、

電力を消費する。また、非アクティブな状態（停止状態）でも電力を消費する。プロセッ

サーがアクティブな状態で消費する電力は、アクティブ電力と呼ばれる。プロセッサーが

停止した状態で消費する電力は、スタティック電力と呼ばれる。 

ACPI 3.0（ACPIは Advanced Configuration and Power Interfaceの略）は、高度な電力の管理

および消費を実現するための規格である。必要なときにデバイスの電源を投入すること

や、アプリケーションの要件に応じたプロセッサー速度の制御を可能にして、そのような

管理と消費を実現している。この規格では、アクティブ消費電力の管理を容易にするため

の Pステートと、スタティック消費電力の管理を容易にするための Cステートタイプ2が

それぞれ複数定められている。

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース・プロ

セッサーには、アクティブ消費電力とスタティック消費電力を削減するように設計された

以下の機能が実装されている。例えば、以下のようなものである。

• 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー：オペレーティング・システム（OS）を、ワーク

ロードの実行中にプロセッサーが周波数 / 電圧レベルの低い状態に遷移できるように

プログラムできる。 

• スリープ状態やACPI Cステートなど各種の活動状態をサポート：プロセッサー内のサ

ブシステムへの電力を切断することによって、スタティック消費電力を削減 

1. インテル®
 Centrino

®
 プロセッサー・テクノロジーやインテル®

 Centrino
®

 Duoプロセッサー・テクノロ

ジーについては、本書では、プロセッサー関連の手法のみ扱っている。 

2. ACPI 3.0 仕様では、4 つの C ステートタイプが定められており、C0、C1、C2、C3 として知られてい

る。ACPI 規格に対応したマイクロプロセッサーでは、プロセッサー固有の状態を実装し、各 ACPI C

ステートタイプに割り当てられる。 
モバイル利用時における電力の最適化　12-1



拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーでは、Pステートの利用に対応した動作ポイント間で

レイテンシーの低い遷移が可能である。一般に、値の大きな Pステートは、低周波数で動

作して、アクティブ消費電力を削減する。値の大きな Cステートタイプは、スタティック

電力のより積極的な削減に対応している。ただし、値の大きな Cステートほど、ほかに遷

移するときのレイテンシーが増加する。

12.2 モバイル環境での利用シナリオ

モバイル環境で利用モデルでは、バッテリー電力での運用時に大きな負荷が突発的に発生

することがある。オフィス系、Web、ストリーミングのワークロードのほとんどでは、必

要とされるパフォーマンスはあまり高くない。拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを利用

すると、パフォーマンスの履歴を追跡し、プロセッサーの周波数と電圧を調節するための

ポリシーを OSに実装できる。直前の 300ms3の間に要求が変化した場合、OSは、要求に

対応できる最低周波数を選択して、ターゲットの Pステートを最適化する。

例えば、プロセッサー使用率が 100%から低下した後、100%に戻るアプリケーションにつ

いて検討してみる。図 12-1 では、OS がプロセッサーの周波数を変更することによって、

要求を満たし、消費電力を調節する仕組みを示している。以下では、OS のパワー・マネ

ジメント・ポリシーとパフォーマンス履歴との相互作用について説明する。

1. 要求が多い場合、プロセッサーは最高周波数（P0）で動作する。

2. 要求が減少すると、多少の遅延の後に OSが認識し、プロセッサーを低周波数（P1）

にセットする。

3. プロセッサーの周波数が減少し、プロセッサー使用率が最も効率的なレベル（最高

周波数の 80～ 90%）に増加する。その結果、同じ量の処理がより低い周波数で実行

される。

3. 本章では、数の大きさや相対的な大きさを表す例として、パワー・マネジメントの時定数値（300ms

や 100msなど）を使用している。実際の値は、製品によって異なる。また、同一のベンダーであって

も製品リリース間で異なる。 

図 12-1 パフォーマンス履歴と状態遷移

1

2

3
4

5

周波数およびCPUへの要求
消費電力
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4. 要求が減少すると、OSはプロセッサーを最低周波数にセットする。この状態は、低

周波数モード（LFM）とも呼ばれる。

5. 要求が増加すると、OSはプロセッサーを最高周波数に戻す。

12.2.1 電力効率に優れたソフトウェア

電力テクノロジーの近年の進歩とエンドユーザーが要求するさまざまなコンピューティ

ング・シナリオにより、消費電力とパフォーマンスの適正なバランスがますます重要に

なっている。最新世代のアーキテクチャーで提供される最新のハードウェアの省電力機能

を検討する上で、電力効率に優れたソフトウェアが重要な役割を果たす。コードが適切に

作成されていないと、システムは新しいハードウェアの機能を利用したり、エンドユー

ザーの動的なニーズに応えたりすることができない。

モバイル・プラットフォームは、CPU、LCD、HDD、DVD、チップセットなど、さまざま

な要素から構成され、その各々がノートブックの消費電力に関係する。プラットフォーム

の各主要構成要素の消費電力を理解することで、プラットフォーム全体の消費電力を適切

に把握し、消費電力の最適化について手引きを提供することができ、ソフトウェアが構成

要素間で消費電力量の動的なバランスを調整するのに役立つ。

電力効率に優れたソフトウェアについて全般的なガイドラインのいくつかを以下に示す。

• アプリケーションでは、プロセッサー周波数を独自に設定するのではなく、最新の OS

機能を利用して、適切な動作周波数を選択するべきである。プロセッサー周波数を独

自に設定すると、消費電力とパフォーマンス両方に悪影響を及ぼす可能性がある。

• アプリケーションがユーザー入力や何らかのイベントの待機状態になった場合、すぐ

にアイドルモードに切り替わるように最適化されたサービスを使用できるようにす

る。アイドル動作は、消費電力に大きな影響を及ぼす可能性がある。アプリケーショ

ンはほとんどがアイドル・コンテキストで動作することが判明した場合、プロセッサー

をウェイクアップするアプリケーション・イベントの頻度を減らし、定期的なポーリ

ングを控えて、メモリー内のアクティブなサービスの数を減らす。

• アプリケーションにコンテキスト認識の機能を組み込み、長いバッテリー持続時間と

最適なユーザー・エクスペリエンスを実現する。

• 状況に応じた使用および最適なエンドユーザー・エクスペリエンスのために、消費電

力の把握や動的なパワーポリシーをアプリケーションに構築する。具体的な詳細は、

OSによって異なる可能性がある。Microsoft Windows OSについては、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/hardware/gg463243.aspx# を参照のこと。Linux

については、http://www.lesswatts.orgを参照のこと。

• アプリケーションの消費電力の特性を評価する。プラットフォームの消費電力を測定

するために、さまざまな手法が提供されている。

— Fluke NetDAQ*などのハードウェア・インストルメンテーションを使用する。

CPU、HDD、メモリーなど、各構成要素の消費電力を測定できる。

— Cステート存在カウンターを使用する。Intel® 64 and IA-32 Architectures Software 

Developer’s Manual, Volume 3Bの Appendix B, ﾒModel-Specific Registers (MSRs) ﾓを

参照のこと。
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— CPUの使用状況、カーネル時間、時間割り込み率などのパラメーターを検討し

て、ソフトウェアの動作を洞察する。ハードウェア・インストルメンテーショ

ンを使用できない場合に、プラットフォームの消費電力に関連付けることがで

きる。

12.5節に、消費電力とパフォーマンスを関連付ける方法、およびソフトウェアを最適化す

るための手法について、いくつか例を示す。

12.3 ACPI C ステート

処理要求が 100% 未満の場合、プロセッサーは、一部の時間は有効な処理を行い、残りの

時間はアイドル状態になる。例えば、プロセッサーは、Sleep()関数によってセットされた

アプリケーションのタイムアウト、Webサーバーの応答、ユーザーによるマウスクリック

を待機することがある。図 12-2に、アクティブ時間とアイドル時間との関係を示す。 

アプリケーションが待機状態になると、OSが HLT命令を発行して、プロセッサーが停止

状態に移り、次の割り込みまで待機する。割り込みは、定期的なタイマー割り込みの場合

や、イベントを通知する割り込みの場合がある。

図 12-2に示すように、プロセッサーはアクティブ状態またはアイドル（停止）状態のいず

れかである。ACPIでは、4つの Cステートタイプ（C0、C1、C2、C3）が定められている。

ACPI規格の仕組みを利用すると、プロセッサー固有の Cステートを ACPI Cステートタイ

プに割り当てることができる。Cステートタイプは、アクティブとアイドルの 2つのカテ

ゴリーに分けられる。アクティブ（C0）では、プロセッサーが電力をフルに消費する。ア

イドル（C1～ 3）では、プロセッサーがアイドル状態であり、消費電力が大幅に少ない場

合もある。

Cステートタイプのインデックスは、スリープ状態の深さを表している。値が大きいほど、

スリープ状態が深く、消費電力が少ない。また、ウェイクアップに要する時間が増える

（終了レイテンシーが高い）。 

各 Cステートタイプについては、以下で説明する。

図 12-2 プロセッサーのアクティブ時間と停止時間

停止命令

アクティブ

停止

割り込み（タイマー /その他）
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• C0 プロセッサーがアクティブで、処理や命令を実行している。 

• C1 レイテンシーが最も低いアイドル状態であり、終了レイテンシーも極めて低い。C1

の電力状態では、プロセッサーはシステムキャッシュのコンテキストを維持できる。

• C2 このレベルでは、C1 ステートよりも省電力が強化されている。主な強化点は、プ

ラットフォーム・レベルで提供されている。 

• C3 このレベルでは、C1や C2よりも省電力が強化されている。C3では、プロセッサー

がクロック生成とスヌープ活動を停止する。また、システムメモリーはセルフ・リフ

レッシュ・モードに移れる。

OS のパワー・マネジメント・ポリシーを実装してスタティック消費電力を削減するため

の基本的な手法としては、プロセッサーのアイドル時間を評価した上で、値の大きな Cス

テートタイプへの遷移を開始する。これは、プロセッサー使用率を評価した上で Pステー

トへの遷移を開始することにより、アクティブ消費電力を削減する手法と似ている。OS

は、図 12-3に示すように、特定の時間枠内の履歴を調べてから、次の時間枠でターゲット

になる Cステートタイプをセットする。

プロセッサーが最低周波数（LFM：低周波数モード）で動作し、使用率が低い場合につい

て検討してみる。最初のタイムスライス（図 12-3 の例では、C ステートの遷移の決定に

100msのタイムスライスを使用）ではプロセッサー使用率が低く、OSは次のタイムスライ

スで C2に遷移することを決定する。2番目のタイムスライスの後も、プロセッサー使用率

が依然として低いので、OSは C3への遷移を決定する。

12.3.1 プロセッサー固有の C4ステートと Deep C4ステート

インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Core™ Solo プロセッサー、インテル ®

Core™ Duo プロセッサー、インテル ® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロ

セッサーには、プロセッサー固有の Cステート（および関連するサブ Cステート）が追加

されており、ACPI C3ステートタイプに割り当てられる。4プロセッサー固有の Cステート

とサブ Cステートに対しては、MWAIT拡張命令を使用したアクセスや、CPUID命令を使

用した検出が可能である。スタティック消費電力の削減に使用されるプロセッサー固有の

状態の 1つは、C4ステートと呼ばれる。C4では、以下の方法で節電が行われる。

図 12-3 アイドル時間に対する Cステートの適用

停止 mwait

C2に
遷移

C3に
遷移

活動の

増加

C2に
遷移

C3に
戻る „

int
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• 2次キャッシュが状態を維持できる最低限のレベルまで、プロセッサーの電圧が削減さ

れる。

• インテル® Core™ Soloプロセッサー、インテル® Core™ Duoプロセッサー、インテル®

Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、C4 の状態が長時間

続くと、スタティック電力のさらなる節約のために Deep C4ステートに移る場合があ

る。

プロセッサーは、プロセッサーのコンテキストを確実に維持するのに必要な最低レベルま

で、電圧を削減する。Deep C4 ステートを終了するには、キャッシュのウォームが必要な

場合もある。ただし、パフォーマンス上のペナルティーは小さく、バッテリー持続時間を

延長できるメリットの方が、Deep C4ステートのレイテンシーを上回っている。

12.3.2 プロセッサー固有の Deep Cステートとインテル® ターボ・

ブースト・テクノロジー

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベースのプロセッサーでは、プロセッサー

固有の Cステートが複数実装されている。 

プロセッサー固有の Deep C ステートは実装依存である。通常、低電力の C ステート（値

の大きい Cステート）ほど、終了レイテンシーが高くなる。例えば、コアがすでに C7に

ある状態で、最終レベルキャッシュ（L3）がフラッシュされる。プロセッサーは Deep C

ステート（C3/C7）に対する OS要求のオートデモーションをサポートし、柔軟なパワーパ

フォーマンス設定をサポートするために、C1/C3ステートへデモートする。

低電力の Deep Cステートだけでなく、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーは、P1

ステートをプロセッサーで認定された高周波数モード動作にマッピングすることで、通常

ステート（C0）のパフォーマンスを状況に応じて向上させることができる。システムの

TDPのヘッドルームを、P1ステートのターゲットよりもさらに高い周波数に変換できる。

オペレーティング・システムが P0ステートを要求すると、プロセッサーは P1の範囲と P0

の範囲の間にコア周波数を設定する。1つのコアだけがビジー状態の P0ステートでは、イ

4. インテル®
 Pentium

®
 Mプロセッサーは、ファミリー 6、モデル 9または 13の CPUIDシグネチャーに

よって検出できる。インテル®
 Core™ Soloプロセッサーとインテル®

 Core™ DuoプロセッサーのCPUID

シグネチャーは、ファミリー 6、モデル 14 である。インテル ®
 Core™ マイクロアーキテクチャー・

ベースのプロセッサーの CPUIDシグニチャーは、ファミリー 6、モデル 15である。

表 12-1 インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベースのモバイル・プロセッサーで
の ACPI Cステートタイプとプロセッサー固有の Cステートのマッピング

ACPI C ステートタイプ プロセッサー固有の C ステート 

C0 C0

C1 C1

C2 C3

C3 C7
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ンテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大限の周波数が実現されるのに対し、プロ

セッサーが 2～ 4のコアを実行している場合、周波数はプロセッサーによって制約される。

通常の状況下では、たとえすべてのコアが実行中であっても、周波数が P1 を下回ること

はない。

12.3.3 インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeのプロ

セッサー固有の Deep Cステート

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeベースのプロセッサーでは、プロセッ

サー固有の Cステートが複数実装されている。 

プロセッサー固有の Deep C ステートのマイクロアーキテクチャーの動作は実装依存であ

る。主な節電特性およびインテリジェントな応答特性の一部を以下に示す。

• モバイル・プラットフォームでは、コアがすでに C7にある状態で、最終レベルキャッ

シュ（L3）がフラッシュされる。 

• オートデモーション：以下の場合、プロセッサーはターゲットのCステート（コアC6/C7

ステートまたは C3ステート）に対する OS要求を、それよりも数値が小さい Cステー

ト（コア C3ステートまたは C1ステート）にデモートできる。

— これまでの履歴により、C6/C7ステートまたは C3ステートが C3ステートまた

は C1ステートよりも電力効率が低いことが判明している場合。 

— これまでの履歴により、Deeper Sleep ステートがパフォーマンスに影響を及ぼす

ことが判明している場合。 

— Deeper Cステートの遷移のオーバーヘッドが頻繁に発生することにより、電力

効率の低下やパフォーマンスの低下が生じることがある。インテル® マイクロ

アーキテクチャー Sandy Bridgeには、この機能による電力利得を向上させる高

度なアルゴリズムが装備されている。

• アンデモーション：Deeper Cステートに対するOS要求をオートデモーションによりデ

モートし、C1 ステートまたは C3 ステートにすることができる。デモートされたス

テートを長い間保持した後、ハードウェアは制御を OSに戻す。そして、OSは Deeper

Cステート要求を繰り返し、ハードウェアのアンデモーションにより、OSで要求され

た Deeper Cステートに入る。 

表 12-2 インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeでの ACPI Cステートタイプと
プロセッサー固有の Cステートのマッピング

ACPI C ステートタイプ プロセッサー固有の C ステート 

C0 C0

C1 C1

C2 C3

C3 C6/C7
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12.3.4 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、インテル® ターボ・ブースト・テク

ノロジーの第二世代として機能が強化されている。インテル® ターボ・ブースト・テクノ

ロジーは、TDP ヘッドルームに応じて、定格の周波数よりも高い周波数にプロセッサー・

コアの周波数を上げることができる。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge ベースのインテル ® Core™ プロセッ

サーの TDPには、プロセッサー・コアおよびプロセッサー・グラフィック・サブシステム

のバジェットが含まれる。インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 では、サーマ

ルバジェットやパワーバジェットのヘッドルームを変換して、プロセッサー・コア周波数

やプロセッサー・グラフィック・サブシステムの動作周波数を上げる機会をさらに増やす。

プロセッサー・コアやプロセッサー・グラフィック・ユニットによる消費電力は、一連の

MSRインターフェイス5を使用して測定できる。インテル® ターボ・ブースト・テクノロ

ジーをサポートしたり、ヒントを使用してターボモード動作でパフォーマンスと電力の偏

りを最適化するために必要なオペレーティング・システム要件については、Intel® 64 and

IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3A の Chapter A, ﾒ Power and Thermal

Management ﾓを参照のこと。

12.4 バッテリー持続時間の延長に関するガイドライン

バッテリーを節約し、モバイル・コンピューティングでの利用に合わせて最適化するには、

以下のガイドラインに従う。

• 最高のパフォーマンスではなく、必要な機能や体験を実現するのに十分なだけのパ

フォーマンスを得られるパワー・マネジメント方式を採用する。

• スピンループの使用を避ける。

• バッテリーでの動作中にアプリケーションが実行する処理の量を削減する。

• ACPI C3 ステートタイプを使ってハードウェアの省電力機能を活用し、同じ物理プロ

セッサー上のプロセッサー・コア間の調整を行う。

• システムのスリープ状態（S1～ S4）との遷移を適切に実装する。

• プロセッサー・パフォーマンスに対する要求が少ない場合には、プロセッサーが値の

大きな Pステート（周波数は低いが、消費電力あたりのパフォーマンスでは効率が高

い）で動作できるようにする。

• プロセッサーの活動に対するユーザー要求が頻繁でない場合には、プロセッサーが値

の大きな ACPI Cステートタイプ（より深い低電力状態）に移れるようにする。

5. 通常、こうしたMSRインターフェイスに基づいた電力測定およびパワー・マネジメントの決定は、同

じプロセッサー・ファミリー /モデル内で行い、異なるファミリー /モデルやサポートされていない環

境条件で推定しないようにすべきである。
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12.4.1 機能品質を満たすためのパフォーマンスの調整

システムがバッテリーで動作している場合、アプリケーションは、パフォーマンスや機能

品質の低下、バックグラウンド活動の無効化、またはその両方によってバッテリー持続時

間を延長できる。こうしたオプションをアプリケーションに実装すれば、プロセッサーの

アイドル時間が増加する。アイドル時のプロセッサーの消費電力は、アクティブ時よりも

大幅に低いので、バッテリー持続時間の延長が可能である。

以下に、使用すべき手法の例を挙げる。

• ビデオやオーディオの再生時の品質 /色分解能 /解像度を低下させる。

• 自動のスペルチェックや文章校正を無効にする。

• ログ活動を無効にするか、頻度を減らす。

• ディスク操作を集中させ、ハードドライブの不要な回転を回避する。

• ビジュアルなアニメーションの量を減らすか、品質を低下させる。

• ファイルスキャンやインデックス付けを無効にするか、大幅に減らす。

• 交流電源が得られるまで待てる活動は延期する。

パフォーマンス、品質、バッテリー持続時間のバランスは、単一のセッション中でも変化

することがあるので、実装は複雑である。ユーザーが各自のニーズに合わせて設定を最適

化できるようにするには、アプリケーションがそれをサポートする必要がある場合もある

（図 12-4を参照）。

アプリケーションでは、バッテリー電力について認識できるようにするために、適切な OS

APIの使用が可能である。Windows XPの場合、以下の APIを使用できる。

• GetSystemPowerStatus：システムの電力情報を取得。このステータスでは、システ

ムが交流電源と直流電源（バッテリー）のいずれで動作しているか、現在バッテリー

が充電中であるかどうか、バッテリー寿命がどの程度残っているかという点が示され

る。

• GetActivePwrScheme：アクティブな電力方式（現在のシステム電力方式）のイン

デックスを取得。アプリケーションでは、この APIを利用すると、システムが最適な

電力方式で動作していることを保証できる。スピンループの使用を避ける。

スピンループは、短時間の待機や同期に使用される。スピンループの主な利点は、応答時

間が短いことである。Windows APIの PeekMessage()を使用しても、即座の応答という点で

同様の利点を得られる（ただし、現在のマルチタスク OS ではほとんど必要とされていな

い）。 

ただし、スピンループや、メッセージループにおける PeekMessage() を使用した場合、プ

ロセッサーは常に動作していなければならないので、低電力状態に移ることができない。

可能な場合は適切な APIに置き換える必要がある。以下に例を示す。

• アプリケーションが数ミリ秒以上待機しなければならない場合、スピンループの使用

は避け、WaitForSingleObject()などWindowsの同期 APIを使用する。 

• 即時の応答が不要な場合、PeekMessage()の使用は避ける。メッセージがキューに格納

されるまでスレッドをサスペンドするには、WaitMessage()を使用する。 
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インテル ® モバイル・プラットフォーム・ソフトウェア開発キット6では、モバイル・プ

ロセッサーや、プラットフォームのそのほかのコンポーネントの消費電力を管理および最

適化するためのモバイル・ソフトウェア向けに、豊富な APIを提供している。

12.4.2 処理量の削減

プロセッサーが C0ステートにある場合、プロセッサーがバッテリーから消費する電力は、

プロセッサーがアクティブなワークロードを実行する時間に比例する。最も明白な省電力

手法は、ワークロードの完了に要するサイクル数を削減することである（通常は、プロ

セッサーが実行に要する命令数の削減、またはアプリケーション・パフォーマンスの最適

化に相当する）。

アプリケーションの最適化は、まず効率的なアルゴリズムの採用から開始する。 次に、イ

ンテル ® VTune™ パフォーマンス・アナライザー、インテル ® コンパイラー、インテル ®

パフォーマンス・ライブラリーなどのインテル® ソフトウェア開発ツールを利用してその

アルゴリズムを改善する。

アプリケーション・ワークロードの完了時間を短縮するためのパフォーマンス最適化の詳

細については、第 3章から第 7章を参照のこと。

12.4.3 プラットフォーム・レベルの最適化

アプリケーションでは、デバイスの適切な使用とワークロードの再分配によって、プラッ

トフォーム・レベルで電力を節約できる。以下の手法を利用すれば、パフォーマンスに影

響を与えずに追加の節電が可能である。 

• あらかじめ CD/DVDからデータを読み出し、メモリーやハードディスクにキャッシュ

しておくと、DVDドライブの回転を防げる。

• 使用していないデバイスの電源を切る。

• ネットワークへの負荷が高いアプリケーションを開発する際は、節電可能な選択肢を

活かせるようにする。例えば、WLAN と LAN が両方とも接続されている場合は、

WLANから LANに切り替える。

• WLANではデータを大きなチャンクにして送信すると、連続したパケットの間にWiFi

カードが低電力モードに移れる。この節電法は、省電力モードによっては、個々の送

受信処理の後もWiFiカードは高電力モードを最大で数秒間維持するという事実に基づ

いている。ただし、WiFiで高電力モードを維持することには、迅速なウェイクアップ

を可能にする目的がある。

• 頻繁なディスクアクセスを回避する。ディスクアクセスごとに、ドライブが回転し、

最終アクセスからしばらくの間は高電力モードが維持される。小規模なディスク読み

出しと書き込みは RAM にバッファリングし、まとめてディスク操作を行う。また、

GetDevicePowerState() Windows API を使用してディスクの状態を調べ、回転中でない

場合はディスクアクセスを延期する。

6. 評価版は、http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/219691.htmからダウンロード可能。
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12.4.4 スリープ状態への遷移の処理

一部のケースでは、スリープ状態に遷移すると、アプリケーションが悪影響を受ける。例

えば、アプリケーションがネットワーク上のファイルを使用中に、システムがサスペンド

モードに移る場合が挙げられる。レジュームした時点でネットワーク接続を利用できない

と、情報が失われる可能性がある。

スリープ状態への遷移を認識可能にすることで、そのような状況でのアプリケーションの

動作を改善できる。これは、WM_POWERBROADCASTメッセージの利用によって可能で

ある。このメッセージには、アプリケーションが適切に反応する上で必要な情報がすべて

含まれている。 

スリープモードへの遷移に対するアプリケーションの反応の例をいくつか紹介する。

• スリープ状態への遷移の前に状態やデータを保存し、ウェイクアップ後に復元する。

• ファイルや I/Oデバイスなど、開いているシステム・リソース・ハンドルをすべて閉じ

る（複製されたハンドルも含む）。

• スリープ状態への遷移の前に通信リンクをすべて切断し、ウェイクアップ時に再確立

する。ウェイクアップ時にリモート活動をすべて同期する。

• 例えば、リモートファイルやリモート・データベースへのライトバックを行う。

• スリープ状態への遷移の前にストリーミング・ビデオの再生やファイルのダウンロー

ドなど実行中のユーザー活動をすべて中止し、ウェイクアップ後に再開する。

推奨事項：サスペンドイベントを適切に処理できれば、より高度なパフォーマンスを発揮

する堅牢なアプリケーションを実現できる。

12.4.5 拡張版 Intel SpeedStep®
 テクノロジーの使用

拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを利用すると、低周波数で動作して電力を節約するよ

うにプロセッサーを調整できる。基本的な概念としては、処理を小さく分割し、OS のパ

ワー・マネジメント・ポリシーを適用すれば、高い Pステートへの遷移を発生させる。

OSは通常、およそ数十～数百ミリ秒の時定数7を利用して、プロセッサー・ワークロード

での要求を検出する。例えば、必要なサービス品質（QOS）を達成するのにプロセッサー・

リソースの 50% しか要さないアプリケーションについて検討してみる。タスクのスケ

ジューリングは、プロセッサーが P0 ステート（最高のパフォーマンスを得るための最高

周波数）を 0.5秒間維持してから、スリープ状態に 0.5秒間遷移する方法で行われる。この

要求パターンが繰り返される。 

プロセッサーへの要求は 0.5秒ごとに 0%と 100%の間で切り替わり、プロセッサー・リソー

スの使用率は平均で 50%になる。これに伴い、周波数は最高周波数と最低周波数の間で切

り替わる。消費電力も同様に切り替わるので、平均消費電力は Paverage = (Pmax+Pmin)/2の

式で表せる。 

7. 実際の値は、OSや OSリリースによって異なる。
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図 12-4 は、広い間隔（> 300ms）でのタスク・スケジューリングと、動作周波数と消費電

力に対するその影響を示した時系列グラフである。

このアプリケーションは、処理単位を小さく分割して作成することも可能で、各処理単位

と Sleep() がもっと頻繁な間隔（100ms など）で発生するようにスケジューリングすれば、

同等の QOSを確保できる（50%の時間はフル・パフォーマンスで動作）。その場合、ワー

クロードは各サンプリングで 300msの間フル・パフォーマンスを必要としているわけでは

ないことを OSが認識する。すると、パワー・マネジメント・ポリシーは、QOSのレベル

を維持しながら、プロセッサーの周波数と電圧を下げ始める。 

アクティブ消費電力、周波数、電圧の関係は、次の式で表せる。

この式では、「V」はコア電圧、「F」は動作周波数、「a」は作動係数を表す。通常、50%の

デューティー・サイクルにおける 100%のパフォーマンスのQOSは、100%のデューティー・

サイクルにおける 50%のパフォーマンスによって達成できる。ほとんどのワークロードで

の周波数スケーリング効率の傾きは 1未満なので、コア周波数を 50%に削減しても、元の

パフォーマンスの 50% 以上になる。また、コア周波数を 50% に削減すると、コア電圧も

大幅に減少する。 

高い P ステート（低電力状態）で命令を実行する場合、1 命令あたりの消費電力は P0 ス

テートよりも少ない。そのため、P0ステートにおける半分のデューティー・サイクル（Pmax

/2）に比例した節電では、非アクティブな消費電力に比例して半分のデューティー・サイ

クル（Pmin /2）が増加しても、それを補う以上の効果が得られる。周波数に対する消費電

力と電圧との非リニアな関係は、タスク単位を小さく変更すると、電力を大幅に節約でき

ることを示している。このような最適化は、メディア・ストリーミングの利用、DVDの再

生、リソースをあまり必要としないアプリケーション（ワードプロセッサー、電子メール、

Web閲覧）の実行時など、プロセッサーへの要求が少ない場合に可能である。 

連続的に低周波数で動作させることには、ほかにもプラスの効果がある。消費電力（この

場合は低から高）やバッテリー電流が頻繁に変更された場合は、最終的にバッテリーに悪

影響が及ぶ。その結果、バッテリーの劣化が進む。 

最低限の動作ポイント（最高の Pステート）に達した場合は、処理を分割する必要はない。

代わりに、アイドル状態を長時間続けることで、プロセッサーがより深い低電力モードに

移れるようにする。 

図 12-4 広い間隔でのタスク・スケジューリングおよび消費電力のグラフ

CPU への要求

平均消費電力

周波数と
消費電力
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12.4.6 拡張版インテル®
 Deeper Sleep の実現

一般的なモバイル・コンピューティングでは、プロセッサーはほとんどの時間アイドル状

態である。バッテリーを節約するには、スタティック消費電力の削減に取り組まなければ

ならない。

一般的な OSのパワー・マネジメント・ポリシーでは定期的に、低電力の Cステートに移

ることによってスタティック消費電力を削減できる機会を評価する。OS のパワー・マネ

ジメント・ポリシーでは通常、アイドル状態が長くなるほど、より深い低電力の Cステー

トに移るようにプロセッサーに指示をする。 

アプリケーションは最低限の Pステートに達した場合、処理を大きなチャンクにまとめる

ことによって、プロセッサーが処理の間により深い Cステートに移れるようにする。この

手法では、周波数変更の決定は Deep Sleep ステートへの遷移の決定よりも長い時間枠に基

づいて行われる事実を利用している。プロセッサー固有の C4 ステートに移って積極的な

スタティック電力削減機能を利用する場合は、以下に基づいて決定を行う。

• プロセッサーが長時間にわたり終了レイテンシーの高い低電力状態にあっても、QOS

を維持できるかどうか。

• プロセッサーが C4 の状態である時間が、この低電力 C ステートの高い終了レイテン

シーを吸収できるだけ長いかどうか。

この時間が十分に長ければ、プロセッサーは Deeper Sleep ステートに移って、大幅に電力

を節約できる。アプリケーションで拡張版インテル ® Deeper Sleep を利用する際は、以下

のガイドラインが役立つ。

• 高い割り込み率の設定を回避。割り込み間の時間が短いと、OSが低電力状態に移れな

くなる可能性がある。これは、Deep Cステートとの遷移では、レイテンシーのペナル

ティーが生じるのに加えて、電力が消費されるからである。一部のケースでは、オー

バーヘッドが節電量を上回ることがある。 

• ハードウェアのポーリングを回避。ACPI C3 タイプステートでは、プロセッサーがス

ヌープを停止する場合がある。また、各バス・アクティビティー（DMA やバス・マ

スタリングを含む）では、プロセッサーが値の小さな Cステートタイプに移ることを

必要とする。値の小さな Cステートタイプは通常 C2であるが、C0のこともある。イ

ンテル® Core™ Solo プロセッサーでは、従来世代のインテル® Pentium® M プロセッ

サーに比べて、状況が大幅に改善されている。ただし、ポーリングを行うと、値の最

も大きなプロセッサー固有の Cステートに移れなくなる可能性がある。

12.4.7 マルチコアに関する考慮事項

マルチコア・プロセッサーには、節電のプランニングに際して特別な考慮事項がある。イ

ンテル® Core™ Duoプロセッサー、インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベース

のモバイル・プロセッサーにおけるデュアルコア・アーキテクチャーの場合、マルチス

レッド・アプリケーションでの節電について、さらに可能性を提供している。
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12.4.7.1拡張版 Intel SpeedStep®
  テクノロジー

ドメイン合成を利用してシングルスレッド・アプリケーションを変換すれば、マルチコア・

プロセッサーの活用が可能になる。2 つのドメインスレッドに変換されると、各スレッド

は元の命令数の約半分を実行する。デュアルコア・アーキテクチャーでは、2 つのスレッ

ドを同時に実行可能であり、各スレッドはプロセッサー・コア内の専用リソースを使用す

る。モバイルでの利用を目的としたアプリケーションの場合、各スレッドでの命令数削減

により、物理プロセッサーはシングルスレッド版に比べて低い周波数で動作できる。その

結果、プロセッサーが低電圧で動作できるようになり、バッテリーの節約につながる。

OS では、物理プロセッサー上の各論理プロセッサーやコアを個別の存在として認識して

おり、論理プロセッサーやコアごとに独立して CPU使用率を計算する。要求があれば、OS

は物理パッケージ上で利用可能な最高の周波数で動作することを選択する。その結果、2

つのコアを搭載した物理プロセッサーは、目標の QOSを満たすのに必要な周波数よりも高

い周波数で動作する場合が多い。

例えば、一方のスレッドがシングルスレッド実行サイクルの 60% を必要とし、他方のス

レッドが 40%を必要としている際、OSのパワー・マネジメント・ポリシーでは、最大周

波数の 60%で動作するように物理プロセッサーに指示をするときがある。 

ただし、各スレッドで必要な実行サイクルが 50%になるように、スレッド間で均等に処理

を分割することもできる。その結果、いずれのコアも最大周波数の 60% ではなく 50% で

動作可能になる。これにより、物理プロセッサーが低電圧で動作できるようになり、バッ

テリーの節約につながる。

したがって、アプリケーションのプランニングとチューニングでは、最低限の周波数と電

圧ポイントでの動作が可能になるように、スレッドをできる限り対称的にしなければなら

ない。 

12.4.7.2スレッドの移行に関する考慮事項

OS スケジューリングとマルチコアを認識不可能なパワー・マネジメント・ポリシーとの

相互作用により、マルチスレッド・アプリケーションでパフォーマンスが異常になる状況

が生じることがある。この問題は、スレッドが頻繁にコア間を移行するマルチスレッド・

アプリケーションで発生する。 

最高速で動作しているスレッドが一方のコアから、長時間アイドル状態であった他方のコ

アに移行された場合、マルチコアを認識可能な Pステート調整ポリシーを備えていない OS

では、各コアがプロセッサー・リソースの 50% しか要求していないと、（アイドル履歴に

基づいて）誤った判断を下す場合がある。このような場合、マルチコアを認識不可能な P

ステート調整ポリシーに従ってプロセッサーの周波数が落とされ、パフォーマンスに影響

する可能性がある。図 12-5を参照のこと。
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ソフトウェア・アプリケーションでは、この問題の発生を防ぐための手法がある。

• スレッド・アフィニティーの管理 — マルチスレッド・アプリケーションでは、プロ

セッサー・トポロジーを検出して、プロセッサー・アフィニティーをアプリケーショ

ン・スレッドに割り当てることにより、スレッドの移行を防げる。この方法では、マ

ルチコアを認識可能な P ステート調整ポリシーを OS が備えていない場合に問題を回

避できる。

• マルチコアを認識可能な Pステート調整ポリシーを備えた OSへのアップグレード —

一部の新しい OS リリースでは、マルチコアを認識可能な P ステート調整ポリシーを

備えている。詳細については、各 OSベンダーに問い合わせること。 

12.4.7.3 Cステートでのマルチコアに関する考慮事項

マルチコア・プロセッサーで Cステートに影響を与える点は、以下の 2つである。 

マルチコアを認識不可能な Cステート調整では、節電を十分に実現できない。

マルチコア・プロセッサーの各コアが別の Cステートタイプに移るのに必要な条件を満た

している場合、マルチコアを認識不可能なハードウェア調整では、物理プロセッサーが最

低限の Cステートタイプに遷移する（値の小さな Cステートは節電効果が低い）。例えば、

コア 1が ACPI C1の条件を満たし、コア 2が ACPI C3の条件を満たしている場合、マルチ

コアを認識不可能な OS調整では、物理プロセッサーが ACPI C1に遷移する。図 12-6を参

照のこと。

図 12-5 マルチコア・プロセッサーでのスレッドの移行
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モバイル利用時における電力の最適化　12-15



両方のコアで拡張版インテル® Deeper Sleepの利用を実現する。

マルチスレッド・アプリケーションの場合、プロセッサー固有の Cステート（拡張された

Deeper Sleep など）を最大限に利用してバッテリーを節約するには、スレッドを同期する

必要がある。つまり OS 同期プリミティブを用いて、スレッドを同時に処理し、同時にス

リープ状態に移すべきである。パッケージを長時間フルアイドル状態にしておくと（ACPI

C3の条件を満たすと）、物理プロセッサーは、プロセッサー固有の Deep C4ステートを透

過的に利用できる（利用可能な場合）。 

マルチスレッド・アプリケーションは、スレッド化された実行での負荷の不均衡を識別お

よび修正してから、調整されたスレッド同期を行う必要がある。スレッドの不均衡の識別

は、パフォーマンス監視イベントを利用して実行できる。インテル® Core™ Duoプロセッ

サーには、この 目的 のため のイ ベン トが 用意さ れて いる。こ のイ ベン ト

（Serial_Execution_Cycle）は、以下の条件下でカウントアップする。

• コアが C0ステートでコードをアクティブに実行している。

• 物理プロセッサー上の第 2のコアがアイドル状態（C1～ C4）である。

ソフトウェア開発者は、Serial_Execution_Cycle と Unhalted_Ref_Cycles を比較することに

よって、シリアルに実行されているコードを発見できる。シリアル化されたコード部分を

2 つの並列スレッドに変更すれば、調整されたスレッド同期を実現して、節電効果を高め

られる。 

Serial_Execution_Cycleは、インテル® Core™ Duoプロセッサー上でのみ利用できる。ただ

し、負荷が不均衡な状況のアプリケーション・スレッドは通常、基盤となるマイクロアー

キテクチャーの違いにかかわらず、対称的なアプリケーション・スレッドや、対称的に構

成されたマルチコア・プロセッサーでも同じである。このような理由から、負荷が不均衡

な状況を識別する手法は、インテル® Core™ Duoプロセッサーに固有のものではなく、マ

ルチスレッド・アプリケーション全般に適用できる。

図 12-6 Deeper Sleepへの遷移
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12.5 インテリジェントな電力消費を実現するためのソフ
トウェアの調整

この節では、消費電力とパフォーマンス両方のバランスをとるようにソフトウェアを調整

するためのいくつかの手法について説明する。電力の最適化手法のほとんどは汎用的なも

のである。最後の項（12.5.8 節）で、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge

に固有の機能について説明する。これらの機能を検討して、パフォーマンスとそれに対応

する消費電力の利点が得られるようにソフトウェアを最適化する。

12.5.1 アクティブサイクルの削減

アクティブサイクルの量を減らしてタスクの完了を早め、システム・アイドル・ループに

制御を移すことで、現在のオペレーティング・システムの電力の最適化機能を生かすこと

ができる。 

アクティブサイクルの削減は、第 3章で取り上げたパフォーマンス重視のコーディング手

法の適用から、SIMD 命令を使用したベクトル化、マルチスレッディングまで、いくつか

の方法で実現できる。

12.5.1.1 マルチスレッディングによるアクティブサイクルの削減

スレッドレベルの並列処理が、ある一定量の計算処理からなるタスクの場合、マルチス

レッディングにデータ分解を適用できる。アクティブサイクルの削減量は並列処理の程度

に応じて異なる。同じような原則が機能別に分割した場合にも適用できる。 

バランスのとれたマルチスレッディングを実装できれば、結果として、パフォーマンスと

消費電力のインテリジェントで効率的な利点をより最適に実現できる。適切な同期プリミ

ティブを選択することも、消費電力とパフォーマンスの両方に大きな影響を及ぼす。

図 12-7 パフォーマンスの最適化による電力の削減
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上記の図 12-7は、異なるアプリケーション・ドメインで 3つのアプリケーションを使用し

て、シングルスレッド・ワークロードのプロセッサーの消費電力と、パフォーマンスを最

適化した場合の消費電力を比較した調査結果を示したものである。この調査によれば、ア

プリケーション 1（暗号化処理）の最適化手法により、パフォーマンス自体は 2 倍向上し

た。それと同時に、消費電力はおよそ 12% 削減された。アプリケーション 3（メディア・

アプリケーション）では、マルチスレッディングやそのほかの手法によるパフォーマンス

の最適化手法によって、パフォーマンスが 10倍向上した。消費電力はおよそ 60%削減さ

れた。

12.5.1.2 ベクトル化

SIMD 命令を使用することで、特定の計算処理を完了するためのパスを短くでき、この結

果、しばしばアクティブサイクルを削減できる。複数の独立したデータ要素で同じ操作を

行うコードは、ベクトル化にふさわしい候補となる。ベクトル化手法は、通常、単一の命

令で処理できる要素のループを伴うアプリケーションに適用される。一般的に、SIMD 命

令を使用することで、単位時間当たりの消費電力が多少増えても、その代わりにアクティ

ブサイクルが大幅に削減される。最終的に消費電力の削減につながる。

図 12-7 に、ベクトル化による電力の削減効果に関する調査結果を示す。メディア再生の

ワークロードでは、SSE2/SSE4命令セットを使用することにより、2.15倍の高速化を達成

した。もう 1つのオーディオ処理ワークロードでは、インテル® AVX命令セットを使用す

ることにより、パフォーマンスが最大 5倍向上した。それと同時に、オーディオ処理ワー

クロードでは電力も削減された。

12.5.2 PAUSEおよび Sleep(0)ループの最適化 

マルチスレッディング構成では、スレッドの同期およびスケジューリングをタスクの実行

を待機している別のスレッドに譲るための構造を持つことがある。それは、ループ内にと

どまり、Sleep(0)を発行することである。 

図 12-8 ベクトル化による電力の削減
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これは通常「スリープループ」と呼ばれる（例 12-1 を参照）。なお、SwitchToThread 呼び

出しも使用できる。「スリープループ」は、ロッキング・アルゴリズム、およびスレッド

が処理を待機しているスレッドプールでよく見られる。  

密なループにとどまり、パラメーター 0で Sleep()サービスを呼び出すこの構造は、実際に

はポーリングループであり、以下のような悪影響を招く。 

• Sleep()の各呼び出しは、コンテキスト・スイッチング・コストが高く、10000サイクル

以上になる可能性がある。

• また、リング 3からリング 0への遷移コストもかかり、1000サイクル以上になる可能性

がある。

• 制御の取得を待機しているスレッドがない場合には、このスリープループはOSにとっ

て CPUリソースを必要とする非常にアクティブなタスクとなり、OSが CPUを低電力

状態にする妨げとなる。

例 12-1 最適化されていないスリープループ

while(!acquire_lock())

{ Sleep( 0 ); }

do_work();

release_lock();
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例 12-2に、PAUSE命令を使用して、スリープループを省電力化する手法を示す。 

PAUSE命令で「スピンウェイト」の速度を落とすことで、マルチスレッディング・ソフト

ウェアで以下のような利点が得られる。 

• 待機状態のタスクがビジーウェイトからより簡単にリソースを獲得できるようにする

ことで、パフォーマンスが向上する。 

• スピン時に使用するパイプラインのパスを減らすこと、および 

• Sleep(0)呼び出しのオーバーヘッドを除去することで、消費電力を削減する。 

あるケーススタディでは、この手法によってパフォーマンスが 4.3 倍向上した。これはプ

ロセッサー・レベルでは 21% の消費電力の削減、プラットフォーム・レベルでは 13% の

消費電力の削減となる。

12.5.3 スピンウェイト・ループ

すべてのスピンウェイト・ループで PAUSE命令を使用する。PAUSE命令によって、スピ

ンウェイト・ループのパイプライン処理が解除され、実行リソースの過度な消費や、不必

要な電力の消費を防止できる。 

例 12-2 PAUSEを使用した省電力化されたスリープループ

if (!acquire_lock())

{ /* Sleep関数に入る前に、max_spin_count回まで pause命令を繰り返す */

for(int j = 0; j < max_spin_count; ++j)

{  /* PAUSE命令の組み込み関数 */

_mm_pause();

if (read_volatile_lock())

{

if (acquire_lock()) goto PROTECTED_CODE;

}

}

/* PAUSEループが効かない場合に、Sleep関数を実行 */

Sleep(0);

goto ATTEMPT_AGAIN;

}

PROTECTED_CODE:

do_work();

release_lock();
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スピンウェイト・ループを実行する場合、プロセッサーはメモリーアクセス順序違反の可

能性を検出し、コア・プロセッサーのパイプラインをフラッシュするため、ループの終了

時にかなりパフォーマンスが低下する可能性がある。 

PAUSE命令は、プロセッサーに対して、そのコードシーケンスがスピンウェイト・ループ

であるというヒントを与える。プロセッサーはこのヒントにより、メモリーアクセス順序

違反を回避し、パイプラインのフラッシュを防止する。ただし、PAUSEによるスピンウェ

イト・ループは短くする必要がある。

12.5.4 コードにおけるポーリングの代わりにイベントドリブンのサービ
スの使用

デバイスや状態の変化を絶えずポーリングすると、プラットフォームがウェイクアップ

し、消費電力が増える可能性がある。できる限りポーリングを最小限に抑えて、可能であ

ればイベントドリブンのフレームワークを使用する。AC からバッテリーへの遷移などの

各種のデバイスの状態の変化に対する通知サービスを OS が提供する場合は、デバイスの

状態の変化をポーリングする代わりにこれらのサービスを使用する。この新しいイベント

通知フレームワークを使用すると、ステータスの変化が生じた場合コードは非同期に通知

を取得できるため、電源のステータスをコードがポーリングするオーバーヘッドが低減さ

れる。

12.5.5 割り込み率の低減 

割り込み率が高いと、以下の 2つの影響により、プロセッサーの消費電力とパフォーマン

スに支障を来す。

• プロセッサーのパッケージおよびそのコアが Deeper Sleep ステート（Cステート）に入

るのが阻止され、ハードウェアが省電力機能を利用できなくなる。

• インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0で可能な周波数が制限されるため、プ

ロセッサーで実行中のほかのアプリケーションのパフォーマンスが低下する。

ユーザーセッションやアプリケーションの割り込み率が 1 秒あたり数千件に及んだ場合、

プロセッサーはパフォーマンスと省電力の適正なバランスをとることができなくなる。

この状況を回避するには、散発的なウェイクアップを最小限に抑える。アプリケーション

やドライバーの散発的なすべてのアクティビティーを 1つのウェイクアップ期間内にスケ

ジュールして、割り込み率を必要最小限に減らす。

メディア・アプリケーションの多くは、非常に高いタイマー周期（1ms）を設定している。

可能な限り、オペレーティング・システムのデフォルトのタイマー周期を使用する。どう

しても高い周期が必要な場合は、タスクの終了時にソフトウェアがタイマー周期をリセッ

トするようにする。 

詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/cpu-power-utilization-on-intel-architectures/

に掲載されている記事を参照のこと。 
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12.5.6 特権時間の削減 

アプリケーションが特権モードで多くの時間を費やした場合、さまざまな理由により、過

度に電力が使用されることになる。例えば、システム呼び出し率が高くなったり、IOボト

ルネックが発生する。Windows Perfmonを使用すると、特権モードの時間を推測できる。

1 秒あたりのシステム呼び出し数によって測定されるシステム呼び出し率が高い場合、ソ

フトウェアはカーネルモードへの遷移を頻繁に行っていることになる。すなわち、アプリ

ケーションは Ring3（ユーザーモード）から Ring0（カーネルモード）へ頻繁に移行する。

この一般的な例には、Win32 API WaitForSingleObject()などのコストが高い同期呼び出しの

使用がある。これは、特にプロセス間通信にとって、非常に重要な同期 APIである。しか

し、ロックが行われているかどうかに関係なく、カーネルモードになる。ロックの競合が

短時間または全くないマルチスレッド・コードの場合は、スピンカウント付きの

EnterCriticalSectionを使用できる。WaitForSingleObject()と比較した場合のこの APIの利点

は、ロックの競合がない限りカーネルモードに遷移しないことである。このため、競合が

ない状態では、スピンカウント付きの EnterCriticalSection を使用した方がはるかにコスト

が安く、特権モードで費やす時間を削減できる。 

インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge ベースのシステムでアクティブなス

レッドが 4つの小さなテスト・アプリケーションを使用して、調査を実施した。テストケー

スのロックの実装には、WaitForSingleObjectと EnterCriticalSectionを使用した。ロックの競

合がなかったので、各スレッドは 1回のみロックを行った。下のグラフに示すように競合

がない場合、WaitForSingleObject()を使用すると、EnterCriticalSection()を使用したときと比

べ、消費電力とパフォーマンスの両方に悪影響を及ぼす。 

以下のグラフに示すように、競合していないロックで WaitForSingleObject() を使用した場

合、より多くの電力が使用される。EnterCriticalSection()を使用した方が、パフォーマンス

が 10倍向上し、消費電力が 60%削減される。 

詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/implementing-scalable-atomic-locks-for-

multi-core-intel-em64t-and-ia32-architectures/を参照のこと。

図 12-9 同期プリミティブの消費電力の削減の比較

WaitForSingleObject (4T) EnterCritical Section (4T)
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12-22　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



12.5.7 コードでのコンテキスト認識の設定

コンテキスト認識は、電力リソースが限られている場合にソフトウェアが電力を節約する

ための手段となる。電力を節約するために実装可能なコンテキスト認識の例をいくつか以

下に示す。

• バッテリー電力を使用してラップトップでゲームをプレイする場合、フレームレート

を無制限にせず 60FPSに変更する。

• バッテリーで動作中および使用していないときは、ディスプレイを暗くする。

• ネットワークに接続していないときは、ワイヤレスなどのデバイスをオフにするため

の簡単なオプションをエンドユーザーに提供する。

アプリケーションは、バッテリー電力でゲームをプレイしている場合にこうした変更を透

過的に行ったり、バッテリー持続時間を延長するための方法のヒントをユーザーに提供で

きる。いずれの場合でも、アプリケーションはコンテキスト認識により、AC 電源ではな

く、バッテリー電力が使用されていることを把握する必要がある。

異なるフレームレートで 2つのゲームをプレイし、調査を行った。左のバーは、これらの

ゲームの基準となるデフォルトのフレームレート（無制限）を示す。真ん中のラインは

60FPSでゲームをプレイした場合、右のラインは 30FPSでゲームをプレイした場合である。

この調査により、フレームレートを制限すると、消費電力を削減できることがわかる。

12.5.8 パフォーマンスの最適化による消費電力の削減

一般的には、パフォーマンスの最適化によって、CPUがコードを実行しているサイクル数

を減らすことにより消費電力も削減される。消費電力の削減をもたらす個々のマイクロ

アーキテクチャー機能について、パフォーマンスの最適化例を以下に示す。

3.6.1 節に示すように、インテル ® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge で追加された

ロードポート機能により、サイクル数を削減できる。したがって、ロードポート機能は消

費電力の削減につながる。例えば、3.6.1.3 節のカーネルの実験では、エンジニアリング・

図 12-10 電源に対応したフレームレート構成の消費電力の削減の比較

Game A Game B

Lower Bar Consumes Less Powerバーが低いほど省電力

ゲーム A ゲーム B
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システムで、バンクの競合がある状態とない状態のサンプル・アプリケーションを実行し

た。バンクの競合がないと、第 2のロードポートを使用できるため、パフォーマンスが向

上するとともに、1時間あたり 25mWの電力が削減された。

もう 1 つの機能であるデコード済み命令キャッシュと LSD によって、マイクロオペレー

ション（μOP）がキャッシュに格納され、これによって、デコーダーによる消費電力が削

減される。例えば、スイッチ文に対してアライメントが合った 32バイト・チャンク（3.4.2.5

節を参照）内で 3つ以下の無条件分岐を並べ替えるコード・アライメント手法を使用した

場合、処理速度が 1.23倍向上し、同じアライメントが合った 32バイト・チャンク内であっ

ても無条件分岐の密度が高くて、デコードされた命令キャッシュに収まらない場合と比

べ、消費電力が 1.12倍も削減される。

インテル® AVXによるベクトル化の使用により、複数の要素を 1つのサイクル内で処理す

ることができるため、全体的な処理サイクルが減るとともに、消費電力が削減される。図

12-8に、消費電力の削減例を示す。

12.6 システム・ソフトウェアのプロセッサー固有のパ
ワー・マネジメントの最適化

この節では、プロセッサー固有のパワー・マネジメント情報を取り上げる。具体的には、

インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge ベースの第二世代のインテル® Core™

プロセッサーに適用される。これらのプロセッサーの CPUID DisplayFamily_DisplayModel

シグネチャーは 06_2AH である。このようなプロセッサー固有の能力により、システム・

ソフトウェアはプロセッサーの応答性と消費電力を最適化し、バランスをとることができ

る。

12.6.1 プロセッサー固有の非アクティブ状態構成のパワー・マネジ

メントの推奨事項

各種の非アクティブ状態において、適切な終了レイテンシー値で ACPI の _CST オブジェ

クトをプログラミングすることで OS パワー・マネジメントによる最適な消費電力削減を

実現できる。インテル® の推奨値はモデル固有の値である。

表 12-3および表 12-4に、CPUID DisplayFamily_DisplayModelシグネチャーが 06_2AHのプ

ロセッサー、および電圧レギュレーターのスルーレート機能の 2つの構成について、パッ

ケージ Cステートの開始 /終了レイテンシーを示す。表 12-3は低速 VR構成で、表 12-4は

高速 VR構成である。各構成について、VRデバイスはMSR_POWER_CTL.[bit 4]の設定に

応じ、高速割り込み中断モードまたは低速割り込み中断モードいずれかで動作できる。こ

れらの Cステート開始 /終了レイテンシーはプロセッサーの仕様ではなく、経験則から導

き出した予測である。状況によっては、コアからの終了レイテンシーが表 12-3 および表

12-4に示されている値よりも高くなることもある。
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表 12-5に、CPUID DisplayFamily_DisplayModelシグネチャーが 06_2AHのプロセッサー、お

よび電圧レギュレーターのスルーレート機能の 2つの構成について、コアのみの Cステート

の開始 / 終了レイテンシーを示す。コアのみの終了レイテンシーは、MSR_POWER_CTL.[4]

の影響を受けることはない。

表 12-3 低速 VRの場合のクライアント・システムの Cステートのプロセッサーの合計の終
了レイテンシー（コア +パッケージの終了レイテンシー）

 Cステート1

注：

1. この Cステートの開始 /終了レイテンシーはインテル® の予測に過ぎず、プロセッサーの仕様ではない。

代表的な終了レイテンシー2

2. コアの 1つがアクティブになったときにパッケージが C0であるものと仮定する。 

3. MSR_POWER_CTL.[4] = 1の場合に、高速割り込み中断モードが有効になる。

4. PCHと接続しているデバイスのレイテンシーは、低速割り込み中断モードのレイテンシーに相当する。

ワーストケースの終了レイテンシー

MSR_POWER_CTL MSR.[4] =0 MSR_POWER_CTL MSR.[4] =1

C1 1 µs 1 µs

C3 156 µs 80 µs

C6 181 µs 104 µs

C7 199 µs 109 µs

表 12-4 高速 VRの場合のクライアント・システムの Cステートのプロセッサーの合計の終
了レイテンシー（コア +パッケージの終了レイテンシー）

 Cステート1

注：

1. この Cステートの開始 /終了レイテンシーはインテル® の予測に過ぎず、プロセッサーの仕様ではない。

代表的なワーストケースの終了レイテンシー時間（すべての Skus）2

2. コアの 1つがアクティブになったときにパッケージが C0であるものと仮定する。 

3. パッケージが Deeper Cステートの場合、ローカル APICタイマーのウェイクアップの終了レイテンシーは、代表的なコアレ
ベルの終了レイテンシーに依存する。パッケージが C0の場合は、それぞれのコアレベルの終了レイテンシーの代表値とワー
ストケース値の間で変動する可能性がある。

MSR_POWER_CTL MSR.[4] =0 MSR_POWER_CTL MSR.[4] =1

C1 1 µs 1 µs

C3 156 µs 80 µs

C6 181 µs 104 µs

C7 199 µs 109 µs

表 12-5  低速 VRの場合のクライアント・システムのCステートのコアのみの終了レイテンシー

 Cステート1

注：

1. この Cステートの開始 /終了レイテンシーはインテル® の予測に過ぎず、プロセッサーの仕様ではない。

代表的なワーストケースの終了レイテンシー時間（すべての Skus）2

2. 低速 VRデバイスとは、ランプ時間が高速モードでは 10mv/µs、低速モードでは 2.5mv/µsのデバイスである。 

C1 1 µs 1 µs

C3 21 µs 240 µs

C6 46 µs 250 µs

C7 46 µs 250 µs
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12.6.1.1非アクティブ状態からアクティブ状態への遷移の場合のパワー・マネジ
メントと応答性のバランス

MSR_PKGC3_IRTL、MSR_PKGC6_IRTL、MSR_PKGC7_IRTL は、システム・ソフトウェ

アが消費電力とシステムの応答性のバランスをとるためのプロセッサー固有のインター

フェイスである。システム・ソフトウェアは、実行時にシステム固有の要件に合わせて、

パッケージの非アクティブ状態から C0 に設定値を変更することがある。例えば、バッテ

リー動作時と AC電源動作時を対比して、より積極的なタイミングを行う場合である。

終了レイテンシーは VR スイングレートの影響を大きく受ける。表 12-5 に、「高速」終了

レート（内部の HPETタイマーと CPUタイマー以外のすべてのイベントに対する PCHお

よび CPUのデフォルトの推奨構成）の状態あたりの合計割り込み応答時間（コアの要素を

含む）を示す。 

PCIE からの各種イベントに対し BIOS で「低速」レートを選択する（POWER_CTL MSR

ビット 4で高速中断イベントメソッドを無効にする）には、それぞれ上記の設定値を拡張

する必要がある。さもないと、はるかに低速な VR スイングレートで要求を満たすため、

CPUがより浅い PKG_Cステートを選択する可能性がある。 

各種の PCH接続デバイスに対する「低速」終了レートの選択（PCH BIOS設定）は上記の

レイテンシー計算メカニズムでは認識されないため、結果として CPU は必要なレイテン

シー目標を満たさなくなる。

表 12-6 次世代のインテル® プロセッサー（インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy 
Bridge）の POWER_CTL MSR

レジスター

アドレス レジスター名 適用範囲 ビットの説明

 16進数 10進数

1FCH 508 MSR_POWER_CTL コア パワー・コントロール・レジスター

3:0 予約済み

4 FAST_Brk_Int_En.

1に設定した場合、PCI-E割り込みウェイ

クアップ・イベントの高速スロープに対し

て電圧レギュレーターが有効になる。

63:5 予約済み
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13

インテル ® Atom™ マイクロアーキ
テクチャーとソフトウェアの最適化
13.1 概要

本章では、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーの概要と、インテル® Atom™マイ

クロアーキテクチャー・ベース・プロセッサー向けソフトウェアに固有のコーディング手

法について説明する。低消費電力と効率的なパフォーマンスを提供する

インテル® Atom™プロセッサーの主な機能は、以下のとおりである。

• 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー：オペレーティング・システム（OS）を、ワー

クロードの実行中にプロセッサーが周波数 / 電圧レベルの低い状態に遷移できるよう

にプログラムできる。 

• インテル® ディープ・パワー・ダウン・テクノロジーをサポート：プロセッサー内の
キャッシュなどのサブシステムへの電力を切断することによって、静止時消費電力を

削減 する。

• インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー：マルチタスク・ワークロードや
マルチスレッド・ワークロードに対応する 2つの論理プロセッサーを提供する。

• SSE3および SSSE3までの SIMD拡張命令をサポートする。

• インテル® 64アーキテクチャーおよび IA-32アーキテクチャーをサポートする。

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーは、小型フォーム・ファクターや熱的に制約

された環境における消費電力の許容範囲内で、最新のワークロードの一般的なパフォーマ

ンス要件を満たすように設計されている。 

13.2 インテル® Atom™ マイクロアーキテクチャー

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーは、2マイクロオペレーション（μOP）の発

行が可能なハイパースレッディング・テクノロジー対応のインオーダー・パイプラインに

よって、効率的なパフォーマンスと低消費電力の動作を実現した。インオーダー・パイプ

ラインは、メモリーオペランドを持つ IA-32命令を複数のマイクロオペレーション（μOP）

ではなく単一のパイプライン操作として扱う点が、アウトオブオーダー・パイプラインと

は異なっている。

図 13-1に、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのパイプラインの基本的なブロッ

ク図を示す。
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フロントエンドは、以下で構成された省電力パイプラインを備えている。

• 32KBの 8ウェイ・セット・アソシアティブ L1命令キャッシュ

• 分岐予測ユニットと ITLB

• 2つの命令デコーダー（それぞれ 1サイクルあたり最大 1命令をデコード可能）

フロントエンドでは、1 サイクルあたり最大 2 命令を命令キューに格納して、スケジュー

リングすることができる。 スケジューラーは、2つの発行ポートを通じて 1サイクルあた

り最大 2命令を整数実行クラスターまたは SIMD/FP実行クラスターに発行できる。 

2つの発行ポートはそれぞれ、1サイクルあたり 1命令を、実行する整数クラスターまたは

SIMD/FP クラスターにディスパッチができる。 整数クラスターと SIMD/FP クラスターの

ポート・バインディングは、以下の機能を備えている。

• 整数実行クラスター

－ ポート 0：  ALU0、シフト /ローテート・ユニット、ロード /ストア

－ ポート 1： ALU1、ビット処理ユニット、ジャンプユニット、LEA

－ 0サイクルの実効「ロード後利用」レイテンシー

図 13-1 インテル® Atom™ マイクロアーキテクチャーのパイプライン
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• SIMD/FP実行クラスター

－ ポート 0： SIMD ALU、シャッフルユニット、SIMD/FP乗算ユニット、除算ユ

ニット（IMUL、IDIVをサポート）

－ ポート 1：  SIMD ALU、FP加算器

－ SIMD/FPクラスター内の 2つの SIMD ALUとシャッフルユニットは 128ビット

幅だが、64ビット SIMD整数演算はポート 0のみに限定されている。

－ FP加算器は、128ビット・データパスで ADDPS/SUBPSを実行できる。ほかの

FP加算のデータパスは 64ビット幅である。

－ FP/SIMD実行の安全な命令認識アルゴリズムにより、例外を生じるおそれがあ

る古い FP/SIMD命令によってブロックされることなく、レイテンシーの短い新

しい整数命令を実行できる。

－ FP乗算パイプはメモリーロードもサポートしている。

－ メモリーロードを伴う FP ADD命令は、両方のポートをディスパッチに使用で

きる。

インテル® 64 アーキテクチャーの場合、メモリー実行サブシステム（MEU）は、32 ビッ

トまたは 36 ビットの物理アドレスモードで 48 ビットのリニアアドレスをサポートする。

MEUは以下の機能を備えている。 

• 24KBの L1データキャッシュ

• L1データキャッシュへのハードウェア・プリフェッチ

• 4KBおよびそれよりも大きなページ構造に対応した 2レベルの DTLB 

• DTLBと ITLBのミスを処理するハードウェア・ページウォーカー

• 2つのアドレス生成ユニット（ポート0はロードとストアをサポート。ポート1はLEAと

スタック操作をサポート）

• 整数演算でのストア・フォワーディングのサポート

• 8つのライト・コンバイニング・バッファー 

バス論理サブシステムは以下の機能を備えている。

• 512KBの 8ウェイ・セット・アソシアティブ・ユニファイド L2キャッシュ

• L2へのハードウェア・プリフェッチとフロントサイド・バスへのインターフェイス・

ロジック

13.2.1 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーにおけるハイ

パースレッディング・テクノロジーのサポート

命令キューは、2 つのスレッドからの命令実行をスケジューリングできるように静的に分

割されている。 スケジューラーは、いずれかのスレッドから命令を 1 つ選択し、実行に向

けてポート 0 またはポート 1 にディスパッチすることができる。 ハードウェアは、公平な

基準と、各スレッドでの順方向進行の対応状況に基づいて、2 つのスレッド間で命令の

フェッチ /デコード /ディスパッチを選択する。 
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13.3 インテル® Atom™ マイクロアーキテクチャーにおけ
るコーディングの推奨事項

アウトオブオーダー・マイクロアーキテクチャーに適用可能な命令スケジューリングと

コーディング手法が、インオーダー・マイクロアーキテクチャーで最適なパフォーマンス

を実現できるとは限らない。同様に、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのよう

なインオーダー・パイプライン向けの命令スケジューリングとコーディング手法が、アウ

トオブオーダー・マイクロアーキテクチャーで最適なパフォーマンスを実現できるとは限

らない。ここでは、主な導入対象がインテル ® Atom™ マイクロアーキテクチャー・ベー

ス・プロセッサーであるソフトウェアに固有のコーディング推奨事項について説明する。 

13.3.1 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのフロントエン

ドの最適化

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのフロントエンドにある2つのデコーダーは、

インテル® 64アーキテクチャーと IA-32アーキテクチャーの命令の大半を処理できる。 複

雑な演算を処理する一部の命令では、フロントエンドの MSROM を使用する必要がある。

2 つのデコーダーを通過する命令はほとんどの場合、フロントエンドのデコーダーユニッ

トのいずれかによってデコードできる。 MSROMが必要な命令や、フロントエンドでデコー

ダー割り当ての再調整が行われる場合、フロントエンドで遅延が発生する。 

ソフトウェアは、固有のパフォーマンス監視イベントを使用して、フロントエンドでデ

コーダー割り当ての再調整が行われる命令シーケンスや条件を検出できる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 1（影響 MH、一般性 ML）：インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、MSROMを必要とする複雑な命令の使用を最小限に抑えるこ

とで、2つのデコードユニットの最適なデコード帯域幅を活用できる。

パ フ ォ ー マ ン ス 監 視 イ ベ ン ト の「MACRO_INSTS.NON_CISC_DECODED」と

「MACRO_INSTS.CISC_DECODED」を使用すると、ワークロード中でMSROMを必要とし

た命令の割合を評価できる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 2（影響 M、一般性 H）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、命令ワーキングセットの要素を小さくしておくと、2つのデ

コードユニットによって提供される最適なデコード帯域幅をフロントエンドで活用でき

る。  

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 3（影響 MH、一般性 ML）：インテル®

Atom™プロセッサーの場合、連続する x87命令の使用を避けると、2つのデコードユニッ

トによって提供される最適なデコード帯域幅をフロントエンドで活用できる。 パフォーマ

ンス監視イベント「DECODE_RESTRICTION」を使用すると、ワークロード中でデコード・

スループットの低下をもたらす遅延が発生した回数をカウントできる。

一般に、リタイアした「命令あたりのサイクル数」が 1未満になるまで、フロントエンド

の制約はパフォーマンスの制限要素にはならない（理論上の最大リタイアメント・スルー

プットは CPI値 0.5に相当）。 CPIを 1未満にするには、フロントエンドを通過する際に命
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令ペアが 2つのデコーダーによってデコードを並列処理する命令シーケンスを作成するこ

とが重要である。 フロントエンドの通過後は、スケジューラーや実行ハードウェアがデ

コードペアを同じ順序でポート 0とポート 1にディスパッチする必要はない。 

デコーダーはジャンプ命令より先をデコードできないので、ジャンプはデコーダーに最適

化されたペア内の 2 番目の命令として組み合わせる必要がある。 フロントエンドでは x87

命令を 1サイクルあたり 1個のみ処理可能であり、デコーダーユニット 0だけがMSROM

への転送を要求できる。 命令が 8 バイトを超えていたり、命令のプリフィクスが 3つを超

えていると、MSROMの転送が行われ、フロントエンドで 2サイクルの遅延が発生する。

命令の長さとアライメントは、デコードのスループットに影響を与えることがある。 フロ

ントエンドがバッファーをプリフェッチする場合、7 サイクル内に 48 バイトを超えたデ

コードを行うとバッファー待機によってフロントエンドで遅延が生じる。これはスルー

プットに制限を加える。 また、命令ペアが 16 バイト境界をまたぐたびに、フロントエン

ド・バッファーをさらに最少 1サイクル保持する必要がある。 したがって、16バイト境界

をまたぐ命令アライメントは、大きな問題となる。 

命令アライメントは、無視可能なプリフィクスと命令を組み合わせて使用することで改善

できる。

例 13-1 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーにおけるデコード・スループット最適
化のための命令ペアリングとアライメント

アドレス 命令バイト 逆アセンブル

7FFFFDF0 0F594301 MULPS XMM0, [EBX + 01H]

7FFFFDF4 8341FFFF ADD DWORD PTR [ECX - 01H], -1

7FFFFDF8 83C2FF ADD EDX,  -1

7FFFFDFB 64 ; FS プリフィックスのオーバーライドは無視され、

コードのアライメントを向上させる

7FFFFDFC F20f58E4 ADD XMM4, XMM4

7FFFFE00 0F594B11 MULPS XMM1, [EBX + 11H]

7FFFFE04 8369EFFF SUB DWORD PTR [ECX - 11H], -1

7FFFFE08 83EAFF SUB EDX, -1

7FFFFE0B 64 ; FS プリフィックスのオーバーライドは無視され、

コードのアライメントを向上させる

7FFFFE0C F20F58ED ADDSD XMM5, XMM5

7FFFFE10 0F595301 MULPS XMM2, [EBX + 1]

7FFFFE14 8341DFFF ADD DWORD PTR [ECX - 21H], -1

7FFFFE18 83C2FF ADD EDX, -1
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小さなループ中にレイテンシーの長い操作が含まれている場合、ループアンロールは、レ

イテンシーの長い命令とペアにできる隣接した命令を見付けて、その隣接した命令の順方

向進行を可能にするための手法である。 ただし、コードサイズの増加や分岐ターゲット

バッファーへの負荷など、ループアンロールの影響についても評価しなければならない。 

パフォーマンス監視イベント「BACLEARS」は、ループアンロールがフロントエンドのパ

フォーマンスにとってプラスであるかマイナスであるかを評価する手段となる。

「ICACHE_MISSES」イベントも、ループアンロールによって命令要素が増加するかどうか

を評価できる。

インテル® Atom™プロセッサーの分岐予測機構は、異なる分岐タイプを区別しない。 異な

る分岐タイプが混在すると、分岐予測ハードウェアで混乱が生じることがある。 

パフォーマンス監視イベント「BR_MISSP_TYPE_RETIRED」は、分岐タイプに起因する分

岐予測上の問題を評価する手段となる。

13.3.2 実行コアの最適化

ここでは、2 マイクロオペレーション（μOP）の発行が可能な実行コアを利用して、ソフ

トウェアが 2つの命令による順方向進行をより頻繁に行えるようにするいくつかの事項に

ついて説明する。

13.3.2.1 整数命令の選択

インオーダー・マシンでは、命令の選択とペアリングが、データの実行準備が整った命令

の命令レベル並列性を検出する際のマシンの能力に影響を与えることがある。 以下に例を

いくつか示す。

• EFLAG： EFLAGフラグビットを参照する命令は、EFLAGレジスターを更新する命令

と同じサイクル内では発行できない。 例えば、ADDはキャリービットを変更できるの

で、更新命令である。JC（または ADC）はキャリービットを読み出すので、参照命令

である。

－ 条件ジャンプは、参照命令の後に続くサイクルで発行できる。

－ その他の EFLAGビットの参照命令を更新命令の後に発行する場合は、1サイク

ル待機しなければならない（2サイクル遅延）。

7FFFFE1B 64 ; FS プリフィックスのオーバーライドは無視され、

コードのアライメントを向上させる

7FFFFE1C F20F58F6 ADDSSD XMM6, XMM6

7FFFFE20 0F595B11 MULPS XMM3, [EBX + 11H]

7FFFFE24 8369CFFF SUB DWORD PTR [ECX - 31H], -1

7FFFFE28 83EAFF SUB EDX, -1

例 13-1 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーにおけるデコード・スループット最適
化のための命令ペアリングとアライメント （続き）
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 4（影響 M、一般性 H）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、2サイクルの遅延が発生してしまうフラグ更新命令とフラグ

参照命令の間には MOV 命令を配置する。 このようにすると、部分的なフラグ依存関係を

防止できる。 

• レイテンシーの長い整数命令： これらの命令は、同じスレッド内のレイテンシーの短

い命令の発行をブロックする（プログラムの順序により必要）。 また、ライトバック・

リソースを解決する際は、両方のスレッド内のレイテンシーの短い命令も 1サイクル

の間ブロックする。

• 共通のデスティネーション：結果を同じデスティネーションに格納する 2つの命令は、

同じサイクル内では発行できない。

• コストがかかる命令：一部の命令には特別な要件があり、実行中の長期間にわたるハー

ドウェア・リソースの消費し多くのコストがかかる。 命令キュー内でその命令が最も

古くなるまで、実行ユニットで遅延することがある。また、ほかの新しい命令の発行

を遅らせることもある。 このような例としては、FDIV や、両方のポートから実行ユ

ニットを必要とする命令などがある。

13.3.2.2 アドレス生成

ハードウェアは、実行準備が整った命令が利用するデータは準備されている必要がある、

という一般的なケースについて最適化を行う。また、アドレス生成は、データの準備より

も先になる。 ほかの命令が生成するデータを必要とする依存関係がアドレス生成で生じた

場合、3サイクルの遅延が発生する。

2 マイクロオペレーション（μOP）の発行が可能なマシンの実行スループットに影響を与

える 3つの状況では、アドレス生成ユニット（AGU）を直接使用できる。 この 3つの状況

を以下に示す。

• 暗黙的な ESP更新：ESPレジスターが命令のデスティネーション（明示的な ESP更新）

として使用されない場合、PUSH、POP、CALL、RETURN などの命令では暗黙的な

ESP更新が発生する。 明示的な ESP更新と暗黙的な ESP更新を混在させても、アドレ

ス生成とデータ実行との依存関係が発生する。 

• LEA： LEA命令は、ALUではなくAGUを使用する。 LEAのソースレジスターの1つが実

行ユニットからのものでなければならない場合、この依存関係でも 3サイクルの遅延

が発生する。 したがって、2つの値を加算して結果を第 3のレジスターに格納する手法

では、LEAを使用してはならない。 LEAは、アドレス計算に使用すべきである。
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• 整数から FP/SIMDへの転送：整数データをマシンの FP/SIMD側に転送する命令でも、

AGUが使用される。 このような命令の例としては、MOVDや PINSRWが挙げられる。

これらの命令のソースレジスターの 1 つが実行ユニットの結果に依存している場合、

この依存関係でも 3サイクルの遅延が発生する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 5（影響 MH、一般性 H）：インテル ®

Atom™ プロセッサーでは、アドレス操作には LEA を使用すべきだが、ソフトウェアは、

ALUから AGUに対する依存関係（アドレス操作または ESP更新に LEAの代わりに ALU

命令を使用する場合、または三項加算や、アドレス生成への供給を行わない非破壊的書き

込みに LEA を使用する場合）を回避しなければならない。 または、AGU を参照する命令

の前に更新命令を配置する際、3サイクル以上の間隔を空ける。

13.3.2.3 整数の乗算

整数乗算命令の実行には、数サイクルかかる。 整数乗算命令はレイテンシーの長い別の命

令とともに、実行フェーズで順方向に進行できるようにパイプライン化される。 ただし整

数乗算命令は、プログラム順序の要件により、単一サイクルのほかの整数命令の発行をブ

ロックする。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 6（影響 M、一般性 M）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、整数乗算命令の後に独立した FP乗算または整数乗算を配置

すると、パイプライン化された IMUL実行を活用できる。 

例 13-2 AGUと実行ユニットとの依存関係を回避する代替手法

a）三項演算で LEAを使用した場合の 3サイクルの遅延

mov eax, 0x01

lea eax, 0x8000[eax+ebp]; eax の値は直線の命令で生成される

; lea と実行の依存性により、3 サイクルの遅延

b）実行中の依存関係を処理し、AGUと実行との依存関係を回避する

mov eax, 0x01

add eax, 0x8000

add eax, ebp
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13.3.2.4 整数シフト命令

シフトカウントを即値バイトでエンコードする整数シフト命令では、1 サイクルのレイテ

ンシーが発生する。 一方、ECXレジスターでシフトカウントを使用するシフト命令は、レ

ジスターカウントが更新されるのを待機しなければならないことがある。 したがって、レ

ジスターカウントを使用するシフト命令では、3サイクルのレイテンシーが発生する。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 7（影響 M、一般性 M）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、整数シフト命令の暗黙的なレジスターカウントのための更新

命令は、シフト命令の 2サイクル以上前に配置する。 

13.3.2.5 パーシャル・レジスター・アクセス

パーシャル・レジスター・アクセスによって追加の遅延は生じないが、インオーダー・ハー

ドウェアはレジスター全体への依存関係を追跡する。したがって、ALや AHなどの 8ビッ

ト・レジスターは、独立したレジスターとして扱われない。 また、LEA、単純なロード、

POPなど一部の命令では、入力値が 4バイト未満であると速度が低下する。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 8（影響 M、一般性 MH）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、LEA、単純なロード、POPでは、入力値が 4バイト未満であ

ると速度が低下する。  

13.3.2.6 FP/SIMD 命令の選択

表 13-1 に、ソフトウェアで最も頻繁に使用されるインテル® Atom™ マイクロアーキテク

チャーの各種実行ユニットの特性を示す。

例 13-3 整数演算における命令実行のパイプライン化

a）複数サイクルからなる Imul命令は、単一サイクルからなる整数命令をブロックすることがある

imul eax, eax

add ecx, ecx ; サイクルの整数命令は、4サイクルの imul によってブロックされる

imul ebx, ebx ; 命令はインオーダーの問題によりブロックされる

b）独立した imulの連続的な発行をパイプライン化する

imul eax, eax

imul ebx, ebx ; 2番目の imil は、1 サイクル後に発行可能

add ecx, ecx ; 1 サイクルの整数命令は、imul によってブロックされる
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SIMD/FP命令の選択では通常、最初にレイテンシーの短いものを選び、その次には可能な

限りスループットの高いものを選ぶ必要がある。 パックド倍精度命令はパイプライン化さ

れない点に注意すること。代わりに 2つのスカラー倍精度命令を使用すると、実行クラス

ターでのパフォーマンスを高められる。

表 13-1 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーにおける命令レイテンシー /スループット
の概要

命令の種類 レイテンシー（サイクル数） スループット 実行ユニット数

SIMD整数 ALU

128ビット ALU/論理演算 /MOVE 1 1 2

64ビット ALU/論理演算 /MOVE 1 1 2

SIMD整数シフト

128ビット 1 1 1

64ビット 1 1 1

SIMDシャッフル

128ビット 1 1 1

64ビット 1 1 1

SIMD整数乗算

128ビット 5 2 1

64ビット 4 1 1

FP加算器

X87演算（FADD） 5 1 1

スカラー SIMD（addsd、addss） 5 1 1

パックド単精度（addps） 5 1 1

パックド倍精度（addpd） 6 5 1

FP乗算器

X87演算（FMUL） 5 2 1

スカラー単精度（mulss） 4 1 1

スカラー倍精度（mulsd） 5 2 1

パックド単精度（mulps） 5 2 1

パックド倍精度（mulpd） 9 9 1

IMUL

IMUL r32, r/m32 5 1 1

IMUL r12, r/m16 6 1 1
13-10　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



アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 9（影響 MH、一般性 H）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、FPスタックを使用する x87命令よりも、XMMレジスターで

動作する SIMD命令を優先する。 可能な限り、パックド単精度命令を使用する。 パックド倍

精度命令はスカラー倍精度命令に置き換える。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 10（影響 M、一般性 ML）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、超越関数のように高度な演算を実行するライブラリー・ソフ

トウェアは、ネイティブの x87 命令ではなく、XMMレジスターで動作する SIMD命令を

使用すべきである。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 11（影響 M、一般性 M）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、可能な限り DAZと FTZを有効にする。 

いくつかのパフォーマンス監視イベントは、SIMD/FP命令選択のチューニングに有効であ

る。例えば「SIMD_INST_RETIRED.{PACKED_SINGLE, SCALAR_SINGLE, PACKED_DOUBLE,

SCALAR_DOUBLE}」は、プログラムでの命令選択の判断に使用できる。 「FP_ASSIST」や

「SIR」を使用すると、浮動小数点例外（または不正なアラーム）がプログラムのパフォー

マンスに影響を与えているかどうかを確認できる。 

除算命令のレイテンシーとスループットは、入力値やデータサイズによって異なる。

 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーでは、基数 2の除算器ユニットを実装してい

る。 したがって、divide/sqrt のレイテンシーは、ほかの FP 演算よりも大幅に長くなる。 ま

た、divide/sqrtの発行スループット速度も同様に低下する。 除算器ユニットは 2つの論理プ

ロセッサー間で共有されるので、ソフトウェアは除算命令のあらゆる代替手段を検討すべ

きである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 12（影響 H、一般性 L）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、どうしても必要なときのみ除算命令を使用し、データサイズ

が最小のオペランドを使用するように配慮する。

パフォーマンス監視イベントの「DIV」と「CYCLES_DIV_BUSY」を使用すると、除算が

プログラム中のボトルネックになっているかどうかを確認できる。

一般に、FP演算は整数命令よりもレイテンシーが長い。 FP演算からの結果のライトバック

は通常、整数パイプラインよりも後のパイプライン・ステージで発生する。したがって、

命令が FP 演算の結果に対して依存関係を持っている場合、2サイクルの遅延が発生する。

この種の命令の例としては、FPから整数への変換である CVTxx2xxや、XMMから汎用レ

ジスターへのMOVDがある。

連続する 4 つの単精度データ要素を用いた演算をソフトウェアが必要とする状況では、

MOVUPSよりも PALIGNR+MOVAPSを優先する。 MOVUPS xmm1, _pArray[k]（メモリーア

ドレス _pArrayは 16バイト境界にアライメントされる）のように、無制約な配列インデッ

クス kによって 4つのデータ要素をロードすると、定期的にキャッシュライン分割が発生

して、14サイクルの遅延が生じる。 

最適なアプローチは、4の倍数でない kごとに、j = 4*(k/4)で kを 4の倍数に丸め、MOVAPS

MOVAPS xmm1, _pArray[j] と MOVAPS xmm1, _pArray[j+4] を実行してから、PALIGNR を

使用して演算に必要な 4つのデータ要素を結合することである。
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 13（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、MOVUPS よりも MOVAPS+PALIGN のシーケンスを優先す

る。 同様に、MOVDQUよりもMOVDQA+PALIGNRを優先する。

13.3.3 メモリーアクセスの最適化

ここでは、ソフトウェアによってメモリー・サブシステムのパフォーマンスを最適化でき

るいくつかの事項について説明する。

特定のハザードに遭遇するキャッシュアクセスのシステムメモリーに対してメモリーア

クセスを行うと、そのメモリーアクセスは、データの実行準備が整っているときでもレイ

テンシーの短い命令の発行をブロックするので、コストのかかる操作になる。 

パフォーマンス監視イベント「REISSUE」を使用すると、プログラムにおける再発行され

たメモリー命令の影響を評価できる。

13.3.3.1ストア・フォワーディング

一部の限られた状況では、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーは、先行するスト

ア操作から後続のロード命令にデータを転送できる。 このような状況を以下に示す。

• ストア・フォワーディングは、整数パイプラインでのみサポートされており、FPデー

タや SIMDデータには適用されない。 また、以下の条件を満たさなければならない。

• ストア操作とロード操作は、同じサイズであり、かつ同じアドレスに対するものでな

ければならない。 データサイズが 8 バイトを超えると、ストア操作からの転送は行わ

れない。

• データ転送が行われる際、データはアドレスの最下位12ビットに基づいて転送される。

そのためソフトウェアは、あるアドレスにストアした後に、最下位 12ビットでそのス

トアアドレスのエイリアシングを行う別のアドレスからロードするような、アドレス・

エイリアシングの状況を回避しなければならない。

13.3.3.2 L1データキャッシュ

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーは、16個の 4バイト・チャンクで構成される

L1 データキャッシュの各 64 バイト・キャッシュ・ラインを処理する。 この実装特性は、

データ・アライメントと一部のデータ・アクセス・パターンにパフォーマンス上の影響を

与えている。 

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 14（影響 MH、一般性 H）：インテル®

Atom™プロセッサーの場合、データがメモリー内で自然サイズにアライメントされるよう

にする。 例えば、4バイトのデータは、4バイト境界にアライメントされる必要がある。 ま

た、チャンク内の小規模なアクセス（4 バイト未満）では、異なるバイトにアクセスする

と、遅延が発生することがある。
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13.3.3.3セグメントベース

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーの場合、アドレス生成ユニットは、セグメン

トベースがデフォルトで 0 になると想定している。 セグメントベースが 0 以外であると、

ロード操作やストア操作で遅延が発生する。 

• セグメントベースがキャッシュライン境界にアライメントされていない場合、メモ

リー操作の最大スループットは 9サイクルあたり 1操作に減少する。 

セグメントベースが 0 以外であるが、キャッシュラインにアライメントされている場合、

ペナルティーはセグメントベースによって異なる。 

• DSでは、最大スループットが 2サイクルあたり 1操作になる。 

• FSとGSでは、最大スループットが2サイクルあたり1操作になる。 ただし、FSとGSは0

以外のベースでのみ使用されることが想定されているので、セグメントベースが 0で

あっても、最大スループットは 2サイクルあたり 1操作になる。 

• ES：

－ 文字列操作のデスティネーション用に暗黙的なセグメントベースとして使用さ

れる場合、0以外であるがキャッシュラインにアライメントされたベースについ

ては、最大スループットが 2サイクルあたり 1操作になる。

－ その他の場合は、9サイクルあたり 1操作しか実行されない。 

• CSとSSでは、セグメントベースが0以外であるがキャッシュラインにアライメントさ

れている場合は常に、最大スループットが 9サイクルあたり 1操作になる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 15（影響 H、一般性 ML）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、可能な限りベースが 0にセットされたセグメントを使用し、

キャッシュライン境界にアライメントされていない 0以外のセグメント・ベース・アドレ

スはできるだけ回避する。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 16（影響 H、一般性 L）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、0以外のセグメントベースを使うときは、DS、FS、GSを使

用する。文字列操作では、暗黙的な ESを使用すべきである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 17（影響 M、一般性 ML）：インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、セグメントベースが 0の FSや GSよりも、ES、DS、SSの使

用を優先する。

13.3.3.4文字列移動

インテル® Atom™プロセッサー上で MOVS/STOS命令と REPプリフィクスを使用する場

合は、以下の事項について認識する必要がある。

• カウント値が小さい場合、REPプリフィクスを使用すると、REPプリフィクスを使用

しないときよりも効率が低下する。 これは、ハードウェアによって小さな REPカウン

トの最適化が行われるからである。

• カウント値が大きい場合、REPプリフィクスを使用すると、16バイト SIMD命令を使用

するときよりも効率が低下する。
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• ループ反復でアドレスをインクリメントする場合は、明示的なADD命令よりもLEA命

令を優先すべきである。

• メモリー操作が L2 にアクセスするようなデータ要素の場合は、ソフトウェア・プリ

フェッチを使用してデータを L1 に格納すると、メモリー操作が再発行されることを

回避できる。

• 文字列 /メモリー操作がシステムメモリーにアクセスする場合は、ストリーミング・ス

トア命令の非テンポラルなヒントを使用すると、キャッシュの汚染を回避できる。

13.3.3.5パラメーターの受け渡し

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーにおけるロード -ストア・フォワーディング

のサポートは限定的であるため、スタックを介したパラメーターの受け渡しは、呼び出し

先関数による参照を制限する。 例えば、「bool」データと「char」データは通常、32ビット・

データとしてスタック上にプッシュされる。呼び出し先関数がスタックから「bool」デー

タまたは「char」データを読み出すと、ストア・フォワーディングの遅延が発生し、メモ

リー操作が再発行される。 

コンパイラーはこの制約を認識してプロローグを生成し、呼び出し先関数がサイズの小さ

なデータではなく 32ビット・データを読み出せるようにすべきである。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 18（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™プロセッサーの場合、「bool」値と「char」値は、32ビット・データとしてスタック

に渡したり、スタックから読み出すべきである。

13.3.3.6関数呼び出し

インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーでは、PUSH/POP命令を使用してスタック領

域や、関数呼び出し / 戻り間のアドレス調整を管理するほうが、ENTER/LEAVE 命令を使

用するよりも適している。 これは、PUSH/POPが MSROMを必要とせず、スタック・ポイ

ンター・アドレスの更新が AGUで行われるからである。 

例 13-4 64バイトのメモリーコピー

T1: prefetcht0 [eax+edx+0x80] ; 先行する 2つのループ分をプリフェッチ

movdqa xmm0, [eax+ edx] ; ソースからデータをロード（プリフェッチにより L1から）

movdqa xmm1, [eax+ edx+0x10]

movdqa xmm2, [eax+ edx+0x20]

movdqa xmm3, [eax+ edx+0x30]

movdqa [ebx+ edx], xmm0; デスティネーションへストア

movdqa [ebx+ edx+0x10], xmm1

movdqa [ebx+ edx+0x30], xmm2

movdqa [ebx+ edx+0x30], xmm3

lea edx, 0x40 ; 次の反復のオフセットを合わせるため LEA を利用

dec ecx

jnz T1
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呼び出し先関数は、呼び出し元に戻る必要がある場合、POP命令を発行して、データをリ

ストアしたり、EBPからスタックポインターをリストアできる。

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 19（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、PUSH/POP のレジスター形式を優先し、LEAVE の使用は避

ける。ESPの調整には、ADD/SUBではなく LEAを使用する。

13.3.3.7乗算 /加算の依存関係チェーンの最適化

依存関係がある乗算や加算は、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのフロントエ

ンドとインオーダー実行パイプラインを最適化するためのコーディング手法の使用例と

なる。

例 13-5a には、アウトオブオーダー・マイクロアーキテクチャーで使用可能なコードシー

ケンスを示す。このシーケンスは、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーで最適な

ものとは大きく異なる。 乗算や加算のレイテンシーが最大限に現れ、2 マイクロオペレー

ション（μOP）の発行が可能なパイプラインを活用するにはあまり適していない。 

例 13-5bには、2マイクロオペレーション（μOP）の発行が可能なインテル® Atom™マイ

クロアーキテクチャーのインオーダー・パイプラインを活用した改善コードシーケンスを

示す。 乗算と加算との間に依存関係が存在するので、レイテンシーの発生は部分的にのみ

隠されている。

例 13-5 依存関係がある乗算と加算の例

a）ストールが発生する命令シーケンス

; x㎜ 2 が初期化されたアキュムレーター

Top: movaps xmm0, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

movaps xmm1, [edi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

mulps xmm0, xmm1 

addps xmm2, xmm0 ; 依存性と分岐は mul と add の遅延を招く

add esi, 16 ; 

add edi, 16

sub ecx, 1

jnz top

b）実行スループットを高めるように改善された命令シーケンス

; x㎜ 4 が初期化されたアキュムレーター

Top: movaps xmm0, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

lea esi, [esi+16] ; load と同時にスケジュール可能

mulps xmm0, [edi] ; 

lea edi, [edi+16] ; mulps と同時にスケジュール可能

addps xmm4, xmm0 ; 独立した命令により、部分的な遅延がカバーされる

dec ecx ; 

jnz top
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例 13-5c は、命令レベルの並列性を高め、乗算と加算におけるレイテンシーの発生をさら

に抑える手法を示している。 アンロールを 4 回行うことにより、各 ADDPS 命令を依存関

係がある更新命令の MULPS から離して配置できる。 また、インターリーブ手法を使用す

ることにより、依存関係がない ADDPSとMULPSを近くに配置できる。 MULPSと ADDPS

を実行するハードウェアはパイプライン化されているので、この手法では、例 13-5b と比

べてはるかに効果的にレイテンシーを隠すことができる。

c）アンロールとインターリーブによってさらに改善された命令シーケンス

; x㎜ 0, xmm1, xmm2, xmm3  が初期化されたアキュムレーター

Top: movaps xmm0, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

lea esi, [esi+16]  ; load と同時にスケジュール可能

mulps xmm0, [edi]  ; 

lea edi, [edi+16]  ; mulps と同時にスケジュール可能

addps xmm5, xmm1   ; アンロールとインターリーブによって依存する乗算は引き離される

movaps xmm1, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

lea esi, [esi+16]  ; load と同時にスケジュール可能

mulps xmm1, [edi]  ; 

lea edi, [edi+16]  ; mulps と同時にスケジュール可能

addps xmm6, xmm2   ; アンロールとインターリーブによって依存する乗算は引き離される

movaps xmm2, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

lea esi, [esi+16]  ; load と同時にスケジュール可能

mulps xmm2, [edi]  ; 

lea edi, [edi+16]  ; mulps と同時にスケジュール可能

addps xmm7, xmm3   ; アンロールとインターリーブによって依存する乗算は引き離される

movaps xmm3, [esi] ; データは 16 倍境界でメモリーに配置されている

lea esi, [esi+16]  ; load と同時にスケジュール可能

mulps xmm3, [edi]  ; 

lea edi, [edi+16]  ; mulps と同時にスケジュール可能

addps xmm4, xmm0   ; アンロールとインターリーブによって依存する乗算は引き離される

sub ecx, 4; 

jnz top

; ループ内の依存性を減らすため、アキュームレーターは xmm0, xmm1, xmm2, xmm3 に集計する

例 13-5 依存関係がある乗算と加算の例 （続き）
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13.3.3.8位置に依存しないコード

位置に依存しないコードは、多くの場合命令ポインター値の取得を必要とする。 例 13-6aに

は、一致する RETがない CALLを発行して IPの値を ECXレジスターに格納する手法を示

す。 例 13-6bには、一致する CALL/RETペアを使用して IPの値を ECXレジスターに格納

する代替手法を示す。

13.4 命令レイテンシー

ここでは、インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーのポート・バインディングとレイ

テンシーに関する情報を提供する。各命令のポート・バインディング情報は、以下の 3つ

の状態のいずれかを示している。 

• 「一桁の数字」：発行される特定のポート番号

• （0, 1）：ポート 0またはポート 1のどちらでもよい

• 「B」：両方のポートが必要である  

「命令」列では以下のように情報を示している。

• オペランド構文の異なる同じ命令でポート・バインディングおよびレイテンシーが同

じ場合は、オペランド構文を省略してある。

• 異なるオペランド構文で異なるポート・バインディングやレイテンシーが生じる場合

は、オペランド構文を記載してある。ただし、オペランドサイズが異なる命令構文に

ついては、脚注を使って簡潔化および省略化している場合がある。 

例 13-6 命令ポインター照会手法

a）RETがない CALLを使用して IPを取得

call _label; プッシュされた戻りアドレスは、次の命令の IP

_label:

pop ECX; この命令の IP は、ECX にポップされる

b）一致する CALL/RETペアを使用

call _lblcx; 

... ; ここで ECX は、この命令の IP を保持する

...

_lblcx

mov ecx, [esp]; 

ret
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MSROMによるデコーダーの支援が必要な命令には、「スループット」列に「M」マークを

入れてある（よりデコード効率の高い代替手段があれば、使用は最小限に抑えるべきであ

る）。

表 13-2 インテル® Atom™マイクロアーキテクチャーの命令レイテンシーに関するデータ

命令 ポート レイテン

シー

スルー

プット

DisplayFamily_DisplayModel 06_1CH 06_1CH 06_1CH

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR/TEST1 (E)AX/AL, imm; (0, 1) 1 0.5

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR2 mem, Imm8; 

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR/TEST4 mem, imm; TEST m8, 

imm8

0 1 1

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR/TEST2 mem, reg; 

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR2 reg, mem; 

0 1 1

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR2 reg, Imm8; 

ADD/AND/CMP/OR/SUB/XOR4 reg, imm

(0, 1) 1 0.5

ADDPD/ADDSUBPD/MAXPD/MAXPS/MINPD/MINPS/SUBPD 

xmm, mem

B 7 6

ADDPD/ADDSUBPD/MAXPD/MAXPS/MINPD/MINPS/SUBPD 

xmm, xmm

B 6 5

ADDPS/ADDSD/ADDSS/ADDSUBPS/SUBPS/SUBSD/SUBSS 

xmm, mem

B 5 1

ADDPS/ADDSD/ADDSS/ADDSUBPS/SUBPS/SUBSD/SUBSS 

xmm, xmm

1 5 1

ANDNPD/ANDNPS/ANDPD/ANDPS/ORPD/ORPS/XORPD/XORP

S xmm, mem

0 1 1

ANDNPD/ANDNPS/ANDPD/ANDPS/ORPD/ORPS/XORPD/XORP

S xmm, xmm

(0, 1) 1 1

BSF/BSR r16, m16 B 17 16

BSF/BSR3 reg, mem B 16 15

BSF/BSR4 reg, reg B 16 15

BT m16, imm8; BT3 mem, imm8 (0, 1) 2; 1 1

BT m16, r16; BT3 mem, reg B 10, 9 8

BT4 reg, imm8; BT4 reg, reg 1 1 1

BTC m16, imm8; BTC3 mem, imm8 B 3; 2 2

BTC/BTR/BTS m16; r16 B 12 11

BTC/BTR/BTS3 mem, reg B 11 10

BTC/BTR/BTS4 reg, imm8; BTC/BTR/BTS4 reg, reg 1 1 1

CALL mem (0, 1) 2 2

CALL reg; CALL rel16; CALL rel32 B 1 1

CMOV4 reg, mem; MOV1 (E)AX/AL, MOFFS; MOV2 mem, 

imm

0 1 1
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CMOV4 reg, reg; MOV2 reg, imm; MOV2 reg, reg; 

SETcc r8

(0, 1) 1 0.5

CMPPD/CMPPS xmm, mem, imm; CVTTPS2DQ xmm, mem B 7 6

CMPPD/CMPPS xmm, xmm, imm; CVTTPS2DQ xmm, xmm B 6 5

CMPSD/CMPSS xmm, mem, imm B 5 1

CMPSD/CMPSS xmm, xmm, imm 1 5 1

(U)COMISD/(U)COMISS xmm, mem B 10 9

(U)COMISD/(U)COMISS xmm, xmm B 9 8

CVTDQ2PD/CVTPD2DQ/CVTPD2PS xmm, mem B 8 7

CVTDQ2PD/CVTPD2DQ/CVTPD2PS xmm, xmm B 7 6

CVTDQ2PS/CVTSD2SS/CVTSI2SS/CVTSS2SD xmm, mem B 7 6

CVTDQ2PS/CVTSD2SS/CVTSS2SD xmm, xmm B 6 5

CVT(T)PD2PI mm, mem; CVTPI2PD xmm, mem B 8 7

CVT(T)PD2PI mm, xmm; CVTPI2PD xmm, mm B 7 6

CVTPI2PS/CVTSI2SD xmm, mem; B 5 4

CVTPI2PS xmm, mm; 1 5 1

CVT(T)PS2PI mm, mem; B 5 5

CVT(T)PS2PI mm, xmm; 1 5 1

CVT(T)SD2SI3 reg, mem; CVT(T)SS2SI r32, mem B 9 8

CVT(T)SD2SI3 reg, xmm; CVT(T)SS2SI r32, xmm B 8 7

CVTSI2SD xmm, r32; CVTSI2SS xmm, r32 B 7; 6 5

CVTSI2SD xmm, r64; CVTSI2SS xmm, r64 B 6; 7 5

CVT(T)SS2SI r64, mem; RCPPS xmm, mem B 10 9

CVT(T)SS2SI r64, xmm; RCPPS xmm, xmm B 9 8

CVTTPD2DQ xmm, mem B 8 7

CVTTPD2DQ xmm, xmm B 7 6

DEC/INC2 mem; MASKMOVQ; MOVAPD/MOVAPS mem, xmm 0 1 1

DEC/INC2 reg; FLD ST; FST/FSTP ST; MOVDQ2Q mm, 

xmm

(0, 1) 1 0.5

DIVPD; DIVPS B 125; 70 124; 69

DIVSD; DIVSS B 62; 34 61; 33

EMMS; LDMXCSR B 5 4

FABS/FCHS/FXCH; MOVQ2DQ xmm, mm; MOVSX/MOVZX 

r16, r16

(0, 1) 1 0.5

FADD/FSUB/FSUBR3 mem B 5 4
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FADD/FADDP/FSUB/FSUBP/FSUBR/FSUBRP ST; 1 5 1

FCMOV B 6 5

FCOM/FCOMP3 mem B 1 1

FCOM/FCOMP/FCOMPP/FUCOM/FUCOMP ST; FTST 1 1 1

FCOMI/FCOMIP/FUCOMI/FUCOMIP ST B 9 8

FDIV/FSQRT3 mem; FDIV/FSQRT ST 0 25-65 24-64

FIADD/FIMUL5 mem B 11 10

FICOM/FICOMP mem B 7 6

FILD4 mem B 5 4

FLD3 mem; FXAM; MOVAPD/MOVAPS/MOVD xmm, mem 0 1 1

FLDCW B 5 4

FMUL/FMULP ST; FMUL3 mem 0 5 1

FNSTSW AX; FNSTSW m16 B 10; 14 9; 13

FST/FSTP3 mem B 2 1

HADDPD/HADDPS/HSUBPD/HSUBPS xmm, mem B 9 8

HADDPD/HADDPS/HSUBPD/HSUBPS xmm, xmm B 8 7

IDIV r/m8; IDIV r/m16; IDIV r/m32; IDIV r/m64; B 33;42;57

;197

32;41;56

;196

IMUL/MUL6 EAX/AL, mem; IMUL/MUL AX, m16 B 7; 8 6; 7

IMUL/MUL7 AX/AL, reg; IMUL/MUL EAX, r32 B 7; 6 6; 5

IMUL m16, imm8/imm16; IMUL r16, m16 B 7; 6

IMUL r/m32, imm8/imm32; IMUL r32, r/m32 0 5 1

IMUL r/m64, imm8/imm32; B 14 13

IMUL r16, r16; IMUL r16, imm8/imm16 B 6 5

IMUL r64, r/m64; IMUL/MUL RAX, r/m64 B 11; 12 10; 11

JCC1; JMP4 reg; JMP1 1 1 1

JCXZ; JECXZ; JRCXZ B 4 1

JMP mem4; B 2 1

LDDQU; MOVDQU/MOVUPD/MOVUPS xmm, mem; B 3 2

LEA r16, mem; MASKMOVDQU; SETcc m8 (0, 1) 2 1

LEA, reg, mem 1 1 1

LEAVE; B 2; 2

MAXSD/MAXSS/MINSD/MINSS xmm, mem B 5 1

MAXSD/MAXSS/MINSD/MINSS xmm, xmm 1 5 1
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MOV2 MOFFS, (E)AX/AL; MOV2 reg, mem; MOV2 mem, 

reg

0 1 1

MOVD mem3, mm; MOVD xmm, reg3; MOVD mm, mem3 0 1 1

MOVD reg3, mm; MOVD reg3, xmm; PMOVMSK reg3, mm 0 3 1

MOVDQA/MOVQ xmm, mem; MOVDQA/MOVD mem, xmm; 0 1 1

MOVDQA/MOVDQU/MOVUPD xmm, xmm; MOVQ mm, mm (0, 1) 1 0.5

MOVDQU/MOVUPD/MOVUPS mem, xmm; B  2 2

MOVHLPS;MOVLHPS;MOVHPD/MOVHPS/MOVLPD/MOVLPS 0 1 1

MOVMSKPD/MOVSKPS/PMOVMSKB reg3, xmm 0 3 1

MOVNTI3 mem, reg; MOVNTPD/MOVNTPS; MOVNTQ 0 1 1

MOVQ mem, mm; MOVQ mm, mem; MOVDDUP 0 1 1

MOVSD/MOVSS xmm, xmm; MOVSXD5 reg, reg (0, 1) 1 0.5

MOVSD/MOVSS xmm, mem; PALIGNR 0 1 1

MOVSD/MOVSS mem, xmm; PINSRW 0 1 1

MOVSHDUP/MOVSLDUP xmm, mem 0 1 1

MOVSHDUP/MOVSLDUP/MOVUPS xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

MOVSX/MOVZX r16, m8; MOVSX/MOVZX r16, r8 0 3; 2 1

MOVSX/MOVZX reg3, r/m8; MOVSX/MOVZX reg3, r/m16 0 1 1

MOVSXD5 reg, mem; MOVSXD r64, r/m32 0 1 1

MULPS/MULSD xmm, mem; MULSS xmm, mem; 0 5; 4 1

MULPS/MULSD xmm, xmm; MULSS xmm, xmm 0 5; 4 1

MULPD B 5; 4 2

NEG/NOT2 mem; PREFETCHNTA; PREFETCHTx 0 10 9

NEG/NOT2 reg; NOP (0, 1) 1 0.5

PABSB/D/W mm, mem; PABSB/D/W xmm, mem 0 1 1

PABSB/D/W mm, mm; PABSB/D/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PACKSSDW/WB mm, mem; PACKSSDW/WB xmm, mem 0 1 1

PACKSSDW/WB mm, mm; PACKSSDW/WB xmm, xmm 0 1 1

PACKUSWB mm, mem; PACKUSWB xmm, mem 0 1 1

PACKUSWB mm, mm; PACKUSWB xmm, xmm 0 1 1

PADDB/D/W/Q mm, mem; PADDB/D/W/Q xmm, mem 0 1 1

PADDB/D/W/Q mm, mm; PADDB/D/W/Q xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PADDSB/W mm, mem; PADDSB/W xmm, mem 0 1 1

PADDSB/W mm, mm; PADDSB/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PADDUSB/W mm, mem; PADDUSB/W xmm, mem 0 1 1
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PADDUSB/W mm, mm; PADDUSB/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PAND/PANDN/POR/PXOR mm, mem; 

PAND/PANDN/POR/PXOR xmm, mem

0 1 1

PAND/PANDN/POR/PXOR mm, mm; PAND/PANDN/POR/PXOR 

xmm, xmm

(0, 1) 1 0.5

PAVGB/W mm, mem; PAVGB/W xmm, mem 0 1 1

PAVGB/W mm, mm; PAVGB/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PCMPEQB/D/W mm, mem; PCMPEQB/D/W xmm, mem 0 1 1

PCMPEQB/D/W mm, mm; PCMPEQB/D/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PCMPGTB/D/W mm, mem; PCMPGTB/D/W xmm, mem 0 1 1

PCMPGTB/D/W mm, mm; PCMPGTB/D/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PEXTRW; B 4 1

PHADDD/PHSUBD mm, mem; PHADDD/PHSUBD xmm, mem B 4 3

PHADDD/PHSUBD mm, mm; PHADDD/PHSUBD xmm, xmm B 3 2

PHADDW/PHADDSW mm, mem;PHADDW/PHADDSW xmm, mem B 6; 8 5;7

PHADDW/PHADDSW mm, mm; PHADDW/PHADDSW xmm, xmm B 5; 7 M

PHSUBW/PHSUBSW mm, mem;PHSUBW/PHSUBSW xmm, mem B 6; 8 M

PHSUBW/PHSUBSW mm, mm; PHSUBW/PHSUBSW xmm, xmm B 5; 7 M

PMADDUBSW/PMADDWD/PMULHRSW/PSADBW mm, mm; 

PMADDUBSW/PMADDWD/PMULHRSW/PSADBW mm, mem

0 4 1

PMADDUBSW/PMADDWD/PMULHRSW/PSADBW xmm, xmm; 

PMADDUBSW/PMADDWD/PMULHRSW/PSADBW xmm, mem

0 5 1

PMAXSW/UB mm, mem; PMAXSW/UB xmm, mem 0 1 1

PMAXSW/UB mm, mm; PMAXSW/UB xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PMINSW/UB mm, mem; PMINSW/UB xmm, mem 0 1 1

PMINSW/UB mm, mm; PMINSW/UB xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PMULHUW/PMULHW/PMULLW/PMULUDQ mm, mm; 

PMULHUW/PMULHW/PMULLW/PMULUDQ mm, mem

0 4 1

PMULHUW/PMULHW/PMULLW/PMULUDQ xmm, xmm; 

PMULHUW/PMULHW/PMULLW/PMULUDQ xmm, mem

0 5 1

POP mem5; PSLLD/Q/W mm, mem; PSLLD/Q/W xmm, mem B 3 2

POP r16; PUSH mem4; PSLLD/Q/W mm, mm; PSLLD/Q/W 

xmm, xmm

B 2 1

POP reg3; PUSH reg4; PUSH imm B 1 1

POPA ; POPAD B 9 8

PSHUFB mm, mem; PSHUFD; PSHUFHW; PSHUFLW; 

PSHUFW

0 1 1
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PSHUFB mm, mm; PSLLD/Q/W mm, imm; PSLLD/Q/W 

xmm, imm

0 1 1

PSHUFB xmm, mem B 5 4

PSHUFB xmm, xmm B 4 3

PSIGNB/D/W mm, mem; PSIGNB/D/W xmm, mem 0 1 1

PSIGNB/D/W mm, mm; PSIGNB/D/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PSRAD/W mm, imm; PSRAD/W xmm, imm; 0 1 1

PSRLD/Q/W mm, mem; PSRLD/Q/W xmm, mem B 3 2

PSRLD/Q/W mm, mm; PSRLD/Q/W xmm, xmm B 2 1

PSRLD/Q/W mm, imm; PSRLD/Q/W xmm, imm; 0 1 1

PSLLDQ/PSRLDQ xmm, imm; SHUFPD/SHUFPS 0 1 1

PSUBB/D/W/Q mm, mem; PSUBB/D/W/Q xmm, mem 0 1 1

PSUBB/D/W/Q mm, mm; PSUBB/D/W/Q xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PSUBSB/W mm, mem; PSUBSB/W xmm, mem 0 1 1

PSUBSB/W mm, mm; PSUBSB/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PSUBUSB/W mm, mem; PSUBUSB/W xmm, mem 0 1 1

PSUBUSB/W mm, mm; PSUBUSB/W xmm, xmm (0, 1) 1 0.5

PUNPCKHBW/DQ/WD; PUNPCKLBW/DQ/WD 0 1 1

PUNPCKHQDQ; PUNPCKLQDQ 0 1 1

PUSHA ; PUSHAD B 8 7

RCL mem2, 1; RCL reg2, 1 0 1 1

RCL m8, CL; RCL m16, CL; RCL mem3, CL; B 18;16; 

14

17;15;13

RCL m8, imm; RCL m16, imm; RCL mem3, imm; B 18; 17; 

14

17;16;13

RCL r8, CL; RCL r16, CL; RCL reg3, CL; B 17; 16; 

14

16;15;14

RCL r8, imm; RCL r16, imm; RCL reg3, imm; B 18;16; 

14

17;15;13

RCPSS 0 4 1

RCR mem2, 1; RCR reg2, 1 B 7; 5 6;4

RCR m8, CL; RCR m16, CL; RCR mem3, CL; B 15; 13; 

12

14;12;11

RCR m8, imm; RCR m16, imm; RCR mem3, imm; B 16,;14; 

12

15;13;11

RCR r8, CL; RCR r16, CL; RCR reg3, CL; B 14; 13; 

12

13;12;11
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オペランドサイズ（osize）とアドレスサイズ（asize）に関する脚注

1. osize = 8、16、32、または asize = 8、16、32

2. osize = 8、16、32、64

3. osize = 32、64

4. osize = 16、32、64、または asize = 16、32、64

5. osize = 16、32

6. osize = 8、32

7. osize = 8、16

8. osize = 16、64

RCR r8, imm; RCR r16, imm; RCR reg3, imm; B 15, 14, 

12

14;13;11

RET imm16 B 1 1

RET (far) B 79

ROL; ROR; SAL; SAR; SHL; SHR 0 1 1

SETcc 1 1

SHLD8 mem, reg, imm; SHLD r64, r64, imm; SHLD 

m64, r64, CL

B 11 10

SHLD m32, r32; SHLD r32, r32 B 4; 2 3; 1

SHLD m16, r16, CL; SHLD r16, r16, imm; SHLD 

r64, r64, CL

B 10 9

SHLD r16, r16, CL; SHRD m64, r64; SHRD r64, 

r64, imm

B 9 8

SHRD m32, r32; SHRD r32, r32 B 4; 2 3; 1

SHRD m16, r16; SHRD r16, r16 B 6 5

SHRD r64, r64, CL B 8 7

STMXCSR B 15 14

TEST2 reg, reg; TEST4 reg, imm (0, 1) 1 0.5

UNPCKHPD; UNPCKHPS; UNPCKLPD, UNPCKLPS 0 1 1
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A

アプリケーション・
パフォーマンス・ツール
インテルが提供するアプリケーション・パフォーマンス・ツールを活用すると、

インテル® アーキテクチャー（IA）ベースで設計されている各種プロセッサーのパフォー

マンスを引き出せる。本付録では、これらのツールを紹介し、その機能について説明する。

これらのツールを使用すると、アセンブリー・コードを記述しなくても最も効率の高いプ

ログラムを開発できる。

次のようなアプリケーション・パフォーマンス・ツールがある。

• インテル® C++ コンパイラーとインテル® Fortran コンパイラー ：これらのインテル®

コンパイラーは、インテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーを対象に高度に最

適化された実行可能コードを生成する。これには、インテル ® MMX® テクノロジー

や、インテル製最新プロセッサーに採用されたストリーミング SIMD拡張命令（SSE）

の各命令セットアーキテクチャー（SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4）に対する自動

ベクトル化も含まれている。

• インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザー ：インテル® VTune™ パフォーマ

ンス・アナライザーは、インテル® アーキテクチャー固有のソフトウェア・パフォー

マンス・データを収集、分析し、特定のコードに提供するものである。操作は、シス

テム全体を監視する画面で行う。

• インテル® パフォーマンス・ライブラリー ： インテル® パフォーマンス・ライブラリー

のファミリーには、インテル® アーキテクチャー・プロセッサー用に最適化されたソ

フトウェア・ライブラリーのセットが収録されている。ライブラリー・ファミリーに

は、以下のものが含まれる。

— インテル® マス・カーネル・ライブラリー（インテル® MKL）

— 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（インテル® 

IPP）

• インテル®スレッド化ツール：インテル® スレッド化ツールは、以下で構成される。

— インテル® スレッド・チェッカー

— インテル® スレッド・プロファイラー

• インテル®クラスターツール：インテル® クラスター・ツールキット3.1は、IA-32、IA-64、

インテル® 64アーキテクチャーを使用するクラスター向け並列アプリケーションの開

発、解析、パフォーマンス最適化に役立つ。インテル® クラスターツールは、以下で

構成される。

— インテル® クラスター・ツールキット

— インテル® MPIライブラリー

— インテル®トレース・アナライザー /コレクター
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A.1 各種コンパイラー

インテル® コンパイラーは、/O1、/O2、/O3、/fastなどの一般的な最適化設定をサポートし

ている。いずれを指定した場合でも、それぞれ固有の最適化オプションが有効になる。ほ

とんどの場合は、/O1 オプションよりも、関数のインライン化が有効になる /O2 オプショ

ンを使用することを推奨する。小規模な関数呼び出しの多いプログラムには、関数インラ

インが役立つ。ただし、コードサイズが重要なときは、/O1 オプションの方が望ましい場

合もある。デフォルトでは、/O2オプションがオンになる。

/Od（Linux*では -O0）オプションを使用すると、最適化機能がすべて無効になる。/O3オ

プションを使用すると、より強力な最適化機能が有効になる。ただし、そのほとんどは、

以下で説明するプロセッサー固有の最適化機能と組み合わせた場合のみ有効である。

/fastオプションを使用すると、プログラム全体の処理速度が最大になる。インテル® 64 プ

ロセッサーおよび IA-32 プロセッサー対応のインテル® C++ コンパイラーおよびインテル

® Fortran コンパイラーのバージョン 11.0では、「/fastオプション」は「/O3 /Qipo /QxHOST

（Linux では -Q3 -ipo -static -xHOST）」と同じである。Mac OS* の場合は、「-fast オプショ

ン」は「-O3 -ipo」と同じである。/fast オプションの /Qx (-x) の実装はコンパイラーのバー

ジョンによって異なる。

上記のコマンドライン・オプションは、インテル® C++ コンパイラーのドキュメントで説

明されている。

A.1.1 インテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーの推奨され

る最適化設定

64ビットのアドレス指定が可能なコードは、インテル® 64アーキテクチャーをサポートす

るプロセッサーの 64 ビット・モードでのみ動作する。64 ビット・コードの生成に最適な

コンパイラーの設定は、32ビット・コードを生成する場合とは異なる。表 A-1は、

インテル® 64 プロセッサーと IA-32 プロセッサー用の 32 ビット・コードを生成する場合

の推奨コンパイラー・オプションを示している。表 A-1は、インテル® 64プロセッサーの

互換モードで動作するコードにも適用されるが、64ビット・モードでの動作には適用され

ない。表 A-2は、インテル® 64 プロセッサー用の 64ビット・コードを生成する場合の推

奨コンパイラー・オプションを示している。この表は、64ビット・モードで動作するコー

ドにのみ適用される。インテル® コンパイラーは、32ビット・コード用とは異なる 64ビッ

ト・コード生成用のコンパイラー・バイナリーを備えている。64ビット用のコンパイラー・

バイナリーは、64ビットのアドレス指定が可能なコードのみを生成する。

表 A-1 IA-32プロセッサーの推奨最適化オプション

条件 推奨オプション 注釈

インテル® Core™2プロセッ

サー・ファミリーとインテル® 

Xeon® プロセッサー 5400 番

台で最高のパフォーマンス、

SSE4命令を利用

• /QxS（Linux*とMac 

OS*では -xS）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QxSSE4.1 

および -xSSE4.1 が利用で

きる）

• 単一のコードパス
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インテル®Core™2プロセッ

サー・ファミリーとインテル® 

Xeon® プロセッサー 5400 番

台で最高のパフォーマンス、

SSE4命令を利用

• /QaxS（LinuxとMac 

OSでは -axS）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは

/QaxSSE4.1 および 

-axSSE4.1 が利用できる）

• 複数のコードパスが生成される

• アプリケーションが導入されるすべて

のシステム上でアプリケーションを検

証すること

インテル® Core™2プロセッ

サー・ファミリーとインテル® 

Xeon® プロセッサー 3000番

台と 5100番台で最高のパ

フォーマンス、SSSE3などの

プロセッサー固有の命令を利

用

• /QxT（Linuxでは -xT）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QxSSSE3 

および -xSSSE3 が利用でき

る）

• 単一のコードパス

• SSSE3をサポートしない旧型のプロ

セッサーでは動作しない

インテル® Core™2プロセッ

サー・ファミリーとインテル® 

Xeon® プロセッサー 3000番

台と 5100番台で最高のパ

フォーマンス、SSSE3を利

用。SSE2をサポートする互

換プロセッサーでも動作

• /QaxT /QxW（Linuxで

は -axT -xW）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは/QaxSSSE3 

/QxSSE2 および -axSSSE3 

-xSSE2 が利用できる）

• 複数のコードパスが生成される

• アプリケーションが導入されるすべて

のシステム上でアプリケーションを検

証すること

SSE3をサポートする IA-32プ

ロセッサーで最高のパフォー

マンス

• /QxP（Linuxでは -xP）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QxSSE3 お

よび -xSSE3 が利用できる）

• 単一のコードパス

• SSE3をサポートしない旧型のプロ

セッサーでは動作しない

SSE2をサポートする IA-32プ

ロセッサーで最高のパフォー

マンス

• /QaxN（Linuxでは

-axN）。

インテル® Pentium® 4

プロセッサーと

インテル® Pentium® M

プロセッサー向けに最

適化されたコードパス

と、その他のプロセッ

サーで動作する最適化

された汎用コードパス

（N オプションは廃止が予定

されている。バージョン

11.0以降のコンパイラーで

は /QxSSE2 および -xSSE2 

が推奨される）

• 複数のコードパスが生成される

• インテル® Pentium®  4プロセッサーま

たはインテル® Pentium® Mプロセッ

サーより旧型のプロセッサーでアプリ

ケーションを実行しないことが分かっ

ている場合は、/QxN（Linuxでは

-xN）を使用する

SSE3をサポートする IA-32プ

ロセッサーで最高のパフォー

マンス、複数のコードパス

• /QaxP /QxW（Linuxで

は -axP -xW）

• インテル® Pentium® 4

プロセッサーと、

SSE3をサポートする

インテル® Pentium® 4

プロセッサー向けに最

適化

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QaxSSE3 

/QxSSE2  および -axSSE3 

-xSSE2 が利用できる）

2つのコードパスが生成される

• インテル® Pentium® 4プロセッサー用

に 1つ

• SSE3をサポートするインテル® 

Pentium® 4プロセッサーまたは互換

プロセッサー用に 1つ

表 A-1 IA-32プロセッサーの推奨最適化オプション （続き）

条件 推奨オプション 注釈
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A.1.2 ベクトル化とループ最適化

インテル® C++コンパイラーとインテル® Fortranコンパイラーのベクトル化機能は、同一

の命令によるシーケンシャルなデータアクセスを検出し、対象とするプロセッサー・プ

ラットフォームに応じて SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4 を使用するようにコードを変

換できる。ベクタライザーは、以下の機能をサポートしている。

• 複数のデータタイプ：float/double、char/short/int/long（符号付きと符号なし）、

_Complex float/doubleをサポートしている。

• ステップごとの診断：/Qvec-report[n]（Linux*や Mac OS*では -vec-report[n]）スイッチ

（表 A-3 を参照）によって、ベクタライザーは、行や変数ごとに、ベクトル化された

コード、ベクトル化されなかったコード、各コードがベクトル化されなかった理由を

認識できる（この理由は特に重要である）。このフィードバックから得られる情報に基

づいて、開発者は、依存関係ディレクティブや制限キーワードを使用して、ベクトル

化が行われるようにコードを修正または再構築できる。

• 動的なデータ・アライメント手法：アライメント手法には、ループピーリングとルー

プアンロールが含まれる。ループピーリングは、アライメント済みロードを生成し、

アプリケーションのパフォーマンスを向上させる。ループアンロールは、フル・キャッ

シュ・ラインのプリフェッチと一致させ、スケジューリングを向上させる。

表 A-2 各プロセッサーの推奨最適化オプション（64ビット・コード）

条件 推奨オプション 注釈

インテル® Core™2プロセッサー・

ファミリーとインテル® Xeon® プロ

セッサー 3000番台と 5100番台で最

高のパフォーマンス、SSSE3などの

プロセッサー固有の命令を利用

• /QxT（Linux*では -xT）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QxSSSE3  

および -xSSSE3 が利用でき

る）

• 単一のコードパス

• SSSE3をサポートしない旧型

のプロセッサーでは動作しな

い

インテル® Core™2プロセッサー・

ファミリーとインテル® Xeon® プロ

セッサー 3000番台と 5100番台で最

高のパフォーマンス、SSSE3を利

用。SSE2をサポートする互換プロ

セッサーでも動作

• /QaxT /QxW（Linuxで

は -axT -xW）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QaxSSSE3 

/QxSSE2 および -axSSSE3 

-xSSE2が利用できる）

• 複数のコードパスが生成され

る

• アプリケーションが導入され

るすべてのシステム上でアプ

リケーションを検証すること

インテル® 64アーキテクチャーをサ

ポートするその他のプロセッサーで

最高のパフォーマンス、できる限り

SSE3を利用

• /QxP（Linuxでは -xP）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QxSSE3  

および -xSSE3 が利用でき

る）

• 単一のコードパスが生成され

る

• インテル®  64アーキテク

チャーと SSE3をサポートし

ないプロセッサーでは動作し

ない

インテル®  64アーキテクチャーをサ

ポートするその他のプロセッサーで

最高のパフォーマンス、できる限り

SSE3を利用、SSE2をサポートする

旧型のインテル® プロセッサーと互

換 x86-64プロセッサーでも動作

• /QaxP /QxW（Linuxで

は -axP -xW）

（バージョン 11.0以降のコ

ンパイラーでは /QaxSSE3 

/QxSSE2 および -axSSE3 

-xSSE2 が利用できる）

• 複数のコードパスが生成され

る

• アプリケーションが導入され

るすべてのシステム上でアプ

リケーションを検証すること
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• 移植可能なコード：適切なインテル® コンパイラー・スイッチを使用して新しいプロ

セッサー機能を利用すれば、開発者がソースコードを書き換えないで済む。

プロセッサー固有のベクタライザー・スイッチのオプションは、/Qx[K,W, N, P, S, T] と

/Qax[K,W, N, P, S, T]である。コンパイラーは、ベクトル化を制御するその他のベクタライ

ザー・スイッチのオプションを多数備えている。それらのスイッチを使用するには、

/Qx[K,W,N,P,S,T]スイッチまたは /Qax[K,W,N,P,S,T]スイッチを指定する必要がある。バー

ジョン 11.0 以前のコンパイラーでは、このスイッチはデフォルトではオフになっている。

A.1.2.1 OpenMP* によるマルチスレッド処理

インテル ® C++ コンパイラーも インテル ® Fortran ® コンパイラーも、OpenMP* コンパイ

ラー指示文、ライブラリー関数、環境変数のそれぞれを利用した共用メモリー並列処理に

対応している。OpenMP* 指示文は、/Qopenmp （Linux*とMac OS*では -openmp）のコン

パイラー・スイッチによって作動する。利用できる指示文については、インテル® C++ コ

ンパイラーおよび インテル ® Fortran® コンパイラーに付属のコンパイラー・ユーザーズ・

ガイドに説明されている。OpenMP*標準仕様の詳細は、http://www.openmp.org を参照のこ

と。

A.1.2.2 自動マルチスレッド処理

依存関係のない単純なループであれば、インテル® C++ コンパイラーもインテル® Fortran

コンパイラーも、マルチスレッド・コードを自動的に生成できる。この処理は、コンパイ

ラー・スイッチ /Qparallel（Linux*とMac OS*では -parallel）によって有効になる。

A.1.3 ライブラリー関数のインライン展開（/Oi、/Oi-）

デフォルトでは、C、C++、数値演算ライブラリーのそれぞれの標準関数がコンパイラーに

よってインライン化される。通常は、これによって実行速度が速くなる。しかし、ライブ

ラリー関数をインライン展開すると、予期しない結果になる場合がある。詳細は、

インテル® C++ コンパイラーのドキュメントを参照のこと。

A.1.4 浮動小数点演算の精度（/Op、/Op-、/Qprec、/Qprec_div、

/Qpc、/Qlong_double）

これらのオプションは、最適化によって浮動小数点演算の精度が変わってしまう場合の制

御手段を提供する。

表 A-3 ベクトル化制御スイッチのオプション

/Qvec_report[n] ベクタライザーの診断レベルを設定する。この n は 0、1、2、3のいずれかで

ある。

/Qrestrict restrict 指示子によりポインター・ディスアンビゲーションを可能にする。
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A.1.5 丸め制御オプション（/Qrcr、/Qrcd）

コンパイラーで /Qrcd オプションを使用すると、浮動小数点演算を行うコードのパフォー

マンスが改善される。これは、丸めモードが変わらないようにして最適化を図るものであ

る。

/Qrcd オプションを使用すると、浮動小数点から整数へ変換するとき、「切り捨て」丸め

モードへ変更できなくなる。

コード最適化オプションの詳細は、インテル® C++ コンパイラーのドキュメントを参照の

こと。

A.1.6 プロシージャー間の最適化とプロファイルに基づく最適化

コード固有のプロファイルとプロシージャーの依存関係に基づいてコードのパフォーマ

ンスを改善する 2つの方法を以下に示す。

A.1.6.1 プロシージャー間の最適化（IPO）

コードを分析し、各ソースファイルに含まれているプロシージャー間の最適化を図るに

は、/Qip （Linux*と Mac OS*では -ip）オプションを使用する。ソースファイルの異なる

プロシージャー間の最適化を図るには、/Qipo （Linux*と Mac OS*では -ipo）オプション

によってマルチファイル IPO を有効にする。

A.1.6.2 プロファイルに基づく最適化（PGO）

この方法を用いると、コンパイラーによって性能データを収集するインストルメント・

コードが埋め込まれたコードが作成される。インストルメント済みのこのコードを実行す

るたびにダイナミック情報ファイルが 1つ、コンパイラーによって作成される。もう一度

コンパイルすると、作成された複数のダイナミック情報ファイルがすべて一体化されて 1

つのサマリーファイルができる。コンパイラーは、このファイルに格納されているプロ

ファイル情報を使用して、プログラム内で最も処理に時間のかかるいくつかのパスにおけ

る実行を最適化しようとする。

プロファイルに基づく最適化は、インテル® Pentium® 4 プロセッサーとインテル® Xeon®

プロセッサー・ファミリーに特に有利である。命令キャッシュの使用やメモリーのページ

ングに関してコンパイラーはさまざまな決定を下すが、プロファイルに基づく最適化を用

いると、そうした決定をより巧みに行う。また、PGO は最適化の目安として実行時間情報

を使用している。したがって、分岐と基本ブロックをそれぞれ再配置し、最もよく使われ

るいくつかのパスをマイクロアーキテクチャー・パイプラインの中に置き、さらに適切な

分岐ヒントをいくつか生成してプロセッサーに与えれば、分岐予測の精度を格段に高める

ことができる。

PGO を使用するときは、以下のガイドラインについて検討する。
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• インストルメント実行の後とフィードバック・コンパイルの前は、プログラムの変更

は極力少なくする。フィードバック・コンパイルの実行中、コンパイラーは変更され

た関数へのダイナミック情報について、それが生成されていたとしても無視する。 

• 実行後とフィードバック・コンパイルの前にソース・ファイルを多く変更した場合は、

インストルメント・コンパイルをもう一度行う。

コード最適化オプションの詳細は、インテル® C++ コンパイラーのドキュメントを参照の

こと。

A.1.7 ベクトル化されたコードの自動生成

この節では、インテル® コンパイラーにベクトル化されたコードを自動生成させるために

プログラマーが使用する高水準言語の例をいくつか示す。

以下の例は、2つのコンパイラー・スイッチで生成されるコードの違いを示している。

注意：  変更された関数にダイナミック情報が対応しているという警

告メッセージがコンパイラーから発行される。

例 A-1 絶対値のストア

int dst[1024], src[1024]

for (i = 0; i < 1024; i++) {

dst[i] = (src[i] >=0) ? src[i] : -src[i];

}

例 A-2 絶対値のストアの自動生成コード

コンパイラー・スイッチ /QxW (Windows) コンパイラー・スイッチ /QxT (Windows)

movdqa xmm1, _src[eax*4]

pxor xmm0, xmm0

pcmpgtd xmm0, xmm1

pxor xmm1, xmm0

psubd xmm1, xmm0

movdqa _dst[eax*4], xmm1

add eax, 4

cmp eax, 1024

 jb $B1$3

pabsd xmm0, _src[eax*4]

movdqa _dst[eax*4], xmm0

add eax, 4

cmp eax, 1024

jb $B1$3
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例 A-3 符号の変換

int dst[NUM], src[1024];

for (i = 0; i < 1024; i++) {

if (src[i] == 0) 

{   dst[i] = 0;  }

else if (src[i] < 0) 

{   dst[i] = -dst[i];  }

}

例 A-4 符号変換の自動生成コード 

コンパイラー・スイッチ /QxW (Windows) コンパイラー・スイッチ /QxT (Windows)

$B1$3:

mov edx, _src[eax*4]

add ax, 1

test edx, edx

jne $B1$5

$B1$4:

mov _dst[eax*4], 0

jmp $B1$7

ALIGN 4

$B1$3:

movdqa xmm0, _dst[eax*4]

psignd xmm0, _src[eax*4]

movdqa _dst[eax*4], xmm0

add eax, 4

cmp eax, 1024

jb $B1$3

$B1$5:

jge $B1$7

$B1$6:

mov edx, _dst[eax*4]

neg edx

mov _dst[eax*4], edx

$B1$7:

cmp eax, 1024

jl $B1$3
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例 A-5 データ変換

int dst[1024]; 

unsigned char src[1024];

for (i = 0; i < 1024; i++) {

dst[i] = src[i]

 }

例 A-6 データ変換の自動生成コード

コンパイラー・スイッチ /QxW (Windows) コンパイラー・スイッチ /QxT (Windows)

$B1$2:

xor eax, eax

pxor xmm0, xmm0

$B1$3:

movd xmm1, _src[eax]

punpcklbw xmm1, xmm0

punpcklwd xmm1, xmm0

movdqa _dst[eax*4], xmm1

add eax, 4

cmp eax, 1024

jb $B1$3

$B1$2:

movdqa xmm0, _2il0fl2t$1DD

xor eax, eax

$B1$3:

movd xmm1, _src[eax]

pshufb xmm1, xmm0

movdqa _dst[eax*4], xmm1

add eax, 4

cmp eax, 1024

jb $B1$3

…

_2il0fl2t$1DD 

0ffffff00H,0ffffff01H,0ffffff02H,0f

fffff03H

例 A-7 アライメントの合っていないデータの操作

__declspec(align(16)) float src[1024], dst[1024];

for(i = 2; i < 1024-2; i++) 

dst[i] = src[i-2] - src[i-1] - src[i+2 ];
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インテル® コンパイラーは、PALIGNR命令を使用して、アライメントの合っていないロー

ドによるペナルティーが発生しないコードを生成できる。

例 A-8 アライメントの合っていないロードを回避する自動生成コード

コンパイラー・スイッチ /QxW (Windows) コンパイラー・スイッチ /QxT (Windows)

$B2$2 

movups xmm0,  _src[eax+4]

movaps xmm1,  _src[eax]

movaps xmm4,  _src[eax+16]

movsd xmm3, _src[eax+20]

subps xmm1, xmm0

subps xmm1,  _src[eax+16]

movss xmm2, _src[eax+28]

movhps xmm2, _src[eax+32]

movups _dst[eax+8], xmm1

shufps xmm3, xmm2, 132

subps xmm4, xmm3

subps xmm4,  _src[eax+32]

movlps _dst[eax+24], xmm4

movhps _dst[eax+32], xmm4

add eax, 32

cmp eax, 4064

jb $B2$2

$B2$2:

movaps xmm2,  _src[eax+16]

movaps xmm0,  _src[eax]

movdqa xmm3,  _src[eax+32]

movdqa xmm1, xmm2

palignr xmm3, xmm2, 4

palignr xmm1, xmm0, 4

subps xmm0, xmm1

subps xmm0,  _src[eax+16]

movups _dst[eax+8], xmm0

subps xmm2, xmm3

subps xmm2,  _src[eax+32]

movlps _dst[eax+24], xmm2

movhps _dst[eax+32], xmm2

add eax, 32

cmp eax, 4064

jb $B2$2
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A.2 インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザー

インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーは強力なソフトウェア・プロファイル・

ツールであり、Microsoft* Windows* 版と Linux* 版が提供されている。インテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーを使用すると、システム、アプリケーション、マイクロ

アーキテクチャーのすべてのレベルで、ソフトウェアのパフォーマンス特性を理解でき

る。

以降の節では、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーの主要な機能と、その

使用方法の概要について説明する。これらの機能の詳細については、インテル ® VTune™

パフォーマンス・アナライザーのオンライン・ドキュメントを参照のこと。

Microsoft* Windows*では、これらの機能をすべて利用できる。Linux*では、サンプリング

とコールグラフを利用できる。

A.2.1 サンプリング

サンプリングでは、オペレーティング・システム、デバイス・ドライバ、アプリケーショ

ン・ソフトウェアなど、システム上で動作しているすべてのソフトウェアをプロファイル

できる。サンプリングは、定期的にプロセッサーに割り込みをかけ、命令アドレス、プロ

セス ID、スレッド ID を収集することにより機能する。サンプリング動作が完了すると、

インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーは、プロセス、スレッド、ソフトウェ

ア・モジュール、関数、またはソース行別にデータを表示する。サンプルの生成方法には、

一定時間ごとのサンプリングとイベントごとのサンプリングの 2つがある。

A.2.1.1 一定時間ごとのサンプリング

一定時間ごとのサンプリング（TBS）では、オペレーティング・システム（OS）のタイ

マーを使用して定期的にプロセッサーに割り込みをかけ、サンプルを収集する。サンプリ

ングの間隔は、ユーザーが指定できる。TBS は、コンピューター上で最も CPU 時間を消

費しているソフトウェアを識別するのに役立つ。この機能は、Windows* 版のインテル ®

VTune™ パフォーマンス・アナライザーでのみ利用できる。

A.2.1.2 イベントごとのサンプリング

イベントごとのサンプリング（EBS）を使用すると、ソフトウェア実行時のマイクロアー

キテクチャーの動作について、詳細な情報が得られる。サンプリングをトリガー可能なイ

ベントには、クロック数、キャッシュミス、分岐予測ミスなどがある。インテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーは、インテル® Core™マイクロアーキテクチャー、インテル®

Pentium® 4 プロセッサー、インテル ® Pentium® M プロセッサー、インテル ® Xeon® プロ

セッサーに固有のマイクロアーキテクチャー・イベントが最も頻繁に発生する場所を明ら

かにする。

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーでは、400 種類以上

のイベントのリストから、一度に最大 5種類（固定機能カウンターを使用して 3種類、汎

用カウンターを使用して 2種類）のイベントを収集することが可能である（『Intel® 64 and

IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B』の付録 A「Performance Monitoring

Events」を参照）。インテル® Pentium® Mプロセッサーの場合、インテル® VTune™パフォー
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マンス・アナライザーで一度に収集できる異なるイベントの数は 2 つである。インテル®

Pentium® 4 プロセッサーおよびインテル® Xeon® プロセッサーの場合、一度に収集できる

イベントの数は、選択したイベントによって異なる。

イベントごとのサンプルは、プログラムの実行中に指定した回数だけプロセッサー・イベ

ントが発生した後に収集される。プログラムに割り込みがかけられ、割り込み処理ドライ

バーが命令ポインター（IP）、ロードモジュール、スレッドおよびプロセスの IDを収集す

る。この命令ポインターを使用して、コンパイル時に作成されたデバッグ情報から、該当

する関数とソース行番号が得られる。収集されたデータは、水平棒グラフで表示するか、

スプレッドシート形式でさらに詳細に表示できる。スプレッドシート形式のデータは、エ

クスポートして、さらに操作したり簡単に配布することができる。

A.2.1.3 ワークロードの特性評価

イベントごとのサンプリング（EBS）やプロセッサー固有のイベントを利用すると、ワー

クロードとマイクロアーキテクチャーとの相互作用の性質について有用な情報を得られる。

ワークロードの特性評価に役立つ指標については、付録 B で説明する。各種のインテル®

プロセッサー上で利用可能なイベントのリストは、『Intel® 64 and IA-32 Architectures

Software Developer’s Manual, Volume 3B』の付録 A「Performance Monitoring Events」を参照

のこと。

A.2.2 コールグラフ

コールグラフでは、タイミング、呼び出し元 / 呼び出し先（呼び出される関数）の情報が

表示されるため、アプリケーション内の関数間の関係を理解できる。コールグラフは、ア

プリケーション内の関数をインストルメントすることにより機能する。インストルメン

テーションは、関数実行時にパフォーマンス・データを取得できるように関数を変更する

プロセスである。インストルメンテーションによってプログラムの機能性が変わることは

ない。ただし、パフォーマンスが低下する可能性はある。インテル® VTune™ パフォーマ

ンス・アナライザーは、オペレーティング・システムによりロードされるモジュールを検

出し、それを実行時にインストルメントできる。コールグラフでは、Win32*、Java*、

Microsoft.NET* アプリケーションのプロファイリングを行える。コールグラフは、リング

3ソフトウェアにのみ対応している。

コール・グラフ・プロファイリングでは、アプリケーションにより呼び出される関数につ

いて、合計時間、自己時間、合計待ち時間、待ち時間、呼び出し元、呼び出し先、呼び出

し回数などの情報が得られる。このデータは、関数サマリー、コールグラフ、コールリス

トと呼ばれる 3つのビューを使用して表示される。これらのビューは、すべて同期されて

いる。

関数サマリービューを使用すると、コール・グラフ・ビューとコール・リスト・ビューに

表示されるデータに焦点を当てることができる。このビューには、アプリケーションに

よって呼び出された関数についての全情報がソート可能な表形式で表示される。ただし、

呼び出し先と呼び出し元についての情報は表示されない。タイミング情報と関数の呼び出

し回数のみが表示される。
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コール・グラフ・ビューは、呼び出し元と呼び出し先の関係をグラフィカルに表示する。

アプリケーション内の各スレッドは、コールツリーのルートになる。コールツリー内の各

ノード（ボックス）は関数を表す。2 つのノードを結ぶ各エッジ（矢印付きの線）は、親

から子関数への呼び出しを表す。マウスポインターをノードに合わせると、関数のタイミ

ング情報を示すツールチップが表示される。

コール・リスト・ビューは、大きく複雑なコールツリーを持つプログラムを分析するのに

役立つ。このビューは、関数サマリービューで選択した単一の関数について、呼び出し元

と呼び出し先の情報のみを表示する。データは表形式で表示される。

A.2.3 カウンターモニター

カウンターモニターは、システムレベルのパフォーマンスのボトルネックを識別するのに

役立つ。カウンターモニターは、ソフトウェアとハードウェアのパフォーマンス・カウン

ターを定期的にポーリングする。パフォーマンス・カウンターのデータは、コンピューター

のサブシステムとアプリケーション間の原因と結果の関係を理解するのに役立つ。カウン

ターモニターのデータは、リアルタイムで表示し、ファイルに記録できる。インテル ®

VTune™パフォーマンス・アナライザーでは、パフォーマンス・カウンターのデータとサン

プリング・データを相互に関連付けられる。この機能は、Windows*版のインテル® VTune™

パフォーマンス・アナライザーでのみ利用できる。

A.3 インテル® パフォーマンス・ライブラリー

インテル® パフォーマンス・ライブラリーのファミリーには、それぞれの分野に的を絞っ

た各種のライブラリーがある。いずれも、インテルの各種プロセッサーで最適なパフォー

マンスが得られるものである。インテル® MMX®テクノロジー、ストリーミング SIMD拡

張命令（SSE）、ストリーミング SIMD 拡張命令 2（SSE2）、ストリーミング SIMD 拡張命

令 3（SSE3）、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補足命令（SSSE3）、ストリーミング SIMD

拡張命令 4（SSE4）を含む、アーキテクチャーに関連したさまざまな機能の中から適切な

ものを選んで最適化を行っている。ライブラリー・セットには、インテル® マス・カーネ

ル・ライブラリー（MKL）とインテル ® インテグレーテッド・パフォーマンス・プリミ

ティブ（IPP）が含まれる。

• インテル® マス・カーネル・ライブラリー（Linux*、Mac OS*およびWindows*向け）：

インテル ® MKL は、工学、科学、財務アプリケーションなど、インテルのプラット

フォーム上で高いパフォーマンスが求められるアプリケーション向けに、高度に最適

化された数学関数を提供する。ライブラリー関数の範囲に含まれるのは、LAPACKと

BLASからなる線形代数、離散フーリエ変換（DFT）、ベクトル化超越関数（ベクトル

算術ライブラリー /VML）、ベクトル化統計関数（VSL）である。インテル® MKLは、

インテル ®  Itanium® プロセッサー、インテル ® Xeon® プロセッサー、インテル ®

Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Core™2 プロセッサー・ファミリーおよびインテル

® Core™ i7 以上のプロセッサーを搭載したシステムの最新の機能に合わせて最適化

されている。マルチスレッド・パフォーマンスをクアッドコア以上のプロセッサー向

けに最適化する際には、特別な注意が払われている。
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• 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（Linux*、Mac OS*

およびWindows*向け）：インテル® IPPは、クロスプラットフォーム対応のソフトウェ

ア・ライブラリーである。ビデオ・デコード /エンコード、オーディオ・デコード /エ

ンコード、イメージ色変換、コンピューター・ビジョン、データ圧縮、文字列処理、信

号処理、画像処理、JPEG デコード / エンコード、音声認識、音声デコード / エンコー

ド、暗号化処理用の各種のライブラリー関数と、それらの処理機能のための計算サポー

トルーチンを提供する。

インテル® IPPは、インテル® Core™2プロセッサー・ファミリー、インテル® Core™ i7

プロセッサー、デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Pentium® 4

プロセッサー、インテル® Pentium® Mプロセッサー、インテル® Xeon®プロセッサー、

インテル® Itanium®アーキテクチャー、Intel XScale®マイクロアーキテクチャー・ベー

スのインテル® SA-1110およびインテル® PCAアプリケーション・プロセッサーなど、

さまざまなインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されている。各種のプラット

フォームで単一の APIを使用するため、プラットフォーム互換性が得られ、開発コス

トも削減される。

A.3.1 利点の概要

上記のライブラリーを使用すれば、アプリケーション開発者は総じて次の利点が得られ

る。

• 開発期間：低水準の各種ビルディング・ブロック関数によってアプリケーションを素

早く開発でき、開発期間を短縮できる。

• パフォーマンス：C インターフェイスによる高度に最適化された各種ルーチンによっ

て、C/C++開発環境でアセンブリー・レベルのパフォーマンスが得られる。インテル®

 MKLは Fortranインターフェイスにも対応している。

• 最適化されたプラットフォーム：プロセッサー別に最適化をかけると、インテル®プロ

セッサーの種類ごとに最高のパフォーマンスが引き出せる。

• 互換性：単一のアプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）を使

用してプロセッサー別の最適化を行うことにより、開発コストを削減しながら、最適

なパフォーマンスを提供できる。

• スレッド・アプリケーションのサポート：インテル®  MKLとインテル® IPPの関数はス

レッド環境で安全に使用できるため、アプリケーションのスレッド化を容易に行える。

A.3.2 インテル® パフォーマンス・ライブラリーによる最適化

インテル® パフォーマンス・ライブラリーには、本書全体を通じて解説しているいくつも

の最適化手法が適用されている。例えば、ループのアンロール、命令のペアリング、スケ

ジューリングなど、個々のアーキテクチャーに合わせたチューニング方法が適用されてい

る。また、明示的なデータ・プリフェッチ、暗黙的なデータ・プリフェッチ、キャッシュ・

チューニングによるメモリー管理手法も取り入れられている。
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このライブラリーでは、インテル® MMX® テクノロジー命令、ストリーミング SIMD 拡張

命令（SSE）、ストリーミング SIMD 拡張命令 2（SSE2）、ストリーミング SIMD 拡張命令

3（SSE3）、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補足命令（SSSE3）、ストリーミング SIMD 拡

張命令 4（SSE4）による、SIMD 命令の並列処理が利用されている。こうしたさまざまな

手法によって、計算量の多いアルゴリズムのパフォーマンスが改善されるばかりか、高水

準言語の開発環境であっても手操作でコーディングしたのと同じパフォーマンスが得ら

れる。

パフォーマンス要求の高いアプリケーションを作成する場合は、多くの関数に対してアセ

ンブリー・レベルでプログラミングを行わなければならず、それに時間が費やされるが、

インテル® パフォーマンス・ライブラリーを使用すれば、そうした時間のかかる作業から

解放される。アプリケーションの新機能の試作と実装に要する時間が激減するのはもちろ

んだが、開発期間を大幅に短縮できることが大きな利点である。インテル® パフォーマン

ス・ライブラリーを使用して開発されたアプリケーションは、インテル® プロセッサーが

将来新しくなって、アーキテクチャー上に新たな機能がいくつか加わった場合でも、この

ライブラリー集の新バージョンに当該アプリケーションを単にリンクし直すだけで、また

利用できるようになる。

A.4 インテル® スレッド化ツール

インテル® スレッド化ツールは、インテル® スレッド・チェッカー、インテル®スレッド・

プロファイラー、インテル® スレッディング・ビルディング・ブロック から構成される。1

インテル®スレッド・チェッカーとインテル®スレッド・プロファイラーは、Windows* と

Linux* をサポートしている。インテル ® スレッディング・ビルディング・ブロックは、

Windows*、Linux*、Mac OS* をサポートしている。

A.4.1 インテル® スレッド・チェッカー

インテル ® スレッド・チェッカーは、スレッド化アプリケーション内のプログラミング・

エラー（データ競合、ストール、デッドロックなど）を突き止める。インテル®スレッド・

チェッカーを使用すると、スレッドのエラーが検出されるため、スレッド・アプリケー

ションのデバッグに要する時間が削減される。

インテル® スレッド・チェッカー製品は、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライ

ザーに適用するプラグイン式のデータコレクターである。プログラムを実行してスレッド

化エラーを自動的に検出できる。プログラムの実行中、インテル® スレッド・チェッカー

は、メモリーアクセスとその他のイベントを監視し、予測不能なスレッド関連エラーを引

き起こす恐れのある状況を自動的に検出する。インテル®スレッド・チェッカーは、スレッ

ドのデッドロック、ストール、データ競合条件などを検出する。

1. スレッディング・リソースの詳細については、

http://www.intel.com/cd/software/products/ijkk/jpn/threading/index.htm（日本語）を参照のこと。
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A.4.2 インテル® スレッド・プロファイラー

インテル® スレッド・プロファイラーは、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライ

ザーに適用するプラグイン式のデータコレクターである。スレッドのパフォーマンスを分

析し、並列パフォーマンスの問題を識別する。インテル ® スレッド・プロファイラーは、

階層的なサマリーを使用して、各スレッドの動作状況を各種の詳細レベルでグラフィカル

に表示する。非アクティブなスレッド、クリティカル・パス、スレッド実行における不均

衡などを識別できる。大量のデータは、要約されて関連するサマリーに取り込まれ、注意

が必要な並列リージョンまたはループが識別できるようにソートされる。画面表示が直感

的で色分けもされているため、アプリケーションのパフォーマンスを容易に評価できる。

図 A-1は、次の環境で実行した場合のマルチスレッド・アプリケーションの実行タイムラ

インを示している。（a）シングルスレッド環境。（b）2 つのスレッドを同時に実行可能な

マルチスレッド環境。（c）4つのスレッドを同時に実行可能なマルチスレッド環境。図 A-1

では、3 種類のハードウェア構成の色分けされたタイムラインを重ね合わせることによっ

て、プロセッサー・スケーリング性能を比較し、スレッド実行における不均衡を示してい

る。

2 ウェイ・プラットフォームの場合、タイムラインの多くの区間で片方の論理プロセッサー

が実行タスクを持っていないことに気付けば、ロード不均衡の問題を視覚的に識別でき

る。4 ウェイ・プラットフォームの場合は、3つの論理プロセッサーが実行タスクを持たな

い区間を、タイムラインの中から容易に識別できる。

図 A-1 スレッド化された実行タイムラインのクリティカル・パスを表示可能なインテル®

スレッド・プロファイラー
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A.4.3 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® スレッディング・ビルディング・ブロックは、スレッド処理の簡略化によって

スケーラブルなマルチコア・パフォーマンスを実現する、C++テンプレート・ベースのラ

ンタイム・ライブラリーである。インテル® スレッディング・ビルディング・ブロックを

使用すれば、共通の並列データ構造とアルゴリズムの書き換え、再テスト、再調整を行わ

ないで済む。

A.5 インテル®クラスターツール

インテル® クラスター・ツールキットでは、インテル® トレース・アナライザー / コレク

ター、インテル® マス・カーネル・ライブラリー（インテル® MKL）、インテル® MPI ラ

イブラリー、インテル® MPIベンチマークが 1つのパッケージに統合されている。インテ

ル® クラスター・ツールキットは、IA-32、IA-64、インテル® 64アーキテクチャーを使用

するクラスター向け並列アプリケーションの開発、解析、パフォーマンス最適化に役立つ。

このツールキットは、Windows*、Linux*、SGI ProPack*をサポートしている。

A.5.1 インテル® MPIライブラリー

インテル® MPIライブラリーは、マルチファブリック対応のメッセージ・パッシング・ラ

イブラリーであり、メッセージ・パッシング・インターフェイス・バージョン 2（MPI-2）

仕様を実装している。このライブラリーは、インテルのプラットフォーム全体を対象に標

準ライブラリーを提供する。また、InfiniBand、Myrinet*、Quadrics*など複数のハードウェ

ア・ファブリックをサポートしている。Direct Access Programming Library（DAPL）手法を

介した高速インターコネクト用の高速でユニバーサルなマルチファブリック・レイヤーを

提供することにより、すべての構成をカバーする。ファブリックから独立したMPIコード

の開発が可能で、実行時にユーザーがどのファブリックを選択しても効率的に実行され

る。

インテル® MPIライブラリーは、必要な場合のみ動的に接続を確立するので、メモリー使

用量を削減する。また、利用可能なトランスポートの中から最も高速なものを自動で選択

する。ジョブ開始時のソケットへのフォールバックは、インターコネクトの選択に失敗し

た場合でも、実行の失敗を回避できる。これは、特にバッチ・コンピューティングにおい

て有効である。インテル® MPIライブラリーで開発された製品のユーザーは、インテルの

無料ランタイム環境キットをダウンロードできるので、製品のランタイム互換が保証され

る。また、マルチコアノード内または SMPノード内で DAPLをオプションで使用すると、

大きなメッセージ帯域幅という利点を得られ、アプリケーション・パフォーマンスも向上

する。
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A.5.2 インテル® トレース・アナライザー /コレクター

インテル® トレース・アナライザー / コレクターは、MPI 通信でのパフォーマンス・ボト

ルネックを素早く発見することで、クラスター上のアプリケーション・パフォーマンスを

理解および最適化するのに欠かせない情報を提供する。バージョンには、トレースファイ

ルの比較機能、カウンターデータの表示機能、MPI正当性検証ライブラリーが含まれてい

る。このライブラリーを使用すると、デッドロックやデータ破損のほか、MPI パラメー

ター、データ型、バッファー、コミュニケーター、PTPメッセージ、集合操作に関するエ

ラーを検出できる。

A.5.3 インテル® MPIベンチマーク

インテル® MPIベンチマークを利用すると、MPI関数とパターンの性能比較を簡単に実行

できる。このベンチマークでは、ユーザビリティー、アプリケーション・パフォーマンス、

相互運用性が強化されている。

A.5.4 利点の概要

強化されたMPIベンチマークを使用すれば、総じて次の利点が得られる。

A.5.4.1 ユーザビリティーにおける複数の強化点

• 新しいベンチマーク（Gather(v)、Scatter(v)）

A.5.4.2 アプリケーション・パフォーマンスの向上

• キャッシュの再利用を制御したり、メモリーの使用を制限したりするための新しいコ

マンド・ライン・フラグ

• コールドキャッシュ操作モード、最大バッファーサイズの設定、反復数の動的な決定

に関するオプション

• 大規模なクラスターにおける Alltoall(v)などの集合操作のランタイムの向上

A.5.4.3 相互運用性の拡大

• Windows* Compute Cluster Serverのサポート

A.6 インテル® ソフトウェア・カレッジ

クラスルーム・トレーニングの詳細については、インテル ® ソフトウェア・カレッジの

http://software.intel.com/en-us/college/（英語）を参照のこと。デベロッパー向けの一般情報

については、http://software.intel.com/en-us/（英語）を参照のこと。

ま た、日本 語 での ソフ トウ ェア 開発 ツー ル とト レー ニ ン グに つい て は、

http://www.intel.co.jp/jp/software/products/ を参照のこと。
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B

パフォーマンス
監視イベントの使用
パフォーマンス監視イベントは、プログラムの命令シーケンスとマイクロアーキテク

チャー・サブシステムの相互作用の特性を評価するための機能を提供する。パフォーマン

ス監視イベントについては、『Intel® and IA-32 Architectures Software Developer's Manual,

Volume 3B』の第 18章と付録 Aに解説されている。

本章の前半では、インテル® Xeon® プロセッサー5500番台プロセッサーに固有のパフォー

マンス・イベントの使用法について説明する。B.3 節では、インテル ® マイクロアーキテ

クチャー Sandy Bridgeベースのプロセッサーに適用されるパフォーマンス・チューニング

手法について説明する。B.5では、インテル® Core™ Soloプロセッサーと インテル®Core™

Duoプロセッサーで利用可能なパフォーマンス・イベントに関する同様のトピックについ

て説明する。

B.1 インテル®
 Xeon

®
 プロセッサー 5500番台

インテル® Xeon® プロセッサー 5500 番台は、インテル® Core™ i7 プロセッサーと同じマ

イクロアーキテクチャーをベースにしている（2.3 節「インテル ® マイクロアーキテク

チャー Nehalem」を参照）。また、インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台は、2ウェイ・

プロセッサーで構成される Non-Uniform Memory Access（NUMA）をサポートする（図 B-1

を参照）。図 B-1に、各物理プロセッサーの 4つのプロセッサー・コアと 1つのアンコア・

サブシステムを示す。アンコア・サブシステムは、L3、統合型メモリー・コントローラー

（IMC）、インテル ® QuickPath インターコネクト（QPI）インターフェイスで構成される。

メモリー・サブシステムは、各 IMCにローカルに接続された 3チャネルの DDR3メモリー

で構成される。非ローカルな IMCに接続された物理メモリーへのアクセスは、リモート・

メモリー・アクセスと呼ばれることが多い。
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インテル® Xeon® プロセッサー5500番台でのパフォーマンス監視イベントは、ソフトウェ

ア（コードおよびデータ）とマイクロアーキテクチャー・ユニット間の相互作用を階層的

に分析するために使用できる。

• コア単位 PMU：各プロセッサー・コアは、4つのプログラム可能なカウンターと 3つの

固定カウンターを備えている。プログラム可能なコア単位カウンターは、フロントエ

ンド / マイクロオペレーション（µOP）のフローの問題とプロセッサー・コア内のス

トールについて調査するように構成できる。また、コア単位 PMUイベントのサブセッ

トは、正確なイベント・ベース・サンプリング（PEBS）をサポートする。ロード・レ

イテンシーの測定は、インテル® Core™ i7プロセッサーとインテル® Xeon® プロセッ

サー 5500の新機能である。

• アンコアPMU：アンコアPMUは、8つのプログラム可能なカウンターと1つの固定カウ

ンターを備えている。プログラム可能なアンコアカウンターは、L3 とインテル® QPI

の操作およびローカル / リモートデータのメモリーアクセスの特性評価を行うように

構成できる。

インテル® Xeon® プロセッサー5500番台で利用できるさまざまなパフォーマンス・カウン

ターとプログラム可能な広範なパフォーマンス・イベントにより、ソフトウェア技術者は

パフォーマンスの問題を分析してパフォーマンスを高めることができる。パフォーマン

ス・イベントによるパフォーマンスに関する問題の分析は、次のテーマにまとめることが

できる。

• サイクル・アカウンティングとマイクロオペレーション（µOP）フロー

• ストールの分解とコア・メモリー・アクセス・イベント（非 PEBS）

• 正確なメモリー・アクセス・イベント（PEBS）

• 正確な分岐イベント（PEBS、LBR）

• コア・メモリー・アクセス・イベント（非 PEBS）

図 B-1 Intel® Xeon® プロセッサー 5500 番台でサポートされるシステムトポロジー

DDR3

IOH/PCH 

QPI リンク

2 ウェイ 

コア 0 コア 1

コア 2 コア 3

8MB の L3

IMC QPI QPI

コア 0 コア 1

コア 2 コア 3

8MB の L3

IMCQPI QPI

DDR3
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• その他のコアイベント（非 PEBS）

• フロントエンドの問題

• アンコア・イベント

B.2 インテル®
 Xeon

® プロセッサー 5500番台のパフォー
マンス分析手法

この章で説明する手法は、実行時に測定可能なパフォーマンスのボトルネックを排除また

は軽減する機会を特定することに焦点を当てている。コンパイル時およびソースコード・

レベルの手法は、本書のほかの章で取り上げる。各項では、パフォーマンス監視イベント

から直接測定または計算可能なさまざまな指標を調べることにより、チューニングの機会

を特定するための具体的な手法について説明する。 

B.2.1 サイクル・アカウンティングとマイクロオペレーション

（µOP）フローの分析

表 B-1に、基本的なサイクル・アカウンティング手法の目的、パフォーマンス指標、構成

要素イベントを示す。

表 B-1 サイクル・アカウンティングおよびマイクロオペレーション（µOP）フローの手法

概要

目的 重大なストールが発生したコード /基本ブロックを特定

方法 「生産的」および「非生産的」部分へのサイクルのバイナリー分解

PMUとパイプライ
ン間の焦点

実行するために発行されたマイクロオペレーション（µOP）

イベントコード
/Umask

マイクロオペレーション（µOP）を実行する場合は、イベントコード B1H、Umask = 
3FH

合計サイクル数をカウントする場合は、イベントコード 3CH、Umask = 1、CMask = 2

EvtSelc サイクルの数をカウントし、アクティブなサイクルとストールサイクルを分離する場

合は、CMask、Invert、Edgeフィールドを使用

基本式 合計サイクル数 = UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_CYCLES + 
UOPS_EXECUTED.CORE_ACTIVE_CYCLES 

指標 UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_CYCLES / 
UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_COUNT

ドリルダウンの範

囲

カウント：ワークロード、サンプリング：基本ブロック

バリエーション 計算主体のマイクロオペレーション（µOP）を実行する場合は、ポート 0、1、5でサ
イクルをカウント
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実行されたマイクロオペレーション（µOP）のサイクル・アカウンティングは、パフォー

マンス・チューニングにおけるストールサイクルの特定に効果的な手法である。マイクロ

アーキテクチャー・パイプラインにおいて、「発行された」、「ディスパッチされた」、「実

行された」、「リタイアした」マイクロオペレーション（µOP）の意味は厳密に定義されて

いる。これを図 B-2に示す。 

サイクルは、マイクロオペレーション（µOP）が実行ユニットにディスパッチされている

サイクルと、マイクロオペレーション（µOP）がディスパッチされていないサイクルに分

けられが、後者は実行ストールであると考えられる。 

テスト用コードに対して実行された「合計サイクル数」は、

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD（イベントコード 3CH、Umask = 1）と

IA32_PERFEVTSELCnでの設定（CMask = 2、INV = 1）によって直接測定できる。 

論理プロセッサー単位で測定できないコアイベントは、実行されたメモリー・アクセス・

マイクロオペレーション（µOP）（ポート 2、3、4）をカウントするために使用された信号

だけである。したがって、イベントコード B1Hと Umask=3FHの組み合わせではコア単位

でのみカウントされるため、実行ストールの合計数はコア単位でのみ評価できる。HT が

無効になっている場合は、マイクロオペレーション（µOP）フロー・サイクル・アカウン

ティングの分析をスレッド単位で容易に実行できる。 

ポート 0、1、5 で UOPS_EXECUTED をカウントする PMU 信号は、HT がアクティブで

あってもスレッド単位でカウントできる。これにより、テスト中のワークロードが HT と

相互作用する際に代替サイクル・アカウンティング手法が提供される。 

この代替指標は、適切な CMask、Inv、Edge設定を使用して、

UOPS_EXECUTED.PORT015_STALL_CYCLES から構築される。表 B-2 に、パフォーマン

ス・イベントの詳細を示す。

図 B-2 パイプラインにおける PMU 固有のイベントロジック
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B.2.1.1 サイクルのドリルダウンと分岐の予測ミス 

実行されたマイクロオペレーション（µOP）は、供給されている実行ユニットの観点から

見れば生産的であると考えられるが、このようなマイクロオペレーション（µOP）がすべ

てプログラムの処理の進行に貢献するわけではない。分岐の予測ミスは、アウトオブオー

ダー（OOO）プロセッサー内で非効率な実行を行う可能性があるが、通常、これは次の 3

つの構成要素に分解される。

• 不適切に予測されたパスのマイクロオペレーション（µOP）の実行に関連する無駄な

処理

• 不適切なマイクロオペレーション（µOP）のパイプラインがフラッシュされる際に失

われるサイクル

• 不適切なマイクロオペレーション（µOP）が実行ユニットに到達するのを待機してい

る間に失われるサイクル

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサーには、誤って予測さ

れたマイクロオペレーション（µOP）のパイプラインのクリア（2 番目の構成要素）に関

連する実行ストールは存在しない。このようなマイクロオペレーション（µOP）は、実行

やディスパッチをストールさせることなく、簡単にパイプラインから排除できる。このた

め、通常、予測が外れた分岐のペナルティーは低下する。また、命令スタベーション（3

番目の構成要素）に関連するペナルティを測定できる。 

実行されたマイクロオペレーション（µOP）において無駄になった処理は、リタイアしな

いマイクロオペレーション（µOP）である。これは分岐予測ミスに関連するコストの一部

となる。これは、パイプラインを通過するマイクロオペレーション（µOP）のフローを監

表 B-2 マイクロオペレーション（µOP）フロー用イベントの CMask/Inv/Edge/スレッドの
単位

イベント名 Umask イベント

コード
Cmask Inv Edge

All 
Thread

CPU_CLK_UNHALTED.TOTAL_CYCLE
S

0H 3CH 2 1 0 0

UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_C
YCLES

3FH B1H 1 1 0 1

UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_C
OUNT

3FH B1H 1 1 ! 1

UOPS_EXECUTED.CORE_ACTIVE_CY
CLES

3FH B1H 1 0 0 1

UOPS_EXECUTED.PORT015_STALLS
_CYCLES

40H B1H 1 1 0 0

UOPS_RETIRED.STALL_CYCLES 1H C2H 1 1 0 0

UOPS_RETIRED.ACTIVE_CYCLES 1H C2H 1 0 0 0
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視することによって見付けることができる。マイクロオペレーション（µOP）フローは、

図 B-2の 3つのポイントで測定できる。つまり、イベント UOPS_ISSUEDによって RSに

入るとき、UOPS_EXECUTEDによって実行ユニットに入るとき、UOPS_RETIREDによっ

てリアイアするときに測定できる。これらの誤って予測されたマイクロオペレーション

（µOP）に関連する無駄な処理は、アップストリームでの測定値とリタイア時の測定値の差

によって判定できる。

UOPS_EXECUTED は、スレッド単位ではなくコア単位で測定される必要があるため、コ

アあたりの無駄な処理は次のように評価される。

• 無駄な処理 = UOPS_EXECUTED.PORT234_CORE + 

UOPS_EXECUTED.PORT015_All_Thread - UOPS_RETIRED.ANY_ALL_THREAD 

上記の比率をマイクロオペレーション（µOP）の平均発行速度によって除算するとサイク

ル数に変換できる。上記のイベントは、マイクロフュージョンやマクロフュージョンのた

めの修正を行わずに、この方法で使用するように設計されている。

上記のイベントの最後の 2つはスレッド単位でカウントできるため、「スレッド単位」の測

定値は、発行されたマイクロオペレーション（µOP）の数とリタイアしたマイクロオペレー

ション（µOP）の数の差から求められる。これは、（実行中のサイクルを浪費する前に RS

内で排除される）誤って予測されたマイクロオペレーション（µOP）によって少し多めに

カウントされるが、通常、これはわずかな修正で済む。

スレッドあたりの無駄な処理 = (UOPS_ISSUED.ANY + UOPS_ISSUED.FUSED) -

UOPS_RETIRED.ANY

表 B-3  予測ミスにより無駄になった処理のサイクル・アカウンティング

概要

目的 実行されたが、予測ミスのためにリタイアしなかったマイクロオペレーション（µOP）
を評価

方法 実行とリタイアメント間のマイクロオペレーション（µOP）フローの差を調査

PMUとパイプライ
ン間の焦点

マイクロオペレーション（µOP）の実行とリタイアメント

イベントコード
/Umask

マイクロオペレーション（µOP）を実行する場合は、イベントコード B1H、Umask = 
3FH

コア単位でカウントする場合は、イベントコード C2H、Umask = 1、AllThread = 1 

EvtSelc マイクロオペレーション（µOP）をカウントする場合は、CMask、Invert、Edge
フィールドを 0に設定

基本式 "無駄な処理 " = UOPS_EXECUTED.PORT234_CORE + 
UOPS_EXECUTED.PORT015_ALL_THREAD - UOPS_RETIRED.ANY_ALL_THREAD

ドリルダウンの範

囲

カウント：分岐予測ミスのコスト

バリエーション サイクル・アカウンティングの場合は、マイクロオペレーション（µOP）の平均発行
速度で除算

スレッドあたりのコストを概算する場合は、AllThread = 0に設定
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予測ミスのペナルティーの 3番目の構成要素である命令スタベーションは、適切なパスに

関連する命令がコアから遠く離れており、RAT内でのマイクロオペレーション（µOP）の

不足のために実行がストールしている場合に発生する。マイクロオペレーション（µOP）

が発行されない 2つの主要な原因は、フロントエンドのスタベーションまたはバックエン

ドでリソースを利用できないことのいづれかである。したがって、次の方法でリソース割

り当ての出力を明示的に測定することができる。 

• マイクロオペレーション（µOP）がアウトオブオーダー（OOO）エンジンに発行され

なかったサイクルの総数をカウントする。

• 割り当てるリソース（RS、ROBエントリー、ロードバッファー、ストアバッファーな

ど）を利用できないサイクルをカウントする。

HTが非アクティブの場合、命令スタベーションは単に次の差として計算される。

命令スタベーション = UOPS_ISSUED.STALL_CYCLES - RESOURCE_STALLS.ANY

HTが有効な場合、RSに対するマイクロオペレーション（µOP）の供給は 2つのスレッド

間で切り替えられる。発行がストールしているサイクルの 50%が他方のスレッドにマイク

ロオペレーション（µOP）を供給している可能性があるため、理想的な状況では、上記の

条件では多めにカウントされることが考えられる。その場合は、他方のスレッドによって

マイクロオペレーション（µOP）が発行されているサイクルの数を引くように式を変更で

きる。

命令スタベーション（スレッド単位） = UOPS_ISSUED.STALL_CYCLES - 

RESOURCE_STALLS.ANY - UOPS_ISSUED.ACTIVE_CYCLES_OTHER_THREAD.

上記のスレッド単位の式では、いくらか多めにカウントされる。これは、同じコア内にあ

る他方のスレッドがマイクロオペレーション（µOP）を発行していたときに、当該スレッ

ドに RESOURCE_STALL条件が存在していた可能性があるためである。代替式は次のよう

になる。 

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD - UOPS_ISSUED.CORE_CYCLES_ACTIVE-

RESOURCE_STALLS.ANY

表 B-4に、上記の手法をまとめる。

表 B-4 命令スタベーションのサイクル・アカウンティング

概要

目的 予測ミス後にマイクロオペレーション（µOP）の発行を待機しているサイクルを評価

方法 マイクロオペレーション（µOP）の発行とリソース割り当て間のサイクルの差を調査

PMUとパイプライ
ン間の焦点

マイクロオペレーション（µOP）の発行とリソース割り当て

イベントコード
/Umask

発行されたマイクロオペレーション（µOP）の場合は、イベントコード 0EH、Umask = 
1

リソース割り当てがストールしているサイクルの場合は、イベントコード A2H、
Umask=1
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表 B-5に、パフォーマンス・イベントの詳細を示す。

EvtSelc マイクロオペレーション（µOP）の発行がストールしているサイクルをカウントする
場合は、CMask = 1、Inv = 1に設定
マイクロオペレーション（µOP）の発行がアクティブなサイクルをカウントする場合
は、CMask = 1、Inv = 0に設定
UOPS_ISSUED.ACTIVE_CYCLES_OTHER_THREADに対する他方のスレッドの貢献
を評価する場合は、2つのカウンターをそれぞれ AllThread = 0、AllThread = 1に設定

基本式 命令スタベーション（HTは無効） = UOPS_ISSUED.STALL_CYCLES - 
RESOURCE_STALLS.ANY;

ドリルダウンの範

囲

カウント：分岐予測ミスのコスト

バリエーション 次の式により、スレッドあたりの貢献を評価する。

命令スタベーション = UOPS_ISSUED.STALL_CYCLES - RESOURCE_STALLS.ANY - 
UOPS_ISSUED.ACTIVE_CYCLES_OTHER_THREAD

表 B-5 マイクロオペレーション（µOP）フロー用イベントの CMask/Inv/Edge/スレッドの
単位

イベント名 Umask イベント

コード
Cmask Inv Edge

All 
Thread

UOPS_EXECUTED.PORT234_CORE 80H B1H 0 0 0 1

UOPS_EXECUTED.PORT015_ALL_TH
READ

40H B1H 0 0 0 1

UOPS_RETIRED.ANY_ALL_THREAD 1H C2H 0 0 0 1

RESOURCE_STALLS.ANY 1H A2H 0 0 0 0

UOPS_ISSUED.ANY 1H 0EH 0 0 0 0

UOPS_ISSUED.STALL_CYCLES 1H 0EH 1 1 0 0

UOPS_ISSUED.ACTIVE_CYCLES 1H 0EH 1 0 0 0

UOPS_ISSUED.CORE_CYCLES_ACTI
VE

1H 0EH 1 0 0 1

表 B-4 命令スタベーションのサイクル・アカウンティング （続き）

概要
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B.2.1.2 基本ブロックのドリルダウン 

INST_RETIRED.ANY（リタイアした命令）イベントは、命令あたりのサイクル数の比率

（CPI）の評価によく使用される。別の重要な使用方法は、基本ブロック実行回数を評価す

ることにより、特に高いパフォーマンスが要求される基本ブロックを決定することであ

る。 

サンプリング・ツール（インテル® VTune™ アナライザーなど）では、サンプルが特定の

IP値周辺に集まる傾向がある。これは、INST_RETIRED.ANYまたはサイクル・カウント・

イベントを使用する場合に当てはまる。ホットサンプルに基づいた逆アセンブルリストで

は、一部の命令は高いサンプルカウントに関連しているが、隣接する命令はサンプルに関

連していないことがある。 

これは、基本ブロックの定義により、基本ブロック内のすべての命令がまったく同じ回数

だけリタイアするためである。ホットな基本ブロックのドリルダウンは、基本ブロックの

命令のサンプルカウントを平均化することによってより正確になる。

基本ブロック実行回数 = Sum（基本ブロック内の命令のサンプルカウント）*

Sample_after_value /（基本ブロック内の命令の数）

ホットループまたはホットでないループ構造に関連する基本ブロックを特定するため逆

アセンブリリストの調査によって、上記の手法に従って各ループ構造のトリップカウント

を評価することにより、系統的に行うことができる。条件分岐のない単純なループの場合、

このトリップカウントは、ループブロックの直前 / 直後にあるブロックの基本ブロック実

行回数に対するループブロックの基本ブロック実行回数の比率となる。複数ブロックの平

均化を慎重に使用することで、精度を高めることができる。 

これにより、高いトリップカウントを持つループを特定してチューニング作業に集中でき

る。この手法は、固定カウンターを使用することによって実装できる。

レイテンシーが長い命令（fmul、fadd、imul）の依存関係チェーンでは、レイテンシーが長

い命令の出力を使用できる一方で、ディスパッチがストールする可能性がある。divide/sqrt

実行ユニットを使用する命令を除き、一般にこのようなストールのカウントを支援するイ

ベントは存在しない。このような場合は、ARITHイベントを使用することで、これらの命

令の実行回数とそれらが実行ユニットを占有した継続期間（サイクル数）の両方をカウン

トできる。ARITH.CYCLES_DIV_BUSYイベントは、divide/sqrt実行ユニットのいずれかが

占有されたサイクルをカウントする。
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B.2.2 ストールサイクルの分解とコア・メモリー・アクセス 

ストールサイクルの分解は、標準的な近似的手法によって行う。これは、パフォーマンス

に影響を与えるイベントごとにペナルティーが逐次的に発生することを前提としている。

したがって、有効な処理に利用できるサイクルの総損失数は、イベント数 Niにイベントの

タイプごとの平均ペナルティー Piを乗算したものである。 

Counted_Stall_Cycles = Sum ( Ni* Pi)

これは、PMUイベントによってカウントされる（またはカウントできる）パフォーマンス

に影響を与えるイベントだけに相当する。最終的には、カウントできない複数のストール

の原因が存在するが、それらによる影響の総量は次のように概算できる。

不明なストールサイクルの数 = Stall_Cycles - Counted_Stall_Cycle = 

UOPS_EXECUTED.CORE_STALLS_CYCLES - Sum ( Ni* Pi)_both_threads

このシーケンシャル・ペナルティー・モデルは、非常に単純であり、通常は個々のマイク

ロアーキテクチャーの問題の影響を多めにカウントするため、不明な構成要素は負数にな

る場合がある。 

B.2.1.1 節で述べたように、UOPS_EXECUTED.CORE_STALL_CYCLES は、スレッド単位

ではなくコア単位でカウントするため、より多めにカウントされる可能性がある。そのよ

うなケースでは、スレッド単位でカウント可能なポート 0、1、5のマイクロオペレーショ

ン（µOP）ストールを使用することが望ましい場合がある。

不明なストールサイクルの数（スレッド単位） = 

UOPS_EXECUTED.PORT015_THREADED_STALLS_CYCLES - Sum ( Ni* Pi)

この不明な構成要素は、パフォーマンス・イベントの不足によってカウントされなかった

か、単にデータ収集時に無視された構成要素を表すために使用される。

ストールの基準として、「リタイアメント」ポイントを使用することもできる。PEBSイベ

ントである UOPS_RETIRED.STALL_CYCLESには、スレッド単位で評価でき、リタイアす

るマイクロオペレーション（µOP）に関連する IPをハードウェアで取得できるという利点

がある。つまり、OS カーネルのクリティカル・セクションにおいて、IP の分布が割り込

みの STI/CLI遅延による影響を受けないため、OS動作のプロファイルがより正確に生成さ

れる。

B.2.2.1 マイクロアーキテクチャー条件のコストの測定

ここで説明する方法でストールサイクルの分解を行う場合、まずパフォーマンス・ペナル

ティーが大きい条件（例えば、ペナルティーが 10サイクルよりも大きいイベントなど）に

集中する。アウトオブオーダー（OOO）実行とコンパイラーの複合作用により、ペナル

ティーが小さいイベント（P < 5サイクル）は隠蔽されることがよくある。アウトオブオー

ダー（OOO）エンジンは、命令ストリーム内の両方のタイプのストール状況を管理してお

り、命令依存性によっていずれかのタイプのストールが発生した場合に、実行ユニットを

ビジー状態で維持しようとする。通常、大きなペナルティー操作は、メモリーアクセスと、

レイテンシーが非常に長い divide/sqrtの命令による影響を受ける。 
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ペナルティーが最も大きいイベントは、キャッシュ階層の L1 または L2 内に存在しない

キャッシュラインを必要とするロード操作に関連している。したがって、発生数だけでな

く、どのようなペナルティーを割り当てる必要があるかを知る必要がある。

レイテンシーの標準的な測定手法は、要求がキューに置かれるサイクル数の平均を測定す

ることである。

レイテンシー = Sum (CYCLES_Queue_entries_outstanding) /Queue_inserts

ここで、「Queue_inserts」は、そのキュー内の未処理のサイクルを発生させたエントリーの

総数を表す。ただし、キューへの各挿入に関連するペナルティー（すなわち、キャッシュ

ミス）は、レイテンシーをキューの平均占有率で割ったものである。この補正は、オー

バーラップしているペナルティーに関連する過剰なカウントを回避するために必要にな

る。

Avg_Queue_Depth = Sum (CYCLES_Queue_entries_outstanding) / Cycles_Queue_not_empty

事象ごとのペナルティー（コスト）は次のとおりである。

ペナルティー = Latency / Avg_Queue_Depth = Cycles_Queue_not_empty / Queue_inserts

別の考え方としては、任意の時間キューを占有するイベントのすべてのペナルティーの和

はキューが空でない時間を超えることができないことを認識することである。

Cycles_Queue_not_empty = Events * <Penalty>

前述の標準的な手法は、概念的には単純である。しかし、実際には、ワークロード内での

大量のメモリー参照や、さまざまな状態 / ロケーション固有のレイテンシーにより、標準

的なサンプリング手法は実際的とは言えない。イベントごとの正確なサンプリング（PEBS）

の利用は、インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサー上で推奨

される手法である。

サンプリングによるペナルティーのプロファイリング（IPの測定をローカライズするため

に行われる）では、精度が問題になりがちである。L2ミスのレイテンシーは 40～ 400サ

イクルとさまざまであるため、必要な数のサンプルの収集は介入的になる傾向がある。 

後述する正確なレイテンシー・イベントは、サンプリングを使用する場合の、より正確で

柔軟性のある測定手法である。レイテンシーを使用するためのロードとデータソースの両

方が各サンプルに記録されるため、データソースあたりの平均レイテンシーを評価でき

る。また、PEBSハードウェアは、バッファーが一杯になるまで PMIを生成しないイベン

トのバッファリングをサポートしているため、このような評価を、ワークロードに介入す

ることなく、効率的に行うことができる。

また、コア内で発生し、さまざまな条件、局所性、またはキャッシュ整合性要件によるト

ラフィックによる遅延が発生したメモリーアクセスのコストを測定するために、コア PMU

内で多数のパフォーマンス・イベントを使用できる。メモリーアクセスのレイテンシーは、
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L3の局所性、ローカル・メモリー・コントローラーまたはリモート・コントローラーに取

り付けられた DRAM、キャッシュ整合性によって異なる。表 B-6に、レイテンシーの概算

値の例を示す。

B.2.3 コア PMU の正確なイベント

イベントごとの正確なサンプリング（PEBS）機構により、PMU は、イベントを発生させ

た命令の完了時にアーキテクチャー・ステートと IPを取得できる。これにより、プロファ

イリングとチューニングに関する 2つの大きな利点が得られる。

• 命令空間におけるイベント生成条件の位置を正確にプロファイリングできる。 

• 取得したPEBSのレジスター状態レコードを使用して、後処理フェーズで命令の引数を

再構成できる。 

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサーの PEBS機能は大幅

に拡張されており、より多くの数そして豊富な正確なイベントを使用できる。

この機構は、カウンターのオーバーフローを使用して PEBS のデータ取得を可能にしてい

る。その結果、次のイベントでデータが取得され、割り込みが発生する。

命令が完了したときの IP値は次の命令の値であるため、取得後の IP値は「IP +1」として

表されることがある。

正確なイベントは、その特性上、「リタイア時」イベントとなる。ここでは、正確なイベ

ントを、ロードとストアのリタイアメントに関連するメモリー・アクセス・イベントと、

すべての命令または特定の非メモリー命令（分岐、FP アシスト、SSE マイクロオペレー

ション（µOP））のリタイアメントに関連する実行イベントに分けて説明する。

B.2.3.1 正確なメモリー・アクセス・イベント

すべての正確なメモリー・アクセス・イベントには、共通する 2つの重要なプロパティー

がある。

• 違反した命令のIPがハードウェアによって取得されるため、正確な命令を特定できる。

当然、取得される IPは次の命令のものであるが、サンプルが単純に 1つ上の命令に移

動される。記録された IPが基本ブロックの最初の命令を指していてもこの方法は機能

表 B-6 インテル® Xeon® プロセッサー 5500の概算レイテンシー

データソース レイテンシー

L3ヒット、ライン排他 ～ 42サイクル

L3ヒット、ライン共有 ～ 63サイクル

L3ヒット、別のコアで変更 ～ 73サイクル

リモート L3 100～ 150サイクル

ローカル DRAM ～ 50 ns

リモート DRAM ～ 90 ns
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する。このようなケースでは、分岐命令は決してデータをロード／ストアしないので、

違反した命令は直前の基本ブロックの最後の命令である。このため、取得された PEBS

のレジスター状態レコードを使用して、後処理フェーズで命令の引数を再構成できる。 

• PEBSバッファーには、16個の汎用レジスターR1～ R16の値がすべて含まれる（R1は

RAX とも呼ばれる）。ロードまたはストアのアドレスは、逆アセンブルと組み合わせ

ることによって再構成可能で、データ・アクセス・プロファイリングに使用できる。

インテル® パフォーマンス・チューニング・ユーティリティーは、これを正確に実行

し、各種の強力な分析手法を提供する。

正確なメモリー・アクセス・イベントは、通常、非常に長期にわたる実行ストールの原因

となるイベントであるため、主にロードに焦点を合わせている。このイベントはデータ

ソースによって分解され、典型的なレイテンシーおよび本質的な NUMA構成におけるデー

タの局所性を示す。ロード操作のみをカウントする L2、L3、DRAMアクセスイベントは、

正確なロードイベントだけである。その他のすべてのイベントは、L1D/L2ハードウェア・

プリフェッチ要求も含む。多くのイベントは RFO要求も含むが、これはストアおよびハー

ドウェア・プリフェッチによるものである。

4 つの汎用カウンターはすべて、正確なイベントのデータを収集するようにプログラムで

きる。ロード命令とストア命令の仮想アドレスの再構成機能により、キャッシュラインと

ページの利用効率を分析できる。キャッシュラインとページは物理アドレスによって定義

されるが、下位ビットが同じであるため、仮想アドレスを使用できる。

PEBS 機構が命令の完了時にレジスターの値を取得するときに、ポインター追跡型のロー

ド操作が取得されないことに注意する。これは、ロード命令は逆参照されたアドレスから

推測できないためである。

基本的な PEBSメモリー・アクセス・イベントは、次のカテゴリーに分類される。

• MEM_INST_RETIRED：このカテゴリーは、リタイアした命令のうち、ロード操作を

含むものをカウントする。イベントコード 0BHで選択される。 

• MEM_LOAD_RETIRED：このカテゴリーは、リタイアしたロード命令のうち、Umask

値によって選択された特定の条件が発生したものをカウントする。イベントコードは

0CBHである。

• MEM_UNCORE_RETIRED：このカテゴリーは、リタイアし、アンコア・サブシステ

ムからデータを受信したメモリー命令をカウントする。イベントコード 0FHで選択さ

れる。

• MEM_STORE_RETIRED：このカテゴリーは、リタイアした命令のうち、ストア操作

を含むものをカウントする。イベントコード 0CHで選択される。

• ITLE_MISS_RETIRED：このカテゴリーは、リタイアした命令のうち、ITLBミスが発

生したものをカウントする。イベントコード 0C8Hで選択される。

上記の PEBSメモリーイベントの Umask値および関連する名前サフィックスは、Intel® 64

and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B の付録 A「Performance

Monitoring Events」に示している。 
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上に示した正確なイベントにより、ロードによるキャッシュミスをデータソースごとに特

定できる。これにより、NUMA構成に関するキャッシュラインの "ホーム "ロケーション

は特定されない。ただし、イベント 

MEM_UNCORE_RETIRED.LOCAL_DRAMおよび

MEM_UNCORE_RETIRED.NON_LOCAL_DRAM. は例外である。これらをインストルメン

ト済みの malloc呼び出しと組み合わせて使用すると、アプリケーションで使用される重要

な隣接するバッファーの NUMA "ホーム "を特定できる。

すべての MEM_LOAD_RETIRED イベントの和は、MEM_INST_RETIRED.LOADS カウン

トに等しい。

L1Dミスのカウントは、MEM_LOAD_RETIRED.L1D_HITを除くすべての

MEM_LOAD_RETIRED

イベントを使用して行う。その場合は、

MEM_INST_RETIRED.LOADS-MEM_LOAD_RETIRED.L1D_HIT の差ではなく、個々の

MEM_LOAD_RETIRED イベントをすべて使用する方がよい。これは、正確なイベントの

総数は正しく、目的のイベントを発生させた命令は正しく特定されるが、この節で後述す

る PEBSのシャドー化により、イベントの分布が適切でない場合があるためである。

L1D_MISSES = MEM_LOAD_RETIRED.HIT_LFB + MEM_LOAD_RETIRED.L2_HIT + 

MEM_LOAD_RETIRED.L3_UNSHARED_HIT + 

MEM_LOAD_RETIRED.OTHER_CORE_HIT_HITM + MEM_LOAD_RETIRED.L3_MISS

MEM_LOAD_RETIRED.L3_UNSHARED_HITイベントは説明に値する。包括的な L3には、

ラインのコピーを保持するコアを特定するためのビットパターンがある。１つのビットが

要求元のコア（非共有状態のヒット）に対して設定されている場合は、ほかのコアをス

ヌープせずに L3 からラインが返される。複数のビットが設定されている場合は、ライン

は共有状態であり、L3内のコピーは最新であるため、この場合もほかのコアをスヌープせ

ずに L3からラインが返される。 

ラインが別のコアによる所有権のための読み出し（RFO）状態である場合は、L3 内のコ

ピーは排他状態になる。その後、そのコアによってラインが変更され、排出されると、L3

内のライトバックされたコピーは変更状態になり、スヌーピングは必要なくなる。

MEM_LOAD_RETIRED.L3_UNSHARED_HITは、これらをすべてカウントする。このイベ

ントは、実際にはMEM_LOAD_RETIRED.L3_HIT_NO_SNOOPと呼ばれていた。

同様の理由で、イベントMEM_LOAD_RETIRED.L3_HIT_OTHER_CORE_HIT_HITMは、直

感的にMEM_LOAD_RETIRED.L3_HIT_SNOOPと命名されていた。 

変更されたラインもまた、別のソケットから取得されると、メモリーにライトバックされ

る。その結果、リモート HITM アクセスは、ホーム DRAM からのアクセスのように見え

る。したがって、MEM_UNCORE_RETIRED.LOCAL_DRAMおよび

MEM_UNCORE_RETIRED.REMOTE_DRAM イベントも、リモートソケットのキャッシュ

内の変更されたラインによって満たされた L3ミスをカウントする。
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MEM_LOAD_RETIRED.DTLB_MISSESの動作は、インテル® Core™ 2 プロセッサー上での

動作と違いがある。以前は、不正確なイベントと同様、このイベントはページに対する最

初のミスだけをカウントしていた。このイベントは、ミスを発生させたすべてのロードを

カウントするように変更されているため、2番目以降のミスも含む。

B.2.3.2 ロード・レイテンシー・イベント

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalemベースのインテル® プロセッサーは、イベ

ントコード 0BHと Umask値 10H（LATENCY_ABOVE_THRESHOLD）を使用して、「ロー

ド・レイテンシー・イベント」であるMEM_INST_RETIREDをサポートする。このイベン

トは、ロードをサンプリングして、命令の実行と実際のデータ供給間のサイクルの数を記

録する。測定されたレイテンシーが、MSR 0x3f6 (ビット 15:0)にプログラムされた最小レ

イテンシーよりも大きい場合、カウンターはカウントアップされる。 

カウンターのオーバーフローによって PEBS機構を実現している。PMUは、レイテンシー

のしきい値を満たす次のイベントで、測定されたレイテンシー、仮想アドレスまたはリニ

アアドレス、データソースを PEBS レコード・フォーマットで PEBS バッファーに書き込

む。仮想アドレスは既知のロケーションに取得されるため、サンプリング・ドライバーも

仮想アドレスから物理アドレスへの変換を実行して物理アドレスを取得する可能性があ

る。物理アドレスによって NUMAのホーム・ロケーションが特定され、基本的には、キャッ

シュ占有の詳細な分析が可能になる。

また、リタイアメントの前にアドレスが取得されるため、エンコーディング "MOV RAX,

[RAX+const]"を追跡しているポインターのアドレスも取得される。レイテンシーのしきい

値を指定するにはMSR_PEBS_LD_LAT_THRESHOLD MSRが必要になるため、一定の期間

中に 1つの最小レイテンシー値だけをコア上でサンプリングできる。これを可能にするた

め、インテル® パフォーマンス・ツールは、このイベント利用を 4つのカウンターに制限

することによってスケジューリングを簡素化する。表 B-7に、インテル® PFUおよびイン

テル ® Vtune™ パフォーマンス・アナライザーがロード・レイテンシー・イベントに使用

するイベント・プログラミング構成の例を示す。さまざまな最小レイテンシーのしきい値

がMSR_PEBS_LD_LAT_THRESHOLD（アドレス 0x3f6）に指定される。

表 B-7 ロード・レイテンシー・イベント・プログラミング

ロード・レイテンシーの正確なイベント
MSR 

0x3F6
Umask イベント

コード

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_4 4 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_8 8 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_10 16 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_20 32 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_40 64 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_80 128 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_100 256 10H 0BH
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ロード・レイテンシー・イベントの PEBS アシスト機構によって各 PEBS レコードに書き

込まれる 3つのフィールドのうちの 1つがデータソースの局所性情報をエンコードする。

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_200 512 10H 0BH

MEM_INST_RETIRED.LATENCY_ABOVE_THRESHOLD_8000 32768 10H 0BH

表 B-8 ロード・レイテンシー PEBSレコードのデータソース・エンコーディング

エンコーディ

ング 説明

0x0 未知の L3キャッシュミス。

0x1 最小レイテンシーのコアキャッシュをヒット。この要求は、L1データキャッシュ

によって満たされた。

0x2 保留中のコアキャッシュをヒット。同じキャッシュライン・アドレスに対する未

処理のコア・キャッシュ・ミスがすでに進行していた。データはまだデータ

キャッシュ内に存在せず、すぐにキャッシュにコミットされるフィルバッファー

内に存在する。

0x3 このデータ要求は、L2によって満たされた。

0x4 L3ヒット。整合性操作を必要としないアンコア内の L3キャッシュをヒットした

ローカルまたはリモートホーム要求（スヌーピング）。

0x5 L3ヒット（ほかのコア・ヒット・スヌープ）。L3キャッシュをヒットし、変更さ

れたコピーが見付からなかったクロス・コア・スヌープを持つ別のプロセッ

サー・コアによって処理されたローカルまたはリモートホーム要求（クリーン）。

0x6 L3ヒット（ほかのコア HITM）。L3キャッシュをヒットし、変更されたコピーが

見付かったクロス・コア・スヌープを持つ別のプロセッサー・コアによって処理

されたローカルまたはリモートホーム要求（HITM）。

0x7 予約済み

0x8 L3ミス（リモート・キャッシュ・フォワーディング）。L3キャッシュをミスし、

変更されたコピーが見付からなかったクロス・パッケージ・スヌープに続く転送

済みデータによって処理されたローカルホーム要求（リモートホーム要求はカウ

ントされない）。

0x9 予約済み

0xA L3ミス（ローカル DRAMが Sに遷移）。L3キャッシュをミスし、ローカル

DRAMによって処理されたローカルホーム要求（共有状態に遷移）。

0xB L3ミス（リモート DRAMが Sに遷移）。L3キャッシュをミスし、リモート

DRAMによって処理されたリモートホーム要求（共有状態に遷移）。

0xC L3ミス（ローカル DRAMが Eに遷移）。L3キャッシュをミスし、ローカル

DRAMによって処理されたローカルホーム要求（排他状態に遷移）。

0xD L3ミス（リモート DRAMが Eに遷移）。L3キャッシュをミスし、リモート

DRAMによって処理されたリモートホーム要求（排他状態に遷移）。

表 B-7 ロード・レイテンシー・イベント・プログラミング （続き）

ロード・レイテンシーの正確なイベント
MSR 

0x3F6
Umask イベント

コード
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レイテンシー・イベントは、サイクル・アカウンティング分解のペナルティーを測定する

ための推奨方法である。この PEBS イベントによって PMI が発生するたびに、レイテン

シーを使用するためのロードとキャッシュラインのデータソースが PEBS バッファーに記

録される。このキャッシュラインのデータソースは、データソース・フィールドの下位 4

ビットおよび上記の表から導かれる。したがって、収集されたデータから、16個のソース

のそれぞれに対する平均レイテンシーを評価できる。最小レイテンシーは一度に 1つずつ

しか収集できないため、MLCヒットとリモートソケット DRAMのレイテンシーを評価し

にくい場合がある。ただし、すべての offcore ソースに合理的な分布を与えるには、32 サ

イクルの最小レイテンシーが必要になる。インテル ® PTU（パフォーマンス・チューニン

グ・ユーティリティー）バージョン 3.2 を使用すると、データ・プロファイリング・モー

ドでレイテンシーの分布を表示し、このイベントに対して高度なイベント・フィルタリン

グを使用できる。

B.2.3.3 正確な実行イベント

コア PMU 内の PEBS 機能は、ロード命令およびストア命令を超えるものである。選択さ

れたタイプのリタイアした分岐および予測が外れた（その後リタイアした）分岐について、

分岐、nearコール、条件分岐はすべて正確なイベントによってカウントできる。これらの

イベント用に、PEBSバッファーは分岐のターゲットを含む。最後の分岐レコード（LBR）

も取得されている場合は、分岐命令のロケーションも判断できる。

分岐が処理されると、PEBSバッファー内の IP値も LBRの最後のターゲットとして認識さ

れる。分岐が処理されなかった場合は（条件分岐のみ）、このように認識されず、処理さ

れずにリタイアした分岐は PEBSバッファー内の IPの前の命令である。

near コールがリタイアした場合は、イベント・ベース・サンプリング（EBS）を使用して

正確な関数呼び出し回数を収集できる。これは、関数をインライン化するかどうかの判断

を促進する主要な測定基準であるため、重要な改善である。呼び出し回数を測定するには、

呼び出しをサンプリングする必要がある。その他のトリガーは、適切に修正されることが

保証されないバイアスを引き起こす。

正確な分岐イベントは、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume

3Bの付録 A「Performance Monitoring Events」にあるイベントコード C4Hに示している。

正確なイベントに関連したサンプリング結果の誤差が生じる可能性がある。これは、PMU

カウンターのオーバーフローと PEBS ハードウェアを補正する間の時間遅延によるもので

ある。タイミングシャドウにより、この期間中はイベントを検出できない。この影響を説

明するため、関数呼び出しチェーンについて考える。実行時間が長い関数「foo」は、一連

の実行時間が非常に短い 3つの関数「foo1」、「foo2」、「foo3」を呼び出す。「foo1」は「foo2」

0xE I/O、入出力操作の要求。

0xF キャッシュ不可能メモリーに対して要求が行われた。

表 B-8 ロード・レイテンシー PEBSレコードのデータソース・エンコーディング （続き）

エンコーディ

ング 説明
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を呼び出し、「foo2」は「foo3」を呼び出し、その後に実行時間が長い関数「foo4」が続く。

foo1、foo2、foo3の実行時間がシャドウ期間よりも短い場合、PEBSでサンプリングされた

呼び出しの分布は大きくゆがんだものになる。以下に例を示す。 

• foo の呼び出しでオーバーフローが発生すると、foo1 の呼び出しが実行されるまでに

PEBS 機構が実施される。サンプルは、foo から foo1 の呼び出しを示すように処理さ

れる。

• しかし、foo1、foo2、または foo3 の呼び出しによってオーバーフローが発生すると、

foo4の本体で呼び出しが実行されるまで PEBS機構は実施されない。このため、foo2、

foo3、foo4の呼び出しは、PEBSでサンプリングされた呼び出しとして示されない。

シャドウ処理は、すべての PEBS イベントの分布に影響する。また、リタイアした分岐イ

ベント（PEBS または非 PEBS）と LBR 内の最後のエントリーの組み合わせを使用して特

定される基本ブロック実行回数の分布にも影響される。PMUカウンターのオーバーフロー

と LBRの凍結の間に遅延がなければ、最後の LBRエントリーを使用して、処理されてリ

タイアした分岐をサンプリングし、そこから基本ブロック実行回数を特定できる。最後に

処理された分岐と前回のターゲット間のすべての命令は 1回実行される。

このようなサンプリングを使用すれば、均一サンプリングによってリタイアした「ソフト

ウェア」命令イベントを生成し、今度はそのイベントを使用して基本ブロック実行回数を

特定できる。残念ながら、シャドウ処理では、短い基本ブロックの末尾にある分岐は LBR

の最後のエントリーにはならないため、測定結果が偏る。これは、基本ブロック内のすべ

ての命令は同じ回数だけ実行されるように定義されているためである。

呼び出し回数と基本ブロック実行回数に対するシャドウ処理の影響は、LBR 内のエント

リーを平均化することによって大幅に軽減できる可能性がある。これについては、LBRに

関する節で説明する。

一般に、ワークロード内で分岐が占める割合はすべての命令の 10%を超えるため、ループ

最適化では、高いトリップカウントを持つループに焦点を合わせる必要がある。カウント

ループについては、終了条件の評価において誘導変数をトリップカウントと比較する方法

が一般的である。これは、たとえ高度な最適化を適用されても、ループの本体内で誘導変

数が使用されている場合に特に当てはまる。したがって、アンロール操作のループシーケ

ンスは次のようになる。

add rcx, 8

cmp rcx, rax

jnge triad+0x27

この場合、2つのレジスター raxおよび rcxは、トリップカウントおよびインダクション変

数である。従来のリタイアした条件分岐イベントに対して PEBS バッファーが取得される

と、比較命令の 2つのレジスターの平均値を評価できる。平均値が大きい方がトリップカ

ウントになる。したがって、平均値、RMS、最小値、最大値、さらに記録された値の分布

まで評価できる。
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B.2.3.4 最後の分岐レコード（LBR）

LBRは、処理されてリタイアした各分岐のソースとターゲットを取得する。インテル® マ

イクロアーキテクチャー Nehalemベース・プロセッサーは、ローテート・バッファー内の

16組のソース /ターゲット・アドレスを追跡できる。タイプ別および特権レベル別の分岐

命令のフィルタリングは、専用の機能であるMSR_LBR_SELECTを使用することによって

許可される。つまり、LBR機構は、リング 0またはリング 3特権レベル、あるいはその両

方（デフォルト）で発生する分岐を取得するようにプログラムできる。さらに、記録され

た各種の処理済み分岐をフィルターで取り除くこともできる。MSR_LBR_SELECTを使用

して指定できるフィルタリング・オプションのリストについては、Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの第 A章「Debugging, Branch Profiles and

Time-Stamp Counter」で説明している。

デフォルトでは、すべての特権レベル（すべてのビットが 0）ですべての分岐が取得され

る。また、ビット 1（リング 3を取得）、ビット 3（nearコールを取得）、ビット 6、ビット

７を除くすべてのビットを 1に設定することで、リング 3コールと無条件ジャンプだけが

LBR内に残される。このようにプログラミングすれば、LBRは、最後の 16個の処理済み

の呼び出しとリタイアした無条件ジャンプ、およびそれらのターゲットをバッファー内に

持つ。 

その後、PMUサンプリング・ドライバーは、この限定された「呼び出しチェーン」を任意

のイベントとともに取得することによって「コールツリー」コンテキストを提供できる。

残念ながら、無条件ジャンプを含むと問題が発生する。これは、特にループ内に if-else構

造が存在する場合に当てはまる。 

すべてのレベルで頻繁に呼び出される関数の場合、コンテキストを明確にするためリター

ンを含めて追加する。ただし、取得可能な呼び出しチェーンのネスト数が減る。明確な使

用方法は、レイテンシーが極めて長いロードのサンプリングをトリガーすることである。

これにより、競合が激しい、ロックされた変数にアクセスするサンプルを改善し、呼び出

しチェーンを取得してロック使用のコンテキストを特定する。

呼び出し回数と関数の引数

BR_INST_RETIRED.NEAR_CALLイベントによってトリガーされた PMIの LBRが取得さ

れた場合は、LBR内の最後のエントリーを使用するだけで呼び出し元関数ごとの呼び出し

カウントを判定できる。PEBS IP は LBR 内の最後のターゲット IP と等しいため、呼び出

し元関数のエントリーポイントとなる。同様に、LBRバッファー内の最後のソースは呼び

出し元関数内からのコールサイトである。完全な PEBS レコードも取得された場合は、64

ビット OS 上での引数の数が制限されている関数について、呼び出し回数と関数の引数の

両方をサンプリングできる。

LBR と基本ブロック実行回数

もう1つの興味深い使用方法は、フィルターを用いずにBR_INST_RETIRED.ALL_BRANCHES

イベントと LBR を使用して基本ブロックの実行速度を評価することである。LBR は処理

されたすべての分岐を取得するため、分岐 IP（ソース）と LBRバッファー内の直前のター

ゲット間のすべての基本ブロックが 1回で実行される。このように、特定のロードモジュー

ルの基本ブロック実行回数を簡単に評価する方法は、すべての基本ブロックの開始位置の

マップを作成することである。その後、PEBS アドレス（ターゲットであるが、おそらく
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処理された分岐のアドレスでないために LBRバッファー内に存在する必要はない）で開始

され、目的のロードモジュールに対応しないアドレスが見付かるまで LBRを逆方向に探索

する BR_INST_RETIRED.ALL_BRANCHESの PEBSの集まりによってトリガーされた各サ

ンプルについて、実行された基本ブロックをすべてカウントする。この値

「number_of_basic_blocks」を呼び出すと、これらのすべてのブロックの実行回数が 1/

（number_of_basic_blocks）ずつカウントアップされる。この手法により、アクティブな分

岐の処理率と未処理率も取得される。LBRに記載された分岐は処理されるが、ソース IPと

（同じモジュール内の）前回のターゲット IPの間にあるすべての分岐命令は処理されない。

これを次の図に示す。

この 16組の LBRレコードは、サンプリング・プロセスで特定の命令が偏って集計された

PEBSサンプルの結果の誤差の修正に役立つ。図 B-4に、PEBSサンプルの分布が偏ってい

る状態を示す。 

正常な実行のフローにおける基本ブロックの数について考える。基本ブロックには、実行

に 20サイクルと要するものもあれば、2サイクルのものもある。シャドウ処理は 10サイ

クルを要する。オーバーフロー条件が発生するたびに、補正された PEBS の遅延が少なく

とも 10サイクル発生する。PEBSが補正されると、次のイベント生成条件で PEBSレコー

ドが取得される。PEBSレコードを使用してサンプリングされた命令アドレスの分布は、図

B-4 の中央に示すように偏っている。この概念上の例では、すべての分岐がこれらの基本

ブロック内で処理されることを前提としている。

PEBSサンプルが偏って分布している状態では、最後の基本ブロックの分岐 IPは、最もサ

ンプリング数の少ない分岐 IPアドレス（2番目の基本ブロック）の 5倍も記録される。 

図 B-3  LBR レコードと基本ブロック

Branch_0

イベントカウントごとに、Target_0と Branch_1の間にあるすべての命令が 1回リタイアする。

Target_0

Target_1Branch_1

"LBR record"

イベントカウントごとに、Target_0と Branch_1の間にあるすべての基本ブロックが 1回実行される。

Target_0と Branch_1の間にあるすべての分岐命令は処理されない。

"To""From"
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この状況では、基本ブロックによってサンプルが取得されないように見えたり、非常に多

くのサンプルが何度も取得されたりする。この例では、各エントリーに 1/（LBRの軌道内

の基本ブロックの数）を上積みすることは、一番右のテーブル内の数字を 16で割ることで

ある。したがって、PEBS サンプルを直接発生させないものを含め、すべての基本ブロッ

クではるかに正確な実行回数（（1.25-> 1.0) * N）が得られる。

これは、インテル® Core™ 2 プロセッサーには、さまざまな方法で使用できる正確なリタ

イアした命令イベントが存在するためである。また、uops_retired、多様な SSE命令クラス、

FP アシスト用の正確なイベントもある。FP アシストイベントは、SSE FP 命令を含む FP

アシストではなく、x87 FPアシストだけを検出することに注意する。すべてのアシストの

検出については、パイプライン・フロントエンドの節で説明する。

リタイアした命令イベントには、特別な使用方法がある。分布は均一ではないが、各合計

は正しい。基本ブロック内のすべての命令で記録された値が平均化されていれば、一定の

基本ブロック実行回数を抽出できる。上記のカウント済みループ手法を適用できない場合

は、基本ブロック実行の比率を使用してループのトリップカウントを概算できる。

また、PEBS バージョン（汎用カウンター）のリタイアした命令イベントを使用すること

により、たとえ STI/CLIセマンティクスであっても、OSの実行を正確にプロファイルでき

る。これは、クリティカル・セクションの完了後に PEBS 割り込みが発生するが、データ

はすでに適切に収集されているためである。cmask値が非常に大きい値に設定され、invert

条件が適用されている場合、結果はすべて真であり、イベントはコア・サイクル（halted

および unhalted）をカウントする。

図 B-4 LBR レコードによる偏った PEBS サンプルの分布の修正
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その結果、サイクル数とリタイアした命令数の両方を正確にプロファイルできる。

UOPS_RETIRED.ANYイベントも正確であるが、これを使用してリング0の実行をプロファ

イルすることにより、実際に実行の表示精度を改善できる。この目的に利用できる正確な

イベントは、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの付録

A「Performance Monitoring Events」にあるイベントコードC0H、C2H、C7H、F7Hに示している。

B.2.3.5 コア・メモリー・アクセス・レイテンシーの測定

局所性に関連したパフォーマンスの問題やキャッシュ整合性の問題をドリルダウンする

には、パフォーマンス監視イベントを使用する必要がある。各プロセッサー・コアには、

L2ミスによるメモリー・アクセス・トラフィックの要求をバッファーに格納するためのエ

ントリーをアンコア・サブシステムに割り当てるスーパーキューがある。表 B-9に、L2ミ

スに関連したパフォーマンスの問題をドリルダウンできる、コア PMU 内で利用可能なさ

まざまなパフォーマンス・イベントを示す。

表 B-10に、スーパーキュー操作に関連したパフォーマンスの問題をドリルダウンできる、

コア PMU内で利用可能なさまざまなパフォーマンス・イベントを示す。

表 B-9 L2ミスをドリルダウンするためのコア PMUイベント

コア PMUイベント Umask イベントコード

OFFCORE_REQUESTS.DEMAND.READ_DATA1

注：

1. *DEMAND*イベントは、L1Dキャッシュ・ハードウェア・プリフェッチによって行われたすべての要求を含む。

01H B0H

OFFCORE_REQUESTS.DEMAND.READ_CODE1 02H B0H

OFFCORE_REQUESTS.DEMAND.RFO1 04H B0H

OFFCORE_REQUESTS.ANY.READ 08H B0H

OFFCORE_REQUESTS.ANY.RFO 10H B0H

OFFCORE_REQUESTS.UNCACHED_MEM 20H B0H

OFFCORE_REQUESTS.L1D.WRITEBACK 40H B0H

OFFCORE_REQUESTS.ANY 80H B0H

表 B-10 スーパーキュー操作のためのコア PMUイベント

コア PMUイベント Umask イベントコード

OFFCORE_REQUESTS_BUFFER_FULL 01H B2H

SQ_STALL 01H F6H
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また、L2ミスは、データ移動元属性と応答属性によってさらにドリルダウンできる。デー

タ移動元属性と応答属性を指定するためのマトリクスは、アドレス 1A6H で専用の MSR

OFFCORE_RSP_0を使用することによって実行する。表 B-11および表 B-12を参照のこと。

表 B-11 OFFCore応答をドリルダウンするためのコア PMUイベント 

コア PMUイベント OFFCORE_RSP_0 MSR Umask イベントコード

OFFCORE_RESPONSE 表 B-12を参照のこと。 01H B7H

表 B-12 OFFCORE_RSP_0 MSRのプログラミング

位置 説明 注記

要求タイプ 0 要求データ Rd = DCU読み出し（パー
シャル、DCUプリフェッチを含む）

1 要求 RFO = DCU RFO

2 要求 Ifetch = IFUフェッチ

3 ライトバック = L2_EVICT/DCUWB

4 PFデータ Rd = L2プリフェッチ読み出し

5 PF RFO= L2 プリフェッチ RFO

6 PF Ifetch= L2プリフェッチ命令フェッチ

7 その他 非テンポラルなストアを

含む

応答タイプ 8 L3_HIT_UNCORE_HIT 排他ライン

9 L3_HIT_OTHER_CORE_HIT_SNP クリーンなライン

10 L3_HIT_OTHER_CORE_HITM 変更されたライン

11 L3_MISS_REMOTE_HIT_SCRUB 複数のコアが使用

12 L3_MISS_REMOTE_FWD 1つのコアが使用するク
リーンなライン

13 L3_MISS_REMOTE_DRAM

14 L3_MISS_LOCAL_DRAM

15 Non-DRAM 非 DRAM要求
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表 B-12によれば、理論上は MSR_OFFCORE_RSP_0の設定の組み合わせが 2^16個許容さ

れる。しかし、8ビット値のサブセットを組み合わせて「要求タイプ」と「応答タイプ」を

指定する方がより効果的である。表 B-13に、より一般的な 8ビットマスク値を示す。 

B.2.3.6 コア単位帯域幅の測定 

個々のコアに対するすべてのメモリー・トラフィックの帯域幅を測定するのは複雑である

ため、コア PMUやアンコア PMUは、コアあたり帯域幅の重要な構成要素を測定する機能

を備えている。 

マイクロアーキテクチャー・レベルでは、（非テンポラルな書き込みにある程度類似した）

L2からからのライトバック /排出のための L3 のバッファリングが存在する。変更された

ラインを L2 から排出すると、ラインの L3 へのライトバックが発生する。L3 内のライン

は、（たとえメモリーに書き込まれるとしても）しばらくして L3から排出されるときにの

み書き込まれる。また、L3はアンコア・サブシステムの一部であり、コアの一部ではない。 

表 B-13 OFFCORE_RSP_0 MSRの一般的な要求タイプと応答タイプ 

要求タイプ マスク 応答タイプ マスク

ANY_DATA xx11H ANY_CACHE_DRAM 7FxxH

ANY_IFETCH xx44H ANY_DRAM 60xxH

ANY_REQUEST xxFFH ANY_L3_MISS F8xxH

ANY_RFO xx22H ANY_LOCATION FFxxH

CORE_WB xx08H IO 80xxH

DATA_IFETCH xx77H L3_HIT_NO_OTHER_CORE 01xxH

DATA_IN xx33H L3_OTHER_CORE_HIT 02xxH

DEMAND_DATA xx03H L3_OTHER_CORE_HITM 04xxH

DEMAND_DATA_RD xx01H LOCAL_CACHE 07xxH

DEMAND_IFETCH xx04H LOCAL_CACHE_DRAM 47xxH

DEMAND_RFO xx02H LOCAL_DRAM 40xxH

OTHER1

注：

1. MSR_OFFCORE_RSP_0 を値 4080H に設定すると、PMU が間違ったカウントを報告する場合がある。ローカル DRAM に対
する非テンポラルなストアはカウントに含められない。

xx80H REMOTE_CACHE 18xxH

PF_DATA xx30H REMOTE_CACHE_DRAM 38xxH

PF_DATA_RD xx10H REMOTE_CACHE_HIT 10xxH

PF_IFETCH xx40H REMOTE_CACHE_HITM 08xxH

PF_RFO xx20H REMOTE-DRAM 20xxH

PREFETCH xx70H
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変更されたラインの L3からの排出によるメモリーへのライトバックは、アンコア PMUロ

ジック内の個々のコアに関連付けることができない。その結果、すべてのコアの書き込み

の総帯域幅をアンコア PMU 内のイベントによって測定できない。読み出しの帯域幅と非

テンポラルな書き込みの帯域幅は、コア単位で測定できる。2 つの物理プロセッサーが搭

載されたシステムでは、メモリー帯域幅の NUMA 特性により、これらの 2 つの構成要素

の測定値をソケット単位でコアの帯域幅に分割する必要がある。 

ソケット単位の読み出しの帯域幅は次のイベントによって測定できる。

OFFCORE_RESPONSE_0.DATA_IFETCH.L3_MISS_LOCAL_DRAM

OFFCORE_RESPONSE_0.DATA_IFETCH.L3_MISS_REMOTE_DRAM

すべてのソケットに対する読み出しの総帯域幅は次のイベントによって測定できる。

OFFCORE_RESPONSE_0.DATA_IFETCH.ANY_DRAM

非テンポラルなストアのソケット単位の帯域幅は次のイベントによって測定できる。

OFFCORE_RESPONSE_0.OTHER.L3_MISS_LOCAL_CACHE_DRAM

OFFCORE_RESPONSE_0.OTHER.L3_MISS_REMOTE_DRAM

非テンポラルなストアの総帯域幅は次のイベントによって測定できる。

OFFCORE_RESPONSE_0.OTHER.ANY.CACHE_DRAM

"CACHE_DRAM"エンコーディングを使用すると、表 B-13の脚注に記載した不具合を回避

できる。上記のイベントはいずれも、変更されたキャッシュ可能ラインのライトバックに

関連する帯域幅は含まない。

B.2.3.7 キャッシュミスに関するその他の L1/L2イベント

OFFCORE_RESPONSE_0イベントおよび後述する PEBSに加えて、同様に使用できるその

他のイベントがある。また、offcore_response_0 イベントコードはカウンター 0 だけでサ

ポートされるため、offcore_response_0イベントを補助するために使用できる追加のイベン

トも用意されている。 

ただし、アーキテクチャー上で定義されたイベント LONGEST_LAT_CACHE_ACCESS を

使用して L2 ミスをカウントすることもできる。これは、このイベントが L1D/L2 ハード

ウェア・プリフェッチによる要求も含んでいるため、その有用性が限定される。前述の

OFFCORE_REQUESTSイベントに加えて、一部の L2アクセス・イベントは、L2アクセス

と L2 ミスの両方をタイプ別にドリルダウンするために使用できる。L2_RQSTS イベント

と L2_DATA_RQSTSイベントは、分類されたアクセス型を識別するために使用できる。す

べての L2アクセスイベントにおいて、PREFETCHの指定は L2ハードウェア・プリフェッ

チだけを表す。DEMAND の指定は、L1D ハードウェア・プリフェッチによるロードおよ

び要求を含む。

L2_LINES_IN イベントと L2_LINES_OUT イベントは、インテル® Core™ 2 プロセッサー

の同等のイベントとは少し異なる。L2_LINES_OUTイベントは、現在は、クリーンおよび

ダーティーで排出されたラインを分解し（すなわち、ライトバック）、それらが L1D 要求

または L2 ハードウェア・プリフェッチによって排出されたかどうかを判断するために使

用できる。
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イベント L2_TRANSACTIONSは、L2との相互作用をすべてカウントする。

書き込みとロックされた書き込みは、複合イベント L2_WRITEでカウントされる。

L2_RQSTS、L2_DATA_RQSTS、L2_LINES_IN、L2_LINES_OUT、L2_TRANSACTIONS、

L2_WRITE の多数の派生イベントの詳細は、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software

Developer’s Manual, Volume 3B の付録 A「Performance Monitoring Events」にあるイベント

コード 24H、26H、F1H、F2H、F0H、27Hに示している。

B.2.3.8 TLBミス

2 番目に数が多いメモリーアクセス遅延は、リニアアドレスから物理アドレスへの変換が

TLB内の限られたエントリーでマッピングされていることに関連している。第 1レベルの

TLBでのミスは、通常はアウトオブオーダー（OOO）実行とコンパイラーのスケジューリ

ングによって隠蔽できる非常に小さなペナルティーである。共有状態の TLBでミスが発生

するとページウォークが呼び出されるが、このペナルティーは実行時に顕著になる可能性

がある。 

この（非 PEBS）TLBミスイベントは、次の 3つに分類できる。 

• DTLBミス（DTLB_MISSES）およびその派生イベントは、イベントコード 49Hでプロ

グラムされる。 

• ロードDTLBミス(DTLB_LOAD_MISSES)およびその派生イベントは、イベントコード

08Hでプログラムされる。

• ITLBミス (ITLB_MISSES)およびその派生イベントは、イベントコード85Hでプログラ

ムされる。 

ストア DTLB ミスは、DTLB ミスとロード DTLB ミスの差から評価できる。それぞれに、

umask 値でプログラムされた多数のサブイベントがある。上記のイベントの多数の派生イ

ベントの Umask に関する詳細は、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s

Manual, Volume 3Bの付録 A「Performance Monitoring Events」に示している。

B.2.3.9 L1データキャッシュ

L1データキャッシュ操作の分析に使用できる PMUイベントがある。これらのイベントは、

4つの汎用カウンターのうちの最初の 2つ（すなわち、IA32_PMC0と IA32_PMC1）によっ

てのみカウントできる。ほとんどの L1Dイベントは自明である。

L1Dの参照総数は、L1D_ALL_REFによってカウントできるが、キャッシュ可能な参照の

み、またはすべての参照をカウントできる。キャッシュ可能な参照は、L1D_CACHE_LOAD

および L1D_CACHE.STORE によってロードおよびストアに分割できる。これらのイベン

トは、それぞれの Umask値によってさらに MESIステート別に細分されるが、Iステート

参照はキャッシュミスを示す。 

L1D内で変更されたラインが排出されると、L2へのライトバックが発生する。これらは、

L1D_WB_L2イベントによってカウントされる。これらは、umask値により、L2における

ラインのバージョンのMESIステート別に分解される。

ロックされた参照もまた、L1D_CACHE_LOCKイベントによってカウントできる。この場

合も、L1DにおけるラインのMESステート別に分類される。
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L1Dに取り込まれるラインの総数、つまりMステートに達した数と、スヌープを受信した

ために排出される変更済みラインの数は、L1Dイベントおよびその Umaskのバリエーショ

ンによってカウントされる。

L1Dイベントは、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの

付録 A「Performance Monitoring Events」にあるイベントコード 28H、40H、41H、42H、43H、

48H、4EH、51H、52H、53H、80H、83Hに示されている。

ロードをアクティブなストアバッファーから転送できないケースがいくつかある。これ

は、主に大きなロードがより小さなストアにオーバーラップしていることに関係してい

る。この状況がいつ発生したかを検出するイベントはない。また、「フォルス・ストア・

フォワーディング」と呼ばれるケースでは、アドレスの下位 12ビットだけが一致する。こ

れは、4K エイリアシングと呼ばれることがある。これは、イベントコード 07H と Umask

01Hを持つイベント「PARTIAL_ADDRESS_ALIAS」によって検出できる。

B.2.4 フロントエンドの監視イベント

分岐予測ミスの影響は、コードの変更や拡張インライン展開によって排除できる可能性が

ある。その他のほとんどのフロントエンドのパフォーマンス低下は、コードの生成時に対

処する必要がある。ほとんどの場合、このような問題の分析はコンパイラー開発者にとっ

て役立つ。

B.2.4.1 分岐の予測ミス

B.2.3.3節で PEBSに関連して説明したリタイアした分岐イベントに加えて、分岐の予測ミ

ス機能は、LBR を使用して分岐先の分岐ロケーションと、PEBS バッファー内に取得され

るターゲット・ロケーションを特定するように拡張されている。その使用方法は別として、

分岐予測に関連するその他の多くの PMUイベント（イベントコード E6、E5、E0、68、69）

は、パフォーマンス・チューニングよりもハードウェア設計に関連している。 

分岐予測は、それ自体はパフォーマンスのボトルネックの指標ではない。これは、ディス

パッチのストールおよび命令スタベーション条件（UOPS_ISSUED:C1:I1 – 

RESOURCE_STALLS.ANY）に関連している必要がある。このようなストールは、命令

キャッシュミスや ITLBミスに関連付けられている可能性がある。このような問題には、正

確な ITLBミスイベントが役立つ可能性がある。命令キャッシュ・ミスイベントと ITLBミ

スイベントは、イベントコード 80H、81H、82H、85H、AEHに示している。

B.2.4.2 フロントエンドのコード生成指標

残りのフロントエンド・イベントは、ほとんどの場合、コード生成の詳細がアウトオブ

オーダー（OOO）エンジンに対する命令のデコードおよびマイクロオペレーション（µOP）

の発行の問題と適切に相互作用しない状況を特定する際に役立つ。例としては、レングス

変更プリフィクスに関連する 16 ビット即値の使用、ROB 読み出しポートのストール、命

令アライメントとループ検出の干渉、命令をデコードする帯域幅の制約の問題がある。LSD

（Loop Stream Detector)の動作は、CMASK値を使用して信号監視動作に関して監視される。
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これらのイベントのうちのいくつかは、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s

Manual, Volume 3B の付録 A「Performance Monitoring Events」にあるイベントコード 17H、

18H、1EH、1FH、87H、A6H、A8H、D0H、D2Hに示されている。

一部の命令（FSIN、FCOS、その他の超越関数命令）は、MSROM の助けを借りてデコー

ドされる。複雑なマイクロオペレーション（µOP）フローをデコードするために MSROM

の助けを借りる必要がある命令が頻繁に発生することがある。これは、そのような発生を

減らすための命令選択を改善する可能性を示す。UOPS_DECODED.MS イベントは、命令

選択の改善によるメリットが得られる可能性があるコード領域を特定するために使用で

きる。

その他の状況として、デノーマル FP 値や QNaN など非正規の FP 値に対して起動される

FPアシストによっても、このイベントがトリガーされる可能性がある。そのような場合の

ペナルティーは、基本的に、アシストに必要なマイクロオペレーション（µOP）と、適切

な状態を確保するために必要なパイプラインのクリアーである。

結果として、この状況は、MACHINE_CLEAR.CYCLES による非常にクリアーなシグネ

チャーとマイクロコード・シーケンサー UOPS_DECODED.MSによって挿入されるマイク

ロオペレーション（µOP）を持つ。実行ペナルティーは、この 2 つの和である。これらの

イベントコードは、D1Hおよび C3Hに示されている。

B.2.5 アンコアのパフォーマンス監視イベント

アンコア・サブシステムには、図 B-1の図に示した L3、IMC、インテル® QPIの各ユニッ

トが含まれる。アンコア・サブシステム内のアンコア PMUは、8つの汎用カウンターと 1

つの固定カウンターで構成される。アンコア内の固定カウンターは、コアとは異なる周波

数で動作するアンコア・クロック・ドメインにおいてunhaltedクロックサイクルを監視する。 

アンコアは、PMI 割り込みを単独で生成できない。コア PMU が論理プロセッサー単位で

コアMPUを発生させるのに対して、アンコア PMUは、プロセッサー・コア内の割り込み

ハードウェアを使用してコア単位で PMIを発生できる。アンコアのカウンターがオーバー

フローすると、どのコアに信号を送信して PMIを発生させる必要があるかがビットパター

ンで示される。アンコア PMU は、カウンターがオーバーフローしたイベントを発生させ

たコア、プロセッサー ID、またはスレッド ID を認識できない。したがって、アンコアイ

ベントのサンプリングを行うための最も合理的な手法は、パッケージ内のすべての論理プ

ロセッサーで PMIを発生させることである。

キューの占有と挿入を監視するさまざまなイベントがある。そのほかに、キャッシュライ

ン転送、DRAMページングポリシーの統計情報、スヌープのタイプ /応答などをカウント

するイベントもある。アンコアは、メモリーに対する総帯域幅を測定できる唯一の場所で

ある。これについては、アンコアのすべての構成要素およびそのイベントを示した後で明

確に説明する。
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B.2.5.1 グローバルキューの占有 

各プロセッサー・コアは、L2ミスによるメモリー・アクセス・トラフィックの要求をバッ

ファーに格納するスーパーキューを持つ。アンコアは、これらのプロセッサー・コアから

のトランザクション要求を処理するためのグローバルキューを持ち、L3、IMC、またはイ

ンテル® QPIの各リンクから到達したデータ・トラフィックをバッファーに格納する。

グローバルキュー (GQ) 内には、3 つのトランザクション・タイプに対応する次の 3 つの

「トラッカー」がある。

• パッケージ上の読み出し要求：このトラッカーキューには 32個のエントリーがある。

• パッケージ上の書き込み要求：このトラッカーキューには 16個のエントリーがある。

• 「ピア」から到達した要求：このトラッカーキューには 12個のエントリーがある。 

「ピア」は、インテル® QuickPathインターコネクトからの任意の要求を表す。 

3 つのトラッカーすべてについて、占有、挿入、一杯になっているサイクル、空でないサ

イクルを監視できる。また、ロード要求が一連のステージを通過する際に、各ステージに

関連する占有と挿入を監視できる。これにより、ロードによるアンコア・メモリー・アク

セスの "サイクル・アカウンティング "分解が可能になる。

アンコア・カウンターがキューの占有率を監視する場合は、すべてのアンコアキューにつ

いて、まずキューを空にする必要がある。これは、バスロックを発行するソフトウェア・

ツールのドライバーによって行う。この操作は、カウンターを最初にプログラムするとき

にのみ行う必要がある。それ以降、カウンターはキューの状態を正しく反映するため、（例

えば、別のバスロックが発行されることなく）サンプリングが繰り返し実行される。

GQの割り当て（UNC_GQ_ALLOC）および GQのトラッカー占有

（UNC_GQ_TRACKER_OCCUP）を監視するアンコアイベントは、Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの付録A「Performance Monitoring Events」

にあるイベントコード 03Hおよび 02Hに示されている。この 3つのトラッカーの選択は、

Umask値で指定する。これらの導関数イベントのニーモニックでは、読み出しトラッカー

を表す「RT」、書き込みトラッカーを表す「WT」、ピア・プローブ・トラッカーを表す

「PPT」という表記を使用する。

データが供給された直後に占有が停止する場合は、キューの占有の平均継続期間によってレ

イテンシーを測定できる。したがって、UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.X/UNC_GQ_ALLOC.X

の比率によってキューの占有の平均継続期間を測定できる。ここで、「X」は特定の Umask

値を表す。読み出しトラッカーの総占有期間は、次の式によって測定される。 

総読み出し期間 = UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT/UNC_GQ_ALLOC.RT

この期間は余分なブックキーピングとクリアーの時間を含むため、データ供給のレイテン

シーよりも長い。次の測定値について考える。 

LLC応答のレイテンシー = UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_TO_LLC_RESP / 

UNC_GQ_ALLOC.RT_TO_LLC_RESP

これは基本的に定数である。スヌープの合計時間を含んでおらず、変更されたラインを別

のコアから取得する（例えば、L3のスキャン時間のみと、変更されたラインがこのソケッ

ト内に存在するかどうかを確認する）。
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L3ヒットの合計レイテンシーは、次の 3つの加重平均である。

• 要求を行ったコアによってのみラインが使用された単純なヒットのレイテンシー

• 複数のコアによるクリーンなラインへのアクセスに関するレイテンシー

• 複数のコアによってアクセスされたダーティーなラインへのアクセスに関するレイテ

ンシー 

ロードに関するこの 3つの L3ヒットの構成要素は、OFFCORE_RESPONSEの派生イベン

トを使用して分解できる。

• OFFCORE_RESPONSE_0.DEMAND_DATA.L3_HIT_NO_OTHER_CORE,

• OFFCORE_RESPONSE_0.DEMAND_DATA.L3_HIT_OTHER_CORE_HIT,

• OFFCORE_RESPONSE_0.DEMAND_DATA.L3_HIT_OTHER_CORE_HITM.

OFFCORE_RESPONSE_0.DEMAND_DATA.LOCAL_CACHEイベントは、レイテンシーを取

得するための分母として使用する必要がある。個々のレイテンシーはマイクロベンチマー

クによって測定する必要があったが、帯域幅のローディングの影響が含まれるため、正確

なレイテンシー・イベントを使用する方がはるかに効果的である。

L3ミス構成要素は次の 3つの加重平均である。

• 別のソケット上のキャッシュにおける L3ヒットのレイテンシー（前の段落で説明）

• ローカル DRAMに対するレイテンシー

• リモート DRAMに対するレイテンシー 

ローカル DRAMアクセスとリモート・ソケット・アクセスは、より多くのアンコアイベン

トによって分解できる。これについては、本書で後述する。

ミスからフィルまでのレイテンシー = UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_LLC_MISS /

UNC_GQ_ALLOC.RT_LLC_MISS

*RTID*ニーモニックに関連する Umask値を使用するアンコアの GQイベントにより、GQ

と QHL 間の通信に関連するミスからフィルまでのレイテンシーのサブ・コンポーネント

の監視が可能になる。

上記の 3つのトラッカーが空でない（エントリーが 1つ以上ある）または一杯でない場合

にサイクルを監視するアンコア PMUイベントがある。これらのイベントは、Intel® 64 and

IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの付録 A「Performance Monitoring

Events」にあるイベントコード 00Hおよび 01Hに示されている。

一般に、アンコア PMU は特定のイベント条件を発生させるプロセッサー・コアを区別し

ないため、レイテンシーをキューの平均占有率で割ることによってペナルティーを判定す

る手法はアンコアには機能しない。異なるコアのエントリーがオーバーラップしていても

ペナルティーはオーバーラップしないため、ストールサイクルは減少しない。各コアは、

単独でフル・レイテンシーの影響を受ける。 

コア単位で修正を評価するためには、サイクル数を取得する必要がある。これは、目的の

コアからのエントリーである。そのためには、*NOT_EMPTY_CORE_Nタイプのイベント

が必要になるが、そのようなイベントはない。したがって、サイクルを分解する際に、フ
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ル・レイテンシーを使用してペナルティーを概算する必要がある。前述のように、個々の

サンプルのレイテンシーとともにデータソースも収集されるため、最善の方法は PEBS レ

イテンシー・イベントを使用することである。

前述の読み出しトラッカーの個々の構成要素もまた、cmask値を 1または 32に設定し、そ

れを関連する RT 占有イベントに適用することにより、ビジーまたはフルとして監視でき

る。

B.2.5.2 グローバル・キュー・ポート・イベント

GQ データバッファーのトラフィックは、個別のポートを経由して異なるサブシステムに

出入りするフローを制御する。

• コア・トラフィック：2つのポートでデータ・トラフィックを処理する。各ポートは、

1組のプロセッサー・コア専用に使用される。

• L3トラフィック：1つのポートで L3データ・トラフィックを処理する。

• インテル® QPIトラフィック：1つのポートで QPIロジックへのトラフィックを処理す

る。

• IMCトラフィック：1つのポートで統合型メモリー・コントローラーへのデータ・トラ

フィックを処理する。

L3トラフィックおよびコア・トラフィック用ポートは、サイクルあたり一定のビットを転

送する。ただし、インテル ® QuickPath インターコネクト・プロトコルでは、インテル ®

QPI および IMC 読み出しポート上で 8/16 バイトのいずれかでデータが転送される。した

がって、このイベントはデータ転送および総帯域幅を測定するために使用できない。

トラフィックのフローを区別できるアンコア PMU イベントは、Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの付録A「Performance Monitoring Events」

にあるイベントコード 04Hおよび 05Hに示されている。

表 B-14 占有サイクルのアンコア PMU イベント

アンコア PMUイベント Cmask Umask イベントコード

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_L3_MISS_FULL 32 02H 02H

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_TO_L3_RESP_FULL 32 04H 02H

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_TO_RTID_ACCQUIRED_
FULL

32 08H 02H

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_L3_MISS_BUSY 1 02H 02H

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_TO_L3_RESP_BUSY 1 04H 02H

UNC_GQ_TRACKER_OCCUP.RT_TO_RTID_ACCQUIRED_
BUSY

1 08H 02H
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B.2.5.3 グローバル・キュー・スヌープ・イベント 

コアから、あるいはリモートパッケージまたは I/O ハブからのキャッシュライン要求は、

GQ によって処理される。いずれかのコアからのキャッシュライン要求をアンコアが受信

すると、GQはまず L3をチェックして、ラインがパッケージ上に存在するかどうかを確認

する。L3は包括的であるため、この回答は迅速に確認できる。ラインが L3に存在し、要

求元のコアによって所有されていれば、データは L3 からコアに直接返される。ラインが

複数のコアによって所有されていれば、GQ はほかのコアをスヌープして、変更されたコ

ピーが存在するかどうかを確認する。存在する場合は、L3が更新され、ラインが要求元の

コアに送信される。

L3 ミスが発生している場合、GQ は、要求をラインのローカル・メモリー・コントロー

ラーに（またはインテル® QPIリンク経由で）送信する必要がある。データがリモート L3

に存在する場合またはローカル DRAMに存在しない場合、要求は、インテル® QPI経由で

リモート L3（またはリモート DRAM）に送信される必要がある。各物理パッケージは独

自のローカルの統合型メモリー・コントローラーを持つため、GQ は、要求されたキャッ

シュラインの「ホーム」ロケーションを物理アドレスから特定する必要がある。ホームが

ローカルパッケージ上にあることがアドレスから特定されると、GQ は、ローカル・メモ

リー・コントローラーに対して同時要求を行う。ホームがリモートパッケージに属してい

ることが特定されると、インテル® QPI経由で送信された要求はリモート IMCにアクセス

する。

GQ は、インテル ® QuickPath インターコネクトからのキャッシュライン要求に対するス

ヌープ応答を処理する。このスヌープ・トラフィックは、ピア・プローブ・トラッカー内

のキューエントリーに対応する。

スヌープ応答は、ローカルにホームに返されたデータの要求とリモートでホームに返され

たデータの要求に分けられる。ラインが変更された状態であり、GQ が読み出し要求に応

答している場合は、ラインはメモリーにライトバックされる必要がある。ラインは再び変

更されるため、RFOへの応答は無駄な作業であると考えられる。このため、RFOについて

は、ライトバックは実行されない。

アンコア PMUによって監視可能なローカル・ホーム・イベントのスヌープ応答は、Intel®

64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B の付録 A「Performance

Monitoring Events」にあるイベントコード 06H に示されている。リモート・ホーム・イベ

ントのスヌープ応答は、イベントコード 07Hに示されている。

いくつかの関連イベントは、ほかのキャッシュ・エージェント（プロセッサーまたは IOH）

からのスヌープに応答して、MESI遷移をカウントする。これらの一部はMSRのプログラ

ミングに依存しているが、MSRは 1つしかないため、一度に 1つずつしか測定できない。

インテル® パフォーマンス・ツールは、これらのイベントを 1つの汎用アンコア・カウン

ターに制限することにより、これを正しくスケジュールする。

B.2.5.4 L3イベント

L3ヒットおよび L3ミスの数は GQトラッカー割り当てイベントから決定できるが、いく

つかのアンコア PMU イベントの方が簡単に使用できる。これらは、Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3Bの付録A「Performance Monitoring Events」

にあるアンコア・イベント・リストのイベントコード 08Hおよび 09Hに示されている。 
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割り当てられたラインと犠牲となったラインの MESI ステートの分解は、イベントコード

0AHおよび 0BHを使用して、アンコアで LINES_IN、LINES_OUTイベントで監視するこ

ともできる。詳細は、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 3B

の付録 A「Performance Monitoring Events」に示す。

B.2.6 インテル®
 QuickPath インターコネクトのホームロジック

（QHL）

データが L3をミスし、アンコアの GQによってトランザクション要求が送信されると、イ

ンテル® QPIファブリックは、ローカル DRAMコントローラーから、または別の物理パッ

ケージ内のリモートDRAMコントローラーからの要求を満たす。GQは、要求されたキャッ

シュラインの「ホーム」ロケーションを物理アドレスから特定する必要がある。ホームが

ローカルパッケージ上にあることがアドレスから特定されると、GQ は、ローカル・メモ

リー・コントローラー、統合型メモリー・コントローラー（IMC）に対して同時要求を行

う。ホームがリモートパッケージに属していることが特定されると、要求は、まずインテ

ル® QPIに送信されてから、リモート IMCにアクセスする。

インテル® QPI ロジックと IMC は、アンコア・サブシステム内の異なるユニットである。

インテル ® QPI ロジックは、「キャッシュ・エージェント」および「ホーム・エージェン

ト」の概念を使用して、ローカル IMCとリモート IMC を識別する。具体的には、インテ

ル® QPIプロトコルにより、各ソケットが「キャッシュ・エージェント」と「ホーム・エー

ジェント」のどちらを持っているかが考慮される。

• キャッシュ・エージェントはアンコアの GQおよび L3である（存在する場合は、IOH）。

• ホーム・エージェントは IMCである。

L3ミスにより、すべてのキャッシュ・エージェントおよびホーム・エージェントのライン

が（場所に関係なく）同時に照会される。

要求されたラインを別のソースがより迅速に供給できる場合は、QHL要求に優先する可能

性がある。パッケージ要求によりローカルのホームに返されたラインに対する L3ミスは、

同時に QHLとインテル® QPIに向けられる。リモートのキャッシュ・エージェントがライ

ンを最初に供給した場合は、その QHL への要求に対して、トランザクションが完了した

ことを示す信号が送信される。リモートのキャッシュ・エージェントが読み出し要求に応

答して、変更されたラインを返す場合は、そのラインの新しいバージョンをライトバック

することによって DRAMのデータを更新する必要がある。

インテル® QPIが、ローカルのホームに返されたラインに対するスヌープ要求をGQとQHL

の両方に同時に送信する場合にも、同様の制御信号のフローがある。このラインを L3 が

持つ場合は、L3/GQによってトランザクションが完了したことを QHLに示す必要がある。

L3（またはコア）内のラインが変更され、リモートパッケージからのスヌープ要求がロー

ドに関するものである場合、QHLは、ライトバックを完了し、そのラインをインテル® QPI

に転送することによってトランザクションを完了する必要がある。

アンコア PMUは、QHLのオペコード一致機能を使用することにより、アンコアでこのよ

うなキャッシュライン・アクセスとライトバックのトラフィックを監視するためのイベン

トを提供する。オペコード一致機能については、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software
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Developer’s Manual, Volume 3B の第 A 章「Performance Monitoring」で説明している。オペ

コード比較機能を使用するアンコア PMUイベントは、イベントコード 35Hに示されてい

る。表 B-15に、QHLオペコード比較機能をプログラムするためのより有用な設定を示す。

上記の定義済みのオペコード比較機能のエンコーディングは、HITM アクセスを監視する

ために使用できる。これは、HITM 転送を要求するコードのプロファイリングを許可する

唯一のイベントである。

図 B-5～図 B-12に、キャッシュラインのローカルホームおよびリモートキャッシュにおけ

るMESIステートのさまざまな組み合わせで、L3ミスの発生後のデータ読み出しおよび所

有権読み出し（RFO）に関連する一連のインテル® QPI プロトコル交換を示す。データが

リモート L3に存在する場合でもリモート QHLから送信されるケースに特に注意する。こ

れらは、Mステートのラインを持つリモート L3による読み出しデータである。

表 B-15 一般的な QHL オペコード比較機能のプログラミング

ロード・レイテンシーの正確なイベント MSR 0x396 Umask イベント

コード

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.IOH.NONE 0 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.IOH.RSPFWDI 40001900_00000000 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.IOH.RSPFWDS 40001A00_00000000 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.IOH.RSPIWB 40001D00_00000000 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.REMOTE.NONE 0 2H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.REMOTE.RSPFWDI 40001900_00000000 2H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.REMOTE.RSPFWDS 40001A00_00000000 2H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.REMOTE.RSPIWB 40001D00_00000000 2H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.LOCAL.NONE 0 4H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.LOCAL.RSPFWDI 40001900_00000000 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.LOCAL.RSPFWDS 40001A00_00000000 1H 35H

UNC_ADDR_OPCODE_MATCH.LOCAL.RSPIWB 40001D00_00000000 1H 35H
B-34　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



図 B-5 ローカルホームに対する LLC ミス発生後の RdData 要求（CLEAN 応答）

図 B-6 リモートホームに対する LLC ミス発生後の RdData 要求（CLEAN 応答）
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図 B-7 リモートホームに対する LLC ミス発生後の RdData 要求（HITM 応答）

図 B-8 ローカルホームに対する LLC ミス発生後の RdData 要求（HITM 応答）
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図 B-9 ローカルホームに対する LLC ミス発生後の RdData 要求（HIT 応答）

図 B-10 リモートホームに対する LLC ミス発生後の RdInvOwn 要求（CLEAN 応答）
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ラインは、ローカル / リモートのいずれで「ホームに返された」かに関係なく、発生元の

GQがラインを受信する前に DRAMにライトバックされる必要がある。このため、ライン

は常に QHL から送信されたように見える。RFO では、この処理を行わない。しかし、リ

図 B-11 リモートホームに対する LLC ミス発生後の RdInvOwn 要求（HITM 応答）

図 B-12 ローカルホームに対する LLC ミス発生後の RdInvOwn 要求（HIT 応答）
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モートの RFO（SnpInvOwn）に応答しており、ラインが Sまたは Fステートである場合は、

キャッシュラインが無効化され、ラインが QHL から送信される。問題は、データソース

がそれほど明白でない場合があるという点である。

B.2.7 アンコアからの帯域幅の測定

読み出しの帯域幅は、OFFCORE_RESPONSE_0.DATA_IN.LOCAL_DRAMや

OFFCORE_RESPONSE_0.DATA_IN.REMOTE_DRAMなどのイベントを使用して、コア単位

で測定できる。総帯域幅には書き込みが含まれるが、ほとんどの場合、これらは L3 にお

ける変更されたラインの排出によって発生するため、コアから監視できない。したがって、

あるコアによって使用され、変更されたラインは、無関係のタスクを実行している別のコ

アの書き込みによって排出される際に DRAMにライトバックされる可能性がある。アンコ

アでは、変更されたキャッシュラインおよび（例えば、非テンポラルなストリーミング・

ストアによって書き込まれた）キャッシュ不可ラインのライトバックは異なる方法で処理

され、ライトバックによってさまざまなイベントが多様な方法でカウントアップされる。

DRAM に書き込まれたフルラインはすべて、UNC_IMC_WRITES.FULL.* イベントによっ

てカウントされる。これは、変更されたキャッシュラインのライトバックと（例えば、非

テンポラルな SSEストア命令によって生成された）キャッシュ不可ラインの書き込みを含

む。リモートソケッからのキャッシュ不可ラインの書き込みは、

UNC_QHL_REQUESTS.REMOTE_WRITESによってカウントされる。ローカルコアからの

キャッシュ不可ラインのライトバックは、UNC_QHL_REQUESTS.LOCAL_WRITESによっ

てカウントされない。このイベントは、ローカルにキャッシュされたラインのライトバッ

クだけをカウントするためである。

UNC_IMC_NORMAL_READS.*イベントは読み込みだけをカウントする。

UNC_QHL_REQUESTS.LOCAL_READSとUNC_QHL_REQUESTS.REMOTE_READSは、読

み出しと「InvtoE」トランザクションをカウントする。これらは、キャッシュ不可の書き

込み（USWC/UCの書き込みなど）に対して発行される。これにより、

UNC_QHL_REQUESTS.LOCAL_READS + 

UNC_QHL_REQUESTS.REMOTE_READS - UNC_IMC_NORMAL_READS.ANYの差を計算

することによってキャッシュ不可の書き込みを評価できる。

帯域幅の評価に役立つアンコア PMUイベントは、Intel® 64 and IA-32 Architectures Software

Developer’s Manual, Volume 3B の付録 A「Performance Monitoring Events」にあるイベント

コード 20H、2CH、2FHに示されている。
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B.3 インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge
のパフォーマンス・チューニング手法

ここでは、パフォーマンス監視イベントを使用したさまざまなパフォーマンス・チューニ

ング手法について説明する。一般的に、一部の手法はほかのマイクロアーキテクチャーに

応用できるが、ほとんどのパフォーマンス・イベントはインテル ® マイクロアーキテク

チャー Sandy Bridgeに固有である。 

B.3.1 パフォーマンスのボトルネックとソース・ロケーションの関

連付け

パフォーマンス分析ツールは、イベントをサンプリングして命令ポインターアドレスの

ホットスポットを特定することにより、潜在的なパフォーマンスのボトルネックのコード

領域を識別できるようにする。 

このサンプリング手法では、パフォーマンス・カウンターのオーバーフロー条件から生成

されるパフォーマンス監視割り込み（PMI）に応答するサービスルーチンが必要になる。

イベント生成条件のパフォーマンス監視イベントの検出と命令ポインターアドレスの間

にはある程度のずれが存在する。これは、「スキッド」と呼ばれる。言い換えれば、イベ

ントスキッドは、問題を発生させた命令とイベントがタグ付けされている命令間の距離で

ある。一般的に注意すべき点がいくつかある。

• 正確なイベントは、リタイアした次の IPに対して、定義された 1 IPのイベントスキッ

ドを持つ。違反した命令が分岐である場合、このイベントは分岐ターゲットでタグ付

けされており、分岐命令から分離できる。このため、正確なイベントを使用したサン

プリングでは、ボトルネックのコード領域を正確に特定する際のノイズが減少する可

能性が高い。

• 一般に、パフォーマンス・イベントを使用する場合、イベント生成条件がパフォーマ

ンスに与える影響が大きいほどスキッドは短くなるが、その逆も同様である。次の例

は、この規則を説明している。

— ストア・フォワーディング・ブロックの問題は、10サイクルを超える遅延を引

き起こす可能性がある。ストア・フォワーディング・ブロック・イベントをサ

ンプリングすると、ほとんどの場合、ブロックされたロードの後に続く 2つの

IPにタグ付けされる。 

— 反対に、正常に転送されたロードをサンプリングすると、スキッドが長くなる

ため、パフォーマンス・チューニングにはあまり役立たない。 

• スキッドは、イベント生成条件が命令のリタイアメントに近いほど短くなる。パイプ

ラインのフロントエンドにあるイベントは、実行時またはリタイア時に処理されるイ

ベントよりも、原因となっている IPから離れた IPにタグ付けされる傾向がある。 

• イベント CPU_CLK_UNHALTED.THREADによってカウントされたサイクルは、パイ

プライン内のより大きなボトルネックの後の IPに対して、より大きなカウントをタグ

付けすることがよくある。1つの IPに対してサイクル数が累積されていれば、おそら

く直前の IPで命令のボトルネックが発生している。 
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• フロントエンドで発生している低コストの問題の原因を判定することは非常に困難で

ある。フロントエンドのイベントは、問題を発生させている実際の命令の直前の IPま

でスキッドする可能性がある。

B.3.2 マイクロアーキテクチャーのパイプライン内のストールの特

定

パイプラインのどの部分がストールしているかを判定するには、フロントエンドによって

供給されたマイクロオペレーション（µOP）をキューに格納し、アウトオブオーダー・バッ

クエンド（2.1.1節を参照）を供給するバッファーを調べる必要がある。このバッファーは、

マイクロオペレーション（µOP）キューと呼ばれる。マイクロオペレーション（µOP）キュー

に関連する、次の 4種類のストールがある。

• フロントエンドのストール：パイプラインのバックエンドがマイクロオペレーション

（µOP）を要求しているときに、フロントエンドが 1サイクルあたり 4個未満のマイク

ロオペレーション（µOP）を供給している。このようなストールが発生すると、アウ

トオブオーダー（OOO）エンジンのリネーム / 割り当て部分が待機状態になる。この

ため、実行はフロントエンド制約があると言われる。

• バックエンドのストール：パイプラインのバックエンドに追加のマイクロオペレー

ション（µOP）を受け入れるために必要なリソースが不足しているため、マイクロオ

ペレーション（µOP）キューからマイクロオペレーション（µOP）が供給されていな

い。このようなストールが発生する場合、実行はバックエンド制約があるといわれる。

• バッド・スペキュレーション：正常にリタイアしない命令のスペキュレーティブ・エ

グゼキューションをパイプラインが実行する。最もよくあるケースは、パイプライン

が分岐ターゲットを予測する場合の分岐予測ミスである。これは、分岐の実行を待機

する代わりに、パイプラインを一杯の状態で維持するために行われる。プロセッサー

の予測が間違っている場合は、推測された命令をリタイアせずに、パイプラインをフ

ラッシュする必要がある。

• リタイア：最終的にリタイアするマイクロオペレーション（µOP）をマイクロオペレー

ション（µOP）キューが供給する。一般的には、マイクロオペレーション（µOP）は

プログラムコードで発生する。ただし、マイクロコード・シーケンサーがマイクロオ

ペレーション（µOP）を生成してパイプライン内の問題を処理するアシストは例外で

ある。
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次の図は、実行機会を論理的に分割する方法を示す。

次の数式をインテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridge のコア PMU パフォーマン

ス・イベントとともに使用すると、各カテゴリーに要する実行スロットの量を概算できる。

%FE_Bound = 

100 * (IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CORE / N ) ; 

%Bad_Speculation = 

100 * ( (UOPS_ISSUED.ANY  UOPS_RETIRED.RETIRE_SLOTS)/ N) ; 

%Retiring = 100 * ( UOPS_RETIRED.RETIRE_SLOTS/ N) ; 

%BE_Bound = 100 * (1  (FE_Bound + Retiring + Bad_Speculation) ) ;

Nは、実行スロットの機会の総数を表す。実行機会は、サイクル数に 4を掛けた値である。

• N = 4*CPU_CLK_UNHALTED.THREAD

次の節では、バックエンドのストール、フロントのストール、バッド・スペキュレーショ

ンという 3つのカテゴリーのペナルティー・サイクルの原因について説明する。各節では、

プロセス、モジュール、関数、命令単位に適用な数式を使用する。 

B.3.3 バックエンドのストール

バックエンドのストールの主な原因は、メモリー・サブシステムのストールと実行ストー

ルの 2つである。バックエンド・ストールの原因を理解する第一段階として、リソースの

ストール・イベントを使用する。

マイクロオペレーション（µOP）をスケジューラーに送る前に、リネームステージでリソー

スを割り当てる必要がある。パイプラインのバックエンドで重大なボトルネックが発生す

ると、アプリケーションはパイプラインがバックアップを実行するときに、割り当てられ

たリソースを使い果たす。RESOURCE_STALLS イベントは、リソースを割り当てること

ができなかった場合にストールサイクルを追跡する。このイベントは、割り当てに利用で
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きないリソースを追跡できるように、各リソースを個別のサブイベントに分解する。この

イベントをカウントすることは、パイプラインのバックエンドにおける問題の原因を特定

するうえで役立つ可能性がある。

以下に説明するリソースのストールの比率は、CPU_CLK_UNHALTED.THREAD によって

カウントされるサイクルとともに、プロセス、モジュール、関数、さらに命令単位で計測

でき、同じ単位でタグ付けされたペナルティーを表す。

固有のイベントの使用

RESOURCE_STALLS.ANY：リソースが不足しているため、リネームステージがマイクロ

オペレーション（µOP）をスケジューラーに送ることができないストールサイクルをカウ

ントする。不足しているリソースは、このステージで割り当てる必要がある。ブロックし

ている命令のリタイアメントに近いため、イベントスキッドは短くなる傾向がある。この

イベントは、他の RESOURCE_STALL サブイベントによってカウントされるすべてのス

トールを説明するだけでなく、RESOURCE_STALLS2のサブイベントを含む。この比率が

高い場合は、これに含まれるサブイベントをカウントすることによって、ストールの原因

をより適切に分離できる。

 %RESOURCE.STALLS.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS.ANY / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

RESOURCE_STALLS.SB：通常、ストア・マイクロオペレーション（µOP）は割り当て可

能な状態にあるが、レイテンシーが長いストアが進行中であるために、すべてのストア・

バッファー・エントリーが使用されている場合に発生する。通常、このイベントは、割り

当て時にストールするストア命令の後の IPにタグ付けする。

%RESOURCE.STALLS.SB.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS.SB / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

RESOURCE_STALLS.LB：通常、ロード・マイクロオペレーション（µOP）は割り当て可

能な状態にあるが、レイテンシーが長いストアが進行中であるためにすべてのロード・

バッファー・エントリーが処理済みになっているサイクルをカウントする。多くの場合、

ロードバッファーが一杯になる前に、レイテンシーが長いロードに依存するマイクロオペ

レーション（µOP）によってスケジューラーのキューが一杯になる。

%RESOURCE.STALLS.LB.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS.LB / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

上記のケースでは、イベント RESOURCE_STALLS.RSは並びカウントされることがよくあ

る。データの局所性における損失をさらに調査する最善の手法は、B.3.4.2節で説明してい

る上位キャッシュラインの置換を検討し、まず L1 D キャッシュの置換に集中することで

ある。

RESOURCE_STALLS.RS：スケジューラー・スロットは、通常、パイプラインのバックアッ

プ時に最初に使い果たされるリソースである。しかし、レイテンシーが長いロードや実行

ステージでバックアップされる命令など、バックエンドにおけるほとんどのボトルネック

が原因であることもある。このため、スケジューラー・エントリーの不足にタグ付けされ

たストールを詳しく調査する前に、他のリソースのストールを調べることを推奨する。こ

のイベントのスキッドは短くなる傾向がある。
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%RESOURCE.STALLS.RS.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS.RS/ CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

リオーダーバッファー（ROB）：すべてのエントリーが処理済みであるために割り当てが

ストールしているサイクルをカウントする。このイベントは、RESOURCE_STALLS.RSほ

ど頻繁に発生しない。新しいマイクロオペレーション（µOP）は順番にリタイアする必要

があるため、通常は、より新しいリタイアをすべて抑制しているマイクロオペレーション

（µOP）によってパイプラインがバックアップされていることを示す。

%RESOURCE.STALLS.ROB.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS.ROB/ CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

RESOURCE_STALLS2.BOB_FULL：分岐マイクロオペレーション（µOP）は割り当て可能

な状態にあるが、プロセッサー内で進行中の分岐の数が制限に達したために割り当てがス

トールしたときにカウントする。 

%RESOURCE.STALLS.BOB.COST = 

100 * RESOURCE_STALLS2.BOB/ CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

B.3.4 メモリー・サブシステムのストール

以下の各項では、インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeに固有のパフォーマ

ンス監視イベントを使用したメモリー・サブシステム内のストールの特定について説明す

る。

B.3.4.1 ロード・レイテンシーのアカウンティング 

ロード操作の局所性の分解は、プロセス、モジュール、関数、命令など、任意の単位で実

行できる。ロード操作がボトルネックであることが分かったら、正確なロード分解を使用

してさらに調査する。この方法でボトルネックを説明できないときは、ロードに影響を与

える可能性があるその他の問題をチェックする。  

次のイベントを使用すると、ボトルネックを発生させているロードのコストを概算し、メ

モリー階層レベルの比率（%）分解を取得できる。正確なイベントのサンプリングがすべ

てのツールでサポートされるわけではない。これらのイベントの正確なバージョン（イベ

ント名はサフィックス PS で終わる）が特定のツールでサポートされない場合は、不正確

なバージョンを使用できる。ロード・レイテンシー・イベントは時間ドメインにおける統

計サンプリング手法に依存するため、次に示すロード分解イベントは不正確なロード分解

イベントよりも有利である。不正確なイベントをサンプリングすると、データが分散する

可能性がある。

正確なロードイベントは、このイベントを次のリタイアした命令（IP+1）にタグ付けする。

階層レベルごとのロード・レイテンシーについては、表 2-6を参照のこと。

必要なイベント 

MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L1_HIT_PS：第 1 レベルのデータキャッシュである L1 D

キャッシュをヒットした要求ロードをカウントする。要求ロードは、非スペキュレーティ

ブ・ロード・マイクロオペレーション（µOP）である。
B-44　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



MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L2_HIT_PS：第 2レベルのキャッシュである L2をヒットし

た要求ロードをカウントする。 

MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L3_HIT_PS：第3レベルの共有キャッシュであるLLCをヒッ

トした要求ロードをカウントする。

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRE.XSNP_MISS：第 3 レベルの共有キャッシュをヒッ

トした要求ロードのうち、別のコアのキャッシュにも存在すると想定されるが、キャッ

シュラインがすでに排出されていたものをカウントする。

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HIT_PS：別のコアのキャッシュ内の

キャッシュラインをヒットした要求ロードのうち、キャッシュラインが変更されていない

ものをカウントする。 

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HITM_PS：別のコアのキャッシュ内の

キャッシュラインをヒットした要求ロードのうち、その別のコアによってキャッシュライ

ンに書き込まれたものをカウントする。このイベントは、ロックの競合やフォルス・シェ

アリングなど、マルチスレッド・アプリケーションで発生する可能性がある多くのパ

フォーマンスのボトルネックには重要である。  

MEM_LOAD_MISC_RETIRED.LLC_MISS_PS：LLCをミスした要求ロードをカウントする。

これは、ロードがメモリーから満足されていることを意味する。  

MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.HIT_LFB_PS：ライン・フィル・バッファー（LFB）内で

ヒットした要求ロードをカウントする。LFBエントリーは、L1 Dキャッシュ内でミスが発

生するたびに割り当てられる。ロードがこのロケーションをヒットした場合は、以前の

ロード、ストア、またはハードウェア・プリフェッチがすでに L1 D キャッシュ内でミス

し、データフェッチが進行中であることを意味する。したがって、LFBにおけるヒットの

コストはさまざまである。このイベントは、L1 Dキャッシュ内ではミスするが、LLC内で

はミスしないキャッシュ・ライン分割ロードをカウントする可能性がある。   

32バイトのインテル® AVX ロード上では、L1 Dキャッシュ内でミスしたロードは、すべ

て L1 Dキャッシュ内でのヒットまたは LFB内でのヒットとして示される。その他のメモ

リー階層のレベルでは、ヒット数は示されない。ほとんどのロードは、L1 Dキャッシュ内

でインテル® AVXロードがミスした場合に、ライン・フィル・バッファー（LFB）で発生する。

正確なロード分解

ロードソースごとの比率（%）分解には、単一の IP、関数、モジュール、プロセスなど、

任意の単位でタグ付けできる。これは、キャッシュ階層でロードが見付かった場所の分解

を判定する単一の命令で特に役立つ。次の数式は、LLCによってロードが満たされた時間

の割合を計算する方法を示している。ほかのすべての階層レベルについて、同様の数式を

使用できる。

%LocL3.HIT = 

100 * MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L3_HIT_PS / $SumOf_PRECISE_LOADS; 

$SumOf_PRECISE_LOADS = 
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MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.HIT_LFB_PS 

+MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L1_HIT_PS + 

MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L2_HIT_PS 

+MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L3_HIT_PS +

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRE.XSNP_MISS +

MEM_LOAD__UOPSLLC_HIT_RETIRED.XSNP_HIT_PS +

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HITM_PS +

MEM_LOAD_UOPS_MISC_RETIRED.LLC_MISS_PS;

推測されるロード・ペナルティー

以下の数式は、特定のメモリー階層からのロードがどの程度パフォーマンスの低下に関与

しているかを推測するうえで役立つ。プログラム可能な CPU_CLK_UNHALTED.THREAD

イベントは、同じ単位でタグ付けされたサイクルでのペナルティーを表す。正確なイベン

トと同様、命令レベルでは、大きなロードのサイクルコストは 1 IPだけスキッドする傾向

がある。以下の計算は、イベントが正確であるため、任意の単位のプロセス、モジュール、

関数、または命令に適用できる。目的の単位における総クロック数の 10%以上であれば調

査が必要である。

依存性の高いロードがコードに含まれる場合は、MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L1_HIT_PS

イベントを使用して、そのロードが L1 D キャッシュの 5 サイクルのレイテンシーでヒッ

トされるかどうかを判断できる。  

L2レイテンシーの概算コスト

%L2.COST = 

12 * MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L2_HIT_PS / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

L3ヒットの概算コスト

%L3.COST = 

26 * MEM_LOAD_UOPS_RETIRED.L3_HIT_PS / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

ほかのコアのキャッシュにおけるヒットの概算コスト

%HIT.COST = 

43* MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HIT_PS /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

メモリー・レイテンシーの概算コスト

%MEMORY.COST = 

200 * MEM_LOAD_UOPS_MISC_RETIRED.LLC_MISS_PS /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

実際のメモリー・レイテンシーは、メモリー・パラメーターによって大きく異なる可能性

がある。並列に発生したメモリー・トラフィックの量によっては、特定のメモリー階層の

有効コストが削減されることがよくある。通常、上記の概算値は、（ポインター追跡を実

行している状況のような）ワーストケースの数値であると考えられる。
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多くの場合、キャッシュミスは、命令のリタイアメントまで遅延し、まとまって現れる。

正確なロード分解を行うことで、ロードが満たされる階層レベルの分布を概算できる。 

特定のキャッシュレベルの影響が大きい場合は、まず大量のキャッシュラインの置換が

コードのどの部分で発生しているかを見付ける。これは、メモリー階層レベルの分解に

よって検出されたコードのホットな部分と一致する場合もあるが、多くの場合はそうなら

ない。例えば、大規模なデータ構造の正規の走査により、キャッシュのレベルが意図せず

にクリアされる可能性がある。  

変更されていないデータまたは変更されたデータが別のコアでヒットし、その概算コスト

が高く、かつそれがコード上のロケーションで「ホット」である場合は、スレッド間の

ロック、共有、またはフォルス・シェアリングが原因である可能性がある。

L1 Dキャッシュから離れたメモリー階層レベルにおけるロード・レイテンシーが、ロード

にかかったサイクルの数を正当化するものでない場合は、次のいずれかを試みる。

• 汎用レジスターから（メモリーではなく）XMMレジスターに退避させるといった不要

なロード操作を排除する。 

• B.3.4.4節で説明するロード命令に影響を与える問題を引き続き検索する。

B.3.4.2 キャッシュラインの置換の分析

アプリケーションで多数のキャッシュミスが発生する場合は、キャッシュラインがどこで

最も頻繁に置き換えられているかを判断するとよい。置換はハードウェア・プリフェッチ

とストア操作によって引き起こされるが、大量のキャッシュ置換に関与している命令とア

プリケーションが多くの時間を費やしているコード領域が常に一致するとは限らない。 

一般に、大きな配列やデータ構造を横断すると、大量のキャッシュライン置換が発生する

可能性がある。 

必要なイベント

L1D.REPLACEMENT：1次データキャッシュにおける置換 

L2_LINES_IN.ANY：L2キャッシュに格納されるキャッシュライン

OFFCORE_RESPONSE.DATA_IN_SOCKET.LLC_MISS_LOCAL.DRAM_0：LLC に格納され

るキャッシュライン

イベントの使用

パフォーマンス低下を引き起こす可能性がある置換は、プロセス、モジュール、関数の各

レベルで特定できる。これは、次の 2つの手順で行う。

• 正確なロード分解を使用して、ロードが満たされ、最大のペナルティーを発生させる

メモリー階層レベルを特定する。

• 以下の数式を使用して、そのレベルにおいて大部分の置換を発生させ、さらに下位の

レベルにおいてこれらの大きなペナルティ・ロードを満たすようなコード領域を特定

する。
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例えば、ロードが LLCをヒットしていることによって大きなペナルティーが存在する場合

は、L2 および L1 で置換を発生させているコードをチェックする。以下の数式において、

分子はモジュールまたは関数で表された置換である。分母に示す置換の総和は、プロセス

全体に対するキャッシュレベルでのすべての置換の和である。これにより、大部分の置換

を発生させるコードの部分の特定が可能になる。

L1Dキャッシュの置換

%L1D.REPLACEMENT = 

L1D.REPLACEMENT / SumOverAllProcesses(L1D.REPLACEMENT ); 

L2キャッシュの置換

%L2.REPLACEMENT = 

L2_LINES_IN.ANY / SumOverAllProcesses(L2_LINES_IN.ANY ); 

L3キャッシュの置換

%L3.REPLACEMENT =

OFFCORE_RESPONSE.DATA_IN_SOCKET.LLC_MISS_LOCAL.DRAM_0/ 

SumOverAllProcesses(OFFCORE_RESPONSE.DATA_IN_SOCKET.LLC_MISS_LOCAL.DRA

M_0 ); 

B.3.4.3 ロックの競合の分析

マルチスレッド・アプリケーションのスケーラビリティー分析において、ロックの競合が

どれだけあるかが非常に重要である。一般的な ring3ロックは、ほとんどの場合、アトミッ

クな命令の実行を伴う。アトミックな命令とは、メモリー・アドレスを含む XCHG命令で

あるか、メモリー・デスティネーションとロック・プリフィクスを含む ADD、ADC、AND、

BTC、BTR、BTS、CMPXCHG、CMPXCH8B、DEC、INC、NEG、NOT、OR、SBB、SUB、

XOR、または XADD命令である。正確なイベントを使用すれば、任意のロックの競合につ

いて知ることができる。多くのロック API は、ring3 でアトミックな命令を開始し、ring0

にジャンプすることによって競合しているロックを迂回する。つまり、競合の少ないシナ

リオでは、多くのロック APIはコスト面での犠牲が非常に大きくなる可能性がある。ロッ

クされた命令の競合の量を概算するには、アトミックな命令のメモリー・デスティネー

ションを含むキャッシュラインが別のコア内で変更されたことが見付かった回数を測定

する。  

必要なイベント

MEM_UOP_RETIRED.LOCK_LOADS_PS：正確な IP+1のスキッドでリタイアしたアトミッ

クな命令の数をカウントする。 

MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HITM_PS：別のコアの変更されたキャッ

シュラインをヒットしたロードの発生回数をカウントする。このイベントは、ロックの競

合やフォルス・シェアリングなど、マルチコアシステムで発生する可能性がある多くのパ

フォーマンスのボトルネックには重要である。
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イベントの使用

ロックの競合係数は、別のコアと競合するために大きなペナルティーを持つ、ロックされ

た実行済みの操作の比率（%）を示す。通常、ロックの競合係数が 5% を超えている場合

は、ホットロックを調査することが望ましい。著しいロック競合は、複数のスレッドのパ

フォーマンスに影響する場合がある。

%LOCK.CONTENTION = 

100 * MEM_LOAD_UOPS_LLC_HIT_RETIRED.XSNP_HITM_PS /

MEM_UOP_RETIRED.LOCK_LOAD_PS; 

B.3.4.4 その他のメモリーアクセスの問題 

ブロックされたストア・フォワーディング

ストア・フォワーディングを実行できない場合、依存しているロードはブロックされる。

ストア・フォワーディング・ブロックに対する平均ペナルティーは 13サイクルである。ス

トア・フォワーディングがブロックされた多くの場合は以前のアーキテクチャーにおいて

修正されたので、今日のコードの最も一般的な問題は、小さなメモリ領域に対するストア

に続いて、さらに大きなメモリサイズに対するロードが来る場合に関連している。  

必要なイベント

LD_BLOCKS.STORE_FORWARD：アーキテクチャーが小さなストアを大きなロードに転送

できない、あるいはまれに発生するアライメントの問題によってストア・フォワーディン

グがブロックされた回数をカウントする。

イベントの使用

ストア・フォワーディング・ブロックのコストを概算するには、次の数式を使用する。イ

ベント LD_BLOCKS.STORE_FORWARDは、ロードの試行の後に続く IPにタグ付けされる

傾向があるため、この問題は命令レベルで調べることが推奨される。ただし、プロセス、

モジュール、関数、または IP単位で比率を調べることはできない。

%STORE.FORWARD.BLOCK.COST = 

100 *LD_BLOCKS.STORE_FORWARD * 13 / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

ストア・フォワーディングに対してブロックされているロードが見付かったら、ストアの

場所を見付ける必要がある。一般的に、ブロックされたストア・フォワーディングの問題

全体の約 65%は、ロードの直前に実行された 10個以内の命令のストアによって発生して

いる。

ストア・フォワーディング・ブロックの最も一般的な問題は、大きなロードに転送できな

い小さなストアである。例えば、生成された次のコードは、バイト・ポインター・アドレ

スに書き込んでから、4バイトの（dword）メモリー領域から読み出す。

and byte ptr [ebx],7f

and dword ptr [ebx], ecx

ストア・フォワーディング・ブロックを回避する場合、最善の方法は、ロードではなくス

トア操作を修正することである。
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キャッシュラインの分割

インテル® マイクロアーキテクチャー Nehalem以降、L1 Dキャッシュのレジスターは分割

され、2つのキャッシュラインにまたがるロードおよびストアを処理できるようになった。

これにより、以前のマイクロアーキテクチャーで必要であった 20サイクルではなく、分割

レジスターを利用できる限り、分割ロードのコストが約 5 サイクルに軽減される。通常、

分割ストアの処理は隠蔽されているが、多数の分割ストアがある場合は、ストアバッ

ファーが一杯になることによって割り当てがストールしたり、分割ロードの処理に必要な

分割レジスターが消費されたりする可能性がある。キャッシュラインの分割を削減するこ

とにより、定量化可能な確かな利益が得られる。

必要なイベント

MEM_UOP_RETIRED.SPLIT_LOADS_PS：2 つのキャッシュラインにまたがるロード要求

の数をカウントする。このイベントは正確である。 

MEM_UOP_RETIRED.SPLIT_STORES_PS：2つのキャッシュラインにまたがるストアの数

をカウントする。このイベントは正確である。

イベントの使用

分割ロードは、通常、大部分のコストを実行された次の IPにタグ付けするため、非常に簡

単に見付けることができる。次の比率は、分割後に任意の単位（プロセス、モジュール、

関数、IP）で使用できる。

%SPLIT.LOAD.COST = 

100 * MEM_UOP_RETIRED.SPLIT_STORES_PS * 5 / 

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

通常、ストアは命令のリタイアメントを遅延させないため、概算コストを使用して分割ス

トアのペナルティーを見付けることは容易ではない。大量の分割ストアを検出するには、

その IPでリタイアしたストアの総数で割る。

SPLIT.STORE.RATIO = 

MEM_UOP_RETIRED.SPLIT_STORES_PS / 

MEM_UOP_RETIRED.ANY_STORES_PS; 

4kエイリアシング

ロードとストア間の 4KBエイリアシングの競合は、ロードの再発行を引き起こす。以下の

場合は、概算値として 5サイクルが使用されている。

必要なイベント

LD_BLOCKS_PARTIAL.ADDRESS_ALIAS：ロードのうち、直前のストアとアドレスの一

部が一致しているために再発行されたものの数をカウントする。

イベントの使用 

%4KALIAS.COST = 

100 * MEM_UOP_RETIRED.SPLIT_STORES_PS * 5 / 

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 
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ロードとストアのアドレス変換

リニアアドレスから物理アドレスへの変換のため、2 レベルのトランスレーション・ルッ

クアサイド・バッファー（TLB）が存在する。第 1 レベルの TLB である DTLB 内のミス

は、第 2レベルの TLBである STLB内にヒットし、7サイクルのペナルティーが発生する。  

STLB 内でミスが発生すると、プロセッサーは、アドレス変換を含むページテーブルのす

べてのエントリーを探索する必要がある。この探索（ページウォーク）のコストは、ペー

ジテーブルのエントリーのロケーションによって異なる。ページウォークの継続期間によ

り、STLBミスのコストをかなり正確に概算できる。

必要なイベント

DTLB_LOAD_MISSES.STLB_HIT：DTLBをミスしたロードのうち、STLBをヒットしたも

のをカウントする。このイベントはスキッドが短いため、IPレベルで使用できる

DTLB_LOAD_MISSES.WALK_DURATION：STLBミスの後に実行されるページウォークの

継続期間（サイクル数）。イベントスキッドは、通常、1つの命令であり、命令、関数、モ

ジュール、またはプロセス単位で問題を検出できる。

MEM_UOP_RETIRED.STLB_MISS_LOADS_PS：STLB内で変換ミスを発生させたロードに

対する正確なイベント。このイベントは、ページウォークを開始したページの最初のロー

ドだけをカウントする。

イベントの使用

ロードに対する STLBヒットのコスト：

%STLB.HIT.COST = 

100 * DTLB_LOAD_MISSES.STLB_HIT * 7/ CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

ページウォークのコスト：

%STLB.LOAD.MISS.WALK.COST = 

100 * DTLB_LOAD_MISSES.WALK_DURATION / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

頻繁に STLBミスが発生する命令およびソース行を正確に判定するには、正確な STLBミ

スイベントを IPレベルで使用する。

%STLB.LOAD.MISS = 

100 * MEM_UOP_RETIRED.STLB_MISS_LOADS_PS/

MEM_UOP_RETIRED.ANY_LOADS_PS; 

ページウォークの継続期間が長い（何百サイクルにもなる）場合は、LLCからページテー

ブルが排除されている兆候である。ページウォークの平均コストを判定するには、次の比

率を使用する。

STLB.LOAD.MISS.AVGCOST = 

DTLB_LOAD_MISSES.WALK_DURATION /

DTLB_LOAD_MISSES.WALK_COMPLETED; 
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ロードほどではないが、ストアに対する STLBミスはボトルネックになり得る。ストアそ

のものが大きなボトルネックになっている場合、サイクルはストアの後に続く IPにタグ付

けされる。

%STLB.STORE.MISS = 

100 * MEM_UOP_RETIRED.STLB_MISS_STORES_PS/

MEM_UOP_RETIRED.ANY_STORES_PS; 

DTLB/STLB ミスを減らせば、データの局所性は増える。したがって、商用グレードのメ

モリー・アロケーターを使用してデータの局所性を改善することを考える。プロファイル

に基づく最適化を提供するコンパイラーでは、モジュール全体を操作できる場合、グロー

バル変数をリオーダーすることでデータの局所性が改善される可能性がある。ページ

ウォークに長い時間がかかる場合、サーバー・アプリケーションと HPCアプリケーション

では、ラージページをデータに使用できる可能性がある。

B.3.5 実行ストール

以下の各項では、インテル® マイクロアーキテクチャー Sandy Bridgeに固有のパフォーマ

ンス監視イベントを使用したアウトオブオーダー・エンジン内のストールの特定について

説明する。

B.3.5.1 命令のレイテンシーが長くなる

マイクロアーキテクチャーの変更によっては、既存のコード内の一部のレガシー命令のレ

イテンシーが長くなる場合がある。このような状況のいくつかは検出できる。

• 3つのオペランドを持つ低速の LEA命令（3.5.1.3節を参照）

• フラグとマイクロオペレーション（µOP）のマージ：「shift cl」命令に必要（3.5.2.6節

を参照）

必要なイベント：

PARTIAL_RAT_STALLS.ANY_CYCLES：レイテンシーが長いマイクロオペレーション

（µOP）または PAUSE マイクロオペレーション（µOP）が割り当てられたサイクルの数を

カウントする。各シナリオについて、個別にサイクル数をカウントできる。 

パイプラインの初めにイベント生成条件が検出されるため、通常、サブイベントのスキッ

ドが 10命令にもなる傾向がある。 

イベントの使用：

このイベントを、命令レベルではなく、プロセス、モジュール、関数単位で使用すると、

イベントスキッドを気にせず、効果的にパフォーマンスの問題を特定できる。命令 IP単位

で問題を特定するには、イベントによって特定された関数に対して静的分析を実行する。

これらのイベントのコード・レイテンシーに対する影響を評価するには、同じ単位のサイ

クル数で割る。全体的な影響を概算するには、これらの問題による合計サイクル数から開

始し、影響が大きい場合は、サブイベントを使用して正確な原因を引き続き探求する。

特定のシナリオでかかった合計サイクル数：

%PARTIAL.STALL.COST = 
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100 * PARTIAL_RAT_STALLS.ANY_CYCLES / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

フラッグとマイクロオペレーション（µOP）のマージ比率：

%FLAGS.MERGE.UOP = 

100 * PARTIAL_RAT_STALLS.FLAGS_MERGE_UOP_CYCLES /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

割り当てられた低速の LEA命令：

%SLOW.LEA.WINDOW = 

100 * PARTIAL_RAT_STALLS.FLAGS_MERGE_UOP_CYCLES /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

B.3.5.2 アシスト

アシストは、通常、アシストの処理を支援するマイクロコード・シーケンサーを含む。マ

イクロコード・シーケンサーからマイクロコードが生成されたサイクルの数を判定するこ

とは、多くの場合、アシストの総コストを判定する適切な方法である。アシストの総コス

トが高い場合は、アシストを詳細なタイプに分割すると効果的である。

マイクロコード・シーケンサーのサイクル数を使用したシストの総コストの概算：

%ASSISTS.COST = 

100 * IDQ.MS_CYCLES / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

浮動小数点演算アシスト：

x87命令のデノーマル入力は FPアシストを必要とするため、何百サイクルものコストが生

じる可能性がある。  

%FP.ASSISTS = 

100 *FP_ASSISTS.ANY / INST_RETIRED.ANY; 

インテル® SSEとインテル® AVX間の遷移 

SSEコードと AVXコード間の遷移については、11.3.1節で詳しく説明している。標準的な

コストは約 75サイクルである。  

%AVX2SSE.TRANSITION.COST = 

100 * OTHER_ASSISTS.AVX_TO_SSE / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

%SSE2AVX.TRANSITION.COST = 

100 * OTHER_ASSISTS.SSE_TO_AVX / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

AVXストアアシスト

2ページにまたがる 32バイトの AVXストア命令は、およそ 150サイクルのコストを生じ

るアシストを必要とする。32バイトの AVXストアの後に続く IPにタグ付けされた大量の

マイクロコードは、アシストが発生した兆候である。

%AVX.STORE.ASSIST.COST = 

100 * OTHER_ASSISTS.AVX_STORE / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 
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B.3.6 バッド・スペキュレーション

この節では、パイプラインのフラッシュを発生させる、分岐命令の予測ミスについて説明

する。

B.3.6.1 分岐予測ミス

分岐予測ミスの最大の課題は、予測ミスを発生させた分岐を見付けることである。分岐予

測ミスには、約 20サイクルのペナルティーが課せられる。コストは、予測ミスによって、

およびデコード済み命令キャッシュ内またはレガシー・デコード・パイプライン内で正し

いパスが見付かるかどうかによって異なる。

必要なイベント

BR_MISP_RETIRED.ALL_BRANCHES_PS は、分岐ターゲットを不適切に予測した分岐を

カウントする正確なイベントである。これは、その次の命令にスキッドする正確なイベン

トであるため、分岐予測ミスの後の正しいパスに存在する最初の命令にタグ付けする。こ

のイベントは、プロセス、モジュール、関数、または命令単位で実行できる。

イベントの使用

分岐予測ミスのコストを概算するには、次の数式を使用する。

%BR.MISP.COST = 

20 * BR_MISP_RETIRED.ALL_BRANCHES_PS / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

B.3.7 フロントエンドのストール

フロントエンドのストールについては、B.3.2節で説明した分析の結果が、30%以上フロン

トエンドに関連付けられていない限り調査する必要はない。この節では、パイプラインの

フロントエンドで遅延を発生させる可能性がある主な問題について説明する。フロントエ

ンドで検出されたイベントは、予測不可能なスキッドを持つ。したがって、ペナルティー

を IPレベルで関連付けない。このようなイベントは、関数レベル、モジュールレベル、プ

ロセスレベルで調査する。  

B.3.7.1 マイクロオペレーション（µOP）の供給速度について

カウンターの使用

イベント IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED は、マイクロオペレーション（µOP）を要求して

いる間に、最大 4 つのマイクロオペレーション（µOP）がリネームステージに提供されな

かったときにカウントする。パイプラインがバックアップされると、リネームステージは、
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それ以降のマイクロオペレーション（µOP）をフロントエンドから要求しない。次の図は、

このイベントがマイクロオペレーション（µOP）キューとリネーム・ステージの間のマイ

クロオペレーション（µOP）を追跡するしくみを示す。

0、1、2、3のマイクロオペレーション（µOP）がフロントエンドから供給されている場合

は、IDQ_UOPS_NOT_DELIVEREDイベントを使用してサイクルの分布を分解できる。

フロントエンドが有効であるか、実行にバックエンド制約があるサイクル数の比率（%）

%FE.DELIVERING = 

100 * ( CPU_CLK_UNHALTED.THREAD -

IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_3_UOP_DELIV.CORE) /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

フロントエンドが 1サイクルあたり 3個のマイクロオペレーション（µOP）を供給してい

るサイクル数の比率（%）

%FE.DELIVER.3UOPS = 

100 * ( IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_3_UOP_DELIV.CORE -

IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_2_UOP_DELIV.CORE) /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

フロントエンドが 1サイクルあたり 2個のマイクロオペレーション（µOP）を供給してい

るサイクル数の比率（%）

%FE.DELIVER.2UOPS = 

100 * ( IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_2_UOP_DELIV.CORE -

IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_1_UOP_DELIV.CORE) /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 
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フロントエンドが 1サイクルあたり 1個のマイクロオペレーション（µOP）を供給してい

るサイクル数の比率（%）

%FE.DELIVER.1UOPS = 

100 * ( IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_1_UOP_DELIV.CORE -

IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_0_UOP_DELIV.CORE ) /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

フロントエンドが 1サイクルあたり 0個のマイクロオペレーション（µOP）を供給してい

るサイクル数の比率（%）

%FE.DELIVER.1UOPS = 

100 * ( IDQ_UOPS_NOT_DELIVERED.CYCLES_LE_0_UOP_DELIV.CORE ) /

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

1 サイクルあたりに供給されるマイクロオペレーション（µOP）の平均数：この比率は、

バックエンド制約がある場合に、フロントエンドが 1サイクルあたり 4個のマイクロオペ

レーション（µOP）を供給できることを前提としている。

AVG.uops.per.cycle = 

(4 * (%FE.DELIVERING) + 3 * (%FE.DELIVER.3UOPS) + 2 * (%FE.DELIVER.2UOPS) 

+

(%FE.DELIVER.1UOPS ) ) / 100

1サイクルあたりに供給されるマイクロオペレーション（µOP）の分布を確認することで、

発生する可能性があるフロントエンドのボトルネックに関するヒントが得られる。デコー

ド済み命令キャッシュからレガシー・デコード・パイプラインへの切り替えによる LCPや

ペナルティーなどの問題があると、複数のサイクルに対して 0個のマイクロオペレーショ

ン（µOP）が供給される（つまり供給されない）傾向がある。フェッチ帯域幅の問題やデ

コーダーのストールが発生すると、1 サイクルあたりに供給されるマイクロオペレーショ

ン（µOP）が 4個未満になる。

B.3.7.2 マイクロオペレーション（µOP）キューのソースについて

マイクロオペレーション（µOP）キューは、次のソースからマイクロオペレーション（µOP）

を取得できる。

• デコード済み命令キャッシュ  

• レガシー・デコード・パイプライン

• マイクロコード・シーケンサー（MS）

標準的分布は、デコード済み命令キャッシュから供給されるマイクロオペレーション

（µOP）が約 80%、レガシー・デコード・パイプラインからの供給が 15%、マイクロコー

ド・シーケンサーからの供給が 5% である。レガシー・デコード・パイプラインから過剰

なマイクロオペレーション（µOP）が供給されると、デコード済み命令キャッシュが効果

的に機能していないという警告が示される可能性がある。マイクロコード・シーケンサー

から供給されるマイクロオペレーション（µOP）の大部分（複雑な命令や文字列操作など）

は影響しないかもしれないが、コードアシスト処理が望ましくない状況（インテル ® SSE

コードからインテル® AVXコードへの遷移など）もあり得る。 
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必要なカウンターの説明

IDQ.DSB_UOPS：デコード済み命令キャッシュからマイクロオペレーション（µOP）キュー

に供給されたマイクロオペレーション（µOP）  

IDQ.MITE_UOPS：レガシー・デコード・パイプラインからマイクロオペレーション（µOP）

キューに供給されたマイクロオペレーション（µOP）

IDQ.MS_UOPS：マイクロコード・シーケンサーから供給されたマイクロオペレーション

（µOP） 

カウンターの使用

デコード済み命令キャッシュから供給されるマイクロオペレーション（µOP）の比率（%）：

%UOPS.DSB = 

IDQ.DSB_UOPS / ALL_IDQ_UOPS; 

レガシー・デコード・パイプラインから供給されるマイクロオペレーション（µOP）の比

率（%）：

%UOPS.MITE = 

IDQ.MITE_UOPS / ALL_IDQ_UOPS; 

マイクロコード・シーケンサーから供給されるマイクロオペレーション（µOP）の比率（%）：

%UOPS.MS = 

IDQ.MS_UOPS / ALL_IDQ_UOPS; 

ALL_IDQ_UOPS = ( IDQ.DSB_UOPS + IDQ.MITE_UOPS + IDQ.MS_UOPS);

アプリケーションにフロントエンド制約がない場合は、マイクロオペレーション（µOP）

がレガシー・デコード・パイプラインから供給されているか、デコード済み命令キャッ

シュから供給されているかはあまり重要ではない。マイクロコード・シーケンサーから過

剰なマイクロオペレーション（µOP）が供給されている場合は、アシストが問題であるか

どうかをさらに調査することが望ましい。 

調査が必要になるケースを以下に示す。

• （%FE_BOUND  > 30%）および（%UOPS.DSB < 70%）

" フロントエンド制約がある " ケースを定義するためのしきい値として 30% を使用す

る。このしきい値は多くの状況に適用できるが、ワークロードにより少し異なる場合

がある。

— デコード済み命令キャッシュからマイクロオペレーション（µOP）が供給されな

い理由を調査する。

— レガシー・デコード・パイプラインに影響する可能性がある問題を調査する。

• （%FE_BOUND > 30%）および（%UOP_DSB > 70%）

— 小さすぎて効果的でないコード領域が実行される可能性があるため、デコード

済み命令キャッシュからレガシー・デコード・パイプラインへの切り替えを調

査する。
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— 分岐の予測ミスは FEのパフォーマンスに影響を与えるため、バッド・スペキュ

レーションの量を調べる。

— 32バイトチャンクのヒットごとに供給されているマイクロオペレーション

（µOP）の平均数を判定する。32バイトチャンク間で供給される処理済み分岐が

多い場合は、1サイクルあたりに供給されるマイクロオペレーション（µOP）に

影響がある。

— デコード済み命令キャッシュからのマイクロオペレーション（µOP）の供給が問

題である可能性もあるが、ここでは取り上げない。

• （%FE_BOUND < 20%）および（%UOPS_MS > 25%）

"フロントエンドの制約がない "ケースを定義するためのしきい値として 20%を使用す

る。このしきい値は多くの状況に適用できるが、ワークロードにより少し異なる場合

がある。

• 次の手順は、マイクロコード・シーケンサーからマイクロオペレーション（µOP）が

供給された原因を判別する上で役立つ。使用頻度の高い順に示す。

— レイテンシーが長い命令：4マイクロオペレーション（µOP）を超えるすべての

命令は、マイクロコード・シーケンサーを起動する。一部の命令（超越関数な

ど）は、マイクロコードから多数のマイクロオペレーション（µOP）を生成でき

る。

— 文字列操作：文字列操作は、大量のマイクロコードを生成する可能性がある。

場合によっては、トリップカウントが 3を超える文字列操作（REP MOVSBな

ど）により、70サイクルを超えるコストを生じるアシストが発生する。

— アシスト：B.3.5.2節を参照のこと。

B.3.7.3 デコード済み命令キャッシュ

デコード済み命令キャッシュには、レガシー・デコード・パイプラインと比べて数多くの

利点がある。複数のマイクロオペレーション（µOP）への命令のデコードやレングス変更

プリフィクス（LCP）のストールなど、レガシー・デコード・パイプラインの多数のボト

ルネックが排除される。 

デコード済み命令キャッシュからレガシー・デコード・パイプラインへの切り替えは、デ

コード済み命令キャッシュ内でルックアップが失敗した場合にのみ発生し、通常、パイプ

ラインのフロントエンドで 0～ 3サイクルのコストを生じる。

必要なイベント

デコード済み命令キャッシュイベントはすべて長いスキッドを持ち、通常、イベントがタ

グ付けされた正確な命令は問題の原因ではない。したがって、この問題は、プロセス、モ

ジュール、関数単位でのみ適用される。

DSB2MITE_SWITCHES.PENALTY_CYCLES：デコード済み命令キャッシュからレガシー・

デコード・パイプラインへの切り替えに起因するサイクルをカウントする。ただし、バッ

クエンド制約のために、マイクロオペレーション（µOP）キューがマイクロオペレーショ

ン（µOP）を受け入れることができない場合を除く。  
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DSB2MITE_SWITCHES.COUNT：デコード済み命令キャッシュとレガシー・デコード・パ

イプライン間の切り替えの数をカウントする。

DSB_FILL.ANY_CANCEL：デコード済み命令キャッシュへのフィルが取り消されたときに

カウントする。  

DSB_FILL.EXCEED_WAY_LIMIT：32 バイトチャンクに対して、デコード済み命令キャッ

シュに割り当てられたライン数が 3を超えたためにフィルが取り消されたときにカウント

する。 

イベントの使用

ここで検討する内容はフロントエンド・イベントに関連しているため、特定の命令にイベ

ントをタグ付けしないようにする。

デコード済み命令キャッシュからレガシー・デコード・パイプラインへの切り替えのコス

トの判定：

%DSB2MITE.SWITCH.COST = 

100 * DSB2MITE_SWITCHES.PENALTY_CYCLES / 

CPU_CLK_UNHALTED.THREAD; 

デコード済み命令キャッシュからレガシー・フロントエンドへの切り替えあたりの平均コ

ストの判定：

AVG.DSB2MITE.SWITCH.COST = 

 DSB2MITE_SWITCHES.PENALTY_CYCLES / DSB2MITE_SWITCHES.COUNT; 

デコード済み命令キャッシュにおけるミスの原因の判定

デコード済み命令キャッシュ内ではパーシャルのヒットはない。32バイトチャンクのルッ

クアップの一部となっているマイクロオペレーション（µOP）のいずれかが見つからない

場合は、そのトランザクションに対するすべてのマイクロオペレーション（µOP）で、デ

コード済み命令キャッシュミスが発生する。

デコード済み命令キャッシュ内でマイクロオペレーション（µOP）が見つからない主な理

由は 3つある。

• 32バイトのコードチャンクの一部が、3 Way 方式のデコード済み命令キャッシュに収

まらない。  

• デコード済み命令キャッシュに対して、コードセクションの頻繁に実行される部分が

大きすぎる。クライアント・アプリケーションは「ホット」な小規模のコードセット

を含む傾向があるため、このケースは、サーバー・アプリケーションにおいてより一

般的である。  

• デコード済み命令キャッシュがフラッシュされている（ITLBのエントリーが排出され

た場合など）。

32 バイトコードの一部がデコード済み命令キャッシュ 3 Way ラインに収まらない場合は、

プロセス、モジュール、関数、または命令単位で DSB_FILL.EXCEED_WAY_LIMITイベン

トを使用する。

%DSB.EXCEED.WAY.LIMIT = 
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100 * DSB_FILL.EXCEED_WAY_LIMIT / DSB_FILL.ANY_CANCEL; 

B.3.7.4 レガシー・デコード・パイプラインにおける問題  

マイクロオペレーション（µOP）キューに入るマイクロオペレーション（µOP）の大部分

がレガシー・デコード・パイプラインから供給されている場合は、そのステージに影響を

与えるボトルネックがあるかどうかをチェックする必要がある。レガシー・デコード・パ

イプラインにおける最も一般的なボトルネックは次のとおりである。

• 十分な命令を提供しないフェッチ

これは、ホットコードが完全にアライメントされていない場合に発生する。例えば、

実行するためにフェッチしているホットコードが 15番目のバイトにある場合は、1バ

イトだけがフェッチされる。

• レングス変更プリフィクスが命令長デコーダー内でストールする。

2 ～ 4 個のマイクロオペレーション（µOP）にデコードされた命令では、デコーダー

のスループットでバブルが発生する。これは、デコーダーの直前にある命令キューが

一杯になると、これらの命令によってペナルティーが生じる可能性があることを示す。 

%ILD.STALL.COST = 

100 * ILD_STALL.LCP * 3 / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD;; 

• 命令キューが一杯になっているサイクルの比率（%）を判定する。 

%IQ.FULL = 

100 * ILD_STALL.IQ_FULL / CPU_CLK_UNHALTED.THREAD;; 

• 2～ 4個のマイクロオペレーション（µOP）にデコードされた命令があるかどうかを判

定する。 

%DECODER0 = 

100 * UOPS_DECODED.DEC0_UOPS / IDQ.MITE_UOPS;; 

B.3.7.5 命令キャッシュ

大きなホットコード・セクションを含むアプリケーションでは、命令キャッシュおよび

ITLBに関する多くの問題が発生する傾向がある。これは、サーバー・アプリケーションで

より一般的に見られる。

必要なイベント

ICACHE.MISSES：命令キャッシュをミスした命令バイトフェッチの数をカウントする。 

イベントの使用

命令キャッシュミスが問題を発生させているかどうかを判定するには、同じ単位（プロセ

ス、モデル、または関数）を使用して、リタイアした命令イベントのカウントと比較する。

リタイアした命令イベントのカウントの 1% を超える場合は、重大な問題であると考えら

れる。

ICACHE.PER.INST.RET = 

 ICACHE.MISSES / INST_RETIRED.ANY;
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命令キャッシュミスが重大な問題を発生させている場合は、プロファイルに基づく最適化

を使用して、ホット・コード・セクションのサイズを減らしてみる。ほとんどのコンパイ

ラーでは、テキストの並べ替えオプションが用意されている。これは、ページ数および

（それほど多くはないが）アプリケーションが対象とするページ数を減らすうえで役立つ。  

アプリケーションがマクロを活用している場合は、関数に変換するか、インテリジェント・

リンクを使用して繰り返し実行されるコードを排除する。 

B.4 インテル® Core™ Soloプロセッサーとインテル® 
Core™ Duoプロセッサーのパフォーマンス・イベン
トの使用

インテル® Core™ Soloプロセッサーとインテル® Core™ Duoプロセッサーのマイクロアー

キテクチャーには、固有のパフォーマンス・イベントがある。『Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の付録 Aも参照。

B.4.1 パフォーマンス・カウンターの結果について

各パフォーマンス・イベントでは、コアがアクティブなときに、コアで発生したマイクロ

アーキテクチャー条件を検出する。コアは、以下の場合にアクティブである。

• コードを実行している（停止命令は除く）。

• 他方のコアまたはプラットフォーム上の論理プロセッサーによってスヌープされてい

る。これはコアが停止状態の場合にも発生する。

一部のマイクロアーキテクチャー条件は、複数のコアによって共有されるサブシステムに

適用される。また、一部のパフォーマンス・イベントでは、イベントマスク（またはユ

ニットマスク）が提供され、物理プロセッサー境界またはバス・エージェント境界での修

飾を可能にしている。

一部のイベントでは、物理プロセッサー上の全コアでのカウントではなく、特定のコアに

関連したマイクロアーキテクチャー条件のカウントが可能である（『Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の付録 Aに記載された L2およびバス

関連イベントを参照）。 

マルチスレッド・ワークロードがすべてのコアを連続して使用しない場合、コア固有の条

件をカウントするパフォーマンス・カウンターは、停止したコア上である程度進行してか

ら、カウントを中止する。または、ユニットマスクを修飾すれば、いずれかのプロセッ

サー・コアに起因する条件の発生を引き続きカウントさせることもできる。通常は、ユ

ニット・マスク・フィールドの最上位 2ビット（IA32_PERFEVTSELx MSR のビット 15：

14 ）を調整することによって、このような非対称な事象を識別できる（『Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の第 18章を参照）。 
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停止したコア上では、そのコアがスヌープされても進行しないサイクル・カウント・イベ

ントが 3 つある。そのイベントとは、Unhalted コアサイクル、Unhalted 参照サイクル、

Unhaltedバスサイクルである。3つのイベントはすべて、イベント 3CHによって選択され

たユニットについて検出される。

一部のイベントでは、マイクロアーキテクチャー条件は検出できるが、開始側のコアや物

理プロセッサーを識別する能力は限られている。例えば、ユニットマスク 20H を使って

bus_drdy_clocksをプログラムすると、バス上のすべてのエージェントを含めることができ

る。この場合、各コアのパフォーマンス・カウンターはほぼ同じ値を報告する。カウント

を解釈するパフォーマンス・ツールでは、バス・アクティビティーは 1つのコアでのイベ

ントカウントのみと等しくなる必要がある点について、考慮に入れなければならない（各

コアの合計は使用しない）。

上記の説明は、11Bによってイベントマスク内のコア固有のサブフィールド

（IA32_PERFEVTSELx MSR のビット 15：14）をプログラムした場合にも当てはまる。各

コアのパフォーマンス・カウンターによって報告される結果は、ほぼ同じになる。

B.4.2 比率の解釈

ワークロードのさまざまな特性を解析するには、2 つのイベントの比率が有用である。こ

のような比率は、次のように複数の単位で取得できる。（1）アプリケーション・スレッド

ごと、（2）論理プロセッサーごと、（3）コアごと、（4）物理プロセッサーごと。 

ソフトウェア開発の面では（1）の比率が最も有用であるが、マルチスレッド・アプリケー

ション上でアプリケーション・スレッドごとにプロセッサー・アフィニティーを明示的に

管理する必要がある。残りの単位は、ハードウェアの使用率についての情報を提供する。 

通常は、同一の実行での測定結果（比率にかかわるすべてのイベントの測定結果）を収集

する。その理由は以下のとおりである。

• マルチスレッド・ワークロードの比率を測定する場合、同一の実行での全イベントに

ついて結果を取得すると、各スレッドにどのイベントカウンター値が属しているか把

握できる。

• ライトバックなど一部のイベントでは、異なる実行に対して動作に決定性がない可能

性がある。そのような場合は、同一の実行で収集された測定結果のみが有効な比率に

なる。

B.4.3 特定のイベントに関する注意事項

この節では、『Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の付

録 Aに記載されたパフォーマンス・イベントを解釈する際の、イベント固有の注意事項に

ついて説明する。

• L2_Reject_Cycles、イベント番号 30H  - このイベントは、2次キャッシュが新しいア

クセス要求を拒否していたサイクルをカウントする。
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• L2_No_Request_Cycles、イベント番号 32H - このイベントは、1次キャッシュからの

要求または 2次キャッシュへのプリフェッチが発行されていなかったサイクルをカウ

ントする。

• Unhalted_Core_Cycles、イベント番号 3C、ユニットマスク 00H - このイベントは、ア

クティブなコアによって認識された最小時間単位をカウントする。 

• 多くのオペレーティング・システムでは、HLT命令によってアイドルタスクが実装さ

れる。そのような OS では、アイドルタスクのクロック数はカウントされない。拡張

版 Intel SpeedStep® テクノロジーによる遷移によって、コアの動作周波数が変化するこ

とがある。そのため、このイベントを利用して一定時間ごとのサンプリングを行うと、

結果に差が生じる可能性がある。

• Unhalted_Ref_Cycles、イベント番号 3C、ユニットマスク 01H - このイベントは、カ

ウントされるサイクルごとの間隔が一定になるように保証される。具体的には、コア

がアクティブなときにバス・クロック・サイクルに合わせてカウントがカウントアッ

プする。サイクルは、コアクロック周波数を設定するバス比率を掛けることによって

コア・クロック・ドメインに変換できる。

• Serial_Execution_Cycles、イベント番号 3C、ユニットマスク 02H - このイベントは、

一方のコアがコードをアクティブに実行し（非停止状態）、物理プロセッサーの他方の

コアが停止しているバスサイクルをカウントする。

• L1_Pref_Req、イベント番号 4FH、ユニットマスク 00H - このイベントは、2次キャッ

シュからデータ・キャッシュ・ラインをプリフェッチする Data Cache Unit（DCU）の

回数をカウントする。2次キャッシュがビジーの場合、要求が拒否されることがある。

拒否された要求は再送信される。

• DCU_Snoop_to_Share、イベント番号 78H、ユニットマスク 01H - このイベントは、

他方のコアが必要とするキャッシュラインについて DCU がスヌープされた回数をカ

ウントする。この場合、キャッシュラインが、他方のコアの L1 命令キャッシュまた

はデータキャッシュ内で見付からないか、または、他方のコアが書き込みを必要とし

ているにもかかわらず読み出し専用に設定されている。このようなスヌープは、DCU

ストアポートを介して行われる。DCU スヌープが頻繁に発生すると、DCU へのスト

アと競合することによって、ストアのレイテンシーが増加したり、パフォーマンスが

影響を受ける可能性がある。

• Bus_Not_In_Use、イベント番号 7DH、ユニットマスク 00H - このイベントは、コアに

バスの完了を待機しているトランザクションがないバスサイクル数をカウントする。

• Bus_Snoops、イベント番号 77H、ユニットマスク 00H - このイベントは、バス上で検

出された外部スヌープに対する CLEAN、HIT、または HITM応答の数をカウントする。 

シングルプロセッサー・システムでは、CLEAN応答と HIT応答は発生する可能性が低

い。マルチプロセッサー・システムでは、このイベントは、一方のプロセッサーでの

L2ミスが、ミスしたデータを他方のプロセッサーで見つけられなかったことを示す。

シングルプロセッサー・システムでは、HITM 応答は、L1 ミス（命令またはデータ）

が、ミスしたキャッシュラインを変更状態にある他方のコアで見つけたことを示す。マ

ルチプロセッサー・システムでも、このイベントは、L1ミス（命令またはデータ）が、

ミスしたキャッシュラインを変更状態にある他方のコアで見つけたことを示す。
パフォーマンス 監視イベントの使用　B-63



B.5 パフォーマンス分析のドリルダウン手法

ソフトウェアのパフォーマンスは、アプリケーション・コードとプロセッサーのマイクロ

アーキテクチャーの特性が密接に結びついている。こうした相互作用は、パフォーマンス

監視イベントによって推測できる。各マイクロアーキテクチャーは、マイクロアーキテク

チャー内の各種のサブシステムを対象とする多数のパフォーマンス・イベントを備えてい

る。主要なパフォーマンス・イベントを選択する手法を理解すれば、パフォーマンスのボ

トルネックをよく理解し、コード・チューニング作業の効率を向上させることができる。

最近の世代のインテル® 64プロセッサーと IA-32プロセッサーでは、アウトオブオーダー

実行エンジンを利用するマイクロアーキテクチャーを採用している。これらのプロセッ

サーには、インオーダー・フロントエンドと、プログラムの実行順序を強制するリタイア

メント・ロジックが搭載されている。これらのプロセッサーはスーパースケーラー・ハー

ドウェア、バッファリング、スペキュレーティブ・エグゼキューションを利用するので、

多くの場合、パフォーマンス・イベントとソフトウェア上で認識できるパフォーマンスの

ボトルネックの解釈が複雑になる。 

この節では、パフォーマンス・イベントを使用して、パフォーマンスのボトルネックがあ

りそうな個所を詳細に分析する手法について説明する。少数のパフォーマンス・イベント

に絞り込めば、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーを使用して、パフォー

マンスのボトルネックとソースコード上の位置を関連付けた上で、第 3章～第 8章で説明

したコーディングの推奨事項を適用できる。この手法の一般原則はさまざまなマイクロ

アーキテクチャーに適用できるが、この節では分かりやすいように、インテル® Core™ マ

イクロアーキテクチャー・ベースのプロセッサーで利用可能なパフォーマンス・イベント

を使用する。 

パフォーマンスのチューニングの目標は、通常は、厳密に定義されたワークロードの完了

に要する時間を短縮することにある。パフォーマンス・イベントを使用して、ワークロー

ドの開始から終了までの経過時間を測定できる。したがって、プロセッサー・サイクルの

計測値が小さくなれば、ワークロード完了までの経過時間が短縮されたことになる。

このドリルダウン手法では、4 フェーズのパフォーマンス・イベント測定によって、主要

なパイプステージまたはマイクロアーキテクチャー・サブシステムとコードの相互作用を

特性評価する。図 B-13 は、パフォーマンス・イベントのドリルダウン手法とソフトウェ

ア・チューニングのフィードバック・ループ関係を示している。
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通常、パフォーマンス監視ハードウェアのロジックは、サイクル、マイクロオペレーショ

ン（µOP）、アドレス参照、インスタンスなどのカウントドメインごとに異なるマイクロ

アーキテクチャー状態を測定する。このドリルダウン手法では、以下に説明する妥当な近

似的手法によって、各フェーズで直感的に理解できるサイクルベースのビューが得られる

ようにする。

• 総サイクル数の測定：対象ワークロードの完了に要した総サイクル数を、Start_to_Finish

ビューに表示する。一般的なパフォーマンス・チューニング状況では、指標 Total_cycles

はイベント CPU_CLK_UNHALTED.CORE によって測定される（『Intel® 64 and IA-32

Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の付録 A「Performance Monitoring

Events」を参照）。

• 発行ポートでのサイクル構成：リザベーション・ステーション（RS）は、プログラムが

処理を進行できるように、実行されるマイクロオペレーション（µOP）をディスパッチ

する。したがって、指標 Total_cycles は、2 つの排他的な構成要素である

Cycles_not_issuing_uops と Cycles_issuing_uops に分解される。Cycles_not_issuing_uops

は、RSが実行されるマイクロオペレーション（µOP）を発行していないサイクル数を

図 B-13 パフォーマンス・イベントのドリルダウンとソフトウェア・チューニングの

フィードバック・ループ
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示し、Cycles_issuing_uopsは、RSが実行されるマイクロオペレーション（µOP）を発

行しているサイクル数を示す。Cycles_issuing_uops のサイクルでは、作成されたコー

ドパスまたはスペキュレーティブなコードパスにマイクロオペレーション（μOP）が

含まれる。 

• アウトオブオーダー（OOO）実行のサイクル構成：アウトオブオーダー・エンジンは、

複数のマイクロオペレーション（μOP）を並行して実行できる複数の実行ユニットを

備えている。1 つの実行ユニットがストールしても、プログラムの実行がストールす

るとは限らない。このドリルダウン手法では、プログラム実行の進捗を近似的に示す

サイクル構成ビューを作成しようとする。関連する指標は、Cycles_stalled、

Cycles_not_retiring_uops、Cycles_retiring_uopsの 3つである。

• 実行ストールの分析：全体的なプログラム実行のサイクル構成から、パフォーマンス・

イベントの選択を絞り、ワークロードとマイクロアーキテクチャー・サブシステム間

の非生産的な相互作用をピンポイントで識別できる。 

マイクロアーキテクチャー・サブシステムのストールまたは非効率なスペキュレーティ

ブ・エクゼキューションによるサイクルの損失が特定できたら、インテル ® VTune™ パ

フォーマンス・アナライザーを使用して、パフォーマンスに重要な影響を与える各要因と

ソースコード内の位置を関連付けることができる。ストールや予測ミスによるパフォーマ

ンスへの影響が小さい場合でも、インテル® VTune™ パフォーマンス・アナライザーはソー

ス内の Hotspot 関数の位置を識別できるので、プログラマーはこれらの関数のベクトル化

によって得られるメリットを評価できる。

B.5.1 発行ポートでのサイクル構成

最近のプロセッサーのマイクロアーキテクチャーは、フロントエンドでプログラム命令を

マイクロオペレーション（μOP）にデコードしながら、マイクロオペレーション（μOP）の

ストリームをネイティブで実行するアウトオブオーダー・エンジンを採用している。指標

Total_cyclesだけでは、プログラムの実行に関して生産的なサイクルと非生産的なサイクル

の分解については不透明である。一貫性のあるサイクルベースの分解が行えるように、以

下の 2つの指標が用意されている。これらの指標は、インテル® Core™ マイクロアーキテ

クチャー・ベースのプロセッサーで利用可能なパフォーマンス・イベントを使って測定で

きる。そのイベントとは、

• Cycles_not_issuing_uops - この指標は、イベントRS_UOPS_DISPATCHEDによって測定

できる。対象とするパフォーマンス・イベント選択（IA32_PERFEVSELx）MSR内で INV

ビットをセットし、カウンターマスク（CMASK）の値を 1 に設定する（『Intel® 64 and

IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の第 18章を参照）。インテル®

VTune™ パフォーマンス・アナライザーには、CMASKと INVがそれぞれ 1に設定され

た、VTuneのイベント名 RS_UOPS_DISPATCHED.CYCLES_NONEが用意されている。

• Cycles_issuing_uops - この指標は、イベント RS_UOPS_DISPATCHEDによって測定

できる。対象とするパフォーマンス・イベント選択 MSR内で INVビットをクリアー

し、カウンターマスク（CMASK）の値を 1に設定する。
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なお、ここで使用しているサイクル分解ビューは、基本的には近似的なものである。RSが

一杯か空かを識別したり、RSは空になっているがパイプライン内のマイクロオペレーショ

ン（μOP）の一部がリタイアの途中であるといった過渡な状況を把握することはできない。

B.5.2 アウトオブオーダー（OOO）実行のサイクル構成

アウトオブオーダー（OOO）エンジン内では、スペキュレーティブ・エグゼキューション

（投機実行）がプログラムの処理を進行する上で重要な要素となる。しかし、予測が外れ

たコードパスに含まれるマイクロオペレーション（μOP）のスペキュレーティブ・エグゼ

キューションは、実行リソースと実行帯域幅を消費する非生産的な活動となる。 

Cycles_not_issuing_uopsは、定義により、アウトオブオーダー・エンジンがストールしたサ

イクル数（Cycles_stalled）を表す。この指標は、近似的に、プログラムがの処理が進行し

ていないサイクル数として解釈できる。

実行のために発行されたマイクロオペレーション（μOP）は、すべてリタイアメントで終

わるとは限らない。リタイアメントに到達しないマイクロオペレーション（μOP）は、プ

ログラム実行処理の進行に貢献していない。したがって、さらなる近似的手法を適用し、

Cycles_issuing_uopsを以下の 2つの指標に分解できる。

• Cycles_non_retiring_uops - リタイアしないマイクロオペレーション（μOP）に関連

するサイクル数を直接測定するイベントは存在しないが、以下のいくつかの前提に基

づいて、利用可能なパフォーマンス・イベントからこの指標を算出できる。

— 発行ポートを通過するマイクロオペレーション（μOP）の発行速度は一定とす

る。したがって、uops_rate = Dispatch_uops/Cycles_issuing_uopsと定義する。ここ

で、Dispatch_uopsはイベント RS_UOPS_DISPATCHEDによって測定できる

（INVビットと CMASKをクリアーする）。 

— リタイアしない非生産的なマイクロオペレーション（μOP）の数を、

non_productive_uops = Dispatch_uops - executed_retired_uopsによって近似的に算出

する。ここで、executed_retired_uopsは、実行帯域幅を消費した、処理の進行に

貢献する生産的なマイクロオペレーション（μOP）を表す。 

— executed_retired_uopsは、（イベント UOPS_RETIRED.ANYによって測定される）

num_retired_uopsと（イベント UOPS_RETIRED.FUSEDによって測定される）

num_fused_uopsの 2つの指標の合計によって近似的に求められる。

• したがって、Cycles_non_retiring_uops = non_productive_uops / uops_rateになる。

• Cycles_retiring_uops - この指標は、Cycles_retiring_uops = num_retired_uops / uops_rateから

算出される。

ここで使用しているサイクル分解手法では、生産的なマイクロオペレーション（μOP）と

非生産的なマイクロオペレーション（μOP）が同じサイクルでアウトオブオーダー・エン

ジンにディスパッチされる状況を識別できない。しかし、経験則によると、リタイアしな

いマイクロオペレーション（μOP）が大きい場合は、アウトオブオーダー・エンジンの混

雑が発生しており、プログラムのストールが起こる可能性が高いため、この近似的手法は

妥当である。
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Total_cyclesを基準として、Cycles_non_retiring_uops、Cycles_stalled、Cycles_retiring_uopsの

3つの指標を評価すれば、チューニング作業に役立つ以下の指針が得られる。

• Cycles_non_retiring_uops が大きい場合は、コードのレイアウトに焦点を当て、分岐の

予測ミスを減らすことが重要である。

• Cycles_non_retiring_uopsと Cycles_stalledがいずれも小さい場合は、パフォーマンス・

チューニングでベクトル化などの手法を重視し、Hotspot 関数のリタイアメント・ス

ループットを向上させるべきである。

• Cycles_stalledが大きい場合は、マイクロアーキテクチャー・パイプラインのさらに深

い個所に潜むボトルネックを発見するために、さらなるドリルダウンが必要である。 

B.5.3 パフォーマンス・ストールのドリルダウン

状況によっては、マイクロアーキテクチャー内の各種のストレスポイントを原因とするス

トールに浪費されたサイクル数を評価し、候補となる各ストレスポイントの貢献を合計す

る手法が有効である。しかし、この手法は非常に大まかな簡略化に基づくものであり、ア

ウトオブオーダー・エンジンのスーパースケーラー構造とバッファリングを考慮に入れる

ことは難しい。

各種のパフォーマンス・イベントに関連するカウントドメインは多様なため、各ストレス

ポイントのパフォーマンスへの影響をサイクルベースで評価すると、影響の過大評価や過

小評価によってさまざまな度合いの誤差が生じる。

特定の原因についてパフォーマンスへの全体的な影響を推測するとき、インスタンスあた

りのコストに対して、そのマイクロアーキテクチャー状態の発生回数を示すイベントカウ

ントを掛けると、その影響が過大に評価されがちである。その結果、各種のストレスポイ

ントが原因で失われたサイクル数の合計が、より正確な指標である Cycles_stalledの値を超

えることがある。

しかし、個々のストレスポイントが原因で失われたサイクル数を合計する手法は、コード

をチューニングして各ストレスポイントのパフォーマンスへの影響を解決する際に、コー

ド・チューニング・ループ作業の有効性を測定する反復的な指標としては有益である。こ

の節では、パフォーマンス・イベントによってカウントでき、本書で説明した以下のコー

ディングの推奨事項によって解決できる、パフォーマンスのボトルネックの一般的な原因

について説明する。

以下の項目は、マイクロアーキテクチャーの一般的なストレスポイントを示している。
B-68　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



• L2 ミスの影響：L2ロードミスがあると、メモリー・サブシステムのフルレイテンシー

が明らかになる。システムメモリーへのアクセスのレイテンシーは、一般にチップセッ

トの種類によって 100サイクル以上異なる。サーバー・チップセットはデスクトップ・

チップセットより長いレイテンシーを示す傾向がある。L2キャッシュミスになった参

照の数は、MEM_LOAD_RETIRED.L2_LINE_MISSによって測定できる。 

システムメモリーのレイテンシーに L2 ミスの数を掛けることで L2 ミスの全体的な影

響を推測する手法は、アウトオブオーダー・エンジンが複数の未処理のロードミスを

処理できることを考慮に入れていない。L2ミスのレイテンシーと回数の乗算は、各 L2

ミスが逐次的に発生することを前提にしている。

L2 ミスが影響する推測の精度を向上させるには、CMASK の値を 1 に設定してイベン

ト BUS_REQUEST_OUTSTANDING を使用する代替手法も検討する必要がある。この

手法では、未処理のバス読み出し要求から得られるデータについてアウトオブオー

ダー・エンジンが待機しているサイクル数を測定する。これによって、メモリー・レ

イテンシーと L2ミス数の乗算による過大評価の問題を解決できる。

• L2ヒットの影響：L2からのメモリーアクセスがあると、L2レイテンシーのコストが発

生する（表 2-3 を参照）。L2 ヒットになったキャッシュライン参照の数は、

MEM_LOAD_RETIRED.L1D_LINE_MISS - MEM_LOAD_RETIRED.L2_LINE_MISS の

2つのイベントの差によって測定できる。 

• L2ヒットのレイテンシーにL2ヒット参照の数を掛けることでL2ヒットの全体的な影

響を推測する手法は、アウトオブオーダー・エンジンが複数の未処理のロードミスを

処理できることを考慮に入れていない。 

• L1 DTLBミスの影響：DTLBルックアップ・ミスのコストは、約 10サイクルである。イ

ベント MEM_LOAD_RETIRED.DTLB_MISSは、DTLBミスになったマイクロオペレー

ション（µOP）のロード回数を測定する。 

• LCPの影響：LCPストールの全体的な影響は、イベント ILD_STALLSによって直接測

定できる。イベント ILD_STALLSは、スローデコーダーがトリガーされた回数を測定

する。各インスタンスのコストは 6サイクルである。

• ストア・フォワーディングによるストールの影響：ストア・フォワーディングの状況

が、ハードウェアによって課せられるアドレスやサイズの必要条件を満たさない場合

は、ストールが発生する。遅延は、ストア・フォワーディングのストール状況によっ

て異なる。このため、各種のストア・フォワーディングのストール状況をきめ細かく

検出するパフォーマンス・イベントがいくつか用意されている。これには以下のもの

がある。

— 未知のアドレスへの先行するストアによってブロックされたロード：この状況

は、イベント Load_Blocks.Staによって測定できる。インスタンスあたりのコス

トは約 5サイクルである。

— 先行するストアと部分的にオーバーラップしているか、ロードと先行するスト

アの間の 4Kバイト別名アドレスと部分的にオーバーラップしているロード。こ

れらの 2つの状況は、イベント Load_Blocks.Overlap_storeによって測定される。 

— キャッシュラインの境界にまたがるロード。これは Load_Blocks.Until_Retireに

よって測定される。インスタンスあたりのコストは約 20サイクルである。
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B.6 インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーのイベ
ント比率

付録 B.6には、パフォーマンス・イベントを使用したパフォーマンスのボトルネックの迅

速な診断例が記載されている。この節では、パフォーマンス・イベントを使用して各種の

パフォーマンス分析、ワークロードの特性評価、パフォーマンス・チューニングに役立つ

指標を評価する方法について、さらに詳しく説明する。なお、インテル® Core™ マイクロ

アーキテクチャーの多くのパフォーマンス・イベント名は、XXXX.YYYの形式をとる。こ

の表記の一般的な規則では、XXXX は通常はパフォーマンス・イベント選択レジスター

（IA32_PERFEVSELx）内の固有のイベント選択コードに対応し、YYY は特定のマイクロ

アーキテクチャー状態を個別に定義する固有のサブイベント・マスクに対応する（『Intel®

64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3B』の第 18章と付録 Aを参

照）。 

B.6.1 Clocks Per Instructions Retired Ratio（CPI）（リタイアし

た命令あたりのクロック数の比率） 

1. Clocks Per Instruction Retired Ratio（CPI）（リタイアした命令あたりのクロック数の比

率）：CPU_CLK_UNHALTED.CORE /INST_RETIRED.ANY.

マイクロアーキテクチャーは、理想的な状況では最小で 0.25 の CPI を達成できる。しか

し、実際のコードの多くは CPIの値がそれより大きくなる。特定のワークロードで CPIの

値が大きいほど、コードのチューニングによってパフォーマンスを改善できる機会は多く

なる。CPI は全体的な指標であり、どのマイクロアーキテクチャー・サブシステムが高い

CPI値に影響しているかを特定するものではない。 

以下の節では、フロントエンド、実行、メモリーとの相互作用の特性評価に役立つ一連の

イベント比率を定義する。

B.6.2 フロントエンド比率

2. RS Full Ratio（RSフル比率）：RESOURCE_STALLS.RS_FULL / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

3. ROB Full Ratio（ROBフル比率）：RESOURCE_STALLS.ROB_FULL / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

4. Load or Store Buffer Full Ratio（ロードまたはストアバッファー・フル比率）：

RESOURCE_STALLS.LD_ST / CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

ROB Full Ratio、RS Full Ratio、Load Store Buffer Full Ratioの値が小さく、CPIの値が大きい

場合は、フロントエンドがアウトオブオーダー・エンジンのバッファーを一杯にするのに

十分な速度で命令とマイクロオペレーション（µOP）を供給できないため、アウトオブオー

ダー・エンジンが実行するマイクロオペレーション（µOP）を待機している可能性がある。

この場合は、フロントエンドにパフォーマンスの問題がないかをさらにチェックする必要

がある。
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B.6.2.1 コードの局所性
5. Instruction Fetch Stall（命令フェッチのストール）：CYCLES_L1I_MEM_STALLED / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100 

Instruction Fetch Stall比率は、命令フェッチユニット（IFU）がキャッシュミスと命令 TLB

（ITLB）ミスが原因でデコーディング用のキャッシュラインを供給できない期間のサイク

ル数の比率（%）である。この比率が高い場合は、コードページのワーキングセットのサ

イズを縮小して、実行される命令の数を減らし、コードの局所性を改善することで、パ

フォーマンスが向上する可能性がある。 

6. ITLB Miss Rate（ITLBミス比率）：ITLB_MISS_RETIRED / INST_RETIRED.ANY

ITLB Miss Rate の値が大きい場合は、実行されるコードのページ数が多すぎて、多くの命

令 TLB ミスが発生している。ITLBミスがリタイアすると、パイプラインは自然に排出さ

れる。また ITLBミスは、それ以上の命令のフェッチをストールさせる。

7. L1 Instruction Cache Miss Rate（L1命令キャッシュミス比率）：L1I_MISSES / 

INST_RETIRED.ANY

L1 Instruction Cache Miss Rate の値が大きい場合は、コードのワーキングセットが L1 命令

キャッシュの容量を超えている。コードのワーキングセットを縮小すれば、パフォーマン

スは向上する。

8. L2 Instruction Cache Line Miss Rate（L2命令キャッシュ・ライン・ミス比率）：

L2_IFETCH.SELF.I_STATE / INST_RETIRED.ANY

L2 Instruction Cache Line Miss Rateが 0より大きい場合は、L2キャッシュからの命令キャッ

シュ・ライン・ミスがプログラムのパフォーマンスに顕著な影響を与えている。 

B.6.2.2 分岐とフロントエンド
9. BACLEAR Performance Impact（BACLEARのパフォーマンスへの影響）：7 * 

BACLEARS / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

BACLEAR Performance Impactの値が大きい場合は、通常はコード内の分岐が多すぎて分岐

予測ユニットが分岐を処理できていない。

10. Taken Branch Bubble（実行された分岐のバブル）：

(BR_TKN_BUBBLE_1+BR_TKN_BUBBLE_2) / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

Taken Branch Bubble の値が大きい場合は、連続的に分岐する分岐がコードに多数含まれ、

フロントエンドにバブルを発生させている。このバブルは、後でパイプ内の実行レイテン

シーとストールによって隠蔽されない場合にのみ、パフォーマンスに影響を与える。

B.6.2.3 スタックポインター追跡機能
11. SP Synchronization（ESP同期）：ESP.SYNCH / ESP.ADDITIONS

ESP Synchronization 比率は、ESP の明示的な使用（例えば、ロード命令またはストア命令

による使用）と暗黙的な使用（例えば、PUSH命令または POP命令による使用）の比率を

計算する。予想される比率は 0.2以下である。比率が 0.2より高い場合は、コードを再編成

して ESP同期イベントを回避することを検討すべきである。
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B.6.2.4 マクロフュージョン
12. Macro-Fusion（マクロフュージョン）：UOPS_RETIRED.MACRO_FUSION / 

INST_RETIRED.ANY

Macro-Fusion 比率は、1 つのマイクロオペレーション（µOP）に何個のリタイアした命令

が結合されているかを計算する。この比率は 32ビット・バイナリー実行ファイルでは高い

が、それと等価な 64 ビット・バイナリーではかなり低い。また、64 ビット・バイナリー

の実行速度は 32 ビット・バイナリーより遅い。その理由はおそらく、32 ビット・バイナ

リーがマクロフュージョンから大きなメリットを得ていることである。

B.6.2.5 レングス変更プリフィクス（LCP）のストール
13. LCP Delays Detected（検出された LCP遅延）：ILD_STALL / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE

LCP Delays Detected の値が大きい場合は、測定対象コード内で多くのレングス変更プリ

フィクス（LCP）遅延が発生している。

B.6.2.6 自己修正コードの検出
14. Self Modifying Code Clear Performance Impact（自己修正コードのクリアーのパフォー

マンスへの影響）：MACHINE_NUKES.SMC * 150 / CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 

100

コードセクションへの書き込みを実行し、すぐ後に生成されたコードを実行するプログラ

ムには、大きなペナルティーが生じる。Self Modifying Code Performance Impactは、プログ

ラムが自己修正コードのペナルティーとして要したサイクル数の比率（%）を推測する。

B.6.3 分岐予測の比率

付録 B.7.2.2 では、フロントエンドのパフォーマンスに影響を与える分岐について説明し

た。この節では、分岐予測ミスの特性評価によく使用されるイベント比率について説明す

る。 

B.6.3.1 分岐の予測ミス
15. Branch Misprediction Performance Impact（分岐予測ミスのパフォーマンスへの影

響）：RESOURCE_STALLS.BR_MISS_CLEAR / CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

Branch Misprediction Performance Impactを使用して、プロセッサーが分岐予測ミスからの回

復に要したサイクル数の比率（%）を計算できる。 

16. Branch Misprediction per Micro-Op Retired（リタイアしたマイクロオペレーション

（µOP）あたりの分岐予測ミス）：

BR_INST_RETIRED.MISPRED/UOPS_RETIRED.ANY

Branch Misprediction per Micro-Op Retired 比率は、分岐の予測ミスが多すぎてコードのパ

フォーマンスが低下していないかを示す。この場合は、分岐予測の精度を向上させること

で、コードのパフォーマンスが著しく改善される可能性がある。 
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また、個々の分岐予測ミスがパフォーマンスに大きな影響を及ぼしている場合もある。こ

の状況は、予測が外れた分岐に先行するコードの CPI が高く（キャッシュミスなど）、分

岐予測ミスのために後続するコードがその処理を並列化できない場合に発生する。この

コードの CPIを小さくすれば、分岐予測ミスによるパフォーマンスへの影響を軽減できる。

これらの状況を識別する方法については、ほかの比率を参照のこと。

正確なイベントである BR_INST_RETIRED.MISPRED を使用して、予測が外れた分岐の実

際のターゲットを検出できる。この方法で、予測が外れた分岐を識別できる。

B.6.3.2 仮想テーブルと間接呼び出し
17. Virtual Table Usage（仮想テーブルの使用）：BR_IND_CALL_EXEC / 

INST_RETIRED.ANY

Virtual Table Usageの値が大きい場合は、コードに多くの間接呼び出しが含まれている。間

接呼び出しのデスティネーション・アドレスの予測は困難である。

18. Virtual Table Misuse（仮想テーブルの誤使用）：BR_CALL_MISSP_EXEC / 

BR_INST_RETIRED.MISPRED

Branch Misprediction Performance Impact（比率 15）と Virtual Table Misuseの比率がともに高

い場合は、間接関数呼び出しの予測ミスのために長い時間がかかっている。

Cコード内での関数ポインターの明示的な使用以外に、間接呼び出しや、C++内での継承、

抽象型クラス、仮想メソッドの実装に使用される。

B.6.3.3 予測ミスリターン
19. Mispredicted Return Instruction Rate（予測ミスリターン命令の比率）：

BR_RET_MISSP_EXEC/BR_RET_EXEC

プロセッサーはコールとリターンのペアを追跡する特殊なメカニズムを備えている。プロ

セッサーは、すべての CALL 命令がそれに対応する RETURN 命令を持つことを前提とし

ている。RETURN命令によって復元されたリターンアドレスが、それに対応する CALL命

令の実行中に格納されたアドレスと一致しない場合は、コードに予測ミスのペナルティー

が生じる。

B.6.4 実行に関する比率

この節では、マイクロオペレーション（µOP）と RS、ROB、実行ユニットなどの相互作用

の分析を可能にするイベント比率について説明する。

B.6.4.1 リソースストール

RS Full Ratio（比率 2）の値が大きい場合は、依存関係チェーンが長いため、リザベーショ

ン・ステーション（RS）が頻繁にマイクロオペレーション（μOP）で一杯になっている。

RS内のマイクロオペレーション（μOP）は、先行するマイクロオペレーション（μOP）に

よってオペランドが計算されるのを待機しているか、空き実行ユニットが実行されるのを

待機している。したがって、これらのマイクロオペレーション（μOP）は実行できない。

この状態では、複数の実行ユニットが提供する並列性を活用できない。
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ROB Full Ratio（比率 3）の値が大きい場合は、リオーダーバッファー（ROB）が頻繁にマ

イクロオペレーション（μOP）で一杯になっている。これは通常、L2キャッシュ要求ミス

などのレイテンシーの長い操作を意味している。 

B.6.4.2 ROB読み出しポートのストール
20. ROB Read Port Stall Rate（ROB読み出しポートストールの比率）：

RAT_STALLS.ROB_READ_PORT / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

ROB Read Port Stall Rateは、ROB読み出しポートストールを識別する。ただし、この比率

は、Resource Stall Ratioで示されるリソースのストールの回数が少ない場合にのみ使用する

べきである。

B.6.4.3 パーシャル・レジスター・ストール
21. Partial Register Stalls Ratio（パーシャル・レジスター・ストールの比率）：

RAT_STALLS.PARTIAL_CYCLES / CPU_CLK_UNHALTED.CORE*100

パーシャルストールの原因となるレジスターに頻繁にアクセスすると、アクセスレイテン

シーが増大し、パフォーマンスが低下する。Partial Register Stalls Ratio は、パーシャルス

トールが発生しているサイクル数の比率（%）である。

B.6.4.4 パーシャル・フラグ・ストール
22. Partial Flag Stalls Ratio（パーシャル・フラグ・ストールの比率）：

RAT_STALLS.FLAGS / CPU_CLK_UNHALTED.CORE 

パーシャル・フラグ・ストールによって大きなペナルティーが生じるが、このストールは

簡単に回避できる。ただし、場合によっては、実際のフラグストールが存在しないにもか

かわらず、Partial Flag Stalls Ratio の値が大きくなることがある。一部の命令は、RFLAGS

レジスターを部分的に変更し、パーシャル・フラグ・ストールを発生させる場合がある。

最も一般的な例は、シフト命令（SAR、SAL、SHR、SHL）と、INCおよび DEC命令である。 

B.6.4.5 実行ドメイン間のバイパス
23. Delayed Bypass to FP Operation Rate（遅延した FP演算バイパスの比率）：

DELAYED_BYPASS.FP / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

24. Delayed Bypass to SIMD Operation Rate（遅延した SIMD演算バイパスの比率）：

DELAYED_BYPASS.SIMD / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

25. Delayed Bypass to Load Operation Rate（遅延したロード操作バイパスの比率）：

DELAYED_BYPASS.LOAD / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

ドメインバイパスがあると、命令レイテンシーが 1サイクル増える。コード内でドメイン

バイパスが頻繁に起こる操作を特定するには、上記の比率を使用する。
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B.6.4.6 浮動小数点演算パフォーマンス比率
26. Floating Point Instructions Ratio（浮動小数点命令比率）：X87_OPS_RETIRED.ANY / 

INST_RETIRED.ANY * 100

浮動小数点演算の比率が高い場合は、浮動小数点演算アルゴリズム専用の最適化を適用で

きる。

27. FP Assist Performance Impact（FPアシストのパフォーマンスへの影響）：FP_ASSIST 

* 80 / CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100 

浮動小数点演算アシストは、デノーマルや NaNなどの非正規の FP値に対して起動される。

FPアシストは、正規の FP演算の実行に比べて極めて低速である。生じるペナルティーは

アシストによって異なる。FP Assist Performance Impactは、全体的な影響を推測する。

28. Divider Busy（除算器ビジー）：IDLE_DURING_DIV / CPU_CLK_UNHALTED.CORE 

* 100

Divider Busy の値が大きい場合は、除算器がビジーであり、ほかの実行ユニットやロード

操作は数サイクルにわたって進行していない。この比率は、並行して実行でき、除算器の

ペナルティーを隠蔽できる L1データ・キャッシュ・ミスと L2キャッシュミスを考慮に入

れていない。

29. Floating-Point Control Word Stall Ratio（浮動小数点制御ワードストールの比率）：

RESOURCE_STALLS.FPCW / CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

浮動小数点制御ワード（FPCW）が頻繁に変更されると、パフォーマンスが大幅に低下す

る。FPCWの変更の主な理由は、FPから整数への変換の実行時の丸めモードの変更である。

B.6.5 メモリー・サブシステム - アクセス競合の比率

Load or Store Buffer Full Ratio（比率 4）の値が大きい場合は、ロードバッファーまたはスト

アバッファーが頻繁に一杯になるため、新しいマイクロオペレーション（µOP）を実行パ

イプラインに送り込めなくなる。これによって実行の並列性が減少し、パフォーマンスが

低下する。

30. Load Rate（ロード比率）：L1D_CACHE_LD.MESI / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

各コアは 1サイクルごとに 1つのメモリー読み出し操作を処理できる。Load Rateの値が大

きい場合は、実行がメモリー読み出し操作によって制約を受けている。

31. Store Order Block（ストア・オーダー・ブロック）：STORE_BLOCK.ORDER / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

Store Order Block比率は、L2キャッシュミスになったストア操作によって、その後のスト

ア操作によるメモリー・サブシステムへのデータ移動がブロックされたサイクル数の比率

（%）である。さらに、この動作によってストアバッファーが一杯になることがある（比率

4を参照）。
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B.6.5.1 L1データキャッシュによってブロックされたロード
32. Loads Blocked by L1 Data Cache Rate（L1データキャッシュによってブロックされた

ロードの比率）：LOAD_BLOCK.L1D/CPU_CLK_UNHALTED.CORE

Loads Blocked by L1 Data Cache Rateの値が大きい場合は、通常は多数の L1データ・キャッ

シュ・ミスが同時に発生した結果起こるリソースの不足のために、ロード操作が L1 デー

タキャッシュによってブロックされている。

B.6.5.2 4Kエイリアシング /ストア・フォワーディング・ブロックの検出
33. Loads Blocked by Overlapping Store Rate（オーバーラップしているストアによってブ

ロックされたロードの比率）：

LOAD_BLOCK.OVERLAP_STORE/CPU_CLK_UNHALTED.CORE

4Kエイリアシング /ストア・フォワーディング・ブロックは、ロードがさまざまな理由で

先行するストアによってブロックされる状況を表す。いずれの場合も、同じイベント

LOAD_BLOCK.OVERLAP_STOREによって検出される。Loads Blocked by Overlapping Store

Rateの値が大きい場合は、4Kエイリアシング / ストア・フォワーディング・ブロックがパ

フォーマンスに影響を与えている。

B.6.5.3 先行するストアによってブロックされたロード
34. Loads Blocked by Unknown Store Address Rate（未知のストアアドレスによってブ

ロックされたロードの比率）：LOAD_BLOCK.STA / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

Loads Blocked by Unknown Store Address Rate の値が大きい場合は、未知のアドレスを持つ

先行するストアによってロードが頻繁にブロックされるため、パフォーマンスのペナル

ティーが生じている。 

35. Loads Blocked by Unknown Store Data Rate（未知のストアデータによってブロックさ

れたロードの比率）：LOAD_BLOCK.STD / CPU_CLK_UNHALTED.CORE

Loads Blocked by Unknown Store Data Rateの値が大きい場合は、未知のデータを持つ先行す

るストアによってロードが頻繁にブロックされるため、パフォーマンスのペナルティーが

生じている。 

B.6.5.4 メモリー・ディスアンビゲーション

マイクロアーキテクチャーのメモリー・ディスアンビゲーション機能により、未知のアド

レスを持つストアによるロードへの妨害のほとんどをなくすことができる。（おそらくあ

まり当てにならないロード / ストアのディスアンビゲーションのために）この機能が失敗

した場合は、イベント LOAD_BLOCK.STAがカウントされ、

MEMORY_DISAMBIGUATION.RESETもカウントされる。

B.6.5.5 ロード操作のアドレス変換
36. L0 DTLB Miss due to Loads - Performance Impact（ロードによる L0 DTLBミス - パ

フォーマンスへの影響）：DTLB_MISSES.L0_MISS_LD * 2 / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE
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DTLB0ミスの数が多い場合は、ワークロードが使用するデータセットが多数のページにわ

たり DTLB0の容量を超えている。DTLB0ミス数の多さは、CPI（比率 1）が低い（約 0.8）

場合にのみ、ワークロードのパフォーマンスに影響を与えると予想される。CPI の値が大

きい場合は、DTLB0 ミスサイクルはほかのレイテンシーによって隠蔽される可能性があ

る。

B.6.6 メモリー・サブシステム - キャッシュミス比率

B.6.6.1 コード内のキャッシュミスの検出

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーは、L1データ・キャッシュ・ミスまたは L2

キャッシュミスを引き起こしたリタイアしたロード命令を正確にカウントするイベント

を備えている。これらは正確なイベントであり、イベントを発生させた命令に続く命令の

命令ポインターを提供する。したがって、ポインターが指す命令の直前の命令が、キャッ

シュミスを発生させた命令である。パフォーマンスの問題を解決する際に焦点となるロー

ド命令を迅速に特定するには、これらのイベントが非常に有益である。イベントは以下の

通りである。

MEM_LOAD_RETIRE.L1D_MISS

MEM_LOAD_RETIRE.L1D_LINE_MISS

MEM_LOAD_RETIRE.L2_MISS

MEM_LOAD_RETIRE.L2_LINE_MISS

B.6.6.2 L1データ・キャッシュ・ミス
37. L1 Data Cache Miss Rate（L1データ・キャッシュ・ミス比率）：L1D_REPL / 

INST_RETIRED.ANY

L1 Data Cache Miss Rateの値が大きい場合は、コードの L1データ・キャッシュ・ミスの頻

度が高いため、L2キャッシュアクセスのペナルティーが生じている。Loads Blocked by L1

Data Cache Rate（比率 32）も参照のこと。

ロードを原因とするキャッシュミス、ストアを原因とするキャッシュミス、ロックされた

操作を原因とするキャッシュミスは、それぞれイベント L1D_CACHE_LD.I_STATE、

L1D_CACHE_ST.I_STATE、L1D_CACHE_LOCK.I_STATEを使って別々にカウントできる。

B.6.6.3 L2キャッシュミス
38. L2 Cache Miss Rate（L2キャッシュミス比率）：L2_LINES_IN.SELF.ANY / 

INST_RETIRED.ANY

L2 Cache Miss Rate の値が大きい場合は、実行中のワークロード内のデータセットが L2

キャッシュの容量を超えており、データの一部が使用されずに排出されている。ハード

ウェア・プリフェッチまたはソフトウェア・プリフェッチ命令によってすべての必要な

データが前もって取り込まれていない限り、メモリーからデータが取り込まれると、パ

フォーマンスに大きな影響を与える。 
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39. L2 Cache Demand Miss Rate（L2キャッシュ要求ミス比率）：

L2_LINES_IN.SELF.DEMAND / INST_RETIRED.ANY

L2 Cache Demand Miss Rateの値が大きい場合は、このワークロードが必要とするデータの

取り込みにハードウェア・プリフェッチを利用していない。データは、使用する必要があ

るときにメモリーから取り込まれ、メモリーアクセスごとにメモリー・レイテンシーが発

生している。

B.6.7 メモリー・サブシステム - プリフェッチ

B.6.7.1 L1データのプリフェッチ

イベント L1D_PREFETCH.REQUESTSは、DCUが L2（またはメモリー）から DCUにキャッ

シュラインをプリフェッチしようとするたびにカウントされる。DCUプリフェッチャーが

動作しており、このイベントがカウントされることが予想されるにもかかわらず、イベン

トMEM_LOAD_RETIRE.L1D_MISSが検出された場合は、複数のロードによるロード命令

アドレスの衝突が IPプリフェッチャーの動作を妨げている可能性がある。

B.6.7.2 L2ハードウェア・プリフェッチ

イベント L2_LD.SELF.PREFETCH.MESIを使用して、L2ハードウェア・プリフェッチが L2

に対して発行したプリフェッチ要求の数をカウントできる。L2に実際にプリフェッチされ

たキャッシュラインの数は、イベント L2_LD.SELF.PREFETCH.I_STATEによってカウント

される。

B.6.7.3 ソフトウェア・プリフェッチ

ソフトウェア・プリフェッチに関するイベントは、それぞれのプリフェッチ・レベルを対

象とする。

40. Useful PrefetchNTA Ratio（有効な PrefetchNTAの比率）：SSE_PRE_MISS.NTA / 

SSE_PRE_EXEC.NTA * 100

41. Useful PrefetchT0 Ratio（有効な PrefetchT0の比率）：SSE_PRE_MISS.L1 / 

SSE_PRE_EXEC.L1 * 100

42. Useful PrefetchT1 and PrefetchT2 Ratio（有効な PrefetchT1と PrefetchT2の比率）：

SSE_PRE_MISS.L2 / SSE_PRE_EXEC.L2 * 100

いずれかの有効なプリフェッチの比率が低い場合は、SSEプリフェッチ命令の一部が、す

でにキャッシュ内にあるデータをプリフェッチしている。

43. Late PrefetchNTA Ratio（遅い PrefetchNTAの比率）：LOAD_HIT_PRE / 

SSE_PRE_EXEC.NTA

44. Late PrefetchT0 Ratio（遅い PrefetchT0の比率）：LOAD_HIT_PRE / 

SSE_PRE_EXEC.L1

45. Late PrefetchT1 and PrefetchT2 Ratio（遅い PrefetchT1と PrefetchT2の比率）：

LOAD_HIT_PRE / SSE_PRE_EXEC.L2
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いずれかの遅いプリフェッチの比率が高い場合は、ソフトウェア・プリフェッチ命令の発

行が遅すぎたため、プリフェッチされるデータを使用するロード操作がキャッシュライン

の到着を待機している。

B.6.8 メモリー・サブシステム - TLBミス比率

46. TLB miss penalty（TLBミスのペナルティー）：PAGE_WALKS.CYCLES / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

TLB miss penalty の比率が高い場合は、TLB ミスの処理に多くのサイクルを要している。

TLBミスの数を減らせば、パフォーマンスが向上する。この比率には、DTLB0ミスのペナ

ルティーは含まれない（比率 37を参照）。

以下の比率は、頻繁に TLB ミスを発生させるメモリーアクセスに焦点を絞るのに役立つ。

命令フェッチを原因とする TLBミスについては、「ITLBミス比率」（比率 6）を参照のこと。

47. DTLB Miss Rate（DTLBミス比率）：DTLB_MISSES.ANY / INST_RETIRED.ANY

DTLB Miss Rateの値が大きい場合は、コードが短時間のうちにアクセスするデータページ

数が多すぎるため、多数のデータ TLBミスが発生している。

48. DTLB Miss Rate due to Loads（ロードによる DTLBミスの比率）：

DTLB_MISSES.MISS_LD / INST_RETIRED.ANY

DTLB Miss Rate due to Loads の値が大きい場合は、コードが短時間のうちにデータをロー

ドするページ数が多すぎるため、多数のデータ TLBミスが発生している。ロード操作によ

る DTLBミスは、ロード操作のレイテンシーを増大させるので、パフォーマンスに大きな

影響を与える。この比率には、DTLB0ミスのペナルティーは含まれない（比率 37を参照）。

DTLBミスを発生させたロード命令を正確に検出するには、正確なイベント

MEM_LOAD_RETIRE.DTLB_MISSを使用する。 

49. DTLB Miss Rate due to Stores（ストアによる DTLBミスの比率）：

DTLB_MISSES.MISS_ST / INST_RETIRED.ANY

DTLB Miss Rate due to Stores の値が大きい場合は、コードが短時間のうちにアクセスする

データページ数が多すぎるため、ストア操作を原因とする多数のデータ TLBミスが発生し

ている。これらのミスは、ほかの命令と並行して発生していない場合は、パフォーマンス

に影響を与える。また、多くのストアが連続的に存在しており、その一部に DTLBが見つ

からない場合は、フル・ストア・バッファーによるストールが発生することがある。
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B.6.9 メモリー・サブシステム - コアの相互作用

B.6.9.1 変更されたデータの共有
50. Modified Data Sharing Ratio（変更されたデータの共有の比率）：

EXT_SNOOP.ALL_AGENTS.HITM / INST_RETIRED.ANY

変更されたデータの共有が頻繁に発生するのは、2 つのスレッドが 1 つのキャッシュライ

ン内にあるデータを使用し、変更するためである。変更されたデータの共有は、L2キャッ

シュミスの原因になる。変更されたデータの共有が意図せずに起こる場合（フォルス・シェ

アリングとも呼ばれる）、通常は要求ミスが発生し、大きなペナルティーが生じる。フォ

ルス・シェアリングを取り除くと、コードのパフォーマンスは飛躍的に向上する。

51. Local Modified Data Sharing Ratio（ローカルな変更されたデータの共有の比率）：

EXT_SNOOP.THIS_AGENT.HITM / INST_RETIRED.ANY

Modified Data Sharing Ratio は、システム内で観察される変更されたデータの共有の総量を

示す。複数のプロセッサーを搭載したシステムでは、Local Modified Data Sharing Ratioを使

用して、同じプロセッサー内で 2つのコアに共有される、変更されたデータの共有の量を

示すことができる。（1つのプロセッサーを搭載したシステムでは、2つの比率はほぼ同じ

になる） 

B.6.9.2 高速同期のペナルティー
52. Locked Operations Impact（ロックされた操作の影響）：

(L1D_CACHE_LOCK_DURATION + 20 * L1D_CACHE_LOCK.MESI) / 

CPU_CLK_UNHALTED.CORE * 100

高速同期は、通常はロックされたメモリーアクセスを使用して実現される。Locked

Operations Impactの値が大きい場合は、ワークロードで使用されるロックされた操作によっ

て、大きなペナルティーが生じている。ロックされた操作のレイテンシーは、データの位

置（L1データキャッシュ、L2キャッシュ、その他のコアキャッシュ、またはメモリー）に

よって異なる。

B.6.9.3 同時に多数発生するストアミスとロードミス
53. Store Block by Snoop Ratio（スヌープによるストアブロックの比率）：

(STORE_BLOCK.SNOOP / CPU_CLK_UNHALTED.CORE) * 100

Store Block by Snoop Ratio の値が大きい場合は、ストア操作が頻繁にブロックされ、パ

フォーマンスが低下している。この状況は、プロセッサー内の 1つのコアが密度の高いス

トアのストリームを実行し、もう 1 つのコアが、L1 データキャッシュ内に見つからない

キャッシュラインを探してそのストリームを頻繁にスヌープする場合に起こる。
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B.6.10 メモリー・サブシステム - バスの特性評価

B.6.10.1バス利用率
54. Bus Utilization（バス利用率）：BUS_TRANS_ANY.ALL_AGENTS * 2 / 

CPU_CLK_UNHALTED.BUS * 100

Bus Utilizationは、任意のタイプのバス・トランザクションの転送に使用されるバスサイク

ル数の比率（%）である。シングル・プロセッサー・システムでは、バス・トランザクショ

ンの大部分はデータを伝達する。マルチプロセッサー・システムでは、バス・トランザク

ションの一部は、キャッシュの状態を調整してデータ・コヒーレンシーを維持するのに使

用される。

55. Data Bus Utilization（データバス利用率）：BUS_DRDY_CLOCKS.ALL_AGENTS / 

CPU_CLK_UNHALTED.BUS * 100

Data Bus Utilizationは、プロセッサーとメモリーを含むシステム内のすべてのバスエージェ

ント間のデータ転送に使用されるバスサイクル数の比率（%）である。バス利用率が高い

場合は、プロセッサーとメモリーの間に大量のトラフィックが発生している。メモリー・

サブシステムのレイテンシーは、プログラムのパフォーマンスに影響を与えることがあ

る。計算量の多いアプリケーションでバス利用率が高い場合は、データとコードの局所性

を改善する機会を探すべきである。ほかのタイプのアプリケーション（例えば、あるメモ

リー領域から別のメモリー領域への大量のデータのコピー）では、バス利用率を最大限に

上げる。

56. Bus Not Ready Ratio（バス未準備比率）：BUS_BNR_DRV.ALL_AGENTS * 2 / 

CPU_CLK_UNHALTED.BUS * 100

Bus Not Ready Ratio は、新しいバス・トランザクションを開始できない期間のバスサイク

ル数の比率（%）を推測する。Bus Not Ready Ratio の値が大きい場合は、バスに大きな負

荷がかかっている。Bus Not Ready（BNR）信号の結果、新しいバス・トランザクションが

遅延し、そのレイテンシーがプログラムのパフォーマンスに大きな影響を与えることがあ

る。

57. Burst Read in Bus Utilization（バス利用率中のバースト読み出し）：

BUS_TRANS_BRD.SELF * 2 / CPU_CLK_UNHALTED.BUS * 100

Burst Read in Bus Utilizationの値が大きい場合は、バースト読み出し操作によるバスとメモ

リーのレイテンシーがプログラムのパフォーマンスに影響を与えている。

58. RFO in Bus Utilization（バス利用率中の RFO）：BUS_TRANS_RFO.SELF * 2 / 

CPU_CLK_UNHALTED.BUS * 100

RFO in Bus Utilizationの値が大きい場合は、所有権読み出し（RFO）トランザクションのレ

イテンシーがプログラムのパフォーマンスに影響を与えている。RFOトランザクションは、

ほかのバースト読み出し操作（例えば、ロードが L2 ミスになった結果）に比べて、プロ

グラムのパフォーマンスに大きな影響を与える。比率 31も参照のこと。
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B.6.10.2変更されたキャッシュラインの排出
59. L2 Modified Lines Eviction Rate（変更された L2ラインの排出比率）：

L2_M_LINES_OUT.SELF.ANY / INST_RETIRED.ANY

新しいキャッシュラインがメモリーから取り込まれると、新しいラインのための場所を空

けるために、既存のキャッシュライン（おそらく変更済み）が L2 キャッシュから排出さ

れる。変更されたラインが L2キャッシュから頻繁に排出されると、L2キャッシュミスの

レイテンシーが増大し、バス帯域幅を消費する。 

60. Explicit WB in Bus Utilization（バス利用率中の明示的ライトバック）：

BUS_TRANS_WB.SELF * 2 / CPU_CLK_UNHALTED.BUS*100

Explicit Write-back in Bus Utilizationは、変更されたキャッシュラインの L2キャッシュから

の排出だけでなく、L1 データキャッシュからの排出も考慮に入れる。この比率は、プロ

セッサーからメモリーへの明示的ライトバックに使用されるバスサイクル数の比率（%）

を表す。
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C

命令のレイテンシーと
スループット
本付録には、よく使用される命令に関連したレイテンシーとスループットを記載した表を

収録している。1命令タイミングデータは、プロセッサーのファミリー / モデルによって異

なる。本付録は、以下の節で構成されている。

• C.1節「概要」 命令の選択とスケジューリングに関係する問題の概要を説明している。

• C.2節「用語説明」 本付録で使用する用語の定義を示す。

• C.3節「レイテンシーとスループット」 よく使用する命令に関して、スループット、レ

イテンシーを各表にまとめた。

C.1 概要

本付録には、アセンブリー言語のプログラマーやコンパイラー開発者向けの情報が含まれ

ている。本付録の情報を参照することにより、依存関係チェーンに起因するレイテンシー

が最も小さくなる命令シーケンスを選ぶ作業が容易になる。また、命令をどのような順番

に並べれば各命令がハードウェアで効率的に実行できるのかも分かる。パフォーマンスに

関する以下の要素にアプリケーションが影響されていなければ、本付録の情報を活用する

と、パフォーマンス面で数パーセントの効果が現れることが分かっている。

• キャッシュ・ミス・レイテンシー

• バス帯域幅

• I/O帯域幅

第 2章では以下のパフォーマンス問題について論じたが、プログラマーがこれらの問題を

解決した後問題となるのが、命令の選択とスケジューリングである。

• ストア・フォワーディングに関する制約事項を守る。

• キャッシュラインの分割やメモリー・オーダー・バッファーの分割を避ける。

• 分岐予測を妨げない。

• メモリー・ロケーションへの xchg命令の使用回数を最小限にする。

1. 命令レイテンシーに関する情報は一部の限られた状況（命令レイテンシーを明らかにする依存関係

チェーンを持った密なループなど）では役に立つかもしれないが、スーパースケーラーのアウトオブ

オーダー・マイクロアーキテクチャーでのソフトウェア最適化は、一般的に、より大規模なコードパ

スの実効スループットを高めることで大きなメリットを得られる。命令レイテンシーだけに注目して

命令のスケジューリングを行うコーディング手法は、アウトオブオーダー・マシンに干渉したり、命

令レベルの並列性を制限することがある。
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上記の各項目は、いかにして適切な命令を選ぶかという問題であるが、本付録では次の問

題点に焦点をあてる。重要な順番に挙げたが、どの項目がパフォーマンスに大きく影響す

るかはアプリケーションによって異なる。

• 実行コアへのマイクロオペレーション（µOP）のフローを最大にする。5つ以上のマイ

クロオペレーション（µOP）で構成される命令は、マイクロコード ROM（MSROM)

から供給されるため追加のステップが必要である。長いフローのマイクロオペレー

ション（µOP）の命令では、フロントエンド内で遅延が発生し、実行コアへのマイク

ロオペレーション（µOP）供給が停止する。 

インテル ® Pentium® 4 プロセッサー、インテル ® Xeon® プロセッサーでは、マイクロ

コード ROMからマイクロオペレーションを実行すると、多くの場合、複数のマイクロ

オペレーション（µOP）をトレースキャッシュにパックする効率が低下する。可能な場

合は、マイクロオペレーション（µOP）が 4つ以下の命令を選択する。例えば、1つの

メモリーオペランドを対象にして 32 ビットの整数乗算を実行するときは、マイクロ

コード ROM を参照せずにトレースキャッシュに収まるが、メモリーを対象にして 16

ビットの整数乗算を実行するときは収まらない。

• リソースの競合を避ける。同じポートや同じ実行ユニットの奪い合いが起きないよう

に複数の命令をインターリーブすると、スループットが改善できる。例えば、PADDQ

命令と PMULUDQ命令を交互に配置した場合は、どちらの命令もクロックサイクル 2

回につき発行は 1回というスループットになる。インターリーブを適用すると、クロッ

クサイクル 1 回につき命令 1 つという効率の良いスループットが得られる。 その理由

は、ポートが同じでも別の実行ユニットが使用されるからである。発行ポートの帯域

幅が狭くならないようにしたり、レイテンシーを隠蔽したり、ソフトウェアのパフォー

マンスをより高くしたりするためには、スループットの高い命令を選ぶのも有効であ

る。

• クリティカル・パスで生じるいくつかの依存関係チェーンのレイテンシーを最小にす

る。例えば、2 ビットだけ左へシフトする操作の場合は、2 つの加算命令としてエン

コードしたときの方が、1 つのシフト命令としてエンコードしたときよりも実行速度

が速い。レイテンシーが問題でない場合は、このシフト命令を実行するとバイト・エ

ンコーディングの密度がより高くなる。

本書には、一般的な規則、特殊な規則、コーディングに関するガイドライン、命令に関する

データを収録したが、そのほかにも、http://www.intel.com/cd/software/products/ijkk/jpn/245724.htm

で入手できるソフトウェア分析およびチューニング・ツール群が利用できる。このツール

群には、さまざまなパフォーマンス監視機能を備えたインテル® VTune™ パフォーマンス・

アナライザーが含まれている。
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C.2 用語説明

データをいくつかの表に列挙した。各表には、以下が記載されている。

• 命令名  各命令のアセンブリー・ニーモニック

• レイテンシー  命令を構成しているすべてのマイクロオペレーション（µOP）の実行が

実行コアで完了するのに要するクロックサイクル数。 

• スループット  発行ポートが同じ種類の命令を再度受け入れられるようになるまで待

たなければならないクロックサイクル数。多くの命令は、命令のスループットの方が

レイテンシーよりもかなり小さい。 

C.3 レイテンシーとスループット

この節には、よく使用される命令のレイテンシーとスループットに関する情報が記載され

ている。ここで扱われる命令には、インテル® MMX® テクノロジー命令、ストリーミング

SIMD 拡張命令とその後の世代の SIMD 命令が含まれるほか、整数命令や x87 浮動小数点

命令についても、よく使用されるものは大部分が含まれている。

ダイナミック・エグゼキューションは複雑であり、また命令列の実行順序にかかわらず実

行するという特長（アウトオブオーダー）が実行コアに与えられているため、ここに示し

たレイテンシー・データを用いるだけでは実際のコードシーケンスの現実的なパフォーマ

ンスを正確に予測するには十分ではない。

• 命令のレイテンシー・データは、依存関係チェーンをチューニングする際に有用であ

る。ただし、依存関係チェーンは、アウトオブオーダー・コアがマイクロオペレーショ

ン（µOP）を並列に実行する能力を制限する。命令のスループット・データは、依存

関係チェーンによって妨げられない並列コードをチューニングする際に有用である。

• 数値はすべて概算値である。 

— マイクロアーキテクチャー（µOP）の実装方式が将来変われば、この数値も変わ

る可能性がある。

— この数値は、命令レベルのでパフォーマンス評価基準として使用するためのも

のではない。別のマイクロアーキテクチャー（µOP）に基づいて作られたマイク

ロプロセッサーのいくつかについて、そのパフォーマンスを命令レベルで比較

する作業は、本書で扱っている以外の情報を必要とする複雑なテーマである。 

— 異なるマイクロアーキテクチャー間でレイテンシーとスループットのデータを

比較すると、誤解を招くことがある。

C.3.1節では、レジスター -レジスター方式の命令タイプについて、レイテンシーとスルー

プットに関するデータを示す。 C.3.3 節では、レジスター - メモリー方式の命令タイプと、

メモリー - レジスター方式の命令タイプについて、レイテンシーとスループットの要求値

の調整方法について説明する。

場合によっては、レイテンシーやスループットの数値が半クロックのときもある。これは

倍速の ALU の場合のみである。
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C.3.1 レジスターオペランドの場合のレイテンシーとスループット

命令のレイテンシーとスループットについて、そのデータを表 C-4 から表 C-15 に示す。

AESNI、SSE4.2、SSE4.1、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補足命令、ストリーミング

SIMD拡張命令 3、ストリーミング SIMD拡張命令 2、ストリーミング SIMD拡張命令、イ

ンテル ® MMX® テクノロジー命令について収録し、頻繁に使用されるインテル ® 64 命令

および IA-32 命令の大部分についても収録している。異なるプロセッサー・マイクロアー

キテクチャーの命令レイテンシーとスループットは、別々の列に記載している。

プロセッサーの命令タイミングデータは、プロセッサー固有である。つまり、同じファミ

リーのエンコーディング内でモデル・エンコーディング値が 3 の場合もあれば、2 未満の

場合もある。CPUIDシグネチャーが 0xF2nの列と 0xF3nの列には、命令レイテンシーとス

ループットのデータセットが別々に示されている。0xF3nの列のデータは、CPUIDシグネ

チャーが 0xF4nと 0xF6nのインテル® プロセッサーにも適用される。0xF2nの表記は、入

力値が EAX = 1の CPUID命令によって報告される EAXレジスターの下位 12ビットの 16

進値を表している。 「F」はファミリー・エンコーディングが 15、「2」はモデル・エンコー

ディングが 2、「n」はステッピング・エンコーディング中の任意の値に適用されることを、

それぞれ示している。 

各プロセッサーの、CPUIDファミリーとモデル・シグネチャーを示す。

インテル® Core™ Solo プロセッサーと

インテル® Core™ Duo プロセッサー：　 06_0EH

65nm プロセスを採用した

インテル® Core™ マイクロアーキテクチャ・

ベースのプロセッサー： 06_0FH

拡張版インテル® Core™ マイクロ

アーキテクチャー・ベースのプロセッサー： 06_17H 、06_1DH

インテル® マイクロアーキテクチャー

Nehalem ベースのプロセッサー： 06_1AH、06_1EH、06_1FH、06_2EH

インテル® マイクロアーキテクチャーWestmere： 06_25H、06_2CH、06_2FH

インテル® マイクロアーキテクチャー SandyBridge： 06_2AH

命令のレイテンシーは、マイクロアーキテクチャーによって異なる。表 C-1は、最近のマ

イクロアーキテクチャーにおけるSIMD拡張命令のサポートを示している。各マイクロアー

キテクチャーは、CPUID命令の「ファミリー」と「モデル」によって指定される複数のシ

グネチャーに関連付けられている場合がある。特定のファミリー / モデルの指定に関連付

けられたすべてのプロセッサー内のすべての命令セットの拡張命令が有効になるわけで

はない。特定の命令セットの拡張命令がサポートされているかどうかを決定するために、

ソフトウェアは Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, Volume 2Aの説

明に従って適切な CPUID機能フラグを使用する必要がある。
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表 C-1 マイクロアーキテクチャー（CPUIDシグネチャー）による SIMD拡張命令のサポー
ト

ストリーミング
SIMD拡張命令

DisplayFamily_DisplayModel 

06_2AH 06_25H

06_2CH

06_2FH

06_1AH

06_1EH

06_1FH

06_2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH 06_0EH 0F_06H

AVX 対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

AESNI, 

PCLMULQDQ
対応 対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

SSE4.2, POPCNT 対応 対応 対応 非対応 非対応 非対応 非対応

SSE4.1 対応 対応 対応 対応 非対応 非対応 非対応

SSSE3 対応 対応 対応 対応 対応 非対応 非対応

SSE3 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応

SSE2 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応

SSE 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応

MMX 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応

表 C-2 256ビット AVX命令

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH 06_2AH

VADDPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 3 1

VADDSUBPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 3 1

VANDNPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VANDPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VBLENDPD/PS ymm1, ymm2, ymm3, imm 1 0.5

VBLENDVPD/PS ymm1, ymm2, ymm3, ymm 2 1

VCMPPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 3 1

VCVTDQ2PD ymm1, ymm2 4 1

VCVTDQ2PS ymm1, ymm2 3 1

VCVT(T)PD2DQ ymm1, ymm2 4 1

VCVTPD2PS ymm1, ymm2 4 1

VCVT(T)PS2DQ ymm1, ymm2 3 1

VCVTPS2PD ymm1, ymm2 2 1

VDIVPD ymm1, ymm2, ymm3 45 44

VDIVPS ymm1, ymm2, ymm3 29 28
命令のレイテンシーと スループット　C-5



VDPPS ymm1, ymm2, ymm3 12 2

VEXTRACTF128 ymm1, ymm2, imm 1 1

VMAXPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 3 1

VMINPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 3 1

VMOVAPD/PS ymm1, ymm2 1 1

VMOVDDUP ymm1, ymm2 1 1

VMOVDQA/U ymm1, ymm2 1 0.5

VMOVMSKPD/PS ymm1, ymm2 2 1

VMOVSHDUP ymm1, ymm2 1 1

VMOVSLDUP ymm1, ymm2 1 1

VMOVUPD/PS ymm1, ymm2 1 1

VMULPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 5 1

VORPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VPERM2F128 ymm1, ymm2, ymm3, imm 1 1

VPERMILPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VRCPPS ymm1, ymm2 7 1

VROUNDPD/PS ymm1, ymm2, imm 3 1

VRSQRTPS ymm1, ymm2 7 1

VSHUFPD/PS ymm1, ymm2, ymm3, imm 1 1

VSQRTPD ymm1, ymm2 45 44

VSQRTPS ymm1, ymm2 29 28

VSUBPD/PS ymm1, ymm2, imm 3 1

VTESTPD/PS ymm1, ymm2 1 1

VUNPCKHPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VUNPCKLPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VXORPD/PS ymm1, ymm2, ymm3 1 1

VZEROUPPER 0 1

VEX.128でエンコードされた AVX命令のレイテンシーは、対応するレガシー 128ビット命令を参

照する必要がある。

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-2 256ビット AVX命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH 06_2AH
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表 C-3 AESNI命令と PCLMULQDQ命令 

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH 06_25H、
06_2CH

06_2AH 06_25H、
06_2CH

AESDEC/AESDECLAST xmm1, xmm2 8 6 1 2

AESENC/AESENCLAST xmm1, xmm2 8 6 1 2

AESIMC xmm1, xmm2 12 6 2 2

AESKEYGENASSIST xmm1, xmm2, imm 10 6 2 2

PCLMULQDQ xmm1, xmm2, imm 14 14 8 8

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-4 SSE4.2命令 

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

06_2AH 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

CRC32 r32, r32 3 3 1 1

PCMPESTRI xmm1, xmm2, imm 11 7 3 2

PCMPESTRM xmm1, xmm2, imm 11 8 3 2

PCMPISTRI xmm1, xmm2, imm 11 7 3 2

PCMPISTRM xmm1, xmm2, imm 11 8 3 2

PCMPGTQ xmm1, xmm2 5 3 1 1

POPCNT r32, r32 3 3 1 1

POPCNT r64, r64 3 3 1 1

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。
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表 C-5 SSE4.1命令 

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH、 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

06_17H

06_1DH

06_2AH 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

06_17H

06_1DH

BLENDPD/S xmm1, xmm2, imm 1 1 1 0.5 1 1

BLENDVPD/S xmm1, xmm2 2 2 2 1 2 2

DPPD xmm1, xmm2 9 9 9 1 2 2

DPPS xmm1, xmm2 12 11 11 2 2 2

EXTRACTPS xmm1, xmm2, 

imm

3 2 5 1 1 1

INSERTPS xmm1, xmm2, imm 1 1 1 1 1 1

MPSADBW xmm1, xmm2, imm 5 4 4 1 1 2

PACKUSDW xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 0.5 1

PBLENVB xmm1, xmm2 2 1 2 1 1 2

PBLENDW xmm1, xmm2, imm 1 1 1 0.5 1 1

PCMPEQQ xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 0.5 1

PEXTRB/W/D reg, xmm1, imm 3 3 5 1 1 1

PHMINPOSUW xmm1,xmm2 5 3 1 1

PINSRB/W/D xmm1,reg, imm 2 2 4 1 1 1

PMAXSB/SD xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 1 1

PMAXUW/UD xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 1 1

PMINSB/SD xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 1 1

PMINUW/UD xmm1, xmm2 1 1 1 0.5 1 1

PMOVSXBD/BW/BQ xmm1, 

xmm2

1 1 1 0.5 1 1

PMOVSXWD/WQ/DQ xmm1, 

xmm2

1 1 1 0.5 1 1

PMOVZXBD/BW/BQ xmm1, 

xmm2

1 1 1 0.5 1 1

PMOVZXWD/WQ/DQ xmm1, 

xmm2

1 1 1 0.5 1 1

PMULDQ xmm1, xmm2 3 3 3 1 1 1

PMULLD xmm1, xmm2 3 6 5 1 2 2

PTEST xmm1, xmm2 2 2 2 1 1 1
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ROUNDPD/PS xmm1, xmm2, 

imm

3 3 1 1 1 1

ROUNDSD/SS xmm1, xmm2, 

imm

3 3 1 1 1 1

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-6 ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令 

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_Displ

ayModel

06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F 06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F

PALIGNR xmm1, 

xmm2, imm

1 1 1 2 0.5 1 1 1

PHADDD xmm1, 

xmm2

3 3 3 5 1.5 1.5 2 3

PHADDW xmm1, 

xmm2

3 3 3 6 1.5 1.5 2 4

PHADDSW xmm1, 

xmm2

3 3 3 6 1.5 1.5 2 4

PHSUBD xmm1, 

xmm2

3 3 3 5 1.5 1.5 2 3

PHSUBW xmm1, 

xmm2

3 3 3 6 1.5 1.5 2 4

PHSUBSW xmm1, 

xmm2

3 3 3 6 1.5 1.5 2 4

PMADDUBSW 

xmm1, xmm2

3 3 3 3 1 1 1 1

PMULHRSW xmm1, 

xmm2

3 3 3 3 1 1 1 1

PSHUFB xmm1, 

xmm2

1 1 1 3 0.5 0.5 1 2

表 C-5 SSE4.1命令  （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_DisplayModel 06_2AH、 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

06_17H

06_1DH

06_2AH 06_25H、

06_2CH、

06_1AH、

06_1EH、

06_1FH、
06_2EH

06_17H

06_1DH
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PSIGNB/D/W xmm1, 

xmm2

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PABSB/D/W xmm1, 

xmm2

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-7 ストリーミング SIMD拡張 3の浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット

CPUID 0F_03H 0F_03H 0F_03H

ADDSUBPD/ADDSUBPS 5 2 FP_ADD

HADDPD/HADDPS 13 4 FP_ADD,FP_MISC

HSUBPD/HSUBPS 13 4 FP_ADD,FP_MISC

MOVDDUP xmm1, xmm2 4 2 FP_MOVE

MOVSHDUP xmm1, xmm2 6 2 FP_MOVE

MOVSLDUP xmm1, xmm2 6 2 FP_MOVE

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-7a ストリーミング SIMD拡張 3の浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_Displa

yModel

06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F 06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F

ADDSUBPD/

ADDSUBPS 

3 3 3 3 1 1 1 1

HADDPD xmm1, xmm2 5 5 6 5 2 2 1 2

HADDPS xmm1, xmm2 5 5 7 9 2 2 2 4

HSUBPD xmm1, xmm2 5 5 6 5 2 2 1 2

表 C-6 ストリーミング SIMD拡張命令 3補足命令  （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_Displ

ayModel

06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F 06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F
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HSUBPS xmm1, xmm2 5 5 7 9 2 2 2 4

MOVDDUP xmm1, 

xmm2

1 1 1 1 1 1 1 1

MOVSHDUP xmm1, 

xmm2

1 2 1 1

MOVSLDUP xmm1, 

xmm2

1 1

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-8 ストリーミング SIMD拡張 2の 128ビット整数命令
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

CVTDQ2PS※3 xmm, xmm 5 5 2 2 FP_ADD

CVTPS2DQ※3 xmm, xmm 5 5 2 2 FP_ADD

CVTTPS2DQ※3 xmm, xmm 5 5 2 2 FP_ADD

MOVD xmm, r32 6 6 2 2 MMX_MISC、
MMX_SHFT

MOVD r32, xmm 10 10 1 1 FP_MOVE、
FP_MISC

MOVDQA xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MOVDQU xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MOVDQ2Q mm, xmm 8 8 2 2 FP_MOVE、
MMX_ALU

MOVQ2DQ xmm, mm 8 8 2 2 FP_MOVE、
MMX_SHFT

MOVQ xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_SHFT

PACKSSWB/PACKSSDW/

PACKUSWB xmm, xmm

4 4 2 2 MMX_SHFT

PADDB/PADDW/PADDD xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU 

PADDSB/PADDSW/

PADDUSB/PADDUSW 

xmm, xmm

2 2 2 2 MMX_ALU

PADDQ mm, mm 2 2 1 1 FP_MISC

表 C-7a ストリーミング SIMD拡張 3の浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

DisplayFamily_Displa

yModel

06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F 06_2A 06_25、

06_2C、

06_1A、

06_1E、

06_1F、
06_2E

06_17

06_1D

06_0F
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PSUBQ mm, mm 2 2 1 1 FP_MISC

PADDQ/ PSUBQ※3 xmm, xmm 6 6 2 2 FP_MISC

PAND xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

PANDN xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

PAVGB/PAVGW xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU 

PCMPEQB/PCMPEQD/

PCMPEQW xmm, xmm

2 2 2 2 MMX_ALU 

PCMPGTB/PCMPGTD/PCMPGTW 

xmm, xmm

2 2 2 2 MMX_ALU

PEXTRW r32, xmm, imm8 7 7 2 2 MMX_SHFT、
FP_MISC

PINSRW xmm, r32, imm8 4 4 2 2 MMX_SHFT、
MMX_MISC

PMADDWD xmm, xmm 9 8 2 2 FP_MUL

PMAX xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

PMIN xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

PMOVMSKB※3 r32, xmm 7 7 2 2 FP_MISC 

PMULHUW/PMULHW/

PMULLW※3 xmm, xmm

9 8 2 2 FP_MUL

PMULUDQ mm, mm 9 8 1 FP_MUL

PMULUDQ xmm, xmm 9 8 2 2 FP_MUL

POR xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

PSADBW xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

PSHUFD xmm, xmm, imm8 4 4 2 2 MMX_SHFT

PSHUFHW xmm, xmm, imm8 2 2 2 2 MMX_SHFT

PSHUFLW xmm, xmm, imm8 2 2 2 2 MMX_SHFT

PSLLDQ xmm, imm8 4 4 2 2 MMX_SHFT

PSLLW/PSLLD/PSLLQ xmm, 

xmm/imm8

2 2 2 2 MMX_SHFT

PSRAW/PSRAD xmm, xmm/imm8 2 2 2 2 MMX_SHFT

PSRLDQ xmm, imm8 4 4 2 2 MMX_SHFT

PSRLW/PSRLD/PSRLQ xmm, 

xmm/imm8

2 2 2 2 MMX_SHFT

PSUBB/PSUBW/PSUBD xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU 

PSUBSB/PSUBSW/PSUBUSB/

PSUBUSW xmm, xmm

2 2 2 2 MMX_ALU 

PUNPCKHBW/PUNPCKHWD/

PUNPCKHDQ xmm, xmm

4 4 2 2 MMX_SHFT 

表 C-8 ストリーミング SIMD拡張 2の 128ビット整数命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
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PUNPCKHQDQ xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_SHFT 

PUNPCKLBW/PUNPCKLWD/

PUNPCKLDQ xmm, xmm

2 2 2 2 MMX_SHFT

PUNPCKLQDQ※3 xmm, xmm 4 4 1 1 FP_MISC

PXOR xmm, xmm 2 2 2 2 MMX_ALU

注：※1～※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-8a ストリーミング SIMD拡張の 2 128ビット整数命令 
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH

CVTPS2DQ xmm, 

xmm

3 3 3 3 1 1 1 1

CVTTPS2DQ xmm, 

xmm

3 3 3 3 1 1 1 1

MASKMOVDQU 

xmm, xmm

8 2

MOVD xmm, r32 1 1 1 1 1 0.33 0.33 0.5

MOVD xmm, r64 1 1 1 1 0.33 0.5

MOVD r32, xmm 2 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33

MOVD r64, xmm 1 1 0.33 0.33

MOVDQA xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVDQU xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.5

MOVDQ2Q mm, 

xmm

2 1 1 1 0.33 0.33

MOVQ2DQ xmm, 

mm

1 1 1 0.33 0.33 0.33 1

MOVQ xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

PACKSSWB/

PACKSSDW/

PACKUSWB xmm, 

xmm

1 1 1 2 0.5 0.5 1 2

PADDB/PADDW/

PADDD xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

表 C-8 ストリーミング SIMD拡張 2の 128ビット整数命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
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PADDSB/PADDSW/

PADDUSB/

PADDUSW 

xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

PADDQ/ PSUBQ※3 

xmm, xmm

1 1 2 2 0.5 1 1 1

PAND xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

PANDN xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

PAVGB/PAVGW 

xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PCMPEQB/

PCMPEQD/

PCMPEQW xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

PCMPGTB/

PCMPGTD/

PCMPGTW xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

PEXTRW r32, xmm, 

imm8

3 3 2 1 1 1 1

PINSRW xmm, r32, 

imm8

2 2 3 1 1 1 1

PMADDWD xmm, 

xmm 

3 3 3 3 1 1 1 1

PMADDUBSW 

xmm, xmm 

3 3 1 1

PMAX xmm, xmm 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PMIN xmm, xmm 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PMOVMSKB※3 r32, 

xmm

2 1 1 1 1 1

PMULHUW/

PMULHW/

PMULLW xmm, 

xmm

3 3 3 3 1 1 1 1

PMULUDQ mm, mm 3 3 3 3 1 1 1 1

PMULUDQ xmm, 

xmm

3 3 3 3 1 1 1 1

POR xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

表 C-8a ストリーミング SIMD拡張の 2 128ビット整数命令  （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH
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PSADBW xmm, 

xmm

3 3 3 3 1 1 1 1

PSHUFD xmm, 

xmm, imm8

1 1 1 2 0.5 0.5 1 1

PSHUFHW xmm, 

xmm, imm8

1 1 1 1 0.5 0.5 1 1

PSHUFLW xmm, 

xmm, imm8

1 1 1 1 0.5 0.5 1 1

PSLLDQ xmm, 

imm8

1 1 1 3 0.5 0.5 1 2

PSLLW/PSLLD/

PSLLQ xmm, imm8

1 1 1 2 1 1 1 1

PSLL/PSRL xmm, 

xmm

2 2 1 1

PSRAW/PSRAD 

xmm, imm8

1 1 1 2 1 1 1 1

PSRAW/PSRAD 

xmm, xmm

2 2 1 1

PSRLDQ xmm, 

imm8 

1 1 1 2 0.5 0.5 1 1

PSRLW/PSRLD/

PSRLQ xmm, imm8

1 1 1 2 1 1 1 1

PSUBB/PSUBW/

PSUBD xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

PSUBSB/PSUBSW/

PSUBUSB/

PSUBUSW xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.33

PUNPCKHBW/

PUNPCKHWD/

PUNPCKHDQ xmm, 

xmm

1 1 1 2 0.5 0.5 1 2

PUNPCKHQDQ 

xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 1 1

PUNPCKLBW/

PUNPCKLWD/

PUNPCKLDQ xmm, 

xmm

1 1 1 2 0.5 0.5 1 2

表 C-8a ストリーミング SIMD拡張の 2 128ビット整数命令  （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH
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PUNPCKLQDQ 

xmm, xmm

1 1 1 1 0.5 0.5 1 1

PXOR xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

注：※1、※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-9 ストリーミング SIMD拡張 2の倍精度浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

ADDPD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

ADDSD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

ANDNPD※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

ANDPD※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

CMPPD xmm, xmm, imm8 5 4 2 2 FP_ADD

CMPSD xmm, xmm, imm8 5 4 2 2 FP_ADD

COMISD xmm, xmm 7 6 2 2 FP_ADD、 
FP_MISC

CVTDQ2PD xmm, xmm 8 8 3 3 FP_ADD、 
MMX_SHFT

CVTPD2PI mm, xmm 12 11 3 3 FP_ADD、

MMX_SHFT、
MMX_ALU

CVTPD2DQ xmm, xmm 10 9 2 2 FP_ADD、
MMX_SHFT

CVTPD2PS※3 xmm, xmm 11 10 2 2 FP_ADD、 
MMX_SHFT

CVTPI2PD xmm, mm 12 11 2 4 FP_ADD、

MMX_SHFT、
MMX_ALU

CVTPS2PD※3 xmm, xmm 3 2 2 FP_ADD、

MMX_SHFT、
MMX_ALU

CVTSD2SI r32, xmm 9 8 2 2 FP_ADD、
FP_MISC

CVTSD2SS※3 xmm, xmm 17 16 2 4 FP_ADD、
MMX_SHFT

表 C-8a ストリーミング SIMD拡張の 2 128ビット整数命令  （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H、 
06_1DH

06_0FH
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CVTSI2SD※3 xmm, r32 16 15 2 3 FP_ADD、

MMX_SHFT、
MMX_MISC

CVTSS2SD※3 xmm, xmm 9 8 2 2

CVTTPD2PI mm, xmm 12 11 3 3 FP_ADD、

MMX_SHFT、
MMX_ALU

CVTTPD2DQ xmm, xmm 10 9 2 2 FP_ADD、
MMX_SHFT

CVTTSD2SI r32, xmm 8 8 2 2 FP_ADD、
FP_MISC

DIVPD xmm, xmm 70 69 70 69 FP_DIV

DIVSD xmm, xmm 39 38 39 38 FP_DIV

MAXPD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MAXSD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MINPD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MINSD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MOVAPD xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MOVMSKPD r32, xmm 6 6 2 2 FP_MISC

MOVSD xmm, xmm 6 6 2 2 MMX_SHFT

MOVUPD xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MULPD xmm, xmm 7 6 2 2 FP_MUL

MULSD xmm, xmm 7 6 2 2 FP_MUL

ORPD※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

SHUFPD※3 xmm, xmm, imm8 6 6 2 2 MMX_SHFT

SQRTPD xmm, xmm 70 69 70 69 FP_DIV

SQRTSD xmm, xmm 39 38 39 38 FP_DIV

SUBPD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

SUBSD xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

UCOMISD xmm, xmm 7 6 2 2 FP_ADD、
FP_MISC

UNPCKHPD xmm, xmm 6 6 2 2 MMX_SHFT

UNPCKLPD※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_SHFT

XORPD※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

注：※1～※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-9 ストリーミング SIMD拡張 2の倍精度浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
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表 C-9a ストリーミング SIMD拡張 2の倍精度 浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17/

1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17/

1DH

06_0FH

ADDPD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

ADDSD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

ANDNPD xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 1

ANDPD xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 1

CMPPD xmm, xmm, 

imm8

3 3 3 3 1 1 1 1

CMPSD xmm, xmm, 

imm8

3 3 3 3 1 1 1 1

COMISD xmm, xmm 2 1 1 1 1 1 1 1

CVTDQ2PD xmm, 

xmm

4 4 4 1 1 1 1

CVTDQ2PS xmm, 

xmm

3 3 3 4 1 1 1 1

CVTPD2PI mm, xmm 4 9 7 1 1 1 1

CVTPD2DQ xmm, 

xmm

4 4 4 4 1 1 1 1

CVTPD2PS xmm, 

xmm

4 4 4 4 1 1 1 1

CVTPI2PD xmm, mm 4 4 4 1

CVT[T]PS2DQ xmm, 

xmm

3 3 3 1

CVTPS2PD xmm, 

xmm

2 2 2 2 1 1 2 2

CVTSD2SI r32, xmm 5 3 3 1 1 1 1

CVT[T]SD2SI r64, 

xmm

5 3 3 1 1 1

CVTSD2SS xmm, 

xmm

4 4 4 4 1 1 1 1

CVTSI2SD xmm, r32 4 3 1 1 3 1

CVTSI2SD xmm, r64 4 3 4 1 1 1

CVTSS2SD xmm, 

xmm

1 1 2 2 1 1 2 2

CVTTPD2PI mm, xmm 4 4 1 1 1

CVTTPD2DQ xmm, 

xmm

4 4 4 4 1 1 1 1

CVTTSD2SI r32, xmm 5 3 3 1 1 1 1
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DIVPD xmm, xmm1 22 <24 <32 <35 22 <20 <26 <30

DIVSD xmm, xmm 22 <24 <32 <35 22 <20 <26 <30

MAXPD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MAXSD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MINPD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MINSD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MOVAPD xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVMSKPD r32, 

xmm

2 1 1 1 1 1

MOVMSKPD r64, 

xmm

2 1 1 1 1 1

MOVSD xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVUPD xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.5

MULPD xmm, xmm 5 5 5 5 1 1 1 1

MULSD xmm, xmm 5 5 5 5 1 1 1 1

ORPD xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 1

SHUFPD xmm, xmm, 

imm8

1 1 1 1 1 1 1 1

SQRTPD xmm, xmm2 22 <34 <31 <60 22 <30 <25 <57

SQRTSD xmm, xmm 22 <34 <31 <60 22 <30 <25 <57

SUBPD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

SUBSD xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

UCOMISD xmm, xmm 2 1 1 1 1 1

UNPCKHPD xmm, 

xmm

1 1 1 1 1 1 1 1

UNPCKLPD xmm, 

xmm

1 1 1 1 1 1 1 1

XORPD※3 xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 1

注：※1、※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

注：

1. DIVPD/DIVSDのレイテンシーとスループットは、入力値によって異なる。一部の値については、ハードウェアが迅速に処理を
完了し、スループットが 6サイクル程度になることもある。同様に、一部の入力値でのレイテンシーは、10サイクル未満にな
ることもある。

2. SQRTPD/SQRTSD のレイテンシーとスループットは、入力値によって異なる。一部の値については、ハードウェアが迅速に
処理を完了し、スループットが 6サイクル程度になることもある。同様に、一部の入力値でのレイテンシーは、10サイクル未
満になることもある。

表 C-9a ストリーミング SIMD拡張 2の倍精度 浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17/

1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17/

1DH

06_0FH
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表 C-10 ストリーミング SIMD拡張の単精度浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

ADDPS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

ADDSS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

ANDNPS※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

ANDPS※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

CMPPS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

CMPSS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

COMISS xmm, xmm 7 6 2 2 FP_ADD、FP_MISC

CVTPI2PS xmm, mm 12 11 2 4 MMX_ALU、FP_ADD、
MMX_SHFT

CVTPS2PI mm, xmm 8 7 2 2 FP_ADD、MMX_ALU

CVTSI2SS※3 xmm, r32 12 11 2 2 FP_ADD、MMX_

SHFT、MMX_MISC

CVTSS2SI r32, xmm 9 8 2 2 FP_ADD、FP_MISC

CVTTPS2PI mm, xmm 8 7 2 2 FP_ADD、MMX_ALU

CVTTSS2SI r32, xmm 9 8 2 2 FP_ADD、FP_MISC

DIVPS xmm, xmm 40 39 40 39 FP_DIV

DIVSS xmm, xmm 32 23 32 23 FP_DIV

MAXPS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MAXSS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MINPS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MINSS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

MOVAPS xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MOVHLPS※3 xmm, xmm 6 6 2 2 MMX_SHFT

MOVLHPS※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_SHFT

MOVMSKPS r32, xmm 6 6 2 2 FP_MISC

MOVSS xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_SHFT

MOVUPS xmm, xmm 6 6 1 1 FP_MOVE

MULPS xmm, xmm 7 6 2 2 FP_MUL

MULSS xmm, xmm 7 6 2 2 FP_MUL

ORPS3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

RCPPS3 xmm, xmm 6 6 4 4 MMX_MISC

RCPSS※3 xmm, xmm 6 6 2 2 MMX_MISC、
MMX_SHFT

RSQRTPS※3 xmm, xmm 6 6 4 4 MMX_MISC

RSQRTSS※3 xmm, xmm 6 6 4 4 MMX_MISC、
MMX_SHFT
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SHUFPS※3 xmm, xmm, imm8 6 6 2 2 MMX_SHFT

SQRTPS xmm, xmm 40 39 40 39 FP_DIV

SQRTSS xmm, xmm 32 23 32 23 FP_DIV

SUBPS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

SUBSS xmm, xmm 5 4 2 2 FP_ADD

UCOMISS xmm, xmm 7 6 2 2 FP_ADD, FP_MISC

UNPCKHPS※3 xmm, xmm 6 6 2 2 MMX_SHFT

UNPCKLPS※3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_SHFT

XORPS3 xmm, xmm 4 4 2 2 MMX_ALU

FXRSTOR 150

FXSAVE 100

注：※1～※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-10a ストリーミング SIMD拡張の単精度浮動小数点命令
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H

06_1DH

06_0FH

ADDPS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

ADDSS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

ANDNPS xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 1

ANDPS xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 1

CMPPS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

CMPSS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

COMISS xmm, xmm 2 1 1 1 1 1 1 1

CVTPI2PS xmm, mm 3 3 3 1 1 1

CVTPS2PI mm, xmm 3 3 3 1 1 1

CVTSI2SS xmm, r32 5 3 6 4 1 1 3 1

CVTSS2SI r32, xmm 5 3 6 3 1 1 1 1

CVT[T]SS2SI r64, 

xmm

5 3 4 1 1 1

CVTTPS2PI mm, 

xmm

3 3 3 1 1 1

CVTTSS2SI r32, xmm 5 3 6 3 1 1 1 1

DIVPS xmm, xmm1 14 <16 <21 <21 14 <12 <14 <16

表 C-10 ストリーミング SIMD拡張の単精度浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
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DIVSS xmm, xmm 14 <16 <21 <21 14 <12 <14 <16

MAXPS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MAXSS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MINPS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MINSS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

MOVAPS xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVHLPS xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVLHPS xmm, 

xmm

1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

MOVMSKPS r32, 

xmm

2 1 1 1 1 1

MOVMSKPS r64, 

xmm

2 1 1 1 1 1

MOVSS xmm, xmm 1 1 1 1 01 0.33 0.33 0.33

MOVUPS xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 0.5

MULPS xmm, xmm 5 4 4 4 1 1 1 1

MULSS xmm, xmm 5 4 4 4 1 1 1 1

ORPS xmm, xmm 1 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33

RCPPS xmm, xmm 5 3 3 3 1 2 2 1

RCPSS xmm, xmm 5 3 3 3 1 3 3 1

RSQRTPS xmm, 

xmm

5 3 3 3 1 2 2 2

RSQRTSS xmm, 

xmm

5 3 3 3 1 3 3 2

SHUFPS xmm, xmm, 

imm8

1 1 1 2 1 1 1 1

SQRTPS xmm, xmm2 14 <20 <21 <32 14 <16 <14 <27

SQRTSS xmm, xmm 14 <20 <21 <32 14 <16 <14 <27

SUBPS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

SUBSS xmm, xmm 3 3 3 3 1 1 1 1

UCOMISS xmm, xmm 2 1 1 1

UNPCKHPS xmm, 

xmm

1 1 1 2 1 1 1 1

表 C-10a ストリーミング SIMD拡張の単精度浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H

06_1DH

06_0FH
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UNPCKLPS xmm, 

xmm

1 1 1 2 1 1 1 1

XORPS xmm, xmm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

FXRSTOR

FXSAVE

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

注：

1. DIVPS/DIVSSのレイテンシーとスループットは、入力値によって異なる。一部の値については、ハードウェアが迅速に処理を
完了し、スループットが 6サイクル程度になることもある。同様に、一部の入力値でのレイテンシーは、10サイクル未満にな
ることもある。

2. SQRTPS/SQRTSS のレイテンシーとスループットは、入力値によって異なる。一部の値については、ハードウェアが迅速に

処理を完了し、スループットが 6サイクル程度になることもある。同様に、一部の入力値でのレイテンシーは、10サイクル未
満になることもある。

表 C-11 ストリーミング SIMD拡張の 64ビット整数命令 
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

PAVGB/PAVGW mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

PEXTRW r32, mm, imm8 7 7 2 2 MMX_SHFT、
FP_MISC

PINSRW mm, r32, imm8 4 4 1 1 MMX_SHFT、
MMX_MISC

PMAX mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

PMIN mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

PMOVMSKB※3 r32, mm 7 7 2 2 FP_MISC

PMULHUW※3 mm, mm 9 8 1 1 FP_MUL

PSADBW mm, mm 4 4 1 1 MMX_ALU

PSHUFW mm, mm, imm8 2 2 1 1 MMX_SHFT

注：※1、※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-10a ストリーミング SIMD拡張の単精度浮動小数点命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2E

06_17H

06_1DH

06_0FH
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表 C-11a ストリーミング SIMD拡張の 64ビット整数命令 
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH

MASKMOVQ mm, 

mm

3 1

PAVGB/PAVGW 

mm, mm

1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PEXTRW r32, mm, 

imm8

2* 2 2 1 1 1 1

PINSRW mm, r32, 

imm8

1 1 1 1 1 1 1

PMAX mm, mm 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PMIN mm, mm 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

PMOVMSKB r32, 

mm

1 1 1 1 1 1

PMULHUW mm, 

mm

3 3 3 3 1 1 1 1

PSADBW mm, mm 3 3 5 5 1 1 2 2

PSHUFW mm, mm, 

imm8

1 1 1 1 1 1 1 1

注：※1については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-12 MMXテクノロジーの 64ビット命令
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

MOVD mm, r32 2 2 1 1 MMX_ALU

MOVD※3 r32, mm 5 5 1 1 FP_MISC

MOVQ mm, mm 6 6 1 1 FP_MOV

PACKSSWB/PACKSSDW/

PACKUSWB mm, mm

2 2 1 1 MMX_SHFT

PADDB/PADDW/PADDD mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU 

PADDSB/PADDSW

/PADDUSB/PADDUSW mm, mm

2 2 1 1 MMX_ALU

PAND mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

PANDN mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU 

PCMPEQB/PCMPEQD

PCMPEQW mm, mm

2 2 1 1 MMX_ALU 

PCMPGTB/PCMPGTD/

PCMPGTW mm, mm

2 2 1 1 MMX_ALU
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PMADDWD※3 mm, mm 9 8 1 1 FP_MUL

PMULHW/PMULLW※3 mm, mm 9 8 1 1 FP_MUL

POR mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

PSLLQ/PSLLW/PSLLD mm, 

mm/imm8

2 2 1 1 MMX_SHFT

PSRAW/PSRAD mm, mm/imm8 2 2 1 1 MMX_SHFT

PSRLQ/PSRLW/PSRLD mm, 

mm/imm8 

2 2 1 1 MMX_SHFT

PSUBB/PSUBW/PSUBD mm, mm     2 2 1 1 MMX_ALU 

PSUBSB/PSUBSW/PSUBUSB/

PSUBUSW mm, mm     

2 2 1 1 MMX_ALU 

PUNPCKHBW/PUNPCKHWD/

PUNPCKHDQ mm, mm 

2 2 1 1 MMX_SHFT 

PUNPCKLBW/PUNPCKLWD/

PUNPCKLDQ mm, mm 

2 2 1 1 MMX_SHFT

PXOR mm, mm 2 2 1 1 MMX_ALU

EMMS※1 12 12

注：※1～※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-13 MMXテクノロジーの 64ビット命令
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH

MOVD mm, r32 1 1 1 0.5 0.5 0.5

MOVD r32, mm 1 1 1 0.33 0.5 0.5

MOVQ mm, mm 1 1 1 1 0.33 0.5 0.5 0.5

PACKSSWB/

PACKSSDW/

PACKUSWB mm, 

mm

1 1 1 1 1 1 1 1

PADDB/PADDW/PAD

DD mm, mm

1 1 1 1 0.5 0.33 1 1

PADDSB/PADDSW/

PADDUSB/

PADDUSW mm, mm

1 1 1 1 0.5 0.33 1 1

PAND mm, mm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.5 0.5

PANDN mm, mm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.5 0.5

表 C-12 MMXテクノロジーの 64ビット命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
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PCMPEQB/

PCMPEQD

PCMPEQW mm, mm

0.5 1 1 1 0.5 0.33 0.5 0.5

PCMPGTB/

PCMPGTD/

PCMPGTW mm, mm

0.5 1 1 1 0.5 0.33 0.5 0.5

PMADDWD mm, mm 3 3 3 3 1 1 1 1

PMULHW/PMULLW
※3 mm, mm

3 3 3 3 1 1 1 1

POR mm, mm 1 1 1 1 0.33 0.33 0.5 0.5

PSLLQ/PSLLW/

PSLLD mm, 

mm/imm8

1 1 1 1 1 1 1 1

PSRAW/PSRAD mm, 

mm/imm8 

1 1 1 1 1 1 1 1

PSRLQ/PSRLW/PSR

LD mm, mm/imm8 

1 1 1 1 1 1 1 1

PSUBB/PSUBW/

PSUBD mm, mm     

0.5 1 1 1 0.5 0.33 0.5 0.5

PSUBSB/PSUBSW/

PSUBUSB/

PSUBUSW mm, mm     

0.5 1 1 1 0.5 0.33 0.5 0.5

PUNPCKHBW/

PUNPCKHWD/

PUNPCKHDQ mm, 

mm 

1 1 1 1 1 1 1 1

PUNPCKLBW/

PUNPCKLWD/

PUNPCKLDQ mm, 

mm 

1 1 1 1 1 1 1 1

PXOR mm, mm 0.33 1 1 1 0.33 0.33 0.5 0.5

EMMS※1 6 6 6 5 5

注：※1、※3については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-13 MMXテクノロジーの 64ビット命令 （続き）

命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH
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表 C-14 x87浮動小数点命令 
命令 レイテンシー ※1 スループット 実行ユニット※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

FABS 3 2 1 1 FP_MISC

FADD 6 5 1 1 FP_ADD

FSUB 6 5 1 1 FP_ADD

FMUL 8 7 2 2 FP_MUL

FCOM 3 2 1 1 FP_MISC

FCHS 3 2 1 1 FP_MISC

FDIV（単精度） 30 23 30 23 FP_DIV

FDIV（倍精度） 40 38 40 38 FP_DIV

FDIV（拡張精度） 44 43 44 43 FP_DIV

FSQRT SP 30 23 30 23 FP_DIV

FSQRT DP 40 38 40 38 FP_DIV

FSQRT EP 44 43 44 43 FP_DIV

F2XM1※4 100-

200

90-

150

60

FCOS※4 180-

280

190-

240

130

FPATAN※4 220-

300

150-

300

140

FPTAN※4 240-

300

225-

250

170

FSIN※4 160-

200

160-

180

130

FSINCOS※4 170-

250

160-

220

140

FYL2X※4 100-

250

140-

190

85

FYL2XP1※4 140-

190

85

FSCALE※4 60 7

FRNDINT※4 30 11

FXCH※5 0 1 FP_MOVE

FLDZ※6 0

FINCSTP/FDECSTP※6 0

注：※1、※2、※4～※6については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。
命令のレイテンシーと スループット　C-27



表 C-14a x87浮動小数点命令 
命令 レイテンシー ※1 スループット

CPUID 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH 06_17H 06_0FH 06_0EH 06_0DH

FABS 1 1 1 1 1 1 1

FADD 3 3 3 3 1 1 1

FSUB 3 3 3 3 1 1 1 1

FMUL 5 5 5 5 2 2 2 2

FCOM 1 1 1 1 1 1

FCHS 1 0

FDIV（単精度） 6 32 5 32

FDIV（倍精度） 6 32 5 32

FDIV

（拡張精度）

FSQRT 6 58 58 58 58 58 58

F2XM1※4 45 69 69 67 67

FCOS※4 97 119 119 117 117

FPATAN※4 147 147 147 147

FPTAN※4 123 123 83 83

FSIN※4 82 119 119 116 116

FSINCOS※4 119 119 85 85

FYL2X※4 96 96 92 92

FYL2XP1※4 98 98 93 93

FSCALE※4 17 17 15 15

FRNDINT※4 21 21 21 20 20

FXCH※5 1

FLDZ※6 1 1 1 1 1 1

FINCSTP/

FDECSTP※6

1 1 1 1

注：※1、※4～※6については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。
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表 C-15 汎用命令 
命令 レイテンシー※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H

ADC/SBB reg, reg 8 8 3 3

ADC/SBB reg, imm 8 6 2 2 ALU

ADD/SUB 1 0.5 0.5 0.5 ALU     

AND/OR/XOR 1 0.5 0.5 0.5 ALU     

BSF/BSR 16 8 2 4

BSWAP 1 7 0.5 1 ALU

BTC/BTR/BTS 8-9 1

CLI 26

CMP/TEST 1 0.5 0.5 0.5 ALU     

DEC/INC 1 1 0.5 0.5 ALU     

IMUL r32 10 14 1 3 FP_MUL

IMUL imm32 14 1 3 FP_MUL

IMUL 15-18 5

IDIV 66-80 56-70 30 23

IN/OUT※1 <225 40

Jcc※7
非適用 0.5 ALU

LOOP 8 1.5 ALU

MOV 1 0.5 0.5 0.5 ALU

MOVSB/MOVSW 1 0.5 0.5 0.5 ALU

MOVZB/MOVZW 1 0.5 0.5 0.5 ALU

NEG/NOT/NOP 1 0.5 0.5 0.5 ALU

POP r32 1.5 1 MEM_LOAD、ALU

PUSH 1.5 1 MEM_STORE、
ALU

RCL/RCR reg, 1※8 6 4 1 1

ROL/ROR 1 4 0.5 1

RET 8 1 MEM_LOAD、ALU

SAHF 1 0.5 0.5 0.5 ALU

SAL/SAR/SHL/SHR 1 4 0.5 1

SCAS 4 1.5 ALU、MEM_LOAD

SETcc 5 1.5 ALU

STI 36

STOSB 5 2 ALU、
MEM_STORE
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XCHG 1.5 1.5 1 1 ALU

CALL 5 1 ALU、
MEM_STORE

MUL 10 14-18 1 5

DIV 66-80 56-70 30 23

注：※1、※2、※7、※8については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-15a 汎用命令 
命令 レイテンシー※1 スループット

CPUID 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0F

H

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH

ADC/SBB reg, reg 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1

ADC/SBB reg, imm 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1.5

ADD/SUB 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

AND/OR/XOR 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

BSF/BSR 3 3 1 2 1 1 1 1

BSWAP 2 3 4 2 1 1 1 0.5

BT 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.33

BTC/BTR/BTS 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.33

CBW 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33

CDQ 1 0.5

CDQE 1 1 0.33 0.33

CLC 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33

CMC 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

CLI 5 9 2 9

CLFLUSH 4

CMOVcc 2 2 2 2 0.66 1 1 0.5

CMOVBE/NBE/A/

NA

3 1

CMP/TEST 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

CPUID (EAX = 0) ~200 ~200 ~190

CMPXCHG 5

DEC/INC 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

IMUL r32 3 3 3 3 1 1 1 0.5

表 C-15 汎用命令  （続き）

命令 レイテンシー※1 スループット 実行ユニット ※2

CPUID 0F_3H 0F_2H 0F_3H 0F_2H
C-30　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



IMUL imm32 3 3 3 3 1 1 1 0.5

IDIV r32 14-25
※9

11-21
※9

13-23
※9

17-41
※10

11-17
※9

5-13
※9

5-14
※9

12-36
※10

MOVSB/MOVSW 1 1 0.33 0.33

MOVZB/MOVZW 1 1 0.33 0.33

DIV r64※11 80~90 70~80 ~90

MUL r64※12 3, 4 3, 10 6, 7 6,7 1 1 3 3

NEG/NOT 1 1 0.33 0.33

NOP 0 1 0.25 0.33

PUSH 3 1

RCL/RCR reg, 1 2 2 2 2 1 1 1.5 1.5

RCL/RCR 6 12 10 10 6 12 9 9

RDTSC ~28 ~31 ~31 ~65

ROL/ROR reg im 1 1 1 1 1 0.5 1 1

ROL/ROR reg, cl 2 1 1 1 1.5 0.5 1 1

SAHF 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

SAL/SAR/SHL/

SHR reg, reg, imm

1 1 1 1 0.5 0.33 0.33 0.33

SAL/SAR/SHL/

SHR reg, reg, cl

3 1 1 1 1.5 0.33 0.33 0.33

SETcc 1 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.33

SHLD r32, r32, cl 2 4 2 1 1.5 1 1 1

SHLD r64, r64, cl 2 4 2 1.5 1 1

SHLD r32, r32, imm 1 4 2 2 0.5 1 1 1

SHLD r64, r64, imm 1 4 2 1

XADD 3 3 1

XCHG reg, reg 1.5 2.5 3 1 1 1 1

注：※1、※9、※10、※11、※12については、C.3.2節「表を参照する際の注意」を参照のこと。

表 C-15a 汎用命令  （続き）

命令 レイテンシー※1 スループット

CPUID 06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0F

H

06_2A 06_25/

2C/1A/

1E/1F/

2EH

06_17H

06_1DH

06_0FH
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C.3.2 表を参照する際の注意

本付録に収録されている表を参照する際は、以下の点に注意すること。

1. 5つ以上のマイクロオペレーション（µOP）からなる複合命令の多くについては、（最

悪の場合を考慮して）控えめに見積もった推測値を示した。そのような命令をアウ

トオブオーダー・コア実行ユニットで実行したときの実際のパフォーマンスは、各

表に示したレイテンシー・データよりも若干速いものから、著しく速いものまで幅

がある。

2. 実行ユニットの名前は、Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャーを採用したCPUID

シグネチャーがファミリー・エンコーディング 15、モデル・エンコーディング 0、

1、2のプロセッサーに適用される。ALU、FP_EXECUTE、FPMOVE、MEM_LOAD、

MEM_STOREが含まれる。アウトオブオーダー・コアの実行ユニットとポートにつ

いては、図 2-22を参照のこと。以下の点に注意する。

— FP_EXECUTEユニットは実際には複数の実行ユニットからなる 1つのクラス

ターである。およそ 7つの独立した実行ユニットで構成されている。 

— FP_ADDユニットでは、x87、SIMD浮動小数点の両方について加算と減算が実

行される。 

— FP_MULユニットでは、x87、SIMD浮動小数点の両方について乗算が実行され

る。 

— FP_DIVユニットでは、x87、SIMD浮動小数点の両方について除算と平方根計算

が実行される。 

— MMX_SHFTユニットでは、シフトとローテートが実行される。 

— MMX_ALUユニットでは、SIMD整数の ALU演算が実行される。 

— MMX_MISCユニットでは、相互のMMX計算と一部の整数演算が実行される。

— FP_MISCでは、ポート 1に含まれている他の実行ユニットのうち、上に列挙し

た 6つの実行ユニットから離れている実行ユニットが指定される。

3. コードシーケンスの中でインテル® 64命令と IA-32命令をいくつか繰り返して呼び

出すようにすると、この表に列挙した実際的な数値よりも 1～ 2クロックサイクル

はレイテンシーが短くなることがある。

4. 超越関数命令のレイテンシーとスループットは、ダイナミック・エグゼキューショ

ン環境では相当大きく変わることがある。したがって、超越関数命令については、

概算値か、ある程度幅を持った数値のいずれかのみを示している。

5. コードシーケンスにおける FXCH 命令のレイテンシーはゼロである。ただし、1 ク

ロックサイクルあたり 1回の割合でしか命令を発行できない。 

6. ロード定数命令 FINCSTPと FDECSTPは、コードシーケンスでレイテンシーが 0で

ある。

7. 分岐の予測的中率を高くするため、条件分岐命令を選択するときは、3.4.1節「分岐

予測の最適化」の推奨事項に従う。分岐予測に成功すると、jccのレイテンシーは事

実上ゼロになる。
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8. シフト回数が 1回の RCL/RCRが最適化されている。1以外のシフト回数の RCL/RCR

を使用すると、実行速度が遅くなる。これは、インテル® Pentium® 4 プロセッサー

とインテル® Xeon® プロセッサーに適用される。

9. 拡張版インテル® Core™ マイクロアーキテクチャーのIDIVのレイテンシーとスルー

プットは、オペランドのサイズと除算の商の有効桁数によって異なる。商が 0 の場

合、最小レイテンシーは 13サイクル、最小スループットは 5サイクルになる。商の

有効桁数が増えるほど、IDIVのレイテンシーとスループットは大きくなる。64ビッ

ト・オペランドを使用する IDIV のレイテンシーとスループットは、32 ビット・オ

ペランドを使用する IDIVよりかなり遅くなる。DIVのレイテンシーは IDIVとほぼ

同じであるが、一般的に DIVのレイテンシーは IDIVより 1サイクル小さい。

10. インテル® Core™マイクロアーキテクチャーの IDIVのレイテンシーとスループット

は、除算の商の有効桁数によって異なる。商の有効桁数が増えるほど、IDIVのレイ

テンシーとスループットは大きくなる。64 ビット・オペランドを使用する IDIV の

レイテンシーとスループットは、32 ビット・オペランドを使用する IDIV よりかな

り遅くなる。

11. DIV r64のレイテンシーは異なる。被除数（RDX:RAX）は 64ビットを超えてはなら

ず、レイテンシーは DIV r32とほぼ同じである。被除数が 64を超える場合、レイテ

ンシーは約 70サイクル以上である。

12. 128ビットの結果に含められる MUL r64のレイテンシーには 2セットの数字がある

が、下位 64ビットの結果（RAX）の読み取りから使用までのレイテンシーはより小

さい。128ビットの結果の上位 64ビットのレイテンシー（RDX）の方が大きい。 

C.3.3 メモリーオペランドの場合の命令

メモリーオペランドを持つ命令のレイテンシーは、メモリー / キャッシュ階層内のデータ

の局所性や各マイクロアーキテクチャーに固有の特性などの多くの要因によって大きく

異なる。一般的に、ソフトウェアにおける局所性のチューニングと命令の選択については、

互いに独立したアプローチが可能である。このため、表 C-4～表 C-15は命令を選択する目

的で使用できる。メモリー / キャッシュ階層内のデータ移動のレイテンシーとスループッ

トは、命令のレイテンシーとスループットとは独立して扱える。キャッシュ階層のレイテ

ンシーのデータは、第 2章に記載されている。
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D
 スタックのアライメント
本付録では、ストリーミング SIMD 拡張命令とストリーミング SIMD 拡張命令 2に使用さ

れるデータスタックのアライメントについて詳しく説明する。

D.1 スタックフレーム

この節では、ESP ベース（通常）と EDP ベース（デバッグ）の 2 つのスタックフレーム

に適用されるスタックのアライメント規則について述べる。スタックフレームとは、連続

した 1ブロックのメモリーである。関数 1つにスタックフレームを 1つ割り当て、その関

数にローカルメモリーが必要になったときのためのものである。スタックフレームに格納

されるものとしては、関数のパラメーター、リターンアドレス、ローカル変数、レジス

タースピルがあるほか、スタックフレームが他の関数を呼び出したときにその関数に渡さ

なければならないパラメーターなどもある。通常、メモリー内にスタックフレームを確保

するときは、目的の関数に割り当てるスタックフレームのベースをスタック・フレーム・

ポインター（ESP）で指定する。すべてのデータは、そのベースからのオフセット値を基

に参照される。インテル ® 64 と IA-32 の場合、通常の最適化コードには、スタック・フ

レーム・ポインターとして ESP レジスターを使用し、デバッグ情報を保存しておく必要の

あるときは、ESP の代わりに EDP を使用する決まりになっている。デバッガーで EDP レ

ジスターを使用すると、関数に関する情報がスタックフレーム経由で参照できる。

重要なのは、関数がスタックフレームに入ったときに、そのスタックフレームが 16バイト

境界にアライメントされることである。そうしないと、関数を呼び出している間、__m128

のローカルデータ、各種パラメーター、いくつかの XMM レジスタースピル・ロケーショ

ンをアライメントし続けることができない。Win32* システム用のインテル® C++ コンパイ

ラーは、ここで述べるさまざまな規約に対応しているため、たとえアライメントの合って

いないデータがあったとしても、そのデータを 16バイト境界にアライメントし続けられる

ので、メモリー参照に伴うペナルティーがない。また、この方式では __m64 や double と

いったデータタイプの 64ビット・データ項目を強制的に 8バイト以上（将来は 16バイト）

の境界にアライメントすれば、データタイプに合わせて改善されたアライメントにも対応

できる。

変数をいくつかスタックフレームに割り当てる場合は、そのスタックフレームそのものも

16バイト境界にアライメントされていない限り、変数のベースがアライメントされるかど

うかはコンパイラーでも保証できない。以前から多くのコンパイラーに採用されているよ

うなソフトウェア規則では、個々のスタックフレームが 4バイトにアライメントされるこ

としか保証されていない。したがって、例えば、Microsoft* でコンパイルした関数から呼

び出された関数では、使用されるフレームポインターが 4バイトでアライメントされてい

ることしか前提にできないのである。
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Win32 システム用のインテル® C++ コンパイラーの旧バージョンでは、8 バイトでアライ

メントされたスタックフレームを実現するために、main 命令のプロローグ部でスタック・

フレーム・ポインターを動的に調節し、コンパイルの対象となるすべての関数が常に 8バ

イトでアライメントされるようにしていた。この方法は、以下のような理由から、応用で

きる範囲に限りがある。

• main 関数のコンパイルにインテル® C++ コンパイラーを使用しなければならない。

• 他のコンパイラーを用いると、その呼び出しツリーに関数が 1 つもないことがある。

コールバックとして登録されたルーチンの場合、そうなる可能性がある。

• 複数のパラメーターを正しくアライメントする機能がない。

これらの問題を解決するには、関数のエントリーポイントが 4バイトでアライメントされ

ていると最初から仮定しておけば良い。8バイトや 16バイトでアライメントする必要のあ

る関数の場合は、スタックが正しく動的にアライメントされるようなコードを挿入すると

良い。そうすると、図 D-1に示す 2つのスタックフレームのうちいずれか 1つとなる。

代替エントリーポイントを 1つ作り、呼び出し元がスタックを正しくアライメントしたと

きに、その代替エントリーポイントを呼び出すという最適化手法がある。スタックが正し

くアライメントされていると分かっているときは、インテル ® VTune™ パフォーマンス・

アナライザーのコール・グラフ・プロファイリングを使用すれば、通常の（アライメント

されていない）エントリーポイントに対する呼び出し操作を、（代替の）アライメントさ

図 D-1 アライメント方式によって異なるスタックフレーム
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れたエントリーポイントに対する呼び出し操作に最適化できる。さらに、アライメントさ

れていないエントリーポイントに対する呼び出し回数ができる限り少なくなるように、関

数のアライメント要件の属性をコールグラフ全体にわたって変更できる。

この例として、4 バイトにアライメントされたスタックしか持たない関数 F が、多くの場

所で（しかも 1つのループ内で）関数 G を呼び出す場合を考えてみる。関数 G のアライメ

ント要件が 16バイトであるとする。このとき、アライメントされていないエントリーポイ

ントの通過を阻止する回数をコンパイラーで最小限に抑えるためには、まず、関数 F のア

ライメント要件を 16 に増やすことである。さらに、関数 G に対するすべての呼び出し操

作を、アライメントされたそのエントリーポイントに向けて送出することである。例 D-1

と例 D-2は、この手法を具体化したものである。foo および foo.aligned のエントリーポイ

ントに注意する。後者が、アライメントされた代替エントリーポイントである。

D.1.1 アライメントされた ESP ベースのスタックフレーム

この節では、データとパラメーターに関するアライメントについて説明し、declspec(align)

の拡張属性についても述べる。この属性を使用すると、C や C++ のコードの中でアライメ

ントを要求できる。ESP ベースのスタックフレームを作成する際、コンパイラーによって

リターンアドレスとレジスター待避領域の間にパディングが付加される。このフレームが

使用されるのは、デバッグ情報が要求されていないこと、例外処理機能が不要であること、

インライン・アセンブリーが使用されていないこと、対象となる関数の中で alloca に対す

る呼び出しがないことというすべてが満たされている場合に限られる。

上記すべての条件が満たされない場合は、アライメントされた EBP ベースのフレームを使

用しなければならない。この種のフレームを使用するときは、リターンアドレス、待避レ

ジスター、ローカル変数、レジスター・スピル・スロット、パラメーター空間のそれぞれ

のサイズの総和が 16バイトの倍数でなければならない。こうすれば、パラメーター空間の

ベースが 16 バイトにアライメントされる。また、stdcall 関数のパラメーターの受け渡し

に使用されるどの空間も 16バイトの倍数でなければならない。つまり、stdcall 関数を 1回

呼び出すためにプッシュされるパラメーターのサイズの総和が 16の倍数ではないときは、

呼び出し元でスタック空間の一部をクリアーしなければならない。呼び出し元でこの処理

が実行されない場合、スタックポインターは呼び出し前の値には戻らない。

例 D-1 では、呼び出し元からアライメントが実行された後、スタック上に 12 バイト（リ

ターンポインターの EBX と EDX）残る。したがって、スタックポインターにあと 4バイ

ト追加しないとアライメントされた状態にはならない。いくつかのローカル変数に 16バイ

トのスタック空間が必要だと仮定して、コンパイラーで ESP に 20（=16 + 4）バイトを追

加し、ESP を 0（mod 16）のアドレスに強制的にアライメントしているのである。
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例 D-1 アライメントされた ESP ベースのスタックフレーム

void  _cdecl foo (int k)

{

 int j;

 foo:                             // 後述の (A)を参照

 push      ebx

 mov       ebx, esp

sub       esp, 0x00000008

 and       esp, 0xfffffff0

 add       esp, 0x00000008

 jmp       common

foo.aligned:

push      ebx

mov       ebx, esp

common:                          // 後述の (B)を参照

push      edx

sub       esp, 20

j = k;

mov       edx, [ebx + 8]

mov       [esp + 16], edx

foo(5);

mov       [esp], 5

call      foo.aligned

return j;

mov       eax, [esp + 16]

add       esp, 20

pop       edx

mov       esp, ebx

pop       ebx

ret
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D.1.2 アライメントされた EBP ベースのスタックフレーム

EBP ベースのスタックフレームでは、リターンアドレスの直前にパディングも挿入され

る。ただし、このスタックフレームでは、リターンアドレスが実際にはスタック内の 2つ

の異なる場所に存在することがあり、その点が通常と若干異なる。この現象は、パディン

グの追加が必要で、なおかつ当該の関数に対して例外処理が有効になっているとき必ず起

こる。例 D-2 に、この種のフレーム用に生成したコードを示す。リターンアドレスのス

タック・ロケーションは 12（mod 16）にアライメントされる。つまり、EBP の値は常に

(EBP & 0x0F) == 0x08の条件を満たすことになる。この場合、リターンアドレス、以前の

EBP、例外処理レコード、ローカル変数、スピル領域のそれぞれのサイズの総和が 16バイ

トの倍数にならなければならない。また、パラメーターの受け渡し空間も 16バイトの倍数

でなければならない。stdcall 関数を呼び出す場合は、プッシュされるパラメーター・ブ

ロックのサイズが 16の倍数でない場合は、呼び出し元でスタック空間を一部確保する必要

がある。

// 注意： 

// (A) エントリーポイントがアライメントされているときは、当然パラメーター・

// ブロックの開始点がアライメントされていることになる。実際には、リターンポイン

// ターはすでにプッシュされているが、スタックポインターは 12（mod 16）の境界に

// 配置される。したがって、アライメントされていないエントリーポイントでは、

// この境界にスタックポインターを強制的に移動させる必要がある。

// (B) common のラベルの位置にあるコードは、スタックが 8（mod 16）の境界にある

// という前提で記述されている。したがって、スタックポインターを 0（mod 16）の境界

// にアライメントするのに十分な領域をスタックに追加している。

例 D-2 アライメントされた EBP ベースのスタックフレーム

void _stdcall foo (int k)

{

 int j;

 foo:

 push ebx

mov ebx, esp

sub esp, 0x00000008

and esp, 0xfffffff0

add esp, 0x00000008 // esp は add 後 (8 mod 16) になる

jmp common

 foo.aligned:

push ebx // esp は push 後 (8 mod 16) になる

mov ebx, esp

例 D-1 アライメントされた ESP ベースのスタックフレーム （続き）
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 common: 

 push ebp // リターン・ポインターを複製

// するために利用

push    ebp // esp は push 後 (8 mod 16) になる
// (rtn,ebx,ebp,ebp)

mov     ebp, [ebx + 4] // リターン・ポインターのフェッチとストア

mov     [esp + 4], ebp // relative to ebp 

// (rtn,ebx,rtn,ebp)

mov ebp, esp // ebp は (8 mod 16) 

sub esp, 28 // esp は (8 mod 16) 

// 後述の (A)を参照

push edx // esp は push 後 (8 mod 16) になる

// この目的は、ここで esp と ebp

// を ( mod 16) にすること

j = k;

mov edx, [ebx + 8] // 呼び出し元がスタックを

// アライメントすれば k は (0 mod 16)

mov [ebp - 16], edx // j は　(0 mod 16)

foo(5);

add esp, -4 // アライメントされないエントリーへの

 // 通常の呼び出し

mov     [esp],5

call    foo // stdcall のため、呼び出し先は

// スタックをクリーンアップ

foo.aligned(5);

add     esp,-16 // アライメントされたエントリー

 // 16バイト境界でなければいけない

mov     [esp],5

call    foo.aligned

add     esp,12 // 後述の (B)を参照

例 D-2 アライメントされた EBP ベースのスタックフレーム （続き）
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D.1.3 スタックフレームの最適化

インテル® C++ コンパイラーで提供されている最適化機能をいくつか使用すると、アライ

メントされたフレームをより効果的に設定できる。最適化機能には、以下のものがある。

• スタックフレームが16バイト境界でアライメントされるようにプロシージャーを定義

しておき、そのプロシージャーで、16バイト・アライメントを要求する別のプロシー

ジャーを呼び出すと、呼び出し先でアライメントされたエントリーポイントが呼び出

され、不要なアライメント用コードはすべて省略される。

• スタティック関数が 16バイト・アライメントを要求していても、16バイト・アライメ

ントを要求する他の関数でしかそのスタティック関数が呼び出されないことが分かっ

ている場合は、そのスタティック関数にアライメント用コードは与えられない。つま

り、コンパイラーは、引数ブロックをポイントするときに EBX は使用しないし、代わ

りのエントリーポイントも使用しない。なぜなら、この関数は、アライメントされて

いないフレームと一緒に入ってくることは絶対にないからである。

return j;

mov     eax,[ebp-16]

pop     edx

mov     esp,ebp

pop     ebp

mov     esp,ebx

pop     ebx

ret 4

}

// 注意：

// (A) これはローカル変数をいくつか考慮したものである。ただし、待避レジスターを

// プッシュした後、ESP が 0（mod 16）になるようにこの値を調節する必要がある。

// (B) 呼び出す直前の ESP は 0（mod 16）である。アライメントされた状態を維持するには、

// ESP を 16バイト単位で調節する必要がある。呼び出し先が stdcall との呼び出し

// シーケンスを使用する場合は、その呼び出し先がスタックポインターをリストアする。

// 最後に 12を加えているが、これは、16バイトではなく 4バイトしか渡されなかった

// ときそれを帳消しにするためのものであり、したがって残りの調節は呼び出し元が

// 行わなければならない。

例 D-2 アライメントされた EBP ベースのスタックフレーム （続き）
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D.2 インライン・アセンブリーと EBX
一般的に、アライメントされたフレームを使用する場合は、インライン・アセンブリー・

ブロックの中で EBX レジスターを変更してはならない。EBX レジスターは引数ブロック

をトレースするために使用されるからである。プログラマーがその引数にアクセスする必

要がなく、プログラマーが EBX を待避させておいて、その命令の処理の完了する前に EBX

をリストアする場合にのみ、プログラマーは EBX を変更することができる（関数のエピ

ローグ部では、EBX を基準にして ESP がリストアされるからである）。

注意：  double、__m64、__m128といったローカル変数を対象にした

動的にスタック・アライメントを使用するインライン・アセンブリー

関数の中では、EBX レジスターは使用しないこと。ただし、使用する

たびに EBX を待避してリストアする場合は使用してもかまわない。

インテル® C++ コンパイラーでは、EBX レジスターを使用してこの種

の変数のアライメントを制御しているため、EBX を待避しないままで

使用すると、プログラムを実行しても期待どおりにはならない。
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E
 規則と推奨事項のまとめ
本付録は、本書で説明した規則と推奨事項をまとめたものである。コーディングの推奨事

項については、以下の 2つの基準に従って重要性の度合いを示している。

• 局所的な影響（単に「影響」と呼ぶ）：特定のインスタンスについて、この推奨事項が

パフォーマンスに与える影響の大きさを示す。

• 一般性： アプリケーションのすべてのドメインで、このようなインスタンスの発生頻

度を示す。

この優先度は非常に大まかなものであり、コーディングの形式やアプリケーションのドメ

インなどの要因によって異なる。ここでは、この 2つの基準について、各推奨事項の優先

度を高（H）、中（M）、低（L）で示している。優先度が指定されていない項目は、影響や

一般性を判定できない項目である。

E.1 アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則

アセンブラー /コンパイラー・コーディング規則 1（影響 MH、一般性 M）：基本ブロック
が隣接するようにコードを構成し、不要な分岐を排除する。................................................3-8

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 2（影響 M、一般性 ML）。SETCC 命令

と CMOV命令を使用して、予測不可能な条件分岐をできるだけ排除する。予測可能な分岐

については、この操作を行ってはならない。これらの命令を使用して、すべての予測不可

能な条件分岐を排除してはならない（これらの命令を使用すると、条件分岐の両方のパス

を実行する必要性から、実行のオーバーヘッドが発生するため）。また、条件分岐を SETCC

または CMOVに変換すると、データ依存の制御フロー依存関係がトレードオフされ、アウ

トオブオーダー・エンジンの機能が制限される。チューニングの際は、すべてのインテル®

64プロセッサーと IA-32プロセッサーが、通常は非常に高い分岐予測精度を持っているこ

とを考慮する必要がある。一貫した分岐予測ミスは一般的にまれである。これらの命令は、

計算時間の増加分が、予想される分岐の予測ミスのペナルティーより小さい場合にのみ使

用するべきである。....................................................................................................................... 3-8

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 3（影響 M、一般性 H）。静的分岐予測

アルゴリズムに従ってコードを配置する。すなわち、条件分岐に後続するフォールスルー・

コードが、前方に分岐する分岐のターゲットになるようにする。また、条件分岐に後続す

るフォールスルー・コードが、後方に分岐する分岐のターゲットにならないようにする。

....................................................................................................................................................... 3-11
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 4（影響 MH、一般性 MH）。nearコール

は near リターンに対応し、far コールは far リターンに対応していなければならない。リ

ターンアドレスをスタック上にプッシュして呼び出し先ルーチンにジャンプすると、コー

ルとリターンの不一致が起こるため、この操作は推奨できない。..................................... 3-13

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 5（影響 MH、一般性 MH）。関数をイン
ライン展開することでコードのサイズが小さくなる場合や、関数が小さく、呼び出し先が

頻繁に実行される場合は、関数を選択した上でインライン展開する。............................. 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 6（影響 H、一般性 H）。関数をインライ
ン展開すると、ワーキングセットのサイズがトレースキャッシュの容量を超える場合は、

関数をインライン展開しない。................................................................................................. 3-14

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 7（影響 ML、一般性 ML）。17 以上の

コールとリターンが連続してネストされている場合は、インライン展開を使用してプログ

ラムを変換し、ネストされたコールの数を減らす。............................................................. 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 8（影響 ML、一般性 ML）。小さい関数

内の分岐の予測精度が低い場合は、関数をインライン展開する方が良い。分岐の予測ミス

の結果、リターンが実行されるものと誤って予測された場合は、ペナルティーが生じる。

....................................................................................................................................................... 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 9（影響 L、一般性 L）。関数内の最後の
文が別の関数への呼び出しになっている場合は、コールをジャンプに変換することを検討

する。これにより、コール /リターンのオーバーヘッド、リターン・スタック・バッファー

内のエントリーが消費されない。............................................................................................. 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 10（影響 M、一般性 L）。：16バイト・

チャンク内に 5つ以上の分岐を配置しないこと。................................................................. 3-14

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 11（影響 M、一般性 L）。16 バイト・

チャンク内に 3つ以上のループの終端分岐を配置しないこと。......................................... 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 12（影響 M、一般性 H）。分岐ターゲッ

トはすべて、16バイトでアライメントを合わせる必要がある。........................................ 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 13（影響 M、一般性 H）。条件分岐の直
後の命令が実行される可能性が低い場合は、そのコードをプログラムの別の部分に置く。

条件分岐の直後の命令が実行される可能性が非常に低く、コードの局所性が重要である場

合は、そのコードを異なるコードページ上に置く。............................................................. 3-14

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 14（影響 M、一般性 L）。間接分岐を行

う場合、最も可能性が高い分岐ターゲットをその間接分岐の直後に配置する。あるいは、

間接分岐を使用するが、それらを分岐予測ハードウェアで予測できない場合は、間接分岐

の後に UD2命令を配置する。これにより、プロセッサーによるフォールスルー・パスのデ

コードが停止する。..................................................................................................................... 3-15
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 15（影響 H、一般性 M）。一般的に、分

岐とインダクション変数のオーバーヘッドがループの実行時間の 10% より小さくなるま

で、小さいループをアンロールする。..................................................................................... 3-18

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 16（影響 H、一般性 M）。トレースキャッ

シュや命令キャッシュのスラッシュが起こる可能性があるため、必要以上にループをアン

ロールしない。............................................................................................................................. 3-18

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 17（影響 M、一般性 M）。反復回数が予

測可能な実行頻度の高いループをアンロールして、反復の回数を 16以下に抑える。コード

のサイズが大きくなりすぎて、ワーキングセットがトレースキャッシュや命令キャッシュ

の容量を超える場合は、この操作を行わない。ループ本体に 2つ以上の条件分岐が含まれ

る場合は、反復の回数が 16/（条件分岐の数）回になるようにループをアンロールする。

....................................................................................................................................................... 3-18

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 18（影響 ML、一般性 M）。フェッチ /デ

コードのスループットを高める場合、命令がマイクロフュージョンからメリットを得られ

るのであれば、レジスターのみの方式の命令よりもメモリー方式の命令を優先する。

....................................................................................................................................................... 3-19

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 19（影響 M、一般性 ML）。可能な限り、

マクロフュージョンをサポートする命令ペアを使用してマクロフュージョンを行う。CMP

よりも TESTを優先する。可能な限り、符号なし変数と符号なしジャンプを使用する。比

較時に変数が負でないことを論理的に確認する。可能な限り、MEM-IMM 方式の CMP や

TEST は回避する。ただし、MEM-IMM 方式の使用を回避するためにほかの命令を追加し

てはならない。............................................................................................................................. 3-22

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 20（影響 M、一般性 ML）。比較時に変
数が負でないことを論理的に確認できれば、ソフトウェアによってマクロフュージョンを

有効にできる。マクロフュージョンを有効にするには、変数をゼロ比較する際に TEST を

適切に使用する。......................................................................................................................... 3-24

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 21（影響 MH、一般性 MH）。imm16 の

値の代わりに imm8や imm32の値を使用したコード生成を優先する。............................. 3-25

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 22（影響 M、一般性 ML）。0xF7 オペ

コードバイトを使用する命令がフェッチラインのオフセット 14 から開始しないようにす

る。また、このような命令を使用して 16 ビット・データを操作することを回避し、短い

データを 32ビットにアップキャストする。........................................................................... 3-27

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 23（影響 MH、一般性 MH）。長い命令
シーケンスのループを、LSDのサイズ以下の命令ブロックからなるループに分割する。

....................................................................................................................................................... 3-27

アセンブラー /コンパイラー・コーディング規則 24（影響 MH、一般性 M）：アンロール
されるブロックが LSDのサイズを超える場合は、LCPストールを含むループのアンロール

を回避する。..................................................................................................................................3-27
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 25（影響 M、一般性 M）。ESPへの明示

的な参照を一連のスタック操作（POP、PUSH、CALL、RET）に含めることを避ける。

....................................................................................................................................................... 3-31

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 26（影響 M、一般性 L）。8 バイト未満

の単純な命令を使用する。......................................................................................................... 3-31

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 27（影響 M、一般性 MH）。即値および
ディスプレースメントのサイズ変更にプリフィクスを使用するのを避ける。................. 3-31

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 28（影響 M、一般性 H）。単一マイクロ
オペレーション（μOP）の命令を優先する。また、レイテンシーが小さい命令を優先する。

....................................................................................................................................................... 3-32

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 29（影響 M、一般性 L）。プリフィクス、
特に 0F以外のプリフィクスが付いた複数のオペコードを避ける。................................... 3-32

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 30（影響 M、一般性 L）。セグメントレ
ジスターを多数使用しない。..................................................................................................... 3-32

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 31（影響 ML、一般性 M）。5 つ以上の

マイクロオペレーション（μOP）を含み、デコードが 1 サイクルで完了しない複雑な命令

（例えば、enter、leave、loop）の使用を避ける。代わりに、単純な命令のシーケンスを使用する。

....................................................................................................................................................... 3-32

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 32（影響 M、一般性 H）。INC 命令と

DEC命令は、できるだけ ADD命令と SUB命令で置き換える。ADD命令と SUB命令はす

べてのフラグを上書きする。INC命令と DEC命令はすべてのフラグを上書きしないため、

フラグをセットした前の命令に対して依存関係が発生する。............................................. 3-33

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 33（影響 M、一般性 L）。スケール・イ
ンデックスを使用する LEA 命令がクリティカル・パス上にある場合は、ADD命令のシー

ケンスを使用する方が良い。コードのサイズとトレースキャッシュからの帯域幅が重要な

要因である場合は、LEA命令を使用する。............................................................................ 3-36

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 34（影響 ML、一般性 L）。レジスター

による ROTATE命令や即値による ROTATE命令の使用を避けて、できるだけ 1ビットによ

る ROTATE命令で置き換える。................................................................................................ 3-37

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 35（影響 M、一般性 ML）。レジスター

を 0に設定するときや、レジスターの再利用によって発生した不正な依存関係チェーンを

解消するときは、依存関係を解消する機能を持つ命令を使用する。条件コードを維持する

必要がある場合は、これらの命令に代わって、レジスター内に 0を移動する。この操作は、

XORや SUBより大きなコード空間を必要とするが、条件コードは設定されない。...... 3-39
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 36（影響 M、一般性 MH）。パーシャル

レジスターの代わりに 32ビット・レジスターを操作すると、レジスターの一部分を操作す

る命令との依存関係を解消できる。移動の場合、これを行うには、32ビット移動命令また

はMOVZX命令を使用する。..................................................................................................... 3-40

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 37（影響 M、一般性 M）。符号拡張付き
移動命令を使用する代わりに、ゼロ拡張を使用するか、または 32ビット・オペランドを操

作する。......................................................................................................................................... 3-41

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 38（影響 ML、一般性 L）。（符号拡張さ
れた 16 ビット即値としてコード化できない）32 ビット即値を使用する命令同士を、隣接

して配置しないようにする。32ビット即値を使用するマイクロオペレーション（μOP）の

直前または直後には、即値を持たないマイクロオペレーション（μOP）をスケジューリン

グする。......................................................................................................................................... 3-41

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 39（影響 ML、一般性 M）。論理 ANDの

結果が使用されないときは、AND命令に代わって TEST命令を使用する。これにより、実

行時のマイクロオペレーション（μOP）の数が節約される。レジスターをゼロに CMPする

のではなく、レジスター自体による TEST を使用する。これにより、ゼロをエンコードす

る必要がなくなり、エンコードスペースが節約される。定数をメモリーオペランドと比較

することは避ける。メモリーオペランドをロードし、定数をレジスターと比較するのが望

ましい。......................................................................................................................................... 3-41

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 40（影響 ML、一般性 M）。先行する算
術命令によってすでにフラグが設定されている場合は、適切な条件分岐命令を使用して、0

との比較命令を排除する。必要に応じて、比較の代わりに TEST 命令を使用する。コード

変換によって、オーバーフローの問題が起こらないように注意する。............................. 3-41

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 41（影響 H、一般性 MH）。小さいルー

プの場合は、ループ内の依存関係を退避させるより、ループ不変コードをメモリー上に置

く方が良い。................................................................................................................................. 3-43

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 42（影響 M、一般性 ML）。例えば、

MOVSD XMMREG1、XMMREG2命令によって、パーシャル浮動小数点レジスターへの書き

込みによる依存関係が発生することを避ける。MOVSD 命令に代わって、MOVAPD

XMMREG1、XMMREG2命令を使用する。................................................................................. 3-51

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 43（影響 ML、一般性 L）。アライメン

トの合っていない 128ビット・データのロードには、MOVUPD XMMREG1, MEMを使用す

る代わりに、MOVSD XMMREG1, MEM; MOVSD XMMREG2, MEM+8; UNPCKLPD

XMMREG1, XMMREG2 を使用する。追加のレジスターが使用できない場合は、MOVSD

XMMREG1, MEM; MOVHPD XMMREG1, MEM+8を使用する。........................................ 3-51

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 44（影響 M、一般性 ML）。ストアには、

MOVUPD MEM, XMMREG1を使用する代わりに、MOVSD MEM, XMMREG1; UNPCKHPD

XMMREG1, XMMREG1; MOVSD MEM+8, XMMREG1を使用する。................................ 3-51
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 45（影響 H、一般性 H）。データのアラ

イメントを、オペランドサイズの自然アドレス境界に合わせる。データが、SIMD 命令の

ロードとストアを伴うアクセスになる場合は、データのアライメントを 16バイト境界に合

わせる。......................................................................................................................................... 3-67

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 46（影響 H、一般性 M）。できるだけス
タック上ではなくレジスター内でパラメーターを受け渡す。スタック上での引数の受け渡

しは、ストアの後に再ロードを行う必要がある。ストア・フォワーディングの制限上可能

であれば、データキャッシュにアクセスせずにメモリー・オーダー・バッファーから直接

ロードに値を提供することによって、ハードウェア内でこのシーケンスを最適化できる

が、浮動小数点値によりフォワーディングによって大きなレイテンシーが発生する。浮動

小数点引数をレジスター（XMM が望ましい）に渡すと、この大きなレイテンシーの操作

がなくなるはずである。............................................................................................................. 3-69

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 47（影響 H、一般性 M）。ストアからの
転送先のロードは、ストアデータと同じ開始アドレスおよび同じアライメントになってい

なければならない。..................................................................................................................... 3-71

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 48（影響 H、一般性 M）。ストアから転

送されるロードのデータ全体が、ストアデータに含まれていなければならない。......... 3-71

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 49（影響 H、一般性 ML）。ストアされ
るデータのうちアライメントの合っていない部分を抽出する必要がある場合は、そのデー

タを含む、アライメントの合った最も小さい部分を読み出して、必要に応じてデータをシ

フト /マスクする。ストア・フォワーディングの失敗のためにペナルティーが生じるより、

この操作を行ったほうが良い。................................................................................................. 3-71

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 50（影響 MH、一般性 ML）。同じメモ
リー領域に対して、大きなデータ幅のストアの後に複数の小さなロードを続けないように

する。必要に応じて、1回の大きな読み込みとレジスターのコピーを使用する。.......... 3-72

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 51（影響 H、一般性 MH）。ストア・フォ

ワーディングの問題が起こる可能性とその影響が最小限に抑えられるように、（レジス

ターの割り当てやパラメーターの受け渡しの際に）レジスターへの変数の割り当てに優先

順位を付ける（これによって他のペナルティーが生じない場合）。レイテンシーが大きい

命令（例えば、MUL、DIV）によって生成されるデータ、ストアとロードの間の距離が非

常に小さい変数のデータ、多数の依存関係チェーンまたは長い依存関係チェーンを含む変

数のデータには、ストア・フォワーディングを使用しない。また特に、ループ内の依存関

係チェーンにストア・フォワーディングを追加しない。..................................................... 3-76

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 52（影響 M、一般性 MH）。ロードがス

トアの完了を待たずにすむように、できるだけ早くストアアドレスを計算する。......... 3-76

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 53（影響 H、一般性 M）。連続してアク

セスできるように、データ構造を配置する。......................................................................... 3-78
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 54（影響 H、一般性 M）。64 ビット・

データがスタック上でパラメーターとして渡されるか、割り当てられる可能性がある場合

は、スタックのアライメントを必ず 8バイト境界に合わせる。......................................... 3-79

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 55（影響 H、一般性 M）。ストアの後に、

4KB の倍数となるアドレスを持つ独立したロードが続かないようにする。また、64KB の

倍数となるリニアアドレスを持つ複数のキャッシュラインが同じワーキングセットに含

まれないように、データをレイアウトするか、計算の順序を変更する。同じ 1 次キャッ

シュ・ワーキング・セット内で、2KB の倍数離れたキャッシュラインの数が 4つを超えな

いようにする。同じ 1 次キャッシュ・ワーキング・セット内で、4KB 倍数離れたキャッ

シュラインの数が 8つを超えないようにする。..................................................................... 3-82

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 56（影響 M、一般性 L）。コードと同じ

ページ上に（読み出し専用の）データを置かざるをえない場合は、間接ジャンプの直後に

そのデータを置かないようにする。例えば、間接ジャンプの直後にはそのジャンプのター

ゲットになる可能性の高いコードを置き、無条件分岐の後にデータを置く。................. 3-83

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 57（影響 H、一般性 L）。コードとデー
タは常に別のページに置く。自己修正コードの使用はできるだけ避ける。コードが修正さ

れる場合は、すべて一度に修正するようにして、修正を実行する側のコードと修正される

側のコードを別の4KBページに置くか、別々のアライメントされた1KBサブページに置く。

....................................................................................................................................................... 3-83

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 58（影響 H、一般性 L）。内部ループに
よって 5 つ以上の配列（4 つの異なるキャッシュ・ライン）にデータが書き込まれる場合

は、ループの本体を分割しそれぞれのループ反復で書き込まれる配列を 4つ以内に抑える

ようにする。................................................................................................................................. 3-85

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 59（影響 H、一般性 M）。浮動小数点制

御ワードのビット 8～ 12の変更を最小限に抑える。3つ以上の値の間で切り替える（各値

は次のビットの組み合わせ。精度制御、丸め制御、無限大制御、FCWの残りのビット）と、

パイプラインの段数にほぼ相当する遅延が発生する。....................................................... 3-104

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 60（影響 H、一般性 L）。丸めモードの
変更回数を最小限に抑える。丸めビット、精度ビット、無限大ビットが合計 3つ以上の値

の間で切り替えられる場合は、丸めモードの変更を使ってフロアー関数とシーリング関数

を実行してはならない。........................................................................................................... 3-106

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 61（影響 H、一般性 L）。精度モードの

変更回数を最小限に抑える。................................................................................................... 3-107

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 62（影響 M、一般性 M）。名前空間を拡

張するときは、必要な個所にのみ FXCH命令を使用する。............................................... 3-107
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アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 63（影響 M、一般性 M）。x87命令の機

能が特に必要な場合以外は、ストリーミング SIMD拡張命令 2またはストリーミング SIMD

拡張命令を使用する。大部分の SSE2算術演算は x87よりもレイテンシーが小さく、x87レ

ジスタースタックの管理に関連するオーバーヘッドがない。........................................... 3-108

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 64（影響 M、一般性 L）。FILD 命令に
は、16ビット・オペランドではなく、32ビット・オペランドを使用する。ただし、32ビッ

ト・メモリー・オペランドの上位半分と下位半分に別々に書き込むことによってストア・

フォワーディングの問題が起こる場合は、32 ビット・オペランドではなく 16 ビット・オ

ペランドを使用する。............................................................................................................... 3-109

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 65（影響 H、一般性 M）。64 ビット・

モードでは、64 ビット・データや追加のレジスターへのアクセスに 64 ビット版の命令が

必要な場合を除き、32ビット版の命令を使うことでコードサイズを削減する。.............. 9-1

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 66（影響 M、一般性 MH）。レジスター
への負荷の削減に必要であれば、整数コード向けに 8つの追加汎用レジスターと浮動小数

点および SIMDコード向けに 8つの追加 XMMレジスターを使用する。........................... 9-2

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 67（影響 ML、一般性 M）。128 ビット

の結果を生じる乗算よりも、64ビットの結果を生じる64ビット同士の整数乗算を優先する。

......................................................................................................................................................... 9-2

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 68（影響 ML、一般性 M）。128 ビット

の乗算の下位 64ビットの結果にアクセスした後に上位 64ビットの結果にアクセスしない

ようにする。................................................................................................................................... 9-2

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 69（影響 ML、一般性 M）。64ビットの

結果が必要な 32ビットの整数乗算には、64ビット版の乗算を使用する。........................ 9-7

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 70（影響 ML、一般性 M）。64ビットの

加算には、64ビット版の加算を使用する。.............................................................................. 9-8

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 71（影響 L、一般性 L）。ソフトウェア・

プリフェッチ命令が必要な場合は、SSEによって提供されているプリフェッチ命令を使用

する。............................................................................................................................................... 9-8

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 72（影響 H、一般性 H）。256 ビットの

AVXコードと 128ビットの SSEコードを一緒に実行する場合、「Modified/Unsaved」状態か

らの遷移が予想されるのであれば、VZEROUPPER命令を必ず使用する。....................  11-11

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 73（影響 H、一般性 H）。256 ビットの

AVX 命令の実行後、SSE コードを実行する可能性がある関数呼び出しの前に、

VZEROUPPER 命令を追加する。256 ビットの AVX 命令を使用する関数の最後に

VZEROUPPERを追加する。.....................................................................................................  11-11
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 74（影響 H、一般性 M）。できる限り、

32バイト境界にデータをアライメントする。ロード・アライメントよりもストア・アライ

メントを優先する。................................................................................................................... 11-25

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 75（影響 M、一般性 H）。できる限り、

32バイト境界にデータをアライメントする。ロード・アライメントよりもストア・アライ

メントを優先する。................................................................................................................... 11-27

アセンブリー /コンパイラー・コーディング規則 76（影響 M、一般性 M）。AVXのシャッ

フル命令の代わりに、可能であればブレンディング命令を使用する。........................... 11-41

E.2 ユーザー /ソース・コーディング規則

ユーザー /ソース・コーディング規則 1（影響 M、一般性 L）。一般的な分岐するターゲッ

トを間接分岐が 2つ以上持っており、それらのターゲットの少なくとも 1つがその分岐ま

での分岐履歴に関係している場合は、その間接分岐をツリーに変換し、1 つ以上の間接分

岐の前にそれらのターゲットに対する条件分岐を置く。この「ピーリング」手順は、分岐

履歴に関係している間接分岐の一般的なターゲットに適用する。......................................3-15

ユーザー / ソース・コーディング規則 2（影響 H、一般性 M）。長い SIMD ベクトルを使

用して高い並列処理能力が得られるように、できるだけ小さい浮動小数点データタイプま

たは SIMDデータタイプを使用する。例えば、できるだけ倍精度の代わりに単精度を使用

する。..............................................................................................................................................3-52

ユーザー /ソース・コーディング規則 3（影響 M、一般性 ML）。一番内側のネストレベル

に反復間の依存関係が生じないように、ループのネストを構成する。特に、直前の反復内

にあるデータのストアが、語彙的に直後の反復内にある同じデータのロードの後に発生す

ることを避ける（これは語彙的な後方依存関係と呼ばれる）。............................................3-52

ユーザー /ソース・コーディング規則 4（影響 M、一般性 ML）。ループの中で条件分岐を
使用しない。SSE命令を使用して分岐を減らすよう考慮する。..........................................3-52

ユーザー / ソース・コーディング規則 5（影響 M、一般性 ML）。複雑なインダクション

（ループ）変数式を使用しない。................................................................................................3-52

ユーザー / ソース・コーディング規則 6（影響 H、一般性 M）。ソースコード内で定義さ

れるデータ構造をパディングして、すべてのデータ要素のアライメントをオペランドサイ

ズの自然アドレス境界に合わせる。..........................................................................................3-76

ユーザー / ソース・コーディング規則 7（影響 M、一般性 L）。キャッシュライン（64 バ

イト）内のフォルス・シェアリングに注意する。また、Intel NetBurst® マイクロアーキテ

クチャー・ベース・プロセッサーの場合、128 バイト・セクター内のフォルス・シェアリ

ングに注意する。..........................................................................................................................3-79
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ユーザー /ソース・コーディング規則 8（影響 H、一般性 ML）。エイリアシングを避ける

ために、アドレスオフセット機能を持つ特殊なメモリー・アロケーション・ライブラリー

の使用を検討する。......................................................................................................................3-82

ユーザー / ソース・コーディング規則 9（影響 M、一般性 M）。エイリアシングを避ける

ために変数の宣言でパディングを行う場合は、2 次キャッシュライン上のエイリアシング

を避ける方が大きなメリットが得られる。したがって、128 バイトまたはそれ以上のオフ

セットが必要になる。..................................................................................................................3-82

ユーザー /ソース・コーディング規則 10（影響 H、一般性 H）。ブロッキング、ループ交
換、ループ傾斜、パッキングなどの最適化手法はコンパイラーに任せる方が良い。

コンパイラーのループ最適化をオンにして、1 次キャッシュの半分または 2 次キャッシュ

全体に収まるように、データ構造を最適化し、ネストされたループの局所性を向上させる。

........................................................................................................................................................3-87

ユーザー / ソース・コーディング規則 11（影響 M、一般性 ML）。バス上で読み込みと書
き込みの両方を行う場合、これらのバス・トランザクションを読み込みフェーズと書き込

みフェーズに分離するようにコードを変更すると、性能向上につながる。......................3-87

ユーザー /ソース・コーディング規則 12（影響 H、一般性 H）。バス・レイテンシーを効

果的に軽減するには、キャッシュミス間隔がハードウェア・プリフェッチ・トリガーしき

い値の半分よりも狭く、より集中したキャッシュ・ミス・パターンとなるデータ・アクセ

スを優先すべきである。..............................................................................................................3-88

ユーザー / ソース・コーディング規則 13（影響 M、一般性 M）。SSE 命令、SSE2 命令、

SSE3命令を使用したコードを生成するように、コンパイラーの最適化オプションを利用す

る。................................................................................................................................................3-100

ユーザー / ソース・コーディング規則 14（影響 H、一般性 ML）。アプリケーションが浮
動小数点値の有効範囲を超えないようにし、デノーマル値、アンダーフローを避ける。

......................................................................................................................................................3-101

ユーザー / ソース・コーディング規則 15（影響 M、一般性 ML）。必要でない場合には、
倍精度データタイプを使用しない。x87 FPU 制御ワードの精度制御（PC）フィールドを

「単精度」に設定する。これで、一部の演算（例えば、除算の早い完了）の単精度（32ビッ

ト）計算の速度がアップする。ただし、浮動小数点制御ワードを合計 3つ以上の値の間で

切り替えると、パフォーマンスが大きく低下する。3.8.3節を参照のこと。...................3-101

ユーザー / ソース・コーディング規則 16（影響 H、一般性 ML）。高速の浮動小数点整数

変換ルーチン、FISTTP命令、または SSE2命令を使用する。これらのルーチンをコーディ

ングする場合、SSE3 が利用可能であれば、FISTTP 命令を使用する。SSE2 を使用して

コーディングするのであれば、CVTTSS2SI命令、CVTTSD2SI命令を使用する。....3-101

ユーザー / ソース・コーディング規則 17（影響 M、一般性 ML）。データの依存関係を解
消すると、アウトオブオーダー・エンジンがコードからより多くの ILPを引き出すことが

できる。配列の要素を合計する際は、単一のアキュムレーターの代わりに部分和を使用す

る。................................................................................................................................................3-101
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ユーザー / ソース・コーディング規則 18（影響 M、一般性 ML）。通常は、数値演算ライ

ブラリーは、初等関数を計算する際に超越関数命令（例えば、FSIN）を利用する。超越

関数を計算するとき、特に 80ビットの拡張精度を使用する必要がない場合は、ソフトウェ

アに基づく別の手法（補間法を使用するルックアップ・テーブル方式のアルゴリズムなど）

を検討するべきである。これらの手法を使って、希望する数値精度とルックアップ・テー

ブルのサイズを選択し、SSE 命令と SSE2 命令の並列処理を利用すると、超越関数計算の

パフォーマンスを向上できる。................................................................................................3-101

ユーザー / ソース・コーディング規則 19（影響 H、一般性 ML）。できるだけデノーマル
浮動小数点定数の使用を避ける。............................................................................................3-102

ユーザー / ソース・コーディング規則 20（影響 M、一般性 H）。高速スピンループ中に
PAUSE 命令を挿入し、ループの反復回数を最小限に抑え、システム全体の性能を向上させ

る。..................................................................................................................................................8-18

ユーザー /ソース・コーディング規則 21（影響 M、一般性 L）。複数のスレッドから要求
されるスピンロックを、2 つのスレッドしか 1 つのロックに書き込めないようなパイプラ

イン・ロックと置き換える。2つのスレッドが共有する変数に、1つのスレッドしか書き込

みを行う必要がない場合は、ロックを利用する必要はない。..............................................8-19

ユーザー /ソース・コーディング規則 22（影響 H、一般性 M）。スレッド・ブロッキング

API を長いアイドルループ内で使用して、プロセッサーを解放する。...............................8-20

ユーザー /ソース・コーディング規則 23（影響 H、一般性 M）。キャッシュライン内

（インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Pentium®

M プロセッサー、インテル ® Core™ Duo プロセッサーの場合は 64 バイト）、およびセク

ター内（インテル® Pentium® 4 プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサーの場合は 128

バイト）のフォルス・シェアリングに注意すること。..........................................................8-22

ユーザー / ソース・コーディング規則 24（影響 M、一般性 ML）。各同期変数を 128バイ

トで分離して単独に配置するか、独立したキャッシュラインに格納する。......................8-23

ユーザー / ソース・コーディング規則 25（影響 H、一般性 L）。スピンロック変数は、

キャッシュラインの境界をまたいで配置しない。..................................................................8-23

ユーザー /ソース・コーディング規則 26（影響 M、一般性 H）。バスコマンド帯域幅を保
持するには、データとコードの局所性を改善する。..............................................................8-25

ユーザー /ソース・コーディング規則 27（影響 M、一般性 L）。ソフトウェア・プリフェッ
チ命令の過度な使用は避け、自動ハードウェア・プリフェッチを機能させる。ソフトウェ

ア・プリフェッチを過度に使用すると、バスへの要求が大幅かつ不必要に増加する可能性

がある（不適切に使用されている場合）。................................................................................8-27

ユーザー /ソース・コーディング規則 28（影響 M、一般性 M）。オーバーラップする複数

の連続的メモリー読み込みを使用して、実効キャッシュ・ミス・レイテンシーを改善する

ことを検討する。..........................................................................................................................8-27
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ユーザー /ソース・コーディング規則 29（影響 M、一般性 M）。最終レベルキャッシュで

の連続するキャッシュミスの間隔が 64バイト前方になるように、メモリー参照の順序付け

を調整することを検討する。......................................................................................................8-27

ユーザー /ソース・コーディング規則 30（影響 M、一般性 M）。フルサイズの書き込みト

ランザクションを使用して、より高いデータ・スループットを実現する。......................8-28

ユーザー /ソース・コーディング規則 31（影響 H、一般性 H）。キャッシュ・ブロッキン

グを使用して、データアクセスの局所性を改善する。HTテクノロジー対応のインテル®プ

ロセッサーが対象の場合は、キャッシュサイズの 4分の 1から 2分の 1を目標とする。ま

たは、特定のキャッシュによって扱われるすべての論理プロセッサーがそのキャッシュを

同時に共有可能なブロックサイズを目標とする。..................................................................8-29

ユーザー /ソース・コーディング規則 32（影響 H、一般性 M）。共通バスを共有する別々

の物理プロセッサー上で実行されるスレッド間で、データの共有を最小限に抑える。プ

ラットフォームが複数のバスドメインで構成されている場合、バスドメイン間でのデータ

共有も最小限に抑える必要がある。..........................................................................................8-30

ユーザー /ソース・コーディング規則 33（影響 H、一般性 H）。各スレッドで 64KB の倍

数でオフセットされるデータ・アクセス・パターンを最小限に抑える。..........................8-32

ユーザー /ソース・コーディング規則 34（影響 M、一般性 L）。過度なループアンロール

を回避し、LSDを効率的に操作する。......................................................................................8-33

E.3 チューニングの推奨事項

チューニングの推奨事項 1：まれに、コードページ上のデータが命令として実行される

ために、パフォーマンスが低下することがある。この問題が起こりやすいのは、ト

レースキャッシュ内に存在しない間接分岐の直後に実行処理が行われる場合である。

パフォーマンスの低下の原因が明らかにこの問題である場合は、どこかほかの位置に

データを移動するか、間接分岐の直後に無効オペコード命令（UD2）または PAUSE命

令を挿入する。場合によっては、無効オペコードや PAUSE命令を挿入するとパフォー

マンスが低下するので、注意が必要である。 .................................................................3-83

チューニングの推奨事項 2：ロードミスが頻繁に発生する場合は、ロード命令の前にプ

リフェッチを挿入するか、あるいは（発行帯域幅が重要な場合は）ロード命令を移動

して、より早い段階で実行する。 .....................................................................................3-91

チューニングの推奨事項 3：実行スループットを最大限に高めるために、最初にシング

ルスレッド・コードを最適化する。 .................................................................................8-38
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チューニングの推奨事項 4：効率的なスレッディング・モデルを採用し、入手可能な

ツール（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 ®  スレッ

ド・チェッカー、インテル® スレッド・プロファイラーなど）を活用して、物理プロ

セッサーやプロセッサー・コアの数に応じた最適なプロセッサー・スケーリングを達

成する。 .................................................................................................................................8-38

E.4 SSE4.2 コーディング規則

SSE4.2 コーディング規則 5（影響 H、一般性 H）：アドレス調整を PCMPESTRI、

PCMPESTRM、PCMPISTRI、PCMPISTRM の ECX 結果に依存しているループ内の依存関

係は、最小限に抑えなければならない。 メモリー・ディスアンビゲーション・ハードウェ

アを利用するには、ECX結果が 16（バイト）または 8（ワード）になると予期されるコー

ドパスを特定し、アドレス調整式の ECXの値を定数に置き換える。..............................10-12

E.5 インテル ® ATOM™ プロセッサーのアセンブリー / コ
ンパイラー・コーディング規則

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 1（影響 MH、一般性 ML）。インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、MSROMを必要とする複雑な命令の利用を最小限に抑えるこ

とで、2つのデコードユニットの最適なデコード帯域幅を活用できる。.......................... 13-4

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 2（影響 M、一般性 H）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、命令ワーキングセットの要素を小さくしておくと、2つのデ

コードユニットによって提供される最適なデコード帯域幅をフロントエンドで活用でき

る。................................................................................................................................................. 13-4

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 3（影響 MH、一般性 ML）。インテル®

Atom™プロセッサーの場合、連続する x87命令の使用を避けると、2つのデコードユニッ

トによって提供される最適なデコード帯域幅をフロントエンドで活用できる。 パフォーマ

ンス監視イベント「DECODE_RESTRICTION」を使用すると、ワークロード中でデコード・

スループットの低下をもたらす遅延が発生した回数をカウントできる。......................... 13-4

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 4（影響 M、一般性 H）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、2サイクルの遅延が発生してしまうフラグ更新命令とフラグ

参照命令の間には MOV 命令を配置する。 このようにすると、部分的なフラグ依存関係を

防止できる。................................................................................................................................. 13-7

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 5（影響 MH、一般性 H）。インテル ®

Atom™ プロセッサーでは、アドレス操作には LEA を使用すべきだが、ソフトウェアは、

ALUから AGUに対する依存関係（アドレス操作または ESP更新に LEAの代わりに ALU

命令を使用する場合、または三項加算や、アドレス生成への供給を行わない非破壊的書き

込みに LEA を使用する場合）を回避しなければならない。 または、AGU を参照する命令

の前に更新命令を配置する際、3サイクル以上の間隔を空ける。...................................... 13-8
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 6（影響 M、一般性 M）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、整数乗算命令の後に独立した FP乗算または整数乗算を配置

すると、パイプライン化された IMUL実行を活用できる。................................................. 13-8

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 7（影響 M、一般性 M）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、整数シフト命令の暗黙的なレジスターカウントのための更新

命令は、シフト命令の 2サイクル以上前に配置する。......................................................... 13-9

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 8（影響 M、一般性 MH）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、LEA、単純なロード、POPでは、入力値が 4バイト未満であ

ると速度が低下する。................................................................................................................. 13-9

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 9（影響 MH、一般性 H）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、FPスタックを使用する x87命令よりも、XMMレジスターで

動作する SIMD命令を優先する。 可能な限り、パックド単精度命令を使用する。 パックド倍

精度命令はスカラー倍精度命令に置き換える。................................................................... 13-11

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 10（影響 M、一般性 ML）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、超越関数のように高度な演算を実行するライブラリー・ソフ

トウェアは、ネイティブの x87 命令ではなく、XMMレジスターで動作する SIMD命令を

使用すべきである。................................................................................................................... 13-11

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 11（影響 M、一般性 M）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、可能な限り DAZと FTZを有効にする。.......................... 13-11

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 12（影響 H、一般性 L）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、どうしても必要なときのみ除算命令を使用し、データサイズ

が最小のオペランドを使用するように配慮する。............................................................... 13-11

アセンブラー / コンパイラー・コーディング規則 13（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、MOVUPS よりも MOVAPS+PALIGN のシーケンスを優先す

る。 同様に、MOVDQUよりもMOVDQA+PALIGNRを優先する。...................................13-12

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 14（影響 MH、一般性 H）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、データがメモリー内で自然サイズにアライメントされるよう

にする。 例えば、4バイトのデータは、4バイト境界にアライメントされる必要がある。 ま

た、チャンク内の小規模なアクセス（4 バイト未満）では、異なるバイトにアクセスする

と、遅延が発生することがある。........................................................................................... 13-12

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 15（影響 H、一般性 ML）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、可能な限りベースが 0にセットされたセグメントを使用し、

キャッシュライン境界にアライメントされていない 0以外のセグメント・ベース・アドレ

スはできるだけ回避する。....................................................................................................... 13-13

アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 16（影響 H、一般性 L）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、0以外のセグメントベースを使うときは、DS、FS、GSを使

用する。文字列操作では、暗黙的な ESを使用すべきである。......................................... 13-13
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アセンブリー / コンパイラー・コーディング規則 17（影響 M、一般性 ML）。インテル ®

Atom™プロセッサーの場合、セグメントベースが 0の FSや GSよりも、ES、DS、SSの使

用を優先する。........................................................................................................................... 13-13

アセンブラー / コンパイラー・コーディング規則 18（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™プロセッサーの場合、「bool」値と「char」値は、32ビット・データとしてスタック

に渡したり、スタックから読み出すべきである。................................................................13-14

アセンブラー / コンパイラー・コーディング規則 19（影響 MH、一般性 M）：インテル®

Atom™ プロセッサーの場合、PUSH/POP のレジスター形式を優先し、LEAVE の使用は避

ける。ESPの調整には、ADD/SUBではなく LEAを使用する。........................................13-15
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64ビット・モード

CVTSI2SD命令 , 9-8
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REXプリフィクス , 9-1

演算 , 9-7

コーディング・ガイドライン , 9-1

コンパイラーの設定 , A-2
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はじめに , 2-87
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A
ADDSUBPD命令 , 6-14
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declspec(align), D-3

E
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EMMS 命令 , 5-3

EMMS命令
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F
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G
GetActivePwrScheme, 12-9

GetSystemPowerStatus, 12-9

H
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IA32_PERFEVSELx MSR, B-70

IA-32eモード , 2-87

Intel NetBurst® マイクロアーキテクチャー , 2-1

アウトオブオーダー・コア , 2-66

コア , 2-62, 2-66

設計目的 , 2-59

トレースキャッシュ , 3-13

パイプライン , 2-60, 2-63

はじめに , 2-2, 2-47, 2-59

プリフェッチの特長 , 7-3

プロセッサーの相違 , 3-4

フロントエンド , 2-61

リタイアメント , 2-63
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L
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Linux版インテル ® マスカーネル・ライブラリー , 
A-13

M
MASKMOVDQU命令 , 7-8

MFENCE命令 , 7-13

MMX® テクノロジー・コードへの変換 , 4-10

MMX® テクノロジーのサポートのチェック , 4-2

MOVDDUP命令 , 6-14

MOVDQ 命令 , 5-42

MOVHLPS命令 , 6-11

MOVLHPS命令 , 6-11

MOVNTDQ命令 , 7-8

MOVNTI命令 , 7-8

MOVNTPD命令 , 7-8

MOVNTPS命令 , 7-8

MOVNTQ命令 , 7-8

MOVSHDUP命令 , 6-14, 6-16

MOVSLDUP命令 , 6-14, 6-16

MOVUPD命令 , 6-3

MOVUPS命令 , 6-3

N
NOP, 3-42

O
OpenMP*コンパイラー指示句 , 8-10

OpenMPコンパイラー・ディレクティブ , A-5

OS API, 12-9

P
PAUSE命令 , 3-10, 8-12

PAVGB 命令 , 5-30

PAVGW 命令 , 5-30

PeekMessage(), 12-9

PEXTRW 命令 , 5-12

PGO

「プロファイルに基づく最適化」を参照

PINSRW 命令 , 5-13

pminsw 命令 , 5-28

pminub 命令 , 5-28

PMOVMSKB 命令 , 5-16

PMULHUW 命令 , 5-29

PREFETCHNT0命令 , 7-6

PREFETCHNT1命令 , 7-6

PREFETCHNT2命令 , 7-6

PREFETCHNTA命令 , 7-6, 7-27

使用ガイドライン , 7-2

PREFETCHT0命令 , 7-27

使用ガイドライン , 7-2

psadbw 命令 , 5-29

Pステート , 12-1

Q
-Qparallel, 8-11

S
SFENCE 命令 , 7-12, 7-13

SHUFPS命令 , 6-3

SIMD

128 ビットのスタック・アライメント , 4-21

128ビットのデータ・アライメント , 4-19
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MMX® テクノロジーのサポート , 4-2

MMX® テクノロジーのデータ・アライメント , 
4-22

SSE2のサポート , 4-3

SSE3のサポート , 4-4

SSEのサポート , 4-3

SSSE3のサポート , 4-4

VTuneの機能 , 4-12

キャッシュ命令 , 7-1

クラス , 4-17

計算の例 , 2-88, 4-22

コーディング手法 , 4-17

自動ベクトル化 , 4-18

スタックとデータのアライメント , 4-22

ストリップマイニング , 4-28

配列の使用 , 4-20

パディングによるデータのアライメント , 4-20

並列処理 , 4-13

ベクトル化 , 4-13

ホットスポットの特定 , 4-12

マイクロアーキテクチャーの違い , 4-34

命令の選択 , 4-32

メモリーの使用効率 , 4-25

履歴 , 2-88

ループ・ブロッキング , 4-30

SIMD 整数コード , 5-2

SIMD整数命令

64ビットから 128ビットへの変換 , 5-48

移動、バイト・マスクから整数への～ , 5-16

規則 , 5-2

使用

EMMS, 5-2

MOVDQ, 5-42

movq2dq, 5-18

PABSW, 5-21

PACKSSDW, 5-8

PADDQ, 5-31
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pavgb, 5-30

pavgw, 5-30
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pminsw, 5-28
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pmulhw, 5-29

PMULUDQ, 5-29
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pshuflw, 5-17
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psrldq, 5-32

PSUBQ, 5-31

punpchqdq, 5-18

punpcklqdq, 5-18

整数演算を多用 , 5-1

絶対差のパックド和 , 5-29

抽出、ワードの～ , 5-12

データ移動の手法 , 5-7

データのアライメント , 5-5

パックド・シャッフル・ワード , 5-17

パックド乗算の符号なし上位ビット , 5-29

パックド符号付き整数ワードの最大値 , 5-28

パックド平均（バイト /ワード）, 5-30

符号つきアンパック , 5-8

符号なしアンパック , 5-7

メモリー最適化 , 5-38

SIMDテクノロジー , 2-90

SIMD浮動小数点命令

SSE3複素数演算 , 6-15

SSE3浮動小数点プログラミング , 6-14

x87浮動小数点との併用 , 6-2

一般的な規則 , 6-1

異なるマイクロアーキテクチャー , 6-14

インテル ® Core™ Duoプロセッサー , 6-18

インテル ® Core™ Soloプロセッサー , 6-18

逆数命令 , 6-1

計画上の留意点 , 6-1

使用

ADDSUBPS, 6-16

CVTTPS2PI, 6-13

CVTTSS2SI, 6-13

FXCH, 6-2
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HSUBPS, 6-18

MOVAPD, 6-3

MOVAPS, 6-3

MOVHLPS, 6-11

MOVLHPS, 6-11

MOVSHDUP, 6-16

MOVSLDUP, 6-16

MOVUPD, 6-3

MOVUPS, 6-3

SHUFPS, 6-3

垂直計算と水平計算の比較 , 6-3

水平加算 , 6-11

スカラーコード , 6-2

データのスウィズリング , 6-6

データのデスウィズリング , 6-9

データの配列 , 6-3

SoA 形式 , 4-27
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専用プログラミング・モデル , 8-6
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パフォーマンス・イベント , B-61
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