
高並列アプリケーションに先進のパフォーマンスを提供
高並列アプリケーションにおいて最高水準の並列性能を今まで以上に容易に
実現できるようになりました。インテル ® メニー・インテグレーテッド・コア（MIC）
アーキテクチャーを採用したインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーは、インテル® 

Xeon® プロセッサー E5 ファミリーの業界トップクラスの性能と電力効率との相
乗効果により、極めて性能要求の厳しい昨今のアプリケーションで飛躍的な性
能向上をもたらします̶ 1コプロセッサー当たり最大 1.2テラフロップスの倍
精度演算性能。1 また、インテル ® Xeon Phi ™ コプロセッサーにより、インテル ® 
アーキテクチャーに統合されたハードウェア /ソフトウェア環境をそのまま利用し
ながら、高並列化された科学技術計算ワークロードにおいて先進のパフォーマン
スを得ることができます。2

「インテル® Xeon Phi ™ 

コプロセッサーへのコード移植 

作業は、数行のディレクティブを 

追加するだけで、わずか数分で 

完了します。一方、GPUにコードを 

移植する場合、1つのプロジェクト 

並みの作業が必要となります。」3

̶ テキサス先端計算センター副所長 
Dan Stanzione氏

製品概要

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー
革新的なイノベーションや科学的発見を実現する先進の並列処理性能
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並列処理のさらなる効率化
多くのアプリケーションでは、インテル® Xeon® プロセッサーを
使用することで業界トップクラスのパフォーマンスを得ることがで
きますが、一部の高並列化されたアプリケーションにおいては、
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを併用することによって、処
理速度の飛躍的な向上を実現できます。インテル® Xeon Phi ™ 
コプロセッサーには、多数の小さいコア、多数のスレッド、ビット
幅の広いベクトル演算ユニットが搭載されています。個々のコア
のスピードは高くはありませんが、高並列化されたコードに対し
て、全体を通して集約された高い性能を発揮します。

インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サーの組み合わせによって、あらゆる領域のワークロードにおけ
るパフォーマンスの最適化が可能となります。アプリケーション
が 100スレッドを超える規模であり、さらにベクトル演算を多用
するか、インテル® Xeon® プロセッサーよりも大きいローカルメモ
リー帯域幅を効率的に使用するようなワークロードで、インテル® 

Xeon Phi ™ コプロセッサーの性能が最大限に発揮されます。詳
細については、http ://software. intel .com/en-us/art ic les/

is- intelr-xeon-phitm-coprocessor-r ight-for-you/（英語）
を参照してください。

単一のプログラミング・モデル
インテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Xeon Phi™ コプロセッ
サーのいずれも、インテル® アーキテクチャーをサポートするプロ
グラミング言語、モデル、ツールの広範囲にわたるエコシステム
を使用できます。すなわち、一方のプロセッサー・ファミリーで動
作するアプリケーションは、もう一方のプロセッサー・ファミリーで
も動作します。この共通性により、複雑なソフトウェア開発の負荷
を大幅に軽減できます。既存のアプリケーションのスループットを
最大化するには、チューニングと再コンパイルが必要になります
が、開発者はプログラム全体を再設計したり、新しいツールやプ
ログラミング・モデルを習得する必要はありません。ソフトウェア
開発者は、使い慣れたツールと手法を使用して、既存のコードを
再利用したり、共通のコードベースを維持することができます。

コードは一度の最適化でインテル® Xeon® プロセッサーと
インテル® Xeon Ph i ™ コプロセッサーのいずれにも対応します。
コードの並列化への一度の投資でインテル® Xeon® プロセッ
サーとインテル® Xeon Ph i ™ コプロセッサーの両方に最適なパ
フォーマンスを実現し、コンピューティング環境全体にメリットを
もたらします。

さまざまなニーズに応える 
コプロセッサー・ファミリー・ラインナップ
インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーは、最大 61 個のコアと
244スレッドから構成され、最大 1.2テラフロップスの倍精度演
算性能を発揮します。インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーは、
ハードウェア、ソフトウェア、ワークロード、パフォーマンス、効率性
における多様な要件に対応するため、さまざまな製品ファミリーが
用意されています。1 また、標準の PCIe* x16フォームファクター
（アクティブ /パッシブ冷却、サーマル・ソリューションなし）や、設
計の柔軟性を高める高密度フォームファクターなど、多彩なフォー
ムファクターで提供されます（表 2）。

•  インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 3100 製品ファミリーは、
抜群の並列性能を発揮します。モンテカルロ法、ブラックショー
ルズ、Linpack、医療・ライフサイエンスなど、演算処理中心の
ワークロードに最適な選択肢です。アクティブ /パッシブ冷却オ
プションにより、さまざまなサーバー /ワークステーション・シス
テムを柔軟にサポートします。

•  インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー 5100 製品ファミリーは、
高密度コンピューティングに最適化されており、メモリー帯域幅
を要するワークロード（STREAMなど）、メモリー容量を要する
ワークロード（レイトレーシングなど）、この両方を要するワーク
ロード（リバース・タイム・マイグレーション（RTM）など）に最適で
す。これらのコプロセッサーはパッシブ冷却型であり、インテル® 

Xeon Phi™ コプロセッサー・製品ファミリーの中で最も低い TDP
（熱設計電力）で動作します。

•  インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー 7100 製品ファミリーは、
インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー・製品ファミリーの中
で最高レベルの機能と演算性能、メモリー容量を提供します。
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 1 .0をサポートしてお
り、電力および温度のヘッドルームを利用してピーク・ワークロー
ド時にコアの動作周波数を動的に引き上げます。冷却オプション
として、パッシブ冷却型およびサーマル・ソリューションなしも用
意されており、強力かつ革新的なコンピューティング・ソリュー
ションを実現できます。

インテル® Xeon Phi™
コプロセッサー 

http://software.intel.com/en-us/articles/is-intelr-xeon-phitm-coprocessor-right-for-you/
http://software.intel.com/en-us/articles/is-intelr-xeon-phitm-coprocessor-right-for-you/
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表 1. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・製品ファミリーの概要

機 能 詳 細 利 点

インテル® メニー・インテグレーテッド・ 
コア（MIC）アーキテクチャー

•  1コプロセッサー当たり最大 61コア、244スレッド、16GB GDDR5メモリー（帯
域幅 352GB/s）

•  512ビット幅のベクトル演算ユニットと512ビット幅の SIMD命令
•  大量のベクトル演算を伴い、メモリー帯域幅を要する高並列化されたコードに最適

1コプロセッサー当たり最大
1.2テラフロップスの倍精度
演算性能 1

使い慣れたインテル® アーキテクチャー・ 
プログラミング・モデル

開発者にとって、以下のことが可能になります：
•  最新のインテル® ソフトウェア開発製品など、使い慣れたツールと手法を引き続き
使用可能

•  インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーの共通の
コードベースを維持

開 発プロセスの簡 素 化、
インテル® Xeon® プロセッサー
とインテル ® Xeon Phi ™ コプ
ロセッサーの両方でパフォー
マンス最適化のメリットを享受

Linux*ホスティング 各コプロセッサーは、ホスト・オペレーティング・システムの制御下で動作することも、
あるいは Red Hat* Enterprise Linux* 6.xまたは SuSE Linux* 12+が動作す
る独立したサーバーノードとして動作することも可能

抜群の実行柔軟性

IPアドレス指定可能 標準クラスタリング・モデルをサポート スケーラビリティー

業界最先端のシリコン・テクノロジー •  インテルの 22 nmプロセス技術と3次元トライゲート・トランジスター
•  1コプロセッサー当たり225W～ 300Wの低消費電力

優れた演算密度と電力効率

柔軟なフォームファクター •  標準 PCIe* x16カード（アクティブ /パッシブ冷却、サーマル・ソリューションなし）
と独自の高密度フォームファクター（DFF）により、カスタマイズされた統合にも対応

•  ホストサーバー 1台当たり最大 8枚のコプロセッサーを使用可能

柔軟な統合と拡張性

柔軟な実行モデル •  マルチコアのみ：ホスト・プロセッサーでmain()を実行
•  マルチコア・ホスティングとメニーコアへのオフロード：ホスト・プロセッサーで

main()を実行し、一部の処理をコプロセッサーで実行
•  シンメトリック：プロセッサーとコプロセッサーでmain()をシンメトリック実行
•  メニーコアのみ：ホスト・プロセッサーから起動し、コプロセッサーでmain()を実行

ワークロードのパフォーマンス
を最適化する最高レベルの柔
軟性

表 2. インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・製品ファミリーの仕様

製品番号 フォームファクター、 
冷却 4

熱設計電力
（W） コア数 動作周波数

（GHz）
倍精度演算
ピーク性能
（GFLOP）

ピークメモ
リー帯域幅
（GB/s）

GDDR5 
メモリー容量 
（GB）

インテル® ターボ・
ブースト・ 
テクノロジー

3120P PCIe*、パッシブ 300 57 1.1 1003 240 6 N/A

3120A PCIe*、アクティブ 300 57 1.1 1003 240 6 N/A

5110P PCIe*、パッシブ 225 60 1.053 1011 320 8 N/A

5120D 高密度フォーム 
ファクター、サーマル・
ソリューションなし

245 60 1.053 1011 352 8 N/A

7110P PCIe*、パッシブ 300 61 1.238 1208 352 16 ターボ・ブースト 
利用時最大：
1.33GHz7120X PCIe*、なし 300 61 1.238 1208 352 16

より優れたパフォーマンスを
フレキシブルに実現



1  記述は、コプロセッサー 1枚の倍精度理論ピーク性能の計算値に基づきます。16 DP FLOPS/動作周波数 /コア x 61コア x 1.238GHz = 1.208テラフロップス。
2  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル ® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark*や

MobileMark*などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によっ
て異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合
的に評価することをお勧めします。詳細については、http://www.intel.com/performance/（英語） を参照してください。

3 http://www.hpcwire.com/hpcwire/2011-04-21/tacc_steps_up_to_the_mic.html（英語）
4  フォームファクターとサーマル・ソリューション：標準 PCIe* x16カード（PCIe*）（パッシブ冷却（P）、アクティブ冷却（A）、サーマル・ソリューションなし（NTS））、高密
度フォームファクター（DFS）カード（カスタマイズされた実装向けに設計された、標準 PCIe*フォーム・ファクター・カードの派生物）。詳細および最新の仕様について
は、インテル担当者または販売代理店にお問い合わせください。

5  インテルのプレスリリース http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/03/27/10-petaflops-supercomputer-stampede-
powered-by-intelr-xeon-phitm-coprocessors-officially-dedicated-today/ （英語）を参照してください。

6  詳細については、http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon-phi/xeon-phi-coprocessor-testimonial-nics-video.html （英語）を参
照してください。
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さあ今から始めよう！
インテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーは、高並列アプリケーションの
処理を飛躍的に高速化し、革新的なイノベーションや科学的発見の
可能性を高めます。しかも、ソフトウェア開発者はゼロからソフトウェ
アを作り直す必要はありません。

スーパーコンピューティングが新次元へと進化

現在、大きな成功を収めているハイパフォーマンス・
コンピューティング・センターでも、インテル® Xeon 

Phi ™ コプロセッサーの導入によって、新たな超並列
コンピューティングが実現されています。

•  米国テキサス大学のテキサス先端計算センター
（TACC）の 10ペタフロップス Stampedeスーパー
コンピューターには、数千個のインテル® Xeon® プ
ロセッサーとインテル® Xeon Phi ™ コプロセッサー
が搭載されています。5

•  電力効率に優れたスーパーコンピューターをラン
ク付けする「Green 500」の 2012 年 11月発表
のランキングでは、インテル® Xeon® プロセッサー
とインテル® Xeon Phi ™ コプロセッサーを使用する
スーパーコンピューターが NO.１を獲得しました。6

詳細については、http://www.intel.co.jp/xeonphi/ を参照してください。
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