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Performance varies by use, configuration and other factors. Learn more at www.Intel.com/PerformanceIndex .

Performance results are based on testing as of dates shown in configurations and may not reflect all publicly 
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All product plans and roadmaps are subject to change without notice. 
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インテルとAWSは顧客にとって最大の選択肢
実績ある信頼性と互換性

250+ 選択可能なIA搭載のインスタンス・タイプ

汎用
コンピューティング

最適化
メモリー最適化 ストレージ最適化

高速
コンピューティング

インテル® プロセッサー搭載のAmazon EC2 インスタンスは
AWSのグローバル・インフラストラクチャーで展開される世界
最大規模のコンピューティング・インスタンスです。(25リー
ジョン、81アベイラビリティー・ゾーン)
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AWS ParallelCluster & インテル® Select ソリューション

インテルとAWSのHPCにおけるパートナーシップ
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インテル® Select ソリューションとしての
AWS ParallelCluster

クラウドサービス事業者として初のインテル® Select ソリューション
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インテル® Select ソリューション
for HPC

ワークロード
最適化

主要なワークロードに合わせて
最新のHWとSWによるレシピを

共同開発

プレミアムな
機器構成

高性能、優れた価格性能比、高セ
キュリティーを実現するためのベン

チマーク結果を規定

インテルが
検証済

基準を満たしたソリューション・プロ
バイダーによる供給

採用検討から運用開始までの技術的複雑性を抑制

事前検証によって顧客の手間を最小化

詳しくは インテル® Select ソリューション for HPC へ

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/solutions/select-solutions/hpc.html
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必要十分かつ最適な選択をするために

従来のHPCシステム検討

OR

近道

モデリングと
シミュレーション

HPCデータ解析 人工知能 可視化

Intel®
Omni-Path

Architecture

Intel®
HPC

Orchestrator

高並列化 コスト最適化 技術サポート 柔軟性・安定性 拡張性先進性

ワークロードと使用法の決定

適切な技術の選定

パートナー選び

• コンピュート
• ネットワーク
• ストレージ
• OS
• ソフトウェア
• SIer

シミュレーション&モデリングのワークロードに合わ
せてシステムレベルで調整された構成を使用可能

複数のHPC業界標準ベンチマークで性能検証済

for HPC (シミュレーション & モデリング)
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より速く求める結果に到達するには

For a more detailed demo located visit: https://sc20.gallery.video/detail/videos/sc20/video/6208390151001/introducing- intel-select-solutions-on-aws-parallelcluster?autoStart=true

試しに使ってみたい方はこちら

結果への
近道

ワンクリックで
クラウド・インスタンス

を構成できる
使い勝手の良さ

ジョブサイズによって
リソースを増減

実証済の性能

HPCワークロードに
最適化済

https://sc20.gallery.video/detail/videos/sc20/video/6208390151001/introducing-intel-select-solutions-on-aws-parallelcluster?autoStart=true
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インテル® oneAPI ツールキット
インテル® oneAPI ベース・ツールキット

データ並列 C++ アプリケーションおよびoneAPI ライブラリー・ベースの
アプリケーションを構築するためのハイパフォーマンス・ツールの基本セット

インテル® oneAPI 
レンダリング・ツールキット

パフォーマンスと忠実度に優れた
ビジュアライゼーション・アプリ
ケーションを作成

インテル® oneAPI 
HPC ツールキット

スケーラブルで高速な C++、
Fortran、および OpenMP 
アプリケーションを開発

インテル® oneAPI 
IoT ツールキット

ネットワークのエッジで実行
する、高性能で、効率的な、
信頼性の高いソリューション
を構築

インテル® AI アナリティクス・
ツールキット

最適化された DL フレームワークと
ハイパフォーマンスの Python ライ
ブラリーでマシンラーニングとデー
タ・サイエンス・パイプラインを高速化

インテル® ディストリビュー
ションの OpenVINO™
ツールキット

エッジからクラウドまでハイパフォー
マンスな推論とアプリケーションを
デプロイ

特殊なワークロード向けのドメイン固有のアドオン・ツールキット

oneAPI 対応のツールキット

9Intel Confidential
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Amazon EC2 M6i インスタンスのご紹介
Ice Lake† on AWS

†開発コード名
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第 3 世代インテル® Xeon® ス
ケーラブル・プロセッサー

▪ より高い実効性能

▪ 堅牢なスケーラビリティー

▪ 新しい暗号アクセラレーション

▪ 進化したセキュリティー機能

▪ トータル・メモリー・エンクリプション
(TME: Total Memory Encryption)
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ウェブ・マイクロサービス性能
が向上1.58倍

最大

前世代 (Cascade Lake†) 比で

演算性能が向上
(Specrate2017_int_base)40%

最大

Based on Intel internal testing vs. previous generation as measured by the Cloud “Expert” benchmark. 

コア数が増大
最大28コアのCascade Lake†に対し、
Ice Lake†は40コア

1.42倍
最大

第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

クラウドに最適化された

†開発コード名
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第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
プロセッサー・アーキテクチャーとキャッシュおよびメモリーのレイテンシー

キャッシュおよびメモリーのレイテンシー Ice Lake† 8380
(40C, 60M キャッシュ, 2.30GHz)

SNC OFF

Milan† 7763
(64C, 256M キャッシュ, 2.45GHz)

NPS=1

L1 キャッシュヒット時サイクル数 5 4

L2 キャッシュヒット時サイクル数 14 12

L3 キャッシュヒット (ソケット内)、ns
21.7

13.4 < 32MB
112 > 32MB

L3 キャッシュヒット (ソケット間)、ns 118 209

メモリー・コントローラー チップ内に統合– 8 ch 別チップ – 8 ch

最大DDR転送速度 2 DPC 3200/2933/2666
(SKU 依存)

1 DPC 3200 / 2 DPC 2933

DRAM リード・レイテンシー (ソケット内)、ns 85 96

DRAM リード・レイテンシー (ソケット間)、ns 139 191

Performance varies by use, configuration and other factors.  See Configuration [1]

第 3 世代インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサー

第 3 世代
AMD EPYCソケット内

メモリー・レイテンシー

85 ns

96 ns

ソケット間
メモリー・レイテンシー

139 ns

191 ns

ソケット内
メモリー・レイテンシー

ソケット間
メモリー・レイテンシー

第 3 世代インテル® 
Xeon® スケーラブル・
プロセッサーはソケッ
ト内、ソケット間の
キャッシュおよび

DRAMアクセスで低レ
イテンシー

†開発コード名



HPC on AWS 14

第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
ワークロード性能を加速させる豊富な命令群

アプリケーション 使用法・ワークロード

第 3 世代インテル® 
Xeon® スケーラブル・

プロセッサー
(Ice Lake†)

第 2世代インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサー

(Cascade Lake†)

第3世代AMD 
EPYC

(Milan†)

VNNI Accelerated 8-bit integer 
processing

AI workload performance acceleration Yes Yes No

AVX-512 Vector acceleration for 
computational demanding tasks 

HPC and other compute intensive 
applications

Yes Yes
No

AVX2

Vector AES
(Advanced Encryption 
Standard)
Vector CLMUL

Encryption (CTR, CBC, XTS) and 
authenticated encryption (AES-
GCM)

Data move to/from disk or across AES. 
Ex. Database encryption, cloud 
encryption (Hadoop, etc.)

Yes
AVX-512 (light)

No
Yes

AVX2

VPMADD52
Public key crypto generation (RSA 
& DH)

SSL Front End Web Server connections 
(NGINX, HA-Proxy, WordPress)

Yes No No

SHA
(Secure Hash 
Algorithm) Extensions

SHA-1 & SHA-256 Hashing 
Algorithms

Hashing, SSL, TLS, IPSec, Data Dedup, 
Blockchain, Bitcoin

Yes No Yes

VBMI
AVX 512 (Vector Byte 
Manipulation 
Instructions)

In line compression while feeding 
small chunks of data to algorithms 
for immediate operation

In-Memory Database (IMDB) workloads; 
improves decompression/compression 
performance

Yes No No

第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーは最先端のワークロードの多くで命令群によっても差異化

Source:  Intel instructions at https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-sdm.html#combined. AMD instructions at https://www.amd.com/system/files/TechDocs/24594.pdf 

†開発コード名
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Amazon EC2 M6i インスタンスが一般提供開始

第 3 世代インテル® Xeon® ス
ケーラブル・プロセッサーを搭

載した汎用インスタンス

M5 インスタンスに比べて 15% 良い価格性能比を実現

128 vCPUと512GBメモリーの最大構成を追加することで、
より少数のインスタンスへのワークロード統合を可能に

M6i インスタンス

より高速なネットワークとより広いメモリー帯域幅
Total Memory Encryption (TME) をサポート

現在6つのリージョンで利用可能: オレゴン、オハイオ、北バージニ
ア、アイルランド、フランクフルト、シンガポール
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Habana Gaudi 搭載インスタンスのご紹介
インテルの新しい H a b a n a  G a u d i  プロセッサーを活用した M L  トレーニング

2021年にリリース

ML トレーニング専用の新しい EC2 イ
ンスタンス。インテルの新しい
Habana Gaudi プロセッサーを
最大 8 個搭載

GPU 搭載インスタンスと比較して、
ディープラーニング・モデルの
トレーニング・コストを最大 40% 削減

お客様がモデルのイタレーション
とトレーニングをより頻繁に行う
ことができる

フルスタックの Amazon EC2 
サービス - DL AMI、コンテナ化
されたアプリケーション用の DLC、最
終的には SageMaker を利用可能

デベロッパーは、コンテナ化
されたアプリケーション用の AWS 
ECS および EKS を介して、Gaudi 
搭載インスタンスを実装できる

TensorFlow、PyTorch などの一般的
なフレームワークをサポート

NLP、画像分類、オブジェクト
検出、レコメンデーション・システムな
ど、幅広い ML ワークロードに対応

複数の Gaudi を搭載した EC2 
インスタンスを効率的にスケーリング
するために、AWS Elastic Fabric 
Adapter をサポート
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本日の講演内容
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Appendix

https://software.intel.com/en-us/articles/intelr-memory-latency-checker
https://software.intel.com/en-us/articles/intelr-memory-latency-checker
https://software.intel.com/en-us/articles/intelr-memory-latency-checker

