
メモリーエラーとスレッド化エラーを早期に発見してアプリケーションの
信頼性と品質を向上
インテル® Parallel Inspector 2011 は、シリアルおよび並列アプリケーショ
ンを動的に分析する、メモリーエラーとスレッド化エラーの検証を組み合
わせた強力なツールです。Microsoft* Visual Studio* C/C++ アプリケーショ
ンの信頼性と品質の向上を支援します。動的インストルメントにより、コー
ドのテストをより頻繁に、そして簡単に行えます。特別なテストビルドやコ
ンパイラーは不要です。

• シリアル /並列コードのメモリーエラーおよびスレッド化エラーを簡単で
便利な 1 つのツールで検出

• 信頼性の高い、高品質なアプリケーションを提供することにより顧客
満足度を向上

• 初心者、上級者を問わず、スレッドコードの動作に対して鋭い洞察を提供

• スレッド化の潜在的な不具合を簡単に検出

• 開発とサポートのコストを抑え、生産性を向上して、製品の開発期間を
短縮

簡単で便利な 1 つのツールでメモリーチェックとスレッドチェック 
メモリーチェック機能とスレッドチェック機能の両方が、使いやすいインターフェイスで 

Microsoft* Visual Studio* に完全に統合されます。インテル ® Parallel Inspector は、クラッ
シュを引き起こすスレッド化やメモリーの不具合について、根本的な原因を素早く分析し
ます。関連する不具合を要約した問題の分析とこれらの機能を組み合わせることにより、
メモリーエラーやスレッド化エラーを検出する包括的なツールとなります。

標準ビルドとバイナリーで動作する動的インストルメンテーション   
インテル® Parallel Inspector は、テストデータの取得に動的インストルメントを利用します。
特別なビルド、アドイン、コンパイラーは不要です。実行されるコードのみをインストルメ
ントするため、分析の実行時間が少なく、大規模なアプリケーションで作業できます。ソー
スコードがなくてもバイナリーのエラーを検出できます。

メモリーとスレッドの動的な分析ツール
インテル ® Parallel Inspector は、シリアル /並列コードの包括的で動的な分析ツールで、
メモリーとスレッド化エラーを容易かつ迅速に発見します。メモリーリーク、不正なメモリー
の読み取り /書き込み問題、ダングリング・ポインター、初期化されていないデータの使
用、データ競合、デッドロックを検出できます。

製品紹介
インテル® Parallel Inspector 2011

メモリーエラーとスレッド化エラーチェッカー

インテル® Parallel Inspector 2011

「インテル® Parallel Inspector と
インテル® Parallel Amplifier に
より、hotspot やメモリーリー
クの検出作業が驚くほど簡単
になりました。全体で 2 倍ほ
どパフォーマンスが向上し、以
前は特定できなかったメモリー
リークを排除することができて、
非常に満足しています。」
OpenCascade S.A.S.

ソフトウェア開発マネージャー
Vlad Romashko 氏



優れた価値
インテル® Parallel Inspector の分析機能は、開発コストを抑えて製
品の開発期間を短縮しながら、信頼性の高いソフトウェアを開発
できるように支援します。インテル® Parallel Inspector は、インテ
ル® Parallel Studio に含まれる、C/C++ スレッド・アプリケーショ
ンの開発、デバッグ、チューニングの包括的なツールスイートです。

シングルスレッド・アプリケーションとマルチスレッド・アプリケーションで、
リークや破壊を含むメモリーエラーを素早く検出します。これにより、アプ
リケーションの出荷前に問題を識別することができ、サポートコストを抑
えることが可能です。

デッドロックやデータ競合を含む潜在的なスレッド化エラーを正確に指摘
し、デバッガーやその他のツールでは発見できない、スレッド化エラーが
原因のストールやクラッシュを防止するのに役立ちます。

[Interpret Result (結果の解釈 )] ボタンをクリックすると、関連する問
題がまとめてグループ化され、問題を直感的に把握できます。1つの問題
を解決する場合に、インテル ® Parallel Inspector で、同じ修正が必要な
関連するすべての場所を表示できます。

インテル ® Parallel Inspector は、標準の
デバッグビルドだけでなくバイナリーでも
動作します。特別なコンパイラーやアド
イン、特別なビルドは不要です。

簡単な分析設定で、分析レベルと収集時間を指定できます。
• L1 分析 : メモリーリークとデッドロックを発見します。
• L2 分析 : 既存の問題を特定します。
• L3 分析 : 問題を解決する根本的原因を表示します。
• L4 分析 : 最も包括的なレベルの問題を特定し、詳細を提供します。

特定された問題のうち、不要な問題をマークまたは削除して、表示を制
御できます。

特定された問題をクリックして、ソースコードを表示し、問題を発生させ
ているコードに移動して、素早く変更します。



機能

• Microsoft* Visual Studio* との完全な統合

• 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両方でメモリーエラーを検出

• 初期化されていないロードの検出、不正なメモリー参
照の使用、メモリー割り当てと解除の不一致、メモリー
リークの検出、スタックメモリーのチェック、深さを指
定したスタックとレースの検証を含むメモリーチェック

• スレッド化エラーの検出

• データ競合の検出、デッドロックの検出、深さを指定し
たコールスタックの分析、診断ガイダンス、ビルトイン
ナレッジ（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）、OpenMP*、Windows* スレッド）

• 標準デバッグビルドで動作

• 特別なテストビルドやコンパイラーは不要。コードの
テストをより頻繁に、そして簡単に行えます。

• 動的インストルメントにより、ソースがなくてもコードの
テストが可能。実行コードのみがインストルメントされ
るため、メモリー消費が少なく、大規模なアプリケーショ
ンのテストが可能

システム要件 
• Microsoft* Visual Studio* 2005、2008 または 2010 

（Express Edition を除く）

• 最新のシステム要件については、次の Web ページを参照
してください。 
www.intel.com/software/products/systemrequirements/ 

（英語）

互換性
• コンパイラー : Microsoft* Visual C++* コンパイラー 2005、

2008、2010 およびインテル® C++ コンパイラー

• スレッド化手法 : インテル ®TBB、インテル® Cilk™ Plus、
OpenMP*、Windows* スレッド

• プロセッサー : インテル® Core ™ 2 プロセッサーとインテル® 

Core ™ i7 プロセッサーを含む IA-32 プロセッサーおよびイ
ンテル® 64 アーキテクチャー対応プロセッサー向けに設計、
動作確認済み。互換プロセッサーで使用することも可能で
すが、専用命令によっては正常に機能しないことがあります。
インテル® Parallel Composer （コンパイラーとライブラリー） 
は、IA-32 およびインテル ® 64 アーキテクチャー・ベースの
インテル ® プロセッサー、およびすべての互換プロセッサー
をサポートしています。

サポート 
インテル® Parallel Studio 製品をご購入いただくと 1 年間のサ
ポートサービスが提供されます。このサポートには、インテル® 

プレミアサポートへの問い合わせ、製品の最新版のダウンロー
ドおよび、テクニカル・ドキュメントへのアクセスが含まれて
います。

詳細は、http://software.intel.com/sites/support/ （英語） を
参照してください。

評価版のダウンロード
評価版のダウンロードについての詳細は、次の Web サイトを参照
してください。

http://www.intel.co.jp/jp/software/products/

intel-parallel-studio-home/
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究極のオールインワン・パフォーマンス・ツールキット :インテル® Parallel Studio 2011

今日のシリアル・アプリケーション、そして明日のソフトウェア・イノベーションのための設計
インテルは、シリアル・アプリケーションおよびマルチコアやメニーコア向けの新しいスレッド・アプリケーション用に設計された生産性
ソリューション・セットにより、Microsoft* Visual Studio C++* 開発者に簡素化されたスレッド・プログラミング環境を提供します。

革新的なスレッド化アシスタント
インテル® Parallel Advisor 2011:スレッド・アプリケーション設計
を明確化および迅速化

コンパイラーとスレッド化ライブラリー
インテル® Parallel Composer 2011: C/C++ コンパイラーと高度な
スレッド化ライブラリーで効率的なアプリケーションを開発

メモリーエラーとスレッド化のエラーチェッカー
インテル® Parallel Inspector 2011:並列メモリーエラー /スレッド
エラーを未然に防ぐ検証機能でアプリケーションの信頼性を確保

スレッドとパフォーマンス・プロファイラー
インテル® Parallel Amplifier 2011:スケーラブルなマルチコア・
パフォーマンスが得られるようにボトルネックを迅速に検出して
スレッド・アプリケーションをチューニング
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