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スタティック・セキュリティー解析 (SSA) とは? 
スタティック・セキュリティー解析 (SSA) は、ソースコードの詳細な解析を通じて、エラーとセキュリティーの脆弱
性を発見します。SSA は、主にセキュリティー攻撃に対してアプリケーションを強化したいと考える開発者や QA エ
ンジニア向けです。多くのセキュリティーの脆弱性はバグでもあり、SSA は不具合 (特にテストで完全に発見するこ
とが困難な不具合) を発見する効率的な方法を提供します。また、SSA は OpenMP* やインテル® Cilk™ Plus などの並列
プログラミング・フレームワークの誤用による競合状態も検出します。 
 
さまざまなセキュリティー攻撃が実際には無数にありますが、それらには多くの共通のパターンが見られます。セ
キュリティーの脆弱性を引き起こす最大の原因の 1 つは、入力データ、特にリモートユーザーからのデータを適切
に使用していないことでしょう。攻撃者がアプリケーションの脆弱性を発見すると、それを利用して悪意のある
コードを挿入し、実行することが可能です。これにより、バッファー・オーバーフローによるメモリー破壊やその
他の境界違反などを引き起こします。したがって、あらゆる状況下でメモリーの整合性を保護すること、確認を行
っておらず安全性に問題のある入力データの使用を回避することの 2 つが課題になります。 
 
安全性に問題のある多くのパターンは、スタティック解析で発見することが可能です。ダイナミック解析と比較し
て、スタティック解析の主な利点は、テスト中に発生するものだけではなく、可能性のあるすべての実行パスと変
数値が検証されることです。これは、セキュリティー保証において特に有効です。なぜなら、セキュリティー攻撃
は予期しない方法やテストを実施していない方法でよく行われるからです。SSA は 250 以上のエラー条件を検出す
ることができます。 
 
本ガイドは、インテル® Parallel Studio XE のスタティック・セキュリティー解析機能について説明する入門チュート
リアルです。この機能の目的を説明し、例を使って使用方法を紹介します。 
 

トピック 

SSA はどのように動作するか 

SSA の設定 

C++ チュートリアル 

SSA を実行して結果をインテル® Inspector XE で開く 

解析結果の確認 

問題の検証 

フィルターで整理 

問題を修正してリスキャン 

Fortran チュートリアル 

関連情報 

SSA はどのように動作するか  
スタティック・セキュリティー解析はインテル® C++ コンパイラーおよびインテル® Fortran コンパイラーの特別な
モードで実行します。このモードでは、コンパイラーは解析により時間をかけ、命令生成プロセス全体を省略しま
す。これにより、通常のコンパイルでは検知されないエラーを発見することができます。SSA を利用するには、イン
テル® コンパイラーで重大なエラーなしにコードをコンパイルできる必要がありますが、そのコンパイルの結果とし
て作成されるバイナリーは実行できる必要はありません。SSA を利用するために、インテル® コンパイラーを使用し
て製品版のバイナリーを作成する必要はありません。このチュートリアルでは、SSA を使用するためのアプリケーシ
ョンの準備方法から説明します。 
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SSA は、プログラムやライブラリーの一部だけにも使用できますが、プログラム全体に使用することで最も効果を発
揮します。各ファイルは 1 つのオブジェクト・モジュールにコンパイルされ、解析結果はリンク時に生成されます。
そして、その結果はインテル® Inspector XE を使用して表示されます。 
 
スタティック解析の結果は、多くの場合、決定的ではありません。ツールの結果は、調査に値する潜在的な問題の
最良の考察です。修正が必要かどうかを判断するのは開発者自身です。インテル® Inspector XE の GUI は、このプロ
セスを円滑に行うために設計されています。報告された結果の各問題に対してステート (状態) を割り当てることで、
解析結果を開発者が決定します。インテル® Inspector XE はそのステート情報を結果ファイルに保存します。 
 
時間が経つにつれて、ソースも変更され、この解析を再度行うことがあるでしょう。インテル® Inspector XE で初め
て新しい解析結果を開くと、以前の結果と新しい結果が自動的に対応します。この対応により、古い結果のステー
ト情報が新しい結果に反映されます。つまり、これで同じ問題について再度調査する必要がなくなります。 
 
修正の必要があると判断した問題については、テストで検出された不具合をレポートする場合と同じように、通常
のバグ・トラッキング・システムにレポートしてください。インテル® Inspector XE はバグ・トラッキング・システ
ムではありません。ステート情報は、解析結果の調査の進捗を追跡するものです。結果に対して開発者が何を行う
かは、SSA やインテル® Parallel Studio XE の範囲外です。 

SSA の設定 
SSA の設定プロセスは通常、比較的簡単ですが、状況によっては非常に複雑になる場合もあります。そのため、SSA 
向けに新しいビルド構成を作成することを推奨します。「ビルド構成」とは、特定のコンパイラー・オプションを
使用し、中間ファイルを特定のディレクトリーに配置してアプリケーションをビルドするモードを指します。ほと
んどのアプリケーションでは、少なくともデバッグとリリースの 2 つの構成があります。もう 1 つを SSA 向けに作
成してください。SSA 構成は、インテル® コンパイラーで SSA を有効にするオプションを使用してビルドする必要が
あります。 
 
新しいビルド構成を作成することと、既存の構成を追加のオプションでビルドすることは異なりますので注意して
ください。例えば、デバッグ構成で SSA を有効にするオプションを使ってビルドすることで解析結果を得られます 
(インテル® コンパイラーでビルドした場合)。これは、最初の製品評価としては非常に良い方法です。しかし、この
方法を継続的に行うことは不便でしょう。なぜなら、SSA で生成されるオブジェクト・モジュールは、SSA を実行す
るたびにデバッグモード・オブジェクト・モジュールを上書きするからです。デバッグ・オブジェクト・モジュー
ルをリリース・オブジェクト・モジュールと分けておきたいのと同様に、SSA オブジェクト・モジュールも分けてお
くと良いでしょう。SSA を継続的に使用する場合は、このように設定を適切に行ってください。 
 
新しいビルド構成を作成するプロセスは、各アプリケーションによって異なります。Microsoft* Visual Studio* や 
Eclipse* などの IDE でアプリケーションをビルドする場合、簡単に新しいビルド構成を追加できます。このチュート
リアルで使用するサンプル・アプリケーションは、Microsoft* Windows* OS で Visual Studio* を使用するか、Linux* 
OS で makefile を使用してビルドできます。チュートリアルでは、この makefile を SSA 向けに更新する手順を示しま
す。 
 
アプリケーションのビルドが非常に複雑で、安全に変更できるかわからない場合は、別の設定方法があります。
inspxe-inject と呼ばれる “ウォッチャー” ユーティリティーで通常のビルドを実行できます。このアプリケーションは
プロセスの作成を遮断して、ビルド中に行われたすべてのコンパイルとリンク段階を認識し、この情報をビルド仕
様ファイルに記録します。このファイルは、別のユーティリティー inspxe-runsc の入力ファイルとして使用します。
inspxe-runsc はインテル® コンパイラーを起動して、オリジナルのビルドと同じビルドステップを繰り返します。こ
れらのユーティリティーについては、本チュートリアルでは説明していません。 
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チュートリアルについて 
このチュートリアルは Windows* と Linux* OS で、C++ および Fortran のサンプル・アプリケーションを使用します。
必要に応じて各チュートリアルをご覧ください。C++ と Fortran のチュートリアルは別々に説明しています。Linux* 
OS と Windows* OS の違いはあまりないため、両者は一緒に説明しています。Windows* と Linux* OS で操作が異なる
個所では、「Windows* OS では…」と説明しています。 
 
C++ チュートリアルは以下を参照してください。Fortran チュートリアルは、「Fortran  チュートリアル」セクション
に進んでください。 

C++ チュートリアル 
ここでは、“tachyon_ssa” というサンプル・アプリケーションを使用します。このサンプル
は、http://software.intel.com/en-us/articles/tachyon-ssa-samples からダウンロードできます。サンプルをダウンロー
ド後、ディスクに展開してください。 
 
まず、SSA の設定から開始します。これは、Windows* と Linux* OS では操作が異なります。Windows* OS について
は、以下を参照してください。Linux* OS については、「Linux* OS で makefile を使用して SSA を設定」へ進んでく
ださい。 
 

Windows* OS で Microsoft* Visual Studio* を使用して SSA を設定 
 
サンプル・アプリケーションに含まれている Visual Studio* ソリューション tachyon.sln を使用して設定を行います。
まず、このソリューションを Visual Studio* で開きます。このソリューションは Visual Studio* 2005 の形式なので、
Visual Studio* 2008 または Visual Studio* 2010 を使用している場合は変換する必要があります。指示に従って、変換
を行ってください。 
 
次の手順に従って、新しいビルド構成を作成します。 
 

1. [ビルド] > [構成マネージャ] メニューを選択して、[構成マネージャ] を開きます。 

2. 左上のドロップダウンから [新規作成...] を選択します。 

3. [新しいソリューション構成] ダイアログボックスで SSA という名前を設定し、[設定のコピー元] を Debug にし
ます。 

4. [OK] をクリックして [新しいソリューション構成] ダイアログボックスを閉じた後、[閉じる] で [構成マネー
ジャ] を閉じます。 

 
新しいビルド構成でオプションをセットする前に、プロジェクトをインテル® コンパイラーでビルドするように設定
します。次の手順に従ってください。 
 

1. [ソリューション エクプローラ] の tachyon プロジェクトを右クリックし、[インテル(R) C++ Composer XE 2011] 
> [インテル(R) C++ を使用...] メニュー項目を選択して、[確認] ダイアログで [OK] をクリックします。[ソリュー
ション エクプローラ] のプロジェクトのアイコンが変わり、インテル® コンパイラーがビルドに使用されること
がわかります。 
これで、SSA のプロパティーを設定する準備が完了です。tachyon プロジェクトを右クリックし、[プロパティ] 
を選択したら、[C/C++] > [診断] プロパティー・ページを開きます。次のようなダイアログが表示されます。 

http://software.intel.com/en-us/articles/tachyon-ssa-samples�
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[スタティック・セキュリティー解析のレベル] オプションを [すべてのエラーと警告 (/Qdiag-enable:sc3)] にして、
[OK] をクリックします。 
 
以上で SSA の設定は終了です。 
 
コマンドライン・スクリプトや makefile を使用してアプリケーションのビルドを設定する方法については、次の 
Linux* OS での設定手順を参照してください。 
 

Linux* OS で makefile を使用して SSA を設定 
 
サンプル・アプリケーションには、Linux* OS でアプリケーションをビルドするのに使用できる makefile が含まれて
います。この makefile は、2 つのバージョンが用意されています。1 つはオリジナルの makefile である tachyon.mk 
です。この makefile は gcc コンパイラーを使用してアプリケーションをビルドします。もう 1 つはアップデートさ
れた makefile、tachyon_ssa.mk で、新しいビルドターゲット SSA が追加されています。SSA ビルドターゲットは、次
の変更点を除いて、デバッグ・ビルド・ターゲットのようなものです。 
 

 インテル® コンパイラーを使用してビルドする 

 追加オプション “-diag-enable:sc3” が含まれている 

 中間ファイルを SSA サブディレクトリーに置く 

 
2 つの makefile を比較して、違いを確認してみましょう。SSA 用に必要な makefile ファイルへの変更点がわかります。 
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SSA を実行して結果をインテル® Inspector XE で開く 
設定が終わったので、あとは SSA ビルド構成をビルドし、解析を行うだけです。Windows* OS では、[ソリューショ
ン エクプローラ] の tachyon プロジェクトを右クリックし、[ビルド] を選択します。Linux* OS では次の手順を行い
ます。 
 

1. コマンドシェルを開きます。 

2. インテル® コンパイラーの bin ディレクトリー以下にある iclvars.sh スクリプトを ia32 オプションを付けて
実行し、インテル® コンパイラーの環境変数を設定します。 

3. make –f tachyon_ssa.mk を実行します。 

 
ヒント: 後の操作で使用できるように、このコマンドウィンドウを開いたままにしておきます。 
Windows* OS ではビルドが終了すると、新しい結果がインテル® Inspector XE で自動的に開きます。Linux* OS では 
inspxe-gui と入力してインテル® Inspector XE を起動し、[File (ファイル)] > [Open (開く)] メニューから結果を開き
ます。デフォルトでは、このファイルは 「r000sc.inspxe」という名前になります。これは、tachyon プロジェク
トのルート・ディレクトリー以下の r000sc ディレクトリーにあります。 

解析結果の確認 
これ以降のチュートリアルの操作は、Windows* と Linux* OS でほとんど同じです。主な違いは、Windows* OS では
インテル® Inspector XE GUI が Visual Studio* に統合されますが、Linux* OS の GUI は、スタンドアロンのプログラムと
して実行されます。インテル® Inspector XE ウィンドウのそれぞれの外観も Windows* と Linux* OS でほとんど同じで
す。 
 
最初に表示されるウィンドウは次のようになります (注: 必要に応じて、スクロールしてください)。 
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このウィンドウは、3 つの主なエリアで構成されています。左上のペインは [Problem Sets (問題セット)] の表です。
これが “やること” リスト、つまり調査が必要なものです。左下のペインは、現在選択されている問題セットに対応
するコードの場所を示しています。右のペインはフィルターです。どの問題セットを表示/非表示にするかをこのフ
ィルターで制御します。 
 
問題セットの表は、列ヘッダーをクリックして、ソートすることができます。デフォルトでは、[weight (ウェイト)] 
順にソートされます。ウェイトとは 1 から 100 までの値で、問題のインパクトの程度を表しています。ダメージが
大きい可能性があるほど、大きなウェイトの値になります。また、(誤診ではなく) 実際の問題になりそうな問題ほど
高い値になります。つまり、ウェイトは検証する順序のためのガイダンスを提供します。 

問題の検証 
まずは、簡単なものから開始しましょう。リストの 5 番目、P73 は安全ではない書式指定子です。この問題から何
が得られるか見てみましょう。最初に、この問題についてわかっていることは、表の以下のエントリーにまとめら
れています。 
 

 

「Unsafe format specifier (安全でない書式指定子)」がこの問題の内容で、説明はその下のシェードエリアに表示され
ています。[State (ステート)] 列の “New” エントリーは、この問題がこの解析で初めて発見され、まだ調査されてい
なことを表しています。70 がウェイトの値です。問題のカテゴリーは “Format” です。これは、printf 形式の書式指
定子の誤用に関連していることを意味します。 
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この問題をクリックして選択します。下のペインは更新され、この問題に関連するコードの場所が表示されます。 
 

 

上記のようにソース個所が表示されます (parse.cpp ファイル、行187)。このソース参照が問題を引き起こしているこ
とがわかります。「Format mismatch (書式の不一致)」は、書式文字列が使用された場所を示します。その行 
(GetString) と引数シグネチャーが含まれる関数名もわかります。 
 

問題に関してより多くの情報を得る方法の 1 つは、問題タイプが何かをチェックす
ることです。いくつかの SSA エラーは非常にテクニカルで、詳細情報が必要です。
この問題タイプの詳細情報を見るには、問題を右クリックして、右のようなポップ
アップ・メニューを表示します。 
 
[Explain Problem (問題の説明)] を選択して、この問題の詳細が説明されているヘルプ
トピックを開きます。 
 

 

このように、問題タイプのリファレンスでは正確なエラー状態と潜在的な結果について詳しく説明しています。問
題を引き起こす一因となるさまざまなコードの関与についてさらに詳細情報を示し、また問題を示すサンプルも提
供しています。可能であれば、この問題を回避するより良い代替案も示します。 
 
次に、この問題が本当にアプリケーションに存在しているかどうかを判断しなければなりません。これを行うには、
ソースコードを確認します。最も早い方法は、下のペインにあるコード参照を展開して、該当する場所の小さな断
片を表示します。これを行うには、ID 列のプラスサインをクリックするか、または下のペインのアイテムを右クリ
ックしてポップアップ・メニューから [Expand All Code Snippets (すべてのコード片を展開)] を選択します。これを行
うと、以下のような画面が表示されます。 
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これでソースの該当個所がよくわかります。ハイライトされた fscanf への呼び出しに、“%s” 書式指定子による書式
文字列があります。これは、入力文字列を次の行まで読み込み、そのデータを配列 “data” に格納します。読み込ま
れる文字数が配列境界をオーバーフローしないという保証はありません。そのため、このステートメントはメモ
リーを壊す可能性があります。幸いなことに、この問題で知らなければならないことがすべてこのコード片に含ま
れています。ソースをさらに表示する方法については後述します。 
 

この問題は (誤診ではなく) 本当のエラーであることが確認できたので、
結論を記録しましょう。問題を右クリックし、ポップアップ・メ
ニューから [Change State (ステートを変更)] > [Confirmed (確認済み)] 
を選択します。 
 
これで、この問題については終了です。問題セットの表のステートが
更新されます。 
 

 

フィルターで整理 
フィルターを使って、開発者は関心のある問題に注目し、無視する問題は非表示にできます。 
 
いったん問題が調査されたら、通常は、それを再度確認する必
要はありません。調査が終了したすべての問題を非表示にでき
るのが、フィルターの良い点です。フィルターウィンドウの下
部にある [Investigated (調査済み)] フィルターの [Not 
investigated (未調査)] をクリックします。 
 
これをクリックすると、フィルター項目が更新され、アクテ
ィブであることが示されます。 
 
ここで、[Confirmed (確認済み)] とマークした問題が、問題セットの表からなくなりました。解析結果の調査中は、
このようにフィルターをセットしておくと良いでしょう。 
 
最初の Severity、Problem、Source、State、Category フィルターは問題セットの表の列と対応しています。列の特定
の値と一致しない表の行はすべて非表示にすることがで
きます。Source フィルター の 2 行目 (apigeom.cpp) をク
リックすると、右のように表示されます。 
 
問題セットの表も更新され、このソースファイルの問題のみが表示されます。[All (すべて)] ボックスをクリックして、
フィルターをオフにすることもできますが、ここではオンのままにしておきます。 

2 つめの問題の調査 
次に、ソリューションの別の問題を見てみましょう。今度は、問題セットの表の P94 を選んでみます。 
 

 

これは、興味深い問題です。上記でわかるように、2 つのソースの場所が別々のファイルにあります。問題タイプは
「Null pointer dereference (possible) (NULL ポインターの逆参照 (可能性あり)」です。詳細説明では、NULL である可
能性のあるポインターの逆参照が設定されている 2 つの場所を言及しています。ポインターが NULL に設定されてい
る可能性のある場所は、両方のケースで同じです (apigeom.cpp、行 143)。 
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ここで起こっている問題について調査してみましょう。前回と同様、この問題セットを選択して、下のペインで対
応するソースコードを開きます。 
 

 

上記のように、3 つのコード個所があります。1 つはポインターが割り当てられた個所 (Memory write)、他の 2 つは 
NULL ポインター値が逆参照された可能性のある個所です。3 つのいずれかを右クリックし、ポップアップ・メ
ニューから [Expand All Code Snippets (すべてのコード片を展開)] を選択してさらに詳しく見てみましょう。 
 

 

これで、問題はさらに明らかになります。メモリーへの書き込みは、ルーチン “malloc” からの値を割り当てました。
アプリケーションがメモリー不足になると、malloc は NULL ポインターを返します。このアプリケーションは明らか
にポインターを使用する前にこのようなケースのチェックを行っていません。2 つめの断片は、同じポインター変数
であるように見えるもの (“normals”) (同じファイルのサブルーチンで割り当て後の 20 行下) を使っていることがわか
ります。3 つめの断片はどうでしょう?これはポインター (“a”) を使用していることがわかりますが、normals ポイン
ター変数とどのように関連しているのでしょうか?さらに、これは全く別のソースファイル (vector.cpp) です。malloc 
呼び出しとどのような関係にあるのでしょうか? 
 
ここで、SSA はプログラム全体、クロスファイル解析を行うことを思い出してください。SSA は、ファイル間をまた
がっていても、プロシージャー・コールを通じたデータ値の流れを解析できます。しかし、malloc から受け取った値
がどのようにポインター “a” になったのでしょうか? 
 
SSA は、この疑問への解決を支援するべく、“traceback (トレースバック)” 情報を提供します。トレースバック情報を
表示するには、[Sources (ソース)] ビューを開きます。[Sources (ソース)] ビューは、コード参照のいずれかを右クリ
ックし、ポップアップ・メニューから [View Source (ソースの表示)] を選択すると表示されます。 
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これが [Sources (ソース)] ビューです。2 ペアのウィンドウがあり、それぞれ、ソースコードのセクションと、右側
に [Traceback (トレースバック)] が表示されます。左上に [Sources (ソース)] ボックスがあり、その左に [Summary (サ
マリー)] ボックスがあります。[Summary (サマリー)] ボックスをクリックすると、[Summary (サマリー)] ビューに戻
ります。 
 
どちらのコードウィンドウも、ここで見るべきソース個所を示していません。しかし、下部には、[Summary (サマ
リー)] ビューで見たものと同じ Code Locations (コードの場所) の表があります。注意して見てみると、ここに小さな
赤と青のタグがあることに気付くでしょう。これは、表示されているコードの場所を示しています。同じ赤と青の
タグが、左上のコードウィンドウに表示されています。 
 
vector.cpp のコードの場所に注目してみましょう。これをダブルクリックしてください。これで、コード参照の
ソースが開きます。右クリックして、ポップアップ・メニューから [Set as Related Observation (関連観測結果として
設定)] または [Set as Focus Observation (重点観測結果として設定)] を選択することもできます。赤のタグは重点観測
結果で、青のタグは関連観測結果です。以下のような画面が表示されます。 
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右側の [Traceback (トレースバック)] ウィンドウに表示されている 3 行をそれぞれクリックしてみてください。左の
コードウィンドウが更新され、異なるソースの位置が示されます。トレースバックの最後のものは、実際、トップ
の画面で表示されるソース個所 (malloc が呼び出された場所) と同じです。 
 
トレースバックは、調査を開始した個所 (malloc) と終了した個所 (“a” の NULL 逆参照の可能性) の関連性を示していま
す。ここで注目すべきは、トレースバックの 2 行目です。 
 

 

ここで、MyVNorm への呼び出しがあります。逆参照が発生した個所を再度確認すると、VNorm というサブルーチン
内にあることがわかります。MyVNorm と VNorm は同じようには見えませんが、実際は同じです。それを証明するの
が次の行です。 
 
#define MyVNorm(a)  VNorm ((vector *) a) 

この呼び出しは、これら 2 つを結び付けています。プログラムは rt_sheightfield というルーチンから開始し
て、 ストレージのメモリー割り当てを行い、それを normals というポインターに割り当てます。そして、VNorm を
呼び出し、normals (実際は &normals[addr] ですが、これは NULL にもなり得ます) を渡します。VNorm のコード
を再度確認すると、“a” が仮引数の名前であることがわかります。これが、malloc の値が “a” になった経緯です。 
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問題を修正してリスキャン 
次に、この問題を修正します。この問題を修正するには、malloc への呼び出しの後にコードを追加して、NULL の結
果をテストする必要があります。結果が NULL の場合は、エラー回復処理を行います。このケースでは、問題のサブ
ルーチンから単に戻るだけでエラーを回復できます。 
 
ソースの修正は、ソースエディターを使って、apigeom.cpp の malloc 呼び出し直後の行 143 を変更します。[Sources 
(ソース)] ビューの行をダブルクリックするか、行を右クリックしてポップアップ・メニューから [Edit Source (ソー
スの編集)] を選択し、通常のソースエディターを開くことができます。Linux* OS では、EDITOR 環境変数で指定され
ているエディターが開きます。Windows* OS では Visual Studio* ソースエディターが開きます。 
 
Windows* OS では、エディターウィンドウは、結果が含まれる同じタブ・グルー
プ・ウィンドウで新しいタブに開きます。ソースを編集用に開くと、結果は隠れ
ます。結果を再度表示するには、r000sc タブをクリックします。 
 
大きなディスプレイをお使いであれば、結果とソースファイルを並べて表示しても良いでしょう。 
 
エディターで次のコードを確認します。 
 
  vertices = (vector *) malloc(m*n*sizeof(vector)); 
  normals = (vector *) malloc(m*n*sizeof(vector)); 

このコードを以下のように書き換えます。 
 
  vertices = (vector *) malloc(m*n*sizeof(vector)); 
  if (vertices == NULL) { 
      return; 
  } 
  normals = (vector *) malloc(m*n*sizeof(vector)); 
 
if からの 3 行をコピーして、ソースに貼り付けてください。そして、保存し、エディターを閉じます。ただし、まだ
アプリケーションはリビルドしないでください。実際、この変更は問題を解決するわけではありませんが、まずは
変更を行います。 
 
ここで、[Summary (サマリー)] ビューに戻りましょう。Visual Studio* で r000sc タブをクリックし、インテル® 
Inspector XE GUI へ戻ります。[Sources (ソース)] ビューの左上にある [Summary (サマリー)] ボックスをクリックしま
す。 
 
問題セットの表を見てください。このコードに関連する問題が 2 つ
あります。P94 (調査済みのもの) と P93 (その上の行と類似する問
題) です。実際、上記で入力した修正は P93 を修正していますが、
P94 は直していません。それでも、ポップアップ・メニューを右ク
リックして、P94 のステートを [Fixed (修正済み)] に変更してくださ
い。 
 
[Fixed (修正済み)] に変更するとすぐに、この問題は表示されなくな
ります。これは、未調査の問題のみを表示するようにフィルターを
設定しているためです。この問題を再度表示するには、[Filters (フ
ィルター)] ペインの下部で [All (すべて)] をクリックしてフィルター
を変更してください。 
 
これで、再度この問題が表示され、[Fixed (修正済み)] とマークされていることが確認できます。 
 

 

ここで、アプリケーションをリビルドし、新しい解析結果、r001sc を生成して開いてみましょう。Windows* OS で
は、F7 キーを押すだけです。ビルドが終了したら、Visual Studio* 出力ウィンドウを閉じてかまいません。Linux* OS 
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では、前に行ったビルド手順を繰り返します (コマンドウィンドウで make –f “tachyon_ssa.mk” と入力し、イ
ンテル® Inspector XE の GUI で [File (ファイル)] > [Open (開く)] を選択して r001sc を開きます)。 
 
ここで、ほとんどの問題が “New” ではなく、“Not fixed” となっていることに気付くでしょう。ここでは、インテル® 
Inspector XE が、以前の結果 r000sc に対して新しい結果 r001sc のステートを自動的に初期化することがわかります。
いったん表示された問題は “New” ではなくなります。これらは、まだ調査はされていないので、“Not fixed” ステート
を示しています。 
 
また、前に調査した問題 （安全でない書式問題） が r000sc でマークしたように、“Confirmed” ステートになってい
ます。 
 
フィルターを使って apigeom.cpp ファイルにある問題のみを選択してください。r001sc には 7 つの問題があること
がわかります (r000sc では 8 つでした)。つまり、ソースを変更したことにより問題が 1 つ解決したことを示してい
ます。リストのトップにある問題を見てください。次のような行が表示されています。 
 

 

これは、以前の結果で P94 だった問題で、今は P93 になっています。しかし、r000sc で “Fixed” とマークしたもの
と同じ問題です。インテル® Inspector XE により、これが同じ問題であることが判断され、まだ問題が存在するため、
[Fixed (修正済み)]ではなく、[Regression (リグレッション)] に設定されました。これは、行った変更が問題を解決し
たわけではないことを示しています。[Regression (リグレッション)] は未調査のステートと見なされるため、フィル
ターを [Not investigated (未調査)] ステートのみの表示に設定すると、この問題は表示されます。 

サマリーとレビュー 
これまで行ったことをレビューしてみましょう。 
 

1. 問題セットの表は、SSA で見つかった問題をまとめています。 

2. 問題セットを選択すると、関連するコードの場所が下のペインに表示されます。 

3. コード片を表示したり、(トラックバックを確認できる) [Sources (ソース)] ビューを開いたり、ソースエディター
を開いたりして、問題を掘り下げます。 

4. [Explain Problem (問題の説明)] メニューで問題タイプの参照マテリアルを表示し、問題タイプの意味について詳
細説明を確認します。 

5. 問題のステートを設定して、調査の結果を記録します。 

6. フィルターを使用して、調査の終わった問題を非表示にしたり、特定のソースファイルや問題のクラスに注目
します。 

7. SSA は、調査時間を短縮するため、関連する問題を問題セットにまとめることがあります。 

8. SSA はステート情報を 1 つの結果から別の結果へと自動的に維持します。新規の問題、調査され修正が確認さ
れた問題も記録します。 

Fortran  チュートリアル 
Fortran  チュートリアルでは、“FortranDemo” というサンプル・アプリケーションを使用します。このサンプル
は、http://software.intel.com/en-us/articles/tachyon-ssa-samples からダウンロードできます。サンプルをダウンロー
ド後、ディスクに展開してください。 
 
まず、SSA の設定から開始します。これは、Windows* と Linux* OS では操作が異なります。Windows* OS について
は、以下を参照してください。Linux* OS については、「Linux* OS で makefile を使用して SSA を設定」へ進んでく
ださい。 
 

http://software.intel.com/en-us/articles/tachyon-ssa-samples�
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Windows* OS で Microsoft* Visual Studio* を使用して SSA を設定 
 
サンプル・アプリケーションに含まれている Visual Studio* ソリューション FortranDemo.sln を使用して設定を行いま
す。まず、このソリューションを Visual Studio* で開きます。このソリューションは Visual Studio* 2005 の形式なの
で、Visual Studio* 2008 または Visual Studio* 2010 を使用している場合は変換する必要があります。指示に従って、
変換を行ってください。 
 
次の手順に従って、新しいビルド構成を作成します。 
 

1. [ビルド] > [構成マネージャ] メニューを選択して、[構成マネージャ] を開きます。 

2. 左上のドロップダウンから [新規作成...] を選択します。 

3. [新しいソリューション構成] ダイアログボックスで "SSA" という名前を設定し、[設定のコピー元] を Debug にし
ます。 

4. [OK] をクリックして [新しいソリューション構成] ダイアログボックスを閉じた後、[閉じる] で [構成マネージャ] 
を閉じます。 

 
これで、SSA のプロパティーを設定する準備が完了です。FortranDemo プロジェクトを右クリックし、[プロパティ] 
を選択したら、[Fortran] > [診断] プロパティー・ページを開きます。次のようなダイアログが表示されます。 
 

 

[スタティック・セキュリティー解析のレベル] オプションを [すべてのエラーと警告 (/Qdiag-enable:sc3)] にして、
[OK] をクリックします。 
 
以上で SSA の設定は終了です。 
 
コマンドライン・スクリプトや makefile を使用してアプリケーションのビルドを設定する方法については、次の 
Linux* OS での設定手順を参照してください。 
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Linux* OS で makefile を使用して SSA を設定 
 
サンプル・アプリケーションには Linux* OS でアプリケーションをビルドするのに使用できる makefile が含まれてい
ます。この makefile はインテル® Fortran コンパイラーを使用してアプリケーションをビルドします。ビルドターゲ
ットはSSA です。SSA ビルドターゲットは、次の変更点を除いて、デバッグ・ビルド・ターゲットのようなものです。 
 

1. 追加オプション “-diag-enable sc3”が含まれている  

2. 中間ファイルを SSA サブディレクトリーに置く 

 
これで SSA 用に必要な makefile ファイルへの変更点がわかります。 

SSA を実行して結果をインテル® Inspector XE で開く 
設定が終わったので、あとは SSA ビルド構成をビルドし、解析を行うだけです。Windows* OS では、[ソリューショ
ン エクプローラ] の FortranDemo プロジェクトを右クリックし、[ビルド] を選択します。Linux* OS では次の手順を
行います。 

1. コマンドシェルを開きます。 

2. インテル® コンパイラーの bin ディレクトリー以下にある ifortvars.sh スクリプトを ia32 オプションを付け
て実行し、インテル® コンパイラーの環境変数を設定します。 

3. make ssa を実行します。 

 
ヒント:後の操作で使用できるように、このコマンドウィンドウを開いたままにしておきます。 
Windows* OS ではビルドが終了すると、新しい結果がインテル® Inspector XE で自動的に開きます。Linux* OS では 
inspxe-gui と入力してインテル® Inspector XE を起動し、[File (ファイル)] > [Open (開く)] メニューから結果を開き
ます。デフォルトでは、このファイルは r000sc.inspxe という名前になります。これは、FortranDemo プロジェ
クトのルート・ディレクトリー以下の r000sc ディレクトリーにあります。 

解析結果の確認 
これ以降のチュートリアルの操作は、Windows* と Linux* OS でほとんど同じです。主な違いは、Windows* OS では
インテル® Inspector XE の GUI が Visual Studio* に統合されますが、Linux* OS の GUI は、スタンドアロンのプログラム
として実行されます。インテル® Inspector XE ウィンドウのそれぞれの外観も Windows* と Linux* OS でほとんど同じ
です。 
 
最初に表示されるウィンドウは次のようになります (注: 必要に応じて、スクロールしてください)。 
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このウィンドウは、3 つの主なエリアで構成されています。左上のペインは [Problem Sets (問題セット)] の表です。
これが “やること” リスト、つまり調査が必要なものです。左下のペインは、現在選択されている問題セットに対応
するコードの場所を示しています。右のペインはフィルターです。どの問題セットを表示/非表示にするかをこのフ
ィルターで制御します。 
 
問題セットの表は、列ヘッダーをクリックして、ソートすることができます。デフォルトでは、[weight (ウェイト)] 
順にソートされます。ウェイトとは 1 から 100 までの値で、問題のインパクトの程度を表しています。ダメージが
大きい可能性があるほど、大きなウェイトの値になります。また、(誤診ではなく) 実際の問題になりそうな問題ほど
高い値になります。つまり、ウェイトは検証する順序のためのガイダンスを提供します。 
 
P1 の Array arg shape mismatch (配列引数の形状の不一致) の問題から何が得られるか、見てみましょう。 

問題の検証 
これまでこの問題についてわかっていることは、表エントリーにまとめられています。 
 

 

「Array arg shape mismatch (配列引数の形状の不一致)」がこの問題の内容で、説明はその下のシェードエリアに表示
されています。[State (ステート)] 列の New エントリーは、この問題がこの解析で初めて発見され、まだ調査されて
いなことを表しています。25 がウェイトの値です。問題のカテゴリーは Call です。これは、実配列引数の異なるサ
イズの仮引数への割り当てに関連していることを意味します。 
 
この問題をクリックして選択します。下のペインは更新され、この問題に関連するコードの場所が表示されます。 
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上記のように 2 つのソース個所が表示されます1 つめは、関数 PLOTLABELMULTIDATA がサブルーチン LINEDEMO 
(“Call site”) に呼び出される個所、もう 1 つは、PLOTLABELMULTIDATA が定義される個所です。 
 
問題に関してより多くの情報を得る方法の 1 つは、問題タイプが何かをチェックす
ることです。いくつかの SSA エラーは非常にテクニカルで、詳細情報が必要です。
この問題タイプの詳細情報を見るには、問題を右クリックして、右のようなポップ
アップ・メニューを表示します。 
 
[Explain Problem (問題の説明)] を選択して、この問題の詳細が説明されているヘルプ
トピックを開きます。 
 

 

このように、問題タイプのリファレンスでは正確なエラー状態と潜在的な結果について詳しく説明しています。ま
た、問題を示すサンプルも提供しています。 
 
次に、この問題が本当にアプリケーションに存在しているかどうかを判断しなければなりません。これを行うには、
ソースコードを確認します。最も早い方法は、下のペインにあるコード参照を展開して、該当する場所の小さな断
片を表示します。これを行うには、ID 列のプラスサインをクリックするか、または下のペインのアイテムを右クリ
ックしてポップアップ・メニューから [Expand All Code Snippets (すべてのコード片を展開)] を選択します。これを行
うと、以下のような画面が表示されます。 
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この場合のコード片からは、問題が何かがよくわかりません。最初の断片をダブルクリックして [Sources (ソース)] 
ビューを開きます。 
 

 

下のソースウィンドウで、PlotLabelMultiData の 2 つめの引数 labels が 1 つの要素配列であることがわかります。
ソースウィンドウで上へスクロールすると、実引数 lineLabels が 6 つの要素を持つ配列として定義されていることが
わかります。そのため、これはエラーです。 
 
この問題は (誤診ではなく) 本当のエラーであることが確認できたので、
結論を記録しましょう。問題を右クリックし、ポップアップ・メニュー
から [Change State (ステートを変更)] > [Confirmed (確認済み)] を選択しま
す。 
 
問題セットの表のステートが更新されます。 
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フィルターで整理 
フィルターを使って、開発者は関心のある問題に注目し、無視する問題は非表示にできます。 
 
いったん問題が調査されたら、通常は、それを再度確認する必要はあ
りません。調査が終了したすべての問題を非表示にできるのが、フィ
ルターの良い点です。フィルターウィンドウの下部にある 
[Investigated (調査済み)] フィルターの [Not investigated (未調査)] をク
リックします。 
 
これをクリックすると、フィルター項目が更新され、アクティブであ
ることが示されます。 
 
ここで、[Confirmed (確認済み)] とマークした問題が、問題セットの表からなくなりました。解析結果の調査中は、
このようにフィルターをセットしておくと良いでしょう。 
 

最初の Severity、Problem、Source、State、Category フィルターは
問題セットの表の列と対応しています。列の特定の値と一致しない
表の行はすべて非表示にすることができます。Source フィルター 
の 2 行目 (SGDEMO.F90) をクリックすると、右のように表示されま
す。 
 
問題セットの表も更新され、このソースファイルの問題のみが表示されます。[All (すべて)] ボックスをクリックして、
フィルターをオフにすることもできますが、ここではオンのままにしておきます。 

2 つめの問題の調査 
次に、ソリューションの別の問題 P9 (問題セットの表で 2 つめ) を見てみましょう。 
 

 

この問題セットを選択して、下のペインで対応するソースコードを開きます。 
 

 

ここでは、column の使用は示していますが、問題が何かはよくわかりません。実際のソースを表示するには、コー
ド片を右クリックし、[View Source (ソースの表示)] を選択します。以下のような画面が表示されます。 
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これが [Sources (ソース)] ビューです。1 ペアのウィンドウがあり、ソースコードのセクションと、右側に 
[Traceback (トレースバック)] が表示されます。左上に [Sources (ソース)] ボックスがあり、その左に [Summary (サマ
リー)] ボックスがあります。このボックスをクリックすると、[Summary (サマリー)] ビューに戻ります。 
 
ソースでは、“column” が関数 SciGetTextLength への入力引数であることを示しています。では、SciGetTextLength は
どこで呼び出されているのでしょうか?ここで、SSA はプログラム全体、クロスファイル解析を行うことを思い出し
てください。SSA は、ファイル間をまたがっていても、プロシージャー・コールを通じたデータ値の流れを解析でき
ます。トレースバック情報でこの疑問の答えがわかります。 
 
[Traceback (トレースバック)] を見ると、SciGetTextLength が SciRotCenter に呼ばれていることがわかります。
[Traceback (トレースバック)] ウィンドウの SCIROTCENTER をクリックすると、ソース・コード・ウィンドウで 
SciGetTextLength への呼び出しが確認できます。ソース・コード・ウィンドウを上にスクロールすると、
SciGetTextLength の呼び出しの前に‘column’が初期化されていないことがわかります。 

問題を修正してリスキャン 
ソース行 276 に “column = .true.” と入力して、この問題を修正しましょう。[Sources (ソース)] ビューの行をダブルク
リックするか、行を右クリックしてポップアップ・メニューから [Edit Source (ソースの編集)] を選択し、通常のソー
スエディターを開くことができます。Linux* OS では、EDITOR 環境変数で指定されているエディターが開きます。
Windows* OS では Visual Studio* ソースエディターが開きます。 
 
Windows* OS では、エディターウィンドウは、結果が含まれる同じタブ・グ
ループ・ウィンドウで新しいタブに開きます。ソースを編集用に開くと、結
果は隠れます。結果を再度表示するには、r000sc タブをクリックします。 
 
編集後、結果を保存してエディターを閉じます。ただし、まだアプリケーションはリビルドしないでください。 
 
ここで、[Summary (サマリー)] ビューに戻りましょう。Visual Studio* で r000sc タブをクリックして、インテル® 
Inspector XE の GUI へ戻ります。[Sources (ソース)] ビューから [Summary (サマリー)] ビューへ切り替えるには、
[Sources (ソース)] ビューの左上にある [Summary (サマリー)] ボックスをクリックします。 
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ポップアップ・メニューを右クリックして P9 のステートを [Fixed (修正
済み)] に変更します。 
 

 

[Fixed (修正済み)] に変更すると、すぐにこの問題は表示されなくなりま
す。 これは、未調査の問題のみを表示するようにフィルターを設定して
いるためです。この問題を再度表示するには、[Filters (フィルター)] ペ
インの下部で [All (すべて)] をクリックしてフィルターを変更してくだ
さい。 
 
これで、再度この問題が表示され、[Fixed (修正済み)] とマークされていることが確認できます。 
 

 

ここで、アプリケーションをリビルドし、新しい解析結果、r001sc を生成して開いてみましょう(P9、P10、P11 は
すべて関連している問題だったので、リスキャンの前にこの 3 つをすべて調査するほうが一般的ですが、ここでは
先にリスキャンします)。Windows* OS では、F7 キーを押すだけです。ビルドが終了したら、Visual Studio* 出力ウィ
ンドウを閉じてかまいません。Linux* OS では、前に行ったビルド手順を繰り返します (コマンドウィンドウで 
makefile を再実行し、インテル® Inspector XE の GUI で [File (ファイル)] > [Open (開く)] を選択して r001sc を開きます)。 
 
ここで、ほとんどの問題が “New” ではなく、“Not fixed”となっていることに気付くでしょう。ここでは、インテル® 
Inspector XE が、以前の結果 r000sc に対して新しい結果 r001sc のステートを自動的に初期化することがわかります。
いったん表示された問題は “New” ではなくなります。これらは、まだ調査はされていないので、“Not fixed” ステート
を示しています。 
 
また、前に調査した問題 （配列引数の形状の不一致問題） が r000sc でマークしたように、“Confirmed” ステートに
なっています。 
エラーの数は 14 から 13 に減りましたが、減った問題は、前に指摘された関連エラーの 1 つである P10 です。
r000sc で [Fixed (修正済み)] とマークされた P9 が、ここで [Regression (リグレッション)] とマークされています。こ
れは、問題がまだ残っていることを示しています。[Regression (リグレッション)] は未調査のステートと見なされる
ため、フィルターを [Not investigated (未調査)] ステートのみの表示に設定すると、この問題はまだ表示されます。
P10 (r000sc の P11) を調査すると、“column” が初期化されないまま SciGetTextLength の別のインスタンスが呼び出
されていることに気付くでしょう。この問題を修正すると、P9 も解決します。 

サマリーとレビュー  
これまで行ったことをレビューしてみましょう。 
 

1. 問題セットの表は、SSA で見つかった問題をまとめています。 

2. 問題セットを選択すると、関連するコードの場所が下のペインに表示されます。 

3. コード片を表示したり、(トラックバックを確認できる) [Sources (ソース)] ビューを開いたり、ソースエディター
を開いたりして、問題を掘り下げます。 

4. [Explain Problem (問題の説明)] メニューで問題タイプの参照マテリアルを表示し、問題タイプの意味について詳
細説明を確認します。 

5. 問題のステートを設定して、調査の結果を記録します。 

6. フィルターを使用して、調査の終わった問題を非表示にしたり、特定のソースファイルや問題のクラスに注目
します。 

 
SSA はステート情報を 1 つの結果から別の結果へと自動的に維持します。新規の問題、調査され修正が確認された
問題も記録します。 
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最適化に関する注意事項 

インテル® コンパイラー、関連ライブラリーおよび関連開発ツールには、インテル製マイクロプロセッサーおよび互
換マイクロプロセッサーで利用可能な命令セット (SIMD 命令セットなど) 向けの最適化オプションが含まれているか、
あるいはオプションを利用している可能性がありますが、両者では結果が異なります。また、インテル® コンパイ
ラー用の特定のコンパイラー・オプション (インテル® マイクロアーキテクチャーに非固有のオプションを含む) は、
インテル製マイクロプロセッサー向けに予約されています。これらのコンパイラー・オプションと関連する命令セッ
トおよび特定のマイクロプロセッサーの詳細は、『インテル® コンパイラー・ユーザー・リファレンス・ガイド』の
「コンパイラー・オプション」を参照してください。インテル® コンパイラー製品のライブラリー・ルーチンの多く
は、互換マイクロプロセッサーよりもインテル製マイクロプロセッサーでより高度に最適化されます。インテル® コ
ンパイラー製品のコンパイラーとライブラリーは、選択されたオプション、コード、およびその他の要因に基づいて
インテル製マイクロプロセッサーおよび互換マイクロプロセッサー向けに最適化されますが、インテル製マイクロプ
ロセッサーにおいてより優れたパフォーマンスが得られる傾向にあります。 
 
インテル® コンパイラー、関連ライブラリーおよび関連開発ツールは、互換マイクロプロセッサー向けには、インテ
ル製マイクロプロセッサー向けと同等レベルの最適化が行われない可能性があります。これには、インテル® スト
リーミング SIMD 拡張命令 2 (インテル® SSE2)、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 (インテル® SSE3)、スト
リーミング SIMD 拡張命令 3 補足命令 (インテル® SSSE3) 命令セットに関連する最適化およびその他の最適化が含まれ
ます。インテルでは、インテル製ではないマイクロプロセッサーに対して、最適化の提供、機能、効果を保証してい
ません。本製品のマイクロプロセッサー固有の最適化は、インテル製マイクロプロセッサーでの使用を目的としてい
ます。 
 
インテルでは、インテル® コンパイラーおよびライブラリーがインテル製マイクロプロセッサーおよび互換マイクロ
プロセッサーにおいて、優れたパフォーマンスを引き出すのに役立つ選択肢であると信じておりますが、お客様の要
件に最適なコンパイラーを選択いただくよう、他のコンパイラーの評価を行うことを推奨しています。インテルで
は、あらゆるコンパイラーやライブラリーで優れたパフォーマンスが引き出され、お客様のビジネスの成功のお役に
立ちたいと願っております。お気づきの点がございましたら、お知らせください。 
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