
インテル® C++ Composer XE 2011 によりハイパフォーマ
ンスを実現
インテル® C++ Composer XE にはインテル® C/C++ コンパイラーの最新版
であるインテル® C++ コンパイラー XE 12.0、およびパフォーマンス /並列
ライブラリーであるインテル ® 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® スレッディング・ビルディング・ブロック （インテ
ル® TBB） が含まれています。IA-32 アーキテクチャーおよびインテル® 64 
アーキテクチャーがサポートされ、Windows* 版、Linux* 版、そして Mac 
OS*版が提供されています。

ハイパフォーマンスなシリアル・アプリケーションとマルチ
コア対応のマルチスレッド・アプリケーションをビルド
インテル® C++ Composer XE は、C/C++ を使用するソフトウェア・エンジニアにパフォーマ
ンス指向の機能を提供します。新しいインテル® プロセッサー Sandy Bridge （開発コード
名） を含む最新のインテル® アーキテクチャー・プロセッサーを搭載するシステムで、ハイ
パフォーマンスなエンタープライズ・アプリケーションを開発し、保守することができます。

業界標準の OpenMP*、インテル® Parallel Building Blocks （インテル® PBB） などの新しい
革新技術、高度なベクトル化が含まれた業界をリードするインテル® アーキテクチャー向
けの最適化コンパイラーは、簡単で迅速な最適化アプリケーション開発をサポートしま
す。アプリケーションによって異なるものの、多くの場合、1 度の再コンパイルで 20 パー
セント以上もパフォーマンスが向上します。また、インテル ® MKL などの最適化された
算術関数ライブラリーやインテル® IPP に含まれる圧縮、暗号化、イメージ処理など、そ
の他多くのドメインの関数により、自動並列化やハイパフォーマンスがもたらされます。 
インテル® C++ Composer XE Windows* 版は Microsoft* Visual Studio*  （VS 2010 を含む） 
に統合され、Linux* 版は最新の Eclipse* CDT を、Mac OS* X 版は XCode* をサポートし
ます。

製品紹介
インテル® C++ Composer XE 2011 
Windows* 版 /Linux* 版 /Mac OS* X 版

高度な C++ 
コンパイラーとライブラリー

インテル® C++ 
Composer XE 2011

新しい製品名について
インテル ® Parallel Studio XE ラインの
多くのツールは、次世代の先端技術を
備えた業界をリードするインテル® ソフト
ウェア開発製品です。新しい製品名に
ついては、以下を参照してください。

新名称 旧名称
インテル ® Composer XE インテル ® コンパイラー・

スイート・プロフェッショ
ナル・エディション

インテル ® C++  
Composer XE

インテル ® C++ コンパイ
ラー・プロフェッショナ
ル・エディション

インテル ® Visual Fortran 
Composer XE

インテル ® Visual Fortran 
コンパイラー・プロフェッ
ショナル・エディション

インテル ® Visual Fortran 
Composer XE IMSL*  
同梱

インテル ® Visual Fortran 
コンパイラー・プロフェッ
ショナル・エディション 
IMSL* 同梱

インテル ® VTune™ 
Amplifier XE

インテル ® VTune ™ パ
フォーマンス・アナライ
ザー （インテル ® スレッ
ド・プロファイラー同梱）

インテル ® Inspector XE インテル® スレッド・チェッ
カー



インテル® C++ Composer XE でマルチコア
の利点を活用する高速アプリケーションを
開発 
インテル® コンパイラーは、OpenMP* プログラミングの最新標準
機能を引き続きサポートします。さらに、強化されたベクトル化機
能として、SIMD プラグマと C++ アレイ・ノーテーションが追加さ
れました。インテル® PBB は C++ コードの並列処理に対するさま
ざまなアプローチをサポートし、並列プログラム開発モデルの総
合セットを提供します。モデルを具体化するコンポーネントは、簡
単に既存のアプリケーションへ統合することができます。これによ
り、既存コードへの投資を無駄にせず、並列アプリケーションの
開発を素早く行います。インテル® PBB の並列プログラミング・モ
デルには、現在と将来のビジネスにおける並列プログラミングの
ニーズを満たす多くの選択肢が用意されています。インテル® PBB 

に含まれるコンポーネントは以下のとおりです。

• 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、一般的な並列化の実装に使用できる C++ テンプレー
ト・ライブラリーのソリューションです。スケーラブルなメモリー
割り当て、負荷分散、効果的なタスク・スケジューリング、スレッ
ドセーフなパイプラインとコンカレント・コンテナー、高度な並
列アルゴリズム、さまざまな同期プリミティブが含まれます。

• インテル® Cilk™ Plus は、インテル ® C/C++ コンパイラー固有の
実装で、並列処理を行う 2 つのテクノロジー、インテル ® Cilk™ 

Plus とアレイ・ノーテションを備えています。アレイ・ノーテーショ
ンと高度なループベースのデータ並列処理およびタスク処理をベ
クトル化機能と組み合わせることで、優れた機能を提供します。

• インテル® Array Building Blocks （インテル® ArBB。ベータ版。
別途入手可能） は、特定の並列メカニズムやハードウェア・アー
キテクチャーに依存しないデータ並列プログラミングの汎用ソ
リューションを提供します。保守が簡単なハイレベルのアプリ
ケーション指向の計算処理から、スケーラブルで移植性が高く決
定性のある並列実装を生成します。インテル® ArBB は現在、ベー
タ版です。製品版は、2011 年上半期にご利用いただけます。

高度なパフォーマンス機能 
• ハイパフォーマンス並列最適化機構 （HPO）は、より多くのルー
プの入れ子を解析、最適化、並列化する高度な機能を提供しま
す。この革新的な機能は、これまで個別に行ってきたベクトル化、
並列化、ループ変換を 1 つにまとめ、より効率良く、確実に行
うことができます。

• 自動ベクトライザーはループを解析して、ループの数回の反復処
理を並列に実行できる安全かつ効果的な箇所を判断します。ベ
クトル化と自動並列化については、適用性、アプリケーション・
パフォーマンス、ガイド付き自動並列化によるベクトライザーの
洞察が強化されました。さらに、SIMD プログラムはユーザーに
よる付加的な制御に利用できます。

• プロシージャー間の最適化 （IPO） は、特にループ内で呼び出し
を行うプログラムでよく使用される小 /中規模関数のパフォーマ
ンスを劇的に向上します。

• ループ・プロファイラーはコンパイラーの一部です。低いオーバー
ヘッドでループと関数のプロファイリングを生成し、hotspot やス
レッドの導入箇所を示します。

• プロファイルに基づく最適化 （PGO） では、命令キャッシュ・ス
ラッシングの軽減、コードレイアウトの再構成、コードサイズの
削減、分岐予測ミスの低減などにより、アプリケーション・パ
フォーマンスの向上を図ります。

プロシージャー間の最適化のプロセス 

プロファイルに基づく最適化のプロセス 



• OpenMP* 3.0 は、C/C++ アプリケーションで行う並列処理を単
純化する支援をします。

その他の機能
インテル® デバッガー
インテル® デバッガーを使用することにより、インテル® アーキテ
クチャー向けに最適化されているコードのデバッグプロセスの効
率性を高めます。インテル ® デバッガーには新しくマルチスレッド･
コードのデバッグ機能が追加されています。

インテル® パフォーマンス・ライブラリー
インテル ® C++ Composer XE にはインテル ® MKL とインテル ® IPP 

が含まれ、アプリケーションは、最適化 /並列化された算術およ
びデータ処理のドメイン固有ルーチンを利用できます。

Microsoft* Visual Studio* および Microsoft* Visual 
Studio* 2008 Shell との統合
インテル ® C++ Composer XE は Microsoft* Visual Studio* 
2005/2008/2010 に統合されます。

互換性
インテル® C++ Composer XE は、Microsoft* 開発製品および GNU 

C/C++ コンパイラーで動作するように設計されています。また、イ
ンテル® Advanced Vector Extensions （インテル® AVX） を含む 32 

ビット/64 ビットのマルチコア・プロセッサーをサポートしています。
インテル® C++ コンパイラーは、C++ 0x および C99 など、最新の 

C/C++ 規格に対応しています。

システム要件
ハードウェアおよびソフトウェアのシステム要件については、
http://www.intel.com/software/products/systemrequirements/ 

を参照してください。

サポート 
インテル ® ソフトウェア開発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アクセスと製品アップデートが含まれます。イ
ンテル® プレミアサポートでは、テクニカルガイド、アプリケーショ
ン・ガイド、その他のドキュメントにアクセスすることができます。
また、インテル® サポートフォーラムもご活用いただけます。詳細
は、http://software.intel.com/en-us/forums を参照してください。

インテル® ソフトウェア開発製品
インテル ® ソフトウェア開発製品は、豊富な機能を備えたツール
群により、高速なソフトウェア開発を支援します。

• インテル® Parallel Studio XE 2011

• インテル® VTune™ Amplifier XE 2011 ̶ パフォーマンス・プロファ
イラー

• インテル® パフォーマンス・ライブラリー

• インテル® Inspector XE 2011 ̶ 正当性アナライザー

• インテル® Cluster Studio 2011 ̶ MPI 開発向けツール

製品ラインの詳細については、http://www.intel.com/software/

products を参照してください。

インテル® C++ Composer XE 評価版のダウンロード
http://www.intel.com/software/products/eval

その他の情報、ご購入について 
http://www.intel.co.jp/jp/software/products/

「インテル® Parallel Studio XE 2011 の機能性にはうれ
しい驚きを感じました。特に、メモリーおよびスレッド
化解析機能に感動しました。インテル® C++ Composer 

XE 2011 のコンパイラーは非常に強固なコンパイラー
だと思います。ガイド付き自動並列化 （GAP） とアレイ・
ノーテーション機能は、パフォーマンス向上に非常に
役立ちました。」

Ionix 
オーナー 
Erik Van Grunderbeeck 氏
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インテル® コンパイラーには、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® コンパイラーの一部のコンパイラー・オプションは、インテル製マイクロプロセッサー専用です。
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。

上記は、インテル® コンパイラーのコンパイラーおよび関連ライブラリー全般に関する基本的な最適化アプロー
チについて言及しています。インテル® コンパイラーは、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を行わ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、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。

最適化に関する注意事項


