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１．はじめに 

インテル® Visual Fortran Composer XE 2013（以下、本製品）は、インテル® Visual Fortran コンパイラー 13.0

に加えて、数値演算ライブラリー（MKL）が含まれています。本ドキュメントでは、インテル® Visual Fortran 

コンパイラー 13.0 の基本的な使用方法について記述します。 

 

本ドキュメントには、コンパイル作業と実行手順、デバッグ方法、最適化オプションの使用方法などの内容が

含まれており、これからインテル® Visual Fortran コンパイラーを使い始める方、Microsoft* Visual Studio* IDE

（統合開発環境）の操作に不慣れな方などを対象としています。もし、インテル® Visual Fortran コンパイラー

の最適化機能について特に知りたい場合は、4章をお読みください。また、その他関連情報として、本製品を

使用する上で役立つ情報を掲載していますので適宜参照してください。 

 

なお、本ドキュメントでは、インテル® Visual Fortran Composer XE 2013 Update1（日本語版）を使用します。

本製品をデフォルト設定でインストールした場合、以下のフォルダーにインストールされます。 

 （x86システムの場合）C:¥Program Files¥Intel¥Composer XE 2013 

 （x64システムの場合）C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013 

 

また、オペレーティング・システムは Windows 7 Professional x64（64ビット）を使用しています。 

オペレーティング・システムに x86（32ビット）システムをご使用の場合は、本ドキュメントのなかで、

“Program Files (x86)”を“Program Files”と読み直してください。
 

説明には製品に付属する Microsoft Visual Studio 2010* Shell を使用します。本製品でサポートされるその他の

Visual Studio バージョンを使用している場合でも基本的な操作は変わりません。 

 
 

以下に、本ドキュメントで使用するシステム構成を纏めます。 

 
  

プロセッサー：Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU 3.4GHz（コード名：Sandy Bridge、コア数：8） 

OS：Microsoft Windows 7 Professional（x64） 

Intel：インテル® Visual Fortran Composer XE 2013 Update1（日本語版） 

IDE：Microsoft Visual Studio 2010* Shell（本製品に付属） 
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２．基本コンパイル作業 

本章では、本製品に含まれるサンプルプログラムを使用して、インテル® Visual Fortranコンパイラーの基本的

な使用方法（コンパイルと実行）を説明します。 

２－１．サンプルプログラムと作業準備 

本章では、本製品に含まれる以下のサンプルプログラムを使用します。サンプルプログラムは Zip 形式で圧

縮されています。（※“ja_JP”は日本語フォルダー、“en_US”は英語フォルダーを意味します） 

C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥Samples¥ja_JP¥Fortran¥ipo_samples.zip 

または、 

C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥Samples¥en_US¥Fortran¥ipo_samples.zip 
 

このサンプルプログラムを適当なユーザーフォルダーにコピーして解凍してください。 

ここでは、C ドライブに“work”フォルダーを作成し、サンプルプログラムをコピーして解凍します。 

C:¥work¥ ipo_samples.zip 
 

解凍が完了すると ipo_samplesフォルダーが作成され、そのフォルダー内に以下の 3つのソースファイルが解

凍されます。本サンプルプログラムは、配列の要素を足し合わせて合計値を求める簡単なプログラムです。 

① ipo_sample_main.f90 

② ipo_sample_init.f90 

③ ipo_sample_sum.f90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ipo_sample_main.f90 

② ipo_sample_init.f90 

program main 
  implicit none 
  real :: res, mysum 
  integer, parameter :: n=1000 
  real, dimension(n) :: a 
  call init(a, n) 
  res = mysum(a, n) 
  print *, res 
end program main 
 

subroutine init(a, n) 
  implicit none 
  integer, intent(in) :: n 
  real, intent(inout) :: a(n)  
  integer :: i 
  do i = 1, n  
    a(i) = real(i)  
  end do  
end subroutine init 
 

function add3(x) 
  implicit none 
  real :: add3 
  real, intent(in) :: x 
  add3 = x + 3. 
end function add3 
 
function mysum(a, n) 
  implicit none 
  real :: mysum, add3 
  integer, intent(in) :: n 
  real, intent(in), dimension(n) :: a 
  integer :: i 
  mysum = 0 
  do i = 1, n  
    mysum = mysum + a(i) + add3(a(i)) 
  end do  
end function mysum 
 

③ ipo_sample_sum.f90 
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２－２．コマンドラインからのコンパイル 

インテル® Visual Fortran コンパイラーをコマンドラインから実行する場合は、“ifort”コマンドを使用します。

以下にコマンドラインからのコンパイル手順を記します。 

1. Windows [スタート] メニューから [プログラム] > [Intel Parallel Studio XE 2013] > [Command Prompt] > 

[インテル(R) コンパイラー XE 13.0 Update 1] > [IA-32 Visual Studio 2010 モード]を選択して、インテ

ル® Visual Fortran コンパイラー専用コマンドプロンプトを開きます。このコマンドプロンプトでは起

動時に以下のようなバッチファイルが実行され、コンパイルに必要な環境変数（PATH、LIB、INCLUDE 

等）の設定が自動で行われます。 

 "C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥bin¥ipsxe-comp-vars.bat" ia32 vs2010 

 

図：インテル® Visual Fortran コンパイラ

Copyright © 1998-2013 XLsoft Corporation. All 
なお、このコマンドプロンプトのモードの種類には、「作

成するプログラムのタイプ（IA-32／インテル 64）」と 

「Visual Studio のバージョン」の組み合わせによって、以

下のようなパターンがあります。 

 IA-32 Visual Studio 2008 モード 

 IA-32 Visual Studio 2010 モード 

 IA-32 Visual Studio 2012 モード 

 インテル 64 Visual Studio 2008 モード 

 インテル 64 Visual Studio 2010 モード 

 インテル 64 Visual Studio 2012 モード 

それぞれのモードで適切な環境変数が設定されます。 

本ドキュメントでは、IA-32プログラム用インテル Visual 

Fortran コンパイラーと Visual Studio 2010 の組み合わ

せのモードを使用しています。 
ー専用コマンドウィンドウ 
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2. 表示されるコマンドプロンプトに、まずは以下のように ifort コマンドを実行してみましょう。この

実行でコンパイラーのバージョン情報などが表示されていれば、ifort コマンドへのパスが確認された

ことになります。 

> ifort 
 

 

3. 次にマイクロソフト・リンカー link コマンドを実行してみましょう。この実行で link コマンドの使

用方法などが表示されることを確認してください。このマイクロソフト・リンカーは、ifort コマンド

のビルド過程でコールされます。 

> link 
 

 
 
 
 

Copyright © 1998-2013 XLsoft Corporation. All Rights Reserved.                                   6 / 53 



ご注意： link コマンドの実行が正常に行われない場合は、Visual Studio などのビルド環境が正しくイ

ンストールされていない可能性があります。インテル® Visual Fortran コンパイラーがサポート

するビルド環境を確認の上、本製品の再インストールを行ってください。 
 

Note： ifort コマンドは、内部でインテル® Visual Fortran コンパイラー（fortcom.exe）をコールし

てコンパイル処理を行い、その後マイクロソフト・リンカー（link.exe）をコールしてリンク

処理を行います。このように ifort はビルド工程を管理しており、一般的にインテル® コン

パイラー・ドライバーと呼ばれます。 

4. カレント・ディレクトリーを、サンプルプログラムを解凍したフォルダーに移動します。 

> cd  C:¥work¥ipo_samples¥ipo_samples 
 

 
 

5. フォルダーの内容を閲覧し、３つのソースファイルが存在することを確認します。 

> dir 
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6. ifort コマンドに続いて３つのソースファイルを入力してコンパイルを実行します。 

> ifort  ipo_sample_main.f90  ipo_sample_init.f90  ipo_sample_sum.f90 
 

 

7. 実行結果にエラーがなく、実行ファイル（ipo_sample_main.exe）が生成されていることを確認します。 

 

8. 実行ファイルを実行して、出力内容（1004000）が表示されることを確認します。 

> ipo_sample_main.exe 
 

 
 

 

Note： 生成ファイルの名称は、デフォルトで ifort コマンドラインに一番最初に入力したソース

ファイル名となります。この生成ファイル名を変更したい場合は以下のように /Fe コンパ

イルオプションを使用してファイル名を指定します。 

 
 > ifort  ipo_sample_main.f90 ipo_sample_init.f90 ipo_sample_sum.f90 /Fe:Sample.exe 
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２－３．Visual Studio からのビルド 

インテル® Visual Fortran コンパイラーを Microsoft Visual Studio 環境で使用する手順を説明します。本ドキュ

メントで使用しているサンプルプログラムには、Visual Studio のプロジェクトファイルが含まれていますが、

ここではあえてプロジェクトを新規作成し、ビルド環境の構築を行います。 

本節では、Visual Studio 2010 Shell（以下、VS2010）を使用して説明しますが、その他のサポートされている 

Visual Studio のバージョンでも同じ手順で作業することができます。 

それでは以下に、Microsoft Visual Studio 環境からのビルド手順を記します。 

1. まず、Windows [スタート] メニューから [Intel Parallel Studio XE 2013] – [Parallel Studio XE 2013 with 

VS2010] を起動します。または、同じく [スタート] メニューから [Microsoft Visual Studio 2010] – 

[Microsoft Visual Studio 2010] を起動しても構いません。 

 
 

以下のように、VS2010 が起動します。 
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2. VS2010 のメニューから、[ファイル] - [新規作成] - [プロジェクト] を選択して [新しいプロジェクト] 

ダイアログを表示します。 

 
 

表示されるダイアログの「インストールされたテンプレート」から [インテル(R) Visual Fortran] – [コ

ンソール・アプリケーション] を選択し、続いて [空のプロジェクト] を選択します。 

また、プロジェクトの「名前」として“Sample”を指定し、プロジェクトを作成する「場所」は、サ

ンプルプログラムが存在する“C:¥work¥ipo_samples¥ipo_samples”を指定します。 

最後に [ソリューションのディレクトリを作成] チェックボックスのチェックをオフにして、[OK] ボ

タンをクリックします。これで新しいプロジェクトが作成されます。 
 

 

3. 作成したプロジェクトにソースファイルを追加します。 [ソリューション エクスプローラー] から 

“ソースファイル” を右クリックして表示されるメニューから [追加] – [既存の項目] を選択します。 
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表示される [既存項目の追加] ダイアログで３つのソースファイルをマウスで選択して [追加] ボタ

ンをクリックします。（※下の方からマウスでソースファイルをなぞるように選択します） 

 

4. 新しいプロジェクト“Sample”の“ソースファイル”に、３つのソースファイルが追加されたことを

確認します。追加したソースファイルをマウスでダブルクリックするとコード内容がエディターに表

示されます。（なお、「プロジェクトの構成」はデフォルトで“Debug”となっています） 
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5. 次にプロジェクトのビルド（コンパイルおよびリンク処理）を行います。VS2010 のメニューから、[ビ

ルド] - [ Sample のビルド] を選択するか、または [ソリューションエクスプローラ] からプロジェクト

を右クリックして表示されるメニューから、[ビルド] を選択します。ビルドが完了すると「出力」ウィ

ンドウにビルド結果が表示されますので、正常終了していることを確認してください。 

 または  

 

 
 

Note：プロジェクトを作成すると、Debug 構成と Release構成という２種類のビルド構成（ビルド

設定環境）が用意されます。通常、開発中のプロジェクトは Debug構成で作業を行い、開発

が完了した製品を Release 構成でビルドします。Debug 構成では、プロジェクトは最適化な

しデバッグ情報付きでビルドされ、Release 構成では最適化ありでビルドされます。 

  
  

 

Note：“ビルド”と“リビルド”の違いを以下に説明します。 

 “ビルド”は、プロジェクト内に複数のソースファイルが存在する場合、変更が加えられた

ソースファイルだけをコンパイル対象としてビルドします。一方“リビルド”は、プロジェ

クト内に含まれるすべてのソースファイルがコンパイル対象として処理されます。ソース

ファイルを多数含んだプロジェクトの場合は、ビルドを実行した方が効率的といえます。 
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6. ビルドしたプログラムを実行します。VS2010 メニューから、[デバッグ] - [デバッグなしで開始] を選

択します。コマンドウィンドウにプログラムの実行結果（1004000）が表示されます。

 

 

7. 最後に生成されたサンプルプログラムの実行ファイルの場所を確認しておきましょう。 

[ソリューションエクスプローラ] から“ソリューション”を右クリックして表示されるメニューから、

[エクスプローラーでフォルダーを開く] を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右図のようにソリューションフォルダーが開きま

す。フォルダー内にビルドを実行した「プロジェ

クトの構成」の名前（Debug）が存在します。さら

にその“Debug”フォルダー内に、“Sample.exe”

が生成されていることが確認できます。 
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なお、開いた以下のソリューションフォルダーには「ソリューションファイル」と「プロジェクトファ

イル」がそれぞれ含まれています。 

 

次回、このプロジェクトを再度使用する場合は、ソリューションファイル（Sample.sln）をダブルクリッ

クして、Visual Studio を起動してください。 

 

Note：「ソリューション」と「プロジェクト」について以下に記します。 

 

 まず「プロジェクト」とは、ソースコードやビルドの設定を管理する単位であり、ユーザー

が最初に作成するものです。プロジェクトファイルの拡張子は .vfproj となります。 

 それに対して「ソリューション」とは、最初のプロジェクトを作成すると同時に自動で作成

されるものでプロジェクトを管理する単位となります。ソリューションの中には１つまたは

複数のプロジェクトを含むことができ、プロジェクト間の依存関係やビルドする順番、実行

するプロジェクトの指定など、プロジェクト全体を管理します。ソリューションファイルの

拡張子は .sln となります。 

 

  
  

 

 

ソリューションファイル：Sample.sln 

プロジェクトファイル：Sample.vfproj 
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３．デバッグ作業 

本章では、Visual Studio を使用した基本的なデバッグ方法を説明します。本説明では、「２－３．Visual Studio 

からのビルド」で作成した環境と“Debug”構成でビルドした実行ファイルを使用します。したがって本章で

は、第 2章の作業が完了していることを前提としています。 

３－１．ソース行番号の表示 

デバッグ作業に入る前に、Visual Studio 上のソースコードを表示しているエディターに行番号を表示させます。

行番号を表示させることでデバッグし易くなります。 

VS2010 のメニューから、[ツール] - [オプション] を選択して [オプション] ダイアログを表示します。[オプ

ション] ダイアログ上で、[テキスト エディター] – [Fortran] – [全般] を選択して、表示される項目の [行番号] 

にチェックをつけて、[OK] ボタンをクリックします。 

 
      

 
 
 

設定が完了すると、ソースコードエディターに

行番号が追加されていることが確認できます。 
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３－２．ブレークポイントの設定 

では、まずブレークポイントを設定してみましょう。 

ブレークポイントとは、プログラムをデバッグ実行したときに、プログラムをストップさせる場所を意味しま

す。ブレークポイントを設定してプログラムを止めることで、その時点までに実行された変数の内容などを

チェックして動作内容を確認することができます。 

設定方法は非常に簡単で、下図のようにソースコード上の停止させたい行の左端をマウスでクリックします。

ブレークポイントが設定されると、その行に  のマークがセットされます。または、VS2010 のメニュー

の、[デバッグ] – [ブレークポイントの設定/解除] を選択すると、現在カーソルが置かれているソース行にブ

レークポイントが設定されます。 

 
 または、  

 

ここでは、上図のように 48行目の配列データの初期化処理を行うサブルーチンを呼び出している処理、つま

り、“call init(a, n)”にブレークポイントを設定します。 

 

また、設定したブレークポイントを解除したい場合は、

マウスで  のマークをもう一度クリックします。 

または、右図のように [デバッグ] – [ブレークポイントの

設定/解除] を選択するか、[すべてのブレークポイント

の削除] を選択して、設定したすべてのブレークポイン

トを削除することもできます。 

 

なお、キーボードの“F9”を押下してブレークポイント

の設定／解除をすることも可能です。 
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３－３．デバッグ実行の開始 

それでは、デバッグ実行を開始します。 

実行は、以下のように [デバッグ] – [デバッグ開始] を選択します。またはキーボードの“F5”を押下します。 

 

 
 

デバッグ実行が開始されると、すぐさまブレークポイントでプログラムが停止し、その行に黄色い矢印  が

表示されているのが確認できます。 
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また、デバッグ実行中の Visual Studio の画面には新たにデバッグ用のツールバーが追加されたり、下のほう

には複数のウィンドウが表示されています。ここに表示される機能を使用して、デバッグ作業を操作したり

データ内容を確認、編集することができます。 

本節では、デバッグの実行操作について説明します。 

 

操作方法は、次のように [デバッグ] メニューから、またはツールバーのボタンから以下の４種類の実行操作

が使用できます。それぞれの動作内容を簡単に説明します。 

①「続行」（F5）  

• 次のブレークポイントまでプログラムを実行します。

ブレークポイントがない場合はプログラムの最後まで

実行してデバッグ実行は終了となります。 

②「ステップイン」（F11）  

• １行実行。関数やサブルーチンがある場合は、その中

に進みます。 

③「ステップオーバー」（F10）  

• 1行実行。関数やサブルーチンがあってもその中には

進まず、現在実行中のプログラムの次の行に進みます。 

④「ステップアウト」（Shift+F11）  

• 1行実行。現在実行中の関数、またはサブルーチンを

抜けて、親関数または親サブルーチンに戻ります。 

 
 

それぞれの動作を確認してみましょう。 

まず、① の「続行」を確認します。 

現在、デバッグ実行停止中の状態で、右図のように 50行目の 

print 文にブレークポイントを設定してください。 

次に、[デバッグ] – [続行] を選択するか、キーボードの“F5”を

押下します（または、ツールバーのボタンをクリックしても構い

ません）。すると、ブレークポイントを設定した print 文の行 
続行（F5）

までプログラムが実行されて止まります。 

 

もう一度 [デバッグ] – [続行] を選択、または“F5”を押下すると 

その先にはブレークポイントが設定されていないのでプログラム

の最後まで実行されてそのままデバッグ実行が終了します。 
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次に、②「ステップイン」を確認します。 

現在、デバッグ実行されていない状態で、[デバッグ] – [デバッグ開始] を選択するか、“F5”を押下してデバッ

グ実行を開始します。すぐに“call init(a, n)”の行のブレークポイントで止まります。 

 

ステップオーバー（F10）

次に、[デバッグ] – [ステップイン] を選択するか、“F11”を押下

します。すると表示されるソースファイルが切り替わり、init サ

ブルーチン内の先頭に進んだことが確認できます。ステップイン

の実行操作によって、文字通り子関数、または子サブルーチンの

中に“ステップイン”したことになります。 

 

ではこの状態から、続いて ③「ステップオーバー」の動作を確認

します。[デバッグ] – [ステップオーバー] を選択するか、“F10” 

を押下します。すると今度は do 文の行で停止しました。この動

作で処理を１ステップ実行したことになります。デバッグでは通

常、変数の宣言などの行には止まりません。実際の処理内容がデ

バッグ実行対象となります。続いてステップオーバーを再度実行

すると次の行であるループ文の処理内容、つまり配列 aへの代入

処理に進みます。再度ステップオーバーすると代入処理を実行し

て次の行“end do”で止まります。さらに続いてステップオーバー

すると代入処理に戻り、再度ステップオーバーして“end do” ステップアウト（Shift+F10） 
に進みます。つまりプログラムの内容に従って実行されており、 

このループを抜けるにはステップオーバーを n回、つまり 1000

回繰り返さなければならなくなります。 

 

そこで、今度は ④「ステップアウト」の出番となります。 

[デバッグ] – [ステップアウト] を選択するか、または“Shift+F11”

を押下してください。すると init サブルーチンを抜けて親関数で

ある main プログラムに戻ってきました。この状態で init サブ

ルーチンの実行を完了して親関数に実行が戻されたことになります。 

そのまま今度は「ステップオーバー」を実行してください。すると次の行である mysum 関数の行に止まりま

す。この状態で次に「ステップーバー」を実行すると print文に進み、「ステップイン」すると mysum 関数

に入りますので確認してみてください。 

 

本節ではもうひとつ、便利なデバッグ実行の操作方法をご紹介します。 
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デバッグ実行を開始しこれまでの要領で、今度は mysum 関数内に入ってください（下の左図）。 

コード内容を見れば分かる通り、mysum 関数にも doループ文があり、ループ処理内にはさらに子関数“add3”

が存在し、mysum 関数の上で定義されています。Visual Studio 上からのデバッグでは、ブレークポイントを

使用しないである特定の行まで一気に実行するやり方があります。たとえば下の右図のように、add3関数の

“end function add3”の行まで実行したい場合は、その行を右クリックして表示されるメニューから [カーソ

ル行の前まで実行] を選択することで、デバッグ実行を進めることができます。この方法は、ブレークポイン

トをいちいち設定したくない場合や一時的に指定行まで実行を進めたいときに手軽に使用できる方法として

重宝します。 

 

 
 
 
 

本節の最後として、デバッグ実行開始の別な方法と、デバッグ実行の停止方法を説明します。 

デバッグ開始方法として、[デバッグ] – [デバッグ開始] の選択（ま

たは“F5”）をご紹介しましたが、そのほかの方法として「ステッ

プイン」または「ステップオーバー」実行が利用できます。こちら

の方法を使用した場合は、プログラムの先頭行に止まります。つま

り本サンプルコードの場合は“program main”に止まります。 

この方法では、デバッグ開始時にブレークポイントを必要としない

ので使いやすい場合もあります。 

 

デバッグ実行を途中で停止する場合は、右図のように [デバッグ] – 

[デバッグの停止] か [すべて中止] のどちらかを選択します。 
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３－４．データ内容の確認と編集 

本節では、変数や配列などのデータ値の確認と編集方法を説明します。 

まず、前節で説明したように、initサブルーチンにブレークポイントを設定してデバッグ実行を開始してくだ

さい。開始後すぐに“call init(a, n)”の行で停止します。また下図のように Visual Studio画面の下側に新た

なウィンドウがいくつか表示されます。その中で、[ローカル] ウィンドウをクリックして開いてください。

このローカルウィンドウは、プログラムの変数や配列などのデータ内容を表示します。以下の例では、配列 A

と変数 RESが表示されています。RESの値は現在まだ不定なのでデフォルト値が表示されています。 

 

 
 

配列 Aの内容を確認する場合は、ローカルウィンドウ内の配列 Aの左側にある記号“ ”をクリックして内

容を展開表示します。 

内容を確認すると各要素の値はすべてゼロに設定

されていることが分かります。表示を元に戻すに

は、“ ”記号をクリックします。 

また、ローカルウィンドウには変数の型も表示さ

れていることが分かります。本サンプルプログラ

ムでは、“REAL(4)”が使用されています。 
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次に initサブルーチンの中へステップイン実行してください。 

すると下の左図のように、ローカルウィンドウの表示内容が initサブルーチンの変数に切り替わります。ここ

では引数 Nの値が 1000であることが確認でき、do文のループ回数が 1000であることが分かります。また

変数 Iの値は不定値であることも確認できます。 

続いてステップオーバー実行して、do文の処理の中に入ります。 

すると下の中央図のように、不定値であった変数 Iの値が更新され、1になります。ローカルウィンドウでは、

更新されたデータの値が赤色で表示されます。このためステップ実行による処理の確認もすることができます。

この状態からステップオーバー実行を何回か続けると、変数 Iの値が doループ文によって増えている様子が

確認できます。 

また下の右図のように配列 Aの内容も同時に確認すると各要素の値が更新されている状況を確認できます。 

 

 
 
 

次に、initサブルーチンからステップアウトして mainの親関数に戻ります。

ここで、ソースコード上の変数 aにマウスカーソルを合わせてください。 

そうすると下図のようなポップアップが表示されます。そのま

ま“ ”記号をクリックすると a配列の内容がずらっと表示

されます。ここでは、初期化済みの各要素の値が確認できます。

このようにローカルウィンドウを使用しなくても確認したい

変数にマウスを合わせて表示させるやり方もあります。 
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次にデータ値の編集方法を説明します。 

現在の状態からステップオーバーで処理を進めます。以下の図のように、mysum 関数もステップオーバーし

て print文まで処理を進めます。この print文では、計算結果である RESの値を出力表示します。現在 RESの

値は“1004000”であることがローカルウィンドウから確認できます。この値を変更してみましょう。 

右下の図のようにRESの表示がある行を右クリックして、表示されるメニューから [値の編集] を選択します。

そうすると値の内容が編集可能状態となりますので、テキストを編集するように値の内容を変更します。ここ

では、“1005000”に変更します。 

 

 
 

RES の値を編集した後、ステップオーバーを実行して print文を実行すると、出力内容が“1005000”に変更

されていることが確認できます。 

 
 

ここでは、ローカルウィンドウを使用してデータの確認等を行いましたが、Visual Studio には下図のように複

数のウィンドウが用意されており、さまざまな情報を確認することができます。 

（※ 下図の [ウィンドウ] メニューに表示されるアイテムは、“デバッグ中”に表示されます） 
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４．最適化オプションを使用したコンパイル 

インテル® Visual Fortran コンパイラーには、プログラムの高速化を図るための最適化オプションが多数用意さ

れています。本章ではその中で代表的な最適化オプションを紹介します。また、実際にサンプルプログラムを

使用してそれらの最適化オプションの使用方法とその効果を見ていきます。なお、作業環境として本製品に付

属する Microsoft Visual Studio 2010* Shell（VS2010）を使用します。 

４－１．サンプルプログラムと作業準備 

本章では、以下の“matmul”サンプルプログラムを使用します。本サンプルプログラムは行列の積和演算を

行うものです。 

 
program matmul 
  implicit none 
   
  integer, parameter :: SIZE = 2048 
  real,dimension(SIZE,SIZE) :: a,b,c 
  real*8 clock_start, clock_end 
  integer i, j, k 
  real*8 dclock 
   
  write (*, '(/,A,I0,/)') "＜Matmul 計算開始＞ SIZE = ", SIZE 
 
  clock_start = dclock() 
 
  ! 初期化処理 
  do i=1, SIZE 
    do j=1, SIZE 
      a(j,i) = 1.0 
      b(j,i) = i 
      c(j,i) = 0.0 
    end do 
  end do 
 
  ! 行列積和演算 
  do i=1, SIZE 
    do k=1, SIZE 
      do j=1, SIZE 
        c(j,i) = c(j,i) + a(k,i) * b(j,k) 
      end do 
    end do 
  end do 
 
  clock_end = dclock() 
 
  write (*,*) "計算結果 = ", c(SIZE, SIZE) 
  write (*,*) "計算時間 = ", (clock_end - clock_start), "[秒]" 
  write (*,*) "" 
 
end program matmul 
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本サンプルプログラムの概要を説明しますと、データサイズが 2048×2048の配列 a、b、cが宣言され、そ

れら配列データの初期化処理があり、その後 3重ループ内で、配列 aと bの掛け算結果を配列 cへ足し込む処

理、つまり行列の積和演算を行っています。また、配列の初期化処理と行列積和演算にかかる計算時間を dclock

関数を使用して計測しています。最後に計算結果と計算時間を表示しています。 

 

それでは、この“matmul”プログラムを Visual Studioからビルドできるようにプロジェクトの新規作成を行

います。手順を以下に示します。 

1. まず Visual Studio を起動します。もし、この手順が分からない場合は、「２－３．Visual Studio から

のビルド」を参照してください。 

2. VS2010 のメニューから、[ファイル] - [新規作成] - [プロジェクト] を選択して [新しいプロジェクト] 

ダイアログを表示します。表示されるダイアログから [コンソール・アプリケーション] を選択し、続

いて [空のプロジェクト] を選択します。また、プロジェクトの「名前」として“matmul”を指定し、

プロジェクトを作成する「場所」は、ここでは“C:¥work¥”とします。また [ソリューションのディ

レクトリを作成] チェックボックスはオフにしています。最後に [OK] ボタンをクリックします。 

 

3. 作成したプロジェクトに“matmul”プログラムを新規作成します。 [ソリューション エクスプロー

ラー] から “ソースファイル” を右クリックして表示されるメニューから [追加] – [新しい項目] を選

択します。 
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4. 表示されるダイアログから下図のように [Fortran 自由形式ファイル（.f90）] を選択します。またファ

イル名として“matmul.f90”を記入します。最後に [追加] ボタンをクリックします。 

 

5. ここまでの作業で、作成した“matmul”プロジェクトに空の“matmul.f90”ファイルが追加されまし

たので、次に本サンプルプログラムである“matmul”プログラムのコードを書き加えます。 
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6. “matmul”プログラムコードの準備ができたら、“Debug”構成でプロジェクトをビルドし、ビルド

が正常終了したら「デバッグなしで開始」でプログラムを実行してください。ビルド手順とプログラ

ムの実行手順が分からない場合は、「２－３．Visual Studio からのビルド」を参照してください。

“Debug”構成での本プログラムの実行は長い時間を要する場合があります。本ドキュメントで使用

している「インテル® Core i7 」でも約 2分程度かかっています。出力される内容には、SIZE変数の値

と計算結果、そして計算時間が表示されます。 

 
 

本章では、最適化オプションを使用して、ここで得られた計算時間を短くすることを目的とします。 

 

４－２．プロジェクト プロパティページ 

最適化オプションを使用する前に、プロジェクトのプロパティページについて説明します。 

プロジェクトのプロパティページとは、簡単に言うと、「プロジェクトをどのようにビルドするのか」という

内容を設定するものです。コンパイラーおよびリンカーはこの設定内容に従ってコードを生成します。本章で

実施する最適化オプションの設定は、このプロパティページを使用して行います。 

また、プロパティページは「ビルド構成」という単位で管理されています。プロジェク

トを新規作成した場合、デフォルトで“Debug”と“Release”という 2つのビルド構

成が作成され、それぞれのプロパティページが用意されます。通常“Debug”構成は文

字通りプログラムのデバッグをするために使用し、デバッグ作業が完了したプログラム

に対して“Release”構成を使用してビルドを行います。それぞれの構成のプロパティ

ページの内容は、おおよそ以下のように設定されています。 

 “Debug”構成 … 最適化オプションなしで、デバッグオプションあり（デバッグ目的重視） 

 “Release”構成 … 最適化オプションありで、デバッグオプションなし（パフォーマンス重視） 

 

それでは以下にプロジェクト プロパティページの開き方と内容を説明します。 

まず対象のプロジェクトをクリックしてハイライトさせてから、[プロジェクト] – [プロパティ] を選択します。

または、プロジェクトを右クリックして表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。 
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 または、  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上の図が“matmul”プロジェクトのプロパティページです。プロパティページの左上に「構成」項目があり、

その内容が“アクティブ（Debug）”とあります。これは、「Visual Studio 上で現在選択されているビルド構

成が“Debug”であり、その“Debug”構成のプロパティページ内容を表示している」という意味になります。

また、プロパティページの左側には [構成プロパティ] ウィンドウがあり、その中の [Fortran] 項目がインテ

ル® Visual Fortran コンパイラーに対するコンパイル設定項目になります。設定項目は多数存在し各項目の内容

は右側のウィンドウに表示されます。ここに表示されるそれぞれの内容がコンパイルオプションとなります。 

本章では、これら多数存在する設定項目の中から、最適化に関する代表的なオプションを使用してプログラム

の高速化を図ります。 
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４－３．“Release”構成によるビルド 

ここでは、ビルド構成を“Release”に変更して、計算時間がどの程度向上するのか検証します。それでは、

プロジェクトの構成を“Debug”構成から“Release”構成に切り替えてビルドを行ってください。 

 

 
 

ビルドが正常終了していることを確認したら「デバッグなしで開始」を実行してください。 

 

 
 

プログラムの実行結果を見ると、“Debug”構成の結果と比較して、計算時間が大幅に短縮されていることが

分かります。これは“Release”構成のプロパティページに設定されている最適化オプションによるものです。

それでは、“Release”構成で使用されている最適化オプションを確認してみます。 
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“Debug”と“Release”構成のプロパティページを見比べてみると分かるように、[最適化] 項目の [最適化] オ

プションの内容が異なっています。“Debug”構成では“無効（/Od）”が設定されているのに対して、“Release”

構成では“実行速度”となっています。この最適化オプションを使用することでプログラムの実行速度が飛躍

的に向上します。 

なお、“実行速度”のコンパイルオプション名は“/O2”です。つまり“Debug”から“Release”構成に切り

替えることで、最適化のコンパイルオプションが“/Od”→ “/O2”に変更され、高速実行が可能なプログラ

ムが生成されたことになります。 

４－４．自動ベクトル化オプション 

本節では、自動ベクトル化オプションを使用してパフォーマンスの効果を検証します。自動ベクトル化とはイ

ンテル® コンパイラーがコンパイル時に自動で SIMD演算コードを生成する機能です。 

SIMDとは Single Instruction Multiple Dataの略で、文字通り単一命令で複数のデータを処理できるので、通常の

スカラー演算と比べると処理効率が向上します。たとえば以下のようなコード例で、配列 aと配列 bの足し算

の結果を配列 cに代入する作業を max回繰り返すような処理の場合、スカラー演算では 1命令で 1データを

扱うので、このループ処理を max回実行します。一方 SIMD演算では 1命令で複数の要素データを扱うことが

できます。この例では配列の４つの要素をまとめて 1命令で演算しており、よってループ処理を max / 4回繰

り返すことで完了します。 

 
 

（スカラー演算の場合） do i = 1, max 

    c(i) = a(i) + b(i) 

end do 

 （SIMD演算の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インテル® コンパイラーの自動ベクトル化機能では、上記のような SIMD演算が可能な処理をコードから探し

出し、自動でベクトル化コードに変換しようとします。なお、ベクトル化は通常コード内のループ処理に対し

て適用されます。 
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また、SIMD演算では特別な演算命令が使用されます。この特別な演算命令は年々CPUの進化と共に新しい命

令が追加されており、現在では以下のようなバージョンの命令セットが存在します。 

 SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AVX、（AVX2） 

プロセッサーの種類によって搭載される命令セットが異なり、たとえば、第1世代のCore iプロセッサーでは、

SSE4.1または 4.2 までの命令セットが搭載され、第２世代の Core iプロセッサーでは AVXまでの命令セット

がすべて搭載されています。（※ 次世代のプロセッサーには AVX2命令セットが搭載される予定です） 

なお、本ドキュメントで使用しているインテル® Core™ i7-2600 プロセッサーは第２世代の Core iプロセッサー

であり、よって AVXまでの命令がサポートされています。 

インテル® コンパイラーの自動ベクトル化オプションは、これら命令セットのバージョンごとに用意されてい

ます。下図のように、プロパティページから [Fortran] – [コード生成] – [指定された命令セットの専用コード生

成] の内容を開いてください。 

 
 

自動ベクトル化オプションを指定する場合は、プログラムを実行するプロセッサーの命令セットを選択するこ

とが推奨されます。プロセッサーに搭載される命令セットは、ベンチマークソフトなどのツールを利用して確

認することができます。また、コンパイル作業を実施する PC上でプログラムを実行させる場合は、上図のオ

プション選択画面の一番下にある“コンパイルを実行しているプロセッサー（/QxHost）”を選択することで、

その PCに搭載される命令セットをコンパイラーがコンパイル時に調べて適切なオプションに切り替えてくれ

ます。たとえば、本ドキュメントで使用しているプロセッサーでこの“/QxHost”オプションを選択した場合

は、自動で“/QxAVX”のオプションに切り替えてくれます。よって本節では“/QxHost”オプションを選択し

てコンパイルを行います。“/QxHost”オプションを選択してください。 

（※ コンパイル作業を行う PCと作成したプログラムを実行する PCが異なる場合は、実行する PC側の CPU

命令セットをあらかじめ確認して、正しいオプションを選択してビルドする必要があります。） 
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また、自動ベクトル化オプションに加えてここでは自動ベクトル化の「レポートオプション」も指定します。

自動ベクトル化のレポートオプションとは、コンパイラーによる自動ベクトル化機能の結果を表示させる機能

です。通常ベクトル化はコード内のループ処理に対して適用されますが、すべてのループ処理がベクトル化さ

れるわけではありません。ループ処理内容によってベクトル化できない場合も多々あります。レポートオプ

ションを使用することによって、どのループがベクトル化されたのか、されなかったのか、またされなかった

場合はその理由などを表示することができます。 

以下のように、[診断] – [ベクトライザーの診断レベル] から“ベクトル化に成功または失敗したループ（2）

（/Qvec-report2）”を選択してください。 

 

 
 

オプション名の一番後ろにある数字は表示レベルを意味しています。この数字が大きいほど詳細なレポートを

表示します。ここではレベル２を選択しています。 

 

それでは、“/QxHost”と“/Qvec-report2”オプションを使用してプロジェクトをビルドしてください。 

ビルドが実行されると、[出力] ウィンドウに自動ベクトル化のレポート内容が表示されます。出力内容を確

認するとベクトル化されたループと、されなかったループの情報が、ソースコードの行番号と共にレポートさ

れています。このレポート内容をマウスでダブルクリックするとソースコード上のその行にカーソルが移動し

ます。今回自動ベクトル化された箇所を確認すると、初期化処理の内側ループと行列積和演算の内側ループの

2箇所がベクトル化されたことが分かります。 
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それでは、実行してタイムを確認してみましょう。 

 
 

ここではそれほど大きな速度向上はありませんが、単純に“Release”構成でビルドしたプログラムよりは計

算時間は短くなっています。この自動ベクトル化による効果は、実行するプロセッサーによって変わりますの

で注意が必要です。本ドキュメントで使用しているプロセッサーは AVX命令セットを搭載しています。 

 

Note：単純に“Release”構成でビルドした場合でも、実際は暗黙的に自動ベクトル化のオプション

（/arch:SSE2）が内部で指定されています。この状況は本節で使用した“/QxHost”を外して

“/Qvec-report2”のみ残してビルドし、表示されるレポート内容で確認できます。この

“/arch:SSE2”オプションは“/O2”を選択すると暗黙的に指定されます。本節で説明した自

動ベクトル化オプションを明示的に指定することで、このオプションを上書きしています。 
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４－５．自動並列化オプション 

それでは次に、自動並列化機能を使用してパフォーマンスを検証します。自動並列化することでマルチコア、

マルチプロセッサー上で効果的なプログラムを作成することができます。 

自動並列化のオプションは“/Qparallel”です。 

以下のようにプロパティページの [Fortran] – [最適化] – [並列化] から“/Qparallel”を選択してください。 

 

 
 

また、自動ベクトル化同様、自動並列化に対してもレポートオプションがあります。以下のように [診断] – [自

動パラレライザーの診断レベル] から“/Qpar-report2”を選択してください。 
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オプションの設定が完了したら、プロジェクトをビルドしてください。 

 
 

[出力] ウィンドウ内に自動並列化のレポート内容が出力されています。内容を確認すると初期化処理の外側

ループ、および行列積和演算の一番外側のループが自動並列化されたことが分かります。 

 

Note：多重ループの場合、通常、自動ベクトル化は一番内側のループ、自動並列化は一番外側のルー

プに適用されます。 

 

それではこのプログラムを実行してパフォーマンスを確かめます。 

 

 
 

結果を見ると数倍の速度向上が得られています。これは並列化することにより処理（タスク）を複数のコアに

分散して効率よく計算することができるからです。 
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「タスクマネージャー」を起動して CPU使用率を見ながら本プログラムを実行するとすべてのコアを使用し

ている様子が確認できます。実行がすぐ終了してしまい状況の確認が難しい場合は、ソースコードの配列のサ

イズ（SIZE）の値を適当に調節してください。 

右の図は“SIZE = 4096”に変更し、8コアすべて

が使用され、CPU使用率が 100%になっている状態

を示しています。 

 

Note：自動並列化オプションに関する有益なオプションを１つ紹介します。 

 自動並列化を使用してコンパイルを実施したとき、以下のようなレポートメッセージが表示

される場合があります。 

 “remark: ループは並列化されませんでした: 計算量が不足しています。” 

 これは「処理の計算量が不足しているため並列化を行うことで逆にパフォーマンスが低下す

る可能性がある」とコンパイラーが判断したためです。並列化を行うためにコンパイラーは

並列実行をつかさどる一連の処理をプログラムに埋め込む必要があります。この処理は本来

プログラムに記述されていない余分な実行処理となります。このような余分な実行処理を一

般的にオーバーヘッドといいますが、並列化を実装する上でこのオーバーヘッドは避けるこ

とができません。このような背景の下、もしループ回数が少ないなど、計算処理量が少ない

場合はこのオーバーヘッドにかかる実行時間の方が大きくなり並列化しないほうが効率良い

動作となるケースもあります。このため自動並列化機能では処理の効率性を事前にテストし

て条件に見合った処理のみ並列化を実装します。このテスト内容は基本的にコンパイラーの

仕様となりますが、条件のレベル（閾値）はユーザーがある程度調節することができます。

この閾値を操作するオプションが“/Qpar-threshold:n”です。デフォルトでは閾値が 100にセッ

トされ“/Qpar-threshold:100”となっていますが、たとえば“/Qpar-threshold:90”として閾

値を少し下げることで、これまで自動並列化されなかった処理が並列化される場合がありま

す。Visual Studio から指定する場合は [Fortran] – [最適化] – [自動並列化のしきい値] に値を

指定します。指定する値は自動並列化のレポート結果と実際の実行速度を確認しながら決定

する必要があります。 

  
 

 

Copyright © 1998-2013 XLsoft Corporation. All Rights Reserved.                                   36 / 53 



４－６．高レベルの最適化オプション 

さらにここでは、「高レベルの最適化オプション」を紹介します。 

このオプションは“Release”構成のデフォルトオプションである“/O2”オプションの上位オプションとして

位置づけられ、オプション名は“/O3”となります。本オプションはデフォルトの“/O2”オプションに加え

さらなる最適化を実施します。このオプションでは特に CPUのキャッシュを有効利用できるよう、大きな配

列データを扱うループ処理の変換などを行います。また、自動ベクトル化や自動並列化と併用することでそれ

ぞれの機能を支援する役割を果たす場合もあります。 

本オプションは、プロパティページの [Fortran] – [最適化] – [最適化] から“実行速度および高レベルの最適化

（/O3）”を選択します。 

 

 
 

オプションの設定が完了したらプロジェクトをビルドして実行してください。 

 

 
 

計算時間を確認するとさらにパフォーマンスが改善されています。これは“/O3”オプションによって行列積

和演算の処理がさらに最適化され、より高速なコードに変換されているためです。 

もし本オプションによる最適化詳細情報を確認したい場合は、プロパティページの [Fortran] – [診断] – [最適化

診断レベル] から“/Qopt-report:3”を選択してビルドし、出力内容を確認してください。 
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５．関連情報 

ここでは、本製品を使用する上での、その他の基本情報をいくつか説明します。 

５－１．固定形式と自由形式 

インテル® Visual Fortran コンパイラーは、ファイルの拡張子によりコンパイル方法を決定しています。 

例えば、ソースファイルは固定形式／自由形式フォーマットでそれぞれ以下の拡張子が使用されます。 

固定形式フォーマット： .for .f .fpp （例 prog.for prog.f prog.fpp） 

自由形式フォーマット： .f90  （例 prog.f90） 

 

Visual Studio では、[ツール] – [オプション] を選択して表示される [オプション] ダイアログから、[インテル

(R) Composer XE] – [Visual Fortran] – [全般] の項目に固定形式と自由形式で使用されるファイルの拡張子が明

記されています。コンパイラーはこの内容に従ってコンパイルを実施します。もし拡張子を変更／追加したい

場合は、この設定内容を修正することができます。 

 
   

 

また、下図のようにプロパティページからコンパイルオプションを使用して、コンパイラーに直接指定するこ

ともできます。“ファイル拡張子を使用”を選択した場合は上記の設定内容に従う動作となります。 
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５－２．64ビット（インテル® 64）プログラムの作成方法 

インテル® コンパイラーでは、64ビットのプログラムを簡単に作成することができます。64 ビットのプログ

ラムでは、２Gバイト以上の大きなデータを扱うことができます。また、64ビットにすることでプログラム

によっては、32ビットより高速になる場合もあります。なお、64ビットのアプリケーションを実行する場合

は、Windows OSも 64ビットである必要があります。 

 

コマンドラインからインテル® Visual Fortran コンパイラーを使用して

64 ビットのプログラムを作成する場合は、Windows [スタート] メ

ニューから [プログラム] > [Intel Parallel Studio XE 2013] > [Command 

Prompt] > [インテル(R) コンパイラー XE 13.0 Update 1] > [インテル(R) 

64 Visual Studio 2010 モード] などのインテル 64 アーキテクチャー用

コマンドプロンプトを選択してください。このコマンドプロンプトでは、

インテル® 64プログラムをビルドするに必要な環境変数の設定が完了

しています。 

 

Visual Studio から 64ビットのプログラムを作成する場合は、64ビットのプログラム作成用の新たな“ビルド

構成”を作成します。新しいビルド構成作成は、「構成マネージャー」を通して行います。 

「構成マネージャー」の起動方法は、以下の図のように現在“Win32”と表示されている窓を開いて“構成マ

ネージャー”を選択するか、または [ビルド] メニューから“構成マネージャー”を選択します。 

 

 または  

 

「構成マネージャー」の画面を開くと、[アクティブ ソリューション構成] と [アクティブ ソリューションプ

ラットフォーム] と書かれた項目が表示されます。[アクティブ ソリューション構成] には、前の章で説明し

たように、“Debug”と“Release”が存在します。 

ここでは、[アクティブ ソリューションプラットフォーム] の内容に変更を加えます。 
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まず、 [アクティブ ソリューションプラットフォーム] から“<新規作成…>”を選択して [新しいソリューショ

ン プラットフォーム] 画面を開きます。同画面で、下の右図のように新しいプラットフォームに“x64”の表

記があることを確認して [OK] ボタンをクリックし、構成マネージャー画面で [閉じる] をクリックして作業

を完了します。 

 
    

 

Visual Studio のメイン画面に戻ると、右図のように“x64”が追加さ

れていることが確認できます。これで 64ビットのプログラムを作成

する準備が整いましたので、後は通常の手順でビルドを実施します。 
 

実際に、64ビット用のインテル® コンパイ

ラーが使用されているかを確認したい場合は、

右図のようにプロパティページを開いて、

[Fortran] – [全般] – [著作権情報の非表示] の値

を“いいえ”に変更してビルドします。 

 

下図のように [出力] 画面でインテル® 64 用インテルコンパイラー が使用されていることが確認できます。 
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５－３．実行時（ランタイム）エラーの対処法 

プログラムの実行時にエラーが発生した場合、Fortranランタイムシステムがエラーメッセージを表示します。

たとえば入力ファイルが見つからなかった場合、以下のようなメッセージが表示されます。 

 
 

メッセージには発生したエラーの内容と、エラー発生箇所を特定するために問題の処理を呼び出した親ルーチ

ンを遡った内容、つまり問題発生経路情報を表示します。この呼び出し親ルーチンを遡ることをトレースバッ

クといいますが上のメッセージ内容は“Unknown”と表示された内容が多く、エラー発生箇所を特定すること

が難しくなっています。そこで、“/traceback”というオプションを使用することでより詳細なメッセージ内

容を表示させることができます。 

Visual Studio からは以下のように [Fortran] – [ランタイム] – [トレースバック情報の生成] から指定できます。 

 
 

本オプションを設定してビルドしたプログラムを実行すると、以下のようなメッセージ内容となります。 
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“/traceback”オプションを付加することで問題発生箇所のルーチン名とソースファイル名、またソースコー

ド上の行番号が明記されます。 

なお、このオプションを使用する場合は注意が必要となり、以下のように [リンカー] – [全般] – [インクリメン

タル・リンクを有効にする] が“いいえ”に設定されている必要があります。もし“いいえ”に設定されてい

ない場合は“/traceback”オプションを指定していても機能しませんので注意してください。 

 
 

Fortranランタイムシステムが通常検出するエラー内容に加えて、さらにプログラムの実行時にチェックする

項目を追加することもできます。下図のように [Fortran] – [ランタイム] には複数のチェック項目が用意され

ています。たとえば [配列と文字列範囲のチェック] を“はい”にすると、実行中に設定した配列や文字列の

大きさを超えてアクセスした場合エラーメッセージが表示され、 [初期化されていない変数のチェック] を

“はい”にすると、未初期化変数に対して書き込みをする前に読み込みを行った時にエラーメッセージが表示

されます。なお以下の図で [ランタイム・エラー・チェック] が“カスタム”に設定されていますが、これを

“すべて”に変更して、以下すべてのチェック項目を有効にすることもできます。 

 
 
 

Note：Fortranランタイムシステムによって表示されるエラーメッセージのリスト一覧は、インテル® 

Fortran 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・リファレンス] > [エ

ラー処理] > [ランタイムエラーの処理] > [ランタイム・エラー・メッセージのリスト] から参

照することができます。 
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５－４．ランタイムライブラリーと再配布可能ファイル 

作成したプログラムがコンパイルを実施した開発 PCでは実行できるが、別な PC上では動作しないというこ

とが発生する場合があります。たとえば、インテル® Visual Fortranコンパイラーで自動並列化を行ったプログ

ラムや OpenMPを使用して作成したプログラムを、コンパイル作業を行った PC以外で実行しようとすると以

下のようなエラーメッセージが表示されるケースがあります。 

 
 

これはプログラムが実行するために必要がランタイムライブラリーが不足しているために起きています。この

場合、まずプログラムの実行に必要なランタイムライブラリーを調べる必要があります。ランタイムライブラ

リーを調べるツールとしてたとえば「Dependency Walker」というフリーウェアが利用できます。 

下図のように Dependency Walker で実行ファイル（MATMUL.EXE）を調べると、大きく 3つのランタイムラ

イブラリーを必要としており、そのうち“LIBIOMP5MD.DLL”が不足していることがわかります。 

（※ ランタイムライブラリーは通常、ダイナミック・リンク・ライブラリー（DLL）となっています） 

 
 

なお、この“LIBIOMP5MD.DLL”はインテル® Visual Fortran コンパイラーが提供する OpenMPのランタイムラ

イブラリーで自動並列化や OpenMPを使用した場合必ず必要となるファイルです。プログラムを実行する際は

このファイルが実行 PC上に存在しなければなりません。つまりこのファイルを実行 PC側へ再配布する必要

があります。インテル® Visual Fortran コンパイラーでは再配布可能ファイルが決められており以下のファイル

（fredist.txt）に再配布可能ファイルの一覧が明記されています。 

“C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥Documentation¥en_US¥fredist.txt” 

 

上記のファイルによると“LIBIOMP5MD.DLL”は再配布可能ファイルなので、再配布可能ファイルが存在する

フォルダーからこのランタイムライブラリーをコピーして実行 PCに再配布することができます。 
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本製品をデフォルトインストールした場合、インテル® Visual Fortran コンパイラーの再配布可能ファイルは以

下のフォルダーに存在します。 

“C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥redist¥ia32¥compiler” （32ビットプログラム用） 

“C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥redist¥intel64¥compiler” （64ビットプログラム用） 

 
 

再配布する場合、実行 PC側でランタイムライブラリーを格納する場所に注意が必要です。ランタイムライブ

ラリーは実行プログラムと同じフォルダー内に置くか、またはシステム環境変数（PATH）に設定されたフォ

ルダー内に配置する必要があります。一般的には実行プログラムと同じフォルダー内に置く方が簡単です。 

または、インテル・レジストレーション・センター（https://registrationcenter.intel.com/）にアクセスして自

分のアカウントにログインし、本製品ページに表示される以下の「再配布可能ファイルパッケージ」を利用す

ることもできます。 

 

「再配布可能ファイルパッケージ」：w_fcompxe_redist_msi_2013.X.XXX.zip（Xは各種バージョン番号） 

 
 

上記のパッケージを実行 PC側にコピーして解凍すると以下の 2つのファイルが表示されるので、実行するプ

ログラムタイプ（32ビット／64ビット）に応じたファイルをダブルクリックしてインストールします。 

 w_fcompxe_redist_ia32_2013.1.119.msi （32ビットプログラム実行用） 

 w_fcompxe_redist_intel64_2013.1.119.msi （64ビットプログラム実行用） 

 

これらの再配布可能ファイルパッケージをインストールすると、再配布可能なすべてのランタイムライブラ

リーが以下のフォルダーに格納され、またシステム環境変数（PATH）に適切なパスが設定されるので実行プ

ログラムを問題なく動作させることができます。 

“C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Intel¥Shared Libraries¥redist” 

 

この再配布可能ファイルパッケージをインストールすることで、コンパイル作業を行った開発 PC側と同様な

実行環境が構築できたことになります。 

 

Copyright © 1998-2013 XLsoft Corporation. All Rights Reserved.                                   44 / 53 

https://registrationcenter.intel.com/


５－５．スタック・オーバーフロー問題 

ここでは、スタック・オーバーフローが発生した場合の解決策を説明します。たとえば以下のようなサンプル

コード（StackOverflow.f90）を考えます。 

 program main 
  implicit none 
  call calc(1000000) 
contains 
  subroutine calc(n) 
    integer, intent(in) :: n 
    integer, dimension(n) :: a, b 
    a = 4 
    b = 4 
    a = a + b 
    print *, "sum=", sum(a) 
  end subroutine calc 
end program main 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このサンプルをビルドして実行すると以下のようにスタック・オーバーフローのメッセージが表示されます。 

 
 

MAINルーチンの 3行目の“calc”サブルーチンをコールしている箇所でスタック・オーバーフローが発生し

ています。これはサブルーチン引数を配列サイズとする２つの配列データ（aとｂ）がデフォルトのスタック

サイズを超過していることに起因しています。デフォルトのスタックサイズは通常 1Mバイトとなっており、

このサンプルでは整数型（4バイト）の配列 aと bがそれぞれ 1,000,000要素のデータサイズを宣言している

ので合計8Mバイトの容量を必要としています。そこで使用可能なスタックサイズを変更する必要があります。 

Visual Studioからスタックサイズを変更する場合は、以下のようにプロパティページの[リンカー] – [システム] 

– [スタックのサイズの設定] に値を指定します。 
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ここでは、10000000（10Mバイト）を指定しています。 

設定後、リビルドして正常終了を確認し、実行すると今度は正常にプログラムが実行されます。 

 
 

Note：スタックサイズの設定をコマンドラインから指定する場合は、/Fn コンパイルオプションを

使用して以下のように指定することができます。 
 > ifort  /F10000000  StackOverflow.f90 
 

 

また、別な解決策として“/heap-arrays”コンパイルオプションを使用することもできます。このオプション

を使用することで配列データをスタック領域ではなく動的領域（ヒープ領域）に配置することができます。 

このオプションの指定は、プロパティページから [Fortran] – [最適化] – [ヒープ配列] の値を“0”に設定しま

す。設定が完了したらビルドして実行し、結果を確認してください。 

 
 

なお、上記の“/heap-arrays”オプションを使用しないで、手動でコードを以下のように修正することでスタッ

ク・オーバーフローを回避することもできます。配列 aと bを allocate文で動的割付けを行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

program main 
  implicit none 
  call calc(1000000) 
contains 
  subroutine calc(n) 
    integer, intent(in) :: n 
    integer, dimension(n) :: a, b 
    a = 4 
    b = 4 
    a = a + b 
    print *, "sum=", sum(a) 
  end subroutine calc 
end program main 
 

program main 
  implicit none 
  call calc(1000000) 
contains 
  subroutine calc(n) 
    integer, intent(in) :: n 
    integer, dimension(:), allocatable :: a, b 
    allocate(a(n), b(n)) 
    a = 4 
    b = 4 
    a = a + b 
    print *, "sum=", sum(a) 
  end subroutine calc 
end program main 
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５－６．2Gバイトを超す大きなデータの利用 

2Gバイトを超す大きなデータを使用する場合は、64ビットのプログラムを作成する必要があります。32ビッ

トのプログラムでは使用することはできません。ただし、64ビットのプログラムでも配列の宣言方法によっ

て 2Gバイトの制限となるケースがあるので注意が必要です。 

program bigdata 
  implicit none 
  integer,dimension(500000000) :: a 
  a(1) = 1 
  print *, "a(1)=", a(1) 
end program bigdata 
 

右のようなサンプルコード（BigData.f90）を考えます。

本サンプルコードでは整数型（4バイト）の配列 aを

500,000,000要素宣言しており、合計約2Gバイトのデー

タを使用しています。 

 

このサンプルを“x64”構成でビルドして実行しても、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

 
 

これは、Windows OS の仕様で、静的な領域は（32ビット、64ビットシステムに関わらず）2Gバイトの制限

があるためです。インテル® Visual Fortran コンパイラーでは、配列は通常、静的領域に割り当てられます。

2Gバイト以上のデータを使用する場合は、配列を動的領域（ヒープ領域）に割り当てる必要があります。 

本サンプルコードでは以下のように配列 aを allocate文を使用して動的割付けを行います。 

 
 
 
 
 
 
 

program bigdata 
  implicit none 
  integer,dimension(500000000) :: a 
  a(1) = 1 
  print *, "a(1)=", a(1) 
end program bigdata 
 

program bigdata 
  implicit none 
  integer,allocatable,dimension(:) :: a 
  allocate( a(500000000) ) 
  a(1) = 1 
  print *, "a(1)=", a(1) 
end program bigdata 
  

この変更で今度は正しくプログラムを実行させることができます。 

（※ 64ビットのプログラムを動作させるには、64ビットの Windows OSが必要です） 
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なお、動的領域に割り当てられるサイズはシステムに搭載される「実装メモリー」と「仮想メモリー」の大き

さに依存します。本ドキュメントで使用しているシステムの場合、実装メモリーが“16.0 Gバイト”搭載され

ており、仮想メモリーは“16.1 Gバイト”に設定されています。動的領域に割り当て可能なサイズはおおよそ

実装メモリーと仮想メモリーの合計となります。（※ 割り当て可能なサイズはシステムの状況により変動す

る場合があります） 

実装メモリーの大きさは、「コントロールパ

ネル」を開いて、[システムとセキュリティ] – 

[システム] を選択して表示される画面から

確認できます（左図）。また、仮想メモリー

の大きさは、左図上の [システムの詳細設定] 

から下の図のように進むと現在の設定内容

を確認することができます。 

本システムの場合、実装メモリーと仮想メモ

リーの合計が約 32Gバイトとなります。 

 
 

     
 

本サンプルにおいて、配列 aの要素数を“7,800,000,000”程度に上げてサイズを 32Gバイトに近づけると、

仮想メモリー不足のエラーメッセージが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

program bigdata 
  implicit none 
  integer,allocatable,dimension(:) :: a 
  allocate( a(7800000000) ) 
  a(1) = 1 
  print *, "a(1)=", a(1) 
end program bigdata 
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５－７．Compaq* Visual Fortran との違い 

インテル® Visual Fortran（IVF）コンパイラーは、Compaq* Visual Fortran（CVF）コンパイラーの後継製品であ

るため CVFコンパイラーに対して非常に高い互換性があります。そのため通常は CVFのコードをそのままイ

ンテル® Visual Fortran コンパイラーでコンパイルすることができますが、場合によってはソースコードの変更

やコンパイラーオプションの調整が必要になるケースもあります。CVFコンパイラーから IVFコンパイラーに

移行する際の注意点は、以下のインテル社の記事（英語）に細かく纏められています。 

http://software.intel.com/en-us/articles/migrating-from-compaq-visual-fortran

ここでは、その中でも特にコンパイラー動作の違いについて 3点説明します。 

１．引数チェック範囲 

関数やサブルーチンをコールする際の引数チェック

について、CVFでは同一ソースファイル内に限定して

チェックを行いましたが、IVFではソースファイル間

のチェックも実施します。そのため CVFではなかった

エラーが IVFで表示されるケースがあります。この違

いの回避策としてプロパティページから [Fortran] – 

[診断] – [ルーチン・インターフェイスのチェック] を

“いいえ”に設定します。 

２．ローカル変数の扱い 

CVFではローカル変数は静的扱いとなりま

す。そのためたとえば一度関数を抜けて再

度その関数がコールされた場合その関数の

ローカル変数は前回の値を保持しています。

また静的扱いの変数は初期値に 0が自動で

設定されます。この動作を前提に作成されたプログラムは IVFでは異なる結果を導きます。この違いの回

避策として [Fortran] – [データ] – [ローカル変数の格納場所] に“/Qsave”を設定します。 

３．浮動小数点演算 

浮動小数点演算に CVFでは x87命令を使用し

ますが、IVFでは SSE命令を使用します。この

違いで結果や挙動に違いが発生する場合があ

ります。回避策としては [Fortran] – [浮動小数

点] – [浮動小数点モデル] を“/fp:source”にし

[Fortan] – [コード生成] – [拡張命令セットを有

効にする] を“/arch:IA32”に設定します。 
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５－８．ドキュメントの参照方法 

インストールされるドキュメントを参照するには、Windows [スタート] メニューからアクセスしてください。 

“Getting Started”からは、製品リリースノートや付属するサンプルプログラムの紹介、また製品に関する各

種情報サイトへのリンクが貼られています。その他、本製品にバンドルされる数値演算ライブラリー（MKL）

へのマニュアルや各種チュートリアルも参照可能です。Visual Studio上からは、[ヘルプ] メニューから『イン

テル(R) Visual Fortran Composer XE 2013 のヘルプ』への参照が可能です。 

 
    

 

また、Visual Studioから、“F1”キーによる状況依存ヘルプ機能が利用できます。これは、例えば以下のよう

にプロジェクトのプロパティページで [浮動小数点モデル] をクリックしてフォーカスを置いた状態で、キー

ボードの“F1”キーを押下することにより、『インテル® Visual Fortran コンパイラー・ドキュメント』がポッ

プアップされて選択した項目に関する内容が表示されます。 
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また、同様にソースコード内のキーワードをハイライトして、キーボードの“F1”キーを押下することによ

り、「インテル® Visual Fortran コンパイラー・ドキュメント」がポップアップされてキーワードに関する内容

を参照することができます。  

 

 
 

コマンドラインからは、以下のコマンドにてコンパイラーオプションに関するヘルプが表示されます。 

 
> ifort  /help 
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なお、製品ドキュメント一式がインストールされるフォルダーは、デフォルトでは以下のとおりです。 

 （x86システムの場合）“C:¥Program Files¥Intel¥Composer XE 2013¥Documentation” 

（x64システムの場合）“C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥Documentation” 

上記フォルダーには、下図のように“en_US”と“ja_JP”の 2つのフォルダーがあります。“en_US”フォル

ダーは英語を意味し、“ja_JP”は日本語を意味します。もし、英語のドキュメントを参照したい場合は、直接

この“en_US”フォルダーにアクセスしてください。 

 

 

５－９．付属サンプルプログラムについて 

インテル® Visual Fortran コンパイラーには、多くのサンプルプログラムが用意されています。 

デフォルトでは以下のディレクトリにインストールされます。 

 （x86システムの場合）“C:¥Program Files¥Intel¥Composer XE 2013¥Samples¥ja_JP¥Fortran” 

（x64システムの場合）“C:¥Program Files (x86)¥Intel¥Composer XE 2013¥Samples¥ja_JP¥Fortran” 

 

以下にインストールされるいくつかのサンプルプログラムを紹介します。 

 インテル® Fortran DLL ライブラリーのビルドサンプル 

 C メインプログラムから Fortran サブルーチンの呼び出しサンプル 

 Fortran メインプログラムから C サブルーチンの呼び出しサンプル 

 VB プログラムからインテル® Fortran DLL 関数の呼び出しサンプル 

 OpenGL* 使用サンプル 

 OpenMP 使用サンプル 

 Fortran 2008 Co-array 使用サンプル 

 QuickWin 使用サンプル 

サンプルコードに関する詳細は、上記ディレクトリにある“samples.htm”の内容

を参照してください。 
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６．最後に 

本ドキュメントを通してインテル® Visual Fortran コンパイラーの基本的な操作方法が理解できたかと思いま

す。今度は、更なるプログラムの高速化を求めて OpenMPやチューニングにもチャレンジしてください。 

以下に、今後の参考資料となる情報をご案内いたします。 

本製品に関しましてご質問・ご意見ございましたら以下のサイトからご連絡ください。 

 

お問い合わせ窓口： https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html
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『インテル® Visual Fortran Composer XE 2013 Windows 版 ドキュメント一覧』 

http://www.xlsoft.co.jp/jp/products/intel/compilers/fcw/index.html?tab=4
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http://software.intel.com/en-us/articles/memory-limits-applications-windows
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