
Copyright © 1998-2016 XLsoft Corporation. All Rights 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 

ー 入門ガイド ー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
エクセルソフト株式会社 

www.xlsoft.com 
  

インテル® Parallel Studio XE 2017 
Composer Edition for Fortran 

Windows 

http://www.xlsoft.com/�


Copyright © 1998-2016 XLsoft Corporation. All Rights 
 

  

目次 
1. はじめに   ............................................................................................................................................................................................ 1

2. コンパイル手順   .............................................................................................................................................................................. 2

2.1 サンプルプログラムについて   .......................................................................................................................................... 2

2.2 コマンドラインからのビルド   .......................................................................................................................................... 4

2.3 Visual Studio からのビルド   ............................................................................................................................................ 8

3. デバッグ作業   ................................................................................................................................................................................ 13

3.1 ソース行番号の表示   ......................................................................................................................................................... 13

3.2 ブレークポイントの設定   ................................................................................................................................................ 14

3.3 デバッグ実行の開始   ......................................................................................................................................................... 15

3.4 デバッグ実行時の操作   .................................................................................................................................................... 16

3.4.1 続行   ................................................................................................................................................................................ 16

3.4.2 ステップイン   .............................................................................................................................................................. 17

3.4.3 ステップオーバー   .................................................................................................................................................... 17

3.4.4 ステップアウト   ......................................................................................................................................................... 18

3.5 データ内容の確認   .............................................................................................................................................................. 19

3.6 データ内容の編集   .............................................................................................................................................................. 22

4. 最適化オプションを使用したコンパイル   ......................................................................................................................... 23

4.1 サンプルプログラムの準備   ........................................................................................................................................... 23

4.2 プロジェクト・プロパティページとビルド構成について   ............................................................................... 26

4.3 プロジェクト・プロパティページへのアクセスと設定項目   ........................................................................... 27

4.4 Release構成のビルド   ....................................................................................................................................................... 28

4.5 自動ベクトル化オプションと最適化診断レポートオプション   ...................................................................... 30

4.6 自動並列化オプション   .................................................................................................................................................... 34

4.7 高レベルの最適化オプション   ....................................................................................................................................... 37

5. 関連情報   ......................................................................................................................................................................................... 38

5.1 固定形式と自由形式   ......................................................................................................................................................... 38

5.2 64bitアプリケーションの作成   ..................................................................................................................................... 39

5.3 ランタイムエラーの対処   ................................................................................................................................................ 41

5.4 ランタイムライブラリーの不足と再配布可能ファイル   .................................................................................... 43

5.5 スタック・オーバーフロー   ........................................................................................................................................... 45

5.6 2GB以上のデータを扱うアプリケーション   ........................................................................................................... 48

5.7 Compaq Visual Fortran との違い   .............................................................................................................................. 49

5.7.1 引数チェック範囲   .................................................................................................................................................... 49

5.7.2 ローカル変数の扱い   ................................................................................................................................................ 50



Copyright © 1998-2016 XLsoft Corporation. All Rights 
 

  

5.7.3 浮動小数点数演算   .................................................................................................................................................... 50

6. 本製品付属ドキュメントの参照   ........................................................................................................................................... 51

7. お問い合わせ   ................................................................................................................................................................................ 52

8. 参考資料   ......................................................................................................................................................................................... 52
 

 



Copyright © 1998-2016 XLsoft Corporation. All Rights 
 

1  

1. はじめに 

インテル® Parallel Studio XE 2017 XE Composer Edition for Fortran Windows* (以下、本製品) は、インテ
ル® Visual Fortran コンパイラーと数値演算ライブラリー(インテル® MKL)を含むソフトウェア開発パッケー
ジです。本ドキュメントでは、インテル® Visual Fortran コンパイラーの基本的な使用方法や、デバッグ、
最適化オプションの設定方法などを説明しています。 
 

これからインテル® Visual Fortran コンパイラーを使い始める方や最適化機能に興味のある方を対象として
います。最適化機能を中心に確認したい場合には 4 章をご参照ください。また、その他の関連情報として、 

本製品を使用する上で役立つ情報も記載しています。 
 

ドキュメント内では下記の環境を使用しています。 

 

本製品をデフォルトの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します。 
 

C:¥Program Files (x86)¥IntelSWTools 
 

製品付属の Microsoft® Visual Studio® 2013* Shell や、本製品でサポートされるその他の Visual Studio® 製
品を使用している場合でも、基本的な操作は変わりません。 
  

[プロセッサー] :  

インテル® Core™ i7-6700 
 
[OS] 
Windows® 10 Professional 64bit 
 

[インテル® ソフトウェア開発製品] 

インテル® Parallel Studio XE 2017 Composer Edition for Fortran Windows Update1 
 

[Visual Studio® 製品] 
Microsoft® Visual Studio® 2015 Professional 
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2. コンパイル手順 

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について 
サンプルプログラムは下記の URL よりダウンロードします。 
https://software.intel.com/en-us/product-code-samples 
 

「Refine by」の下にある「Software Products」の  ボタンを押し、「Intel® Fortran Compiler」にチェッ
クを入れます。※ブラウザ画面を最大化していない場合、下図と同じ画面が表示されない場合があります。 

 

 

画面が切り替わったら、ページの一番下にある [Next] ボタンをクリックします。 

「Intel® Fortran Compiler – Interprocedural Optimization」の [For Windows*] をクリックしてサンプルプ
ログラムをダウンロードしてください。 

 

  

https://software.intel.com/en-us/product-code-samples�
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ダウンロードしたサンプルプログラムを適当なフォルダーにコピーして解凍します。ドキュメント内では C 

ドライブに work フォルダーを作成し、解凍後のフォルダーを配置しています。 
 
C:¥work¥ipo_samples 
 

解凍後のフォルダー (¥ipo_samples¥src) には、以下の 3 つのソースファイルが含まれています。 配列の
要素を足し合わせて合計値を求めるサンプルプログラムです。 
 

① ipo_sample_main.f90 

program main 
implicit none 
real :: res, mysum 
integer, parameter :: n=1000 
real, dimension(n) :: a 

② ipo_sample_init.f90 

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 

call init(a, n) 
res = mysum(a, n) 
print *, res 

end program main 

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ビルド 
インテル® Visual Fortran コンパイラーをコマンドラインから使用します。 
 

1. Windows [スタート]  メニューから  [すべてのアプリ] > [Intel Parallel Studio XE 2017] > [コンパイラ
ー 17.0 UP1 インテル(R) 64 VS2015 環境]を選択して、インテル® Visual Fortran コンパイラー用コマ
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)¥IntelSWTools¥compilers_and_libraries_2017.1.143¥windows¥ 
bin¥compilervars.bat” intel64 vs2015 
 

なお、このコマンドプロンプトの種類には、「作成するプログラムのタイプ（IA-32／Intel 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。 
 

 
ここでは Intel 64 プログラム用インテル® Visual Fortran コンパイラーと Visual Studio 2015 の組
み合わせの環境を使用していますが、操作手順はどの組み合わせを使用しても同じです。 
 
上記のリンクよりコマンドプロンプトを開くと、下記のメッセージが表示されます。

 IA-32 Visual Studio 2012 環境  

 IA-32 Visual Studio 2013 環境  

 IA-32 Visual Studio 2015 環境  

 Intel 64 Visual Studio 2012 環境  

 Intel 64 Visual Studio 2013 環境  

 Intel 64 Visual Studio 2015 環境  
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2. 起動したコマンドプロンプト上で ifort コマンドを実行します。この実行によりコンパイラーのバー

ジョン情報が表示されていれば、インテル® Visual Fortran コンパイラーが使用可能な状態です。 
 

> ifort を入力 

 

3. 次にマイクロソフト・リンカーの 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
ヘルプ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
ルド過程で呼び出されます。 

  

> link を入力 

 

 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。 
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4. 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¥src を入力 

 
 

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 を入力 

 
 

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 を入力 
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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。 
 

 
 

7. 実行ファイルを実行して、計算結果が表示されることを確認します。 
 

> ipo_sample_main.exe を入力 
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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 Visual Studio 環境で使用する手順を説明します。サンプルプロ
グラム（ipo_samples）には、サンプルとして既に Visual Studio 用の設定ファイルが含まれていますが、
ここでは新規に Visual Studio のプロジェクトを作成します。 
 

1. Windows [スタート] メニューから [すべてのアプリ] > [Intel Parallel Studio XE 2017] > [Launch 

VS2015] を実行します。もしくは、同じく [スタート] メニューから [すべてのアプリ] > [Visual 

Studio 2015] より起動してください。 
 

 
 

2. Visual Sudio 2015 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。 
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3. 表示されるダイアログの「インストール済み」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¥src”を指定します。 

 

 

4. 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 

 

5. 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、表示されるメニューから [追加] > [既存の項目] を選択して [既存
項目の追加] ダイアログを表示します。 
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6. ソースファイルがあるフォルダーに移動し、３つの .f90 ファイルを選択して [追加] ボタンをクリッ
クします。 

 

7. 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 .f90 ファイルはダブルクリックするとコード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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8. プロジェクトのビルドを行います。Visual Studio 上からのビルド方法は２つあり、どちらからでもビ
ルド可能なのでアクセスしやすい方を選択してください。Visual Studio 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。 

 

 
 

ビルド状況が  [出力]  ウィンドウに表示されますので、正常終了していることを確認します。 
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9. ビルドしたプログラムを実行します。Visual Studio  のメニューから、[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。 

 

 
 

10. 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ます。[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。 

 

 

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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3. デバッグ作業 

Visual Studio を使用した基本的なデバッグ方法を説明します。ここでは「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。2 章まで完了している状態で進め
てください。 

3.1 ソース行番号の表示 
デバッグ作業に入る前に、Visual Studio 上のエディターに行番号を表示するように設定します。行番号を
表示させることで対象のソースコードの場所を把握し易くします。 
 

1. Visual Studio 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、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 
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、プログラムを一時中断させる箇所です。プ
ログラムの実行を中断させることで、その時点に実行された処理の結果変数の値などを確認することができ
ます。 
 

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、その行に赤いマークが表示されます。もしくは、Visual Studio のメニューから、 [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。 
 

 

上図のように 28 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、call init (a, n) 

にブレークポイントを設定します。 
 

設定したブレークポイントを解除したい場合は、赤いマークを再度クリックします。 または、[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 
1. デバッグ実行は、[デバッグ] > [デバッグ開始] を選択するか、キーボードの“F5”を押下します。 
 

 
 

2. デバッグ実行が開始されると、  のマークがある行で処理が停止することが確認できます。 
 

 
 

Visual Studio にデバッグ用のツールバーが追加され、下部に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、デバッグ作業の操作、データ内容の確認、編集を行います。 
 

 [診断ツール] (青枠のウィンドウ)は Visual Studio 2015 より追加された機能です。対象のプログ
ラムが使用したメモリーサイズと CPU の使用率をグラフで示しますが、Fortran 言語に対応して
いないので、ここでは実行状況は表示されません。 
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3.4 デバッグ実行時の操作 
デバッグ実行時は、 [デバッグ] メニュー、またはツールバーのボタンから「続行」「ステップイン」「ス

テップオーバー」「ステップアウト」の４種類の操作を行います。 
 

 

 

3.4.1 続行 
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を終了します。 
 

※  事前に 3.3 デバッグ実行の開始 まで進めた状態にしてください。 

1. 30 行目の  print  文にブレークポイントを設定してください。 
 

2. [デバッグ] > [続行] を選択するか、キーボードの“F5”を押します（または、ツールバーのボタンを
クリックします）。するとブレークポイントを設定した print 文の行までプログラムが実行されて
止まります。 

 

3. もう一度 [デバッグ] > [続行] を選択、または“F5”を押下すると、以降の実行箇所にはブレークポイ
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してデバッグ実行は終了します。 
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3.4.2 ステップイン 
１行の処理を実行します。関数やサブルーチンがある場合は、その中に進みます。 
 

※ 事前に 3.3 デバッグ実行の開始 まで進めた状態にしてください。 
 

1. [デバッグ] > [ステップイン] を選択するか、“F11”を押下します。（または、ツールバーのボ タンを
クリックします）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 行に進んだこ
とが確認できます。 
 

 
 

3.4.3 ステップオーバー 
1 行の処理を実行します。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。 
 

※ 事前に 3.4.2 のステップイン まで進めた状態にしてください。 
 

1. [デバッグ] > [ステップオーバー] を選択するか、“F10”を押します。または、ツールバーのボタンを
クリックします。do 文の行で停止し、この動作で処理を１ステップ実行したことが確認できます。
デバッグでは通常、変数宣言の行には止まりません。実際の処理がデバッグ実行の対象になります。 

 

2. ステップオーバーを再度実行します。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
理に進んだことが確認できます。ステップオーバーを再度実行すると、代入処理を実行して次の
行 ”end do” で止まります。さらにステップオーバーを実行すると、代入処理を実行して次の行“end 

do”で止まります。プログラムは実際の処理に従って 1 行ずつ実行されており、このループ処理を完
了するためにはステップオーバーを 1000 回実行することになります。 
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3.4.4 ステップアウト 
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。 
 

1. [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（または、ツ
ールバーのボタンをクリックします）。init サブルーチンを抜けて親関数である main プログラム
に戻ります。この状態では 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。 

 

その他のデバッグ実行時の操作について 

デバッグ実行を開始し、mysum 関数内に入ってみましょう。コードを確認すると、mysum 関数
には 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、この 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方法があります。例えば、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、一時的にブレー
クポイントをとして利用したい場合や、ブレークポイントを設定したくない場合などに、指定行
まで実行を進める方法として使用できます。 
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3.5 データ内容の確認 
デバッグ中に、変数や配列に格納されているデータを確認してみましょう。プログラムの実行中にどのよ
うにデータが変移しているのか、簡単に把握することができます。 
 

※ 事前に 3.3 デバッグ実行の開始 まで進めた状態にしてください 
 

1. call init(a, n) の行で実行が中断され、Visual Studio 画面に新たなウィンドウがいくつか表示されます。
その中にある [ローカル] ウィンドウをクリックして開いてください。 [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
されており、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。 

 

 

2. ローカルウィンドウ内の配列 A の左側にある   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、  を
クリックします。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確認できます。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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3. 次に init サブルーチンの中へステップイン実行します。そのまま、ステップオーバーを実行して 、do  
文まで進めます。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。 
 

 
 

4. 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。 

 

 
 

5. 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。配列 A の内容も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。 

 

 

6. 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（画像の赤丸の箇所）にマウスカーソルを合わせてください。 
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7. ポップアップが表示されるので、三角のマークをクリックすると  a 配列の内容が一覧で表示されま
す。ここでは初期化済みの各要素の値が確認できます。ローカルウィンドウを使用せずに、より直観
的に、変数や配列のデータ内容を確認することも可能です。 

 

 
 

[ローカル]ウィンドウを閉じてしまった場合 

デバッグ中に [デバッグ] > [ウィンドウ] から”ローカル(L)”をクリックすることで再度表示するこ
とができます。 
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3.6 データ内容の編集 
デバッグ中に、変数や配列に格納されているデータを編集してみましょう。条件分岐に使用する変数の値
を一時的に書き換えたり、簡単なテストケースとして使用したりすることができます。 
 

※ 事前に 3.5 データ内容の確認 まで進めてください。 
 

1. mysum 関数を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。 

 

  
 

2. 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 文の処理を実行し、出力内容が“1005000” に
変更されていることを確認します。 
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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。その中で代表的な最適化オプションを使用して、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説明します。 

4.1 サンプルプログラムの準備 
サンプルプログラムでは行列の積和演算を行います。データサイズが 2048×2048 の配列 a、b、c  を宣
言します。a、b、c 配列の初期化後、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
理を行います。配列の初期化と行列積和演算の実行時間を dclock 関数を使用して計測して、最後に計算結
果と計算時間を表示しています。 

 
  

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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“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を新規に作成します。 

 

1. Visual Studio を起動します。 
 

2. Visual Studio 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] ダイアログを開きます。 

 

3. [新しいプロジェクト] ダイアログから [コンソール・アプリケーション] を選択して、続いて [空のプ
ロジェクト] を選択します。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
場所は “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
にします。最後に [OK] ボタンをクリックします。 

 

 
 

4. 作成したプロジェクトに“matmul”プログラムを追加します。  [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、メニューから [追加] > [新しい項目] をクリックし、[新
しい 項目の追加]ダイアログを開きます。 
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5. [新しい項目の追加] ダイアログから [Fortran 自由形式ファイル(.f90)] を選択します。ファイル名とし
て“matmul.f90”を入力して、 [追加] ボタンをクリックします。 

 

 
 

6. “matmul.f90”ファイルをダブルクリックして、エディター画面を開きます。エディター上に本サンプ
ルプログラムである“matmul”プログラムのコードをコピーします。 

 

 
 

7. “matmul”プログラムコードを追加後、“Debug”構成でプロジェクトをビルドします。正常終了するこ
とを確認してください。 

 

8. [デバッグなしで開始」からプログラムを実行します。SIZE 変数の値と計算結果、そして計算時間が出
力されます。演算結果の表示までしばらく時間がかかってしまう場合があります。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縮します。 
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4.2 プロジェクト・プロパティページとビルド構成
について 
Visual Studio 上では、プロジェクト・プロパティページより最適化オプションを設定します。プロジェクト・
プロパティページには、対象のプログラムをビルドするために関係する設定が項目別で表示されており、 コ
ンパイラーおよびリンカーはこの設定内容に従って実行ファイルを生成します。 
 

 
 

プロジェクト・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 つのビルド構成が既に作成されています。“ビルド
構成”毎にプロパティページが用意されており、それぞれのページで異なるオプションを設定可能です。 
 

“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（デバッグ用途） 

“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） 
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4.3 プロジェクト・プロパティページへのアクセス
と設定項目 
対象のプロジェクトの、[プロジェクト] > [プロパティ] に選択します。または [ソリューション エクスプロ
ーラー] より、対象のプロジェクトを右クリックして、メニューから [プロパティ] を選択します。 
 

 
 

以下のプロジェクト・プロパティページを例にプロパティページの内容を確認します。まず、プロパティペ
ージの左上に「構成」項目があります。”アクティブ (Debug)”と表示されているので、このプロジェクト・
プロパティページは“Debug”のビルド構成のプロジェクト・プロパティページを表示しています。プロジェ
クト・プロパティページの左側は [構成プロパティ] 項目があり、 [Fortran] 項目からインテル® Visual 

Fortran コンパイラーのコンパイル設定を行います。項目ごとの設定は右側のウィンドウに表示され、それ
ぞれの設定がコンパイルオプションに反映されます。 
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4.4 Release構成のビルド 
ビルド構成を“Release”に変更してビルド後、実行します。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ます。 

 

 
 

1. 「デバッグなしで開始」を実行します。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ます。これは“Release”構成のプロジェクト・プロパティページで最適化オ
プショ ンが設定されているためです。 

 

 [“Release“ 構成でビルド] 

 
[“Debug” 構成でビルドした結果] 



Copyright © 1998-2016 XLsoft Corporation. All Rights 
 

29  

“Release”のビルド構成と、“Debug”のビルド構成で使用されている最適化オプションを比較すると、[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”と表記されている設定のコンパイルオプションは“/O2”

です。“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
されたため、最適化されたプログラムが生成されました。 

 

 [“Debug” 構成のプロジェクト・プロパティページ] 

 
 

[“Release” 構成のプロジェクト・プロパティページ] 
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do i = 1, max 

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

4.5 自動ベクトル化オプションと最適化診断レポー
トオプション 
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。自動ベクトル化オプションによ
ってインテル® コンパイラーはコンパイル時に自動で SIMD 演算コードを生成します。SIMD 演算は単一命
令で複数のデータを処理できるため、通常のスカラー演算と比べて大幅に実行効率が向上します。 

 

配列 a、b を足して配列 c に格納する処理を max 回繰り返す場合を例にします。スカラー演算では 1 命
令で 1 データを扱うので、ループ処理を max 回実行しますが、SIMD 演算では 1 命令で４つのデータを
扱うことができるため、ループ処理を max / 4 回繰り返すだけで完了します。 
 
 

（スカラー演算の場合） （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は、SIMD 演算が可能な箇所をソースコードから探し出し、
自動でベクトル化コードに変換を行います。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。 
 

また、SIMD 演算では以下の特別な演算命令が使用されており、年々 CPU の進化と共に新しい命令が追加 

されています。 
 

SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AVX、AVX2、AVX512 
 

プロセッサーの種類によって利用可能な命令セットが異なっており、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搭載され、第 4 世代の Core i プロセッサーでは AVX2 までの命令セットが搭載
されています。 
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インテル® コンパイラーの自動ベクトル化オプションは、命令セット毎に用意されています。これはプロジェ
クト・プロパティページの [Fortran] > [コード生成] > [指定された命令セットの専用コード生成] の内容から
確認できます。 

 

 
 

自動ベクトル化オプションを指定する場合、実行環境に搭載されているプロセッサーが持つ最新の命令セッ
トが推奨されています。開発環境の PC 上でプログラムを実行させる場合は、上記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ホスト・プロセッサーと同じ（/QxHost）”を選択することで、PC 上
で利用可能な命令セットをコンパイラーが調べて、適切な自動ベクトル化オプションを設定します。ドキュ
メントで使用しているプロセッサーの場合では、“/QxAVX2”のオプションが設定されます。 

 

“/QxHost”オプションを選択してコンパイルし、実行時間を確認します。 
 

1. プロジェクトプロパティより“/QxHost”オプションを選択してください。（※ 開発環境と実行環境が異
なる場合は、実行環境側の PC で利用可能な命令セットを確認して、利用可能な範囲のオプションを選
択してください。） 
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また、自動ベクトル化オプションに加え、最適化診断レポートオプションを使用します。最適化診断レポー
トとは、コンパイラーによる最適化の結果を表示する機能です。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。ループ処理の内容
によってベクトル化できない場合が多々あります。最適化診断レポート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。 

 

2. プロジェクト・プロパティページより [診断] > [最適化診断レベル] を”レベル 2 (/Qopt-report:2)”に設定
し、また  [診断] > [最適化診断フェーズ]を”ベクトル化  (/Qopt-report-phase:vec)”に設定します。 

 

 
 

“最適化診断レベル”オプションの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。ここではベクトル化の可否などを調べたいので、比較的情報量の少ないレベル
２を選択しています。 
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3. プロジェクトをビルドします。ビルド後、”matmul.f90”ファイルのコード内に、最適化対象となる各
ループに対してレポート結果が表示されます。出力内容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確認できます。また、ベクトル化できなか
ったループに対しては、ベクトル化できなかった理由が表示されていることが確認できます。 

 

 
 

多重ループの場合、一般的にベクトル化は一番内側のループに適用されます 

 

4. 「デバッグなしで開始」を実行します。サンプルプログラムでは実行時間に大きな向上は見られてい
ませんが、最新の命令セットを使用することで、実行時間は向上しやすくなります。 
 

 
 

“Release”構成でビルドした場合には、既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。“/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
確認することが可能です。“/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。
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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4.6 自動並列化オプション 
自動並列化機能を使用して実行時間を検証します。自動並列化機能を使用することで、マルチコア、マルチ
プロセッサーなどの複数のコアを持つ環境上で、効果的なプログラムを作成することができます。 

 

1. 自動並列化オプションを設定します。プロジェクト・プロパティページの [Fortran] > [最適化] > [並列
化] より“はい (/Qparallel)”を選択してください。 
 

 
 

2. 自動並列化機能について、最適化診断レポートオプションを使用して自動並列化機能が適用されている
か確認します。プロジェクト・プロパティページより [診断] > [最適化診断レベル] を”レベル 

2(/Qopt-report:2)”に設定し、また  [診断] > [最適化診断フェーズ]を”  自動並列化
(/Qopt-report-phase:par)”に設定します。 
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3. プロジェクトをビルドします。ビルド後、”matmul.f90”ファイルのコード内に、最適化対象となる各
ループに対してレポート結果が表示されます。診断レポート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確認できます。 

 

 
 

多重ループの場合、一般的に並列化は一番外側のループに適用されます 
 

4. 「デバッグなしで開始」を実行します。結果を見ると数倍に高速化されていることが確認できます。
並列化を行うことで、処理（タスク）を複数のコアに分散して効率よく計算させることができていま
す。 
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プログラムが複数のコアを使用しているか確認する場合には、方法の１つとして「タスクマネージャー」
を使用して各コアの使用率を確認します。実行がすぐ終了してしまい使用率の確認が難しい場合は、配列
のサイズ（SIZE = 2048）の値を増やしてください。 

 

 
 

並列化によるオーバーヘッド 自動並列化オプションと最適化診断レポートオプションを使用し
てビルド後、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判断されたためです。
たとえば、ループ回数が少ないなどの理由により計算処理量が少なかった場合、並列化を実装し
たことによるオーバーヘッドが、実行時間の割合に対して大きくなってしまい、並列化しないほ
うが効率の良い動作になります。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。 
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4.7 高レベルの最適化オプション 
「高レベルの最適化オプション」は、“/O2”オプションに加えさらなる最適化を実施します。特に CPU の
キャッシュを有効利用するために、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。 
 

※ 事前に 4.5 自動ベクトル化オプションと最適化診断レポートオプション と 4.6 自動並列化オプ
ション を完了してから、このオプションを適用してください。 

 

1. 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。 

 

 
 

2. 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、より効率的なプログラムに改良されています。“/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たことが分かります。 
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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。 

たとえば、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) コンパイラーおよびツール] > [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設定されています。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、この設定内容を編集します。 

 

 
 

また、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、上記の設定内容に従う動作となります。 
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5.2 64bitアプリケーションの作成 
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。 
 

 
 

Visual Studio から作成する場合は、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、現在“x86”と表示されているボックスを選択して“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。 

 

 

「構成マネージャー」では [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] の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“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。 

 

 
  

コマンドラインから作成する場合、Windows [スタート] メニ
ューから [すべてのアプリ] > [Intel Parallel Studio XE 2017] > 

[コンパイラー 17.0 UP 1 インテル(R) 64 VS2015 環境] 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開
きます。 
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[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] を開きます。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、“x64”が追加されていることが確認できます。ビルドを実施して、[出
力] からインテル® 64 用 インテル® Visual Fortran コンパイラー が使用されていることを確認します。 
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5.3 ランタイムエラーの対処 
プログラムの実行時にエラーが発生すると 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。 
 

  

 

発生したエラー内容と、ルーチンの呼び出しの流れをさかのぼって表示しますが、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困難です。その場合、“/traceback” オ
プションを使用することで、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  上では、
[Fortran] > [ランタイム] > [トレースバック情報の生成] より設定します。 
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Note：エラーメッセージのリスト一覧は、インテル® Visual Fortran コンパイラー ユーザー・ リ
ファレンス・ガイドから参照することができます。 

“/traceback”オプションを設定してビルド後、プログラムを実行します。“/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るため、問
題が発生しているコードをすぐに把握することができます 

 

 
 

なお、Visual Studio 上でこのオプションの設定時に下記の警告が表示されます。[フレームポインターなし] 

を“いいえ (/Oy-)”に設定し、また、 [インクリメンタル・リンクを有効にする] を“いいえ 

(/INCREMENTAL:NO)” に設定してください。この操作を行っていない場合、“/traceback”オプションは動作
しません。 

  

 
 

Fortran ランタイムシステムが通常検出するエラーに加えて、さらにプログラムの実行時にエラーとしてチ
ェックする項目を追加することができます。[Fortran] > [ランタイム] には複数のチェック項目が用意され
ており、 [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 されます。また、 [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。 
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5.4 ランタイムライブラリーの不足と再配布可能
ファイル 
開発したプログラムを他の PC 上で動作させる場合、下記のエラーが発生する可能性があり、プログラムが
実行するために必要なランタイムライブラリーが不足しているために発生しています。 
 

 

この場合、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査する必要があります。ランタイムライ
ブラリーの調査方法はいくつか存在しますが、ドキュメント内では「Dependency Walker」というフリーウ
ェアを利用します。 
 

Dependency Walker で実行ファイル（MATMUL.EXE）を調べると、実行に必要なランタイムライブラリー 

を一覧で表示します。下記の画像では“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） 

 

 

 

“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
リーです。自動並列化や OpenMP を使用した場合、そのプログラムの実行に必要となるファイルです。 
 

プログラムを実行するためには、実行に必要な全てのランタイムライブラリーを実行 PC に配置します。イ
ンテル® Visual Fortran コンパイラーでは（fredist.txt）に再配布可能ファイルが記載されています。 
 

C:\Program Files (x86)\IntelSWTools\compilers_and_libraries_2017.1.143\licensing\compiler\en 
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本製品をデフォルトの設定で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。 
 

[32 ビットプログラム用] 
C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Intel¥Shared Libraries¥redist¥ia32_win¥compiler  

[64 ビットプログラム用] 
C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Intel¥Shared Libraries¥redist¥intel64_win¥compiler 
 

実行 PC 上にランライムライブラリーを配置する場合、実行プログラムと同じフォルダー内かシステム 環
境変数（PATH）に設定されたフォルダー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・センターから、本製品のダウ
ンロードページに表示される「再配布可能ファイルパッケージ」から利用することもできます。 
 
ww_ifort_redist_msi_2017.1.143.zip 
 

 
 

再配布可能ファイルパッケージには下記の２つのファイルが含まれています。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インストールします。 
 

ww_ifort_redist_ia32_2017.1.143.msi （32 ビットプログラム実行用） 

ww_ifort_redist_intel64_2017.1.143.msi （64 ビットプログラム実行用） 
 

再配布可能ファイルパッケージをインストールすると、再配布可能な全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、システム環境変数（PATH）にパスが設定されます。 
 
“C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Intel¥Shared Libraries¥redist” 
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5.5 スタック・オーバーフロー 
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。以下のサンプルコード
（StackOverflow.f90）では、スタック・オーバーフローが発生します。 

 

 
 

このサンプルコードをビルドして実行すると、以下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“calc”内の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。 
  

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 
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デフォルトのスタックサイズは通常 1M バイトに設定されており、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 しているため、実行するためには使用可能なスタックサイズを変更する必要があります。コマン
ドプロンプト 上から /Fn オプションを使用します。Visual Studio からスタックサイズを変更する場合は、
プロジェクト・ 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] にサイズを設定
します。下記の画像では 10M を設定しています。 

 

 
 

リビルド後、再度実行すると、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、/F 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 
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また、“/heap-arrays”コンパイル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。Visual Studio 上から設定する場合、プロジェクト・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。 
 

 

 

もしくはコードを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ができます。  

配列 a と b を allocate 文で動的割り当てを行っています。 

 

 
 

  

program main 

implicit none 

call calc(1000000) 

contains 

subroutine calc(n) 

integer, intent(in) :: n 

integer, dimension(n) :: a, b 

a = 4 

b = 4 

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 
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5.6 2GB以上のデータを扱うアプリケーション 
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ります。下記の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 32 ビット、64 ビットシステムに関わらず、静的領域は 2G バイトの制限が Windows OS の仕様
になっているためです。インテル® Visual Fortran コンパイラーでは配列は静的領域に割り当てるため、2G

バイト以上のデータを使用する場合、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。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り当てを行います。 
 

 
 

この変更により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 Windows OS が必要です） 

 

 

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

a(1) end program 
 

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

   
 

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

end program bigdata 
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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。動的領域に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
りますが、 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。実装メモリーと仮想メモリーの合
計以上のサイズを使用した場合、実行時にエラーが表示されます。 

 

 

 

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。一般的に CVF のコードはそ
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、場合によって変更や
調整が必要になります。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 Intel 

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。 

 

5.7.1 引数チェック範囲 
CVF では同一ソースファイル内に限定して引数チェックを行いますが、IVF ではソースファイル間の引
数チェックも行うため、CVF ではなかったエラーが IVF で発生するケースがあります。 回避策として、
プロジェクト・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。 

 

 

http://software.intel.com/en-us/articles/migrating-from-compaq-visual-fortran�
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5.7.2 ローカル変数の扱い 
CVF ではローカル変数は静的に扱います。そのため、一度ある関数を抜けた後、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 では異なる結果を出力する可能
性があります。回避策として、プロジェクト・プロパティページから  [Fortran] > [データ] > [ローカル
変数の格納場所]に“/Qsave”を設定します。 

 

 

 

5.7.3 浮動小数点数演算 
CVF でコンパイルした場合、浮動小数点数演算に x87 命令を使用しますが、IVF では SSE 命令を使用
するため、出力結果や挙動に違いが発生する可能性があります。 回避策として、プロジェクト・プロパ
ティページから [Fortran] > [浮動小数点] > [浮動小数点モデル] を“/fp:source”に設定し、また [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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6. 本製品付属ドキュメントの参照 

製品付属の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、リリースノートやサンプルプログラムの紹介、また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) コンパイラーおよびライブラリー]に各種
ドキュメントが配置されています。 

 

コマンドラインからは、“/help”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できます 

>ifort /help 

 

本製品をデフォルトの設定でインストールすると下記に製品付属ドキュメントが配置されます。 
 
”C:¥Program Files (x86)¥IntelSWTools¥documentation_2017¥” 
 

上記のフォルダーには、それぞれ日本語と英語のドキュメントが配置されており、“en”と“ja”の 2 つのフ
ォルダーによって区別されています。 
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7. お問い合わせ 

本製品についてご質問、ご意見ございましたら以下の Web サイトよりご連絡ください。 
 

お問い合わせ窓口：    https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html 

 

8. 参考資料 

[インテル® Parallel Studio XE 2017 製品ページ]  
https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/compilers/index.html?tab=1#features-fortran 

[関連書籍の紹介] 
http://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/books.html 

[インテル® Fortran コンパイラー OpenMP* 活用ガイド]  
http://jp.xlsoft.com/documents/intel/compiler/527J-001.pdf 

[インテル® コンパイラー自動並列化ガイド] 

 [日本語環境でのご注意] 

http://jp.xlsoft.com/documents/intel/compiler/528J-001.pdf  

http://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/win_jp_limitation.html 

[iSUS - IA Software User Society -（インテルソフトウェア開発製品に関する技術情報）]  
http://www.isus.jp/tag/fortran/ 

[Compaq* Visual Fortran からの移行について] 

[Windows* プログラムのメモリー使用制限について] 

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

http://software.intel.com/en-us/articles/memory-limits-applications-windows 
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https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/compilers/index.html?tab=1%23features-fortran�
http://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/books.html�
http://jp.xlsoft.com/documents/intel/compiler/527J-001.pdf�
http://jp.xlsoft.com/documents/intel/compiler/528J-001.pdf�
http://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/win_jp_limitation.html�
http://www.isus.jp/tag/fortran/�
http://software.intel.com/en-us/articles/migrating-from-compaq-visual-fortran�
http://software.intel.com/en-us/articles/memory-limits-applications-windows�
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