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インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド

スタティック解析による Fortran コード品質の向上

はじめに
本ガイドは、インテル® Parallel Studio XE のスタティッ
ク解析機能について説明する入門チュートリアルです。
機能の概要を紹介し、エンドツーエンドの例を用いて
使用方法を示します。

スタティック解析とは?
スタティック解析は、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。
開発者と QA エンジニアが開発サイクルの初期にソフ
トウェアの問題を検出することで、時間とコストを節
約し、投資収益率 (ROI) を改善できるように支援しま
す。また、セキュリティー攻撃に対してアプリケー
ションを強化する手助けもします。スタティック解析
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、
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。
コーディング・エラーや安全ではない使用の多くのパ
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。通常、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行われるため、こ
の利点は、安全性の保証において特に重要でしょう。
スタティック解析は 250 以上のエラー条件を検出する
ことができます。検出されるエラーには、バッ
ファー・オーバーフロー、境界違反、ポインターと
ヒープストレージの誤用、メモリーリーク、初期化さ
れていない変数とオブジェクトの使用、C/C++ または
Fortran 言語拡張とライブラリーの安全ではない使用/
誤用などがあります。

スタティック解析はどのように動作す
るか
スタティック解析はインテル® 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。スタティック解析を
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
リーは実行しません。スタティック解析を利用するた
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。本ガイドでは、
スタティック解析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。
スタティック解析は、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決定
するのは開発者自身です。インテル® Inspector XE 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、スタティック解析やインテル®
Parallel Studio XE の範囲外です。
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スタティック解析の設定
設定のプロセスは通常、比較的簡単ですが、状況に
よっては複雑になることもあります。Microsoft*
Windows* で Microsoft* Visual Studio* を使用する場合
は、メニュー/ダイアログからスタティック解析用のソ
リューション構成を自動的に作成できます。詳しい操
作方法については、後述のチュートリアルで説明しま
す。
Linux* または Windows* で makefile やコマンドライ
ン・スクリプトを使用してビルドする場合は、スタ
ティック解析用の新しいビルド構成を作成する必要が
あります。「ビルド構成」とは、特定のコンパイ
ラー・オプションを指定し、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 つをスタティック解析向けに作成し
てください。スタティック解析構成は、インテル® コ
ンパイラーでスタティック解析を有効にするオプショ
ンを指定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
加オプションでビルドすることは異なりますので、ご
注意ください。例えば、デバッグ構成でスタティック
解析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、スタティック解析で生
成されるオブジェクト・モジュールは、スタティック
解析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、スタティッ
ク解析オブジェクト・モジュールも分けておくと良い
でしょう。スタティック解析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。本ガイドで使用する
サンプル・アプリケーションは、Microsoft* Windows*
で Visual Studio* を使用するか、Linux* で makefile を
使用してビルドできます。ここでは、この makefile を
スタティック解析向けに更新する手順を示します。
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アプリケーションのビルドが非常に複雑で、安全に変
更できるか分からない場合は、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中断して、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、ここでは説明していません。

Fortran チュートリアル
インテル® Parallel Studio XE のダウンロードとイ
ンストール
(まだインテル® Parallel Studio XE がインストールされ
ていない場合)
推定所要時間: 15-30 分
1.

インテル® Parallel Studio XE の評価版をダウン
ロードします。

2.

parallel_studio_xe_2013_setup.exe をクリック
してインテル® Parallel Studio XE をインストー
ルします (システムにより異なりますが、約
15-30 分かかります)。

ここでは、「FortranDemo_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、イン
テル® Inspector XE のインストール・ディレクトリー以
下の「samples」サブディレクトリーにあります。こ
のサンプル・アプリケーションを展開してください。
まず、スタティック解析の設定から開始します。これ
は、Windows* と Linux* では操作が異なります。
Windows* については、以下を参照してください。
Linux* については、「Linux* で makefile を使用してス
タティック解析を設定する」へ進んでください。
Windows* で Microsoft* Visual Studio* を使用してス
タティック解析を設定する
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。スタティック解析の設定は簡単
です。このソリューションは Visual Studio* 2008 形式
なので、Visual Studio* 2010 以降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。
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ドは、一般的なエラーを検出する場合に
推奨します。

スタティック解析の設定を行うには、[Build (ビルド)]
> [Build solution for Intel Static Analysis (インテル・
スタティック解析用にソリューションをビルド)] メ
ニューを選択します。[Create configuration (構成を作
成)] ダイアログで、必要に応じて、既存のベースライ
ン構成を選択し、スタティック解析オプションを指定
します。

c)

[Light Scan With Very Few False Errors
(ライトスキャン (少ない誤検出))] モード
は、誤検出を最小限に抑えますが、検出
漏れの可能性が高まります。このモード
は、承認テストを行う場合に推奨します。

このチュートリアルでは、デフォルト設定のまま [OK]
をクリックします。すると、ベースラインの (Debug)
構成からプロパティーがコピーされ、選択したスタ
ティック解析関連のオプションを有効にするように変
更された新しい Intel_SSA 構成が作成されます。そし
て、[Build for Static Analysis after creating
configuration (構成を作成後にスタティック解析用に
ビルド)] チェックボックスがオンになっていたため、
この構成のビルドが直ちに実行されます (つまり、ス
タティック解析が実行されます)。

[Level of Static Analysis (スタティック解析の
レベル)] は、次のいずれかに設定することが
できます。
a) [Only Critical Errors (致命的なエラーのみ)]
は、重要度が「critical (クリティカル)」の
診断のみをレポートします。重要度が
「error (エラー)」または「warning (警告)」
の診断はレポートされません。
b) [All Errors (すべてのエラー)] は、重要度が
「critical (クリティカル)」および「error
(エラー)」の診断をすべてレポートします。
重要度が「warning (警告)」の診断はレ
ポートされません。
c) [All Errors and Warnings (すべてのエラー
と警告)] は、重要度に関係なくすべての診
断をレポートします。
[Mode of Static Analysis (スタティック解析の
モード)] は、次のいずれかに設定することが
できます。
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a)

[Full Scan (フルスキャン)] モードは、プロ
グラムのすべての脆弱性を検出しますが、
誤検出の可能性が高くなります。この
モードは、セキュリティーを確保する場
合に推奨します。これはデフォルトです。

b)

[General Error Scan (一般エラースキャン)]
モードは、より多くの検出漏れを許容す
ることで誤検出を減らします。このモー

以上でスタティック解析の設定と最初の解析は終了で
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、
次に説明する、Linux* での設定手順のセクションを参
照してください。
Linux* で makefile を使用してスタティック解析を設
定する
サンプル・アプリケーションには Linux* 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。これにより、スタティック解析は、
重要度に関係なくすべての診断をレポートし
ます。これは、Windows* で [All Errors and
Warnings (すべてのエラーと警告)] を指定する
のと同じです。代わりに、「-diag-enable sc1」
または「-diag-enable sc2」を指定することが
できます。「-diag-enable sc1」は、重要度が
「critical (クリティカル)」の診断のみをレポー
トします。重要度が「error (エラー)」または
「warning (警告)」の診断はレポートされませ
ん。「-diag-enable sc2」は、重要度が「critical
(クリティカル)」および「error (エラー)」の診
断をすべてレポートします。重要度が
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「warning (警告)」の診断はレポートされませ
ん。
2.

中間ファイルを SSA サブディレクトリーに置
く。

また、-diag-enable sc-mode をコマンドラインに追加し
て解析モードを指定することもできます。mode は、
full、concise、precise のいずれかです。
1.

「full」モードは、プログラムのすべての脆弱
性を検出しますが、誤検出の可能性が高くな
ります。このモードは、セキュリティーを確
保する場合に推奨します。これは、-diagenable sc{[1|2|3]} が指定されている場合のデ
フォルトです。

2.

「concise」モードは、より多くの検出漏れを
許容することで誤検出を減らします。この
モードは、一般的なエラーを検出する場合に
推奨します。

3.

「precise」モードは、誤検出を最小限に抑え
ますが、検出漏れの可能性が高まります。こ
のモードは、承認テストを行う場合に推奨し
ます。

これは、スタティック解析用に必要な makefile ファイ
ルへの変更点を示しています。
設定が終わったので、あとはスタティック解析をビル
ド構成をビルドし、解析を行うだけです。次の操作を
行います。
1.
2.

3.

コマンドシェルを開きます。
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。
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。

解析結果の確認
Windows* 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* 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。
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このチュートリアルの残りの内容は、Windows* と
Linux* でほとんど同じです。主な違いは、Windows*
ではインテル® Inspector XE GUI が Visual Studio* に統合
されますが、Linux* 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 の
各ウィンドウの外観も Windows* と Linux* 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)。

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を示しています。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
に問題になりそうなもの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。
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問題の検証
最初に、この問題について分かっていることは、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。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示しています。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。

上記のように、2 つのソース個所が表示されます。1
つ目は、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 1 つの方法は、問
題タイプが何かをチェックすることです。いくつかの
スタティック解析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、次のようなポップアッ
プ・メニューをが表示します。

[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。
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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ます。そのためには、ソース
コードを確認します。このサンプルでは、コード片か
らは、問題が何かがよく分かりません。最初のスニ
ペットをダブルクリックして [Sources (ソース)]
ビューを開きます。
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下のソースウィンドウで、PlotLabelMultiData の 2 つ目
の引数 labels が 1 つの要素配列であることが分かりま
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
ていることが分かります。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。

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、次のように表示され
ます。

問題セットの表も再描画され、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 つ目の問題の調査
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、問題セットの表で「critical (クリティカル)」
とマークされている P37 を選びます。
問題セットの表のステートが更新されます。
この問題セットを選択して、下のペインで対応する
ソースコードを確認してみます。

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。

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。
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ここでは、column の使用は示していますが、問題が何
かはよく分かりません。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。
[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。
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、スタティック解析はプログラム全体の
クロスファイル解析を行うことを思い出してください。
スタティック解析は、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
分かります。
[Traceback (トレースバック)] を見ると、
SciGetTextLength が SciRotCenter に呼ばれていること
が分かります。[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分かります。

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* 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* では Visual
Studio* ソースエディターが開きます。
Windows* 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。
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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)]
ビューから [Summary (サマリー)] ビューへは、
[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。
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。

すると、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(P37、P38、
P39 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* では、
[Build (ビルド)] > [Rebuild solution for Intel Static
Analysis (インテル・スタティック解析用にソリュー
ションをリビルド)] を選択するだけです。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* 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)。
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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。これは、
インテル® Inspector XE により、以前の結果 r000sc の
ステートが新しい結果 r001sc に自動的に反映される
ためです。いったん表示された問題は「New」ではな
くなり、まだ調査はされていないので、「Not fixed」
ステートになります。
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
テートであることに気付くでしょう。
エラーの数は 6 から 5 に減りましたが、減った問題は、
前に指摘されたエラーに関する 1 つである P38 です。
r000sc で [Fixed (修正済み)] とマークされた P37 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、この問題は表示されます。P38 (r000sc の P39) 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、
P37 も解決されます。

サマリーとレビュー
これまで行ったことを振り返ってみましょう。
1) 問題セットの表は、スタティック解析で見つかっ
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
イプのリファレンスを表示し、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) スタティック解析はステート情報を 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。

関連情報
ラーニングラボ – テクニカルビデオ、ホワイトペー
パー、Webinar など
インテル® Parallel Studio XE 製品ページ – HOW TO ビデ
オ、入門ガイド、ドキュメント、製品の詳細情報、サ
ポートなど
評価ガイド – さまざまな機能の使用法を紹介する評価
ガイド
インテル® ソフトウェア・ネットワーク.・フォーラム
– デベロッパー・コミュニティー
インテル® ソフトウェア製品ナレッジベース – 製品お
よびライセンスに関する情報
30 日間の評価版のダウンロード
開発者向け日本語最新技術情報: http://www.isus.jp/
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購入方法: 言語別のスイート
アプリケーションをビルド、検証、チューニングする複数のツールが組み合わされた次のスイートがご利用になれま
す。本資料で説明している製品は青でハイライトされています。ライセンスは、シングルユーザー・ライセンス、フ
ローティング・ライセンス、アカデミック・ライセンスが用意されています。
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2 インテル®

= Windows*、L = Linux*、O = OS X*
Visual Fortran Composer XE Windows* 版 IMSL* 同梱で利用可能

インテル® Parallel Studio XE の詳細:
•

以下の Web サイトをご覧ください。

•

あるいは、左の QR コードをスキャン
してください。

http://intel.ly/parallel-studio-xe

30 日間の評価版:
•

http://intel.ly/sw-tools-eval の
Web サイトで「Product Suites」
をクリックしてください。
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