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メモリーエラーを排除してプログラムの安定性を向上 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

はじめに 

本ガイドは、インテル® Parallel Studio XE のメモリー検証機能を使用して、開発サイクルの初期段階で重大なメモ
リーの不具合を見つける方法を説明します。この機能は、アプリケーションのメモリー動作に関する詳細情報を提供
し、アプリケーションの安定性を向上できるように支援します。強力なメモリー検証ツールにより、実行コードパス
の潜在的なエラーを簡単に見つけられます。また、エラーを引き起こす個所が実行されない場合でも、間欠的なエ
ラーや非決定性のエラーを発見します。 

1 つのツールを実行するだけで違いが出るのでしょうか? 

はい。多くの場合、複雑な問題を発見して、アプリケーションの安定性を向上させることができます。 

このガイドでは、インテル® Inspector XE の分析ツールを使用して、コードの問題を排除する方法を説明します。こ
れにより、コードの信頼性が向上し、開発コストを抑えられます。次に、サンプル・アプリケーションの使用方法を
示します。 

パフォーマンス向上のための 3 つのステップ 

1. インテル® Parallel Studio XE のインストールと設定  

1. インテル® Parallel Studio XE の評価版をダウンロードしてインストールします。 

2. Adding_Parallelism サンプル・アプリケーションのインストール 

1. tachyon-sample.zip サンプルファイルをローカルマシンにダウンロードします。このサンプルは、Microsoft* 
Visual Studio* 2010 を使用して作成された C++ コンソール・アプリケーションです。 

2. tachyon-sample.zip ファイルをシステムの書き込み可能なフォルダー (例えば、My Documents\Visual Studio 
200x\Intel\samples フォルダー) に展開します。 

3. インテル® Inspector XE によるメモリーエラーの検出 

インテル® Inspector XE は、シングルおよびマルチスレッドのエラー検証ツールです。Linux* 版と Windows* 版があ
り、Windows* 版は Microsoft* Visual Studio* に統合されます。C/C++、C#、.NET、および Fortran アプリケーショ
ンをサポートします。さらに、リークや破壊を含むメモリーエラーに加えて、データ競合やデッドロックのようなス
レッドエラーも検出します。この統合された開発支援ツールは、エラーを正確に示し、アプリケーションの信頼性と
品質を保証するためのガイダンスを提供します。 

注: サンプルを実行した結果が常に同じになるとは限りません。実際の画面は、本ガイドで示されている画面とは異
なることがあります。 

メモリーエラーの特定、分析、解決 

インテル® Inspector XE を使って、一連のステップを実行することで、シリアルまたは並列プログラムのメモリーエ
ラーを特定、分析、解決できます。本ガイドでは、「tachyon_conf」という名前のサンプルプログラムを使用して、
順に説明します。 

ターゲットの選択 

1. Visual Studio* でサンプルを開きます。[File (ファイル)] > [Open (開く)] > [Project/Solution (プロジェクト/ソ
リューション)] を選択して、tachyon_conf\vc8\tachyon_conf.sln ソリューション・ファイルを開きます。
[Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ)] に tachyon_conf ソリューションが表示されます (図 1)。 

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-software-evaluation-center/�
http://intel.ly/inspector-xe-eg2sc�
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図 1 

2. [Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ)] で find_and_fix_memory_errors プロジェクトを右クリッ
クして、[Set as startup project (スタートアップ プロジェクトに設定)] を選択します。 

3. [Build (ビルド)] > [Build Solution (ソリューションのビルド)] でプログラムをビルドします (図 2)。 

 
図 2 

4. [Debug (デバッグ)] > [Start Without Debugging (デバッグなしで開始)] でアプリケーションを実行します (図 3)。 

 
図 3 

ターゲットのビルド 

Visual Studio* プロジェクトの設定を確認します。次に、プロジェクトをビルドして、インテル® Inspector XE がメモ
リーエラーのチェックに使用する実行ファイルを作成します。 

ネイティブコードを含むバイナリーのデバッグモードとリリースモードの両方でインテル® Inspector XE を使用でき
ます。以下のオプションを使用してデバッグモードでターゲットをコンパイル/リンクした場合、最も正確な結果が
得られます。 

表 1 

コンパイラー/リンカーのオプション 正しい設定 設定が正しくない場合の影響 

デバッグ情報 有効 (/Zi または /ZI) ファイル/行情報不足 

最適化 無効 (/Od) ファイル/行情報不正 

ダイナミック・ランタイム・ライブラリー 選択 (/MD または /MDd) 誤検出あるいはコード位置が不明 

基本ランタイム・エラー・チェック 無効 (Visual Studio* のデフォルトオプショ
ンである /RTC は使用しないでください。) 

誤検出 
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プロジェクトの設定を確認するには、次の操作を行います。 
1. [Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ)] で find_and_fix_memory_errors プロジェクトを右クリッ
クして、[Properties (プロパティ)] を選択します。 

2. [Configuration (構成)] ドロップダウン・リストが [Debug] または [Active(Debug) (アクティブ(Debug))] に設定
されていることを確認します (図 4)。 

 
図 4 

3. 左のペインで、[Configuration Properties (構成プロパティ)] > [C/C++] > [General (全般)] を選択します。
[Debug Information Format (デバッグ情報の書式)] が [Program Database (/Zi) (プログラム データベース (/Zi))] 
または [Program Database for Edit & Continue (/ZI) (エディット コンティニュ用プログラム データベース (/ZI))] 
に設定されていることを確認します (図 5)。 

 
図 5 

4. [Configuration Properties (構成プロパティ)] > [C/C++] > [Optimization (最適化)] を選択します。[Optimization 
(最適化)] が [Disabled (/Od) (無効 (/Od))] に設定されていることを確認します (図 6)。 

 
図 6 

5. [Configuration Properties (構成プロパティ)] > [C/C++] > [Code Generation (コード生成)] を選択します。
[Runtime Library (ランタイム・ライブラリー)] が [Multi-threaded DLL (/MD) (マルチスレッド DLL (/MD))] また
は [Multi-threaded Debug DLL (/MDd) (マルチスレッド・デバッグ (/MDd))] に、[Basic Runtime Cheks (基本ラ
ンタイム・チェック)] が [Default (規定値)] に設定されていることを確認します。 

6. [Configuration Properties (構成プロパティ)] > [Linker (リンカー)] > [Debugging (デバッグ)] を選択します。
[Generate Debug Info (デバッグ情報の生成)] が [Yes (/Debug) (はい (/Debug))] に設定されていることを確認し
ます。 

ターゲットが Debug モードでビルドするように設定されていることを確認する 

1. [Property Pages (プロパティ ページ)] ダイアログボックスで [Configuration Manager (構成マネージャー)] ボタ
ンをクリックします (図 7)。 
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図 7 

2. [Active solution configuration (アクティブ ソリューション構成)] ドロップダウンが [Debug] に設定されている
ことを確認します (図 8)。 

 
図 8 

3. [Close (閉じる)] ボタンをクリックして、[Configuration Manager (構成マネージャー)] ダイアログボックスを閉
じます。 

4. [OK] をクリックして、[Property Pages (プロパティ ページ)] ダイアログボックスを閉じます。 

ターゲットの実行 

[Debug (デバッグ)] > [Start Without Debugging (デバッグなしで開始)] を選択します。アプリケーションを開始する
と、図 9 のような画面が表示されます。 

イメージはレンダリングされていません。 

 
図 9 

このアプリケーションにエラーがない場合、出力は 図 10 のようになります。 

 
図 10 



 

6 

メモリーエラーを排除してプログラムの安定性を向上 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

分析の設定 

メモリーエラー分析の範囲と実行時間に合ったプリセット設定を選択します。 

1. Visual Studio* メニューから [Tools (ツール)] > [Intel Inspector XE 2015 (インテル(R) Inspector XE 2015)] > 
[New Analysis… (新しい分析…)] を選択して、[Analysis Type (分析タイプ)] ウィンドウを表示します。 

2. ドロップダウンから [Memory Error Analysis (メモリーエラー分析)] を選択します。すると、次のようなウィン
ドウが表示されます (図 11)。 

 
図 11 

 
ナビゲーション・ツールバーで、インテル® 
Inspector XE のウィンドウを切り替えることができ
ます。ツールバーに表示されるボタンは、表示され
ているウィンドウにより異なります。 

 
[Analysis Type Overhead (分析タイプのオーバー
ヘッド)] は、プリセットの分析タイプの時間とメモ
リーのオーバーヘッドを示します。 

 
分析タイプのドロップダウンでは、プリセットのメ
モリーまたはスレッドエラー分析を選択するか、既
存の分析タイプからカスタム分析タイプを作成する
ことができます。 

このガイドでは、次のようなエラーを検出可能なメ
モリーエラー分析タイプを使用します: GDI リソー
スリーク、カーネル・リソース・リーク、不正な 
memcpy 呼び出し、不正な解放、不正なメモリー
アクセス、不正な部分メモリーアクセス、メモリー
使用量の増加、メモリーリーク、解放されていない
メモリー、割り当て/解放の不一致、割り当てられ
てないメモリー、初期化されていないメモリーアク
セス、および初期化されていない部分メモリーアク
セス。 

このガイドでは、次のようなエラーを検出するス
レッドエラー分析タイプを使用します: データ競
合、デッドロック、ロック階層違反、およびクロス
スレッド・スタック・アクセス。 

 
チェックボックスとドロップダウン・リストを使用
して、一部の分析タイプ設定を調整できます。分析
タイプ設定を調整する必要がある場合は、別のプリ
セット分析タイプを選択するか、カスタム分析タイ
プを作成します。 

 
コマンドツール・バーを使用して、分析の実行を制
御したり、ほかの機能を実行することができます。
例えば、[Project Properties (プロジェクト・プロ
パティー)] ボタンをクリックして [Project 
Properties (プロジェクト・プロパティー)] ダイア
ログボックスを表示し、デフォルトの結果ディレク
トリーの場所を変更したり、分析を高速に行うため
のパラメーターを設定したり、その他のプロジェク
ト設定を行うことができます。 
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分析の実行 

[Start (開始)] をクリックしてメモリーエラー分析を実行し、解決しなければならないメモリーの問題を検出します。 

• find_and_fix_memory_errors.exe ターゲットを実行します。 

•  処理が必要なメモリー問題を特定します。 

• tachyon_conf/vc10/My Inspector XE Results– find_and_fix_memory_errors ディレクトリーに結果を収集します。 

• 結果を処理 (シンボル情報をファイル名と行番号に変換、重複結果の解決、問題セットの書式を設定) します。 

データの収集中、次のような [Collection Log (収集ログ)] ウィンドウが表示されます (図 12)。 

  
図 12 
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問題の選択 

[Summary (概要)] ウィンドウで検出されたメモリー問題を確認します (図 13)。 

 
図 13 

 
[Problems (問題)] ペインには、検出された問題に
関する情報が表示されます。 

関連する問題はグループ化されています。各行の左
端にある + ボタンをクリックすると、そのセット
に含まれる個々の問題を確認できます。 

 
[Code Locations (コード位置)] ペインには、選択さ
れた [Mismatched allocation/deallocation (割り当
て/解放の不一致)] 問題セットのすべてのコード位
置が表示されます。 

[Allocation site (割り当てサイト)] は、メモリーブ
ロックが割り当てられた場所と関連するコールス
タックを示します。[Mismatched deallocation site 
(解放の不一致サイト)] は、解放を試みた場所と関
連するコールスタックを示します。 

サイドバーをスライドすると、この問題が検出され
たほかのコード位置を確認できます。 

 
[Filters (フィルター)] ペインは、表示される問題
セットを絞り込むための情報を示します。絞り込み
条件をクリックして、問題セットを絞り込むことが
できます。 

 
[Timeline (タイムライン)] ペインは、問題に含まれ
る動的イベントの関係をグラフで示しています。 
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問題セットの選択 

1. [Problems (問題)] ペインの [Sources (ソース)] 列ヘッダーをクリックして、ファイルの場所で問題セットを並べ
替えて、find_and_fix_memory_error.cpp ファイルの問題セットを確認します。 

2. [Mismatched allocation/deallocation (割り当て/解放の不一致)] 問題を持つ find_and_fix_memory_errors.cpp 
ソースファイルの行をダブルクリックし、[Sources (ソース)] ウィンドウでエラーの原因に関する詳しい情報を
確認します (図 14)。 

 
図 14 

 
[Sources (ソース)] ビューには、[Mismatched 
allocation/deallocation (割り当て/解放の不一致)] 
問題セットに含まれるすべての問題のコード位置が
表示されます。 

[Mismatched deallocation site (解放の不一致サイ
ト)] は、解放を試みた場所と関連するコールスタッ
クを示します。[Mismatched deallocation site (解
放の不一致サイト)] に対応するソースコードはハイ
ライトされています。 

 
[Disassembly (逆アセンブル)] タブをクリックし
て、ソースコードと逆アセンブルコードの表示を切
り替えることができます。 

 
[Allocation site (割り当てサイト)] は、メモリーブ
ロックが割り当てられた場所と関連するコールス
タックを示します。[Allocation site (割り当てサイ
ト)] に対応するソースコードはハイライトされてい
ます。 

 
[Call Stack (コールスタック)] ペインは、コールス
タックのさまざまな位置へのアクセスを提供しま
す。 

[Call Stack (コールスタック)] ペインの右上にある 
+/- ボタンをクリックすると、選択されているコー
ド位置を展開/折り畳むことができます。 
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結果データの解釈 

[Sources (ソース)] ウィンドウでコードを確認します。[Allocation site (割り当てサイト)] のコードには、new アロ
ケーターが含まれています。一方、[Mismatched deallocation site (解放の不一致サイト)] のコードには、free() デア
ロケーターが含まれています。 

[Mismatched allocation/deallocation (割り当て/解放の不一致)] 問題は、アロケーターと論理的に一致しない関数で
解放しようとすると発生します。C++ プログラミング言語では、以下の関数がペアになっています。 

• new と delete 

• new[] と delete[] 

• malloc() と free() 

割り当てと一致する解放を行った場合のみ、対応するメモリー割り当てや割り当てで使用した内部データ格納領域が
正しく処理されます。割り当てと一致しない解放を行うと、多くの場合メモリーの再利用で問題が発生します。 

注: 割り当てと解放の不一致によって必ずしもアプリケーションがクラッシュするとは限りません。ただし、無関係
な場所で後からクラッシュする可能性があります。 

find_and_fix_memory_errors.cpp ソースファイルの [Mismatched allocation/deallocation (割り当て/解放の不一致)] 
問題セットの原因は、new と free が一致していないためであることが分かりました。 

問題の解決 

Visual Studio* エディターでメモリー問題を解決します。 

1. [Sources (ソース)] ウィンドウの [Mismatched deallocation site (解放の不一致サイト)] でハイライトされている
コードをダブルクリックして、find_and_ fix_memory_errors.cpp ソースファイルを開きます。Visual Studio* エ
ディターでコードを編集します (図 15)。 

 
図 15 

2. 「free(drawing);」をコメントアウトして、「// delete drawing;」のコメントを外します。 
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リビルドと分析の再実行 

変更したソースコードでターゲットをリビルドした後、再度メモリーエラー分析を実行して、変更によってメモリー
エラー問題が解決したかどうかを確認します。 

ターゲットをリビルドするには: [Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ)] で 
find_and_fix_memory_errors プロジェクトを右クリックして、[Build (ビルド)] を選択します。 

最後に実行した分析と同じ種類の設定を再実行するには: [Tools (ツール)] > [Intel Inspector XE 2015 (インテル(R) 
Inspector XE 2015)] > [New Analysis… (新しい分析…)] を選択して、前述のステップに従って 
find_and_fix_memory_errors.exe ターゲットを実行します。すると、次のような画面が表示されます (図 16)。 

 

 
図 16 

結果 

このサンプルでは、プログラムに不具合があり正しく動作しておらず、イメージはレンダリングされませんでした。
インテル® Inspector XE を実行し、問題を修正した後、イメージは正しくレンダリングされるようになりました。ほ
とんどの場合、インテル® Inspector XE を実行するだけでこのような成果が得られます。 

ただし、分析を細かく行うために非常に時間がかかることがあります。次のセクションでは、インテル® Inspector 
XE で大規模なアプリケーションを実行する場合のヒントを紹介します。 

プログラムをマルチスレッド化している場合、インテル® Inspector XE が隠れたデータ競合やデッドロックなどのス
レッドエラーも検出できることに驚かれることでしょう。 

インテル® Inspector XE には、複数のワークロードやテストケースでアプリケーションのテストを自動化できるコマ
ンドライン・インターフェイスも用意されています。バッチモードで一晩中実行したり、リグレッション・テスト 
(回帰テスト) の一部として実行できます。 

大規模なアプリケーション/複雑なアプリケーションの場合のヒント 

小さく代表的なデータセットを選択する 

分析を実行するとき、インテル® Inspector XE はデータセットに応じてターゲットを実行します。データセットのサ
イズはターゲットの実行時間と分析速度に直接影響します。 

例えば、1000x1000 ピクセルのイメージのほうが、100x100 ピクセルのイメージよりも処理は長くなります。大き
なイメージではループで 1...1000 の反復空間が必要になるのに対して、小さなイメージでは 1...100 でかまわないこ
とも理由の 1 つです。完全に同じコードパスを両方のケースで実行します。違いは、これらのコードパスを繰り返す
回数だけです。 

ターゲットから冗長な処理を省くことで、完全性を損なうことなく、分析時間を制御できます。大きな繰り返し型の
データセットの代わりに、小さく典型的なデータセットを選択してください。数秒で実行できるデータセットが理想
的です。すべてのコードが確実に検査されるように、追加のデータセットを作成しても良いでしょう。 
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スレッドエラーの管理 

インテル® Inspector XE は、並列プログラムの隠れたデータ競合やデッドロックのようなスレッドエラーも特定、分
析、解決します。発見、再現、修正が非常に困難な、再現性がなく、異なる結果となるようなエラーも検出できます。 

コマンドラインを使用したテストの自動化 

インテル® Inspector XE は、エラーを検出するためにコードパスを実行する必要があるため、異なるコードパスや異
なるワークロードを考慮して、コードを複数回実行することになります。このため、コード検査ツールが十分な時間
をかけてテストできるように、これらのテストを一晩中、あるいはリグレッション・テストの一部として実行し、コ
ンピューターに作業させるほうがより効率的です。翌朝に複数のテストの結果を確認するだけで済みます。 

インテル® Inspector XE のコマンドライン・バージョン (inspxe-cl) は、コマンドウィンドウから使用します ([スター
ト] > [ファイル名を選択して実行...] を選択し、“cmd” と入力して [OK] をクリックします。そして、インテル® 
Inspector XE のインストール・ディレクトリーに移動します) (図 17)。 

 
図 17 

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 の再生など 

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 

30 日間の評価版のダウンロード 

  

http://software.intel.com/en-us/articles/intel-learning-lab/�
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-parallel-studio-xe/�
http://software.intel.com/en-us/articles/evaluation-guides/�
http://software.intel.com/en-us/forums/�
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-software-evaluation-center/�
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メモリーエラーを排除してプログラムの安定性を向上 

インテル® Parallel Studio XE 評価ガイド 

購入方法: 言語別のスイート 

インテル® Parallel Studio XE には、開発のニーズに応じて 3 つのエディションがあります。Composer Edition と 
Professional Edition では、C++ または Fortran のいずれかの言語で利用できます。 

 Composer Edition: 高速な並列コードを構築するためのコンパイラー、パフォーマンス・ライブラリー、並列モ
デルが含まれています。 

 Professional Edition: Composer Edition の機能に加えて、高速な並列コードの設計、ビルド、デバッグ、チュー
ニング用にパフォーマンス・プロファイラー、スレッド設計/プロトタイピング・ツール、メモリー/スレッドデ
バッガーが含まれています。 

 Cluster Edition: Professional Edition の機能に加えて、MPI を含む高速な並列コードの設計、ビルド、デバッグ、
チューニング用に MPI クラスター通信ライブラリー (MPI エラーチェックおよびチューニング・ユーティリティー
付き) が含まれています。 

 インテル® Parallel Studio XE 
Composer Edition

1
 

インテル® Parallel Studio XE 
Professional Edition

1 
インテル® Parallel Studio XE  

Cluster Edition
9 

インテル® C++ コンパイラー √ √ √ 

インテル® Fortran コンパイラー √ √ √ 

インテル® TBB (C++ のみ) √ √ √ 

インテル® IPP (C++ のみ) √ √ √ 

インテル® MKL √ √ √ 

インテル® Cilk™ Plus (C++ のみ) √ √ √ 

インテルによる OpenMP* 実装 √ √ √ 

ローグウェーブ IMSL* ライブラリー2 
(Fortran のみ) バンドルおよびアドオン アドオン アドオン 

インテル® Advisor XE  √ √ 

インテル® Inspector XE  √ √ 

インテル® VTune™ Amplifier XE
3
  √ √ 

インテル® MPI ライブラリー3
   √ 

インテル® Trace Analyzer & Collector   √ 
オペレーティング・システム  
(開発環境) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 
OS X*

4 
(XCode*) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 

Windows* (Visual Studio*) 
Linux* (GNU*) 

注: 
1. C++ または Fortran のいずれか、あるいは両言語で利用できます。 
2. Windows* Fortran スイートのアドオンまたは Composer Edition のバンドルとして利用できます。 

 
3. スイートのバンドルまたはスタンドアロンとして利用できます。 
4. OS X* の言語スイートとして利用できます。 

 

 

インテル® Parallel Studio XE の詳細: 

• 以下の Web サイトをご覧ください。 
http://intel.ly/parallel-studio-xe 

• あるいは、左の QR コードをスキャンして
ください。  

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。 

著作権と商標について 
本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかか
わらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を
除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証 (特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許
権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む) に関してもいかなる責任も負いません。 

最適化に関する注意事項 
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が行われない可能性があります。これに
は、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 2 (インテル® SSE2)、インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令 3 (インテル® SSE3)、ストリーミング SIMD 拡張命令 3 補
足命令 (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® マイクロ
アーキテクチャーに非固有の特定の最適化は、インテル製マイクロプロセッサー向けに予約されています。この注意事項の適用対象である特定の命令セットに関する
詳細は、該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してください。改訂 #20110804 

© 2014 Intel Corporation.  無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Cilk、VTune は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel 
Corporation の商標です。 
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 
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