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このセッションについて

このセッションは、インテル社のウェブサイトで公開されている、「Porting Guide for ICC 
Users to DPCPP or ICX」をベースに制作されています。詳細については、このポーティ
ング・ガイドをご覧ください:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/porting-guide-for-icc-users-
to-dpcpp-or-icx.html (html)

日本語翻訳版は「インテル® oneAPI ポーティング・ガイド日本語」から入手できます:

https://www.isus.jp/products/c-compilers/oneapi-porting-guide-japanese/ (PDF)

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/porting-guide-for-icc-users-to-dpcpp-or-icx.html
https://www.isus.jp/products/c-compilers/oneapi-porting-guide-japanese/
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はじめに : コンパイラーいろいろ

インテル® oneAPI ツールキット インテル® Parallel Studio XE

新しいコンパイラー
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ICC/ICL と DPCPP/ICX の関係

icx コンパイラー ｄｐｃｐｐコンパイラー

インテル® oneAPI ツールキット

icc/icl クラシック・コンパイラー LLVM ベースのインテル® コンパイラー (clang)
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ICC/ICL と DPCPP/ICX の関係

icx コンパイラー ｄｐｃｐｐコンパイラー

インテル® oneAPI ツールキット

icc/icl クラシック・コンパイラー LLVM ベースのインテル® コンパイラー (clang)
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ICC/ICL と DPCPP/ICX の関係 (2)

icc/icl クラシック icx コンパイラー dpcpp コンパイラー

アップデート 今後も随時更新 今後も随時更新 今後も随時更新

オプション 従来のオプションが利用可能 新しいオプション体系 新しいオプション体系

マクロ、プラグマ 従来の機能が利用可能 新しいマクロ、プラグマ 新しいマクロ、プラグマ

診断オプション/
メッセージ

従来の機能が利用可能 新しい機能 新しい機能

リンク、IPO、PGO 従来の機能が利用可能 新しい機能 新しい機能

組込み関数 従来の機能が利用可能 新しい機能 新しい機能

メッセージ 従来の英語メッセージ 新しい英語メッセージ 新しい英語メッセージ

OpenMP* オフロードを使用しない
OpenMP* の機能を利用でき
ます

オフロードを使用する
OpenMP* の機能を利用でき
ます

オフロードを使用する
OpenMP* の機能を利用
できます (制限付き)

SYCL 機能 利用不可 -fsycl オプションで利用可能 デフォルトで利用可能
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例えば : 最もシンプルな例では

int main (int argc, char *argp[]) {    

int i; 

double pi, x, sum = 0.0;

step = 1.0/(double) num_steps;

start = clock();

for (i=0;i< num_steps; i++){

double x = (i+0.5)*step;

sum = sum + 4.0/(1.0+x*x);

}

pi = step * sum;

end = clock();

printf("Pi = 3.141592653589793¥n");

printf("Pi = %f Time = %f¥n", pi, (double)((end-start)/CLOCKS_PER_SEC));

}

しかし、実際のプロジェクトではそうではないかもしれません…
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コンパイラー・オプション (1)

icx コンパイラー

icc/icl クラシック・コンパイラー

ICX ドライバー icx と icpx は、ICC/ICL クラシック・コンパイラーのオプションおよ
び Clang/LLVM コンパイラーのオプションを受け入れます:
• Clang/LLVM コンパイラー・オプションは直接解釈されます
• ICX に渡された ICC/ICL クラシック・コンパイラーのオプションは、可能であれ

ば対応する Clang/LLVM オプションに変換されます…

• icc / icl クラシック・コンパイラーは、インテル® Parallel Studio XE に含まれる
コンパイラーと同じ機能を持ち、同一オプションを受け入れます。ただし今後クラ
シック・コンパイラーがアップデートされると新しいオプションが追加される可能
性があります
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コンパイラー・オプション (2)
ICX オプション -qnextgen-diag （Linux*）、/Qnextgen-diag （Windows*）
を指定すると、ICX で受け入れられない ICC/ICL クラシック・コンパイラー・オプ
ションのリストを表示します

C:¥ icx /Qnextgen-diag

Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler for applications running on Intel(R) 64, Version 2021.1.2 Build 20201214
Copyright (C) 1985-2020 Intel Corporation. All rights reserved.

The LLVM based Intel Compiler maintains the expectation to be compatible with the current Intel Compiler product. 
There are options and capabilities that we may support in the future but are not currently available. There are also 
options we do not plan to support.

options to be supported: 
/Ge
/H:<val>
/MP-force
/Ow:<string>
/Qalias-args
....

options being removed: 
/G3
/G4
/G5
/G6
...

ICC/ICL クラシック・コンパイラー・オプション：
サポートされない ICC/ICL クラシック・コンパイラーのオプションの
警告が出力されます
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コンパイラー・オプション (3)

ICX の Clang バージョンでサポートされている Clang/LLVM オプションはすべて認
識および実装されます。しかし、場合によってはオプションを Clang へ渡す必要があ
ります。Clang へオプションを直接渡すには、次のオプションを使用します:

• -Xclang<Clang へのオプション> 
• オプションに引数がある場合は、複数の -Xclang オプションを指定します。

例えば、-target-feature +aes オプションを渡すには、
-Xclang -target-feature -Xclang +aes のようにします

• -Xclang オプションは、Linux* と Windows* の両方で使用できます

GNU* および Microsoft* 互換オプションは、ICC/ICL クラシック・コンパイラーと
ICX で認識されます
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プラグマとマクロ (1)

• ICC/ICL または GCC プラグマが、ICX でサポー
トされると想定しないでください

• ICC/ICL クラシック・コンパイラーでは、多くの
インテル独自プラグマがサポートされています。
OpenMP* に関連するプラグマを除き、インテ
ル独自プラグマのサブセットが ICX でサポート
されています

• 移植作業の最初のステップとして、サポートさ
れないマクロやプラグマを特定することを推奨
します

マクロは追加される可能性があります。-dM –E (Linux*)、/QdM
/E (Windows*) コマンドを使用して、特定のバージョンの ICX 
で定義されるマクロを確認できます
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プラグマとマクロ (2)

ICX コンパイラーの -Wunknown-pragmas オプションを使用して、サポートされ
ていないプラグマをチェックすることができます
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プラグマとマクロ (3)

int main(void) { 

float arr[1000]; 

#pragma totallybogus

#pragma simd

#pragma vector 

for (int k=0; k<1000; k++) { 

arr[k] = 42.0; 

} 

} 

• “#pragm atotallybogus” は、ICC/ICL 
クラシック、GCC、および ICX ではサポート
されないプラグマです

• “#pragma simd” は、ICC/ICL クラシック
でサポートされていたプラグマですが、ICX 
ではサポートされません。ICX はこれらのプ
ラグマを無視し、プログラマーが ICC/ICL 
クラシック・コンパイラーに期待することを
行いません。ここでは、#pragma simd を
#pragma omp simd に置き換える必要
があります

• “#pragma vector” は、ICX で認識され実
装されているため警告は出力されません

-Wunknown-pragmas オプション
の結果を理解する
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診断オプションとメッセージ

Linux* と Windows* コンパイラーの両方に同等の診断制御オプションが用
意されています
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診断オプション：使用例 (ICL/ICC)

例えば、次の行が含まれる unknown-pragma.c ファイルのテストケースにつ
いて考えてみます

#pragma unknown_pragma

icl / icc を使用してコンパイルすると、次の警告メッセージが出力されます

icl /c unknown-pragma.c

unknown-pragma.c(1): warning #161: unrecognized #pragma 

#pragma unknown_pragma ]

警告 #161 は、認識できないプラグマの診断を無効にする ICL/ICC クラシックの
–diag-disable:161 (linux*) /Qdiag-diable:161 (Windows*)オプ
ションで出力しないようにできます
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診断オプション：使用例 (ICX)

• ICX では番号付きの診断メッセージが出力されませんが、診断を制御するために
使用できる診断オプションに関連するヒントが示されます

• –Wall オプションを使用して、プログラムに関連するすべての警告メッセージを
出力できます。警告メッセージには、診断を有効/無効にするオプションが示され
ます

• ICX では、不明なプラグマ診断はデフォルトで出力しないように設定されていま
す。有効にするには、–Wunknown-pragmas オプションを、無効にするには、–
Wno-unknown-pragmas オプションを使用します。–Wno- プリフィクスを使
用して、特定の診断を無効にできます

icx /Wall /c /Wunknown-pragmas file.c

unknown-pragma.c:1:9: warning: unknown pragma ignored 

[-Wunknown-pragmas] 

#pragma unknown_pragma
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リンク、IPO、PGO に関する変更
ICXコンパイラーは、プロシージャー間の最適化(IPO)とプロファイルに基づく最適化
(PGO)に関して、クラシック・コンパイラーとは異なるアプローチを採用しています。こ
れらの機能を使用している 場合は、次の点に注意してください

• PGO: LLVM は、PGO に関して全く異なるアプローチを採用しています。詳細は、「マルチ
ステージ PGO」 を参照してください

• IPO： LLVM は、ICC/ICL クラシック・コンパイラーの「プロシージャー間の最適化（IPO）」
に相当するリンク時の最適化（LTO - Link Time Optimization）テクノロジーを採用して
います

• LLVM LTOの詳細については、「LLVM リンク時の最適化の設計と実装」 を 参照してくだ
さい

• インテルの 「xi*」 リンカーツール （xilink、xild、xiar） は、インテル® コンパイラーが
使用する独自のオブジェクト・ファイル形式向けであるため、ICX からは削除されました

• Makefile やプロジェクトの設定で 「xilink」 や 「xild」 を使用している場合は、同等の
ネイティブリンカーに置き換えてください。同様に、「xiar」 は 「ar」 などのアーカイバーに
置き換えます

https://llvm.org/docs/AdvancedBuilds.html#multi-stage-pgo
https://llvm.org/docs/LinkTimeOptimization.html
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組込み関数の使用モデルに関する変更

ICX は、インライン展開時に組込み関数への引数の型チェックを行いますが、ICC/ICL 
クラシック・コンパイラーでは行いません。そのため、ICX では ICL/ICC クラシック・コン
パイラーでは表示されなかった組込み関数の引数に関連する警告やエラーが表示され
ることがあります

• ICL/ICC クラシック・コンパイラーでは、
__INTEL_COMPILER_USE_INTRINSIC_PROTOTYPES マクロを定義すれば、
immintrin.h ヘッダーファイルを使用する必要はありません

• ICC/ICL クラシック・コンパイラーでは、特定の組込み関数を使用するため、対応する
プロセッサー/アーキテクチャー固有のコンパイラー・オプションを有効にする必要は
ありません

この 2 つの機能は、ICX では提供されません
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ICX で組込み関数を使用する手順

ICX で組込み関数を使用するには、次の手順に従ってください

• コンパイラーがプロセッサー/アーキテクチャー固有の組込み関数を認識でき
るように、–march または –m<arch>、あるいは -x<arch>/-ax<arch> コンパ
イラー・ オプションを使用する必要があります

組込み関数に関する ICC/ICL クラシック・コンパイラーとの互換性は評価中です。最新のアッ
プデートについては、リリースノートを確認してください

• 組込み関数を定義する immintrin.h ヘッダーファイルをインクルードします

• ICC/ICL クラシックの型チェックは不明瞭ですが、ICX は型チェックを（正しく）
行います
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ICX で組込み関数の引数型診断

void Prefetch_Block(const void* addr, size_t sz, int hint) { 

char* pref_addr = (char*)addr; 

size_t pref_iters = (sz + CACHE_LINE_SIZE - 1) / CACHE_LINE_SIZE; 

for (int i = 0; i < pref_iters; i++) { 

_mm_prefetch(pref_addr, hint /*_MM_HINT_T1*/); 

pref_addr += CACHE_LINE_SIZE; 

}

}
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組込み関数を含むファイルのコンパイルの例
void add_sse(float *a, int N){ 
__m128 x, y; y = _mm_set_ps1(1.f); 

for(int i = 0; i < N/4; i++) { 
x = _mm_load_ps(a); 
x = _mm_add_ps(x, y); 
_mm_store_ps(a, x); a+=4; 

} 
}

void add_avx(float *a, int N){ 
__m256 x, y; 
y = _mm256_set_ps(1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f); 

for(int i = 0; i < N/8; i++) { 
x = _mm256_load_ps(a); 
x = _mm256_add_ps(x, y); 
_mm256_store_ps(a, x); 
a += 8; 

} 
} 

void add_avx512(float *a, int N){ 
__m512 x, y; 
y = _mm512_set_ps(1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 
1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f, 1.f); 

for(int i = 0; i < N/16; i++) { 
x = _mm512_load_ps(a); 
x = _mm512_add_ps(x, y); 
_mm512_store_ps(a, x); 
a += 16; 

} 
}
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__attribute__((target())) による組込み関数の使用
#include <stdio.h> 

__attribute__ ((target("avx2"))) 

void dispatch_func() { 

printf("¥nCode for Intel Core processors supporting   

Intel AVX2 goes here¥n"); 

} 

__attribute__ ((target("sse4.2"))) 

void dispatch_func() { 

printf("¥nCode for Intel Core processors supporting 

SSE4.2 goes here¥n"); 

} 

__attribute__ ((target("sse3"))) 

void dispatch_func() { 

printf("¥nCode for Intel Core 2 Duo processors 

supporting SSSE3 goes here¥n"); 

} 

__attribute__ ((target("default"))) 

void dispatch_func() { 

printf("¥nCode for default implementation goes 

here¥n"); 

}; 

int main() { 

dispatch_func(); 

printf("Return from dispatch_func¥n"); 

return 0; 

} 

前の例では、コンパイラー・オプション （-
mavx512f） を指定して特定の命令セット向けに
コンパイルしましたが、これはソースファイルに命
令セットが 1 つだけである場合に有効です

Clang/LLVM コミュニティーでは、デフォルトのプ
ロセッサー・ターゲットに依存せずに、特定のター
ゲット・アーキテクチャー向けの組込み関数を含
む関数の定義を gcc 形式のターゲット属性で
マークすることを強く推奨しています

__attribute__((target())) を使用して、特定のター
ゲット・アーキテクチャーごとに関数内にコードを
配置して、ターゲット属性を関数定義に適用しま
す
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浮動小数点結果の再現性の制御

ベータ版の ICX のデフォルト浮動小数点モデル: 
• -fp-model precise –no-fma (Linux*) と同等
• /fp:precise /Qfma- (Windows*) と同等

リリース版の ICX のデフォルト浮動小数点モデル: 
• -fp-model fast=1 –fma （Linux*) と同等
• /fp:fasy=1 /Qfma (Windows*) と同等

現在 double, extended,consistent はサポートされていません。浮動小数点モデル
の厳密性に関するオプションの実装はオープンソース・コミュニティーで取り組みが
行われおり、最新のデフォルトについてはリリースノートをご覧ください

ICC/ICL クラシックの数学ライブラリー関連の機能は、現在 ICX への移行が進められ
ています。IMF（インテル® マス・ライブラリー）は ICX に実装済みです
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OpenMP* のサポート

＿OPENMP マクロで仕様の
バージョンを確認:

icx / ifx はオフロード機能を
サポートする OpenMP* 5.0 
の仕様を完全にサポートし
ます

dpcpp はオフロード機能を
サポートする OpenMP* 5.0 
の仕様をサポートしますが、
SYCL* 構造との混在には注
意が必要です

icl / icc 19.1 および
icl / icc クラシック:
OpenMP* 4.5+
オフロードなし

icｘ 2021.1.2:
OpenMP* 5.0 
オフロードあり

dpcpp 2021.1.2:
OpenMP* 5.0
オフロードあり
(条件付き)
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オフロードを行う OpenMP* 構造のコンパイル

icl / icc / icpc / ifort (クラシッ
クを含む) で target 構造を含む
ソースをコンパイルすると、対
象の OpenMP* 構造は無視さ
れます

icx / ifx でtarget 構造を含む ソースをコン
パイルする場合、新しい OpenMP* オプ
ションが必要です:
/Qiopenmp
/Qopenmp-targets:spir64
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まとめ: どのコンパイラーを使うべきか

⚫ ヘテロジニアス環境のコンピューティング・リソースを使用しないアプリケーショ
ンは、インテル® Parallel Studio XE でサポートされるコンパイラーを継続して使
用できます

◼ ただし、今後サポートされる新しいプロセッサーの機能を使用するため、再コン
パイルが必要な場合は、oneAPI ツールキットに含まれるクラシック・コンパイ
ラーに移行してください

⚫ oneAPI ツールキット・ベースでアプリケーション開発を行う場合、ヘテロジニアス
環境のコンピューティング・リソースを使用しなければクラシック・コンパイラーを
使用してください

⚫ OpenMP* 5.0 のオフロード機能を使用する場合、ICX / IFX を使用します

⚫ SYCL* の機能を使用する場合 DPC++ を使用します
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参考資料

⚫ インテル® oneAPI ポーティング・ガイド日本語

https://www.isus.jp/products/c-compilers/oneapi-porting-guide-japanese/ (PDF)

⚫ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラーにおける OpenMP* 機能と拡張のサポート

https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-and-extensions-supported-in-icx/

⚫ ベータ版インテル® Fortran コンパイラーの Fortran 言語と OpenMP* 機能

https://www.isus.jp/products/fortran-compilers/fortran-language-and-openmp-features-in-ifx/

⚫ インテル® Fortran および C++ コンパイラーで実装される OpenMP* 機能の調査

https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-implemented-in-fortran-and-c-
compilers/

⚫ oneAPI 仕様日本語版 (Part 1)

https://www.isus.jp/products/oneapi/oneapi-spec-japanese/

https://www.isus.jp/products/c-compilers/oneapi-porting-guide-japanese/
https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-and-extensions-supported-in-icx/
https://www.isus.jp/products/fortran-compilers/fortran-language-and-openmp-features-in-ifx/
https://www.isus.jp/products/c-compilers/openmp-features-implemented-in-fortran-and-c-compilers/
https://www.isus.jp/products/oneapi/oneapi-spec-japanese/
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新規公開日本語ドキュメント

⚫ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー 2021.1 デベロッパー・ガイドおよびリファレンス

⚫ インテル® oneAPI DPC++/C++ コンパイラー導入ガイド

⚫ インテル® oneAPI DPC++ ライブラリー・ガイド

上記の日本語ドキュメントがインテル社のウェブサイトで公開されました:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/download-documentation-intel-
compiler-current-and-previous.html

から、「2021.1 oneAPI Documentation - Japanese Translation」 以下の各リンクをクリックすると zip 
をダウンロードできます

NEW

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/download-documentation-intel-compiler-current-and-previous.html
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付録

非推奨、非オフィシャルな機能ですが、oneAPI ツールキットに含まれる ICC/ICL 
クラシック・コンパイラーで日本語メッセージを出力する裏技

このフォルダーを oneAPI C++ コンパイラーのフォルダーにコピーします

現在インテル® Parallel Studio XE に含まれる icc/icl コンパイラーと、oneAPI の クラシック・コンパイラーに
は大きな機能の違いがないため、ほとんどのメッセージを日本語表示できますが、今後アップデートが繰り返
されると適切なメッセージを表示できない可能性があります
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