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リソースリークとは、リソース消費の 1 つで、プログラムが割
り当てたリソースを解放していない状態を指します。通常、一
般的なリソース問題 (メモリーリークなど )やコードの不具合に
よる結果として起こりますが、非常に限られた状況や、長い間
アプリケーションを使用した場合に問題を引き起こします。

インテル® Parallel Inspector は、直列および並列アプリケー
ションをサポートし、メモリー /スレッドエラー検証機能の両
方を備えた動的分析ツールです。1 回の発生でリソースリーク
を検出するため、アプリケーションで不具合が再現できない
場合でも、エラーの場所を特定できます。インテル® Parallel 
Inspector を実行してアプリケーションをチェックすることで、
リソースリークをピンポイント検出し修正して、問題を未然に
防ぐことができます。
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概要
スレッド化エラーとメモリーエラーを検出し解決した後にも、プログ
ラムで原因の分からない不具合が断続的に発生する場合は、リソー
スリークが発生している可能性があります。リソースリークのほとん
どは大きな問題ではありません。リソースにハンドルを割り当ててプ
ログラムが終了するまで保持するようにすると、プログラムの終了時
にそのリソースは自動で解放されます。

通常はこの方法で問題ありませんが、ファイルやハッチブラシなど、
使用するリソースの数が増えるに従って問題となります。GDI	ブラシ
など、リソースの種類によっては利用が制限されているものもありま
すが、すべてのリソースはある程度のシステムメモリーを消費します。
その結果、システムのパフォーマンスが低下したり、予期しないシス
テム	API	障害が発生することがあります。

インテル ®	Parallel	Inspector	は、Microsoft*	Visual	Studio*	C/C++	

を利用する開発者向けの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。26	種類のリソースを追跡し、コード内で割り当てられ
ているリソースのうち解放されていないものを特定します。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。

本ガイドは、インテル ®	Parallel	 Inspector	を使用してプログラム中
のリソースリークのエラーを検出、修正して、問題を未然に防ぐ方法
について説明します。

手順 :リソースエラーの特定、分析、解決
インテル®	Parallel	Inspector	を使って、一連のステップを実行することで、直列または並列プログラムのリソースエラーを特定、分析、解決できます。
このチュートリアルでは、「Colors」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。

注 :	インテル®	Parallel	Inspector	2011	は	Microsoft*	Visual	Studio*	2005、2008、2010	に統合されます。このチュートリアルでは、Microsoft*	

Visual*	Studio*	2005	開発環境	(IDE)	を使用しています。メニュー項目の異なる	IDE	を使用する場合はご注意ください。

手順 :リソースエラーの特定、分析、解決

インテル ® Parallel Inspector 2011

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

2.	 parallel_studio_setup.exe	をクリックして、インテル ®	Parallel	Studio	

をインストールします。

Colors	サンプル・アプリケーションのインストール :

1.	 Colors_conf.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*	2005	を使用し
て作成された	C++	GUI	アプリケーションです。

2.	 Colors_conf.zip	ファイルをシステムの書き込み可能なフォルダーに
展開します。

サンプル・アプリケーションの実行

1.	 Microsoft*	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、colors_conf\vc8\colors.sln	ソリューション・ファ
イルを開きます	(図 1	を参照 )。

	 [Solution Explorer (ソリューション エクスプローラ )]	に	Colors	ソ
リューションが表示されます	(図 2	を参照 )。

図 1

図 2

https://registrationcenter.intel.com/RegCenter/AutoGen.aspx?ProductID=1305&AccountID=&EmailID=&ProgramID=&RequestDt=&rm=EVAL&lang=
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2.	[Build (ビルド )] > [Build Solution (ソリューションのビルド )]	を
選択して、アプリケーションをビルドします	(図 3 を参照 )。

3.	[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 4	を参照 )。

図 5	のようにアプリケーションが表示されます。

ウィンドウのサイズを	2	回変更してみてください。1	回目のサイズ変
更後は正しく表示されますが、2	回目のサイズ変更後は	図 6	のよう
に正しく表示されません。

もう	1	度サイズを変更すると、カラーの部分が全く表示されず、ウィ
ンドウのコントロール・ボタンも正しく描画されません。この問題は、
プログラム中のリソースリークにより発生します。

図 3

図 5

図 6

図 4
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分析の設定と実行
インテル ®	Parallel	Inspector	でこのエラーを検出してみましょう。イ
ンテル ®	Parallel	 Inspector	ツールバーにある	[Configure Analysis 

(分析の設定 )]	をクリックします	(図 7	を参照 )。

ダイヤルを	[Does my target leak memory? level (mi1) (ターゲッ
トにメモリーリークがありますか ? レベル (mi1))]	に設定します。リ
ソースリークの検出は、各レベルのメモリーチェックとともに行われ
ます。mi1	レベルはオーバーヘッドが最も小さく、リソースリークの
みをチェックしたい場合には最適です	(図 8	を参照 )。

[Run Analysis (分析の実行 )]	ボタンをクリックして、アプリケーショ
ンの分析を開始します。図 5	と同じ結果が表示された後、先程と同
様に、ウィンドウのサイズを何回か変更して正しく表示されない問題
を発生させます。その後アプリケーションを閉じてください。インテ
ル ®	Parallel	Inspector	によって最終分析が行われます。この処理に
はしばらく時間がかかります。分析中は、Microsoft*	Visual	Studio*	

IDE	に	図 9	のようなウィンドウが表示されます。

インテル ®	Parallel	 Inspector	の分析が終了すると、図 10	のような
ウィンドウが表示されます。

図 7

図 8

図 9

図 10
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結果の解釈
[Interpret Result (結果の解釈 )]	ボタンをクリックします。[Overview (概要 )]	ビューが表示さ
れます。

図 11	のように、GDI	リソースリークが	1	件表示されます。下のペインから、これは	colors.cpp	ファ
イルの	156	行目にある	DrawColorChart	関数の描画オブジェクト・ハンドルのリークであること
が分かります。[Problem Sets (問題セット )]	リストでこの問題をクリックすると、[Sources (ソー
ス )]	ビューが表示されます。

このビューでは、(1)	問題のハンドルが作成されたソースコードの場所と、(2)	エラーを引き起こし
たコールスタックを確認できます	(図 12	を参照 )。

図 12

図 11
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結果
この例では、簡単に再現できる明確なリソースリークのエラーについて説明しました。しかし、リソースリークは常にこのように明確であると
は限りません。非常に特殊な状況下でのみ発生したり、長期間にわたってアプリケーションを使用した後に見つかることはよくあることです。

インテル ®	Parallel	Inspector	は、1	回の発生でリソースリークを検出します。そのため、アプリケーションで不具合が再現できない場合でも、
エラーの場所を特定します。インテル ®	Parallel	Inspector	を定期的に実行してアプリケーションをチェックすることで、開発サイクルの早期に
リソースリークのエラーを発見し、修正することが可能です。

図 13

ソースコードから、GDI	ブラシが	156	行目で作成され、このブラシ
が解放されていないことが分かります。

リソースリークのレポートでは、プログラムでリソースのハンドルが
保持され解放されていない場合と、プログラムがすべてのハンドル
を失った場合が区別されていません。問題を修正する前に、ソース
コードを確認して、割り当てが行われているリソースの存続期間を
決定する必要があります	(図 12	を参照 )。

この例では、問題のハンドルは作成されたスコープの範囲外では使
用されないため、使用後直ちに削除することができます。リソース
を解放するための適切な関数が分からない場合は、左下のペイン
で問題を右クリックして	 [Explain	Problem	(問題の説明 )]	を選択す
ると、そのリソースを解放するための関数を含むリソースリークの説
明が表示されます	(図 14	を参照 )。

問題を修正する場合は、[Sources (ソース )]	ビューで修正する行を
ダブルクリックすると、ソースファイルが開いて選択した行を編集で
きます。サンプル・アプリケーションで見つかった問題を解決するに
は、FillRect()	の呼び出しの下に次のコードを追加します。

	 DeleteObject(	hBrush	);

そして、ソリューションをリビルドして再度実行してみます。ウィンド
ウのサイズを繰り返し変更しても、問題が発生しないことを確認で
きるでしょう。
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インテル® ソフトウェア開発製品ナレッジベース

インテル® ソフトウェア・ネットワーク・ブログ 

インテル® Parallel Studio Web サイト 

インテル® TBB Web サイト

並列化に関するブログ、記事、ビデオ

開発者向け無料 Web セミナー (オンデマンド)

関連リンク (英語)

開発者向け Web セミナー (オンデマンド)
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並列処理に関する情報
インテルでは、開発者が現在および将来のプロセッサー処理能力を活用
する、正当で高性能なコードを記述できるように、並列処理に関するさ
まざまな情報を提供しています。並列化やインテル ®	Parallel	Studio	につ
いての詳細は、以下を参照してください。

最適化に関する注意事項

インテル®	コンパイラー、関連ライブラリーおよび関連開発ツールには、インテル製マイクロプロセッサーおよび互換マイクロプロセッサーで利用可能な命令
セット	(SIMD	命令セットなど )	の生成を制御する最適化オプションが含まれているか、あるいはオプションを利用している可能性がありますが、両者では結
果が異なります。また、インテル®	コンパイラー用の特定のコンパイラー・オプション	(インテル®	マイクロアーキテクチャーに非固有のオプションを含む )	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。
これらのコンパイラー・オプションと関連する命令セットおよび特定のマイクロプロセッサーの詳細は、『インテル®	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・オプション」を参照してください。インテル®	コンパイラー製品のライブラリー・ルーチンの多くは、互換マイクロプロセッサーよりもイン
テル製マイクロプロセッサー向けに高度に最適化されます。インテル®	コンパイラー製品のコンパイラーとライブラリーは、選択されたオプション、コード、
およびその他の要因に基づいてインテル製マイクロプロセッサーおよび互換マイクロプロセッサー向けに最適化されますが、インテル製マイクロプロセッサー
においてより優れたパフォーマンスが得られる傾向にあります。インテル®	コンパイラー、関連ライブラリーおよび関連開発ツールは、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を行わ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	(インテル®	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。
インテルでは、インテル®	コンパイラーおよびライブラリーがインテル製マイクロプロセッサーおよび互換マイクロプロセッサーにおいて、優れたパフォーマン
スを引き出すのに役立つ選択肢であると信じておりますが、お客様の要件に最適なコンパイラーを選択いただくよう、他のコンパイラーの評価を行うことを
推奨しています。インテルでは、あらゆるコンパイラーやライブラリーで優れたパフォーマンスが引き出され、お客様のビジネスの成功のお役に立ちたいと願っ
ております。お気づきの点がございましたら、お知らせください。
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