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本書について

本書には、IBM® XL Fortran for Linux V15.1.5 コンパイラーの概要および基本的
な使用法に関する情報が含まれています。

本書の対象読者
本書は、XL Fortran の基本的な概要および使用法に関する情報を必要とする
Fortran の開発者向けです。 コマンド行コンパイラー、Fortran プログラミング言
語の基本的な知識、およびオペレーティング・システム・コマンドの基本的な知識
に習熟していることを前提としています。XL Fortran に慣れていないプログラマー
は、本書を使用して XL Fortran 固有の能力や機能に関する情報を確認することが
できます。

本書の読み方

本書では、コンパイラーの動作を説明するために、xlf コンパイラー呼び出しが使用
されています。ただし、特定の環境では必要に応じてコンパイラー呼び出しコマン
ドの別の形式に置き換えることができます。また、コンパイラー・オプションの使
用法は、特に指定がない限り同じです。

本書は、コンパイラー環境の構成、XL Fortran コンパイラーを使用した Fortran
アプリケーションのコンパイルおよびリンクといった情報をカバーしていますが、
以下のトピックは含まれていません。

v コンパイラー・インストール: 「XL Fortran インストール・ガイド」を参照して
ください。

v コンパイラー・オプション: コンパイラー・オプションの構文および使用法につ
いて詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」を参照してくださ
い。

v Fortran プログラミング言語: 構文、セマンティクス、および IBM による
Fortran プログラミング言語の実装については、「XL Fortran ランゲージ・リフ
ァレンス」を参照してください。

v プログラミング・トピック: プログラムの移植性および最適化に焦点を置いた、
XL Fortran でのアプリケーションの開発について詳しくは、「XL Fortran 最適
化およびプログラミング・ガイド」を参照してください。

本書の構成
1 ページの『第 1 章 XL Fortran の紹介』には XL Fortran のコンパイラーの機

能についての概要が記載されています。

9 ページの『第 2 章 IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 の新機能』では、IBM
XL Fortran for Linux V15.1.5 に追加された機能と機能拡張について説明します。
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15 ページの『第 3 章 アプリケーションのマイグレーション』には、他のバージ
ョンの XL Fortran でコンパイルされたアプリケーションをマイグレーションする
際の重要な考慮事項がリストされています。

17 ページの『第 4 章 以前のリリースに追加された機能拡張』では、以前のリリ
ースで追加された機能拡張について説明します。これらの機能拡張は、現行リリー
スにも適用されます。

27 ページの『第 5 章 XL Fortran のセットアップとカスタマイズ』では、お客様
の要件に応じて、どのようにコンパイラーをセットアップおよびカスタマイズする
かについて説明します。

29 ページの『第 6 章 XL Fortran によるアプリケーションの開発』は、編集、コ
ンパイル、リンク、および実行というサイクルを繰り返すことで成り立っていま
す。

規則
活字の規則

以下の表では、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 の資料で使用されている活字の
規則について説明します。

表 1. 活字の規則

書体 意味 例

小文字の太字 呼び出しコマンド、実行可能ファ
イル名、およびコンパイラー・オ
プション。

コンパイラーには、さまざまな
Fortran 言語レベルおよびコンパイル
環境をサポートするために、xlf とい
う基本呼び出しコマンドとその他のい
くつかのコンパイラー呼び出しコマン
ドが備わっています。

実行可能プログラムのデフォルト・フ
ァイル名は a.out です。

イタリック パラメーターまたは変数。実際の
名前と値はユーザーによって提供
されます。イタリックは新規用語
の導入にも使用されます。

要求された size よりも大きいものを
戻す場合には、 size パラメーターの
更新を確認してください。

下線 コンパイラー・オプションまたは
ディレクティブのパラメーターの
デフォルト設定。

nomaf | maf

モノスペース プログラム・コードの例、プログ
ラム・コードの解説、ファイル
名、パス名、コマンド・ストリン
グ、またはユーザー定義の名前。

myprogram.f をコンパイルおよび最
適化するには、xlf myprogram.f -O3

と入力します。
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表 1. 活字の規則 (続き)

書体 意味 例

大文字の太字 Fortran プログラミング・キーワー
ド、ステートメント、ディレクテ
ィブ、および組み込みプロシージ
ャー。コンパイラー・オプション/
サブオプションを呼び出すために
必要な最小文字数を示すためにも
大文字が使用される可能性があり
ます。

ASSERT ディレクティブは、ディレ
クティブの直後に続く DO ループに
のみ適用され、ネストされた DO ル
ープには適用されません。

限定を示すエレメント (アイコンおよび大括弧分離文字)

言語エレメントまたはプログラミング・モデルの説明では、この情報はアイコンお
よびマーク付きの大括弧分離文字を使用して、以下のようにセグメントまたはテキ
ストを示しています。

表 2. 限定エレメント

アイコン
大括弧分離文字
のテキスト 意味

F2008

F2008

Fortran 2008
の始ま
り/Fortran
2008 の終わり

このテキストは、Fortran 2008 標準の IBM XL Fortran
実装環境を記述しています。1

F2003

F2003

Fortran 2003
の始ま
り/Fortran
2003 の終わり

このテキストは、Fortran 2003 標準の IBM XL Fortran
実装環境を記述しており、以降のすべての標準に適用され
ます。1

TS 29113

TS 29113

TS 29113 の始
まり/TS 29113
の終わり

このテキストは、技術仕様 29113 (TS 29113 と呼ばれる)
を実装した IBM XL Fortran について記述しています。1

IBM

IBM

IBM 拡張の始
まり / IBM 拡
張の終わり

テキストは、標準の言語仕様に対する IBM XL Fortran
拡張機能である機能を説明します。

CUDA Fortran

CUDA Fortran

CUDA Fortran
の始まり /
CUDA Fortran
の終わり

このテキストは、CUDA Fortran、IBM XL Fortran によ
って提供される CUDA Fortran サポート、またはその両
方を記述しています。

GPU

GPU

GPU の始まり
/ GPU の終わ
り

このテキストは、NVIDIA GPU への計算のオフロードに
関連する情報を記述しています。

注:
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1. 情報に Fortran 言語標準のアイコンまたは大括弧分離文字が付いている場合
は、この特定の Fortran 言語標準および以降のすべての標準に適用されます。
そうでない場合は、すべての Fortran 言語標準に適用されます。

構文図

本書中では、ダイアグラムは XL Fortran 構文を図示します。このセクションは、
そのダイアグラムを解釈したり使用したりするときに役立ちます。

v 構文図は線のパスに沿って、左から右、上から下へと読んでいきます。

►►─── 記号は、コマンド、ディレクティブ、またはステートメントの開始を示し
ます。

───► 記号は、コマンド、ディレクティブ、またはステートメントの構文が次の
行に続いていることを示します。

►─── 記号は、コマンド、ディレクティブ、またはステートメントが前の行から
続いていることを示します。

───►◄ 記号は、コマンド、ディレクティブ、またはステートメントの終わりを示
します。

完結したコマンド、ディレクティブ、またはステートメント以外の構文単位の図
であるフラグメントは、│─── 記号で始まり ───│ 記号で終わります。

IBM XL Fortran 拡張機能は、構文図内で番号が付けられ、図のすぐ下に注記さ
れています。

プログラム単位、プロシージャー、構文、インターフェース・ブロックおよび派
生型の定義は複数の個別のステートメントで構成されます。これらの項目につい
ては、構文表記をボックスで囲み、個々の構文図は、対応する Fortran ステート
メントに必要な順序で表示されます。

v 必須項目は、次のように横線 (メインパス) 上に表示されます。

►► keyword required_argument ►◄

v オプショナル項目は、次のようにメインパスの下側に表示されます。

►► keyword
optional_argument

►◄

注: オプショナル項目 (構文図にはない) は角括弧 ([ および ]) で囲まれます。
例えば、[UNIT=]u

v 2 つ以上の項目から選択できる場合は、縦に重ねて表示されます。

項目の中から 1 つを選択しなければならない 場合は、スタックの 1 つの項目
がメインパスに表示されます。

►► keyword required_argument1
required_argument2

►◄
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項目の 1 つを選択することがオプショナルの場合は、スタック全体がメインパ
スの下に表示されます。

►► keyword
optional_argument1
optional_argument2

►◄

v 主線の上にある左に戻る矢印 (反復矢印) は、スタックされた項目から複数個選
択できること、あるいは単一の項目を繰り返すことができることを示します。区
切り文字も示されます (それがブランク以外の場合)。

►► ▼

,

keyword repeatable_argument ►◄

v デフォルトの項目はメインパスの上に表示されます。

►► keyword
default_argument
alternate_argument ►◄

v キーワードは、イタリックでない文字で示され、示されているとおりに入力する
必要があります。

v 変数は、イタリック体の小文字で示されます。変数は、ユーザー指定の名前や値
を表します。変数またはユーザー指定名が _list で終わっている場合、コンマで
区切られたこれらの項目のリストを指定できます。

v 句読記号、括弧、算術演算子、または他のそのような記号が表示されている場合
は、構文の一部として入力する必要があります。

サンプル構文図

解釈付きの構文図の例を以下に示します。
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構文ステートメントの読み方

構文ステートメントは左から右に読みます。

v 個々の必須引数は、特殊表記を付けずに記述されます。

v { } 記号で囲まれた選択項目からは、1 つを選択する必要があります。

v オプションの引数は、[ ] 記号で囲まれています。

v 選択項目のグループから選択できる場合は、それらの選択項目は | 文字で区切
られます。

v 繰り返せる引数の後には、省略符号 (...) が続きます。

構文記述の例
EXAMPLE char_constant {a|b}[c|d]e[,e]... name_list{name_list}...

次のリストは、構文ステートメントを説明しています。

v キーワード EXAMPLE を入力します。

v char_constant に値を入力します。

v a または b のいずれかの値を入力します。両方は入力しないでください。

v オプションとして、c または d のいずれかの値を入力します。

v e に少なくとも 1 つの値を入力します。複数の値を入力する場合は、それぞれの
値の間にコンマが必要です。

v オプションで、name_list に name の値を少なくとも 1 つ入力します。複数の値
を入力する場合は、それぞれの name の間にコンマが必要です。

注: 同じ例が構文ステートメントと構文図の両方で使用されています。

►►
(1)

EXAMPLE char_constant a
b c

d

▼

,

e name_list ►◄

注:

1 IBM 拡張

この図表は次のように解釈します。

v キーワード EXAMPLE を入力します。

v EXAMPLE は IBM 拡張です。

v char_constant に値を入力します。

v a または b のいずれかの値を入力します。両方は入力しないでください。

v オプションとして、c または d のいずれかの値を入力します。

v e に少なくとも 1 つの値を入力します。複数の値を入力する場合は、それぞれの値の
間にコンマが必要です。

v name_list には少なくとも 1 つの name の値を入力します。複数の値を入力する場合
は、それぞれの値の間にコンマを入れる必要があります。 (_list 構文は、e の以前の構
文と同等です。
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本書の例

本書の例は、特に断りのない限り、単純な形式でコーディングされており、ストレ
ージの節約、エラーのチェック、高速パフォーマンスの実現、特定の成果を達成す
るために使用可能なすべての方法の提示などの試みはなされていません。

インストール情報の例には、例 または基本例 のラベルが付けられています。基本
例 は、基本インストールまたはデフォルト・インストール中に実行する手順を説明
するためのもので、ほとんど変更せずに、またはまったく変更せずに使用できま
す。

使用されている用語についての注記

本書の用語の中には、次のように、短縮されているものがあります。

v 用語 フリー・ソース・フォーム形式 は多くの場合、フリー・ソース・フォーム
と表記しています。

v 用語 固定ソース・フォーム形式 は多くの場合、固定ソース・フォーム と表記
しています。

v 用語 XL Fortran は多くの場合、XLF と表記しています。

関連情報
以下のセクションでは、XL Fortran に関連した情報を説明します。

IBM XL Fortran 情報
XL Fortran は、以下の形式で製品資料を提供しています。

v クイック・スタート・ガイド

クイック・スタート・ガイド (quickstart.pdf) は、IBM XL Fortran for Linux
V15.1.5 を即時に使用し始めるときに読むものです。デフォルトでは、XL
Fortran ディレクトリー、およびインストール DVD の ¥quickstart ディレク
トリーにあります。

v README ファイル

README ファイルには、製品情報に対する変更と訂正も含め、最新の情報が含
まれています。 README ファイルは、デフォルトでは XL Fortran ディレクト
リーと、インストール DVD のルート・ディレクトリーおよびサブディレクトリ
ーにあります。

v インストール可能な man ページ

man ページは製品に準備されているコンパイラー呼び出しとすべてのコマンド行
ユーティリティーに対して提供されています。man ページのインストールおよび
アクセスについての指示は、「IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 インストー
ル・ガイド」に記載されています。

v オンライン製品資料

完全に検索可能な HTML ベースの資料が IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAT4T_15.1.5/
com.ibm.compilers.linux.doc/welcome.html) で参照可能です。
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v PDF 文書

PDF 文書は、Web サイト http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27036672 でも入手できます。

以下のファイルは、XL Fortran 製品情報のフル・セットを構成しています。

表 3. XL Fortran PDF ファイル

文書タイトル PDF ファイル名 説明

IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5 インスト
ール・ガイド
(GC43-2642-04)

install.pdf XL Fortran のインストールと、基本コ
ンパイルおよびプログラム実行のための
環境の構成に関する情報が記載されてい
ます。

Getting Started with
IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5
(SC43-2640-04)

getstart.pdf XL Fortran 製品の概要のほか、ご使用
の環境のセットアップと構成、プログラ
ムのコンパイルとリンク、およびコンパ
イル・エラーのトラブルシューティング
に関する情報が記載されています。

IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5 コンパイ
ラー・リファレンス
(SC43-2643-04)

compiler.pdf さまざまなコンパイラー・オプションお
よび環境変数についての情報が含まれま
す。

IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5 ランゲー
ジ・リファレンス
(SC43-2644-04)

langref.pdf 移植性および非機密標準への準拠に対応
した言語拡張機能、コンパイラー・ディ
レクティブ、および組み込みプロシージ
ャーなどの、IBM がサポートする
Fortran プログラミング言語についての
情報が含まれます。

IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5 最適化お
よびプログラミング・
ガイド (SC43-2645-04)

proguide.pdf アプリケーションの移植、言語間呼び出
し、浮動小数点演算、入出力、アプリケ
ーションの最適化と並列処理、XL
Fortran 高性能ライブラリーなど、高度
なプログラミングのトピックに関する情
報が記載されています。

Getting Started with
CUDA Fortran
programming using IBM
XL Fortran for Linux
V15.1.5 (GC43-3882-01)

getstart_cudaf.pdf XL Fortran で提供される CUDA
Fortran サポートに関する詳細情報が記
載されています。これには、CUDA
Fortran プログラムのコンパイラー・フ
ロー、コンパイル・コマンド、有用なコ
ンパイラー・オプションとマクロ、サポ
ートされる CUDA Fortran 機能、およ
び制限事項が含まれています。

PDF ファイルを読むには、Adobe Reader を使用します。Adobe Reader を持
っていない場合は、Adobe の Web サイト (http://www.adobe.com) からダウ
ンロードできます (ライセンス条項に従う必要があります)。

IBM Redbooks® 資料、ホワイト・ペーパー、他の記事など、XL Fortran に関する
詳細は、Web (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27036672) か
ら入手できます。
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コンパイラーについて詳しくは、Power® コミュニティー (http://ibm.biz/xl-
power-compilers) の XL コンパイラーを参照してください。

標準および仕様
XL Fortran は、以下の標準および仕様をサポートするように設計されています。本
書に記載されているいくつかのフィーチャーの正確な定義については、以下の標準
および仕様を参照してください。

v American National Standard Programming Language FORTRAN, ANSI
X3.9-1978。

v American National Standard Programming Language Fortran 90, ANSI
X3.198-1992。

v ANSI/IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic, ANSI/IEEE Std
754-1985。

v Federal (USA) Information Processing Standards Publication Fortran, FIPS PUB
69-1。

v Information technology - Programming languages - Fortran, ISO/IEC
1539-1:1991。 (本書では、非公式な名前である Fortran 90 を使用しています。)

v Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base
language, ISO/IEC 1539-1:1997。 (この情報では、非公式な名前である Fortran
95 を使用しています。)

v Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base
language, ISO/IEC 1539-1:2004。 (この情報では、非公式な名前である Fortran
2003 を使用しています。)

v Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base
language, ISO/IEC 1539-1:2010。 (この情報では、非公式な名前である Fortran
2008 を使用しています。現在、この標準に対して部分サポートを提供していま
す。)

v Information technology - Further interoperability of Fortran with C, ISO/IEC TS
29113:2012。 (本書では、この資料の非公式な名前である「技術仕様 29113」(別
名: TS 29113) が使用されています。現時点では、この仕様には部分サポートが
提供されています。)

v Military Standard Fortran DOD Supplement to ANSI X3.9-1978, MIL-STD-1753
(米国、国防総省標準)。 XL Fortran は、Fortran 90 標準に順次取り込まれても
いるこの標準において文書化されている拡張のみをサポートしていることに注意
してください。

v OpenMP Application Program Interface Version 3.1 (フルサポート)、OpenMP
Application Program Interface Version 4.0 (部分サポート)、および OpenMP
Application Program Interface Version 4.5 (部分サポート)。 http://
www.openmp.org で入手可能。

その他の IBM 情報
v ESSL 製品資料 は、http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFHY8/

essl_welcome.html?lang=en で入手できます。
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技術サポート
追加の技術サポートが XL Fortran サポート・ページ (http://www.ibm.com/
support/entry/portal/product/rational/xl_fortran_for_linux) で利用できます。こ
のページは、選択された大規模な技術情報および他のサポート情報に対する検索機
能を備えたポータルを提供します。

必要な情報が見つからない場合は、compinfo@ca.ibm.com に E メールでお問い合
わせください。

XL Fortran に関する最新情報については、製品情報サイト (http://ibm.biz/
xlfortran-linux) を参照してください。
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第 1 章 XL Fortran の紹介

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は高機能で高性能なコンパイラーであり、C プ
ログラムとの言語間呼び出しなどの、複雑で計算負荷の高い プログラムの開発に使
用できます。

このセクションには XL Fortran のコンパイラーの機能についての概要が記載され
ています。この章は、コンパイラーの評価を行う方、およびこの製品についてさら
に知識を得たい新規ユーザーのために書かれています。

他の IBM コンパイラーとの共通点
IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は、IBM C、C++、Fortran コンパイラーの大
規模なファミリーの一部です。 XL Fortran は、 XL C/C++ と一緒になって、XL
コンパイラーのファミリーを形成します。

これらのコンパイラーは、種々のプラットフォームおよびプログラミング言語用の
コンパイラー機能と最適化テクノロジーを共有する共通のコード・ベースから派生
されました。プログラミング環境には、 IBM AIX®、IBM Blue Gene®/Q、および
選択された Linux ディストリビューションが含まれます。この共通のコード・ベー
スは、国際的なプログラム言語規格へのコンパイラーの準拠と共に、複数のオペレ
ーティング・システムおよびハードウェア・プラットフォームにわたる整合性のあ
るコンパイラーのパフォーマンスおよびコードの移植の容易さをサポートするのに
役立ちます。

オペレーティング・システムおよびハードウェアのサポート
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 がサポートしているオペ
レーティング・システムおよびハードウェアについて説明します。

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 (リトル・エンディアン・ディストリビューシ
ョン用) は、以下のオペレーティング・システムをサポートします。

v Ubuntu Server 14.04

v Ubuntu Server 14.10

v Ubuntu Server 16.04

v SUSE Linux Enterprise Server 12 (SLES 12)

v SUSE Linux Enterprise Server 12 サービス・パック 1 (SLES 12 SP1)

v Red Hat Enterprise Linux 7.1 (RHEL 7.1)

v Red Hat Enterprise Linux 7.2 (RHEL 7.2)

v Red Hat Enterprise Linux 7.3 (RHEL 7.3)

v Community Enterprise Operating System 7 (CentOS 7)

要件の完全なリストについては、README ファイルおよび 「XL Fortran インスト
ール・ガイド」の 『XL Fortran のインストール前の作業』 を参照してください。
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コンパイラーとそのライブラリー、およびその生成されたオブジェクト・プログラ
ムは、必要とされるソフトウェアおよびディスク・スペースを持つご使用のオペレ
ーティング・システムのディストリビューションでサポートされている任意の IBM
Power Systems™ サーバー上で稼働します。

サポートされているさまざまなハードウェア構成を活用するために、コンパイラー
にはコンパイルしたアプリケーションを実行するハードウェア・タイプに応じてア
プリケーションのパフォーマンスをチューニングするためのオプションがありま
す。

高度に構成が可能なコンパイラー
多様なコンパイラー呼び出しコマンドおよびオプションを使用して、ユーザーのユ
ニークなコンパイル要件に合うようにコンパイラーを調整できます。

コンパイラー呼び出しコマンド

XL Fortran には、コンパイラーを呼び出すいくつかのコマンド (例えば xlf、
xlf90、xlf95、xlf2003xlf2008、および CUDA Fortran

 
xlcuf CUDA Fortran があります。

コンパイラー呼び出しコマンドは、大多数の標準化 Fortran 言語レベル、および多
くの使用頻度の高い言語拡張をサポートするように提供されています。

コンパイラーは、また、大部分の呼び出しコマンドの、対応する _r バージョンも
提供しています。例えば、xlf_r です。 _r 呼び出しは、コンパイラーに、オブジェ
クト・ファイルをスレッド・セーフのコンポーネントおよびライブラリーにリンク
してバインドするよう指示し、コンパイラーが作成するデータおよびプロシージャ
ーのためのスレッド・セーフのオブジェクト・コードを作成します。

XL Fortran コンパイラー呼び出しコマンドについて詳しくは、「XL Fortran コン
パイラー・リファレンス」の 『XL Fortran プログラムのコンパイル』を参照して
ください。

コンパイラー・オプション

コンパイラーの動作を制御するために、さまざまなコンパイラー・オプションから
選択することができます。次の作業を行うために使用できる、便利なオプションが
いろいろと用意されています。

v アプリケーションのデバッグ

v アプリケーション・パフォーマンスの最適化およびチューニング

v 他の Fortran コンパイラーがサポートする非標準の機能および動作との互換性を
維持するために、言語レベルおよび言語拡張を選択

v 通常であればソース・コードの変更が必要になるような、他の多くの共通のタス
クを実行

環境変数、コンパイラー構成ファイル、コマンド行オプション、およびプログラ
ム・ソースに組み込まれているコンパイラー・ディレクティブ・ステートメントの
組み合わせを通じてコンパイラー・オプションを指定できます。
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XL Fortran コンパイラー・オプションについて詳しくは、 「XL Fortran コンパイ
ラー・リファレンス」の 『コンパイラー・オプションのサマリー』を参照してくだ
さい。

カスタム・コンパイラー構成ファイル

インストール・プロセスは、コンパイラー・オプションのデフォルト設定を定義す
るスタンザを含む、デフォルトのコンパイラー構成ファイルを作成します。

XL Fortran のデフォルト設定以外のコンパイラー・オプション設定を頻繁に指定す
る場合は、Make ファイルを使用してユーザーの設定を定義できます。あるいは、
カスタム構成ファイルを作成して自分が頻繁に使用するオプション設定を定義でき
ます。

カスタム・コンパイラー構成ファイルの使用について詳しくは、 27 ページの『カ
スタム・コンパイラー構成ファイルの使用』を参照してください。

言語標準への準拠
このトピックでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 がサポートする Fortran
プログラミング言語仕様について説明します。

v ISO/IEC TS 29113:2012 の部分的サポート ( C との相互運用性を向上するため
の技術仕様、または TS 29113 と呼ばれる)

v ISO/IEC 1539-1:2010 の部分的サポート (Fortran 2008 または F2008 と呼ばれ
る)

v ISO/IEC 1539-1:2004 (2003 または F2003 と呼ばれる)

v ISO/IEC 1539-1:1997 (Fortran 95 または F95 と呼ばれる)

v ISO/IEC 1539-1:1991(E) および ANSI X3.198-1992 (Fortran 90 または F90 と
呼ばれる)

v ANSI X3.9-1978 (FORTRAN 77 と呼ばれる)

標準の言語レベルに加え、XL Fortran は以下の言語拡張機能をサポートします。

v ベクトル・プログラミングをサポートする言語拡張

v IBM で定義された拡張機能に加えて、他のコンパイラー・ベンダーで定義された
共通 Fortran 言語拡張機能

v さまざまなコンパイラー・ベンダーからの Fortran 製品に見られる業界の拡張機
能

v SAA Fortran に指定されている拡張機能

Fortran 言語仕様および拡張について詳しくは、 「XL Fortran ランゲージ・リファ
レンス」の『言語レベルおよび言語拡張』および「XL Fortran ランゲージ・リファ
レンス」の『言語標準』を参照してください。
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ソース・コード・マイグレーションおよび規格合致検査
XL Fortran には、特定の言語レベルにユーザーのアプリケーションが準拠している
かを検査し、準拠していない構成体およびキーワードを発見した場合にユーザーに
警告を出すようにコンパイラーに指示するコンパイラー呼び出しコマンドがありま
す。

ユーザーは、-qlanglvl コンパイラー・オプションを使用して、言語レベルを指定す
ることもできます。コンパイラーは、プログラム・ソース内の言語エレメントが、
指定された言語レベルに準拠していない場合、診断メッセージを出します。さら
に、ユーザーはソース・ファイルに .f77、.f90、f95、.f03、または .f08 といった共
通のファイル名拡張子を使用して名前を付けてから、xlf または xlf_r といった汎
用コンパイラー呼び出しを使用することで、ファイル名拡張子に適した言語レベル
を自動的に選択できます。

関連情報
 

-qlanglvl

ユーティリティーおよびコマンド
このトピックでは、XL Fortran に組み込まれている主なユーティリティーおよびコ
マンドについて説明します。一部のコンパイラー・ユーティリティーおよびコマン
ドについては説明していません。

ユーティリティー

install
install ユーティリティーは、ご使用のシステム用に IBM XL Fortran for
Linux V15.1.5 をインストールおよび構成します。

xlf_configure
xlf_configure ユーティリティーを使用して、XL Fortran と IBM Advance
Toolchain の併用を容易にすることができます。詳しくは、「XL Fortran
コンパイラー・リファレンス」で『Advance Toolchain との IBM XL
Fortran for Linux V15.1.5 の併用』を参照してください。

コマンド

genhtml コマンド
genhtml コマンドは、-qlistfmt オプションによって生成された既存の
XML 診断レポートを変換します。-qlistfmt オプションを使用することに
よって、XML と HTML のいずれの診断レポートを生成するかを選択でき
ます。レポートは、最適化の機会を検出するのに役立ちます。このコマンド
の使用方法について詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレン
ス」で『genhtml コマンド』を参照してください。

Profile-Directed Feedback (PDF) 関連のコマンド

cleanpdf コマンド
cleanpdf コマンドは、 Profile-Directed Feedback データが書き込
まれるディレクトリーからすべての PDF ファイルまたは指定され
た PDF ファイルを削除します。
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mergepdf コマンド
mergepdf コマンドは、複数の PDF レコードを単一のレコードに
結合するときに、それらのレコードの重要性を評価する機能を提供
します。PDF レコードは、同じ実行可能モジュールから得られたも
のである必要があります。

showpdf コマンド
showpdf コマンドは、PDF 実行 (-qpdf1 オプションを使用したコ
ンパイル) で実行されたすべてのプロシージャーについて、以下の
種類のプロファイル情報を表示します。

v ブロック・カウンター・プロファイル

v 呼び出しカウンター・プロファイル

v 値プロファイル

v キャッシュ・ミスのプロファイル (PDF1 ステップで
-qpdf1=level=2 オプションを指定した場合)

最初の 2 つのタイプのプロファイル情報は、テキスト・フォーマッ
トまたは XML フォーマットのいずれかで表示できます。しかし、
値プロファイルおよびキャッシュ・ミス・プロファイル情報は
XML 形式でしか表示できません。

詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」で cleanpdf、
mergepdf、および showpdf を参照してください。

Advance Toolchain 9.0 のサポート
IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は IBM Advance Toolchain 9.0 を完全にサポ
ートします。これはオープン・ソースの、開発ツールおよびランタイム・ライブラ
リーのセットです。IBM Advance Toolchain を使用すると、 Linux 上で最新の
POWER® ハードウェア機能、特にチューニングされたライブラリーを利用できま
す。

詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」で『Advance Toolchain と
の IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 の併用』を参照してください。

プログラムの最適化
XL Fortran は、プログラムの最適化およびパフォーマンスを制御するのに役立つ可
能性のあるいくつかのコンパイラー・オプションを提供します。

これらのオプションを使用して、以下の作業を実行できます。

v さまざまなレベルのコンパイラーの最適化を選択する。

v ループ、浮動小数点、その他のタイプの操作に関する最適化を制御する。

v プログラムが実行される場所に応じて、プログラムを、特定のクラスのマシンま
たは非常に特定度の高いマシン構成に合わせて最適化する。
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変換の最適化によって、アプリケーションの全体的な実行パフォーマンスを向上さ
せることができます。 XL Fortran は、サポートされるさまざまなハードウェアに
合わせた変換の最適化のポートフォリオを提供します。このような変換では、以下
の利点があります。

v クリティカルな操作に対して実行する命令の数の削減。

v Power Architecture® プロセッサーを最大限活用するための、生成済みオブジェ
クト・コードの再構築

v メモリー・サブシステムの使用法の改善。

v 大量の共用メモリー並列処理を扱うアーキテクチャーの能力の活用。

関連情報
 

アプリケーションの最適化
 

最適化およびチューニング
 

組み込みプロシージャー

共用メモリーの並列処理
XL Fortran は、マルチプロセッサー・システム体系についてのアプリケーション開
発をサポートします。

XL Fortran での並列化アプリケーションの開発には、以下に挙げるいずれの方法で
も使用することができます。

v ディレクティブ・ベースの共用メモリー並列処理 (OpenMP、SMP)

v コンパイラーへ、共用メモリー並列処理を自動的に生成するよう指示する

v メッセージ引き渡しベースの共用または分散メモリー並列処理 (MPI)

並列プログラミング機能はスレッドの概念に基づいています。並列プログラミング
は、既存の単一プロセッサー・システムでの完全なバイナリー互換性を維持しなが
ら、マルチプロセッサー・システムの利点を活用します。これは、単一プロセッサ
ー・システムで作業するマルチスレッドのプログラムは、再コンパイルせずにマル
チプロセッサー・システムを活用することができることを意味します。

詳しくは、 「XL Fortran 最適化およびプログラミング・ガイド」の 『XL Fortran
の並列プログラミング』を参照してください。

OpenMP ディレクティブ

OpenMP ディレクティブは、XL Fortran および他の多くの IBM および IBM 以
外の C、C++、および Fortran コンパイラーによってサポートされる API ベース
のコマンドのセットです。

OpenMP ディレクティブを使用すると、どのように特定のコードのブロックを並列
化するかをコンパイラーに指示することができます。ソースにディレクティブがあ
ると、コンパイラーが並列コードに対して従属分析を実行する必要がなくなりま
す。 OpenMP ディレクティブは、並列処理に必要なインフラストラクチャーを提
供する Pthread ライブラリーの存在を必要とします。
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OpenMP ディレクティブは、アプリケーションを並列化するための重要な以下の問
題に対処します。

1. 節 (clause) およびディレクティブは、変数のスコーピングに使用できま
す。一般に、変数は共用すべきではありません。つまり、それぞれのスレ
ッドが、それ自体の変数のコピーを持っている必要があります。

2. 作業共用ディレクティブは、コードの並列領域に入っている作業を複数の
スレッド間で分散させる方法を指定します。

3. スレッド間の同期を制御するためのディレクティブがあります。

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 以降、XL Fortran は OpenMP API バージョ
ン 4.0 および OpenMP API バージョン 4.5 仕様から選ばれた機能をサポートしま
す。詳しくは、 21 ページの『OpenMP サポート』を参照してください。

関連情報
 

アプリケーションの最適化
 

『The OpenMP API specification for parallel programming』

診断レポート
コンパイラー・リスト、XML レポート、および HTML レポートから、アプリケー
ションをより効率的に開発したりデバッグするのに役立つ重要な情報が得られま
す。

リストされる情報は、組み込むことも、あるいは省略することもできる、任意のセ
クションで構成されています。適用可能なコンパイラー・オプションおよびリスト
作成について詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『XL
Fortran コンパイラー・リストの理解』を参照してください。

また、XML または HTML 形式でコンパイラーから診断情報を取得することもでき
ます。 XML および HTML レポートは、コンパイラーが実行した、または実行で
きなかった最適化に関する情報を提供します。この情報を使用すると、アプリケー
ション (特に高性能アプリケーション) をチューニングするときのプログラミングの
労力を抑えることができます。このレポートは XML スキーマによって定義され、
ユーザーが結果の読み取りと分析のために作成できるツールで簡単に取り込むこと
ができます。このレポート、およびレポートの使用法に関して詳しくは、「XL
Fortran 最適化およびプログラミング・ガイド」の『レポートを使用した最適化の機
会の診断』を参照してください。

シンボリック・デバッガー・サポート
さまざまなレベルの -g コンパイラー・オプションまたは -qdbg コンパイラー・オ
プションを使用することで、コンパイルしたオブジェクトにデバッグ情報を組み込
むように、XL Fortran に指示できます。

デバッグ情報は、 gdb、または Linux 上の DWARF デバッグ形式をサポートする
任意のシンボリック・デバッガーによって調べることができ、プログラムのデバッ
グに役立ちます。

関連情報
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第 2 章 IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 の新機能

このセクションでは、 IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 に追加された機能と機
能拡張について説明します。

組み込みプロシージャー
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5における新規組み込みプ
ロシージャーについて説明します。

新しい組み込みプロシージャー

注: 以下の新しい組み込みプロシージャーは、-qarch がターゲット POWER9 プロ
セッサーに設定されている場合のみ有効です。

VEC_ABSD(ARG1, ARG2)
指定されたベクトルの対応するエレメントの絶対差が入っているベクトルを
返します。

VEC_CMPNE(ARG1, ARG2)
指定されたベクトルの対応する各エレメント・セットについて、それらが等
しくないことを示す比較結果が入っているベクトルを返します。

VEC_CMPNEZ(ARG1, ARG2)
指定されたベクトルの対応する各エレメント・セットについて、それらが等
しくないことを示す比較結果が入っている、または指定されたベクトルの対
応するエレメントの値がゼロであることをテストした結果が入っているベク
トルを返します。

VEC_CNTLZ(ARG1)
指定されたベクトルの各エレメントの最上位ゼロ・ビットをカウントしま
す。

VEC_CNTLZ_LSBB(ARG1)
指定されたベクトルの、最下位ビット 0 を持つ先行バイト・エレメントを
カウントします。

VEC_CNTTZ(ARG1)
指定されたベクトルの各エレメントの最下位ゼロ・ビットをカウントしま
す。

VEC_CNTTZ_LSBB(ARG1)
指定されたベクトルの、最下位ビット 0 を持つ末尾バイト・エレメントを
カウントします。

VEC_EXTRACT_EXP(ARG1)
指定されたベクトルの指数が入っているベクトルを返します。

VEC_EXTRACT_SIG(ARG1)
指定されたベクトルの仮数が入っているベクトルを返します。
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VEC_LOAD_SPLATS(ARG1, ARG2)
変位またはポインターによって指定されたメモリー・アドレスから 8 バイ
ト・エレメントをロードして、それをベクトルに追加します。

VEC_RLMI(ARG1, ARG2, ARG3)
指定されたベクトルを左に回転し、マスクのもとで別のベクトルに挿入した
結果のベクトルの各エレメントが入っているベクトルを返します。

VEC_RLNM(ARG1, ARG2, ARG3)
指定されたベクトルを左に回転し、マスクで AND 演算した結果のベクト
ルの各エレメントが入っているベクトルを返します。

VEC_SLV(ARG1, ARG2)
指定されたベクトルのエレメントを、指定されたビット数だけ左にシフトし
ます。

VEC_SRV(ARG1, ARG2)
指定されたベクトルのエレメントを、指定されたビット数だけ右にシフトし
ます。

VEC_XL_LEN(ARG1, ARG2)
指定されたアドレスから指定されたバイト数をロードするベクトルを返しま
す。

コンパイラー・オプションおよびディレクティブ
このトピックでは、新規または変更されたコンパイラー・オプションおよびディレ
クティブについて説明します。

コマンド行でコンパイラー・オプションを指定することができます。また、アプリ
ケーション・ソース・ファイルに埋め込まれたディレクティブによりコンパイラー
の動作を変更することもできます。XL Fortran コンパイラー・オプションおよびデ
ィレクティブの詳細および使用法に関する情報については、「XL Fortran コンパイ
ラー・リファレンス」を参照してください。

コンパイラー・オプション

-qarch=pwr9
POWER9 ハードウェア・プラットフォーム上で実行される命令が入ったオ
ブジェクト・コードを生成する、-qarch=pwr9 サブオプションが追加され
ました。

GPU

 
-qofflaod

NVIDIA GPU への OpenMP ターゲット領域のオフロードのサポートを有
効にする、-qoffload オプションが追加されました。 GPU

-qport
-qport=c_loc サブオプションと -qport=noc_loc サブオプションが追加され
ました。 -qport=c_loc が有効になっていると、ISO_C_BINDING モジュー
ルにある C_LOC 関数は、POINTER 属性と TARGET 属性のどちらも持
っていない引数を受け入れることができます。
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-qtune=pwr9
POWER9 ハードウェア・プラットフォームの最適化を調整す
る、-qtune=pwr9 サブオプションが追加されました。

ディレクティブ

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 に、より多くの OpenMP ディレクティブのサ
ポートが追加されました。新しくサポート対象となったディレクティブについて
は、『OpenMP サポート』にある要約を参照してください。

OpenMP サポート
IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は、OpenMP アプリケーション・プログラ
ム・インターフェース・バージョン 4.5 仕様を部分的にサポートします。 XL
Fortran 実装は、OpenMP アプリケーション・プログラム・インターフェース 4.5
の IBM の解釈に基づいています。

新しいディレクティブ

既存の OpenMP ディレクティブに加え、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 に、
以下のディレクティブとその節のサポートが追加されました。

表 4. OpenMP 装置構造

ディレクティブ 節

TARGET DATA v IF

v DEVICE

v MAP

TARGET ENTER DATA v IF

v DEVICE

v MAP

TARGET EXIT DATA v IF

v DEVICE

v MAP

TARGET v DEFAULTMAP

v DEVICE

v FIRSTPRIVATE

v IF

v MAP

v PRIVATE

TARGET UPDATE v DEVICE

v FROM

v IF

v TO

DECLARE TARGET v TO

第 2 章 IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 の新機能 11



表 4. OpenMP 装置構造 (続き)

ディレクティブ 節

TEAMS v DEFAULT

v FIRSTPRIVATE

v NUM_TEAMS

v PRIVATE

v REDUCTION

v SHARED

v THREAD_LIMIT

DISTRIBUTE v COLLAPSE

v DIST_SCHEDULE

v FIRSTPRIVATE

v LASTPRIVATE

v PRIVATE

DISTRIBUTE PARALLEL DO DISTRIBUTE ディレクティブまたは
PARALLEL DO ディレクティブによって受
け入れられる節のすべて (LINEAR 節と
ORDERED 節を除く)

結合構造としての以下のディレクティブもサポートされます。詳しくは、『組み合
わせ構文』を参照してください。

v TARGET PARALLEL

v TARGET PARALLEL DO

v TARGET TEAMS

v TARGET TEAMS DISTRIBUTE

v TARGET TEAMS DISTRIBUTE PARALLEL DO

v TEAMS DISTRIBUTE

v TEAMS DISTRIBUTE PARALLEL DO

これらのディレクティブについて詳しくは、「XL Fortran 最適化およびプログラミ
ング・ガイド」でトピック『並列化ディレクティブの詳細説明』を参照してくださ
い。

新しいルーチン

既存の OpenMP ルーチンに加え、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は、以下の
OpenMP 実行環境ルーチンをサポートしています。

v omp_get_default_device()

v omp_get_initial_device()

v omp_get_num_devices()

v omp_get_num_teams()

v omp_get_team_num()

v omp_is_initial_device()

v omp_set_default_device()
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これらの OpenMP ルーチンについて詳しくは、「XL Fortran 最適化およびプログ
ラミング・ガイド」でトピック『OpenMP のルーチン』を参照してください。

新しい環境変数

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 に、以下の OpenMP 環境変数のサポートが追
加されました。

v OMP_DEFAULT_DEVICE = n

v XLSMPOPTS = TARGET = {MANDATORY | OPTIONAL | DISABLE}

詳しくは、「XL Fortran 最適化およびプログラミング・ガイド」でトピック『実行
時オプションの設定』を参照してください。

パフォーマンスおよび最適化
このトピックでは、パフォーマンス調整とアプリケーション最適化に役立つ機能お
よび機能拡張について説明します。

計算を NVIDIA GPU にオフロード

GPU

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 によってサポートされている装置構造を使用し
て、アプリケーションの計算主体のパーツ、および関連データを NVIDIA GPU に
オフロードすることができます。 NVIDIA GPU への OpenMP ターゲット領域の
オフロードのサポートを有効にするには、-qoffload オプションと -qsmp オプショ
ンを指定する必要があります。

詳しくは、「XL Fortran 最適化およびプログラミング・ガイド」でトピック『計算
を NVIDIA GPU にオフロードする』を参照してください。

GPU

他の機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 における、その他の機能
および機能拡張について説明します。

一部の並列化ディレクティブ節における割り振り可能スカラー

割り振り可能スカラーを FIRSTPRIVATE 節、COPYIN 節、COPYPRIVATE 節、
および LASTPRIVATE 節に指定することができます。
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第 3 章 アプリケーションのマイグレーション

このセクションには、他のバージョンの XL Fortran でコンパイルされたアプリケ
ーションをマイグレーションする際の重要な考慮事項がリストされています。

Linux ビッグ・エンディアン・ディストリビューションから Linux リト
ル・エンディアン・ディストリビューションへのマイグレーション

IBM XL Fortran for Linux V15.1.1 以降には、POWER8® ビッグ・エンディアン・
システム上で実行されている他のバージョンのコンパイラーと互換性があります。
ただし、考慮を要する相違点がいくつかあります。

v ビッグ・エンディアン・システムからのプログラムのマイグレーションを容易に
するために、-qaltivec=be または -qaltivec=le オプションを使用して、レジス
ター内のベクトル・エレメントの順序をビッグ・エンディアンのエレメント順か
リトル・エンディアンのエレメント順かに切り替えることができます。

v リトル・エンディアン・システム内でビッグ・エンディアン・データ・ファイル
に互換性を持たせるには、-qufmt=be オプションを使用して、不定形式データ・
ファイルに対する入出力操作でビッグ・エンディアンのバイト順が使用されるよ
うにします。

関連情報
 

ビッグ・エンディアン・システムからのプログラムのマイグレーション
 

-qufmt

-qaltivec

IPA オブジェクト・ファイルの互換性問題の解決
互換性問題を避けるためには、最新バージョンのコンパイラーを使用して IPA オブ
ジェクト・ファイルのコンパイルおよびリンクを行うようお勧めします。互換性問
題が発生した場合、以下の解決策を試してみてください。

以前のバージョンでコンパイルされ、より新しいバージョンでリンク
されている IPA オブジェクト・ファイル

以前のバージョンのコンパイラーでコンパイルされた IPA オブジェクト・ファイル
が、より新しいバージョンでリンクされている場合、IPA オブジェクトが以下のい
ずれかのコンパイラーでコンパイルされると、エラーが発生する可能性がありま
す。

v XL Fortran V15.1.2 以前

v XL C/C++ V13.1.2 以前

以下のいずれかの方法で、互換性問題の解決を試してください。
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v IPA を使用したい場合、オブジェクト・ファイルを最新の XL コンパイラーで
再コンパイルおよびリンクします。

v -qipa オプションを有効にしないでください。

より新しいバージョンでコンパイルされ、以前のバージョンでリンク
されている IPA オブジェクト・ファイル

より新しいバージョンのコンパイラーでコンパイルされた IPA オブジェクト・ファ
イルが、以前のバージョンでリンクされると、リンク・ステップの間にエラーが発
生する可能性があります。この問題は、最新の XL コンパイラーで IPA オブジェ
クト・ファイルの再コンパイルおよびリンクを実行すると、解決できる場合があり
ます。

詳しくは、 『プロシージャー間分析 (IPA)』 『プロシージャー間分析 (IPA)』を参
照してください。
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第 4 章 以前のリリースに追加された機能拡張

このセクションでは、以前のリリースで追加された機能拡張について説明します。
これらの機能拡張は、現行リリースにも適用されます。

15.1.4 で追加された機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.4 で追加された機能および
機能拡張について説明します。これらの機能および機能拡張は、以降のリリースに
も適用されます。

コンパイラー・オプションおよびディレクティブ
このトピックでは、新規または変更されたコンパイラー・オプションについて説明
します。

コマンド行でコンパイラー・オプションを指定することができます。また、アプリ
ケーション・ソース・ファイルに埋め込まれたディレクティブによりコンパイラー
の動作を変更することもできます。XL Fortran コンパイラー・オプションおよびデ
ィレクティブの詳細および使用法に関する情報については、「XL Fortran コンパイ
ラー・リファレンス」を参照してください。

コンパイラー・オプション

-qstackprotect
スタックを上書きまたは破損する、悪意のある入力データまたはプログラミ
ング・エラーに対する保護を提供するために、-qstackprotect サブオプショ
ンが追加されました。

-O3、-Ofast
-qhot を暗黙指定するよう、-O3 オプションが更新されました。 -O3 オプ
ションと同等の -Ofast オプションが追加されました。

CUDA Fortran -qcuda
CUDA Fortran のコンパイラー・サポートを有効にする、-qcuda オプショ
ンが追加されました。 CUDA Fortran

CUDA Fortran -qcudaerr
CUDA API 呼び出しに対するエラー検査コードをコンパイラーが自動的に
挿入するかどうかを制御する、-qcudaerr オプションが追加されました。

CUDA Fortran

CUDA Fortran -qpath=@、-qpath=n、-qpath=s、-qpath=w、-qpath=x
これらの -qpath サブオプションは、以下の XL Fortran コンポーネントの
代替パス名を指定するために追加されました。

v PTX アセンブラー

v NVIDIA C コンパイラー

v XL 中間言語 (W-Code) スプリッター

v XL 中間言語 (W-Code) から NVVM-IR への変換機能
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v NVVM-IR から PTX への変換機能 CUDA Fortran

-qpdf1、-qpdf2
-qpdf1 または -qpdf2 がサブオプションなしで指定されると、exename が
デフォルト・サブオプションになります。 -qpdf1=exename が有効であれ
ば、生成される PDF ファイルの名前はデフォルトで .<output_name>_pdf
(<output_name> は実行可能ファイルの名前) になります。

-qslmtags
IBM Software License Metric (SLM) タグ・ロギングがコンパイラー・ラ
イセンス使用状況をトラッキングするかどうかを制御する、-qslmtags オプ
ションが追加されました。

-qsmp=omp
-qdirective=SMP¥$:¥$OMP:IBMP:IBMT:IBM* (SMP$、$OMP、IBMP、
IBMT、および IBM* トリガー定数をオンにする) を暗黙指定するよ
う、-qsmp=omp オプションの動作が変更されました。以前のリリースで
は、コンパイラーは -qsmp=omp オプションが有効であるときに $OMP
トリガー定数のみを認識していました。

-W、-X
1 つ以上のオプションを特定のコンパイラー・コンポーネント CUDA Fortran

(CUDA Fortran プログラムのコンパイル中に使用されるコンポーネントな
ど) CUDA Fortran に渡すよう、-W オプションが更新されました。 1 つのオ
プションを特定のコンパイラー・コンポーネント CUDA Fortran

 
(CUDA

Fortran プログラムのコンパイル中に使用されるコンポーネント) CUDA Fortran

に渡す、-X オプションが追加されました。

ディレクティブ

SIMD_PEEL
SIMDizable ループを分割するようコンパイラーに指示する、SIMD_PEEL
ディレクティブが追加されました。

CUDA Fortran サポート
IBM XL Fortran for Linux V15.1.4 は、NVIDIA GPU を活用するための CUDA
Fortran プログラミング・モデル (CUDA 構造のサブセット) をサポートしていま
す。

CUDA とは、NVIDIA によって開発された並行プログラミング・モデルおよびソ
フトウェア環境です。データ並行計算のための GPU アクセラレーションを有効に
する命令のセットをプログラマーに提供します。多くのアプリケーションの計算パ
フォーマンスは、直接 CUDA を使用して、または GPU アクセラレーション・ラ
イブラリーにリンクして、向上させることができます。

IBM XL Fortran for Linux に用意されている CUDA Fortran の、一般的に使用さ
れるサブセットを使用すると、計算を NVIDIA GPU にオフロードできます。
IBM XL Fortran for Linux V15.1.4 では、一部の CUDA Fortran 機能はサポート
されていません。詳しくは、「XL Fortran を使用した CUDA Fortran プログラミ
ングの概要」で『CUDA Fortran サポートのリファレンスおよび制限』を参照して
ください。
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新しい呼び出しコマンド、オプション、およびファイル名拡張子

CUDA Fortran プログラムをコンパイルするために、CUDA Fortran サポートを有
効にする、新しく導入された呼び出しコマンド xlcuf を使用するか、または新しく
導入されたコンパイラー・オプション -qcuda を使用して CUDA Fortran サポー
トを有効にすることができます。 CUDA Fortran プログラムに役立つ新規および
変更されたオプションに関する詳細は、 17 ページの『コンパイラー・オプション
およびディレクティブ』にあります。

新しいファイル名拡張子 .cuf または .CUF を持つファイルも、Fortran ソース・フ
ァイルとして認識されます。 xlf_r を使用してコンパイルを行うとき、.cuf ファイ
ルまたは .CUF ファイルは CUDA Fortran ソース・ファイルとして認識され、
CUDA Fortran サポートが自動的に有効になります。

システム要件

IBM XL Fortran for Linux V15.1.4 に用意されている CUDA Fortran サポートは
以下のハードウェア、オペレーティング・システム、およびソフトウェアを必要と
します。

v ハードウェア

NVIDIA GPU がインストールされていて、ご使用のオペレーティング・システ
ム・ディストリビューションによってサポートされている IBM Power Systems
サーバー (ハイパフォーマンス・コンピューティング向けの IBM POWER
System S822LC や IBM POWER System S824L など) を使用できます。 IBM
Power Systems サーバーの完全なリストについては、http://www.ibm.com/
systems/power/hardware/ を参照してください。

v オペレーティング・システム

IBM Power Systems サーバーによってサポートされている、以下のリトル・エ
ンディアン・オペレーティング・システムを使用できます。

– Ubuntu 14.04.x (Ubuntu 14.04.2 以降)

– Red Hat Enterprise Linux 7.2 (RHEL 7.2)

v ソフトウェア

– CUDA Toolkit 7.5 (https://developer.nvidia.com/cuda-downloads でダウ
ンロード可能)

詳しくは、「XL Fortran を使用した CUDA Fortran プログラミングの概要」を参
照してください。

パフォーマンスおよび最適化
このトピックでは、パフォーマンス調整とアプリケーション最適化に役立つ機能お
よび機能拡張について説明します。

実行中にスナップショット PDF プロファイル作成情報をファイルに
ダンプ

以前のリリースで Profile-Directed Feedback (PDF) 最適化を使用している場合、
正常終了の際にのみ 1 つ以上の PDF ファイルに書き込まれる PDF プロファイル
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作成情報を受け取ることができ、異常終了の際に PDF ファイルは生成されません
でした。実行中に、PDF プロファイル作成情報を 1 つ以上の PDF スナップショ
ット・ファイルにダンプできるようになりました。アプリケーションが異常終了す
る可能性がある場合に、生成された PDF プロファイル作成情報を保存したいので
あれば、これは特に役立ちます。新しい環境変数 PDF_SIGNAL_TO_DUMP を定義
した後、この環境変数を使用して、PDF プロファイル作成情報のダンプをトリガー
できます。

詳しくは、 「XL Fortran 最適化およびプログラミング・ガイド」で『実行中にス
ナップショット PDF プロファイル作成情報をファイルにダンプ』を参照してくだ
さい。

他の機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.4 における、その他の機能
および機能拡張について説明します。

固定ステートメントおよびフリー・フォーム・ステートメントの最大
長が大きくなりました

固定ソース・ステートメントおよびフリー・フォーム・ソース・ステートメントの
最大長が、34,000 バイトから 65,000 バイトに大きくなりました。

バージョン 15.1.3 で追加された機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.3 で追加された機能および
機能拡張について説明します。これらの機能および機能拡張は、以降のリリースに
も適用されます。

言語機能
このトピックには、このリリースの XL Fortran で導入された新しい言語機能がリ
ストされています。

F2008

内部プロシージャーの BIND 属性

内部プロシージャーに、NAME= 指定子のない BIND 属性を指定できます。以前
のリリースでは、BIND 属性を内部プロシージャーに指定することはできませんで
した。

DO CONCURRENT 構文

DO CONCURRENT 構文を使用すると、個別のループ反復に相互依存がないこと
を指定できます。この場合、DO CONCURRENT 構文の実行開始時に、反復の実
行順序が不明確になる可能性があります。
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組み込み代入でのポリモアフィック変数

組み込み代入 variable = expression において、variable をポリモアフィックにできる
ようになりました。 variable がポリモアフィックであれば、以下の規則が適用され
ます。

v variable は割り振り可能でなければなりません。

v variable に expression との型互換性があるか、または variable と expression それ
ぞれの宣言された型に整合性がなければなりません。

ALLOCATE ステートメントで許可される複数の割り振りオブジェク
ト

SOURCE= 指定子または MOLD= 指定子が入っている ALLOCATE ステートメ
ントを使用すると、複数の allocate_object を割り振ることができます。以前のリリ
ースでは、SOURCE= 指定子または MOLD= 指定子が入っている ALLOCATE
ステートメントを使用して割り振ることができる allocate_object は 1 つのみでし
た。

VALUE 属性

VALUE 属性を、想定された形状または明示的な形状のどちらかを持つ配列仮引数
に指定できます。以前のリリースでは、VALUE 属性を配列仮引数に指定すること
はできませんでした。

F2008

「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の関連情報
 

内部プロシージャー
 

DO CONCURRENT 構文 (Fortran 2008)

組み込み代入
 

ALLOCATE

VALUE (Fortran 2003)

OpenMP サポート
IBM XL Fortran for Linux V15.1.3 は、OpenMP アプリケーション・プログラ
ム・インターフェース・バージョン 3.1 仕様を完全にサポートし、OpenMP アプリ
ケーション・プログラム・インターフェース・バージョン 4.0 および 4.5 仕様を部
分的にサポートします。 XL Fortran 実装は、OpenMP アプリケーション・プログ
ラム・インターフェース・バージョン 3.1、4.0、および 4.5 の IBM の解釈に基づ
いています。

既存の OpenMP ルーチンに加え、このバージョンの XL Fortran は、以下の
OpenMP 4.5 ルーチンをサポートするようになりました。

v omp_get_num_places()

v omp_get_partition_num_places()
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v omp_get_partition_place_nums(place_nums)

v omp_get_place_num_procs(place_num)

v omp_get_place_proc_ids(place_num, ids)

v omp_get_place_num()

このバージョンの XL Fortran は、以下の OpenMP 4.0 機能をサポートするよう
になりました。

v omp_get_proc_bind() ルーチン

v OMP_PLACES 環境変数

スレッド・アフィニティー・ポリシーを制御するよう、以下の環境変数が拡張され
ました。

v OMP_DYNAMIC

v OMP_DISPLAY_ENV

v OMP_PROC_BIND

v OMP_THREAD_LIMIT

以下のディレクティブが変更されました。

ATOMIC
新しいオプションの節 seq_cst を指定することによって順次アトミック演
算をサポートするよう、ATOMIC ディレクティブが拡張されました。この
節は、リストなしで暗黙フラッシュ演算を組み込むよう、アトミックに実行
される演算に強制します。

PARALLEL、PARALLEL DO、PARALLEL SECTIONS、PARALLEL
WORKSHARE

新しい節 proc_bind をサポートするよう、これらのディレクティブが拡張
されました。この節は、スレッドを現在位置パーティション内の位置に割り
当てるためのポリシーを指定します。

組み込みプロシージャー
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.3 における新規または変更
された組み込みプロシージャーについて説明します。

新しい組み込みプロシージャー

VEC_CIPHER_BE(ARG1,ARG2)
指定されたラウンド鍵 ARG2 を使用して、中間状態の ARG1 に対して 1 ラ
ウンドの AES 暗号操作を実行します。

VEC_CIPHERLAST_BE(ARG1,ARG2)
指定されたラウンド鍵 ARG2 を使用して、中間状態の ARG1 に対して最終ラ
ウンドの AES 暗号操作を実行します。

VEC_NCIPHER_BE(ARG1,ARG2)
指定されたラウンド鍵 ARG2 を使用して、中間状態の ARG1 に対して 1 ラ
ウンドの AES 逆暗号操作を実行します。
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VEC_NCIPHERLAST_BE(ARG1,ARG2)
指定されたラウンド鍵 ARG2 を使用して、中間状態の ARG1 に対して最終ラ
ウンドの AES 逆暗号操作を実行します。

VEC_PMSUM_BE(ARG1,ARG2)
対応するエレメントの多項式乗算結果の偶数と奇数のペアごとに多項式加算
を実装することによって、排他 OR 演算を実行します。

VEC_SBOX_BE(ARG1)
連邦情報処理標準 FIPS-197 で定義されている SubBytes 演算を、指定され
た状態 ARG1 に対して実行します。

VEC_SHASIGMA_BE(ARG1,ARG2,ARG3)
連邦情報処理標準 FIPS-180-3 に従って、セキュア・ハッシュ計算を実行し
ます。

変更された組み込みプロシージャー

VEC_MULE(ARG1, ARG2)
VEC_MULE(ARG1, ARG2) は、パラメーターの INTEGER(4) および
UNSIGNED(4) vector 型をサポートするようになりました。

VEC_MULO(ARG1, ARG2)
VEC_MULO(ARG1, ARG2) は、パラメーターの INTEGER(4) および
UNSIGNED(4) vector 型をサポートするようになりました。

他の機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.3 における、その他の機能
および機能拡張について説明します。

Software License Metric (SLM) タグ・ロギング・サポート

IBM XL Fortran for Linux V15.1.3 は IBM Software License Metric (SLM) タ
グ・ロギングを完全にサポートしているため、IBM License Metric Tool (ILMT) を
使用してコンパイラー・ライセンス使用状況をトラッキングすることが可能です。

詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」で 『コンパイラー・ライ
センス使用状況の追跡』を参照してください。

15.1.2 で追加された機能拡張
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.2 で追加された機能および
機能拡張について説明します。これらの機能および機能拡張は、以降のリリースに
も適用されます。

Fortran 2008 機能
このトピックには、このリリースの XL Fortran で導入された Fortran 2008 機能
がリストされています。
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エレメント型プロシージャーにおける新しい制限

エレメント型プロシージャーの仮引数に VALUE 属性がない場合、その仮引数には
INTENT 属性が指定されていなければなりません。

エレメント型関数への参照における新しい制限

エレメント型プロシージャーへの参照において、実引数が配列であれば、
INTENT(OUT) または INTENT(INOUT) 仮引数に対応する実引数はそれぞれ配列
でなければなりません。

言語の相互運用性機能
XL Fortran は選択された言語の相互運用性機能を実装し、 Fortran で書かれた部
分と C 言語で書かれた部分があるプログラムを受け入れます。

このバージョンの XL Fortran は次の言語の相互運用性機能をサポートします (TS
29113 で指定)。

型文字の想定長引数

想定長を持つ文字型の、割り振り不可仮引数および非ポインター仮引数を持つ
BIND(C) プロシージャーは、CFI_cdesc_t 型へのポインターである仮パラメーター
を持つ C 関数と相互運用できます。

ISO_C_BINDING モジュールの C_PTRDIFF_T 名前付き定数

C_PTRDIFF_T 名前付き定数が ISO_C_BINDING モジュールに追加されました。
型 INTEGER(C_PTRDIFF_T) の Fortran エンティティーは、型 ptrdiff_t の C
エンティティーと相互運用されます。

OpenMP サポート
IBM XL Fortran for Linux V15.1.2 は、OpenMP アプリケーション・プログラミ
ング・インターフェース・バージョン 3.1 仕様を完全にサポートし、OpenMP アプ
リケーション・プログラミング・インターフェース・バージョン 4.0 仕様を部分的
にサポートします。 XL Fortran 実装は、OpenMP アプリケーション・プログラ
ム・インターフェース・バージョン 3.1 および 4.0 の IBM の解釈に基づいていま
す。

このバージョンの XL Fortran は、以下の OpenMP 4.0 機能をサポートします。

v アトミック更新、アトミック・キャプチャー、およびアトミック・スワップ

v OMP_DISPLAY_ENV 環境変数

組み込みプロシージャー
このセクションでは、IBM XL Fortran for Linux V15.1.2における新規組み込みプ
ロシージャーについて説明します。

VEC_MERGEE(ARG1,ARG2)
2 つのベクトルの偶数番目のエレメントの値をマージします。
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VEC_MERGEO(ARG1,ARG2)
2 つのベクトルの奇数番目のエレメントの値をマージします。

関連情報
 

組み込みプロシージャー

コマンド
このセクションでは、新しいコンパイラー・コマンド、変更されたコンパイラー・
コマンド、および削除されたコンパイラー・コマンドについて説明します。

resetpdf
このコマンドは削除されました。代わりに cleanpdf コマンドを使用するよ
うお勧めします。 resetpdf コマンドの動作は、cleanpdf コマンドと同じ
です。詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-qpdf1、-qpdf2』を参照してください。

コンパイラー・オプション
このトピックでは、新規または変更されたコンパイラー・オプションについて説明
します。

-qfloat
以下のサブオプションが追加されています。

subnormals
このサブオプションは、コードでサブノーマル浮動小数点 (非正規
浮動小数点とも呼ばれる) の値が使用されていることをコンパイラ
ーに指示します。

nosubnormals
このサブオプションは、コードでサブノーマル浮動小数点 (非正規
浮動小数点とも呼ばれる) の値が使用されていないことをコンパイ
ラーに指示します。

このサブオプションが指定されたかどうかに応じてプログラムの動作が変わ
ることはありませんが、考えられるパフォーマンス改善を実現するために、
コンパイラーはこの情報を使用します。 -qfloat=subnormals または
-qfloat=nosubnormals を使用するには、-qarch=pwr8 および
-qtune=pwr8 オプションも指定する必要があります。

-qvisibility
オブジェクト・ファイル内の外部リンケージ・シンボル用の可視性属性を指
定します。
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第 5 章 XL Fortran のセットアップとカスタマイズ

このセクションでは、お客様の要件に応じて、どのようにコンパイラーをセットア
ップおよびカスタマイズするかについて説明します。

XL Fortran の完全な前提条件およびインストール情報については、「XL Fortran
インストール・ガイド」の 『XL Fortran のインストール前の作業』 を参照してく
ださい。

カスタム・コンパイラー構成ファイルの使用
デフォルトの構成ファイルを変更するか、ユーザー独自の構成ファイルを作成し
て、コンパイラーの設定およびオプションをカスタマイズできます。

以下のオプションを使用して、コンパイラー設定をカスタマイズできます。

v XL Fortran コンパイラーのインストール・プロセスによって、デフォルトのコ
ンパイラー構成ファイルが作成されます。この構成ファイルを直接変更して、特
定のニーズのためのデフォルト・オプションを追加することができます。ただ
し、後でコンパイラーに更新を適用する場合、ユーザーが行ったすべての変更
を、新規にインストールされた構成ファイルに対して再適用する必要がありま
す。

v デフォルトの構成ファイルをオーバーライドするか補完する独自のカスタム構成
ファイルを作成できます。コンパイラーは、デフォルト構成ファイル内で指定さ
れているコンパイラー設定のほか、ユーザーのカスタム構成ファイル内で指定す
るコンパイラー設定を認識および解決できます。 後でデフォルト構成ファイル
の設定に影響を与える可能性があるコンパイラーの更新は、カスタム構成ファイ
ル内の設定に影響を与えません。

関連情報
 

カスタム・コンパイラー構成ファイルの使用
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第 6 章 XL Fortran によるアプリケーションの開発

Fortran アプリケーション開発は、編集、コンパイル、リンク、および実行というサ
イクルを繰り返すことで成り立っています。デフォルトでは、コンパイルとリンク
は単一ステップに結合されています。

注:

v コンパイラーを使用する前に、XL Fortran が適切にインストールされ、構成さ
れていることを確認してください。詳しくは、「XL Fortran インストール・ガイ
ド」を参照してください。

v Fortran プログラムの作成について学習するには、「XL Fortran ランゲージ・リ
ファレンス」を参照してください。

コンパイラー・フェーズ
標準的なコンパイラー呼び出しは、以下に挙げる活動のいくつかまたはすべてを順
序どおりに実行します。リンク時の最適化のために、一部の活動がコンパイル中に
複数回実行されます。各コンパイル・コンポーネントが実行されるたびに、その結
果がシーケンス内の次のステップに送られます。

1. ソース・ファイルのプリプロセッシング

2. コンパイル (指定されるコンパイラー・オプションによって異なりますが、例え
ば以下のフェーズで構成されます)

a. フロントエンド構文解析およびセマンティック分析

b. ループ変換

c. 高水準最適化

d. 低水準最適化

e. レジスター割り振り

f. 最終アセンブリー

3. アセンブリー (.s) ファイル、および未プリプロセス・アセンブラー (.S) ファイ
ルをプリプロセスしたファイルのアセンブル

4. 実行可能アプリケーションを作成するためのオブジェクト・リンク

CUDA Fortran

 
CUDA Fortran プログラムのコンパイル・プロセスおよびリンク・プロ

セスは、一般的なプロセスより多いフェーズを通して実行されます。詳しくは、
「XL Fortran を使用した CUDA Fortran プログラミングの概要」を参照してくだ
さい。 CUDA Fortran

コンパイラーがこれらのフェーズをステップスルーするのを確認するには、ユーザ
ーのアプリケーションをコンパイルするときに -v コンパイラー・オプションを指
定します。 コンパイラーが各フェーズにかける時間を確認するには、-qphsinfo を
指定します。
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Fortran ソース・ファイルの編集
Fortran ソース・プログラムを作成するには、ご使用のシステムで使用可能な任意の
テキスト・エディターを使用できます。

ソース・プログラムは、認識されたファイル名接尾部を使用して保管する必要があ
ります。 XL Fortran によって認識されたサフィックスのリストについては、 34
ページの『XL Fortran 入力および出力ファイル』を参照してください。

Fortran ソース・プログラムが有効なプログラムであるためには、「XL Fortran ラ
ンゲージ・リファレンス」で指定されている言語定義に準拠している必要がありま
す。

XL Fortran によるコンパイル
XL Fortran は、コマンド行コンパイラーです。呼び出しコマンドおよびオプション
は、特定の Fortran アプリケーションのニーズにしたがって選択できます。

コンパイラーの呼び出し
コンパイラー呼び出しコマンドは、Fortran ソース・ファイルをコンパイルし、.s

および .Sファイルをアセンブルし、オブジェクト・ファイルとライブラリーを 1
つの実行可能プログラムにリンクするために必要なすべての手順を実行します。

Fortran ソース・プログラムをコンパイルするには、次の基本呼び出し構文を使用し
ます。

►► xlf ▼ ▼ input_file
compiler_option

►◄

大部分のアプリケーションでは、xlf または対応するスレッド・セーフ呼び出しを使
用してコンパイルします。

v ソース・ファイルのファイル名拡張子が .f08、.f03、.f95、.f90、または .f77
といった特定レベルの Fortran を示している場合は、コンパイラーにより適切な
言語レベルのデフォルトが自動で選択されるよう、xlf または対応する汎用的な
スレッド・セーフ呼び出しを使用してコンパイルできます。

v CUDA Fortran ファイル名拡張子が .cuf または .CUF であれば、CUDA Fortran
サポートが自動的に有効になるよう、ソース・ファイルを xlf_r でコンパイルで
きます。 CUDA Fortran

v ファイル名拡張子が .f または .F といった汎用的なものであるソース・ファイ
ルに対し、xlf または対応する汎用的なスレッド・セーフ呼び出しを使用してコ
ンパイルを行うと、コンパイルは FORTRAN 77 に準拠します。

対応するスレッド・セーフ呼び出しについて詳しくは、「XL Fortran コンパイラ
ー・リファレンス」の 『XL Fortran プログラムのコンパイル』を参照してくださ
い。
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さまざまなレベルの Fortran 用の呼び出しコマンド

特殊なコンパイルのニーズを満たし、主に Fortran 言語のさまざまなレベルおよび
拡張機能に対する明示的なコンパイル・サポートを提供するために、他にも呼び出
しコマンドを使用できます。これらの呼び出しコマンドは、 CUDA Fortran

 
.cuf

CUDA Fortran 、.f08、.f03、.f95、.f90、または .f77 といったソース・ファイル名
の拡張子が示す、特定のレベルの Fortran を考慮しません。

CUDA Fortran

 
xlcuf 呼び出しコマンドは、どの Fortran ソース・ファイルに対しても

CUDA Fortran サポートを有効にします。 CUDA Fortran

Fortran 言語レベルに関係する呼び出しコマンドについて、以下で説明します。

表 5. 呼び出しコマンドおよび対応する Fortran 言語標準

言語レベ
ル

呼び出しコマン
ド 注

Fortran
2008

v f2008

v xlf2008

上記のコンパイラー呼び出し
は、デフォルトで Fortran 90
の自由ソース形式を受け入れ
ます。これらの呼び出しで固
定ソース・フォームを使用す
るには、-qfixed オプション
を指定する必要があります。

このリリースでは、Fortran
2008 言語標準が部分的にサポ
ートされています。

Fortran
2003

v f2003

v xlf2003

Fortran
95

v f95

v xlf95

I/O 形式は、これらのコマン
ドとそれ以外のコマンドでは
わずかに異なっています。
Fortran 95 コンパイラー呼び
出しの I/O 形式も、 Fortran
90 呼び出しの I/O 形式と異
なります。データ・ファイル
に関しては、できる限り
Fortran 95 形式に切り替えて
ください。

Fortran
90

v f90

v xlf90

FOR-
TRAN 77

v f77

v fort77

可能であれば、これらのコンパイラー呼び出しは FORTRAN
77 と同じ I/O 形式、および XL Fortran の以前のバージョ
ンと互換性があるいくつかの実装動作を使用することによっ
て、既存のプログラムとの互換性を維持します。

既存の Make ファイルおよびビルド環境との互換性を維持す
るために、これらの呼び出しを使用し続ける必要がある場合
があります。ただし、これらの呼び出しを使用してコンパイ
ルされたプログラムは、Fortran 2008、Fortran
2003、Fortran 95、または Fortran 90 言語レベル標準に準拠
しないことがあります。

言語標準に完全に準拠したコンパイル

デフォルトでは、これらの呼び出しコマンドは対応する言語標準に完全には準拠し
ていません。完全に準拠する必要がある場合は、次のようなコンパイラー・オプシ
ョン設定でコンパイルし、プログラムを実行する前に次の例のようなコマンドを使
用して、次のような実行時オプションを指定してください。

Fortran 2008
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コンパイラー・オプション
-qlanglvl=2008std -qnodirective -qnoescape -qextname
-qfloat=nomaf:nofold -qnoswapomp -qstrictieeemod

実行時オプションの例
export XLFRTEOPTS="err_recovery=no:langlvl=2008std:

iostat_end=2003std:internal_nldelim=2003std"

Fortran 2003

コンパイラー・オプション
-qlanglvl=2003std -qnodirective -qnoescape -qextname
-qfloat=nomaf:nofold -qnoswapomp -qstrictieeemod

実行時オプションの例
export XLFRTEOPTS="err_recovery=no:langlvl=2003std:

iostat_end=2003std:internal_nldelim=2003std"

Fortran 95

コンパイラー・オプション
-qlanglvl=95std -qnodirective -qnoescape -qextname
-qfloat=nomaf:nofold -qnoswapomp

実行時オプションの例
export XLFRTEOPTS="err_recovery=no:langlvl=95std"

Fortran 90

コンパイラー・オプション
-qlanglvl=90std -qnodirective -qnoescape -qextname
-qfloat=nomaf:nofold -qnoswapomp

実行時オプションの例
export XLFRTEOPTS="err_recovery=no:langlvl=90std"

デフォルト設定はパフォーマンスと使いやすさの両方が最適化されるようになって
います。そのため、完全に準拠する必要がある場合以外はデフォルト設定を変更し
ないでください。前出の表に記載されているオプションのうちいくつかは、特定の
状況での準拠のためにのみ必要なものです。例えば -qextname は共通ブロックまた
はサブプログラムのような外部シンボルが main と名付けられている場合にのみ指
定する必要があります。

-qxlf2003 コンパイラー・オプション

-qxlf2003 コンパイラー・オプションによって、言語のある面において、XL Fortran
V10.1 および Fortran 2003 標準との互換性が提供されます。

Fortran 2003 または Fortran 2008 のコンパイラー呼び出しでコンパイルする場
合、デフォルト設定は -qxlf2003=polymorphic です。この設定は、Fortran アプリ
ケーション・ソースにおいて、CLASS 型指定子および SELECT TYPE 構成体のよ
うなポリモアフィック項目を許可するようコンパイラーに指示します。

他のすべてのコンパイラー呼び出しのデフォルトは、-qxlf2003=nopolymorphic で
す。

-qxlf2008 コンパイラー・オプション

-qxlf2008 コンパイラー・オプションは次の目的で使用できます。
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v 以前の Fortran 標準に準拠したコンパイラー呼び出しを使用してコンパイルする
ときに Fortran 2008 標準固有の言語機能を使用可能にする

v Fortran 2008 標準に準拠したコンパイラー呼び出しを使用してコンパイルすると
きに、Fortran 2008 標準固有の言語機能を使用不可にする

Fortran 2008 コンパイラー呼び出しでコンパイルする場合、デフォルト設定は
-qxlf2008=checkpresence です。この設定は、Fortran 2008 標準に従って仮引数が
存在するかどうかを検査するようコンパイラーに指示します。

他のすべてのコンパイラー呼び出しのデフォルトは、-qxlf2008=nocheckpresence
です。

使用可能なコンパイラー呼び出しコマンドについて詳しくは、「XL Fortran コンパ
イラー・リファレンス」の『XL Fortran プログラムのコンパイル』 を参照してく
ださい。

コンパイラー・オプションの指定
コンパイラー・オプションは、コンパイラー特性の設定、作成されるオブジェク
ト・コードの記述、出される診断メッセージの制御、および一部のプリプロセッサ
ー関数の実行など、さまざまな機能を実行します。

コンパイラー・オプションは、次のいずれかの方法で、または複数の方法を組み合
わせて指定できます。

v コマンド行

v ソース・コードでディレクティブ・ステートメントを使用して

v Make ファイルで

v コンパイラー構成ファイルにあるスタンザで

オプションをリンカー、アセンブラー、およびプリプロセッサーに渡すこともでき
ます。

コンパイラー・オプションの優先順位

複数のコンパイラー・オプションが指定されると、オプションの競合および非互換
が発生する可能性があります。このような競合を整合性のある方法で解決するため
に、コンパイラーは次の一般的な優先順位をほとんどのオプションに適用します。

1. ソース・ファイルのディレクティブ・ステートメントは、コマンド行設定値をオ
ーバーライドする。

2. コマンド行でのコンパイラー・オプション設定は、構成ファイル設定をオーバー
ライドします。

3. 構成ファイル設定値は、デフォルト設定値をオーバーライドする。

一般に、コンパイラーを呼び出すときにコマンド行上で同じコンパイラー・オプシ
ョンが複数回指定されると、最後に指定されたオプションが優先されます。

注: コンパイラー・オプションの中には、 -I オプションのように、上記の優先順位
に従わないものもあります。コンパイラーは、コマンド行で -I を使用して指定され
たディレクトリーを検索する前に、xlf.cfg ファイル内の -I で指定された任意のデ
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ィレクトリーを検索します。 -I オプションはプリエンプティブではなく累積型で
す。累積的動作を行う他のオプションは、-R および -l (小文字の L) です。

関連情報
 

コマンド行でのオプションの指定

XL Fortran 入力および出力ファイル
このトピックでは、XL Fortran が認識するファイル・タイプについて説明します。

コンパイラーが使用する以下のファイル・タイプおよび追加のファイル・タイプに
ついて詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『入力ファイルの
タイプ』および「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『出力ファイルのタ
イプ』を参照してください。

表 6. 入力ファイル・タイプ

ファイル名拡張子 説明

.f、 .F、 .f77、 .F77、

.f90、 .F90、 .f95、 .F95、

.f03、 .F03、 .f08、 .F08、

CUDA Fortran

 
.cuf、 .CUF

CUDA Fortran

Fortran ソース・ファイル

.mod モジュール・シンボル・ファイル

.smod ▌1▐ サブモジュール・シンボル・ファイル

.o オブジェクト・ファイル

.s アセンブラー・ファイル

.so 共有オブジェクトまたはライブラリー・ファイル

注: ▌1▐ Fortran 2008

表 7. 出力ファイル・タイプ

ファイル名拡張子 説明

a.out コンパイラーによって作成される実行可能ファイルのデフォル
ト名

.mod モジュール・シンボル・ファイル

.smod ▌1▐ サブモジュール・シンボル・ファイル

.lst リスト・ファイル

.o オブジェクト・ファイル

.s アセンブラー・ファイル

.so 共有オブジェクトまたはライブラリー・ファイル

注: ▌1▐ Fortran 2008

XL Fortran によるコンパイル済みアプリケーションのリンク
デフォルトでは、ユーザーは、XL Fortran プログラムをリンクするのに、特別なこ
とは何もする必要はありません。コンパイラー呼び出しコマンドは、自動でリンカ
ーを呼び出して実行可能出力ファイルを生成します。
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例えば、xlf を使用して file1.f および file3.f をコンパイルし、オブジェク
ト・ファイル file1.o および file3.o を作成できます。その後で、file2.o を含
むすべてのオブジェクトがリンカーに実行依頼され、1 つの実行可能ファイルが作
成されます。

xlf file1.f file2.o file3.f

別個のステップでのコンパイルおよびリンク

後でリンクできるオブジェクト・ファイルを作成するには、-c オプションを使用し
ます。

xlf -c file1.f # Produce one object file (file1.o)
xlf -c file2.f file3.f # Or multiple object files (file2.o, file3.o)
xlf file1.o file2.o file3.o # Link object files with default libraries

動的および静的リンク
XL Fortran を使用すると、動的リンクと静的リンクの両方のためのオペレーティン
グ・システム機能の利点を利用できるようになります。

動的リンクとは、プログラムが初めて実行されるときに、なんらかの外部ルーチン
用のコードが探し出されてロードされることを意味します。共用ライブラリーを使
用するプログラムをコンパイルすると、デフォルトではプログラムに動的にリンク
されます。動的にリンクされたプログラムでは、共用ライブラリーのルーチンを複
数のプログラムが使用していても、ディスク・スペースも仮想メモリーも少なくて
済みます。リンクが行われているときに、それらのプログラムについては、ライブ
ラリー・ルーチンとの命名上の競合を回避するためになんらかの特別な予防措置を
講じる必要はありません。いくつかのプログラムが同時に同じ共用ルーチンを使用
する場合は、静的にリンクされたプログラムよりも良好に実行する場合がありま
す。動的リンクを使用することで、共用ライブラリー内のルーチンを再リンクせず
にアップグレードできます。このリンクの形式はデフォルトであるため、これ以上
のオプションは必要ありません。

静的リンクとは、プログラムによって呼び出されるすべてのルーチン用のコードが
実行可能ファイルの一部になることを意味します。 静的にリンクされたプログラム
は移動して XL Fortran ランタイム・ライブラリーがないシステム上で実行するこ
とができます。静的にリンクされたプログラムがライブラリー・ルーチンを何回も
呼び出したり、多数の小さなルーチンを呼び出したりする場合、それらのプログラ
ムは動的にリンクされたプログラムよりも良好に動作する可能性があります。ライ
ブラリー・ルーチンとの命名の競合を回避したい場合は、プログラム内のデータ・
オブジェクトおよびルーチンの名前を選択するときに、何らかの予防措置をとる必
要があります。

注: 動的にリンクされたプログラムと静的にリンクされたプログラムを、あるレベル
のオペレーティング・システムでコンパイルし、別のレベルのオペレーティング・
システムで実行すると、それらのプログラムは動作しない可能性があります。

コンパイル済みアプリケーションの実行
プログラムがコンパイルおよびリンクされた後で、生成された実行可能ファイルを
コマンド行で実行できます。
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XL Fortran コンパイラーによって作成されたプログラム実行可能ファイルのデフォ
ルト・ファイル名は、a.out です。 -o コンパイラー・オプションを指定して別の名
前を選択することができます。

間違ったコマンドを誤って実行することがあり得るので、プログラム実行可能ファ
イルに、システムまたはシェルのコマンドと同じ名前 (例えば test または cp な
ど) を付けないでください。プログラム実行可能ファイルにシステム・コマンドま
たはシェル・コマンドと同じ名前を付けるように決めた場合には、実行可能ファイ
ルが存在するディレクトリーに、./test といったパス名を指定することによって、
そのプログラムを実行することができます。

プログラムを実行するためには、コマンド行にプログラム実行可能ファイルの名前
と実行時引数を一緒に入力します。

実行の取り消し

プログラムの実行を中断するには、プログラムがフォアグラウンドにある間に
Ctrl+Z を押してください。実行を再開するには、fg コマンドを使用してくださ
い。

実行中のプログラムを取り消すには、プログラムがフォアグラウンドにある間に
Ctrl+C を押してください。

実行時オプションの設定

環境変数の設定値を使用して、XL Fortran コンパイラーで作成されたアプリケーシ
ョンの特定の実行時オプションおよび動作を制御することができます。 一部の環境
変数は、実際の実行時の動作を制御しなくても、アプリケーションの動作に影響を
与えることがあります。

環境変数の詳細、および環境変数が実行時にアプリケーションにどのような影響を
与えるかに関する詳細については、「XL Fortran インストール・ガイド」を参照し
てください。

他のシステムでのコンパイル済みアプリケーションの実行

XL Fortran コンパイラーを使用して開発されたアプリケーションを、そのコンパイ
ラーがインストールされていない他のシステムで実行する場合は、そのシステムに
ランタイム環境をインストールするか、アプリケーションを静的にリンクする必要
があります。

最新の XL Fortran ランタイム環境イメージは、ライセンス情報および使用情報と
ともに、「XL Fortran for Linux サポート・ページ」から取得できます。

XL Fortran コンパイラー診断エイド
XL Fortran は、ユーザーのアプリケーションをコンパイルしているときに問題に遭
遇すると、診断メッセージを出します。ユーザーは、そのような問題を識別して訂
正する援助として、コンパイラー出力リストで提供されるこれらのメッセージおよ
びその他の情報を使用することができます。
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アプリケーションの問題の解決に役立つリスト作成、診断、関連コンパイラー・オ
プションについて詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の以下の
トピックを参照してください。

v XL Fortran コンパイラー・リストの理解

v エラー検査およびデバッグ・オプション

v リスト、メッセージ、およびコンパイラー情報のオプション

コンパイル済みアプリケーションのデバッグ
シンボリック・デバッガーを使用して、 XL Fortran を使用してコンパイルされた
アプリケーションをデバッグすることができます。

コンパイル時に、-g オプションまたは -qlinedebug オプションを指定して、コン
パイルした出力にデバッグ情報を組み込むように XL Fortran コンパイラーに指示
できます。-g の場合、さまざまなレベルを使用して、デバッグ機能とコンパイラー
最適化の間のバランスを取ることもできます。デバッグ・オプションについて詳し
くは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『エラー検査およびデバッ
グ』 を参照してください。

次に、gdb または Linux 上の DWARF デバッグ形式をサポートする任意のシンボ
リック・デバッガーを使用して、コンパイル済みアプリケーションの動作をステッ
プスルーし、検査することができます。

最適化されたアプリケーションをデバッグすると、特殊な問題が発生します。 最適
化されたコードのデバッグについて詳しくは、「XL Fortran 最適化およびプログラ
ミング・ガイド」で『最適化コードのデバッグ』を参照してください。

使用されている XL Fortran のレベルの判別
使用している XL Fortran のバージョンおよびリリース・レベルを表示するに
は、-qversion コンパイラー・オプションを指定してコンパイラーを呼び出しま
す。

例えば、詳細なバージョン情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

xlf -qversion=verbose
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付録: IBM XL Fortran for Linux のアクセシビリティー機能

アクセシビリティー機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザ
ーが情報技術コンテンツを快適に使用できるように支援します。

アクセシビリティー機能

IBM XL Fortran for Linux では、US Section 508 (http://www.access-
board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-
508-standards/section-508-standards) および Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG20/) に確実に準拠する
ために、最新の W3C 標準である WAI-ARIA 1.0 (http://www.w3.org/TR/wai-
aria/) を使用します。アクセシビリティー機能を利用するには、最新リリースのス
クリーン・リーダーを、この製品でサポートされる最新の Web ブラウザーと併用
してください。

IBM Knowledge Center の IBM XL Fortran for Linux オンライン製品資料は、
アクセシビリティーに対応しています。 IBM Knowledge Center のアクセシビリ
ティー機能については、http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/
kc_help.html#accessibility に説明があります。

キーボード・ナビゲーション

この製品では、標準のナビゲーション・キーが使用されます。

インターフェース情報

Text-to-speech (TTS) ツールのような音声認識ソフトウェアを使用して、コンパイ
ラーによって生成された出力を表示できます。

IBM XL Fortran for Linux のオンライン製品資料は、IBM Knowledge Center で
入手できます。 IBM Knowledge Center は標準の Web ブラウザーで表示できま
す。

PDF ファイルでのアクセシビリティー・サポートは限定的です。 PDF 資料では、
オプションのフォント拡大機能およびハイコントラスト表示設定を使用でき、キー
ボードのみでナビゲートできます。

ご使用のスクリーン・リーダーが構文図やソース・コード例を正確に読み上げた
り、ピリオドやコンマといった PICTURE 記号を含むテキストを正確に読み上げた
りできるようにするには、ご使用のスクリーン・リーダーがすべての句読点を読み
上げるように設定する必要があります。

関連アクセシビリティー情報

IBM XL Fortran for Linux によってサポートされているオペレーティング・シス
テムのアクセシビリティー機能について調べるには、以下の情報を参照してくださ
い。
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v Ubuntu (https://help.ubuntu.com/community/Accessibility)

v SUSE Linux Enterprise Server (https://www.suse.com)

v Red Hat Enterprise Linux (http://www.redhat.com)

v Community Enterprise Operating System (https://www.centos.org/)

標準の IBM ヘルプ・デスクとサポート Web サイトに加え、IBM は、聴覚が不自
由なお客様が営業やサポート・サービスにアクセスするために使用できる TTY 電
話サービスを立ち上げました。

TTY service
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(北アメリカ内)

IBM とアクセシビリティー

IBM のアクセシビリティーへの取り組みについて詳しくは、IBM Accessibility
(www.ibm.com/able) を参照してください。
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特記事項

プログラミング・インターフェース: 所定のプログラミング・インターフェースを使
用することにより、お客様は IBM XL Fortran for Linux のサービスを使用するた
めのプログラムを書くことができます。

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。本書
に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があ
ります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の
営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに
言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能で
あることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵
害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用する
ことができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評
価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜の
ため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありま
せん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではあり
ません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。

Intellectual Property Dept. for Rational Software
IBM Corporation
5 Technology Park Drive
Westford, MA 01886
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を
例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されていま
す。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラット
フォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ
リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式
においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することが
できます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを
経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、
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利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるも
のであり、いかなる保証も提供されません。 IBM は、お客様の当該サンプル・プ
ログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. 1998, 2016.

このソフトウェアならびに文書は、その一部をカリフォルニア大学評議員の承諾の
もとに提供された「Fourth Berkeley Software Distribution」に基づきます。これの
開発にあたった次の研究機関に対し、敬意を表します。: Electrical Engineering
and Computer Sciences Department、バークレー・キャンパス。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項:

サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項をご確認ください。

この「ソフトウェア・オファリング」は、Cookie もしくはその他のテクノロジーを
使用して個人情報を収集することはありません。

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、 お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、
IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコ
ン、その他のテクノロジー』および『IBM Software Products and
Software-as-a-Service Privacy Statement』(http://www.ibm.com/software/info/
product-privacy) を参照してください。
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商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標または登録商標です。他の製品名およびサ
ービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点で
の IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧く
ださい。

Adobe、Adobe ロゴは、 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国に
おける登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
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索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
アクセシビリティー

インターフェース 39
キーボード・ナビゲーション 39

オブジェクト・ファイル

作成 35
リンク 35

［カ行］
起動

アプリケーション 36
共用メモリーの並列処理

メソッド 6
OpenMP ディレクティブ 6

組み込み関数

新機能

V15.1.2 24
組み込みプロシージャー

新機能

V15.1.3 22
V15.1.5 9

言語

拡張 3
標準 3

コード

静的リンク 35
動的リンク 35

コンパイラー・オプション

競合 33
指定 33
新規または変更された機能

V15.1.2 25
V15.1.4 17
V15.1.5 10

コンパイル

アクティビティー 29
紹介 30

［サ行］
最適化

新機能

V15.1.4 19

最適化 (続き)

新機能 (続き)

V15.1.5 13
プログラム 5

実行

アプリケーション 36
ソース・ファイル

接尾部 30
編集 30

その他の機能拡張

新機能

V15.1.3 23
V15.1.4 20
V15.1.5 13

［タ行］
ディレクティブ

新規または変更された機能

V15.1.4 17
V15.1.5 10

デバッグ

アプリケーション 37
オプション 37

［ハ行］
パフォーマンス

変換の最適化 5
ファイル・タイプ

出力ファイル 34
入力ファイル 34

プログラム

実行 36

［マ行］
問題の解決

関連リンク 37
コンパイラー・オプション 37

［ヤ行］
ユーティリティー

紹介 4
呼び出しコマンド

構文 30

［ラ行］
リンク

アプリケーション 35

C
CUDA Fortran

システム要件 18
呼び出しコマンド 18
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