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お願い
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本書について

本書は、OpenPOWER システム上で NVIDIA GPU を活用する CUDA Fortran
プログラムを XL Fortran で開発する Fortran 開発者向けです。

本書には、XL Fortran で提供される CUDA Fortran サポートについての詳細な記
載があります。例えば、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、役に立つコンパイラー・オプション/マクロ、サポート対象の
CUDA Fortran 機能、制限などが説明されています。

XL Fortran に関する一般情報については、 ix ページの『IBM XL Fortran 情報』
にリストされているリソースを参照してください。

書体の規則
書体の規則

次の表は、IBM® XL Fortran for Linux V15.1.5 資料で使用されている書体の規則
を示したものです。

表 1. 書体の規則

書体 内容 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、基本呼び出しコマ
ンドである xlf のほか、各種 Fortran
言語レベルとコンパイル環境をサポー
トするための他の複数のコンパイラー
呼び出しコマンドが用意されていま
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。その実
際の名前または値はユーザーが提
供します。イタリックは、新規用
語を表す場合にも使用されます。

要求された size より大きいものを戻
す場合は、size パラメーターを更新し
ていること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・コードに対する参照、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名。

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. 書体の規則 (続き)

書体 内容 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。大文字は、コンパイラー・
オプション/サブオプションを呼び
出すために必要となる文字の最小
数を示すために使用される場合も
あります。

ASSERT ディレクティブは、このデ
ィレクティブ直後の DO ループのみ
に適用され、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)

プログラミング・モデルの説明では、以下のようにテキストのセグメントを記述す
るためにアイコンが使用されています。

表 2. 限定エレメント

アイコン 意味

CUDA Fortran

CUDA Fortran

このテキストがある個所には、CUDA Fortran や、IBM XL Fortran
によってサポートされている CUDA Fortran に関する記述がありま
す。

GPU

GPU

このテキストがある個所には、NVIDIA GPU に計算をオフロードする
処理に関係する情報が記述されています。

構文図

本書では、XL Fortran の構文を図で示します。このセクションは、構文図の解釈と
使用に役立ちます。

v 構文図は、左から右、上から下に、線のパスに従って読んでください。

►►─── 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始まりを示
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。

フラグメントは、完全なコマンド、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、│─── 記号で始まり、───│ 記号で終わります。

IBM XL Fortran 拡張は、構文図の中で番号が付けられ、図のすぐ下に注記され
ています。
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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
派生型定義は複数の個別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、水平線 (メインパス) 上に表記されます。

►► keyword required_argument ►◄

v オプション項目は、メインパスの下部に記述されます。

►► keyword
optional_argument

►◄

注: オプション項目 (構文図にはない) は、大括弧 ([ と ]) で囲まれています。
例えば、[UNIT=]u

v 複数の項目から選択可能な場合は、スタック内に垂直に記述されます。

いずれか 1 つの項目の選択が必須 の場合は、スタック内の項目の 1 つがメイ
ンパス上に記述されます。

►► keyword required_argument1
required_argument2

►◄

いずれかの項目をオプションで選択する場合は、スタック全体がメインパスの下
に記述されます。

►► keyword
optional_argument1
optional_argument2

►◄

v メイン行の上方で左に戻る矢印 (繰り返し矢印) は、スタックの項目から複数の
項目を選択するか、1 つの項目を繰り返すことができることを示しています。区
切り文字も、ブランク以外であれば表示されます。

►► ▼

,

keyword repeatable_argument ►◄

v デフォルト項目は、メインパスの上部に記述されます。

►► keyword
default_argument
alternate_argument ►◄

v キーワードは、非イタリック体の文字で記述されています。示されているとおり
に正確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記述されます。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。
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v 構文図に、句読記号、小括弧、算術演算子、または、ほかの非英数字文字が示さ
れている場合は、構文の一部としてこれらの文字を入力する必要があります。

サンプル構文図

以下に、構文図の例を解釈と一緒に示します。

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、特別な表記なしで示されます。

v 代替のセットの中から選択しなければならない場合は、{ 記号と } 記号で囲まれ
ています。

v オプションの引数は [ 記号と ] 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、| 文字で区切られています。

v 繰り返すことのできる引数は、後に省略符号 (...) が続きます。

構文ステートメントの例
EXAMPLE char_constant {a|b}[c|d]e[,e]... name_list{name_list}...

以下のリストで構文ステートメントを説明します。

v キーワード EXAMPLE を入力します。

v char_constant の値を入力します。

v a または b の値 (両方ではない) を入力します。

v オプションで、c または d の値を入力します。

►►
(1)

EXAMPLE char_constant a
b c

d

▼

,

e name_list ►◄

注:

1 IBM 拡張

図の解釈は次のとおりです。

v キーワード EXAMPLE を入力します。

v EXAMPLE は IBM 拡張です。

v char_constant の値を入力します。

v a または b の値 (両方ではない) を入力します。

v オプションで、c または d 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、それぞれの間に
コンマを使用する必要があります。

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、それぞれの間にコンマを使用する必要があります (_list 構文は e に対する直前の
構文と同等です。)
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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
間にコンマを使用する必要があります。

v オプションで、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、各 name の間にコンマを使用する必要があります。

注: 構文ステートメントと構文図の両方の表記に、同じ例を使用しています。

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。

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。

本書について ix
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表 3. XL Fortran PDF ファイル (続き)

文書タイトル PDF ファイル名 説明

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。

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。

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。
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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 によってサポートされる CUDA Fortran の
概要

CUDA は、NVIDIA GPU を活用するための並列プログラミング・モデル/ソフト
ウェア環境です。 CUDA では、プログラマーは、データ並列計算に対して GPU
アクセラレーションを有効にする命令セットを使用できます。 CUDA を直接使用
するか、または GPU アクセラレーション・ライブラリーにリンクすることによ
り、多くのアプリケーションの計算パフォーマンスを向上させることができます。

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は CUDA Fortran プログラミング・モデルを
サポートしています。 CUDA Fortran プログラミング・モデルは、NVIDIA GPU
を活用するための CUDA 構文のサブセットです。一般に使用される CUDA
Fortran のサブセット (IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 によって提供されるサ
ブセット) を使用して、NVIDIA GPU に計算をオフロードできます。

© Copyright IBM Corp. 2016 1



2 XL Fortran: XL Fortran を使用した CUDA Fortran プログラミングの概要 (リトル・エンディアン・ディストリビューション

用)



第 2 章 CUDA Fortran プログラムをコンパイルするためのシス
テム前提条件

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 を使用して CUDA Fortran プログラムをコン
パイルするには、ご使用のハードウェア、オペレーティング・システム、およびソ
フトウェアが以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。

ハードウェア要件

ご使用の Linux オペレーティング・システム・ディストリビューションおよび
NVIDIA CUDA Toolkit でサポートされていて 1 つ以上の NVIDIA GPU が取り
付けられている任意の IBM Power Systems™ サーバーを使用できます。例えば、
IBM POWER® System S822LC (ハイパフォーマンス・コンピューティング用) や
IBM POWER System S824L を使用できます。 IBM Power Systems サーバーの全
リストについては、http://www.ibm.com/systems/power/hardware/を参照して
ください。

サポートされているプラットフォーム

IBM Power Systems サーバーおよび NVIDIA CUDA Toolkit 8.0 でサポートされ
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。

v Red Hat Enterprise Linux 7.3 (RHEL 7.3)

v Ubuntu 16.04.1

ソフトウェア要件
v NVIDIA CUDA Toolkit 8.0 (https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

からダウンロードできます)

注: CUDA Toolkit をインストールするには、パッケージ・マネージャー・イン
ストール済み環境を使用します。現在、Power プロセッサーでは、Runfile のイ
ンストールはサポートされていません。パッケージ・マネージャー・インストー
ル済み環境については、「NVIDIA CUDA Installation Guide for
Linux」(http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/
index.html) を参照してください。
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第 3 章 コンパイラー・フロー

コンパイラー・フローを理解すると、コンパイルとリンクのプロセスをカスタマイ
ズできるようになります。 CUDA Fortran プログラムの場合、XL Fortran は、ソ
ース・レベルではなく中間言語レベルでコードをホスト・コードとデバイス・コー
ドに分割します。

コンパイル・プロセス

CUDA Fortran サポートが有効になっているときは、コンパイル・プロセスは以下
のようになります。

1. Fortran フロントエンド (xlfentry) および変換プログラム (xlfhot) によってソ
ース・ファイル (ホスト・コードとデバイス・コードの一方または両方が含まれ
ている可能性がある) が処理されて XL 中間言語 (W コード) になります。

2. -O3、-qhot、または -qsmp=omp が有効になっている場合は、W コードが高水
準最適化プログラム (ipa) によって最適化されます。

3. W コードが W コード中間言語スプリッター (partitioner) によってホスト W
コード・ストリームとデバイス W コード・ストリームに分割されます。

v ホスト・コード処理

ホスト W コード・ストリームが低水準最適化プログラム (xlfcode) によっ
て処理されてオブジェクト・ファイルになります。

v デバイス・コード処理

a. デバイス W コード・ストリームが、W コードから LLVM-IR への変換
プログラム (wc2llvm) によって NVVM 中間表現 (NVVM-IR) に変換さ
れます。

b. NVVM-IR が、NVVM-IR から PTX への変換プログラム (llvm2ptx) に
よって PTX (NVIDIA の低レベル Parallel Thread eXecution) 命令に変
換されます。

c. PTX 命令が PTX アセンブラー (ptxas) によってアセンブルされてデバ
イス・オブジェクト (cubin) になります。

d. デバイス・オブジェクトが、CUDA Toolkit に含まれる fatbinary ツー
ルによってオブジェクト・ファイルに組み込まれます。

4. ホスト・コード用のオブジェクト・ファイルとデバイス・コード用のオブジェク
ト・ファイルがホスト・リンカー (ld) によって単一ファイルに結合されます。

次のダイアグラムは CUDA Fortran プログラムのコンパイル・プロセスを示して
います。
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図 1. CUDA Fortran プログラムのコンパイル・プロセス
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次のダイアグラムはデバイス W コードのコンパイル・プロセスを詳細に記述した
ものです。

リンク・プロセス

CUDA Fortran サポートが有効になっているときは、リンク・プロセスは以下のよ
うになります。

1. オブジェクト・ファイルに組み込まれているデバイス・コードが、CUDA
Toolkit に含まれるデバイス・リンカー (nvcc -dlink) によって実行可能デバイ
ス・オブジェクトにリンクされます。

2. オブジェクト・ファイルと実行可能デバイス・オブジェクトがホスト・リンカー
によってリンクされて実行可能 ELF プログラムになります。

3. ホストとデバイスの XL Fortran ライブラリー、および CUDA Toolkit に含ま
れるいくつかのライブラリーが、デバイス・リンカーとホスト・リンカーに自動
的に渡されます。

-L オプションまたは -l オプションを使用して指定されたライブラリーがデバイ
ス・リンカーとホスト・リンカーの両方に渡されます。

図 2. デバイス W コードのコンパイル・プロセス
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次のダイアグラムは CUDA Fortran プログラムのリンク・プロセスを示していま
す。

略語リファレンス

略語とフルネームを素早く見つけられるように以下に示します。

表 4. コンパイラー・コンポーネントの略語

略語 コンポーネント

ipa 高水準最適化プログラム

ld ホスト・リンカー

llvm2ptx NVVM-IR から PTX への変換プログラム

partitioner W コード中間言語スプリッター

ptxas PTX アセンブラー

nvcc -dlink デバイス・リンカー

wc2llvm W コードから LLVM-IR への変換プログラム

xlfentry Fortran フロントエンド

xlfhot Fortran 変換プログラム

xlfcode 低水準最適化プログラム

図 3. CUDA Fortran プログラムのリンク・プロセス
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表 5. 入出力の略語

略語 入出力

cubin デバイス・オブジェクト

NVVM-IR NVVM 中間表現

PTX Parallel Thread eXecution

W コード XL 中間言語

第 3 章 コンパイラー・フロー 9



10 XL Fortran: XL Fortran を使用した CUDA Fortran プログラミングの概要 (リトル・エンディアン・ディストリビューション

用)



第 4 章 CUDA Fortran プログラムのコンパイル

CUDA Fortran サポートは、以下のいずれかの方式で有効にできます。

v xlcuf 呼び出しコマンドを使用して任意の Fortran ソース・ファイルをコンパイ
ルします。 xlcuf を指定することと、xlf2008_r と -qcuda オプションを指定す
ることは同じことです。

v xlf_r 呼び出しコマンドを使用して、.cuf 接尾部または .CUF 接尾部を持つソー
ス・ファイルをコンパイルします。 xlf_r 呼び出しコマンドは .cuf ファイルと
.CUF ファイルを CUDA Fortran ファイルとして認識し、CUDA Fortran サポ
ートを自動的に有効にします。

v 任意のスレッド・セーフ呼び出しコマンド (xlf95_r など) を使用して -qcuda オ
プションを指定し、任意の Fortran ソース・ファイルをコンパイルします。

.cuf ファイル拡張子または .CUF ファイル拡張子を持つファイルは Fortran ソー
ス・ファイルとして認識されます。コンパイル前にプリプロセッサーが .CUF ファ
イルに対して呼び出されます。

例

CUDA Fortran プログラムのコンパイルには、以下のいずれのコマンドも使用でき
ます。

xlcuf myprogram_1.f

xlf_r myprogram_2.cuf

xlf2008_r -qcuda myprogram_3.f

オプションを CUDA Toolkit に渡す
コンパイラーによって呼び出される CUDA Toolkit コンポーネントにオプションを
渡せば、デバイス・コードの最適化レベルを変更したり、浮動小数点計算の厳密性
を制御したりできます。

NVVM オプションを渡す

►►
(1)

-Xllvm2ptx -nvvm-compile-options = NVVM_option
-Wx ,

►◄

注:

1 -Xllvm2ptx の後にスペースを 1 つ挿入する必要があります。

NVVM-IR から PTX への変換プログラムのオプションは、「CUDA Toolkit
Documentation」の『libNVVM API』セクション (http://docs.nvidia.com/cuda/
libnvvm-api/group__compilation.html) にある『nvvmCompileProgram』の下に記
載されています。最も一般的に使用されるオプションは次のとおりです。

v -opt1
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v -ftz

v -prec-sqrt

v -prec-div

v -fma

注: 1. NVVM バックエンドで使用されるデフォルト最適化レベルは -opt=3 です。

デバイスに対して高速計算を有効にするには、ftz を 1 に、prec-sqrt を 0 に、
prec-div を 0 に、fma を 1 に、それぞれ設定します。その際、以下に示す同等の
オプション設定のいずれかを使用します。
v -Wx,-nvvm-compile-options=-ftz=1,-nvvm-compile-options=-prec-sqrt=0,¥

-nvvm-compile-options=-prec-div=0,-nvvm-compile-options=-fma=1

v -qxflag=device_fast_math

ptxas オプションを渡す

►►
(1)

-Xptxas ptxas_option
-W@ ,

►◄

注:

1 -Xptxas の後にスペースを 1 つ挿入する必要があります。

PTX アセンブラーで使用されるデフォルト最適化レベルは -O3 です。

CUDA Toolkit の ptxas を、-h を指定して実行すれば、PTX アセンブラー・オプ
ションのリストを取得できます。

例

デバイス・コードを最適化できないようにするには、以下のいずれかのコマンドを
使用して、NVVM-IR から PTX への変換プログラムおよび PTX アセンブラー
に、オプションを渡します。

xlcuf mycudaprogram.cuf -Xllvm2ptx -nvvm-compile-options=opt=0 -Xptxas -O0

xlcuf mycudaprogram.cuf -Wx,-nvvm-compile-options=opt=0 -W@,-O0

-nvvm-compile-options=opt=0 は NVVM-IR から PTX への変換プログラムのオ
プションです。 -O0 は PTX アセンブラー・オプションです。

CUDA Toolkit でのライブラリーへのリンク
CUDA Fortran サポートが有効になっているときは、CUDA Toolkit に含まれる以
下のライブラリーにおいてコンパイラーは自動的にリンクを行います。

v libcudadevrt.a

v libcudart.so

v libcuda.so

v libdevice.*.bc (プログラムにデバイス・コードが含まれる場合)
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CUDA Fortran モジュールを使用する場合は、対象をサポートするライブラリーに
おいて明示的にリンクを行う必要があります。例えば、プログラム
my_cublas_program.cuf で cublas モジュールが使用されている場合は、以下のよ
うにして my_cublas_program.cuf のオブジェクト・ファイルを cublas ライブラリ
ーとリンクする必要があります。

xlcuf my_cublas_program.o -lcublas

CUDA Fortran サポートなしでコンパイルされたオブジェクト・ファイル
を組み込む

自分のプログラムに、CUDA Fortran サポートありでコンパイルされたオブジェク
ト・ファイルと、CUDA Fortran サポートなしでコンパイルされたオブジェクト・
ファイルを混在させることができます。ただし、XL Fortran によって提供される
CUDA Fortran サポートを初期化できるように、プログラム・コンパイル単位を含
むオブジェクト・ファイルは CUDA Fortran サポートありでコンパイルする必要
があります。

自分のプログラムにおいて、C で作成された main() 関数が使用されている場合
は、次の関数への呼び出しを追加して、XL Fortran によって提供される CUDA
Fortran サポートを初期化します。

void __xlcuf_init();

この呼び出しは、プログラムにおけるすべての CUDA ランタイム API 呼び出しよ
り前に配置する必要があります。

特定のコンパイラー・オプション/マクロ
以下のコンパイラー・オプション/マクロは CUDA Fortran プログラムに役立ちま
す。

CUDA Fortran コンパイルのコンパイラー・オプション
以下のオプションを使用すれば、CUDA Fortran プログラムのコンパイルをカスタ
マイズできます。

表 6. CUDA Fortran 固有のコンパイラー・オプション/サブオプションの要約

オプションまたはサ
ブオプション

カテゴリー 目的

-qcuda オプション 言語エレメント制御 これは、CUDA Fortran に対するコンパイラ
ー・サポートを有効にします。

-qcudaerr オプショ
ン

エラー・チェックお
よびデバッグ

これは、コンパイラーが CUDA API 呼び出
しに対してエラー検査コードを自動的に挿入す
るのかどうかを制御します。

-qpath サブオプシ
ョン

コンパイラーのカス
タマイズ

これは、XL Fortran コンポーネントの代替パ
ス名を指定します。

-W サブオプション コンパイラーのカス
タマイズ

これは、1 つ以上のオプションを特定のコンパ
イラー・コンポーネントに渡します。-X サブオプション
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-qcuda (CUDA Fortran)
カテゴリー

言語エレメント制御

@PROCESS

なし。

目的

これは、CUDA Fortran に対するコンパイラー・サポートを有効にします。

構文

►► -q cuda
nocuda

►◄

デフォルト

v -qcuda は xlcuf 呼び出しコマンドのデフォルト設定です。 -qnocuda は他の呼
び出しコマンドのデフォルト設定です。

v コンパイラーの呼び出しに xlf_r を使用する場合は、-qcuda が .cuf ファイル
と .CUF ファイルのデフォルト設定となり、-qnocuda が他のファイル拡張子の
デフォルト設定となります。

使用法

-qcuda は、_r 接尾部を持つ呼び出しコマンドと一緒の場合にのみ指定できます。
そのようなコマンドでは必ずスレッド・セーフ・コンパイルが行われます。

-qcuda は、最適化レベルが -O2、-O3、および -Ofast の場合に使用できます。

-qcuda は -qsmp=omp と一緒に使用できますが、それ以外のいずれの -qsmp サ
ブオプションとも一緒には使用できません。 -qsmp=omp が指定されている場合
は、ホスト・コードにのみ OpenMP 並列化を含めることができます。

-qcuda は、-O4、-O5、-qipa、-qpdf1、-qpdf2、-qrealsize=8 のいずれとも一緒に
は使用できません。

例

CUDA Fortran プログラムのコンパイルには、以下のいずれのコマンドも使用でき
ます。

xlf_r mycudaprogram1.cuf

xlf95_r -qcuda mycudaprogram2.f

xlcuf mycudaprogram3.f

xlcuf mycudaprogram4.cuf
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-qcudaerr (CUDA Fortran)
カテゴリー

エラー・チェックおよびデバッグ

目的

これは、コンパイラーが CUDA API 呼び出しに対してエラー検査コードを自動的
に挿入するのかどうかを制御します。

構文

オプション:

►►
stmts

-q cudaerr all
none

►◄

@PROCESS:

@PROCESS CUDAERR(STMTS | ALL | NONE)

デフォルト

-qcudaerr=stmts

パラメーター

stmts これは、以下の項目に対してエラー検査コードを挿入するようにコンパイラ
ーに指示します。

v ALLOCATE、CALL、代入などの Fortran ステートメントで行われる
CUDA ランタイム API 呼び出し

v 同期点 (cudaDeviceSynchronize API 関数に対する呼び出しなど)

all これは、すべての CUDA ランタイム API 呼び出し (自分のプログラムに
おける明示的な呼び出しを含む) に対してエラー検査コードを挿入するよう
にコンパイラーに指示します。

none これは、いずれの CUDA ランタイム API 呼び出しに対してもエラー検査
コードを挿入しないようにコンパイラーに指示します。

使用法

挿入されたエラー検査コードで、失敗した CUDA ランタイム API 呼び出しが検出
されると、コンパイラーはエラー・メッセージを発行します。このエラー・メッセ
ージには以下の情報が含まれています。

v 失敗した CUDA ランタイム API 関数の名前

v エラー・コード

v cudaGetErrorString API 関数によって返される説明

挿入されたエラー検査コードによって、検出された CUDA エラーはクリアされま
せん。 -qcudaerr オプションはユーザー作成のエラー検査コードに影響しません。
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CUDA ランタイム API エラーが検出されたときにコンパイラーにプログラムを終
了させるには、以下のいずれかの方法でランタイム・エラー・リカバリーを無効に
します。

v setrteopts サブルーチンを、err_recovery=no を指定して呼び出します。

v XLFRTEOPTS 環境変数を次のように設定します。

export XLFRTEOPTS=err_recovery=no

例

サンプル・プログラム out_of_bounds.cuf は次のようになっています。

INTEGER, DEVICE, ALLOCATABLE :: device_arr(:)
INTEGER :: host_arr(10)
ALLOCATE(device_arr(5))
device_arr = host_arr
END

これを、xlcuf を指定してコンパイルし、実行可能ファイルを実行します。コンパイ
ラーからは次のメッセージが発行されます。

"out_of_bounds.cuf", line 4: 1525-244 API function cudaMemcpy
failed with error code 11: invalid argument.

out_of_bounds.cuf に、ホスト配列と非標準化デバイス配列との間の代入が含まれ
ているため、その代入は cudaMemcpy API 呼び出しに変換されます。しかし、
device_arr が小さすぎることが CUDA ランタイムで検出されるため、この API
呼び出しは失敗します。 -qcudaerr=stmts がデフォルトで有効になっているため、
コンパイラーは cudaMemcpy の結果を検査し、CUDA ランタイム API エラーのコ
ードと説明が含まれたメッセージを表示します。

-qpath
カテゴリー

コンパイラー・カスタマイズ

目的

アセンブラー、C プリプロセッサー、およびリンカーなどの XL Fortran コンポー
ネントの代替パス名を指定する。

XL Fortran コンポーネントの一部またはすべてについて複数のレベルを保持し、ど
れを使用するかを指定できるようにする場合、このオプションを使用できます。

構文
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►► ▼-q path = @ : directory_path
a
b
c
d
F
h
I
l
n
s
w
x
z

►◄

デフォルト

デフォルトで、コンパイラーは構成ファイルで定義されたコンパイラー・コンポー
ネントのパスを使用します。

パラメーター

directory_path

コンパイラー・コンポーネントが配置されているディレクトリーへのパス。既存
のディレクトリーでなければなりません。相対または絶対のいずれかにできま
す。

以下の表は、-qpath パラメーターとコンポーネント名との対応を示しています。

パラメーター 説明 コンポーネント名

GPU

 
@ PTX アセンブラー ptxas

a アセンブラー as

b 低水準最適化プログラム xlfcode

c コンパイラー・フロントエン
ド

xlfentry

d 逆アセンブラー dis

F C プリプロセッサー cpp

h 配列言語最適化プログラム xlfhot

I (大文字の i) 高水準最適化プログラム、コ
ンパイル・ステップ

ipa

l (小文字の L) リンカー ld

GPU n NVIDIA C コンパイラー (デ
バイス・リンカーとして使用
される)

nvcc

GPU s XL 中間言語 (W コード) ス
プリッター

partitioner

GPU w XL 中間言語 (W コード) か
ら NVVM-IR への変換プロ
グラム

wc2llvm
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パラメーター 説明 コンポーネント名

GPU

 
x NVVM-IR から PTX への変

換プログラム
llvm2ptx

z バインダー bolt

使用法

-qpath オプションは、 -F、-t、および -B オプションをオーバーライドします。

例

/fix/FE/ から代替コンパイラー・フロントエンドとリンカーを使用し、デフォルト
の場所から残りのコンパイラー・コンポーネントを使用して myprogram.f をコンパ
イルするには、以下のコマンドを入力します。

xlf myprogram.f -qpath=cl:/fix/FE

/fix/FE から代替コンパイラー・フロントエンドを、現行ディレクトリーから代替
リンカーを、デフォルトの場所から残りのコンパイラー・コンポーネントを使用し
て myprogram.f をコンパイルするには、以下のコマンドを入力します。

xlf95 myprogram.f -qpath=c:/fix/FE -qpath=l:.

-W、-X
カテゴリー

コンパイラー・カスタマイズ

@PROCESS

なし。

目的

これは、1 つ以上のオプションを、コンパイル時に実行されるコンポーネントに渡
します。
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構文

►► ▼ ▼-W @ , option
a
b
c
d
F
h
I
L
l
n
s
w
x
z

►◄

►►
(1)

-X assembler option
preprocessor
linker
partitioner
wc2llvm
llvm2ptx
ptxas
nvcc

►◄

注:

1 option の前にスペースを 1 つ以上挿入する必要があります。

パラメーター

以下の表は、-X パラメーターや-W パラメーターとコンポーネント名との間の対応
を示しています。

-W のパラメーター -X のパラメーター 説明 コンポーネント名

GPU

 
@ ptxas PTX アセンブラー ptxas

a assembler アセンブラー as

b 低水準最適化プログ
ラム

xlfcode

c コンパイラー・フロ
ントエンド

xlfentry

d 逆アセンブラー dis

F プリプロセッサー C プリプロセッサー cpp

h 配列言語最適化プロ
グラム

xlfhot

I (大文字の i) 高水準最適化プログ
ラム、コンパイル・
ステップ

ipa

第 4 章 CUDA Fortran プログラムのコンパイル 19



-W のパラメーター -X のパラメーター 説明 コンポーネント名

L 高水準最適化プログ
ラム、リンク・ステ
ップ

ipa

l (小文字の L) リンカー リンカー ld

GPU n nvcc NVIDIA C コンパイ
ラー (デバイス・リン
カーとして使用され
る)

nvcc

GPU s partitioner XL 中間言語 (W コ
ード) スプリッター

partitioner

GPU w wc2llvm XL 中間言語 (W コ
ード) から
NVVM-IR への変換
プログラム

wc2llvm

GPU x llvm2ptx NVVM-IR から PTX
への変換プログラム

llvm2ptx

z バインダー bolt

オプション
受け渡し先のコンポーネントに有効なオプション。

注: GPU

v NVVM-IR から PTX への変換プログラムのオプションは、「CUDA Toolkit
Documentation」の『libNVVM API』セクション (http://docs.nvidia.com/
cuda/libnvvm-api/group__compilation.html) にある
『nvvmCompileProgram』の下に記載されています。

v CUDA Toolkit の ptxas を、-h を指定して実行すれば、PTX アセンブラ
ー・オプションのリストを取得できます。

GPU

使用法

オプション・ストリング内のシェルに特有の文字を入れる必要がある場合は、その
文字の前にバックスラッシュを置いてください。例えば、構成ファイルに -W オプ
ションや -X オプションを使用する場合は、エスケープ・シーケンスの円記号とコ
ンマ (¥,) を使用して、パラメーター・ストリング内にコンマを表示できます。 -W
オプションの後に続いているストリングでは、各オプションに対して分離文字とし
てコンマを使用し、スペースは入れないでください。

たいていのオプションは、リンカー ld に渡すときに -W オプションや -X オプシ
ョンを使用する必要はありません。-q オプション以外の認識されないコマンド行オ
プションは自動的にリンカーに渡されます。厳密に -W や -X を必要とするの
は、-v や -S などのコンパイラー・オプションと同じ文字を持つリンカー・オプシ
ョンのみです。
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CUDA Fortran サポート用の事前定義マクロ
CUDA Fortran サポートが有効になっているときは、以下のプリプロセッサー・マ
クロが事前定義されています。

表 7. CUDA Fortran サポート用の事前定義マクロ

マクロ 値

_CUDA 1

_CUBLAS_V2 1

__CUDA_API_VERSION 8000
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第 5 章 CUDA Fortran サポートのリファレンスおよび制限

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は、一般に使用される CUDA Fortran サブセ
ットをサポートします。 CUDA Fortran によって導入される言語拡張機能につい
て詳しくは、ダウンロード可能な資料「CUDA Fortran Programming Guide and
Reference」(http://www.pgroup.com/doc/pgicudaforug.pdf) を参照してくださ
い。

以下の CUDA Fortran 機能は IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 ではサポート
されていません。

v デバイス実引数を使用してホスト上で縮約組み込み関数 (sum、maxval、minval
など) を呼び出すこと

v CUDA Fortran の条件標識 (!@CUF)

v CUF カーネル・ディレクティブ

v 以下の CUDA ランタイム API を使用したデータ転送:

– cudaMemcpyFromSymbol

– cudaMemcpyFromSymbolAsync

– cudaMemcpyToSymbol

– cudaMemcpyToSymbolAsync

– cudaMemset

注: 代わりに代入、cudaMemcpy、または cudaMemcpyAsync を使用できま
す。 XL Fortran では、cudaMemcpy や cudaMemcpyAsync に対する引数と
してデバイスのグローバル・モジュール変数および定数モジュール変数を使用で
きます。

v 以下の CUDA ランタイム API を使用したデータ転送:

– cudaMalloc3D (最初の引数がランク 3 の割り当て可能配列の場合)

– cudaMemcpyPeer

– cudaMemcpyPeerAsync

– cudaMemcpy2D

– cudaMemcpy2DAsync

– cudaMemcpy3DAsync

– cudaMemset2D

v デバッグ・サポート

注: -g -qfullpath を使用してコンパイルを行えば、基本行レベル・デバッグを行
うことができます。

v 動的並列処理

v デバイス・コードにおける PRINT ステートメントおよび WRITE ステートメン
ト

v attributes(host, device) 接頭部を持つプロシージャー定義/インターフェース
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注: これに対処するには、プロシージャーのコピーを作成し、一方に
attributes(host) 接頭部を付けて、もう一方に attributes(device) 接頭部を
付けます。同一コンパイル単位に 2 つのプロシージャーを定義してはなりませ
ん。

v テクスチャー属性を持つポインター

注: コンパイラーは、適切であれば仮引数を渡すためのテクスチャー・キャッシ
ュを自動的に使用します。

v シャッフル組み込み機能

v curand モジュール

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 には以下の制限が適用されます。

v CUDA Fortran を IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 で使用できるのは、
CUDA Toolkit 8.0 がインストールされていて、コンパイラーがそのツールキッ
トのロケーションを使用して構成されている場合に限られます。

– ツールキットのインストール後にコンパイラーをインストールした場合は、
コンパイラーがツールキットのロケーションを検出するため、アクションは
不要です。

– コンパイラーのインストール後にツールキットをインストールした場合は、
「XL Fortran インストール・ガイド」の『IBM XL Fortran for Linux の構
成』にある説明に従ってコンパイラーを再構成します。

注: CUDA Toolkit をインストールするには、パッケージ・マネージャー・イン
ストール済み環境を使用します。現在、Power プロセッサーでは、Runfile のイ
ンストールはサポートされていません。パッケージ・マネージャー・インストー
ル済み環境については、「NVIDIA CUDA Installation Guide for
Linux」(http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/
index.html) を参照してください。

v IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 はコンパイラー構成時に GPU アーキテク
チャーを自動的に検出します。この GPU アーキテクチャーはコンパイラー構成
ファイルにエンコードされます。他の GPU アーキテクチャーをターゲットとす
るためのコンパイラー・オプションは提供されていません。

v 動的共有メモリーを使用するプログラムは、CUDA Toolkit 8.0 での問題が原因
で失敗する可能性があります。コンパイラーからは次のメッセージが発行されま
す。

Bitcasts between pointers of different address spaces is not legal.
Use AddrSpaceCast instead.

この問題に対処するには、影響を受けるファイルを -Xllvm2ptx
-nvvm-compile-options=-opt=0 オプションでコンパイルします。
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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。

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、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
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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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