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本書について

本書は、IBM® XL Fortran for Linux V15.1.5 情報スイートの一部です。アプリケ
ーション・パフォーマンスを最大化するための XL Fortran の最適化機能およびチ
ューニング機能の使用について参照情報および実用的ヒントを提供し、入出力や言
語間呼び出しなどのプログラミング概念について詳述します。

本書の対象読者
本書は、XL Fortran の機能を活用して Fortran プログラムを最適化およびチュー
ニングしたい方々を対象としています。 Linux オペレーティング・システムに精通
し、複合アプリケーションによる豊富な Fortran プログラミング経験のある方々を
想定しています。また、初めて XL Fortran を使用されるお客様で、効果的なプロ
グラムの最適化のために、本書を利用してコンパイラーの機能を理解されようとし
ている方々も対象にしています。

本書の使用法
当ガイドは XL Fortran アプリケーションのパフォーマンスを最大にするために、
特定のプログラミングとコンパイル手法に焦点を合わせています。この内容として
は、最適化とチューニング方針、お勧めするプログラミング手法とコンパイル・プ
ロシージャー、デバッグ、および XL Fortran の拡張言語機能の使用に関する情報
が含まれます。 当ガイドには、XL Fortran 資料スイートに含まれるその他の解説
書の関連トピックとの相互参照も含まれています。

本書に説明がないトピックは、以下の資料に説明があります。

v インストール、システム要件、最新の更新情報。これらについては、「XL
Fortran インストール・ガイド」および製品の README ファイルを参照してく
ださい。

v XL Fortran 機能の概説。「Getting Started with XL Fortran」を参照してくださ
い。

v XL Fortran プログラム言語の構文、セマンティクス、および実装。「XL Fortran
ランゲージ・リファレンス」を参照してください。

v コンパイラーのセットアップ、プログラムのコンパイルと実行、コンパイル・オ
プション、診断。「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」を参照してくださ
い。

v コンパイラーの使用に関するオペレーティング・システム・コマンド。マニュア
ル・ページおよび Linux ディストリビューションの情報を参照してください。

本書の構成
当ガイドのトピック:

v 1 ページの『第 1 章 アプリケーションの最適化』 は最適化プロセスの概要で
す。
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v 41 ページの『第 2 章 XL コンパイラー・アプリケーションのチューニング』
では、コードの最適化とチューニングに有効なコンパイラー・オプションを検討
します。

v 51 ページの『第 3 章 高度な最適化の概念』、 55 ページの『第 4 章 コー
ド・サイズの管理』、および 61 ページの『第 5 章 最適化コードのデバッ
グ』 では、ループの最適化やコードのインライン化などの拡張手法について、
また最適化されたコードのデバッグに関する考慮事項について説明します。

v 以下のセクションには、他の言語と相互運用可能な、最適化で扱いやすい、移植
可能な XL Fortran コードの書き方に関する情報があります。並列コード作成の
ためのガイドラインが付いた、OpenMP および SMP のための XL Fortran サ
ポートの説明も含まれています。
– 65 ページの『第 6 章 コンパイラーに適したプログラミング手法』
– 71 ページの『第 7 章 ハイパフォーマンス・ライブラリー』
– 89 ページの『第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング』
– 311 ページの『第 10 章 言語間呼び出し』

v 307 ページの『第 9 章 計算を NVIDIA GPU にオフロードする』では、XL
Fortran を使用して NVIDIA GPU を活用する方式について概説しています。

v 以下の節では XL Fortran とそのインプリメンテーションに関する情報を提示し
ます。この情報は既存の Fortran アプリケーションを XL Fortran コンパイラー
に移行することを計画されているユーザーだけでなく、新しく経験されようとし
ているユーザーにも役に立つものです。
– 335 ページの『第 11 章 XL Fortran 入出力 (I/O) の実装詳細』
– 353 ページの『第 12 章 XL Fortran 浮動小数点処理のインプリメンテーシ

ョンの詳細』
– 371 ページの『第 13 章 XL Fortran へのプログラムの移植』
– 377 ページの『第 14 章 ベクトル・エレメント順序の切り替え』

v 383 ページの『第 15 章 サンプル Fortran プログラム』には、XL Fortran の
コーディング例があります。

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。
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表 1. 活字の規則 (続き)

書体 意味 例

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。

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。
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表 2. 限定エレメント (続き)

アイコン
大括弧分離文字
のテキスト 意味

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:

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。
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►► 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

►◄

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。

本書について xv
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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 アプリケーションの最適化

XL コンパイラーは、多層 PowerPC® アーキテクチャーを活用する包括的な一連の
パフォーマンス改善技法を提供しており、高いパフォーマンスで稼働する を開発す
ることができます。これらのパフォーマンスの改善には、正しいプログラミング方
法、徹底的なテストとデバッグ、そしてその後の最適化とチューニングが必要で
す。

最適化と調整の区別
最適化と調整を別々に、または組み合わせて使用することで、アプリケーションの
パフォーマンスを向上させることができます。これらの違いを理解することが、さ
まざまなレベル、設定、および技法がどのようにしてパフォーマンスを向上させる
かを理解する第一歩です。

最適化

最適化とは、ソース・コードを再構成する機会を探すコンパイラー主導プロセス
で、開発時間に大きな影響を及ぼすことなく、アプリケーション全体の実行時パフ
ォーマンスを向上させます。コンパイラー・オプションおよびディレクティブを使
用して制御する XL コンパイラー最適化スイートは、徹底したデバッグおよびテス
ト・プロセスをすでに経た、しっかりしたソース・コードに最適のものです。これ
らの最適化変換では、以下の利点を得ることができます。

v アプリケーションが重要な演算のために実行する命令の数を減らす。

v オブジェクト・コードを再編成して、PowerPC アーキテクチャーの使用を最適
化する。

v メモリー・サブシステムの使用率を改善する。

v このアーキテクチャーの能力を活用して大容量の共用メモリー並列化を扱う。

それぞれの基本的な最適化技法はパフォーマンスを向上させることができますが、
すべての最適化がすべてのアプリケーションに恩恵をもたらすわけではありませ
ん。アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために使用できる一般的な手
順の概要については、 2 ページの『最適化プロセスのステップ』を参照してくださ
い。

調整

チューニングは、コンパイラーによるプログラムの最適化を向上させるために、例
えばソース・コードやコンパイラー・オプションなどの変更を試みる、ユーザー主
導型のプロセスです。最適化では、すべてのサポート対象環境内のすべてのアプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させるように設計された一般的な変換が適用さ
れますが、調整では、お使いのアプリケーションの特定の特性やターゲット実行環
境を調整して、そのパフォーマンスを向上させることができます。たとえ最適化レ
ベルは低くても、アプリケーションおよびターゲット・アーキテクチャーのための
調整は、パフォーマンスにプラスの影響をもたらすことができます。適切な調整を
行えば、コンパイラーは以下の改善を行うことができます。
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v より効率的なマシン・インストラクションを選択する。

v アプリケーションにとってより適切な命令シーケンスを生成する。

v より集中的な最適化を選択してコードを向上させる。

説明については、『XL コンパイラー・アプリケーションの調整』を参照してくださ
い。

最適化プロセスのステップ
最適化プロセスを開始する際には、すべての最適化手法がすべてのアプリケーショ
ンに適しているとは限らないことを考慮に入れておいてください。場合によって
は、コンパイル時間の増加、デバッグ能力の減少、および最適化が提供できる改善
点の間にトレードオフが生じることがあります。

さまざまな最適化手法を知り、それらを試すことが、最良のパフォーマンスを達成
しながら XL コンパイラー・アプリケーションのバランスを適正に保つために役立
ちます。また、コードを手動で最適化する必要はありませんが、最適化プロセスに
はコンパイラーに適したプログラミングが大いに役立ちます。特異な構文は、アプ
リケーションの特性を覆い隠し、パフォーマンスの最適化を困難にすることがあり
ます。このセクションで説明するステップを参考にして、アプリケーションの最適
化を行ってください。

1. 『基本最適化』ステップは、レベル 0 および 2 の最適化プロセスを開始しま
す。

2. 『拡張最適化』ステップでは、より強固な最適化レベル 3、4、および 5 でアプ
リケーションの最適化を実施します。

3. 『高次変換 (HOT)』ステップは、ループ実行時間を削減するために役立ちま
す。

4. 『プロシージャー間分析 (IPA)』ステップは、アプリケーション全体を一度に最
適化できます。

5. 『プロファイル指示フィードバック (PDF)』ステップは、最適化をアプリケー
ションの特定の特性に集中的に適用します。

6. 『最適化コードのデバッグ』ステップは、最適化されたコードで発生する可能性
のある問題の識別に役立ちます。

7. 『パフォーマンスの向上』セクションでは、コンパイラー主導の最適化に代わる
その他の方法や調整手段を説明します。

『コンパイラーに適したプログラミング手法』に、より容易に最適化されるソー
ス・コードの作成に関するヒントが示されています。

基本最適化
XL コンパイラーは、いくつかの最適化レベルをサポートしています。オプション・
レベルが上がるごとに、その下のレベルを基礎として徐々に積極的な変換が適用さ
れ、その結果、より多くのマシン・リソースが使用されます。

より積極的な最適化を試みる前に、アプリケーションが低い最適化レベルで適切に
コンパイルおよび実行されるようにしてください。このトピックでは、2 つの最適
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化レベルについて説明しますが、表 4 に補完オプションのリストを示しています。
この表の後ろの欄では、その最適化レベルで、アプリケーションによってはパフォ
ーマンスの改善効果がある場合があるコンパイラー・オプションも示しています。

表 4. 基本最適化

最適化レベル

デフォルトで暗黙指
定される追加オプシ
ョン 補足オプション

有効と考えられるそ
の他のオプション

-O0 なし -qarch なし

-O2 -qmaxmem=8192 -qarch
-qtune

-qmaxmem=-1
-qhot=level=0

注: レベルを含めないで -O を指定すると、-O2 が暗黙指定されます。

レベル 0 での最適化
レベル 0 での利点
v マシン・リソースへの影響を最小限に抑えた、最小限のパフォーマンス向上の提

供

v デバッグ・プロセスに役立ついくつかのソース・コード問題を顕在化

コンパイラーがデフォルトですでに指定している -O0 で最適化プロセスを開始しま
す。このレベルでは、明らかに冗長なコードを除去するという基本的な分析と最適
化を行い、それによってコンパイル時間が短縮できることになります。また、ユー
ザー・コードがアルゴリズム的に正しいことを確認し、さらに複雑な最適化に進む
ことができるようになります。-O0 には、一部の冗長な命令の除去と、定数の折り
畳みも含まれます。-qfloat=nofold オプションを使用すれば、浮動小数点の定数結
合のみを抑制することができます。 このレベルできちんと最適化を行うことによ
り、デバッグ用情報がすべて保存され、変数が初期化されていない、などの現在の
コードの問題を明らかにすることができます。

さらに、このレベルで -qarch を指定すると、アプリケーションのターゲットが特
定のマシンに定められるため、アプリケーションが適用可能なすべての構造上の利
点を利用するようにすることで、大幅にパフォーマンスを向上させることができま
す。

注: SMP プログラムについては、追加のオプション -qsmp=noopt を追加する必要
があります。

調整の詳細については、『ターゲット・アーキテクチャーのための調整』を参照し
てください。

-O レベルの構文については、 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-O』を参照してください。

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

-qarch
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レベル 2 での最適化
レベル 2 での利点
v 重複コードを除去します

v 基本ループ最適化の実行

v -qarch および -qtune の設定を利用した構造体コード

-O0 を使用してアプリケーションを正常にコンパイル、実行、およびデバッグした
後で、-O2 で再コンパイルすると、一連の包括的な低レベル変換に対してアプリケ
ーションが開かれます。この変換は、サブプログラムまたはコンパイル単位のスコ
ープに適用され、一部のインライン化を組み込むことができます。 -O2 での最適化
により、コンパイル時間に対する影響を抑えながらパフォーマンスを向上させるこ
とと、システム・リソースとの相対的バランスが達成されます。 -qmaxmem オプ
ションの値を大きくすることによって、-O2 ポートフォリオ内の一部の最適化に利
用できるメモリーを増やすことができます。-qmaxmem=-1 を指定すると、最適化
プログラムは制限を確認することなく必要に応じてメモリーを使用できるようにな
りますが、最適化プログラムが -O2 でアプリケーションに適用する変換は変更され
ません。

レベル 2 での調整の開始

-O2 以上では、正しいハードウェア・アーキテクチャー・ターゲットまたはターゲ
ットのファミリーを選択することが一層重要になります。適切にハードウェアをタ
ーゲットとすることにより、最適化プログラムは使用可能なハードウェア機能を最
大限に活用できます。ハードウェア・ターゲットのファミリーを選択した場合
は、-qtune オプションを使用して、アーキテクチャー選択に整合し、選択したチュ
ーニング・ハードウェア・ターゲットで最適に実行できるコードを出力するよう
に、コンパイラーに指示することができます。このオプションを使用すると、汎用
ターゲットのセット向けにコンパイルでき、かつ特定のターゲットで最適に実行さ
れるコードを出力できます。

-qarch オプションと-qtune オプションについて詳しくは、 41 ページの『第 2 章
XL コンパイラー・アプリケーションのチューニング』を参照してください。

-O2 オプションを指定すると、以下のように、多数の追加の最適化を実行できま
す。

v 共通副次式の除去: 重複した命令を除去します

v 定数の伝搬: 定数式をコンパイル時に評価します

v デッド・コードの除去: 特定の制御フローが到達しない命令や、使用されない結
果を生成する命令を除去します

v 不要格納の除去: 不必要な変数割り当てを除去します

v グローバル・レジスター割り振り: ユーザー変数をグローバルにレジスターに割
り当てます

v 値の番号付け: 重複計算を除去することによって代数式を簡略化します

v ターゲット・マシンの命令スケジューリング

v ループのアンロールおよびソフトウェア・パイプライン化

v ループ・インバリアント・コードをループの外に移動
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v 制御フローの単純化

v アドレス・モードの強度縮小および有効利用

v 拡大: 隣接するロード/格納とその他の操作をマージします

v その他の最適化を強化するためのポインター別名割り当ての改善

-O2 を指定して最適化を行う場合でも、-g を指定すると、ユーザー・ソース・コー
ドに関する有用な情報がデバッガーに提供されます。より高い -g レベルを使用す
ると、デバッガーに提供される情報量が増えますが、実行可能な最適化が少なくな
ります。 逆に、高い最適化レベルでは、コード変換の度合いが高すぎて、デバッグ
情報が正確ではなくなる場合があります。

その他のデバッグ方針については、 61 ページの『第 5 章 最適化コードのデバッ
グ』セクションで詳しく説明します。

-O レベルの構文については、 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-O』を参照してください。

拡張最適化
最適化レベルが高いほどパフォーマンスに大きな影響を及ぼすことができますが、
コード・サイズ、コンパイル時間、リソース要件、および数値やアルゴリズムの精
度の観点からすると何らかのトレードオフが生じる可能性があります。

2 ページの『基本最適化』を適用して、ユーザー・アプリケーションを正常にコン
パイルおよび実行した後に、さらに強力な最適化ツールを適用することができま
す。XL コンパイラー最適化ポートフォリオには拡張最適化を指示するオプションが
多数含まれており、アプリケーションが受ける変換はほとんど制御できます。表 5
の各最適化レベルでの検討には、パフォーマンス改善と起こりうるトレードオフに
関する情報、およびユーザー・アプリケーションに対して最良の解決策を見つける
ために最適化プログラムのガイドを支援する方法に関する情報が含まれます。

表 5. 拡張最適化

最適化レベル
暗黙指定される追加
オプション 補足オプション

有効と考えられるオ
プション

-O3 | -Ofast -qnostrict
-qmaxmem=-1
-qhot

-qarch
-qtune

-qpdf

-O4 -O3 のすべて
-qipa
-qarch=auto
-qtune=auto
-qcache=auto

-qarch
-qtune
-qcache

-qpdf
-qsmp=auto

-O5 -O4 のすべて
-qipa=level=2

-qarch
-qtune
-qcache

-qpdf
-qsmp=auto

プログラムを下記のいずれかのオプション・セットを使ってコンパイルするとき
は、
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v -qhot -qnostrict

v -Ofast

v -O3

v -O4

v -O5

コンパイラーは、Mathematical Acceleration Subsystem ライブラリー (MASS) 内
の同等のベクトル関数を呼び出すことにより、自動的にシステム数学関数の呼び出
しのベクトル化を試行します。ただし、関数 vatan2、vsatan2、vdnint、vdint、
vcosisin、vscosisin、vqdrt、vsqdrt、vrqdrt、vsrqdrt、vpopcnt4、および
vpopcnt8 を除きます。ベクトル化できない場合、コンパイラーは自動的に等価
MASS スカラー関数の呼び出しを試行します。自動ベクトル化または自動スカラー
化の場合、コンパイラーはシステム・ライブラリー libxlopt.a に含まれている
MASS 関数のバージョンを使用します。

前述のオプション・セットに加えて、-qipa オプションが有効になっているときに
コンパイラーがベクトル化できないと、MASS スカラー関数のインライン化を試行
してから呼び出しを決定します。

レベル 3 での最適化
レベル 3 での利点
v 51 ページの『別名割り当て』の詳細な分析

v 優れたループ・スケジューリング

v 上位ループ分析および変換 (-qhot=level=1)

v デフォルトでのコンパイル単位内の小さいプロシージャーのインライン化

v 暗黙的なコンパイル時メモリー使用量制限の除去

-O3 を指定すると、-O2 に存在する制限の多くを除去する、より強力な低レベル変
換が開始されます。例えば、最適化プログラムは、デフォルトを -qmaxmem=-1 に
設定することにより、メモリー制限を検査しなくなります。さらに、最適化はより
大きなプログラム領域を網羅するとともに、より詳細な分析を試みようとします。
目に見えるほどのパフォーマンス向上を最適化プログラムから得られる機会がすべ
てのプログラムにあるわけではありませんが、大半のアプリケーションではこのタ
イプの分析による恩恵が得られます。 -O3 を指定した場合は、-qhot (デフォルト
上位変換セットを実行する) も暗黙指定されます。

レベル 3 における潜在的なトレードオフ

-O3 の詳細な分析では、コンパイル時間とメモリー・リソースの観点からトレード
オフが生じます。また、-O3 は -qnostrict を暗黙指定するため、最適化プログラム
は実行速度を得ようとしてアプリケーション内のある種の浮動小数点のセマンティ
クスを変更することがあります。これは一般に次のような精度のトレードオフを伴
います。

v 浮動小数点計算の順序変更

v ゼロ除算やオーバーフローなど潜在的な例外の順序変更または除去

v 計算結果の精度がやや落ちる、または NaN と無限大を同じ方法で処理しない、
代替の計算方法の使用
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それにもかかわらず、-qstrict を指定することによって、正確な浮動小数点セマンテ
ィクスを保持している間は、-O3 の大部分の利点を得ることができます。浮動小数
点計算において -O0、-O2 または -qnoopt の結果で得るのと同様の絶対的な精度
を要求する場合は、-qstrict でコンパイルする必要があります。オプション
-qstrict=ieeefp はまた、浮動小数点演算に関するすべての IEEE セマンティクスへ
の順守も確保します。ユーザー・アプリケーションが浮動小数点例外、または浮動
小数点算術の評価順序に依存する場合は、 -qstrict、 -qstrict=exceptions、または
-qstrict=order を指定してコンパイルすることにより、確実に正確な結果を得ること
ができます。浮動小数点の計算精度に関して -qstrict=precision サブオプション・
グループの影響を考慮する必要もあります。精度サブオプション・グループには個
別サブオプションの、subnormals、operationprecision、association、
reductionorder、および library があります (「XL Fortran コンパイラー・リファ
レンス」の -qstrict オプションに記載)。

-qstrict を指定しなければ、どのソース・レベル演算についても計算の差は、 2 ペ
ージの『基本最適化』に比べて非常にわずかなものです。差が加法的になるループ
構造に演算がある場合は、わずかな差でも複合することがありますが、ほとんどの
アプリケーションは浮動小数点セマンティクスで発生する可能性のある変更には依
存しません。

-O レベル構文については、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『-O』
を参照してください。

中間ステップ: レベル 3 での -qhot サブオプションの追加
-O3 では、最適化によって -qhot=level=1 が暗黙指定され、パフォーマンスが向上
します。 -qhot からのパフォーマンス上の利点をさらに増幅するには、-qhot の最
適化レベルを上げることで最適化をさらに活発にします。

また、次の -qhot サブオプションは、アプリケーションの特性に応じて、さらにパ
フォーマンス上の利点を提供します。

v -qhot=arraypad (配列埋め込みを有効にします)

-qhot について詳しくは、 10 ページの『高次変換 (HOT)』を参照してください。

一方、アプリケーションでループ処理配列 (-qhot によって向上) を使用しない場
合、-O3 の後に -qnohot を指定することにより、通常はパフォーマンスの低下を最
小限に抑えながらコンパイル速度を大幅に高めることができます。

レベル 4 での最適化
レベル 4 での利点
v コンパイル単位間でのグローバルおよび引数値の伝搬

v コンパイル単位から別のコンパイル単位へのコードのインライン化

v グローバル・データ構造の再編成または除去

v 別名割り当て分析の精度の増加
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-O4 での最適化は、プロシージャー間分析 (IPA) を行う -qipa=level=1 を起動す
ることによって -O3 に基づいて構築され、アプリケーション全体が 1 単位として
最適化されます。このオプションは、頻繁に使用される多数のルーチンを含むアプ
リケーションに特に関係があります。

IPA 最適化を最大限に活用するためには、アプリケーションのビルド中のコンパイ
ル・ステップおよびリンク・ステップで -O4 を指定する必要があります。これは、
プロシージャー間分析がコンパイルとリンクの両方の時点で段階的に行われるから
です。

-qipa を超えると、-O4 は他の最適化オプションを使用可能にします。

v -qhot

より積極的な HOT 変換を使用可能にして、ループ構成体および配列言語を最適
化します。

v -qhot=vector

該当する場合は数学演算を並行して実行するように配列データを最適化します。

v -qarch=auto および -qtune=auto

ビルド・マシンと同じハードウェア・アーキテクチャーで実行するようにアプリ
ケーションを最適化します。ビルド・マシンのアーキテクチャーがアプリケーシ
ョンの実行環境と非互換である場合は、-O4 オプションの後に別の -qarch サブ
オプションを指定する必要があります。これは -qtune=auto をオーバーライド
します。

v -qcache=auto

キャッシュ構成を、特定のハードウェア・アーキテクチャーで実行するように最
適化します。 auto サブオプションは、ビルド・マシンのキャッシュ構成が実行
アーキテクチャーの構成と同じであることを前提としています。キャッシュ構成
を指定すると、プログラムのパフォーマンスが向上することがあります。特に、
ループ操作の場合は、データ・キャッシュに一度に収まる量のデータのみを処理
するように操作を制限してパフォーマンスを高めることができます。

アプリケーションを別のマシンで実行する場合は、正しいキャッシュ値を指定し
てください。

レベル 4 における潜在的なトレードオフ

-O3 で既に解説したトレードオフに加えて、-qipa を指定すると、特にリンク・ス
テップで、コンパイル時間が著しく増加することがあります。

-O レベルの構文については、 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-O』を参照してください。

IPA プロセス
1. コンパイル時に最適化がファイル単位で発生するほか、リンク・ステージの準備

も行われます。IPA は分析情報を、コンパイラーが作成するオブジェクト・フ
ァイルに直接書き込みます。
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2. リンク・ステージで、IPA はオブジェクト・ファイルから情報を読み取って、
アプリケーション全体を分析します。

3. この分析により、オプティマイザーはアプリケーションの再作成と再構成および
適切な -O3 レベル最適化の適用が可能になります。

IPA サブオプションの詳細を含む IPA に関する詳しい情報は、 13 ページの『プ
ロシージャー間分析 (IPA)』セクションに記載されています。

レベル 5 での最適化
レベル 5 での利点
v 最も積極的な最適化を使用可能にする

v ループ最適化と 13 ページの『プロシージャー間分析 (IPA)』を最大限に活用し
ます

最高の最適化レベルとして、-O5 には -O4 のすべての最適化が含まれ、-qipa レベ
ルを 2 に上げることによってプログラム全体の分析が深化されます。また、-O5 で
コンパイルすると、最適化プログラムが別名割り当ての改善を追及する積極性も増
します。さらに、C/C++ コードと、XL コンパイラーを使用してコンパイルする
Fortran コードがアプリケーションに混在している場合は、-O5 オプションでコン
パイルおよびリンクすることによって、パフォーマンスを向上させることができま
す。

レベル 5 における潜在的なトレードオフ

-O5 でのコンパイルには、他のどの最適化レベルよりも多くのコンパイル時間とマ
シン・リソースが必要です (特に、IPA リンク・ステップに -O5 を指定した場
合)。-O5 でのコンパイルは、-O4 でアプリケーションを正常にコンパイルおよび実
行した後、最適化プロセスの最終フェーズとして行ってください。

-O レベルの構文については、 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-O』を参照してください。

特殊な最適化手法
高度な最適化レベルでは特殊な最適化手法がいくつか使用されます。その一方で、
アプリケーションのタイプによっては、基本的な最適化のみを適用する場合でもパ
フォーマンスの改善効果が得られることがあります。

表 6. 特殊な最適化手法

手法 改善効果

HOT ループ実行時間を最小にします。これは、大
きなループ、または多数の小さなループを含
むアプリケーションのほとんどに有効です。
また、HOT を指定すれば、アプリケーショ
ンのメモリー・アクセス・パターンが改善さ
れます。
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表 6. 特殊な最適化手法 (続き)

手法 改善効果

IPA プログラム全体の分析を実行し、アプリケー
ションの全体像を完全に捕らえた一連の最適
化を行います。この手法では、より集中的で
強力なパフォーマンス改善が行われます。

PDF アプリケーションが最も頻繁に実行するコー
ド・パスを、最適化のターゲットにします。

ベクトル・テクノロジー ベクトル・テクノロジーは、パフォーマンス
を重視する高帯域幅通信アプリケーションや
計算アプリケーションを高速化する
PowerPC テクノロジーです。ベクトル・テ
クノロジーを使用すれば、アプリケーション
のパフォーマンスを大幅に向上させることが
できます。

コンパイラー・レポート -qlistfmt オプションを使用すると、プログ
ラムに対してどのような最適化が行われたか
を詳しく示す、XML 1.0 フォーマットのコ
ンパイラー・レポートを生成できます。この
情報を使用して、アプリケーション・コード
の概要を理解し、パフォーマンス向上のため
にコードをチューニングできます。

高次変換 (HOT)
XL コンパイラーの一連の最適化機能に含まれる HOT 変換は、ほとんどのアプリ
ケーションの実行時間の大部分を占めるループを特に重点的に最適化します。HOT
変換は、綿密なループ分析を行って、ループの実行時間を最小限にします。

ループ最適化のために、次のような分析が行われます。

v 交換

v 融合

v ループ・ネストのアンロール (展開)

v 一時配列の使用削減

これらの最適化は、次のような目標に向けて行われます。

v キャッシュの効果的な使用と変換ルックアサイド・バッファー (TLB) によっ
て、メモリー・アクセス・コストを削減する。メモリーの局所性を高めることに
よって、キャッシュ・ミスと TLB ミスが減ります。

v ハードウェア・データ・プリフェッチ機能を効果的に利用して、計算とメモリ
ー・アクセスを並行させる。

v 命令を再配列し、命令の使用とそれに対応するリソース要件のバランスを取るこ
とで、プロセッサー・リソースの使用効率を向上させる。ループ計算のバランス
を取るためには、一般にロード/格納操作と浮動小数点計算の間で公平な関係を
維持する必要があります。
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-O3 以上でコンパイルすると、デフォルトで HOT 変換が起動されます。 -O2 で
-qhot を指定するか、または -O3 でデフォルトの level=0 より多くの -qhot 最適
化項目を追加することで、パフォーマンスを向上させることもできます。

アプリケーションに Fortran 90 スタイルの配列言語構造体が含まれている場合
は、-qhot による改善効果が特に高くなります。これは、HOT 変換に中間一時変数
とステートメント融合の除去が含まれるからです。

ループ分析を補助するためにディレクティブを使用することもできます。
INDEPENDENT や CNCALL などのアサーション・ディレクティブを使用して、
重要なループの特性や動作を記述でき、HOT 変換はこれらの情報を活用できます。
UNROLL または PREFETCH などの指図を与える指令を使用すると、ループごと
を基本にした HOT 変換の動作を指示することができます。また、-qreport コンパ
イラー・オプションを指定して、ループ変換に関する情報を生成することもできま
す。このレポートは、アプリケーションのパフォーマンス向上のためにディレクテ
ィブを組み込む最適な場所を判別する際に役立ちます。例えば、リストのこのセク
ションを使用して、ループのベクトル化を妨げる可能性がある非ストライド 1 参照
を識別できます。

-qreport オプションを、-qhot、または -qhot を暗黙指定する任意の最適化オプシ
ョンと併用することにより、ループがどのように変換されたかを示す疑似 Fortran
レポートを作成できます。リスト・ファイルの LOOP TRANSFORMATION SECTION に
は、データ・プリフェッチの挿入場所に関する情報も含まれます。

-qsmp と組み合わせて -qhot=level=2 を使用すると、-qhot=level=1 の変換に加え
て、ネスト・ループに対する変換を行うようにコンパイラーに指示できます。この
結果として行われるループの分析および変換により、より多くのキャッシュ再利用
およびループ並列化が行われる可能性があります。 -qhot=level=2 および -qsmp
を -qreport または -qlistfmt と組み合わせて使用すると、リスト・ファイルまたは
コンパイラー・レポートの LOOP TRANSFORMATION SECTION 内で、ループ・ネストに
対して実行された積極的なループ分析に関する情報を確認できます。

-qprefetch=assistthread を使用してプリフェッチ支援スレッドを生成した場合は、
「Assist thread for data prefetching was generated」というメッセージもリス
ト・ファイルの LOOP TRANSFORMATION SECTION に示されます。詳しくは、「XL
Fortran コンパイラー・リファレンス」の『-qprefetch』を参照してください。

-qassert=refalign サブオプションを指定すると、コンパイラーによって生成される
コードがより効率的になる場合があります。-qhot=level=0 または -qhot=level=1
を -qsimd=auto オプションとともに指定して Single Instruction Multiple Data
(SIMD) アーキテクチャーをターゲットにする場合には、このアサーションが特に有
用です。

一般的なループ変換のほかに、-qhot がサポートするサブオプションを指定して、
このセクションで詳しく説明している追加の変換を使用可能に設定できます。

HOT による短形式のベクトル化
Vector Multimedia Extension (VMX) または Vector Scalar Extension (VSX) をサ
ポートする PowerPC プロセッサーをターゲットにする場合、-qsimd=auto を指定
することで、コンパイラーがコードを VMX または VSX 命令に変換できるように
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なります。これらのマシン・インストラクションは、最大 16 の演算を並列で実行
できます。この変換は、隣接した配列データを反復処理し、それぞれのエレメント
に対して計算を実行するループに主として適用されます。 NOSIMD ディレクティ
ブを使用すると、特定のループが変換されないようにすることができます。

HOT long ベクトル化
次のいずれかを指定した場合は、

v -O4 以上

v -qhot と -qnostrict

デフォルトで -qhot=vector が有効になります。 -O4 および -O5 以外の最適化機
能と組み合わせて -qnostrict を指定すると、コンパイラーは可能ならば長形式のベ
クトル化を適用するようになります。これにより、該当する場合は演算が並列で実
行されるようになり、ソース・コード内で配列データの演算を行うループを最適化
できます。コンパイラーは標準のマシン・レジスターをこれらの変換に使用し、ベ
クトル・データ・サイズを制限しません。つまり、単精度と倍精度の両方の浮動小
数点ベクトル化をサポートします。多くの場合、HOT ベクトル化の際には、ループ
計算はコンパイラーに付属の特殊数学ルーチン (Mathematical Acceleration
Subsystem (MASS) ライブラリーなど) の呼び出しに変換されます。これらの数学
ルーチンが使用するアルゴリズムにより、元のループ・コードを実行するよりも効
率的に結果が計算されます。

-O4 などの最適化レベル、およびこれらの最適化レベルで暗黙的に指定されるその
他のコンパイラー・オプションについては、 5 ページの『拡張最適化』を参照して
ください。

HOT による配列サイズの調整
配列の次元が 2 の累乗である場合、キャッシュの使用効率が低下する可能性があり
ます。-qhot=arraypad サブオプションを指定すると、配列の次元を増やせば配列処
理ループの効率が改善される可能性がある場合に、コンパイラーが配列の次元を増
やすことができます。このサブオプションを使用すると、配列処理プログラムの処
理速度を低下させるキャッシュ・ミスやページ不在を減らすことができます。パフ
ォーマンス向上のために、HOT 変換によってすべての配列の埋め込みが行われると
は限らず、また配列ごとに埋め込み量が異なる可能性があります。すべての配列に
適用する埋め込み係数を指定できます。この値は通常、配列エレメントの最大サイ
ズの倍数です。

配列の埋め込みを行うとメモリーの使用量が増加し、このパフォーマンス上のトレ
ードオフが一部のアプリケーションには悪影響を及ぼすので、-qhot=arraypad は慎
重に判断して使用してください。また、これらの HOT 変換には、Fortran
EQUIVALENCE や配列シェーピング操作によって生じるような、配列データのオ
ーバーレイの検査は組み込まれていません。

HOT 高速スカラー数学ルーチン
XLOPT ライブラリーには、オペレーティング・システムまたはデフォルト・ランタ
イムによって通常は提供される数学関数の一部を高速化したものが含まれていま
す。-qhot=fastmath を指定すると、これらの数学関数の呼び出しが、XLOPT ライ
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ブラリーにある同等な関数にコンパイラーによって置き換えられます。このオプシ
ョンを使用するには、-qstrict=nolibrary が有効になっている必要があります。

プロシージャー間分析 (IPA)
プロシージャー間分析 (IPA) を行うと、アプリケーションをファイル単位ではなく
全体として分析し、最適化できます。

プロシージャー間分析はアプリケーション・ビルドのリンク・ステップ中に実行さ
れ、リンク・ライブラリーを含むアプリケーション全体がプロシージャー間分析の
対象になります。このプログラム全体の分析により、強力な一連の変換をアプリケ
ーションに適用できます。これらの変換は、複数のファイルまたはコンパイル単位
にアクセスできる場合にのみ使用可能なものです。IPA による最適化は、混合言語
アプリケーションに対しても有効です。

次に、アプリケーションの再構成および最適化のために IPA が使用できる、リンク
時の変換をいくつか示します。

v コンパイル単位間でのインライン化。

v サブプログラム呼び出し間での複合データ・フロー分析によってパラメーターを
排除する、または呼び出し先サブプログラムに定数を直接伝搬する。

v パラメーター使用法分析を改善する、または外部サブプログラムによるシステ
ム・ライブラリーの呼び出しを効率的なインライン・コードに置き換える。

v データ構造の再構築によって、アクセスの局所性を最大限に高める。

v 呼び出しによって定数パラメーターが渡されるサブプログラムを複製して、これ
らのパラメーターを使用して式を最適化できるようにする。

PDF *+ ライブラリー

IPA

01

2レベル
678プログラム

システム・
リンカー

678Cみ
オブジェクト

IPA オブジェクト

その#のオブジェクト
EXE

DLL

図 1. リンク・ステップでの IPA
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IPA によるリンク時の最適化から最大限の効果を得るためには、コンパイルとリン
クの両ステップで IPA を使用する必要があります。IPA を使用してコンパイルし
ていないオブジェクトは、最適化プログラムにわずかな情報しか提供できないの
で、得られる改善効果もわずかです。一方、コンパイル・ステップで IPA がアクテ
ィブになっていれば、作成されるオブジェクト・ファイルにプログラム情報が格納
され、リンク・ステップ中に IPA がこの情報を読み取ることができます。このプロ
グラム情報はシステム・リンカーには認識されず、IPA を起動しなくてもオブジェ
クト・ファイルとリンクは引き続き使用できます。 IPA による最適化では、表面に
現れない情報を使用して元のコンパイル内容を再構成し、アプリケーション内での
サブプログラムの実際の使用状況に基づいて、オブジェクトに含まれるサブプログ
ラムを完全に分析できます。

リンク・ステップ中に、IPA はアプリケーションを再構成し、別個の論理コード単
位に区分化します。IPA 最適化が完了した後、-O2 および -O3 の基本最適化レベ
ルと同じ、低レベルのコンパイル単位ごとの変換が、IPA によって適用されます。
これらの変換が行われた後、コンパイラーによって 1 つ以上のオブジェクト・ファ
イルが作成され、必要なライブラリーとのリンクがシステム・リンカーによって行
われます。

アプリケーションのコンパイルとリンクの際には、可能な限り一貫性のあるコンパ
イル・オプションを指定することが重要です。これは、-qipa サブオプションのみ
でなく、すべてのコンパイラー・オプションに当てはまります。可能ならば、すべ
てのコンパイルに対して同一のオプションを指定し、IPA リンク・ステップでも同
じオプションを繰り返して指定します。非互換のオプション、または競合するオプ
ションを指定してオブジェクト・ファイルを作成したり、コンパイル時オプション
と矛盾するリンク時オプションを指定したりすると、IPA 最適化の効果が減少する
ことがあります。

注:

v XL C/C++ および XL Fortran は、以前のコンパイラー・バージョンで作成さ
れた IPA オブジェクト・ファイルとの後方互換性を提供します。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・ステップでエラーが発生します。例え
ば、XL C/C++ for Linux V13.1.3 でコンパイルされた IPA オブジェクト・フ
ァイル a.o を、XL Fortran for Linux V15.1.0 でコンパイルされた IPA オブジ
ェクト・ファイル b.o とリンクする場合は、XL C/C++ for Linux V13.1.3 以
降のバージョンを持つコンパイラーを使用する必要があります。

v 同時にリリースされた XL C/C++ および XL Fortran のバージョンから生成さ
れる IPA レベル情報は一致します。 IPA レベル情報が一致した IPA オブジェ
クト・ファイル同士はリンク可能です。例えば、XL C/C++ for Linux V13.1.3
の IPA レベルは XL Fortran for Linux V15.1.3 の IPA と一致します。次の表
に、XL C/C++ リリースと XL Fortran リリースの対応関係をいくつかリスト
します。

表 7. コンパイラーのバージョンとリリース日

コンパイラー・バージョン 一般出荷開始日 (リリース日)

XL C/C++ for Linux V13.1.3

XL Fortran for Linux V15.1.3

2015 年 12 月 11 日

14 XL Fortran: 最適化およびプログラミング・ガイド (リトル・エンディアン・ディストリビューション用)



表 7. コンパイラーのバージョンとリリース日 (続き)

コンパイラー・バージョン 一般出荷開始日 (リリース日)

XL C/C++ for Linux V13.1.0

XL Fortran for Linux V15.1.0

2014 年 6 月 6 日

XL C/C++ for Linux V12.1.0

XL Fortran for Linux V14.1.0

2012 年 5 月 18 日

コンパイラー製品のリリース日について詳しくは、「Support Lifecycle」Web
サイト (http://www-01.ibm.com/software/support/lifecycle/index_x.html) を
参照してください。

「Support Lifecycle」Web サイトでコンパイラー・バージョンにリリース日が
2 つある場合は、製品 ID に基づいて日付を判別してください。

コンパイル・ステップのみでの IPA の使用

リンク・ステップで IPA を指定しなくても、IPA は変換を実行できます。コンパ
イル・ステップで IPA を使用すれば、オブジェクト・ファイルのリンクに IPA を
使用しなくても、個々のオブジェクト・ファイルのパフォーマンスを改善できる最
適化が実行されます。IPA は主にリンク・ステップでの最適化を中心とする機能で
すが、コンパイル・ステップのみで IPA を使用した場合でも、リンク時 IPA のコ
ストをかけずにアプリケーションに改善効果が現れることがあります。
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IPA レベルとその他の IPA サブオプション
-qipa オプションとサブオプションを使用して、多くの IPA 最適化機能を制御でき
ます。IPA 最適化プロセスの最も重要な部分は、IPA 最適化が行われるレベルで
す。デフォルトでは、コンパイル時に IPA は呼び出されません。レベルを指定せず
に -qipa を指定するか、-O4 を指定した場合、IPA 最適化はレベル 1 です。-O5
を指定した場合、IPA 最適化はレベル 2 です。

表 8. IPA のレベル

IPA レベル 動作

qipa=level=0 v 標準ライブラリー関数を自動的に認識する

v 静的にバインドされた変数およびプロシージャーをローカル化する

v 呼び出しの類縁性に従ってコードを編成および区分化し、-O2 およ
び -O3 を指定した低レベルのコンパイル単位最適化プログラムの
適用範囲を拡張する

v 分析内容は限定されるが、高いレベルと比較してコンパイル時間が
短い

qipa=level=1 v レベル 0 の最適化

v 複数のコンパイル単位にわたるプロシージャーのインライン化を実
行する

v 参照の類縁性に基づいて静的データを編成し、区分化する

!レベル
%&'プログラム

IPA オブジェクト

C++ フロントエンド Fortran フロントエンド

789:;<
プロセッサー

C フロントエンド

IPA

図 2. コンパイル・ステップでの IPA
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表 8. IPA のレベル (続き)

IPA レベル 動作

qipa=level=2 v レベル 0 およびレベル 1 の最適化

v プログラム全体の別名分析を実行して、ポインター参照と呼び出し
の間にあるあいまいさを取り除くと同時に、呼び出しの副次作用情
報を詳細化する

v プロシージャー間定数を伝搬する

v 不要コードを除去する

v ポインター分析を実行する

v プロシージャーのクローン作成を実行する

v プロシージャー内操作を最適化する。具体的には、次の機能を使用
する。
– 値の番号付け
– コードの伝搬と単純化
– コードの移動 (条件内へ、ループの外へ)
– 冗長性を除去する技法

v データ再編成を実行する

IPA に備わっているさまざまなサブオプションを使用して、アプリケーションの個
々の特性に応じて重要な最適化を実行するように IPA に指示できます。アプリケー
ションに関する情報を提供するために最もよく使用されるサブオプションには、次
のものがあります。

v lowfreq。これを使用して、通常のプログラム実行の過程で呼び出される頻度が
低いと考えられるプロシージャーのリストを指定できます。最適化変換ではこれ
らのプロシージャーが重視されなくなるので、パフォーマンスが向上する可能性
があります。

v partition。これを使用して、プログラム内で分析対象にする領域のサイズを指定
できます。区分が大きいほどプロシージャー数が多くなるので、プロシージャー
間分析の精度は向上しますが、最適化に必要なストレージが大きくなります。

v threads。これを使用して、IPA 最適化に使用できる並列スレッドの数を指定で
きます。これにより、マルチプロセッサー・システムでコンパイル時のパフォー
マンスを高めることができます。

XL コンパイラー・ファミリー全体での IPA の使用

XL コンパイラー・ファミリーは、最適化テクノロジーを共有しています。XL
C、C++、および Fortran コンパイラーを使用したコンパイル・ステップで IPA を
使用して作成したオブジェクト・ファイルには、リンク・ステップ時に IPA 分析を
適用できます。プログラム分析の結果、互換性のあるオプション (-qnostrict など)
を指定してオブジェクトが作成されたことが明らかになった場合は、Fortran コード
への C 関数のインライン化、C 関数呼び出しへの C++ 定数データの伝搬などの
変換を IPA が実行できます。
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プロファイル指示フィードバック
プロファイル指示フィードバック (PDF) を使用すると、アプリケーションのパフォ
ーマンスを通常の使用例に合うように調整することができます。コンパイラーは、
分岐の頻度やコード・ブロックの実行の頻度の分析に基づいて、アプリケーション
を最適化します。

PDF プロセスは、アプリケーションを実稼働環境に投入する前に、最適化の最後の
ステップの 1 つとして使用します。-O2 レベル以上の最適化では、PDF による恩
恵を得られます。-qipa オプションや最適化レベル -O4 および -O5 などの他の最
適化も、PDF プロセスによる恩恵が得られます。

次の図は、PDF プロセスを表しています。

-qpdf1 を"#した
コンパイル

-qpdf2 を"#した
コンパイル

ソース・
コード

012された
5671プログラム

プロファイル・データ

CD2された
5671プログラム

サンプルの56

PDF プロセスを使用してアプリケーションを最適化するには、以下の手順に従いま
す。

1. 『-qpdf1 を使用したコンパイル』

2. 19 ページの『標準的なデータ・セットを使用したテスト実行』

3. 23 ページの『-qpdf2 を使用した再コンパイルまたはリンク』

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

-qpdf1、-qpdf2

-O、-qoptimize

-qipa

-qpdf1 を使用したコンパイル
-qpdf1 オプションを使用して、プログラム内の一部またはすべてのソース・ファイ
ルをコンパイルします。このステップは PDF1 ステップと呼ばれます。

図 3. プロファイル指示フィードバック
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使用法

必ずしもプログラムのすべてのファイルを、-qpdf1 オプションを指定してコンパイ
ルする必要はありません。大規模なアプリケーションでは、最適化の効果が最もよ
く現れるコード領域に的を絞って最適化を行うこともできます。

-qpdf1 を指定して複数のプログラムをコンパイルするときは、PDF2 ステップで生
成される PDF ファイルの名前がプログラムごとに異なるようにする必要がありま
す (各 PDF ファイルに含めることができるデータは、1 つのアプリケーションのデ
ータのみであるため)。複数のプログラムの PDF ファイル名が同じ場合でも、最初
のアプリケーションに関しては、PDF テスト実行ステップで実行してプロファイル
作成情報を PDF ファイルに書き込むことは正常に行うことができます。しかし、2
番目のアプリケーションを実行しようとすると、両立できない PDF ファイルが既
に存在しているというエラーが発行され、プログラムはゼロ以外の戻りコードで終
了します。

少なくとも -O2 最適化レベル (推奨は -O4 以上) で PDF 最適化を行う必要があ
ります。

プログラムを、-qpdf1 を指定してコンパイルすると、-qipa=level=0 オプションが
デフォルトで有効になります。 -O4 オプション、-O5 オプション、またはいずれ
かのレベルの -qipa オプションが有効になっている場合に、-qpdf1 オプションを
リンク・ステップで指定し、コンパイル・ステップでは指定しない場合、コンパイ
ラーは警告メッセージを発行します。このメッセージは、プログラムを再コンパイ
ルしてプロファイル情報をすべて取得する必要があることを示します。

このステップでは、PDF マップ・ファイルが生成されます。showpdf コマンドを
使用すれば、プロファイル作成情報の一部をテキスト形式または XML 形式で表示
できます。プロファイル情報を表示する必要がない場合は、このステップで
-qnoshowpdf オプションを指定して、 PDF マップ・ファイルが生成されないよう
にしてください。

例

-O3 で -qpdf1 を指定して以下のソース・ファイルをコンパイルします。

xlf -qpdf1 -O3 file1.f file2.f file3.f

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

-qpdf1、-qpdf2

-O、-qoptimize

showpdf

-qshowpdf

標準的なデータ・セットを使用したテスト実行
標準的なデータ・セットを使用して、結果のアプリケーションを実行します。この
ステップは、PDF トレーニング・ステップと呼ばれています。
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さまざまな標準データ・セットを使用して、生成されたアプリケーションを何度も
テスト実行できます。使用された入力データに基づいて、分岐の頻度やコード・ブ
ロックの実行頻度のカウントを示すプロファイル作成情報が累積されて PDF ファ
イルになります。

PDF ファイルは以下の方法で取得できます。

v 正常終了時に PDF ファイルを生成します。詳しくは、 21 ページの『正常終了
時に PDF ファイルを生成』を参照してください。

v 実行時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しま
す。詳しくは、 21 ページの『実行時にスナップショット PDF プロファイル作
成情報をダンプ』を参照してください。

使用法

PDF テスト実行ステップには標準データ・セットを使用する必要があります。そう
しないと、実行頻度の低いコード・パスの分析がゆがめられるおそれがあります。

PDF ファイルは現行作業ディレクトリーに配置されるか、または PDFDIR 環境変
数で指定されたディレクトリーに配置されます。デフォルトのファイル・パスやフ
ァイル名をオーバーライドするには、-qpdf1=pdfname オプションまたは
-qpdf1=defname オプションを使用します。 PDFDIR 環境変数を設定した場合
に、指定したディレクトリーが存在しないと、コンパイラーから警告メッセージが
出されます。コンパイルおよび実行時間の浪費を避けるため、PDFDIR 環境変数が
絶対パスに設定されていることを確認してください。そうでないと、誤ったディレ
クトリーからアプリケーションを実行するおそれがあり、コンパイラーがプロファ
イル情報ファイルを見つけることができません。この場合、プログラムを正しく最
適化できなかったり、セグメンテーション障害によってプログラムが停止される可
能性があります。セグメンテーション障害は PDF プロセスの完了前に PDFDIR 環
境変数の値を変更して、アプリケーションを実行した場合にも起こることがありま
す。

複数の PDF ファイルが存在する場合は、mergepdf コマンドを使用して、それら
のファイルを 1 つの PDF ファイルに結合します。

-qpdf1 を指定してプログラムを再コンパイルすると、コンパイラーは、新規アプリ
ケーションを生成する前に、テスト実行ステップで作成されるファイルと同じ名前
およびロケーションを持つ既存の PDF ファイルを削除します。

注:

v 別々のプログラム用に生成された PDF ファイルや PDF マップ・ファイルを混
在させることはできません。さらに、同一プログラムに対して異なる -qpdf1 設
定を使用して複数のコンパイル・プロセスから生成された PDF ファイルや PDF
マップ・ファイルを混在させることもできません。

v 同じバージョンおよび PTF レベルのコンパイラーを使用して、PDF ファイルと
PDF マップ・ファイルを生成する必要があります。

v 結果のアプリケーションによって生成された PDF ファイルは編集できません。
PDF ファイルを編集すると、生成される実行可能アプリケーションのパフォーマ
ンスや機能に影響を与える可能性があります。

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
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-qpdf1、-qpdf2

-O、-qoptimize

mergepdf

PDF 環境変数

正常終了時に PDF ファイルを生成:

PDF1 ステップで生成されたアプリケーションを実行し、そのアプリケーションを
通常の方式で終了すると、標準 PDF ファイルが生成されます。

この PDF ファイルの名前はデフォルトで .<output_name>_pdf です。
<output_name> は、PDF1 ステップで生成された出力ファイルの名前です。

通常の終了方式には、main 関数の実行の終わりに到達したも含まれます。

関連情報
 

プロファイル指示フィードバック
 

-qpdf1、-qpdf2

標準的なデータ・セットを使用したテスト実行
 

実行時にスナップショット PDF プロファイル作成情報をダンプ

実行時にスナップショット PDF プロファイル作成情報をダンプ:

始める前に

-qpdf1 オプションを使用して、プログラム内の一部またはすべてのソース・ファイ
ルをコンパイルします。

このタスクについて

正常終了時に 1 つ以上の PDF ファイルに書き込まれる PDF プロファイル作成情
報を取得できるだけでなく、実行時に 1 つ以上の PDF スナップショット・ファイ
ルに PDF プロファイル作成情報をダンプすることもできます。これが特に役立つ
のは、アプリケーションが異常終了するとき (例えば、SIGKILL またはシステム呼
び出し (exit()、_Exit()、または abort()) を使用してプロセスを終了するとき)
です。

手順

1. 環境変数 PDF_SIGNAL_TO_DUMP を、SIGRTMIN から SIGRTMAX までの
範囲にある整数となるシグナル値として定義します。この値はプログラム初期化
時に読み取られます。

2. PDF1 ステップで生成されたアプリケーションを実行します。

3. ユーザー定義のシグナル値を、PDF プロファイル作成情報を PDF スナップシ
ョット・ファイルにダンプするためのトリガーとして送信します。このユーザー
定義のシグナル値は、各プロセスに対して何度も送信できます。そのたびに、対
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応する PDF スナップショット・ファイルが上書きされます。実行中のアプリケ
ーション・プロセスは、正常終了するまで実行し続けます。

タスクの結果

PDF スナップショット・ファイルはプロセスごとに接尾部 _snapshot.<pid> 付き
で作成されます。デフォルトの名前は .<output_name>_pdf_snapshot.<pid> です。
<output_name> は、PDF1 ステップで生成された出力ファイルの名前です。 <pid>
はプロセスの ID です。

アプリケーションが複数のプロセスを生成する場合は、各プロセスがシグナルを受
信したときに、同じ数の PDF データ・ファイルが作成されます。

複数の PDF スナップショット・ファイルが生成された場合は、-qpdf2 を指定して
プログラムをリンクおよび再コンパイルする前に、mergepdf コマンドを使用して
複数プロセスの PDF スナップショット・ファイルをマージする必要があります。

アプリケーションが出口ハンドラーを実行して正常終了する場合は、標準 PDF フ
ァイル .<output_name>_pdf も生成されます。

例

今回の例では、プログラム myprogram に親プロセスと子プロセスが 1 つずつあり
ます。以下のようにして、実行時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し、マージした PDF ファイルを使用して最適化を微調整でき
ます。

1. -qpdf1 を指定して myprogram.f をコンパイルし、実行可能ファイルに
myprogram という名前を付けます。

xlf -O2 -qpdf1 -o myprogram myprogram.f

2. 環境変数 PDF_SIGNAL_TO_DUMP を 52 として定義します。この数値は、
SIGRTMIN から SIGRTMAX までの範囲にあります。

export PDF_SIGNAL_TO_DUMP=52

3. コンパイルしたアプリケーションを実行します。

./myprogram < sample.data &

次のプロセス ID が表示されます。

[138705] ./myprogram &

4. kill コマンドを使用して、ユーザー定義シグナル 52 を送信し、PDF プロファ
イル作成情報をダンプします。

注: シグナル値が認識されているときは、この kill コマンドでプロセスは強制
終了されません。

kill -s 52 138705

アプリケーションから親プロセスと子プロセスが作成されるため、両方のプロセ
スがシグナル値を受信します。両方のプロセスに対して次のメッセージが表示さ
れます。

PDFRunTime: Caught user signal "52", dumping PDF data ... Done.
PDFRunTime: Caught user signal "52", dumping PDF data ... Done.
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プロセス ID .myprogram_pdf_snapshot.138705 と
.myprogram_pdf_snapshot.138706 が末尾に付いた 2 つの PDF スナップショッ
ト・ファイルが作成されます。138706 は 138705 の子プロセスです。

5. 2 つのプロセスの PDF データを .myprogram_pdf としてマージします。

mergepdf .myprogram_pdf_snapshot.* -o .myprogram_pdf

6. ステップ 1 と同じコンパイラー・オプションを使用して myprogram.f を再コン
パイルします。ただし、-qpdf1 は -qpdf2 に変更します。最適化の微調整には
.myprogram_pdf が使用されます。

xlf -O2 -qpdf2 -o myprogram myprogram.f

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

-qpdf1、-qpdf2

mergepdf

-qpdf2 を使用した再コンパイルまたはリンク
以前と同じコンパイラー・オプションを使用してプログラムを再コンパイルまたは
リンクします。ただし、-qpdf1 は -qpdf2 に変更します。このステップは PDF2
ステップと呼ばれます。

アプリケーション全体を最適化する場合は、リンク・ステップにおいて実行可能レ
ベルで PDF2 ステップを実行し、自分のプログラム用の実行可能ファイルを作成し
ます。詳細については、 24 ページの『実行可能レベルのプロファイル指示フィー
ドバック』を参照してください。

アプリケーション全体を最適化するだけでなく、コンパイル時にオブジェクト・レ
ベルで PDF2 ステップを実行し、自分のプログラム用のオブジェクト・ファイルを
作成することもできます。これは、パッチや更新が実行可能ファイルとしてではな
くオブジェクト・ファイルまたはライブラリーとして配布されるアプリケーション
にとって利点となり得ます。この場合は、プロシージャー間分析 (IPA) 最適化を有
効にすることはできません。詳細については、 25 ページの『オブジェクト・レベ
ルのプロファイル指示フィードバック』を参照してください。

使用法

最適化を微調整するために、累積プロファイル作成情報が使用されます。結果のプ
ログラムはプロファイル・オーバーヘッドを含んでいないので、フルスピードで実
行されます。 PDF2 ステップに渡された PDF ファイルが、PDF テスト実行ステ
ップで生成された PDF ファイルであることを確認する必要があります。例えば、
PDF1 ステップで -qpdf1=pdfname=file_path オプションが使用された場合は、コ
ンパイラーが正しい PDF ファイルを認識できるように、PDF2 ステップで同じ
-qpdf2=pdfname=file_path オプションを使用する必要があります。この規則は
-qpdf[1|2]=exename オプションと -qpdf[1|2]=defname オプションにも適用され
ます。

特定のプログラムのコンパイル手順ではすべて、同じ最適化レベルを使用すること
を強くお勧めします。そうでないと、PDF プロセスがプログラムを正しく最適化で
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きないだけでなく、プログラムの速度を低下させるおそれがあります。構成ファイ
ルでの設定も含めて、最適化に影響するすべてのコンパイラー設定が一致している
必要があります。

ソース・コードを変更し、-qpdf1 および -qpdf2 オプションを使用して、プログラ
ムをコンパイルすることができます。古いプロファイル情報を保存しておいて、
PDF プロセスの第 2 段階で使用することができます。コンパイラーから警告リス
トが出されますが、コンパイルは停止しません。古いプロファイル情報の古さを示
す 0 から 100 までの番号が付いた通知メッセージも出されます。-qpdf1 フェーズ
から -qpdf2 フェーズまでの間にプログラムを変更していない場合、数字は 100 に
なります。これは、プログラムの最適化にすべてのプロファイル情報が使用できる
ことを意味します。数字が 0 の場合は、プロファイル情報が完全に古くなっている
ことを意味し、コンパイラーは一切情報を使用することができません。数字が 100
未満の場合は、-qpdf1 オプションを指定してプログラムを再コンパイルし、プロフ
ァイル情報を再生成することを選択できます。

コンパイラーがこのステップでどの PDF ファイルも読み取れない場合、コンパイ
ラーはエラー・メッセージ 1586-401 を発行しますが、コンパイルを続行します。
コンパイラーのコンパイルを停止する場合は、-qhaltonmsg=1586-401 を指定してく
ださい。

PDF 情報を削除する場合は、cleanpdf コマンドを使用します。

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

プロファイル指示フィードバック
 

-qpdf1、-qpdf2

-O、-qoptimize

-qreport

cleanpdf

実行可能レベルのプロファイル指示フィードバック:
このタスクについて

プログラムを、-qpdf2 を指定してコンパイルすると、-qipa=level=0 オプションが
デフォルトで有効になるため、IPA と PDF の最適化がリンク・ステップで行われ
ます。

プログラムを再コンパイルすることなく、PDF1 ステップで作成されたオブジェク
ト・ファイルをリンクするには、-qpdf2 オプションを使用することをお勧めしま
す。この方法を使用すれば、コンパイル時間を大幅に短縮でき、PDF2 ステップで
プログラムを再コンパイルした場合と同様の最適化結果を得ることができます。

オプション -O4、-O5、または任意のレベルのオプション -qipa が有効な場合
に、-qpdf1 または -qpdf2 オプションをリンク・ステップで指定し、コンパイル・
ステップでは指定していないときは、コンパイラーによって警告メッセージが出さ
れます。このメッセージは、プロファイル情報をすべて取得するためにプログラム
を再コンパイルする必要があることを示しています。
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例

1. PDFDIR 環境変数を設定します。

export PDFDIR=$HOME/project_dir

2. 多くのファイルを、-qpdf1 を指定してコンパイルします。

xlf -qpdf1 -O3 -c file1.f file2.f file3.f

3. 最適化が必要ないファイルを、-qpdf1 を指定せずにコンパイルします。

xlf -c file4.f

4. PDF オブジェクト・ファイル (file1.o、file2.o、および file3.o) を非 PDF
オブジェクト・ファイル (file4.o) とリンクします。

xlf -qpdf1 -O3 file1.o file2.o file3.o file4.o

5. 結果のアプリケーションを、別の入力データを使用して数回実行します。

./a.out < polar_orbit.data

./a.out < elliptical_orbit.data

./a.out < geosynchronous_orbit.data

6. -qpdf2 を指定して、すべてのオブジェクト・ファイルをリンクし、最終的なア
プリケーションにします。

xlf -qpdf2 -O3 file1.o file2.o file3.o file4.o

この例にあるステップ 6 の代わりに、プログラムを、-qpdf2 を指定して再コンパ
イルできます。

xlf -qpdf2 -O3 file1.f file2.f file3.f file4.f

プログラムを、-qpdf2 を指定して再コンパイルするときもリンクするときも、累積
プロファイル作成情報を使用して最適化を微調整できます。

関連情報
 

プロファイル指示フィードバック
 

-qpdf1、-qpdf2

-qpdf2 を使用した再コンパイルまたはリンク
 

オブジェクト・レベルのプロファイル指示フィードバック
 

-O、-qoptimize

-qipa

オブジェクト・レベルのプロファイル指示フィードバック:
このタスクについて

実行可能ファイル全体の最適化に加えて、個々のオブジェクト・ファイルに
Profile-Directed Feedback (PDF) を適用することもできます。この方法は、パッチ
や更新が実行可能ファイルとしてではなくオブジェクト・ファイルまたはライブラ
リーとして配布されるアプリケーションにおいて利点となり得ます。また、アプリ
ケーション全体の再リンク処理を行うことなく、アプリケーション内の特定領域の
機能を最適化することもできます。したがって、大規模なアプリケーションでは、
アプリケーションの再リンクに費やされていた時間と労力を節約できます。
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オブジェクト・レベル PDF を使用するプロセスは、PDF2 ステップにわずかな変
更があることを除けば、基本的に実行可能レベル PDF プロセスと同じです。オブ
ジェクト・レベル PDF の場合は、-qpdf1 オプションを使用してプログラムをコン
パイルし、結果のアプリケーションを典型的なデータで実行し、-qpdf2 オプション
を指定してプログラムを再コンパイルします。 -qpdf2 と一緒に -qnoipa を指定す
る必要があります。つまり、プロシージャー間分析 (IPA) 最適化とオブジェクト・
レベル PDF を同時に使用することはできません。

-qpdf2 -qnoipa を指定した場合は、コンパイル・レベルでオブジェクト・レベル
PDF 最適化が行われます。コンパイラーが正しい PDF ファイルを認識できるよう
に、以下のいずれかのアクションを実行する必要があります。

v PDF1 ステップで -qpdf1=defname を指定し、PDF ファイル名を ._pdf に戻
します。この結果として、コンパイラーが PDF2 ステップで ._pdf を検索する
ようになります。

v PDF2 ステップで -qpdf2=pdfname=file_path を指定します。 file_path は、
生成された PDF ファイルのパスと名前です。

以下の手順は、このプロセスの概要を説明したものです。

1. -qpdf1 オプションを使用してプログラムをコンパイルします。例:

xlf -c -O3 -qpdf1 file1.f file2.f file3.f

この例では、最適化レベル -O3 (中レベルの最適化) が使用されます。

2. オブジェクト・ファイルをリンクして、装備された実行可能ファイルを取得しま
す。

xlf -O3 -qpdf1 file1.o file2.o file3.o

3. 最適化するデータに典型的なサンプル・データを使用して、装備された実行可能
ファイルを実行します。

a.out < sample_data

4. -qpdf2 オプションを使用してプログラムを再びコンパイルします。リンク・ス
テップがスキップされ、PDF 最適化が実行可能ファイル全体ではなくオブジェ
クト・ファイルに適用されるようにするため、-qnoipa オプションを指定しま
す。

xlf -c -O3 -qpdf2 -qnoipa file1.f file2.f file3.f

このステップの結果の出力は、元の装備された実行可能ファイルが処理したサン
プル・データ用に最適化されたオブジェクト・ファイルです。この例では、最適
化されたオブジェクト・ファイルは file1.o、file2.o、および file3.o です。これ
らのオブジェクト・ファイルをリンクするには、システム・ローダー ld を使用
するか、または PDF2 ステップで -c オプションを省略します。

関連情報
 

プロファイル指示フィードバック
 

-qpdf1、-qpdf2

-qpdf2 を使用した再コンパイルまたはリンク
 

実行可能レベルのプロファイル指示フィードバック
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-O、-qoptimize

-qipa

ベクトル・テクノロジー
ベクトル・テクノロジーは、パフォーマンスを重視する高帯域幅通信アプリケーシ
ョンや計算アプリケーションを高速化する PowerPC テクノロジーです。ベクト
ル・テクノロジーを使用すれば、アプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上
させることができます。

ベクトル・テクノロジーを使用する方法には、ハンド・コーディングと自動ベクト
ル化の 2 つがあります。自動ベクトル化では多くの場合、コードを正しい方法で作
成すれば最高のパフォーマンスを実現します。一方、適切なハンド・コーディング
により、パフォーマンスをさらに向上させることができます。

次の例では、単純な配列エレメントの加算と、同じループをベクトル化したものの
違いを示します。

ベクトル・テクノロジーを使用しない配列エレメントの加算は、次のようになりま
す。

subroutine myadd(n)
integer :: i, n
real(4), dimension(n) :: a, b, c

do i=1, n
a(i) = b(i) + c(i)

enddo
end subroutine

ベクトル・テクノロジーを使用してこの配列エレメントの加算を変更すると、次の
ようになります。

subroutine myadd_vector(n)
integer :: j, n

! vector_size is a constant; for real(4) it must be 16/4 = 4
! n must be a multiple of vector_size

vector(real(4)), dimension(n/vector_size) :: v_a, v_b, v_c

do j=1, n/vector_size
v_a(j) = vec_add(v_b(j), v_c(j))

enddo
end subroutine

ベクトル化したコードでは、データ型がベクトル・データ型に置き換えられていま
す。ループ範囲は n から n/vector_size に削減されます。ベクトル・テクノロジ
ーを使用すれば、ベクトルごとに単一のマシン・インストラクションで演算
v_a(j)=vec_add(v_b(j), v_c(j)) が実行されます。ベクトル・テクノロジーを使用
しなければ、同じ演算で、いくつかのプロセッサー・クロック・サイクルを消費す
る複数の命令が必要になります。したがって、ベクトル・テクノロジーによってア
プリケーションのパフォーマンスを改善できます。

ここでは、ベクトル・テクノロジー全般について、次の 3 つのサブセクションに分
けて説明します。

v 28 ページの『ベクトル・テクノロジーについての情報』
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v 29 ページの『ベクトル・ライブラリーをベクトル化のために明示的に呼び出
す』

v 30 ページの『自動ベクトル化の制限事項』

ベクトル・テクノロジーについての情報

ここでは、ベクトル・テクノロジーに関するすべての情報へのリンクを示し、これ
らの情報を次のタイプに分類します。

v ハンド・コーディングによるベクトル・テクノロジーの使用

v 自動ベクトル化によるベクトル・テクノロジーの使用

ハンド・コーディングによるベクトル・テクノロジーの使用

次の表では、ハンド・コーディングによるベクトル・テクノロジーの使用に関する
情報をリストし、さまざまな資料にある詳細情報へのリンクを示します。

表 9. ハンド・コーディングによってベクトル・テクノロジーを使用するための言語に備わ
っている機能

必要な情報 参照するセクション

組み込みデータ型 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『ベクトル (IBM 拡張)』

ベクトル型宣言ステートメント 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『ベクトル (IBM 拡張)』

ベクトル組み込みプロシージャー 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『ベクトル組み込みプロシージャー (IBM 拡
張)』

ベクトル・ライブラリーの使用 ベクトル・ライブラリーの使用

自動ベクトル化によるベクトル・テクノロジーの使用

次の表では、自動ベクトル化のためのコンパイラー・オプションに関する情報をリ
ストし、さまざまな資料にある詳細情報へのリンクを示します。

表 10. 自動ベクトル化のためのコンパイラー・オプションに関する情報

目的 参照先

ベクトル命令をサポートするプロセッサーに
応じたベクトル命令の自動生成を可能にす
る。

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」
の『-qsimd』

最適化の際に高次変換 (HOT) を実行する。 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」
の『-qhot』

リスト・ファイルを作成し、コードの各セク
ションがどのように最適化されたか理解す
る。

v 「XL Fortran コンパイラー・リファレン
ス」の『-qlistfmt』

v 「XL Fortran コンパイラー・リファレン
ス」の『-qreport』

v コンパイラー・レポートを使用した最適化
の機会の診断

v 開発ツールを使用したコンパイラー・レポ
ートの構文解析
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表 10. 自動ベクトル化のためのコンパイラー・オプションに関する情報 (続き)

目的 参照先

デフォルトで最適化が実行されるようにし、
IEEE 浮動小数点規格に厳密に準拠するため
に必要な、特定のプログラム・セマンティク
スが変更されないようにする。

「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」
の『-qstrict』

-qarch および -qtune を使用して、ターゲッ
ト・アーキテクチャーに合わせたチューニン
グを行う。

v ターゲット・アーキテクチャーに合わせた
チューニング

v -qtune の使用

次の表では、自動ベクトル化を禁止するために使用できるディレクティブとコンパ
イラー・オプションをリストし、さまざまな資料にある詳細情報へのリンクを示し
ます。

表 11. 自動ベクトル化のためのディレクティブとコンパイラー・オプション

目的 参照先

ディレクティブの直後にあるループの自動ベ
クトル化を禁止する。

「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『NOVECTOR』

自動ベクトル化を使用不可にする。 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」
の『-qsimd』

一部の最適化プロセスは自動ベクトル化に関連しており、コンパイラー・オプショ
ンを使用して、これらの最適化を制御することができます。次の表では、これらの
最適化プロセスをリストし、さまざまな資料にある詳細情報へのリンクを示しま
す。

表 12. 自動ベクトル化に関連した最適化

説明対象 参照先

高次変換 (HOT) v 高次変換 (HOT)

v 中間ステップ: レベル 3 での -qhot サブ
オプションの追加

プロシージャー間分析 (IPA) IPA プロセス

ベクトル・ライブラリーをベクトル化のために明示的に呼び出す

アプリケーションでベクトル・テクノロジーを使用するには、アルゴリズムを手動
で作成し直す方法と、コンパイラーの自動ベクトル化機能を利用する方法がありま
す。自動ベクトル化を使用すれば最高のパフォーマンスを発揮するソリューション
が実現しますが、適正なハンド・コーディングを行うことでも良好なパフォーマン
スが得られます。

次の例では、ターゲット・ハードウェアが提供するベクトル機能を利用するため
に、ベクトル・ライブラリーを明示的に呼び出す方法を示します。

function dotp(x,y,n) result(s)
real*8 x(*),y(*),s
vector(real(8)) sv,xv,yv
integer i,n
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sv = vec_splats(0.0D0)
do i=1,n,2

xv = vec_xld2(0,x(i))
yv = vec_xld2(0,y(i))
sv = vec_madd(xv,yv,sv)

enddo
s = vec_extract(sv,0)+vec_extract(sv,1)
if (mod(n,2) .eq. 1) then

s = s + x(n)*y(n)
endif

end function

program dot
real*8 x(100),y(100),s
integer i
do i=1,100

x(i)=0.5*i
y(i)=2.0

enddo
s = dotp(x,y,100)
print *,s

end

このプログラムは、REAL の配列 2 つに対して内積の計算を実行します。それぞれ
の反復時に、配列の 2 つのエレメントが 2 つの REAL ベクトル変数にロードされ
ます。その後プログラムは、乗加算演算を使用して 2 つのベクトルの積を計算し、
この積を前回の合計と加算します。ループの終わりで、部分和を保持するベクトル
の 2 つのエレメントが加算されて、最終的な合計値が得られます。ベクトル変数に
均等に収まらないサイズの入力ベクトルが指定された場合は、内積計算を完了する
ために、単一のスカラー積の計算が実行されます。

自動ベクトル化の制限事項

自動ベクトル化を使用すると、一部の変換が実行できなくなることがありま
す。-qhot と、-qlistfmt=xml=transforms または -qlistfmt=xml=all を指定してコ
ンパイルすると、一部の変換が実行されなかった理由をリストするコンパイラー・
レポートが作成されます。考えられる理由について詳しくは、『コンパイラー・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。

ここでは 2 つのコード例を使用して、特定の状況で自動ベクトル化を実行できない
理由を示します。

例 1:

program try
real*8 x(100)
integer i
x(1)=9
do i=2,100

x(i)=x(i-1)
enddo

end

x(i)=x(i-1) ステートメントは、「ループは、その変数の 1 つが依存関係にある場
合には自動的に並列化できない」という制限に違反します。このサンプルでは、
x(i) と x(i-1) が互いに依存しているため、ループはベクトル化できません。

例 2:
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program try
real*8 x(100)
integer i
do i=1,100,5

x(i)=i + 8;
x(i+1)=i + 9;
x(i+2)=i + 12;
x(i+3)=i + 15;

enddo
end

次に示すステートメントは、「ループに非ストライド 1 ストアが含まれている場合
は自動ベクトル化を実行できない」という制限に違反しています。

x(i)=i + 8;
x(i+1)=i + 9;
x(i+2)=i + 12;
x(i+3)=i + 15;

ループの毎回の反復中に、配列 x の 4 つのエレメントがアクセスされ、1 つのエ
レメントはスキップされます。これがループの終わりまで続くので、このループを
ベクトル化できません。

最適化の機会を診断するためのコンパイラー・レポートの使用
-qlistfmt オプションを使用して、コンパイラー・レポートを XML フォーマットま
たは HTML フォーマットで生成することができます。このレポートでは、プログ
ラムの最適化方法に関する情報が提供されます。また、genhtml ユーティリティー
を使用して、既存の XML レポートを HTML フォーマットに変換することもでき
ます。この情報は、アプリケーション・コードを理解し、パフォーマンス向上の目
的でコードを調整するために役立ちます。

XML フォーマットのコンパイラー・レポートは、XSLT をサポートするブラウザー
で表示できます。stylesheet サブオプションを使用して (例えば
-qlistfmt=xml=all:stylesheet=xlstyle.xsl) コンパイルすると、レポートには、XML
を読み取り可能にするスタイルシートへのリンクが含まれます。レポートを読むこ
とによって、コードをさらに最適化する機会を見つけることができます。また、こ
の情報を構文解析するためのツールを作成することもできます。

デフォルトでは、レポートの名前は、XML フォーマットの場合は a.xml、HTML
フォーマットの場合は a.html です。 -qlistfmt=xml=filename オプションまたは
-qlistfmt=html=filename オプションを使用して、デフォルト名をオーバーライド
できます。

インライン・レポート

-qinline と、-qlistfmt=xml=inlines、-qlistfmt=html=inlines、-qlistfmt=xml、ま
たは -qlistfmt=html のいずれかを使用してコンパイルした場合、生成されるコンパ
イラー・レポートには、コンパイル中のインライン試行のリストが含まれます。こ
のレポートには、試行のタイプとその結果も示されます。

コンパイラーがインライン化を試行した関数ごとに、インライン化が成功したかど
うかが示されます。レポートには、示された関数が正常にインライン化されなかっ
た理由がいくつか含まれている場合があります。これらの理由の説明には以下のよ
うなものがあります。
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v FunctionTooBig: 関数が大きすぎてインライン化できません。

v RecursiveCall: 関数が再帰的であるためインライン化されません。

v ProhibitedByUser: ユーザー指定のプラグマまたはディレクティブが理由でイン
ライン化が行われませんでした。

v CallerIsNoopt: 呼び出し元が最適化なしでコンパイルされたため、インライン化
が行われませんでした。

v WeakAndNotExplicitlyInline: 呼び出し側関数が弱く、インラインとしてマーク
が付けられていません。

考えられる理由の全リストについては、/opt/ibm/xlf/15.1.5/listings/ ディレク
トリーにある、XMLContent.html という XML スキーマ・ヘルプ・ファイルの『イ
ンライン最適化タイプ』セクションを参照してください。ヘルプ・ファイルの日本
語版 XMLContent-Japanese.utf8.html および中国語版 XMLContent-
Chinese.utf8.html もこのディレクトリーにあります。

ループ変換

-qhot と、-qlistfmt=xml=transforms、-qlistfmt=html=transforms、-
qlistfmt=xml、または -qlistfmt=html のいずれかを使用してコンパイルした場合、
生成されるコンパイラー・レポートには、コンパイル中にファイル内のすべてのル
ープで実行された変換のリストが含まれます。レポートにはまた、変換があるケー
スで実行されなかった理由も示されます。

v ループが自動的に並列化できない理由

v ループのアンロールができない理由

v SIMD ベクトル化に失敗した理由

考えられる変換問題の全リストについては、/opt/ibm/xlf/15.1.5/listings/ ディ
レクトリーにある、XMLContent.html という XML スキーマ・ヘルプ・ファイルの
『ループ変換タイプ』セクションを参照してください。

データの再編成

-qhot と、-qlistfmt=xml=data、-qlistfmt=html=data、-qlistfmt=xml、または
-qlistfmt=html のいずれかを使用してコンパイルした場合、生成されるコンパイラ
ー・レポートには、コンパイル中にプログラムで実行されたデータ再編成のリスト
が含まれます。データ再編成の例として、以下のものがあります。

v 配列分割

v 配列合体

v 配列インターリービング

v 配列入れ替え

v 共通ブロック分割

v メモリー・マージ

これらの再編成ごとに、データ名、ファイル名、行番号、および領域名に関する詳
細がレポートに記載されます。

32 XL Fortran: 最適化およびプログラミング・ガイド (リトル・エンディアン・ディストリビューション用)



Profile-Directed Feedback レポート

-qpdf2 と、-qlistfmt=xml=pdf、-qlistfmt=html=pdf、-qlistfmt=xml、または
-qlistfmt=html のいずれかを使用してコンパイルした場合、生成されるコンパイラ
ー・レポートには以下の情報が含まれます。

v ループの繰り返し数

v ブロック数と呼び出し数

v キャッシュ・ミス (-qpdf1=level=2 でコンパイルした場合)

関連情報:

-qlistfmt

開発ツールを使用したコンパイラー・レポート構文解析
アプリケーションのパフォーマンスを改善するための機会を見つけるために役立
つ、XML フォーマットで作成されたコンパイラー・レポートを解析するためのツー
ルを作成することができます。

コンパイラーには、XML スキーマが含まれています。これを使用してコンパイラ
ー・レポートを構文解析するツールを作成し、パフォーマンスを向上させる機会を
示す可能性のあるコードの特性を表示することができます。このスキーマ
xllisting.xsd は、/opt/ibm/xlf/15.1.5/listings/ ディレクトリーにあります。
このスキーマは、レポートからの情報をツリー構造で表示するために役立ちます。

また、スキーマの詳細を理解するために役立つ、XMLContent.html というスキー
マ・ヘルプ・ファイルが用意されています。ヘルプ・ファイルの日本語版
XMLContent-Japanese.utf8.html および中国語版 XMLContent-Chinese.utf8.html
も同じディレクトリーにあります。

コード内のトレース・プロシージャー
他のプロシージャーをデバッグ、およびそれらの実行のタイミングの制御に役立て
るために、ユーザーが定義したトレース・プロシージャーへの呼び出しを挿入する
ようにコンパイラーに指示できます。

プログラム内のプロシージャーをトレースするには、どのプロシージャーをトレー
スするかを指定する必要があります。また、独自のトレース・プロシージャーを指
定する必要があります。トレース・プロシージャーを指定せずにトレースを有効に
した場合、__func_trace_enter、__func_trace_exit、さらに場合によっては
__func_trace_catch という未定義シンボルに関するリンカー・エラーを受け取りま
す。

トレースするプロシージャーの指定

-qfunctrace コンパイラー・オプションは、プログラム内のインライン化されていな
いすべてのユーザー定義プロシージャーと、アウトライン化されたすべてのコンパ
イラー生成プロシージャーに対するトレースを制御します。トレース固有の外部プ
ロシージャーまたはモジュール・プロシージャーに関心がある場合は、-qfunctrace+
コンパイラー・オプションおよび -qfunctrace- コンパイラー・オプションを使用で
きます。また、NOFUNCTRACE ディレクティブを指定して、モジュール全体、外
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部プロシージャー、モジュール・プロシージャー、または内部プロシージャーのト
レースを無効にすることもできます。

トレースできる対象

トレースは、プログラム、外部プロシージャー、非組み込みのモジュール・プロシ
ージャー、および内部プロシージャーに適用されます。

コンパイラー生成プロシージャーは、OpenMP プログラムなど、アウトライン化さ
れたユーザー・コード用に生成された場合を除いて、トレースされません。このよ
うな場合、アウトライン化されたプロシージャーの名前には、元のユーザー・プロ
シージャーの名前が接頭部として含まれます。

インライン化されたプロシージャーおよびステートメント関数は、実行可能ファイ
ル内に存在しないので、トレースできません。

無限再帰を避けるため、ユーザー定義のトレース・プロシージャーをトレースする
ことはできません。同様に、ユーザー定義のトレース・プロシージャーから呼び出
されたプロシージャーに対しても、トレースを無効にする必要があります。

トレース・プロシージャーの作成方法

トレース・プロシージャーは、Fortran、C、または C++ で実装できます。

トレース・プロシージャーを Fortran でインプリメントするには、プロシージャー
の特性が、以下のインターフェースで指定された特性と同じである必要がありま
す。

SUBROUTINE routine_name(procedure_name, file_name, line_number, id)
USE, INTRINSIC :: iso_c_binding
CHARACTER(*), INTENT(IN) :: procedure_name
CHARACTER(*), INTENT(IN) :: file_name
INTEGER(C_INT), INTENT(IN) :: line_number
TYPE(C_PTR), INTENT(INOUT) :: id

END SUBROUTINE

routine_name は外部プロシージャーまたはモジュール・プロシージャーの名前で
す。

次に以下のいずれかの方法で、コンパイラーがサブルーチンをトレース・プロシー
ジャーとして使用するように設定する必要があります。

v -qfunctrace_xlf_enter、-qfunctrace_xlf_exit、または -qfunctrace_xlf_catch コ
ンパイラー・オプションを使用する。

v FUNCTRACE_XLF_ENTER、FUNCTRACE_XLF_EXIT、または
FUNCTRACE_XLF_CATCH ディレクティブを使用する。

これらのオプションまたはディレクティブを指定すると、XL Fortran によって、対
応するトレース・プロシージャーを呼び出す __func_trace_enter、
__func_trace_exit、および __func_trace_catch というラッパー・プロシージャー
が生成されます。これらのラッパーによって、C プロトタイプから前述のインター
フェースへの仮引数を変換することで、C および C++ とのインターオペラビリテ
ィーが可能になります。そのため、routine_name に __func_trace_enter、
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__func_trace_exit、または __func_trace_catch を指定することはできません。さ
らに、プログラムには、トレース・プロシージャーのそれぞれを複数含めることは
できません。

C または C++ でトレース・プロシージャーを作成するには、
__func_trace_enter、__func_trace_exit、および __func_trace_catch プロシージ
ャーを直接入力する必要があります。これらには、以下のプロトタイプが必要で
す。

v void __func_trace_enter(const char *const procedure_name, const char

*const file_name, int line_number, void **const id);

v void __func_trace_exit(const char *const procedure_name, const char

*const file_name, int line_number, void **const id);

v void __func_trace_catch(const char *const procedure_name, const char

*const file_name, int line_number, void **const id);

注: トレース・プロシージャーを C++ で書き込む場合、extern "C" を宣言する必
要があります。

XL Fortran は、トレース・プロシージャーをプロシージャー入り口または出口に挿
入します。トレース対象のプロシージャーの名前、トレースする入り口点または出
口点が含まれるファイル、および行番号が渡されます。また、プログラムの最初で
C_NULL_PTR に初期化される静的ポインターのアドレスも渡されます。このポインタ
ーを使用して、入り口トレース・プロシージャーで任意のデータを保管し、出口プ
ロシージャーおよびキャッチ・プロシージャーでこのデータにアクセスできます。
詳しくは、『例』セクションを参照してください。このポインターは静的メモリー
にあるため、スレッド化されたプロシージャーまたは再帰的プロシージャーをトレ
ースする場合に、追加ステップが必要になる場合があります。

サンプル・トレース・プロシージャー

XL Fortran には、/opt/ibm/xlf/15.1.0/samples/functrace ディレクトリーにサン
プルのトレース・プロシージャーが用意されています。これらのプロシージャー
は、単純なトレースのために使用することも、より複雑なトレースのために変更す
ることもできます。

v tracing_routines.c: C で作成されたトレース・プロシージャーを提供します。
Fortran モジュールへのアクセスを必要としない場合と、再帰的入出力の可能性
がある場合に、このファイルは有用です。

v tracing_routines.f90: Fortran で作成されたトレース・プロシージャーを提供
します。トレース・プロシージャー内の Fortran のモジュールまたは組み込み機
能へのアクセスが必要な場合に、このファイルは有用です。

以下の例は、単純なトレースのためのサンプルの使用を示しています。

> cat helloworld.f
print *, 'hello world'
end
> cc -c /opt/ibm/xlf/15.1.0/samples/functrace/tracing_routines.c
> xlf95 helloworld.f -qfunctrace tracing_routines.o
** _main === End of Compilation 1 ===
1501-510 Compilation successful for file helloworld.f.
> ./a.out
{ _main (helloworld.f:1)
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hello world
} _main (helloworld.f:2)

>

トレースの制限

プロシージャーをトレースする機能には、以下の制限があります。

v プロシージャーを、その ENTRY ポイントから別個にトレースすることはでき
ません。すべてをトレースするか、どれもトレースしないかです。プロシージャ
ーの名前は、ENTRY ポイントをトレースしている場合でも、トレース・プロシ
ージャーに渡されます。この場合に何がトレースされるかを区別するには、行番
号が役立ちます。

v Fortran 標準では、pure プロシージャーによって何も副次作用が生じないように
する必要があります。コンパイラーはこのことを想定して、プログラムを最適化
します。pure プロシージャーのトレースを有効にする場合、トレース・プロシ
ージャーによって、副次作用の生じる方法でプログラム状態が変更されないよう
にする必要があります。

v Fortran 標準では、再帰的入出力に制限を課しています。トレース・プロシージ
ャーを Fortran で作成する場合、これらの規則を破らないように注意する必要が
あります。

以下の例には、入出力項目が関数呼び出し (foo) の結果となる print ステートメ
ントがあります。この場合のトレース・プロシージャーでは、外部ファイルで入
出力を行うことは正しくありません。

> cat recursive.f
integer function test()
test = 1

end function

integer test
print *, test() ! test must not have I/O on external unit
end
> xlf95 -c /opt/ibm/xlf/15.1.0/samples/functrace/tracing_routines.f90
** my__func_trace_enter === End of Compilation 1 ===
** my__func_trace_exit === End of Compilation 2 ===
** my__func_trace_catch === End of Compilation 3 ===
1501-510 Compilation successful for file tracing_routines.f90.
> xlf95 recursive.f tracing_routines.o -qfunctrace
** test === End of Compilation 1 ===
** _main === End of Compilation 2 ===
1501-510 Compilation successful for file recursive.f.
> ./a.out
{ _main (recursive.f:6)
XL Fortran (I/O initialization): I/O recursion detected.
Aborted
>

注: これを回避するには、トレース・プロシージャーを C で作成します。例につ
いては、セクション 35 ページの『サンプル・トレース・プロシージャー』で説
明されている tracing_routines.c サンプル・ファイルを参照してください。

v プログラムを最適化する際に、コンパイラーはコードを再配列し、不要コードを
除去します。その結果として、最適化が有効な場合、トレース・プロシージャー
に渡された行番号が正確でなくなることがあります。
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例

以下の例では、-qfunctrace を使用して、各外部プロシージャーで費やされる時間を
測定しています。FUNCTRACE_XLF_ENTER ディレクティブおよび
FUNCTRACE_XLF_EXIT ディレクティブを使用して、プロシージャー my_enter
および my_exit をトレース・プロシージャーとして指定しています。
NOFUNCTRACE ディレクティブを使用して、main_program のトレースを無効に
しています。

> cat example.f
! Designate my_enter as a tracing procedure that should be called
! on procedure entry
!ibm* functrace_xlf_enter
subroutine my_enter(procedure_name, file_name, line_number, id)

use, intrinsic :: iso_c_binding
use, intrinsic :: xlfutility
character(*), intent(in) :: procedure_name, file_name
integer(c_int), intent(in) :: line_number
type(c_ptr), intent(inout) :: id

integer(kind=time_size), pointer :: enter_count

! Store the time we entered the procedure being traced into id.
if (.not. c_associated(id)) then
allocate(enter_count)
enter_count = time_()
id = c_loc(enter_count)

end if

print *, 'Entered procedure ', procedure_name, ' at ( ', &
file_name, ' :', line_number, ').'

end subroutine

! Designate my_exit as a tracing procedure that should be called
! on procedure exit
!ibm* functrace_xlf_exit
subroutine my_exit(procedure_name, file_name, line_number, id)

use, intrinsic :: iso_c_binding
use, intrinsic :: xlfutility
character(*), intent(in) :: procedure_name, file_name
integer(c_int), intent(in) :: line_number
type(c_ptr), intent(inout) :: id

integer(kind=time_size), pointer :: enter_count
integer(kind=time_size) exit_count, duration

! id should have been associated in my_enter with the time we
! entered the procedure being traced. Find the elapsed time.
if (c_associated(id)) then
exit_count = time_()
call c_f_pointer(id, enter_count)
duration = exit_count - enter_count

else
stop "error!"

endif

print *, 'Leaving procedure ', procedure_name, ' at ( ', &
file_name, ' :', line_number, ').'

print *, 'Spent', duration, 'seconds in ', procedure_name, '.'
end subroutine

! sub2 will be traced
subroutine sub2

call sleep_(3)
end subroutine

第 1 章 アプリケーションの最適化 37



! sub1 will be traced
subroutine sub1

call sleep_(5)
call sub2

end subroutine

! Do not want to trace main_program
!ibm* nofunctrace
program main_program

call sub1
end program
> xlf95 example.f -qfunctrace
** my_enter === End of Compilation 1 ===
** my_exit === End of Compilation 2 ===
** sub2 === End of Compilation 3 ===
** sub1 === End of Compilation 4 ===
** main_program === End of Compilation 5 ===
1501-510 Compilation successful for file example.f.
> ./a.out
Entered procedure sub1 at ( example.f : 59 ).
Entered procedure sub2 at ( example.f : 54 ).
Leaving procedure sub2 at ( example.f : 55 ).
Spent 3 seconds in sub2.
Leaving procedure sub1 at ( example.f : 61 ).
Spent 8 seconds in sub1.
>

関連情報
v -qfunctrace 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『-qfunctrace』を参照してください。
v -qfunctrace_xlf_catch、-qfunctrace_xlf_enter、または -qfunctrace_xlf_exit の

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『XL Fortran コンパイラー・オプションの詳細記述』のセクショ
ンを参照してください。

v FUNCTRACE_XLF_CATCH、FUNCTRACE_XLF_ENTER、および
FUNCTRACE_XLF_EXIT ディレクティブについて詳しくは、「XL Fortran ラン
ゲージ・リファレンス」の『ディレクティブの詳細説明』セクションを参照して
ください。

v NOFUNCTRACE ディレクティブについて詳しくは、「XL Fortran ランゲー
ジ・リファレンス」の『NOFUNCTRACE』を参照してください。

パフォーマンスのさらなる改善
XL コンパイラー・ファミリーは、パフォーマンスをさらに改善するさまざまな方針
および代わりのチューニング方法を提供します。

すでに -O5 で最適化を行っているか、より高いレベルでの最適化のリソース・コス
トをかけずにパフォーマンスを向上させる機会を探しているかにかかわらず、XL コ
ンパイラー・ファミリーは他の戦略およびチューニング代替案を提示します。詳し
くは、 以下のトピックを参照してください。

v XL コンパイラー・アプリケーションのチューニング

v 拡張最適化の概念

v ユーザー SMP コードの最適化
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パフォーマンス以前に必要なこと: 有効なプログラミング手法
アプリケーションを良好に稼働させるには、アプリケーションをうまく作成するこ
とから始めます。コードをよりポータブルにする、より簡単に最適化できるように
する、あるいは他の言語と相互利用できるようにする、など、よりよいコードの作
成方法については以下のトピックを参照してください。
v 55 ページの『第 4 章 コード・サイズの管理』
v 65 ページの『第 6 章 コンパイラーに適したプログラミング手法』
v 89 ページの『第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング』
v 311 ページの『第 10 章 言語間呼び出し』
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第 2 章 XL コンパイラー・アプリケーションのチューニング

一連の XL Fortran 最適化機能の中には、コンパイラーに対して、特定のプロセッ
サーまたはアーキテクチャー・ファミリーで最適に実行されるコードの生成を指定
したり、アプリケーションの実行時の特性を指定したりする場合に使用できるオプ
ションが含まれています。

このような特性の指定が適切であればあるほど、コンパイラーはアプリケーション
のチューニングおよび最適化をより的確に行うことができます。このセクション
は、既に『アプリケーションの最適化』の章で解説されている方法に従って、アプ
リケーションの最適化を行っていることを前提としています。

ターゲット・アーキテクチャーに合わせたチューニング
デフォルトでは、コンパイラーはサポートされるすべてのシステムで実行されるコ
ードを生成しますが、このコードはすべてのシステムで最適に実行されるとは限り
ません。適切なアーキテクチャーをターゲットにしてオプションを選択することに
より、対象のプロセッサーをなるべく幅広く選択できるようにしたり、特定のファ
ミリーの範囲内のプロセッサーに合わせられるようにしたり、あるいは特定のプロ
セッサーに適合させたりして、アプリケーションの最適化を行うことができます。

「アーキテクチャーをターゲットにするオプション」の表のコンパイラー・オプシ
ョンは、ターゲット・アーキテクチャーの個々の特徴を活かしてどのように最適化
を制御するかの概要を示しています。この節では、いくつかのオプションを使っ
て、アプリケーションがこれらのターゲット・マシン上でいかに最善のパフォーマ
ンスを得られるかについても詳細に解説します。

表 13. アーキテクチャーをターゲットにするオプション

オプション 動作

-qarch コンパイラーがマシン命令を生成するプロセッサーのアーキテクチャ
ー・ファミリー、 または特定アーキテクチャーを選択します。複数の
アーキテクチャー設定を指定すると、最後のアーキテクチャーだけが有
効とみなされます。

-qtune 特定のプロセッサーで実行することに焦点を合わせて最適化しますが、
アプリケーションを実行できるプロセッサーのアーキテクチャーは限定
しません。複数のアーキテクチャー設定を指定すると、最後のアーキテ
クチャーだけが有効とみなされます。 -qtune を使用して、プログラム
が実行されるプロセッサー SMT レベルを指定することもできます。

-qcache キャッシュまたはメモリーの特性を指定します。 -O2 などの事前定義
の最適化レベルを選択すると、-qcache サブオプションにはデフォルト
値が設定されます。

アプリケーションのターゲットに正しいアーキテクチャーを指定することに加え
て、適正な最適化レベルを選択することが重要です。適切なアーキテクチャー設定
と、アプリケーションに適した最適化レベル選択の組み合わせが、パフォーマンス
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向上には非常に効果があります。まだこのように設定されていない場合は、この節
のほかに『ユーザー・アプリケーションの最適化』を参考にしてください。

-qarch の使用
-qarch を使用して、アプリケーションを実行するマシン・アーキテクチャー、また
はアーキテクチャー・ファミリーを選択できます。 -qarch サブオプションの選択
内容により、以下の項目が制御されるので、-qarch サブオプションを正しく選択す
ることは、チップ・レベルでの最適化を操作するために不可欠です。

v オブジェクト・コードを生成する際にコンパイラーが使用するマシン・インスト
ラクションのリスト

v コンパイラーが最適化の際にモデルとして参照するハードウェアの特性と機能

v 個々の命令や命令シーケンスの選択における最適化によるメリットとデメリット

v -qtune オプションのデフォルト設定

アーキテクチャーの選択は、すべての最適化レベルにおいて重要です。-O0 や -O2
のような低い最適化レベルでも、正しいターゲット・アーキテクチャーを指定する
とパフォーマンス向上に有効です。正しいターゲットを指定することにより、コン
パイラーはより効率的なマシン・インストラクションを選択して、特定のマシンで
最良のパフォーマンスを得ることができる命令シーケンスを生成できます。

-qarch のサブオプションには、個別のプロセッサー、または共通命令セットまたは
サブセットを持つプロセッサーのファミリーを指定できます。プロセッサーを選択
することで、アプリケーションのコンパイル時に自由度が高くなり、 アプリケーシ
ョンを特定のマシンで最善に実行させるようにしたり、また、アーキテクチャー特
有の最適化を可能な限り適用しつつ、さまざまな種類のマシンで実行させるように
することができますアーキテクチャーの選択が特定的でないほど、コード生成のた
めにコンパイラーが使用できるマシン命令は少なくなります。選択の指定をより特
定しない場合は、アプリケーションで使用できるハードウェア組み込み機能も制限
されます。アーキテクチャー選択をより特定した方が、使用できる命令やハードウ
ェア組み込み機能が多くなります。「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」に
は、指定できる具体的なチップのアーキテクチャーやアーキテクチャー・ファミリ
ーについて詳しく解説されています。

アプリケーションをコンパイルする際に、 すべてのファイルで一貫した、または互
換性のある -qarch 設定を使用すれば、ターゲット・アーキテクチャーから最良の
結果が得られます。-qipa リンク時最適化を使用すると、コンパイル・ステップの
アーキテクチャー設定はリンク・ステップの設定でオーバーライドされます。

アプリケーションは、必ず自分が指定した -qarch 設定をサポートするマシンでの
み実行するようにしてください。別のマシンでアプリケーションを実行させると、
正常に実行しているように見えても、正しい結果が得られない場合があります。

-qtune の使用
-qtune オプションを指定すると、アプリケーションを実行するプロセッサー・アー
キテクチャーを限定しないで、指定プロセッサーで実行するための最適化に焦点を
合わせ、-qarch アーキテクチャーの選択と整合するマシン・インストラクションが
生成されます。-qtune を使用すると、最適化プログラムは命令スケジューリングな
どの変換も行うため、生成されたコードは -qtune で選択したアーキテクチャーで
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最も効率よく実行できます。 -qtune オプションは特定の 1 つのプロセッサー・ア
ーキテクチャーで実行するようにコードをチューニングし、サブオプションとして
指定するのは特定のプロセッサーのみです。 -qtune オプションは、プロセッサー
のファミリーを表すサブオプションをサポートしていません。

-qtune は、アプリケーションを実行させるときに最もよく使用するプロセッサーま
たは重要なプロセッサーを指定するために使用します。

ある範囲の PowerPC ハードウェア上で実行する単一バイナリー・ファイルを作成
する必要がある場合は、-qtune=balanced オプションを使用することを検討してく
ださい。このオプションが有効になっていると、コンパイラーによる最適化の決定
では、特定バージョンのハードウェアをターゲットにしません。代わりに、チュー
ニングの決定では、広範囲のハードウェアで一般的に役立つ機能を組み込み、一部
のハードウェアで有害な可能性のある最適化を回避するように試みます。
-qtune=balanced オプションを指定してコンパイルしたコードは、パフォーマンス
を検証した後で配布するようにしてください。

また、-qtune を使用して、プログラムが実行されるプロセッサー SMT レベルを指
定することもできます。

-qtune を使用して、プログラムが実行されるプロセッサー SMT レベルを指定する
こともできます。

-qcache の使用
-qcache オプションを指定すると、ターゲット・アーキテクチャーのメモリー・キ
ャッシュ・レイアウトについて、最適化プログラムに指示できます。以下のような
いくつかのサブオプションを指定してキャッシュの特性を表現することができま
す。

v 使用可能なキャッシュのタイプ

v キャッシュ・サイズ

v キャッシュ・ミス・ペナルティー

-qcache オプションは、アプリケーションの実行環境のキャッシュ特性が分かって
いる場合のみ有効に利用できます。 -qcache を使用する前に、-qlist オプションを
指定したコンパイル・リスト・ファイルのオプション・セクションを見て、現在の
キャッシュ設定が妥当なものかどうかを確認してください。-qlistopt オプションを
指定してコンパイルすると、設定値がリストに表示されます。この情報の解釈につ
いて不明な点がある場合は、-qcache を使用せずに、コンパイラーがデフォルトの
キャッシュ設定を使用するようにします。

-qcache を指定しない場合は、-qarch と -qtune の設定に基づいて、コンパイラー
がキャッシュ特性を想定します。 -qcache=auto サブオプション (最適化レベル
-O4 および -O5 でのデフォルト) を指定してコンパイルすると、コンパイラーはコ
ンパイルに使用しているマシンのキャッシュ特性を検出して、そのキャッシュ・レ
イアウトに合うようにキャッシュの最適化をチューニングします。-qcache を指定
する場合は、-qhot も一緒に指定するか、-qhot を暗黙的に指定する -O4 などのオ
プションを指定してください。-qhot を指定すると実行される最適化は、-qcache
の設定値を利用するように設計されています。
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チューニングを完了する前に
ターゲット・マシンのオプションを最大限に活用するためには、次のリストを確認
してください。

v ご使用のハードウェアと非互換の -qarch オプションは指定しないでください。
予期しない結果が生じることがあります。

v ユーザー・アプリケーションが実行されるマシンに使用可能な最大共通命令セッ
トを表す -qarch 設定を指定します。

v 複数のマシン上でアプリケーションを実行する場合は、アプリケーションを最も
頻繁に実行することが予想されるマシン、またはパフォーマンスを最も重視する
マシンに合った -qtune サブオプションを選択します。

v -qcache を指定してコンパイルする場合は、-qhot も一緒に指定します。これに
より、キャッシュ設定が利用されるようになります。

高度なオプション指向チューニング
オプションを使用することにより、アプリケーションの特性をコンパイラーに伝
え、コンパイラーが適用する最適化をチューニングできます。オプション指向チュ
ーニングのプロセスでは、アプリケーションのパフォーマンス向上に適したオプシ
ョンの組み合わせを試しながら見つける必要が生じることがあります。

XL コンパイラーのサポートするさまざまなオプションを使用して、アプリケーショ
ンが特定の状況で一部の標準言語規則に準拠しないことを表明できます。コンパイ
ラーは言語標準への準拠を前提としており、アプリケーションが標準に準拠してい
ない場合には最適化を安全に実行できない可能性があります。標準に準拠するアプ
リケーションは容易に最適化でき、移植性に優れていますが、完全な準拠が不可能
な場合は、コードが安全に最適化されるように適切なオプションを使用してくださ
い。

コンパイラー・オプションの詳しい構文については、「XL Fortran コンパイラー・
リファレンス」を参照してください。

アプリケーション特性を指定するためのオプション
ここでは、浮動小数点演算やループの動作など、アプリケーションに関する幅広い
種類の特性をコンパイラーに伝えることができるオプションのリストを示します。

オプション
説明

-qalias
コンパイラーがアプリケーションの特性を分析するために役立つ、いくつか
のサブオプションをサポートします。別名割り当てについて詳しくは、『高
度な最適化の概念』を参照してください。

noaryovrlp
アプリケーションが、ストレージ上で関連性がある (オーバーラッ
プする) 配列間で行われる配列割り当てを含んでいないことを表明
します。
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nointptr
アプリケーションが整数 (Cray) ポインターを使用しないことを表
明します。

nopteovrlp
アプリケーションが、ポインティング先変数以外のデータ・オブジ
ェクトを参照するポインティング先変数を含んでいないことを表明
します。また、アプリケーションは、同じストレージ・ロケーショ
ンを参照する可能性がある 2 つのポインティング先変数を含んでい
ません。

std アプリケーションが、変数別名割り当てに関するすべての言語規則
に準拠していることを表明します。これはデフォルトのコンパイラ
ー設定です。すべての変数別名割り当て規則に準拠していないアプ
リケーションの場合は、-qalias=nostd を指定します。

-qassert
アプリケーションのループ特性を伝えるために役立つ、次のサブオプション
を含んでいます。

nodeps
アプリケーション内のループに、ループ伝搬依存性がないことを表
明します。

itercnt=number
最適化プログラムがループの反復回数を判別できない場合に、その
回数を推定する際に使用する値を最適化プログラムに提供します。

-qddim
アプリケーションが配列を参照するたびに、ポインティング先配列の境界を
再評価するように強制します。このオプションは、アプリケーションがポイ
ンティング先配列の動的次元設定を実行する場合にのみ指定します。

-qdirectstorage
アプリケーションが、ライトスルー対応またはキャッシュ禁止のストレージ
にアクセスすることを表明します。

-qfloat
アプリケーションの浮動小数点演算の特性をコンパイラーに伝えます。次の
サブオプションが特に有用です。

nans アプリケーションが、シグナリング NaN (非数値) 浮動小数点値を
使用することを表明します。通常の浮動小数点演算ではこのような
値は作成されないので、アプリケーションがシグナリング NaN を
作成する必要があります。

rrm 浮動小数点丸めモードがデフォルト設定の直近への丸め
(round-to-nearest) であることを前提とした最適化変換を禁止しま
す。アプリケーションが何らかの方法で丸めモードを変更する場合
は、このオプションを指定してください。

-qflttrap
アプリケーションが浮動小数点例外の検出または処理を試行する場合に要求
できる浮動小数点例外処理のさまざまな側面を制御します。アプリケーショ
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ンが -qflttrap を使用せずに浮動小数点トラップを有効にする場合
は、-qfloat=fenv オプションを使用する必要があります。

-qieee コンパイル時、式を評価する際に使用する浮動小数点丸めモードを指定しま
す。このオプションは、コンパイル時の評価と実行時の評価の間で整合性を
保つために、アプリケーションでデフォルト以外の丸めモードを使用する必
要がある場合に重要です。

-y を指定して、コンパイル時の浮動小数点丸めモードを設定することもで
きます。

-qlibansi
malloc や memcpy など、標準の C ライブラリー関数呼び出しと同じ名前
の外部関数呼び出しがコンパイル内容にある場合、これらは実際に標準の関
数であり、その名前が付いたユーザー作成の関数ではないことを表明しま
す。

-qlibmpi
Message Passing Interface (MPI) 名を持つ関数はすべて実際に MPI 関数
であり、セマンティクスの異なるユーザー関数ではないことを表明します。

-qonetrip
アプリケーション内の DO ループはすべて、少なくとも 1 回の反復で実行
されることを表明します。この動作は、-1 によって指定することもできま
す。

-qnostrictieeemod
IEEE 組み込みモジュールの使用に関連して Fortran 2003 標準が要求する
一部の規則を緩和します。アプリケーションがこれらのモジュールを使用し
ない場合は、このオプションを指定してください。

-qstrict_induction
DO ループの整数反復カウント変数がオーバーフローし、負になった場合に
安全に実行できない最適化変換が行われないようにします。このオプション
を必要とするアルゴリズムを備えたアプリケーションは少数です。

-qthreaded
アプリケーションがマルチスレッド/SMP 環境で実行されることをコンパイ
ラーに指示します。 xlf_r のような _r 呼び出しを使用すると、このオプシ
ョンが自動的に追加されます。

-qnounwind
アプリケーション内のいずれかのルーチンがアクティブになっている間は、
スタックがアンワインドされないことをコンパイラーに指示しま
す。-qnounwind オプションを使用すると、プロローグの調整による最適
化が使用可能に設定され、不揮発性レジスターの保存と復元を行う回数が減
ります。

-qnozerosize
このアプリケーションが配列操作を実行するときに、ゼロ・サイズの配列の
検査を必要としないことを表明します。
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最適化変換を制御するためのオプション
『アプリケーションの最適化』で説明した基本セットのほかに、さまざまなオプシ
ョンが使用できます。これらのオプションのいくつかを使用して、特定のアプリケ
ーションに対しては安全に実行できない最適化を無効にしたり、アプリケーション
に対して安全であるにもかかわらず、最適化プロセスの一環として通常は実行され
ない最適化を有効にしたりすることができます。

オプション
説明

-qcompact
実行時間の短縮よりも、最終コード・サイズの削減を優先して選択します。
このオプションを使用して、-O2 以上の最適化を制約できます。コード・サ
イズの制約について詳しくは、『コード・サイズの管理』の章を参照してく
ださい。

-qfdpr
FDPR® オブジェクト・コード最適化プログラムにより、追加の最適化を行
うようユーザーのオブジェクト・コードに準備させます。

-qsimd=auto
プロセッサーのベクトル機能を使用します。

-qfloat
このオプションには、浮動小数点計算に関する最適化を制御するためのサブ
オプションがいくつかあります。

norsqrt
平方根計算の結果の除算を、平方根の逆数の乗算に置き換える処理
を禁止します。

nostrictmaf
符号付きゼロ値の符号が保存されないもの、および丸めが誤った方
向である特定の浮動小数点の乗算加算命令を使用しないようにしま
す。

-qipa アプリケーションを分析する際に IPA 最適化を支援する、さまざまなサブ
オプションを含んでいます。 -qipa オプション、または IPA を暗黙的に指
定する高い最適化レベルを使用する場合は、使用可能なサブオプションを検
討すると役に立ちます。

-qmaxmem
メモリーを集中的に消費する、一部の最適化に使用できるメモリーを低いレ
ベルに制限します。-qmaxmem=-1 を指定すると、これらのメモリー制限が
解除されます。

-qnoprefetch
最適化の実行中に、アプリケーションにプリフェッチ・マシン命令が挿入さ
れないようにします。

-qinline
最適化変換によるインライン化を制御します。インライン化について詳しく
は、『高度な最適化の概念』の章を参照してください。
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-qsmallstack
アプリケーション内でのスタック・ストレージの使用を制限するようにコン
パイラーに指示します。これにより、ヒープの使用量が増えることがありま
す。

-qsmp
SMP システム用のコードを作成します。また、このオプションを指定する
と、コードの自動並列化によってパフォーマンスを向上させる機会を探す処
理が行われます。『XL Fortran による並列プログラミング』の章には、並
列コードの作成に関する詳しい説明があります。

-qstacktemp
一部のコンパイラー一時データがスタックに割り振られないようにします。
スタックに割り振られないデータは、ヒープに割り振られます。このオプシ
ョンは、スタック・ユーザーまたはシステムの限度を超える大量のスタッ
ク・スペースを使用するアプリケーションに役立ちます。

-qstrict
暗黙指定のプログラム・セマンティクスを厳守するように最適化を制限しま
す。これにより、IEEE 浮動小数点仕様のうち、少数のアプリケーションが
正しい動作のために必要とする、使用頻度の低い一部の規則をコンパイラー
が多くの場合に無視しないようになります。例えば、浮動小数点計算の順序
を再配列または再結合すると、予期しない場所で浮動小数点例外が発生した
り、例外が完全に覆い隠されたりすることがあります。 -qstrict オプショ
ンには、最適化プログラムによって実行される変換を細かく制御するための
サブオプションが含まれています。-qstrict とそのサブオプションによって
最適化が大幅に抑制される可能性があるので、アプリケーションが仕様の厳
守を必要としていない限りは、このオプションを使用しないでください。

-qunroll
ループのアンロールを独自に制御します。-O3 以上では、-qunroll がデフ
ォルト設定です。

パフォーマンス分析を支援するオプション
コンパイラーは、アプリケーションのパフォーマンスをさまざまな側面から分析す
るために役立つオプションのセットを備えています。最適化のレベルを選択し、ア
プリケーション特有の特性に合うように最適化プロセスをチューニングする場合
に、これらのオプションは最も有用です。

-d コンパイル・ファイルのプリプロセス済みバージョンを保存するように、コ
ンパイラーに指示します。通常、これらのファイルには .F 拡張子が付きま
す。

-g オブジェクト・コードにデバッグ情報を挿入します。多様な -g レベルを使
用することで、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
とができます。

-p 適切なプロファイル情報をオブジェクト・コードに挿入することで、パフォ
ーマンス分析用のツールを使用できるようにします。この動作を指定するた
めに -pg を使用することもできます。
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-qlinedebug
このオプションは -g と類似していますが、関数名や行番号の情報など、最
小限のデバッグ情報のみをオブジェクト・コードに挿入します。

-qlist オブジェクト・コードの疑似アセンブリー・リストを含むリスト・ファイル
を作成します。

-qlistfmt
最適化の機会を見つけるために役立つコンパイラー・レポートを作成しま
す。

-qreport
特定の最適化で行われた変換を示す情報をリスト・ファイルに挿入します。

-S コンパイルによって作成された .o ファイルのアセンブリー・バージョンを
格納する、.s ファイルを作成します。

-qshowpdf
最適化プロセスが追加のプロファイル情報をコンパイル済みアプリケーショ
ンに挿入できるようにします。showpdf ユーティリティーを使用して、ア
プリケーションのプロファイル情報の一部をテキストまたは XML フォー
マットで表示できます。Profile-Directed Feedback (PDF) について詳しく
は、『プロファイル指示フィードバック』を参照してください。

-qtbtable
プログラムのサイズを削減するオブジェクト・ファイル内のデバッグ・トレ
ースバック情報の量を制限します。 ユーザー・アプリケーションを プロフ
ァイル・ユーティリティーを使用して分析しようとする場合
は、-qtbtable=full を使用します。

パフォーマンスの障害になる可能性があるオプション
アプリケーションによっては、正しい結果あるいは反復可能な結果を得るために、
特定のコンパイラー・オプションの指定が必要になることがあります。通常、これ
らのオプションがコンパイラーに指示する内容は、少数のアプリケーションのみが
必要とする非常に厳密な言語セマンティクスを適用することです。コンパイラーは
そのほかに、言語標準に準拠しないコードのコンパイルを可能にするオプションも
サポートしています。アプリケーションの実行時パフォーマンスの向上を目指して
いる場合には、これらのオプションを使用することは避けてください。これらのオ
プションがデフォルトで使用可能に設定されている場合は、パフォーマンス向上の
ためにこれらのオプションを使用不可に設定する必要があります。-qlistopt を指定
すると、これらのオプションそれぞれの設定値をリスト・ファイルに表示できま
す。

次のリストは、パフォーマンスの障害になる可能性があるオプションの要約です。
各オプションの説明は、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」に記載されて
います。

v -qalias=nostd

v -qcompact

v -qfloat=nosqrt, -qfloat=nostrictmaf, -qfloat=rrm

v -qsimd=noauto

v -qnoprefetch

第 2 章 XL コンパイラー・アプリケーションのチューニング 49



v -qnounroll

v -qsmallstack

v -qstacktemp=[0 または -1 以外の値]

v -qstrict

v -qstrict_induction

v -qstrictieeemod

v -qunwind

v -qxlf2008=checkpresence

v -qzerosize

v -qnoinline
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第 3 章 高度な最適化の概念

アプリケーションと開発サイクルの制約に即して、コマンド行による最適化とチュ
ーニングを適用した後、別名割り当てとインライン化によってアプリケーションの
パフォーマンスをさらに向上させることができます。

別名割り当て
別名は、複数の変数が単一のストレージ域を直接または間接にポイントするときに
使用されます。別名割り当てとは、同じストレージ域をポイントまたは占有する可
能性がある変数について、最適化の際に想定が行われることです。

別名が存在するとき、または最適化プロセスの実行中に別名が発生する可能性があ
るときには、悲観的な別名割り当てが行われます。これが行われると、デッド・ス
トアの除去や、別名が割り当てられた変数に基づくループ変換などの最適化が不可
能になることがあります。また、悲観的な別名割り当てが行われると、コンパイラ
ーは別名を介して行われる変数の変更が失われないように維持する必要があるの
で、余分の負荷がかかり、ストアの使用量が増加する可能性があります。

別名が割り当てられた変数に関連して最適化変換が行われる機会は、別名割り当て
が行われない変数よりも少なくなります。例えば、変数 A、B、および C のすべて
に別名が割り当てられている場合は、A の格納や使用が行われるときに、B および
C の格納や使用も同時に行われるものと想定して (実際にはそうでない場合であっ
ても)、すべての最適化が行われます。いくつかの高位の最適化レベルでは、別名の
分析を改善して、悲観的な別名を除去できます。ただし、どのような場合でも、最
適化変換時に別名を除去できることが保証されないときには、別名をそのまま残し
ておく必要があります。

可能ならば、別名割り当てに関して悲観的な想定が行われるようなプログラミング
手法は使用しないようにします。悲観的な別名割り当ての想定は、最適化変換を制
限する何よりも大きな要因になります。次のような状態は、悲観的な別名割り当て
が行われる原因になります。

v ポインターに変数のアドレスを割り当てる際には、グローバルに可視の変数、お
よびポインターのスコープ内で可視の静的変数を使用して、そのポインターに別
名が割り当てられる可能性があります。

v 参照によって受け渡される仮引数をとるプロシージャーを呼び出す際に、実引数
として使用される変数、およびグローバル変数に対して別名割り当てが行われま
す。

v 共通ブロックおよびモジュール内の変数に関して、ワーストケースの別名割り当
てがコンパイラーによっていくつか想定されます。これらの想定によって最適化
が妨げられる可能性があります。

-qalias など、一部のコンパイラー・オプションが別名割り当てに直接影響を及ぼす
ことがあります。アプリケーション内での別名割り当ての動作をチューニングする
方法について詳しくは、 44 ページの『アプリケーション特性を指定するためのオ
プション』を参照してください。
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インライン化
インライン化は、サブルーチンまたは関数の呼び出しを、呼び出されるサブルーチ
ンまたは関数の本体に呼び出し位置で置き換える処理です。これにより、呼び出し
リンケージのオーバーヘッドが解消され、大幅な最適化の機会が生じます。

例えば、インライン化を使用すれば、コンパイラーは関数本体のサブルーチン・パ
ラメーターを、受け渡される実引数に置き換えることができます。インライン化の
トレードオフとしては、コードが肥大化したり、ソース・コードのデバッグがより
難しくなったりすることがあります。

アプリケーションが小さなプロシージャーの呼び出しを多数含んでいる場合、プロ
シージャー呼び出しのオーバーヘッドによって、アプリケーションの実行時間が大
幅に増大する可能性があります。-qinline コンパイラー・オプションを指定する
と、このオーバーヘッドを削減できます。また、 -p オプションまたは -pg オプシ
ョンとプロファイル作成ツールを使用して、アプリケーションが最も頻繁に呼び出
すサブプログラムを判別し、-qinline を使用してそのサブプログラムの名前をリス
トすることにより、インライン化が行われるようになります。

-qinline オプションは、呼び出し元と呼び出し先のプロシージャーが異なるコンパ
イル単位内にある場合に、インライン化を実行できます。これは、最適化レベル
-O5 のみに適用されます。

# Let the compiler decide what to inline.
xlf95 -O3 -qinline inline.f

# Encourage the compiler to inline particular subprograms.
xlf95 -O3 -qinline+called_100_times:called_1000_times inline.f

注: -qipa=inline は推奨されておらず、現在はサポートされていません。代わりに
-qinline を使用してください。

正しいインライン化レベルの判別
アプリケーションの最適化でよく起こることは過剰なインライン化です。これによ
って大きくなったプログラムを実行すると、キャッシュ・ミスやページ不在が頻繁
に起こるので、実際にはパフォーマンスの低下につながります。 XL コンパイラー
は過剰なインライン化を防止するための安全機能を持っているため、-qinline を指
定するときに、インライン化したいサブプログラムが自動的にインライン化されな
い状況になる場合があります。

-qinline を指定しても特定のサブプログラムのインライン化が行われない場合のよ
くある条件には、次のものがあります。

v 呼び出し元と呼び出し先のプロシージャーが別個のコンパイル単位内にある。こ
の場合は、リンク・ステップで -qinline オプションを使用して、ファイル間の
インライン化を使用可能に設定できます。これは、最適化レベル -O5 のみに適
用されます。

v インライン化によってサブプログラムが特定の限度まで大きくなると、最適化プ
ログラムはそのサブプログラムに対する以降の呼び出しをインライン化しませ
ん。
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v 引数または戻り値の数、サイズ、または型の違いなどのインターフェース・エラ
ーにより、サブプログラム呼び出しのインライン化が行われないことがありま
す。また、呼び出されるプロシージャーに対してインターフェース・ブロックを
使用することもできます。

v 仮引数または自動変数の別名割り当てが実際に行われるか、行われる可能性があ
る場合、インライン化が制限されることがあります。次のケースを考えてくださ
い。

– アプリケーションが呼び出しているプロシージャーへの引数が 31 個を超え
る。

– 呼び出し先プロシージャー内の自動変数が EQUIVALENCE ステートメント
に含まれている。

– 同じ変数引数が、同じ呼び出しの中で複数回受け渡されている。例: CALL

SUB(X,Y,X)

v 計算形 GO TO ステートメントを使用するプロシージャーがあり、対応するス
テートメント・ラベルのいずれかが ASSIGN ステートメント内でも使用されて
いる。

インライン化を制御するサイズ制限を変更する場合は、-qinline=level=n を指定で
きます。 n は 0 から 10 です。値が大きいほど、より多くのインライン化が許可
されます。

リンク時の最適化を実行する際に、C/C++ 関数を Fortran プログラムにインライ
ン化したり、Fortran 関数を C/C++ プログラムにインライン化したりすることが
可能です。 C/C++ コードのコンパイルには IBM XL C/C++ コンパイラーを使用
し、-qinline および IBM XL Fortran でのコンパイルに使用されるものと互換性の
あるオプション・セットを指定する必要があります。
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第 4 章 コード・サイズの管理

たいていの XL コンパイラー・プログラマーにとって、コード・サイズはパフォー
マンス低下の原因とは見なされない場合がほとんどです。それでも場合によって
は、コンパクトなオブジェクト・コードを生成することが、効率の良いコードの生
成と同様に重視されることがあります。

プログラムのサイズが大きすぎると、コードを格納する仮想ストレージのページ
と、データを格納する仮想ストレージのページ間で、実ストレージに競合が起こ
り、全体のパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。命令とデータのキャッ
シュを結合した小さなキャッシュを使用しているシステムでは、コードとデータの
間でキャッシュの衝突が発生してパフォーマンスが低下する可能性もあります。こ
の章では、コードの効率とオブジェクト・モジュールのサイズのバランスを取る方
法について提案するとともに、オブジェクト・モジュールのサイズに影響を及ぼす
可能性があるコンパイラー・オプションを示します。コード・サイズのチューニン
グは、安定したアプリケーションを構築した上で、-O2 以上を指定して最適化を実
行した場合に最も効果があります。

コード・サイズをチューニングする理由は、次のとおりです。

v アプリケーション設計により、限定された実メモリー、命令キャッシュ・スペー
ス、またはディスク・スペースを使用するインプリメンテーションが求められて
いる。

v アプリケーションのロード時に使用されるメモリーが大きすぎて、実メモリーの
コード域とデータ域間で競合が発生し、コードとデータの両方のページインとペ
ージアウトが頻繁に行われる。

v コード内でアクティビティーの高い領域が大きすぎるため、命令キャッシュ・ミ
スおよび命令変換ルックアサイド・バッファー (TLB) ミスがパフォーマンスに
大きな影響を及ぼしている。

v エンド・ユーザーにサービスを提供するホスト上、または実メモリーに制限のあ
るバッチ環境内で、アプリケーションを実行する予定である。

コード・サイズを調整する前に、コード・サイズが実際の問題であるかどうかを判
別することが重要です。非常に大規模なアプリケーションは、アクティビティーの
高い小さなクラスターと、アクセス頻度の低いコードの大きなセクションで成り立
っている傾向があります。ある 1 回の実行中に特定のコード・ページへのアクセス
が行われない場合、そのページはメモリーにロードされないため、パフォーマンス
に悪影響を及ぼすことはありません。アクティビティーの高いコード・セグメント
によって命令キャッシュ・ミスと命令 TLB ミスが起こり、パフォーマンスに大き
な影響が及ぶためにコード・サイズに関連したチューニングを行う場合、このこと
はプログラム構造の改善が必要であること、またはハードウェアがアプリケーショ
ンのリソース要件を満たしていないことを示している可能性があります。

使用可能な量を超える実ストレージをデータが占有する場合、コード・サイズを減
らすと、コードがページインされるときにページアウトされるデータ・ページの数
が少なくなるので、パフォーマンスが改善されることがあります。しかし、この方
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法を実施するよりは、データをブロッキングする方法のほうが、より効率的で簡便
であると考えられます。次のページに進む前に可能な限り完全に各ページのデータ
を処理することにより、データ・ページ・ミスの数を削減することができます。

命令キャッシュとデータ・キャッシュを結合して使用しているマシン用にアプリケ
ーションをコーディングする場合は、この章で後述する手法を適用してパフォーマ
ンスを改善できますが、データ・キャッシュ管理を対象にチューニングを行うほう
が、コード・サイズのチューニングより良い結果を得ることができます。また、特
定のシステムのキャッシュ特性に合わせてコードを高度にチューニングすると、そ
のアプリケーションを別のシステムで実行する場合に、パフォーマンスに予期しな
い影響が及ぶことにも注意してください。

コード・サイズを削減するための手順
アプリケーションのコード・サイズを削減すると、アプリケーションのパフォーマ
ンスを改善する効果が得られることがあります。

コード・サイズを削減するには、次の手順を検討してください。

v 安定したアプリケーションを構築したことを確認した上で、-O2 以上を指定して
コンパイルする。

v パフォーマンス分析ツールを使用して、アクティビティーの高いコード・セグメ
ントを切り分け、該当するコード・セグメントについてパフォーマンスのための
チューニングを行う。既にパフォーマンス分析を実施したアプリケーションに基
づいて、コード・サイズのチューニングに関する決定を行うことにより、アプリ
ケーションのどの部分でコード・サイズのチューニングによる改善効果が得られ
るかを詳しく把握できます。

v コード・サイズの削減に役立つ、-qcompact などのコンパイラー・オプションを
使用する。詳しくは、『コード・サイズに影響を及ぼすコンパイラー・オプショ
ン』を参照してください。また、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」に
記載されている次のオプションを参照してください。

– -qinline

– -qipa の partition パラメーター

– -qunroll

ループのアンロール、インバリアント IF フローティング、インライン化などの最
適化が原因で、コード・サイズが大幅に増大する可能性があるので注意してくださ
い。最適化レベルが高いほど、コード・サイズが増大する量が大きくなります。ア
プリケーションに適した最適化レベルの判別について詳しくは、 1 ページの『第 1
章 アプリケーションの最適化』を参照してください。

コード・サイズに影響を及ぼすコンパイラー・オプション
最適化レベルが高いと、コード・サイズが増大する可能性があります。そのほか
に、パフォーマンスを向上させるさまざまなコンパイラー・オプションの使用によ
って、コードのサイズが増減することがあります。
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-qipa コンパイラー・オプション
-qipa オプションを指定すると、コンパイラーによるプロシージャー間分析 (IPA)
が可能になります。プロシージャー間分析は、プロシージャーと、そのプロシージ
ャーを参照するコード間の関係を分析します。この分析により、プロシージャー内
およびプロシージャー参照全体でさらに高度な最適化を進めることができます。プ
ロシージャー間分析によりコード・サイズが減ると同時に、パフォーマンスが向上
します。ただし場合によっては、IPA インライン化によってコード・サイズが増大
する可能性があります。慎重に判断して使用してください。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスのプロシージャー間分析 (IPA) を参照してくださ
い。

-qinline インライン化オプション
-qinline コンパイラー・オプションを使用すると、コンパイラーがすべてのプロシ
ージャーまたは特定のプロシージャー・リストをインライン化の対象として検討す
るように指定できます。プロシージャーをインライン化すると、アプリケーション
のパフォーマンスが向上することがあります。ただし、プログラムがソース・コー
ド内で多数の場所からプロシージャーを参照している場合、そのプロシージャーを
インライン化すると、コード・サイズが大幅に増大する可能性があります。
-qnoinline を使用すると、プロシージャーのインライン化を完全に使用不可に設定
できます。また、-qinline-<procedure_name> を使用して、インライン化を部分的
に使用不可に設定することもできます。

インライン化によってコード・サイズが必ず増大するとは限りません。非常に小さ
なプロシージャーをたびたび参照するソース・コードの場合は、インライン化によ
ってコード・サイズが減少する可能性があります。これは、インライン化によって
制御転送コードとデータ・インターフェース・コードを除去できるからです。さら
に、インライン化コードにはプロシージャーを参照する引数値の情報があるので、
インライン化が行われた場所では他の最適化が容易になります。また、プロシージ
ャーが非常に小さく、複数の場所から参照されている場合は、インライン化によっ
てコードの局所性が高まり、コードのページングを減らすこともできます。

-qinline 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『-qinline』 を参照してください。

-qhot コンパイラー・オプション
-qhot を指定する際に選択可能なループ分析と最適化によって、コード・サイズが
増大することがあります。お使いのアプリケーションに多数の大規模なループが含
まれており、ループを最適化する余地がある場合、-qhot を指定すると、パフォー
マンスとともにコード・サイズが大幅に増大する可能性があります。コード・サイ
ズが問題になる場合は、-qhot=level=0 を指定すると、最小限の高次変換が実行さ
れます。『高次変換』のトピックには、-qhot を効果的に使用するための詳しい情
報があります。
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-qcompact コンパイラー・オプション
-qcompact コンパイラー・オプションを指定すると、オブジェクト・コードを増大
させる特定の最適化変換を行わないようにコンパイラーに指示できます。-qcompact
を指定してコンパイルすると、次のものを含むさまざまな変換が使用不可に設定さ
れます。

v ループのアンロール

v 複数の命令による固定小数点乗算の拡張

v ストリングとメモリーを操作する一部の関数のインライン拡張。場合によって
は、-qcompact を指定するとインライン化がまったく行われなくなります。

-qcompact を指定すると、アプリケーション内の個々のルーチンのパフォーマンス
と、システム全体のパフォーマンスの間でトレードオフが生じます。変換を抑止す
ると個々のルーチンのパフォーマンスが低下しますが、システム全体のパフォーマ
ンスは向上する可能性があります。これは、プログラムをコンパクトにすれば次に
示すうちのいくつか、またはすべての効果が得られるからです。

v 命令キャッシュ・ミスの減少

v アプリケーション・コードのページに対する TLB ミスの減少

v アプリケーション・コードのページ不在の減少

コード・サイズに影響を及ぼすその他の要因
コンパイラー・オプションのほかに、プログラミングと分析の方法によって、ソー
ス・コードのサイズにさまざまな形で影響が及ぶことがあります。

アクティビティーの高い領域
この章で既に説明した手法を適用した後、さらにコード・サイズを削減するための
戦略は、ユーザーの目的によって異なります。プロファイル作成ツールを使用し
て、プログラム内で使用頻度の高いスポットを見つけ、続いて以下のガイドライン
のいずれか 1 つに従います。

v プログラムのページングを減らすためにコード・サイズを削減したい場合は、使
用頻度の高いスポットでブランチとプロシージャー参照を最小限にすることに重
点を置きます。

v ディスク上のプログラムのファイル・サイズを削減するためにコード・サイズを
削減したい場合は、使用頻度の高いスポットではない 領域に重点を置きます。
使用頻度の高いスポットを含まない、コードを肥大させる最適化箇所をコードか
ら排除します。

計算形 GOTO および CASE 構文
密度の低い計算形 GOTO があると、コード・サイズが大幅に増大する可能性があ
ります。密度の低い計算形 GOTO では、ほとんどのステートメント・ラベルがデ
フォルトを指します。ラベル 10 がデフォルトである場合に、次のような例を考え
てみましょう。

GOTO (10,10,10,10,20,10,10,10,10,30,20,10,10,10,10,
+10,20,10,20,10,20,30,30,10,10,10,10,10,10,20,10,10,...
+10,20,30,10,10,10,30,10,10,10,10,10,10,10,20,10,30) IA(I)

GOTO 10
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30 CONTINUE
! ...
GOTO 10

20 CONTINUE
! ...

10 CONTINUE

数少ないケースですが、次の CASE 構文は機能的には上の例と同じです。 N は、
計算形 GOTO または CASE 構文がテストしている最大の整数値です。

INTEGER IA(10000)
SELECT CASE (IA(I))
CASE DEFAULT

GOTO 10
CASE (5)

GOTO 20
CASE (10)

GOTO 30
CASE (11)

GOTO 20
! ...
CASE (N-10)

GOTO 30
CASE (N-2)

GOTO 20
CASE (N)

GOTO 30
END SELECT

どちらの例でも、コンパイラーはオブジェクト・ファイル内にブランチ・テーブル
を作成します。このテーブルには、1 から N までの可能な値ごとに項目が 1 つず
つ含まれています (ただし N は、テストされる最大の整数値)。プログラムのデー
タ・セクションに、このブランチ・テーブルが格納されます。N が非常に大きい場
合、このテーブルによってオブジェクト・ファイルのサイズが増大し、データ・キ
ャッシュ・ミスへの影響も大きくなります。

少数の CASE を含む CASE 構文を CASE のテスト値に隔たりが大きい状態で使
用すると、コンパイラーはディスパッチ先を適切に定めるために、別のアルゴリズ
ムを選択します。作成されるコードは、機能的に同等な計算形 GOTO よりもコン
パクトになります。コンパイラーは、計算形 GOTO にデフォルトのブランチ点が
あるかどうか判別できないので、範囲内にある任意の値が選択されることを想定し
ます。 CASE 構文では、コンパイラーは構文で指定していない CASE がデフォル
トとして処理されることを想定します。

動的リンクまたは静的リンクを使用した場合のコード・サイズ
動的リンクまたは静的リンクを使用すると、それぞれコードのサイズに影響が及
び、作成されるアプリケーションのパフォーマンスにも影響が及びます。

動的リンクとコード・サイズ

プログラムをリンクする場合、動的リンクのほうが静的リンクよりコンパクトなコ
ードを生成できることがよくあります。動的リンクでは、オブジェクト・ファイル
にライブラリー・プロシージャーは組み込まれません。その代わりに、実行時の参
照によって、オペレーティング・システムはプロシージャーを含む動的ライブラリ
ーを検索し、システム上にあるライブラリーからそのプロシージャーを参照しま
す。複数のプログラム、または単一プログラムの複数のコピーがプロシージャーに
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同時にアクセスする場合であっても、メモリー内にあるプロシージャーのコピーは
ただ 1 つです。このため、ページングのオーバーヘッドを削減できます。ただし、
プログラムが参照するすべてのライブラリーが、アプリケーションの実行環境内に
存在する必要があります。

プログラムが BLAS や ESSL などのハイパフォーマンス・ライブラリーを参照する
場合、これらのプロシージャーはデフォルトでプログラムに動的にリンクされま
す。

静的リンクとコード・サイズ

静的リンクでは、ライブラリー・プロシージャーはアプリケーションのオブジェク
ト・ファイルにバインドされます。このため、オブジェクト・ファイルのサイズが
増えることがあります。プログラムがライブラリーで使用可能なプロシージャーの
ごく一部のみを参照する場合には、静的リンクを使用することで、このライブラリ
ーをユーザーに提供する必要がなくなります。ただし、静的リンクではアプリケー
ションが使用するライブラリーが 1 つのバージョンに固定されるため、アプリケー
ションが異なる環境 (例えば、オペレーティング・システムの異なるレベル) で実行
される状況では、このことが問題になる可能性があります。
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第 5 章 最適化コードのデバッグ

最適化されたプログラムをデバッグすると、特別なユーザビリティー上の問題が生
じます。最適化により、演算順序の変更、コードの追加や除去、変数データ位置の
変更が行われたり、生成されたコードを元のソース・ステートメントに関連付ける
ことが困難になるその他の変換が行われることがあります。

例:

データ位置の問題
最適化されたプログラムでは、必ずしも変数の最新値が存在する場所が明ら
かではありません。例えば、最新の値がレジスターに格納されている場合、
メモリー内の値は現行値ではない可能性があります。大半のデバッガーは変
数に対する保管内容の削除を追跡できないため、デバッガーからはその変数
が更新されていないように見えるか、設定さえも行われていないように見え
る場合があります。これと対照的に、最適化を行わない場合はすべての値が
メモリーに戻されるので、デバッグはより効率的に、より使いやすくなりま
す。

命令スケジューリングの問題
最適化されたプログラムでは、コンパイラーが命令の順序を変更することが
あります。つまり、元のソース・コード内の行の順序に基づいてプログラマ
ーが予想する順序では、命令が実行されない可能性があります。また、ステ
ートメントの命令シーケンスが連続していない可能性もあります。デバッガ
ーでプログラムをステップスルーすると、プログラムは既に実行されたコー
ド行に戻っているように見えることがあります (命令のインターリービン
グ)。

変数値の整理
最適化を行うと、変数の除去や統合が行われることがあります。例えば、プ
ログラムが 2 つの式を使用して、同じ値を 2 つの異なる変数に割り当てて
いる場合、コンパイラーはその代わりに単一の変数を使用することがありま
す。この場合、プログラマーは存在すると思っている変数が、最適化された
プログラムでは使用できなくなっているために、デバッグ機能の使いやすさ
の妨げになります。

プログラムを最適化する一方でデバッグ機能も向上させる方法には次の 2 種類があ
ります。

最適化されていないコードをまずデバッグする
最適化されていないバージョンのプログラムを最初にデバッグしてから、必
要な最適化オプションを指定してそのプログラムを再コンパイルします。こ
の方法で役立ついくつかのコンパイラー・オプションについては、 62 ペー
ジの『最適化におけるデバッグ』を参照してください。

-g レベルを使用する
-g レベル・サブオプションを使用して、有効なデバッグ情報の量を制御す
ることができます。この情報量を増やすとデバッグ機能が向上しますが、一
部の最適化が無効になります。詳しくは、『-g』を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 1990, 2016 61



最適化されたプログラムにおける異なる結果の理解
最適化されたプログラムが最適化プロセスを経ていないプログラムとは異なる結果
を生じる理由のいくつかを次に示します。

v プログラムが無効なコードを含んでいる場合は、最適化されたコードが失敗する
可能性があります。例えば、呼び出されるプロシージャーの共通ブロックにも存
在する実引数をプログラムが渡した場合や、2 つ以上の仮引数が同じ実引数に関
連付けられている場合などには、失敗する可能性があります。最適化プロセス
は、アプリケーションが言語標準に準拠していることを前提とします。

v 最適化なしで機能するプログラムが最適化時に失敗した場合は、プログラムの相
互参照リストと実行フローから、初期化される前に使用される変数を調べてくだ
さい。 -qinitauto=hex_value または -qinitalloc=hex_value オプションでコンパ
イルして、一貫して誤った結果を起こしてみてください。例えば、-qinitauto=FF
を使用すると、「負の非数字」(-NAN) という初期値が REAL および
COMPLEX 変数に与えられます。これらの変数を使用した演算の結果も NAN
値になります。他のビット・パターン (hex_value) の場合はさまざまな結果が考
えられ、その状況についてさらに有力な手掛かりが与えられます。コンパイラー
が行うデフォルト解釈のため、未初期化の変数を含むプログラムは最適化なしで
コンパイルされたとき正しく機能するように見えることがありますが、最適化時
にそのようなプログラムは失敗する可能性があります。同様に、最適化後にプロ
グラムが正しく機能するように見えることがありますが、最適化レベルが低くな
って失敗したり、別の環境で実行されたときに失敗します。-qcheck=unset オプ
ションおよび -qinfo=unset オプションを使用して、初期化されていない変数や
初期化されていない可能性のある変数を検出することもできます。

v 所有関数がスコープから外れた後で自動ストレージ変数をそのアドレスによって
参照すると、新規関数が呼び出されて他の自動変数がスコープに入ったときに上
書きできるメモリー・ロケーションが参照されます。

-g8 オプションまたは -g9 オプションが有効で、最適化レベルが -O2である場合を
除き、ストレージ内の値を調べることが前提となっているデバッグ技法を使用する
際は、注意してください。コンパイラーが共通の式評価を削除したり移動したりし
た可能性があります。また、変数をレジスターに割り当てた結果、変数がストレー
ジにまったく現れないことがあります。

最適化におけるデバッグ
必要な最適化オプションを使用して、プログラムのデバッグとコンパイルを行いま
す。最適化されたプログラムを実稼働環境に移行する前に、プログラムのテストを
実行します。 最適化されたコードが期待した結果を出さなかった場合は、デバッ
グ・セッションで個々の最適化問題の分離を試みることができます。

次のリストは専門情報を提供するオプションを示しています。これらのオプション
は、最適化されたコードのデバッグ時に役立つものです。

-qlist オブジェクト・リストの出力をコンパイラーに指示します。オブジェクト・
リストには、生成された命令、トレースバック・テーブル、およびテキスト
定数の 16 進および疑似アセンブリー表現が含まれます。

-qreport
コンパイラーが実行したループ変換、プログラムの並列化方法、行われたイ
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ンライン化の種類、および他の何らかの変換に関するレポートを作成するよ
うコンパイラーに指示します。リスト・ファイルを生成するに
は、-qhot、-qsmp、-qinline、-qsimd などの少なくとも 1 つの最適化オ
プションとともに、-qreport オプションを指定する必要があります。

-qinfo=HOSTASSOCiation
ホスト関連付けによって初めてアクセスされるエンティティーの通知メッセ
ージを発行します。詳しくは、「-qinfo」を参照してください。

-qinfo=mt
並列コード内の潜在的な同期問題を報告します。詳しくは、「-qinfo」を参
照してください。

-qinfo=unset
使用される自動変数を設定前に検出し、コンパイル時に通知メッセージによ
ってフラグを立てます。詳しくは、「-qinfo」を参照してください。

-qipa=list
IPA 最適化の情報を提供するオブジェクト・リストの出力をコンパイラー
に指示します。

-qcheck
特定のタイプのランタイム検査を実行するコードを生成します。

-qsmp=noopt
SMP コードをデバッグする場合は、-qsmp=noopt を指定すると、コンパ
イラーはコードの並列処理に必要な最小変換のみを行い、最大デバッグ機能
を保持します。

-qkeepparm
最適化時にもプロシージャー・パラメーターがスタックに格納されるように
します。これは実行パフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性があり
ます。そこで、-qkeepparm オプションは、単にそれらの値をスタックに保
存することで、デバッガーなどのツールが入力されるパラメーターの値にア
クセスできるようにします。

-qinitalloc
割り当てられるが、特定の値に初期化されない割り当て可能変数およびポイ
ンター変数すべてを初期化するコードを出力するように、コンパイラーに指
示します。

-qinitauto
すべての自動変数を与えられた値に初期化するコードの出力をコンパイラー
に指示します。

-g、-qdbg
シンボリック・デバッガーで使用するデバッグ情報を生成します。異なる
-g レベルまたは -qdbg レベルを使用して、デバッガー内の選択されたソー
ス・ロケーションでアクセス可能な変数を表示または変更することにより、
最適化されたコードをデバッグすることができます。-g または -qdbg のレ
ベルを高くすると、より詳細なデバッグ・サポートが提供されますが、レベ
ルを低くすると、実行時のパフォーマンスが向上します。詳しくは、-g ま
たは -qdbg を参照してください。
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さらに、SNAPSHOT ディレクティブを使用して、アプリケーション内の各点で一
定の変数がデバッガーに見えるようにすることもできます。詳しくは、
『SNAPSHOT』を参照してください。
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第 6 章 コンパイラーに適したプログラミング手法

最適化プログラムおよびポータビリティーを両方とも念頭においてコンパイラーに
適したコードを作成することは、指定するコンパイル・オプションと同じくらい
に、アプリケーションのパフォーマンスにとって重要です。

一般事例
コードを手作業で最適化する必要はありません。手作業で最適化を行うと、標準的
でない構造が使用されてアプリケーションが行う処理の目的をコンパイラーが認識
しづらくなり、最適化の機会が限定される可能性があります。

プログラムを過大な数の小さな関数に分割しないようにしてください。このように
すると、呼び出しのオーバーヘッドを処理するためにプログラムが費やす時間の割
合が高くなる可能性があります。多数の小さな関数を使用する場合は、-qipa を指
定してコンパイルすると、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができま
す。 -qipa を利用せずに、多くの小さい関数を含むアプリケーションを最適化しよ
うとすると、他の最適化を適用できる範囲が大幅に限定されることがあります。

xlf90 や xlf95 などのコマンド呼び出しを使用してください。これらは -qnosave
を使用します。-qnosave オプションは、すべての変数のデフォルト・ストレージ・
クラスを「自動」に設定します。これにより、最適化を適用できる機会が増えま
す。xlf 呼び出しコマンドを使用して .f ファイル、.F ファイル、.f77 ファイル、ま
たは .F77 ファイルをコンパイルする場合は、デフォルトは -qsave です。f77 およ
び fort77 呼び出しコマンドでも、-qsave がデフォルトで使用されます。他のすべ
ての呼び出しコマンドでは、-qnosave がデフォルトで使用されます。

モジュールを使用して、関連したサブルーチンと関数をグループ化します。

グローバル・ストレージには、共通ブロックの代わりにモジュール変数を使用しま
す。

独立した入出力プロセス、および独立した非同期割り込みプロセスによってデー
タ・オブジェクトにアクセスしたり、データ・オブジェクトを操作したりするすべ
てのコードに、VOLATILE とマークを付けます。例えば、共有変数および共有変数
へのポインターにアクセスするコードにマークを付けます。ただし、VOLATILE オ
ブジェクトにアクセスする際には、コンパイラーは値を常にストレージからロード
するように強制されるので、VOLATILE は最適化の障害になります。したがって、
コードのマーク付けは慎重に行ってください。このマーク付けを行うと、定数伝搬
やインバリアント・コード移動などの高度な最適化が実行できなくなります。

XL コンパイラーは、カスタム・インプリメンテーションや汎用ライブラリーのパフ
ォーマンスを大幅に向上させる、ハイパフォーマンス・ライブラリーをサポートし
ます。
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変数およびポインター
別名割り当てと、変数およびポインターを効果的に利用することによって、パフォ
ーマンスを改善でき、最適化をさらに進めることができます。

別名割り当てに関するすべての規則に従ってください。-qalias=nostd は指定しない
ようにしてください。別名割り当ての詳細と、別名割り当てがパフォーマンスに及
ぼす影響については、 51 ページの『別名割り当て』を参照してください。

グローバル変数とグローバル・ポインターを不必要に使用しないでください (モジ
ュール変数や共通ブロックを含む)。ループ内でグローバル変数とグローバル・ポイ
ンターを使用する場合は、ループの前にこれらをローカル変数にロードし、ループ
の後で元の場所に格納するようにします。ループ本体以外の場所でローカル変数を
使用していなければ、最適化プロセスはコードが実行しようとしている内容を通常
は認識でき、より多くの最適化が可能になります。ループ内のグローバル変数をロ
ーカル変数に置き換えることで、別名割り当てが行われる可能性が低くなります。

仮引数の使用法を記述するには、INTENT ステートメントを使用します。

ALLOCATABLE オブジェクトと POINTER 変数は、動的メモリー割り振りを行
う必要がある場合に限って使用してください。

配列
可能ならば、ループ指標変数と境界にはグローバル変数の代わりにローカル変数を
使用します。

可能ならば、配列または配列セクションの参照先が、連続したストレージ・ブロッ
クになるようにします。不連続なメモリー配列参照がパラメーターとして受け渡さ
れると、コピーイン操作およびコピーアウト操作が行われます。

F2008 配列ポインターまたは想定形状配列を宣言するときに、並んだ配列エレメ
ントが、連続したメモリー内に格納され、他のデータ・オブジェクトによって分離
されないようにするために、CONTIGUOUS 属性を使用できます。
CONTIGUOUS 属性を持つ配列ポインターは、連続するターゲットに関連付けられ
たポインターにのみなることができます。CONTIGUOUS 属性を持つ想定形状配列
は常に連続する配列になりますが、対応する実引数は、連続する引数と不連続の引
数のどちらにもなる可能性があります。対応する実引数が不連続の引数の場合、コ
ンパイラーは一時的な連続する引数を作成することにより、不連続の引数を連続す
る引数に変換します。CONTIGUOUS 属性が使用されると、コンパイラーは、適切
なセマンティック検査を実行し、不適切なコードを検出できるため、最適化された
コードの作成に役立ち、コンパイラーが実行時パフォーマンスおよびストレージ・
レイアウトをさらに最適化できるようになります。 F2008

配列式は単純なものにしてください。これにより、最適化プログラムがアクセス・
パターンを容易に推論でき、指標の計算を完全あるいは部分的に再利用できるよう
になります。

配列間での代入と WHERE 構文を頻繁に使用すると、一時ストレージの増大とルー
プの発生によってパフォーマンスが低下することがあります。 -qlist または
-qreport を使用すると、コードのパフォーマンス特性を把握し、-qhot の適用によ
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って改善効果が得られる箇所を知るために役立ちます。既に -qipa を指定した最適
化を行っている場合は、-qlist リスト・ファイルが上書きされないように、
list=filename オプションを必ず使用してください。

関連情報
v F2008 CONTIGUOUS 属性 F2008

適切な変数サイズの選択
適切な変数サイズを選択することにより、アプリケーションの効率を改善できま
す。

SMP アプリケーションをプログラミングする場合、CONTAINS ステートメントの
使用は、スレッド・ローカル・ストレージを共有する目的のみに限定してくださ
い。

ほとんどの場合、INTEGER(8) をスカラーに対して使用すると、DO ループ、添え
字計算、数値計算、およびオブジェクトを受け渡すときの呼び出し規則の効率が向
上します。ただし、INTEGER(4) に収まる値を持つ大きな配列がコードに含まれて
いる場合は、より小さい同種のパラメーターを使用するほうが、データのロードや
格納のためのメモリー・トラフィックが減り、メモリー効率を実際に向上させるこ
とができます。

アプリケーションに適した最も低い浮動小数点精度を使用してください。精度が高
いとパフォーマンスが低下することがあるので、きわめて高い精度が必要な場合に
限って REAL(16)、または COMPLEX(16) データ型を使用します。

VMX を使用するシステムでは、REAL(4) および -qsimd=auto を使用すると、大
きな浮動小数点型に使用できない短形式のベクトル化が可能になります。VSX を使
用するシステムでは、-qsimd=auto を使用して REAL(8) 型に対するベクトル化が
可能です。

サブモジュール (Fortran 2008)
サブモジュール機能は、モジュールに対してより構造的な機能を提供します。

サブモジュールが含まれたソース・ファイルをコンパイルすると、
ancestormodulename_submodulename.smod という名前のサブモジュール・シンボ
ル・ファイルがサブモジュールごとに生成されます。これらの出力 .smod ファイル
は、下位サブモジュールのコンパイル時に入力として使用するためのものです。

モジュールを使用して、モジュール・プロシージャーのインターフェースを宣言で
き、下位サブモジュールを使用して、これらのモジュール・プロシージャーを実装
できます。これらのプロシージャーの実装が変更されても、これらのインターフェ
ースが同じままである場合、当該モジュールが含まれたファイルを再コンパイルす
る必要はありません。サブモジュールの .smod ファイルは、そのサブモジュールの
下位サブモジュールのみの前提条件です。

サブモジュールは、モジュールまたは別のサブモジュールを拡張して、その下位サ
ブモジュールを持つことができます。下位レベルの下位サブモジュールによって共
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有されている中間レベルにエンティティーを配置できます。これらのエンティティ
ーを変更しても、参照結合によってモジュールからアクセスできるいずれの要素の
解釈も変更できません。大きくて複雑な概念を具体化するモジュールのユーザー
は、その概念のコンポーネントをサブモジュールに分けて編成できます。同時に、
これらのユーザーは、これらのサブモジュールによって共有されているエンティテ
ィーのうち、モジュール・ユーザーに表示されないエンティティーのプライバシー
を守ることができます。また、これらの共有されたエンティティーを中間レベルに
配置することで、これらの一部が変更された場合に、再処理とテストが連鎖的に実
行されることも防止できます。

サブモジュールには参照結合によってアクセスできないため、異なるモジュールの
2 つのサブモジュールは、循環依存関係を生じさせることなく、参照結合を通じて
相互の上位モジュールにアクセスできます。

例

次の例では、下位サブモジュールを持つ 4 つのモジュールと 1 つのメインプログ
ラムを紹介しています。

v モジュール m1 はサブモジュール m1sub を持っています。

v モジュール m2 はサブモジュール m2sub を持っており、このサブモジュールは
サブモジュール m2sub2 を持っています。

v モジュール m3 および m4 は下位サブモジュールを持っていません。

モジュール m1、m2、および m4 は、以下のように定義されています。m2 と m4 は
どちらも、親子結合のスコープ内で m1 を使用します。

MODULE m1
TYPE Base
INTEGER :: i

END TYPE

INTERFACE
MODULE SUBROUTINE sub1(i, b) ! Module procedure interface body for sub1

INTEGER, INTENT(IN) :: i
TYPE(Base), INTENT(IN) :: b

END SUBROUTINE
END INTERFACE

END MODULE

MODULE m2
USE m1 ! Use association of module m1

INTERFACE
REAL MODULE FUNCTION func1() ! Module procedure interface body for func1
END FUNCTION

MODULE FUNCTION func2(b) ! Module procedure interface body for func2
TYPE(Base) :: b
TYPE(Base) :: func2

END FUNCTION
END INTERFACE

END MODULE

MODULE m4
USE m1 ! Use association of module m1
TYPE, EXTENDS(Base) :: NewType
REAL :: j

END TYPE
END MODULE
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モジュール m1 を拡張するサブモジュール m1sub と、モジュール m2 を拡張するサ
ブモジュール m2sub は、以下のように定義されています。 m1sub 内のモジュール
m4 の参照結合は、循環参照を生じさせません。

SUBMODULE (m1) m1sub
USE m4 ! Use association of module m4

CONTAINS
MODULE SUBROUTINE sub1(i, b) ! Implementation of sub1 declared in m1

INTEGER, INTENT(IN) :: i
TYPE(Base), INTENT(IN) :: b
PRINT *, "sub1", i, b

END SUBROUTINE
END SUBMODULE

SUBMODULE (m2) m2sub

CONTAINS
REAL MODULE FUNCTION func1() ! Implementation of func1 declared in m2

func1 = 20
END FUNCTION

END SUBMODULE

自身の親サブモジュール m2sub を拡張する第 3 レベル・サブモジュール m2sub2
は、以下のように定義されています。

SUBMODULE (m2:m2sub) m2sub2

CONTAINS
MODULE FUNCTION func2(b) ! Implementation of func2 declared in m2

TYPE(Base) :: b
TYPE(Base) :: func2
func2 = b

END FUNCTION
END SUBMODULE

モジュール m3 は、以下のように定義されています。型 Base には、m2 内の m1 の
親子結合によって引き続きアクセスできます。

MODULE m3
INTERFACE
SUBROUTINE interfaceSub1(i, b)

USE m1
INTEGER, INTENT(IN) :: i
TYPE(Base), INTENT(IN) :: b

END SUBROUTINE

REAL FUNCTION interfaceFunc1()
END FUNCTION

FUNCTION interfaceFunc2(b)
USE m1
TYPE(Base) :: b
TYPE(Base) :: interfaceFunc2

END FUNCTION
END INTERFACE

TYPE Container
PROCEDURE(interfaceSub1), NOPASS, POINTER :: pp1
PROCEDURE(interfaceFunc1), NOPASS, POINTER :: pp2
PROCEDURE(interfaceFunc2), NOPASS, POINTER :: pp3

END TYPE
END MODULE
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m1、m2、および m3 を使用するプログラム example は、以下のように定義されてい
ます。

PROGRAM example
USE m1
USE m2
USE m3
TYPE(Container) :: c1
c1%pp1 => sub1
c1%pp2 => func1
c1%pp3 => func2

CALL c1%pp1(10, Base(11))
PRINT *, "func1", int(c1%pp2())
PRINT *, "func2", c1%pp3(Base(5))

END PROGRAM

サブモジュール m1sub、m2sub、および m2sub2 が含まれたソース・ファイルをコン
パイルすると、次のサブモジュール・シンボル・ファイルが生成されます。

m1_m1sub.smod
m2_m2sub.smod
m2_m2sub2.smod

関連情報
v サブモジュール

v SUBMODULE 文

v XL Fortran 入力ファイル

v XL Fortran 出力ファイル
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第 7 章 ハイパフォーマンス・ライブラリー

XL Fortran は、以下のハイパフォーマンス数学計算用ライブラリー・セットととも
に提供されています。

v Mathematical Acceleration Subsystem (MASS)。これは、対応する標準システム
の数学ライブラリー・ルーチン全体にパフォーマンス改善をもたらす、チューニ
ング済み数学組み込みルーチンのライブラリー・セットです。 MASS について
は、『Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) ライブラリーの使用』で
説明します。

v Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS)。これらは IBM の Engineering
and Scientific Subroutine Library (ESSL) ライブラリーに含まれているルーチン
のサブセットです。このライブラリーは、PowerPC アーキテクチャー用にチュ
ーニングされた行列/ベクトル乗算関数を提供します。BLAS の関数について
は、 84 ページの『Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) の使用』で説明
します。

ESSL ライブラリーを使用してアプリケーションをリンクする場合は、-qessl を使
用すれば、IPA は最適化プログラムが ESSL ルーチンを自動的に使用するようにし
ます。

Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) ライブラリーの使用
XL Fortran は、ハイパフォーマンス数学計算の Mathematical Acceleration
Subsystem (MASS) ライブラリー・セットを同梱して出荷されています。

MASS ライブラリーは、スカラー Fortran ルーチンのライブラリー ( 72 ページの
『スカラー・ライブラリーの使用』を参照)、特定のアーキテクチャー用に調整され
たベクトル・ライブラリーのセット ( 74 ページの『ベクトル・ライブラリーの使
用』を参照)、および特定のアーキテクチャー用に調整された SIMD ライブラリー
のセット ( 79 ページの『SIMD ライブラリーの使用』を参照) から構成されます。
スカラーとベクトルの両方のライブラリーに含まれている関数は、ある最適化のレ
ベルで自動的に呼び出されますが、ユーザーがプログラム内で明示的に呼び出すこ
とも可能です。MASS 関数とシステム・ライブラリー関数では、正確性と例外処理
が異なる場合がありますのでご注意ください。

MASS 関数は、デフォルトの丸めモードで、浮動小数点例外トラッピングを設定し
て実行する必要があります。

プログラムを下記のいずれかのオプション・セットを使ってコンパイルするとき
は、

v -qhot -qnostrict

v -qhot -O3 -qstrict=nolibrary

v -qhot -O3

v -O4

v -O5

© Copyright IBM Corp. 1990, 2016 71



コンパイラーは、等価 MASS ベクトル関数 (関数 vatan2、vsatan2、vdnint、
vdint、vcosisin、vscosisin、vqdrt、vsqdrt、vrqdrt、vsrqdrt、vpopcnt4、
vpopcnt8、vexp2、vexp2m1、vsexp2、vsexp2m1、vlog2、vlog21p、vslog2、および
vslog21p を例外として) の呼び出しによって、自動的にシステム数学関数に対する
ベクトル化呼び出しを試みます。ベクトル化できない場合は、自動的に、等価
MASS スカラー関数の呼び出しを試行します。自動ベクトル化または自動スカラー
化の場合、コンパイラーは XLOPT ライブラリー libxlopt.a に含まれている
MASS 関数のバージョンを使用します。

前述のオプション・セットに加えて、-qipa オプションが有効になっているときに
コンパイラーがベクトル化できないと、MASS スカラー関数のインライン化を試行
してから呼び出しを決定します。

83 ページの『MASS を使用するプログラムのコンパイルとリンク』では、MASS
ライブラリーを使用するプログラムのコンパイル方法とリンク方法、ならびに
MASS スカラー・ライブラリー関数を通常のシステム・ライブラリー関数と連携し
て選択的に使用する方法について説明します。

関連外部情報
 

Mathematical Acceleration Subsystem の Web サイト、
http://www.ibm.com/software/awdtools/mass/ からアクセス可能

スカラー・ライブラリーの使用
MASS スカラー・ライブラリー libmass.a には、対応する標準システム・ライブラ
リー関数よりもパフォーマンスが向上した、頻繁に使用される数学組み込み関数の
高速化セットが含まれています。 MASS スカラー関数は、 libmass.a を明示的に
リンクする場合に使用されます。

明示的に MASS スカラー関数を呼び出したい場合は、以下のステップを実行しま
す。

1. MASS スカラー・ライブラリー libmass.a をアプリケーションにリンクしま
す。手順については、 83 ページの『MASS を使用するプログラムのコンパイ
ルとリンク』を参照してください。

2. XL Fortran はすべての MASS スカラー・ルーチン (ステップ 3 にリストされ
ているものを除く) を組み込み関数として認識するため、明示的なインターフェ
ース・ブロックは必要ありません。ステップ 3 にリストされた関数のインター
フェース・ブロックを提供するには、ソース・ファイルに mass.include を組み
込みます。

3. 以下の関数のソース・ファイルに mass.include を組み込みます。
v acosf、acoshf、asinf、asinhf、atan2f、atanf、atanhf、 cbrt、cbrtf、

copysign、copysignf、cosf、coshf、cosisin、 erff、erfcf、expf、
expm1f、hypotf、 lgammaf、logf、log10f、log1pf、 rsqrt、sinf、
sincos、sinhf、tanf、tanhf、および x**y

倍精度の結果を 2 つ戻す sincos 以外の MASS スカラー関数は、倍精度のパラメ
ーターを受け入れて倍精度の結果を戻すか、単精度のパラメーターを受け入れて単
精度の結果を戻します。これらの MASS スカラー関数の要約を 73 ページの表 14
に示します。
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表 14. MASS スカラー関数

倍精度関数 単精度関数 引数 説明

acos acosf (x) x のアークコサインを返す

acosh acoshf (x) x の双曲線アークコサインを返す

anint (x) x の丸めた整数値を返す

asin asinf (x) x のアークサインを返す

asinh asinhf (x) x の双曲線アークサインを返す

atan2 atan2f (x,y) x/y のアークタンジェントを返す

atan atanf (x) x のアークタンジェントを返す

atanh atanhf (x) x の双曲線アークタンジェントを返す

cbrt cbrtf (x) x の立方根を返す

copysign copysignf (x,y) 符号 y を持つ x を返す

cos cosf (x) x のコサインを返す

cosh coshf (x) x の双曲線コサインを返す

cosisin (x) 実数部が x のコサインで虚数部が x のサ
インである複素数を返す

dnint (x) x (倍数) の最も近い整数を返す

erf erff (x) x の誤差関数を返す

erfc erfcf (x) x の相補誤差関数を返す

exp expf (x) x の指数関数を返す

expm1 expm1f (x) (x の指数関数) を返す - 1

hypot hypotf (x,y) (x2 + y2) の平方根を返す

lgamma lgammaf (x) x のガンマ関数の絶対値の自然対数を返す

log logf (x) x の自然対数を返す

log10 log10f (x) x の常用対数を返す

log1p log1pf (x) (x + 1) の自然対数を返す

rsqrt (x) x の平方根の逆数を返す

sin sinf (x) x のサインを返す

sincos (x,s,c) s を x のサインに、c を x のコサインに
設定する

sinh sinhf (x) x の双曲線サインを返す

sqrt (x) x の平方根を返す

tan tanf (x) x のタンジェントを返す

tanh tanhf (x) x の双曲線タンジェントを返す

x**y (x,y) x の y 乗を返す

MASS ライブラリー・インターフェースには、以下の機能が含まれています。

v スカラー関数は汎用インターフェースを備えているため、同じ名前 (旧バージョ
ンの real*8 関数に使用されていた名前) を real*4 引数または real*8 引数を使
用して呼び出すことができます。

v スカラー関数には、pure マークが付けられています。これらは pure プロシー
ジャーから呼び出すことができます。

第 7 章 ハイパフォーマンス・ライブラリー 73



v スカラー関数には、elemental マークが付けられています。このため、スカラー
関数を、配列引数を使用して呼び出して、すべての配列エレメントに適用できま
す。

v この引数の目的を指定することで、コンパイラー・エラー・チェックを支援しま
す。

次の例は、acos スカラー関数および acosf スカラー関数の XL Fortran インター
フェース宣言を示しています。

INTERFACE acos
PURE ELEMENTAL REAL*8 FUNCTION acos (x)
REAL*8, value :: x

END FUNCTION

PURE ELEMENTAL REAL*4 FUNCTION acosf (x)
REAL*4, value :: x

END FUNCTION
END INTERFACE

次の例は、 rsqrt スカラー関数の XL Fortran インターフェース宣言を示していま
す。

INTERFACE
! Returns the reciprocal of the square root of x.
REAL(8) FUNCTION rsqrt(x)
REAL(8), value :: x

END FUNCTION
END INTERFACE

大部分のスカラー MASS 関数は、real*4 引数を指定した場合と real*8 引数を指定
した場合の 2 通りの実装が可能であり、それぞれで最適なパフォーマンスを得られ
るように調整されていますが、cosisin 関数、rsqrt 関数、および sincos 関数に
は real*8 バージョンしかありません。これらの関数には、mass.include で real*8
インターフェースしかありませんが、real*4 引数または real*8 引数を使用して呼び
出すことができるため、正常に動作します。

注:

v 三角関数 (sin、cos、tan) は、大きな引数 (絶対値が 250 パイより大きい) の場
合は NaN (数値ではない) を戻します。

v 場合によっては、MASS 関数は libm.a ライブラリー内の関数ほど精度が高くな
いため、異なる方法で境界ケースを処理することがあります (例: sqrt(Inf))。

v libm.a との正確度の比較については、Mathematical Acceleration Subsystem
Web サイトの「製品サポート・コンテンツ」セクションにある Product
documentation (manuals) を参照してください。

関連外部情報
 

Mathematical Acceleration Subsystem の Web サイト、
http://www.ibm.com/software/awdtools/mass/ からアクセス可能

ベクトル・ライブラリーの使用
明示的に MASS ベクトル関数を呼び出したい場合は、massv.include をソース・フ
ァイルに含めて、アプリケーションを適切なベクトル・ライブラリーにリンクさせ
ることで行うことができます。リンクの方法に関する情報は、 83 ページの『MASS
を使用するプログラムのコンパイルとリンク』にあります。
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XL Fortran に付属のベクトル・ライブラリーは以下のとおりです。

libmassv.a
任意のサポート対象の POWER® プロセッサーで稼働する汎用ベクトル・ラ
イブラリー。アプリケーションでこのポータビリティーが必要ない場合は、
最大のパフォーマンスを得るために、以下に示す適切なアーキテクチャー固
有のライブラリーを使用します。

libmassvp8.a
POWER8® アーキテクチャー用に調整された関数が含まれています。

ベクトル・ライブラリーに含まれている、単精度と倍精度の浮動小数点関数につい
ては、 76 ページの表 15 にまとめられています。ベクトル・ライブラリーに含ま
れている整数関数については、 77 ページの表 16 にまとまられています。

いくつかの関数を除いて (下記を参照)、ベクトル・ライブラリー内のすべての浮動
小数点関数は次の 3 つの引数を受け入れます。

v 倍精度 (倍精度関数用) または単精度 (単精度関数用) のベクトル出力引数。

v 倍精度 (倍精度関数用) または単精度 (単精度関数用) のベクトル入力引数。

v 整数ベクトル長引数。

関数の形式は次のとおりです。

function_name (y,x,n)

y はターゲット・ベクトル、x はソース・ベクトル、n はベクトルの長さです。引
数 y および x は、接頭部 v を持つ関数では倍精度、接頭部 vs を持つ関数では単
精度とみなされます。例えば、以下のコードは、エレメントが exp(x(i)) (i=1,...,500)
である、長さ 500 のベクトル y を出力します。

include 'massv.include'

real(8) x(500), y(500)
integer n
n = 500
...
call vexp (y, x, n)

関数 vdiv、vsincos、vpow、および vatan2 (およびそれらの単精度バージョン、
vsdiv、vssincos、vspow、および vsatan2) は、4 つの引数をとります。関数
vdiv、vpow、および vatan2 は、引数 (z,x,y,n) をとります。関数 vdiv は、ベクト
ル z を出力します。エレメントは、x(i)/y(i) (i=1,...,n) です。関数 vpow は、ベク
トル z を出力します。エレメントは、x(i)y(i) (i=1,..,n) です。関数 vatan2 は、ベク
トル z を出力します。エレメントは、atan(x(i)/y(i)) (i=1,..,n) です。関数 vsincos
は、引数 (y、z、x、n) をとり、2 つのベクトル (y と z) を出力します。これらの
エレメントはそれぞれ sin(x(i)) と cos(x(i)) です。

vcosisin(y,x,n) および vscosisin(y,x,n) では、x は n 個のエレメントのベクト
ルであり、関数は、(cos(x(i)),sin(x(i))) 形式の n 個の complex(8)(vcosisin の場
合) または complex(4)(vscosisin の場合) エレメントのベクトル y を出力しま
す。
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表 15. MASS 浮動小数点ベクトル・ライブラリー関数

倍精度関数 単精度関数 引数 説明

vacos vsacos (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のアークコサインに設
定する

vacosh vsacosh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の双曲線アークコサイ
ンに設定する

vasin vsasin (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のアークサインに設定
する

vasinh vsasinh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のアーク双曲線サイン
に設定する

vatan2 vsatan2 (z,x,y,n) i=1,..,n の場合に、z(i) を x(i)/y(i) のアークタンジェ
ントに設定する

vatanh vsatanh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のアーク双曲線タンジ
ェントに設定する

vcbrt vscbrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の立方根に設定する

vcos vscos (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のコサインに設定する

vcosh vscosh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の双曲線コサインに設
定する

vcosisin vscosisin (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) の実数部を x(i) のコサイン
に、y(i) の虚数部を x(i) のサインに設定する

vdint (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の整数切り捨てに設定
する

vdiv vsdiv (z,x,y,n) i=1,..,n の場合に、z(i) を x(i)/y(i) に設定する

vdnint (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) に最も近い整数に設定
する

verf vserf (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の誤差関数に設定する

verfc vserfc (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の相補誤差関数に設定
する

vexp vsexp (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の指数関数に設定する

vexp2 vsexp2 (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の 2 のべき乗に設定す
る

vexpm1 vsexpm1 (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を (x(i) の指数関数)-1 に設定
する

vexp2m1 vsexp2m1 (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を (x(i) の 2 のべき乗) - 1 に
設定する

vhypot vshypot (z,x,y,n) i=1,..,n の場合に、z(i) を x(i) の二乗と y(i) の二乗の
合計の平方根に設定する

vlog vslog (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の自然対数に設定する

vlog2 vslog2 (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の対数 (底 2) に設定
する

vlog10 vslog10 (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の対数 (底 10) に設定
する

vlog1p vslog1p (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を (x(i)+1) の自然対数に設定
する
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表 15. MASS 浮動小数点ベクトル・ライブラリー関数 (続き)

倍精度関数 単精度関数 引数 説明

vlog21p vslog21p (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を (x(i)+1) の対数 (底 2) に設
定する

vpow vspow (z,x,y,n) i=1,..,n の場合に、z(i) を x(i) の y(i) 乗に設定する

vqdrt vsqdrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の 4 乗根に設定する

vrcbrt vsrcbrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の立方根の逆数に設定
する

vrec vsrec (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の逆数に設定する

vrqdrt vsrqdrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の 4 乗根の逆数に設定
する

vrsqrt vsrsqrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の平方根の逆数に設定
する

vsin vssin (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のサインに設定する

vsincos vssincos (y,z,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のサインに、z(i) を
x(i) のコサインに設定する

vsinh vssinh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の双曲線サインに設定
する

vsqrt vssqrt (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の平方根に設定する

vtan vstan (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) のタンジェントに設定
する

vtanh vstanh (y,x,n) i=1,..,n の場合に、y(i) を x(i) の双曲線タンジェント
に設定する

整数関数の形式は function_name (x, n) です。 x は 4 バイト (vpopcnt4 用) また
は 8 バイト (vpopcnt8 用) の数値オブジェクト (整数または浮動小数点) のベクト
ル、n はベクトルの長さです。

表 16. MASS 整数ベクトル・ライブラリー関数

関数 説明 インターフェース

vpopcnt4 合計数の 1 ビットをバイナリー表記 x(i) (ただし
i=1,...,n) の連結で戻します。ここで x は 32 ビットのオ
ブジェクトのベクトルです。

integer*4 function vpopcnt4 (x, n)
integer*4 x(*), n

vpopcnt8 合計数の 1 ビットをバイナリー表記 x(i) (ただし
i=1,...,n) の連結で戻します。ここで x は 64 ビットのオ
ブジェクトのベクトルです。

integer*4 function vpopcnt8 (x, n)
integer*8 x(*)
integer*4 n

次の例は、いくつかの MASS 単精度関数および倍精度関数用の XL Fortran イン
ターフェース宣言です。

INTERFACE vsqrt
! Sets y(i) to the square root of x(i), for i=1,...,n
PURE SUBROUTINE vsqrt (y, x, n)
REAL*8, INTENT(OUT) :: y(*)
REAL*8, INTENT(IN) :: x(*)
INTEGER*4, INTENT(IN) :: n

END SUBROUTINE

PURE SUBROUTINE vssqrt (y, x, n)
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REAL*4, INTENT(OUT) :: y(*)
REAL*4, INTENT(IN) :: x(*)
INTEGER*4, INTENT(IN) :: n

END SUBROUTINE
END INTERFACE

入力ベクトルと出力ベクトルのオーバーラップ

大部分のアプリケーションでは MASS ベクトル関数は相互に素 (disjoint) の入力お
よび出力ベクトルを使って呼び出されます。これにより 2 つのベクトルがメモリー
内でオーバーラップすることはありません。別の一般的な使用シナリオでは、入力
パラメーターと出力パラメーターの両方に対し、同じベクトルを指定して呼び出さ
れます(例えば、vsin (y, y, n))。他の種類のオーバーラップ (入力および出力ベク
トルが相互に素でも同一でもない) は、予期しない結果を生じることがあるため、
使用しないようにしてください。

v 1 つの入力ベクトルと 1 つの出力ベクトル (例えば、vsin (y, x, n)) を受け取
るベクトル関数の呼び出しは以下のことに注意します。

ベクトル x(1:n) と y(1:n) は、相互に素または同一でなければなりません。そ
うでないと、予期しない結果となる場合があります。

v 2 つの入力ベクトル (例えば、vatan2 (y, x1, x2, n)) を受け取るベクトル関数
の呼び出しには以下に注意します。

両方のベクトルのペア y、x1 および y、x2 に対して直前の制限が適用されま
す。つまり、y(1:n) および x1(1:n) は相互に素または同一でなければなりませ
ん。また、y(1:n) および x2(1:n) も相互に素または同一でなければなりませ
ん。

v 2 つの出力ベクトル (例えば、vsincos (y1, y2, x, n)) を受け取るベクトル関
数の呼び出しには以下に注意します。

両方のベクトルのペア y1、x および y2、x に対して上記の制限が適用されま
す。つまり、y1(1:n) および x(1:n) は相互に素または同一でなければなりませ
ん。また、y2(1:n) および x(1:n) も相互に素または同一でなければなりませ
ん。また、ベクトル y1(1:n) と y2(1:n) は相互に素でなければなりません。

入力ベクトルおよび出力ベクトルの位置合わせ

POWER8 のベクトル・ライブラリーから最高のパフォーマンスを得るには、入力ベ
クトルと出力ベクトルを 8 バイト (さらに良くするには 16 バイト) 境界上で位置
合わせします。

MASS ベクトル関数の整合性

MASS ベクトル・ライブラリーのすべての関数は、ベクトルの位置、ベクトル長に
関係なく、一定の入力値では常時同じ結果になるという意味では一貫性がありま
す。

関連外部情報
 

Mathematical Acceleration Subsystem の Web サイト、
http://www.ibm.com/software/awdtools/mass/ からアクセス可能
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SIMD ライブラリーの使用
MASS SIMD ライブラリー libmass_simdp8.a には、頻繁に使用される数学組み込
み関数のセットが含まれています。このセットにより、対応する標準システム・ラ
イブラリー関数よりもパフォーマンスが改善されます。MASS SIMD 関数を使用す
る場合、以下のようにして使用できます。

1. ソース・ファイルに mass_simd.include をインクルードすることにより、各関
数のインターフェースを指定します。

2. アプリケーションを MASS SIMD ライブラリー libmass_simdp8.a とリンクし
ます。手順については、 83 ページの『MASS を使用するプログラムのコンパ
イルとリンク』を参照してください。

単精度 MASS SIMD 関数は、単精度引数を受け入れ、単精度の結果を返します。
同様に、倍精度 MASS SIMD 関数は、倍精度引数を受け入れ、倍精度の結果を返
します。これらの MASS スカラー関数の要約を 表 17 に示します。

表 17. MASS SIMD 関数

倍精度関
数

単精度関
数

説明 倍精度関数インターフェース 単精度関数インターフェース

acosd2 acosf4 vx の各エレメ
ントのアークコ
サインを計算す
る

vector(real(8)) function acosd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function acosf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

acoshd2 acoshf4 vx の各エレメ
ントのアーク双
曲線コサインを
計算する

vector(real(8)) function acoshd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function acoshf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

asind2 asinf4 vx の各エレメ
ントのアークサ
インを計算する

vector(real(8)) function asind2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function asinf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

asinhd2 asinhf4 vx の各エレメ
ントのアーク双
曲線サインを計
算する

vector(real(8)) function asinhd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function asinhf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

atand2 atanf4 vx の各エレメ
ントのアークタ
ンジェントを計
算する

vector(real(8)) function atand2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function atanf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

atan2d2 atan2f4 vx/vy の各エレ
メントのアーク
タンジェントを
計算する

vector(real(8)) function atan2d2(vx,vy)
vector(real(8)), value :: vx, vy

vector(real(4)) function atan2f4(vx,vy)
vector(real(4)), value :: vx, vy

atanhd2 atanhf4 vx の各エレメ
ントのアーク双
曲線タンジェン
トを計算する

vector(real(8)) function atanhd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function atanhf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

cbrtd2 cbrtf4 vx の各エレメ
ントの立方根を
計算する

vector(real(8)) function cbrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function cbrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx
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表 17. MASS SIMD 関数 (続き)

倍精度関
数

単精度関
数

説明 倍精度関数インターフェース 単精度関数インターフェース

cosd2 cosf4 vx の各エレメ
ントのコサイン
を計算する

vector(real(8)) function cosd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function cosf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

coshd2 coshf4 vx の各エレメ
ントの双曲線コ
サインを計算す
る

vector(real(8)) function coshd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function coshf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

cosisind2 cosisinf4 x の各エレメン
トのコサインお
よびサインを計
算し、次のよう
に結果を y お
よび z に保管
する

cosisind2 (x,

y, z) は、y の
エレメントを
cos(x1),

sin(x1) に設定
し、z のエレメ
ントを
cos(x2),

sin(x2) に設定
する。ここで、
x1, x2 は x

のエレメント

cosisinf4

(x,y,z) は、y

のエレメントを
cos(x1),

sin(x1),

cos(x2),

sin(x2) に設定
し、z のエレメ
ントを
cos(x3),

sin(x3),

cos(x4),

sin(x4) に設定
する。ここで、
x1, x2, x3, x4

は x のエレメ
ント

subroutine cosisind2 (x, y, z)
vector(real(8)), value :: x
vector(real(8)) y, z

subroutine cosisinf4 (x, y, z)
vector(real(4)), value :: x
vector(real(4)) y, z

divd2 divf4 商 vx/vy を計
算する

vector(real(8)) function divd2(vx, vy)
vector(real(8)), value :: vx, vy

vector(real(4)) function divf4(vx, vy)
vector(real(4)), value :: vx, vy
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表 17. MASS SIMD 関数 (続き)

倍精度関
数

単精度関
数

説明 倍精度関数インターフェース 単精度関数インターフェース

erfcd2 erfcf4 vx の各エレメ
ントの補完的な
誤差関数を計算
する

vector(real(8)) function erfcd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function erfcf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

erfd2 erff4 vx の各エレメ
ントの誤差関数
を計算する

vector(real(8)) function erfd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function erff4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

expd2 expf4 vx の各エレメ
ントの指数関数
を計算する

vector(real(8)) function expd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function expf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

exp2d2 exp2f4 vx の各エレメ
ントの 2 のべ
き乗を計算する

vector(real(8)) function exp2d2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function exp2f4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

expm1d2 expm1f4 (vx の各エレメ
ントの指数関
数) - 1 を計算
する

vector(real(8)) function expm1d2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function exp2m1f4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

exp2m1d2 exp2m1f4 (vx の各エレメ
ントの 2 のべ
き乗) - 1 を計
算する

vector(real(8)) function exp2m1d2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function exp2m1f4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

hypotd2 hypotf4 vx の各エレメ
ントおよび対応
する vy のエレ
メントについ
て、sqrt(vx*vx

+vy*vy) を計算
する

vector(real(8)) function hypotd2(vx,vy)
vector(real(8)), value :: vx, vy

vector(real(4)) function hypotf4(vx,vy)
vector(real(4)), value :: vx, vy

lgammad2 lgammaf4 vx の各エレメ
ントのガンマ関
数の絶対値の自
然対数を計算す
る

vector(real(8)) function lgammad2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function lgammaf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

logd2 logf4 vx の各エレメ
ントの自然対数
を計算する

vector(real(8)) function logd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function logf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

log2d2 log2f4 vx の各エレメ
ントの対数 (底
2) を計算する

vector(real(8)) function log2d2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function log2f4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

log10d2 log10f4 vx の各エレメ
ントの対数 (底
10) を計算する

vector(real(8)) function log10d2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function log10f4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

log1pd2 log1pf4 (vx +1) の各エ
レメントの自然
対数を計算する

vector(real(8)) function log1pd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function log1pf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx
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表 17. MASS SIMD 関数 (続き)

倍精度関
数

単精度関
数

説明 倍精度関数インターフェース 単精度関数インターフェース

log21pd2 log21pf4 (vx +1) の各エ
レメントの対数
(底 2) を計算
する

vector(real(8)) function log21pd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function log21pf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

powd2 powf4 vx の各エレメ
ントを、対応す
る vy のエレメ
ントで累乗した
数を計算する

vector(real(8)) function powd2(vx, vy)
vector(real(8)), value :: vx, vy

vector(real(4)) function powf4(vx, vy)
vector(real(4)), value :: vx, vy

qdrtd2 qdrtf4 vx の各エレメ
ントの 4 乗根
を計算する

vector(real(8)) function qdrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function qdrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

rcbrtd2 rcbrtf4 vx の各エレメ
ントの立方根の
逆数を計算する

vector(real(8)) function rcbrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function rcbrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

recipd2 recipf4 vx の各エレメ
ントの逆数を計
算する

vector(real(8)) function recipd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function recipf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

rqdrtd2 rqdrtf4 vx の各エレメ
ントの 4 乗根
の逆数を計算す
る

vector(real(8)) function rqdrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function rqdrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

rsqrtd2 rsqrtf4 vx の各エレメ
ントの平方根の
逆数を計算する

vector(real(8)) function rsqrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function rsqrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

sincosd2 sincosf4 vx の各エレメ
ントのサインお
よびコサインを
計算する

subroutine sincosd2(vx, vs, vc)
vector(real(8)), value :: vx
vector(real(8)) vs, vc

subroutine sincosf4(vx, vs, vc)
vector(real(4)), value :: vx
vector(real(4)) vs, vc

sind2 sinf4 vx の各エレメ
ントのサインを
計算する

vector(real(8)) function sind2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function sinf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

sinhd2 sinhf4 vx.i の各エレメ
ントの双曲線サ
インを計算する

vector(real(8)) function sinhd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function sinhf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

sqrtd2 sqrtf4 vx の各エレメ
ントの平方根を
計算する

vector(real(8)) function sqrtd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function sqrtf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

tand2 tanf4 vx の各エレメ
ントのタンジェ
ントを計算する

vector(real(8)) function tand2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function tanf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx

tanhd2 tanhf4 vx の各エレメ
ントの双曲線タ
ンジェントを計
算する

vector(real(8)) function tanhd2(vx)
vector(real(8)), value :: vx

vector(real(4)) function tanhf4(vx)
vector(real(4)), value :: vx
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MASS SIMD ライブラリー・インターフェースには、以下の機能が含まれていま
す。

v SIMD 関数には、pure マークが付けられています。これらは pure プロシージ
ャーから呼び出すことができます。

v この引数の目的を指定することで、コンパイラー・エラー・チェックを支援しま
す。

次の例は、いくつかの MASS SIMD ライブラリー関数の XL Fortran インターフ
ェース宣言を示しています。

INTERFACE
PURE VECTOR(REAL*4) FUNCTION acosf4 (x)
VECTOR(REAL*4), value :: x

END FUNCTION

PURE VECTOR(REAL*4) FUNCTION atan2f4 (x,y)
VECTOR(REAL*4), value :: x,y

END FUNCTION

PURE SUBROUTINE sincosf4 (x,s,c)
VECTOR(REAL*4), value :: x
VECTOR(REAL*4), INTENT(OUT) :: s,c
END SUBROUTINE

END INTERFACE

MASS を使用するプログラムのコンパイルとリンク
次の MASS ライブラリーの関数を呼び出すアプリケーションをコンパイルするに
は、-l リンク・オプションで対応するライブラリー名を指定します。

表 18. スカラー、ベクトル、および SIMD の MASS ライブラリー

MASS ライブラリー ライブラリー名

スカラー・ライブラリー mass

ベクトル・ライブラリー massv または massvp8

SIMD ライブラリー mass_simdp8

例えば、MASS ライブラリーがデフォルト・ディレクトリーにインストールされて
いる場合は、以下のいずれかのコマンドを使用できます。

オブジェクト・ファイル progf をスカラー・ライブラリー libmass.a およびベク
トル・ライブラリー libmassv.a とリンク

xlf progf.f -o progf -lmass -lmassv

オブジェクト・ファイル progf を SIMD ライブラリー libmass_simdp8.a とリン
ク

xlf progf.f -o progf -lmass_simdp8

数学システム・ライブラリーでの libmass.a の使用
一部の関数用に libmass.a スカラー・ライブラリーを、その他の関数用に標準の数
学ライブラリー libm.a を使用したい場合は、以下の手順に従ってプログラムをコ
ンパイルおよびリンクします。

1. ar コマンドを使用して、必要な関数のオブジェクト・ファイルを libmass.a か
ら抽出します。大半の関数では、オブジェクト・ファイル名は、関数名の後に

第 7 章 ハイパフォーマンス・ライブラリー 83



.s64.o を付けたものになります。1 例えば、tan 関数用のオブジェクト・ファ
イルを抽出するためのコマンドは次のとおりです。

ar -x tan.s64.o libmass.a

2. 抽出したオブジェクト・ファイルを別のライブラリーにアーカイブする場合は以
下になります。

ar -qv libfasttan.a tan.s64.o
ranlib libfasttan.a

3. -lmass の代わりに -lfasttan を指定して、xlf を使用して、最終的な実行可能フ
ァイルを作成します。

xlf sample.f -o sample -Ldir_containing_libfasttan -lfasttan

これは、tan 関数のみを MASS (現在は libfasttan.a 内にある) にリンクする
もので、数学関数の残りは標準システム・ライブラリーからになります。

例外:

1. sin 関数と cos 関数は、両方ともオブジェクト・ファイル sincos.s64.o に含ま
れています。cosisin 関数と sincos 関数は、両方ともオブジェクト・ファイル
cosisin.s64.o に含まれています。

2. XL Fortran ** (指数) 演算子は、オブジェクト・ファイル dxy.s64.o に含まれ
ています。

注: cos 関数と sin 関数は、一方がエクスポートされると両方ともエクスポートさ
れます。 cosisin 関数と sincos 関数は、一方がエクスポートされると両方ともエ
クスポートされます。

Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) の使用
Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) 関数は libxlopt ライブラリーにあ
り、XL Fortran に付属して出荷されます。

関数は以下から成り立っています。

v SGEMV (単精度) および DGEMV (倍精度)。これらは一般行列またはその移項
に、行列ベクトルの積を計算します。

v SGEMM (単精度) および DGEMM (倍精度)。これらは一般行列またはその移項
について、複合行列乗算および加算を行います。

注: いくつかのエラー処理コードが libxlopt の BLAS 関数から取り外されて、こ
れらの関数の呼び出しに対するエラー・メッセージは出されません。

XL Fortran BLAS 関数のインターフェースについては、 85 ページの『BLAS 関数
構文』で説明します。これらの関数は、IBM の Engineering and Scientific
Subroutine Library (ESSL) で出荷される同等の BLAS 関数のインターフェースに
類似しています。これらの関数の詳細情報および使用例については、Engineering
and Scientific Subroutine Library (ESSL) and Parallel ESSL Web ページの
「Engineering and Scientific Subroutine Library Guide and Reference」を参考にして
ください。
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サード・パーティーの BLAS ライブラリーも使用している場合は、 87 ページの
『libxlopt ライブラリーへのリンク』 で XL Fortran libxlopt ライブラリーへの
リンク方法について説明します。

BLAS 関数構文
SGEMV および DGEMV 関数のインターフェースは、次のとおりです。

CALL SGEMV(trans, m, n, alpha, a, lda, x, incx, beta, y, incy)

CALL DGEMV(trans, m, n, alpha, a, lda, x, incx, beta, y, incy)

パラメーターを以下に示します。

trans

入力行列 a のフォームを示す単一文字です。この場合、

v 'N' または 'n' は a が計算で使用されるものであることを示します。

v 'T' または 't' は a の移項が計算で使用されるものであることを示しま
す。

m 以下を表します。

v 入力行列 a 内の行数

v ベクトル y の長さ、もし 'N' または 'n' が trans パラメーターに使用され
ている場合。

v ベクトル x の長さ、もし 'T' または 't' が trans パラメーターに使用され
ている場合。

行数はゼロ以上で、行列 a の先行ディメンション (lda で指定されます) 以下で
なければなりません。

n 以下を表します。

v 入力行列 a 内の列数

v ベクトル x の長さ、もし 'N' または 'n' が trans パラメーターに使用され
ている場合。

v ベクトル y の長さ、もし 'T' または 't' が trans パラメーターに使用され
ている場合。

列数はゼロ以上でなければならない。

alpha

スケーリング定数 α

a 単精度 (SGEMV の場合) または倍精度 (DGEMV の場合) 実数値の入力行列

lda

a によって指定される配列の先行ディメンションです。行数はゼロ以上で、行列
a の先行ディメンション (lda で指定されます) 未満でなければなりません。

x 単精度 (SGEMV の場合) または倍精度 (DGEMV の場合) 実数値の入力ベクト
ル

incx

ベクトル x のストライド。任意の値を持つことができます。

beta

スケーリング定数 β
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y 単精度 (SGEMV の場合) または倍精度 (DGEMV の場合) 実数値の出力ベクト
ル

incy

ベクトル y のストライド。ゼロは使用できません。

注: ベクトル y は行列 a またはベクトル x との共通エレメントを持つことができ
ません。共通エレメントを持っていると、結果は予測不能です。

SGEMM および DGEMM 関数のプロトタイプは、次のとおりです。

CALL SGEMM(transa, transb, l, n, m, alpha, a, lda, b, ldb, beta, c, ldc)

CALL DGEMM(transa, transb, l, n, m, alpha, a, lda, b, ldb, beta, c, ldc)

パラメーターは、次のとおりです。

transa

入力行列 a のフォームを示す単一文字です。この場合、

v 'N' または 'n' は a が計算で使用されるものであることを示します。

v 'T' または 't' は a の移項が計算で使用されるものであることを示しま
す。

transb

入力行列 b のフォームを示す単一文字です。この場合、

v 'N' または 'n' は b が計算で使用されるものであることを示します。

v 'T' または 't' は b の移項が計算で使用されるものであることを示しま
す。

l 出力行列 c の行数を表します。行数は、c の先行ディメンション以下でなけれ
ばなりません。

n 出力行列 c の列数を表します。列数はゼロ以上でなければならない。

m 以下を表します。

v 'N' または 'n' が transa パラメーターに使用される場合は、行列 a の列数

v 'T' または 't' が transa パラメーターに使用される場合は、行列 a の行数

および

v 'N' または 'n' が transb パラメーターに使用される場合は、行列 b の行数

v 'T' または 't' が transb パラメーターに使用される場合は、行列 b の行数

m はゼロ以上でなければなりません。

alpha

スケーリング定数 α

a 単精度 (SGEMM の場合) または倍精度 (DGEMM の場合) 実数値の入力行列
a

lda

a で指定される配列の先行ディメンション。先行ディメンションはゼロより大で
なければなりません。 transa が 'N' または 'n' と指定される場合、先行ディ
メンションは 1 以上でなければなりません。 transa が 'T' または 't' と指
定される場合、先行ディメンションは m で指定される値以上でなければなりま
せん。
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b 単精度 (SGEMM の場合) または倍精度 (DGEMM の場合) 実数値の入力行列
b

ldb

b で指定される配列の先行ディメンション。先行ディメンションはゼロより大で
なければなりません。 transb が 'N' または 'n' と指定される場合、先行ディ
メンションは m で指定される値以上でなければなりません。 transa が 'T' ま
たは 't' と指定される場合、先行ディメンションは n で指定される値以上で
なければなりません。

beta

スケーリング定数 β

c 単精度 (SGEMM の場合) または倍精度 (DGEMM の場合) 実数値の出力行列
c

ldc

c で指定される配列の先行ディメンション。先行ディメンションはゼロより大で
なければなりません。 transb が 'N' または 'n' と指定される場合、先行ディ
メンションは l で指定された値以上でなければなりません。

注: 行列 c は行列 a または b との共通エレメントを持つことができません。共通
エレメントを持っていると、結果は予測不能です。

libxlopt ライブラリーへのリンク
デフォルトで、libxlopt ライブラリーは XL Fortran を使用してコンパイルするア
プリケーションとリンクされます。しかし、ユーザーがサード・パーティー BLAS
ライブラリーを使用している場合に、 libxlopt と一緒に出荷された BLAS ルーチ
ンを使いたい場合には、 libxlopt ライブラリーを他のいずれかの BLAS ライブラ
リーの前に、リンク時にコマンド・ライン上で指定しなければなりません。 例え
ば、ユーザーのその他の BLAS ライブラリーの名前を libblas とすると、次のコ
マンドでユーザー・コードをコンパイルします。

xlf app.f -lxlopt -lblas

コンパイラーは libxlopt ライブラリー、および libblas ライブラリーに含まれる
その他すべての BLAS 関数から SGEMV、DGEMV、SGEMM、および DGEMM
関数を呼び出します。
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第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング

XL Fortran による並列プログラミングは、SMP ディレクティブの取り込みと、
pthreads ライブラリー・モジュールの使用による、実行時オプションのコンパイル
および設定、およびコードの最適化の組み合わせが必要です。

XL Fortran は、IBM によって理解および解釈された OpenMP 仕様、POSIX
1003.1-1996 標準をサポートします。

注: IBM による XL Fortran での OpenMP の実装は、標準 Fortran 言語に対する
拡張です。

並列処理されたコードのコンパイル
並列処理されたコードをコンパイルするには、-qsmp コンパイラー・オプションを
指定する必要があります。 -qsmp を指定してコンパイルすると、ドライバーはご
使用の構成ファイルのアクティブ・スタンザの smplibraries 行にあるライブラリー
をリンクします。

-qsmp を指定する場合は、特有の呼び出しコマンドを使用してください。以下の呼
び出しのいずれかを使用して、SMP コードをコンパイルするか、またはコンパイラ
ーが必ずスレッド・セーフ・ライブラリーをリンクします。
v xlf_r
v xlf90_r
v xlf95_r
v xlf2003_r
v xlf2008_r
v CUDA Fortran xlcuf CUDA Fortran

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

_OPENMP C プリプロセッサー・マクロと条件付きコンパイル
標識を使用して、条件付きコンパイルで XL Fortran プログラムの特定の行にマー
クを付けることができます。これにより、SMP 環境でのみ有効または使用可能な文
を含んでいるコードを、SMP 以外の環境に移植することができます。条件付きコン
パイル行、または _OPENMP C プリプロセッサー・マクロを使用して、これを行
うことができます。このマクロが定義されるのは、C プリプロセッサーが呼び出さ
れ、-qsmp=omp コンパイラー・オプションを指定したときです。このマクロの使
用例については、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の 『XL Fortran プ
ログラムの編集、コンパイル、リンク、実行』 の 『C プリプロセッサーを使用し
た Fortran ファイルの引き渡し』を参照してください。

次の例では、条件付きコンパイル行を使用して、OpenMP ランタイム・ルーチンを
非表示にします。条件付きコンパイルを使用しないと、OpenMP 以外の環境で
OpenMP ランタイム・ルーチンを呼び出すコードを容易にコンパイルできません。
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ランタイム・ルーチンの呼び出しはディレクティブではないので、その呼び出しを
!$OMP トリガーによって非表示にすることはできません。-qsmp=ompを指定して
この例をコンパイルしない場合は、スレッドの数を保管している変数には値 8 が割
り当てられます。

条件付きコンパイル行の例

PROGRAM PAR_MAT_MUL
!$ USE OMP_LIB

IMPLICIT NONE
INTEGER(KIND=8) ::I,J,NTHREADS
INTEGER(KIND=8),PARAMETER ::N=60
INTEGER(KIND=8),DIMENSION(N,N) ::AI,BI,CI
INTEGER(KIND=8) ::SUMI

COMMON/DATA/ AI,BI,CI
!$OMP THREADPRIVATE (/DATA/)

!$OMP PARALLEL
FORALL(I=1:N,J=1:N) AI(I,J) = (I-N/2)**2+(J+N/2)
FORALL(I=1:N,J=1:N) BI(I,J) = 3-((I/2)+(J-N/2)**2)

!$OMP MASTER
NTHREADS=8

!$ NTHREADS=OMP_GET_NUM_THREADS()
!$OMP END MASTER
!$OMP END PARALLEL

!$OMP PARALLEL DEFAULT(PRIVATE),COPYIN(AI,BI),SHARED(NTHREADS)
!$OMP DO

DO I=1,NTHREADS
CALL IMAT_MUL(SUMI)
ENDDO

!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

END

標識の使用については、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の『条件付きコ
ンパイル』を参照してください。

実行時オプションの設定
並列コードを作成するときに、必要な XLSMPOPTS 環境変数および OpenMP の
環境変数を設定します。

XLSMPOPTS
XLSMPOPTS 環境変数を使用すると、SMP 実行に影響を及ぼすオプションを指定
できます。 次の bash コマンド・フォーマットを使用して、XLSMPOPTS を宣言
できます。

►► ▼

:

XLSMPOPTS= runtime_option_name = option_setting
" "

►◄

オプション名と設定値は、大文字または小文字で指定できます。コロンと等号の前
後には、ブランクを追加して読みやすくすることができます。ただし、
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XLSMPOPTS オプション・ストリングに組み込みブランクが含まれる場合は、オプ
ション・ストリング全体を二重引用符 (") で囲む必要があります。

次の実行時オプションは XLSMPOPTS 環境変数で指定できます。

スケジューリング・オプション
自動並列化を介して、SMP ランタイムを使用してループの反復スペースを分割
する場合は、スケジューリング・アルゴリズムを使用して並列領域内のスレッド
に反復が割り当てられます。各スレッドは、ブロックまたはチャンクと呼ばれる
連続する繰り返し範囲を受け取って実行します。スレッドが自身の作業ブロック
を完了する速度にはばらつきがある可能性があります。割り当てられた作業を完
了した後、スレッドは、追加の作業の割り当てを受けるかスリープ状態に移行で
きます。一部のアルゴリズムではチャンク・サイズを制御できます。チャンク・
サイズを制御する場合、オーバーヘッドとロード・バランシングとのトレードオ
フを考慮する必要があります。

注: OpenMP スケジュール文節で明示的にランタイム・スケジュール・タイプ
に割り当てられているループには OMP_SCHEDULE 環境変数を使用してくだ
さい。

schedule=static[=n]
繰り返しスペースは、n 個の連続繰り返しで構成されるブロックに分割
されます。最後のブロックに含まれる繰り返しは、n 個未満になる可能
性があります。 n が指定されていない場合、そのデフォルト値は
FLOOR(number_of_iterations / number_of_threads) です。1 つ目から
REMAINDER(number_of_iterations/number_of_threads) 個目までのチャ
ンクには、1 つ余分の繰り返しが含まれます。各スレッドには個別のチ
ャンクが割り当てられます。

ブロックは、残りのブロックがなくなるまで、ラウンドロビン方式で並
列領域内のスレッドに割り当てられます。自身のすべてのブロックを完
了したスレッドは、スリープ状態に移行します。これは、ブロック周期
スケジューリングまたは周期スケジューリング (n の値が 1 の場合) と
も呼ばれます。

schedule=dynamic[=n]
繰り返しスペースは、それぞれ n 回の連続する繰り返しを含むチャン
クに分割されます。最後のチャンクに含まれる繰り返しの数は n より
少ない場合があります。 n が指定されていない場合は、チャンクには
1 つの繰り返しが含まれます。

各スレッドには、初期状態で 1 つのチャンクが割り当てられていま
す。スレッドが自身に割り当てられたチャンクを完了すると、「早いも
の順に」残りのチャンクがそれらのスレッドに割り当てられます。

schedule=affinity[=n]
繰り返しスペースは、並列領域内のスレッドの数と同じ数の区画に分割
されます。各区画には、CEILING(繰り返しの数 / 並列領域内のスレッ
ドの数) 個の連続繰り返しが含まれます。最後の区画に含まれる繰り返
しの数は、これより少ない可能性があります。区画は、それぞれ n 個
の繰り返しが含まれたブロックに細分されます。 n が指定されていな
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い場合、デフォルト値は CEILING(区画内の繰り返しの数 / 2 ) です。
つまり、各区画は 2 つのブロックに分割されます。

各スレッドには、1 つの区画が割り当てられます。各スレッドは、自身
のローカル区画内に残りのブロックがなくなるまで、自身の区画内のブ
ロックを処理します。スレッドが自身のローカル区画内のすべてのブロ
ックを完了した時点で、他の区画内にブロックが残っている場合、その
スレッドは別のスレッドの区画内のブロックを処理することがありま
す。スレッドが自身のブロックを完了したときに、残りのブロックがな
い場合、そのスレッドはスリープ状態に移行します。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。代わりに、guided オプションを使用できます。

schedule=guided[=n]
繰り返しスペースは、サイズが順番に小さくなっていくブロックに分割
されます。各ブロックのサイズは、n と CEILING(残りの繰り返しの数
/ 並列領域内のスレッドの数) のうち大きい方の値と等しくなります。
最後のチャンクに含まれる繰り返しの数は n より少ない場合がありま
す。 n が指定されていない場合、デフォルト値は 1 です。

各スレッドには、初期状態で 1 つのブロックが割り当てられていま
す。各スレッドが自身の作業を完了するたびに、「早いもの順に」残り
のブロックが割り当てられていきます。スレッドが自身のブロックを完
了したときに、残りのブロックがない場合、そのスレッドはスリープ状
態に移行します。

schedule=auto
コンパイラーとランタイムは、作業をスレッドに割り当てるための任意
のアルゴリズムを選択できます。ループごとに異なるアルゴリズムが選
択されることがあります。さらに、ランタイムが更新された場合、異な
るアルゴリズムが選択されることがあります。

OMP_SCHEDULE 環境変数は、schedule (ランタイム) 節が指定された構文の
みに影響を与えます。

並列実行オプション

parthds=num
コードの並列実行に使用されるスレッド数 (num) を指定します。これ
には -qsmp オプションを指定してコンパイルします。 デフォルトで
は、この数はオンライン・プロセッサー数になります。一部のアプリケ
ーションではプロセッサーの最大数より大きい数を使用できないものが
あります。さらに、一部のアプリケーションでは存在するプロセッサー
数より多いスレッド数を使用しても、パフォーマンスの向上を達成でき
ないものがあります。

このオプションにより、実行スレッドの全体数を完全に制御できます。
num のデフォルト値は、-qsmp を指定しない場合、1 です。指定した
場合は、マシンのオンライン・プロセッサー数です。詳しくは、「XL
Fortran ランゲージ・リファレンス」の NUM_PARTHDS 組み込み関
数を参照してください。
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注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。

usrthds=num
コードが明示的スレッド作成を行う場合に、そのコードが明示的に作成
することを期待するスレッドの最大数 (num) を指定します。 num の
デフォルト値は 0 です。 詳しくは、「XL Fortran ランゲージ・リファ
レンス」の NUM_PARTHDS 組み込み関数を参照してください。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。

stack=num
スレッドのスタックが必要になるスペースの最大バイト数 (num) を指
定します。 num のデフォルト値は 4194304 です。

受け入れ可能な上限に納まる stack=num を設定します。num は、シス
テム・リソースによって与えられた制限またはスタック・サイズ ulimit
のいずれか小さい方の値以下にします。上限を超えるアプリケーション
では、セグメンテーション・フォールトが起こることがあります。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。代わりに、OMP_STACKSIZE 環境変数を使用でき
ます。

stackcheck[=num]
実行時に、ワーカー・スレッドに対するスタック・オーバーフロー検査
を可能にします。num は、指定するサイズのバイト数であり、非ヌルの
正数である必要があります。 残りのスタック・サイズが num より小さ
いと、ランタイム警告メッセージが発行されます。num の値を指定しな
い場合、デフォルト値は 4096 バイトです。このオプションだけ
は、-qsmp=stackcheck がコンパイル時に指定されているときも有効で
す。詳しくは、 「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の-qsmp
を参照してください。

startproc=cpu_id
スレッド・バインディングを有効にし、最初のスレッドがバインドする
cpu_id を指定します。指定された値が使用可能なプロセッサーの範囲外
の場合、 SMP ランタイムは警告メッセージを出し、バインドされるス
レッドはありません。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。代わりに、OMP_PLACES 環境変数を使用できま
す。

procs=cpu_id[,cpu_id,...]
スレッド・バインディングを有効にし、スレッドがバインドされている
cpu_id のリストを指定します。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。代わりに、OMP_PLACES 環境変数を使用できま
す。
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stride=num
後続のスレッドがバインドする cpu_id を決定するために使用される増
分を指定します。num は 1 以上でなければなりません。指定された値
がスレッドを使用可能なプロセッサーの範囲外の CPU にバインドさせ
ると、警告メッセージが出され、スレッドはバインドされません。

注: このオプションは推奨されておらず、今後のリリースで除去される
可能性があります。代わりに、OMP_PLACES 環境変数を使用できま
す。

GPU

ターゲット・デバイスに計算をオフロードするオプション
どの装置でターゲット領域を実行するかを制御します。

target=mandatory
ターゲット装置を対象とするターゲット領域を、ターゲット装置上で強
制実行します。ターゲット領域をターゲット装置上で実行できない場
合、プログラムは打ち切られます。

target=optional
装置とバイナリーが使用可能な場合に、ターゲット装置を対象とするタ
ーゲット領域をターゲット装置上で実行します。ターゲット装置でのタ
ーゲット領域の実行が失敗した場合、後続のターゲット領域はすべてホ
スト装置上で実行されます。

target=disable
すべてのターゲット領域をホスト装置上で実行します。

GPU

パフォーマンスのチューニング・オプション
スレッドがその作業を完了し、新しく作業するものがない場合は、「使用中待ち
(busy-wait)」状態、または「休止 (sleep)」状態になります。「使用中待ち」で
は、スレッドは追加の新規作業を探すために短いループの実行を続けます。この
状態では反応は速いのですがシステム全体の使用率には悪影響を与えます。スレ
ッドが休止の場合、他のスレッドが作業すべきものがあるというシグナルを出す
まで、実行は完全に中断されます。この状態はシステムの使用率を良好にします
が、アプリケーションには余分なオーバーヘッドを与えます。

xlsmp ランタイム・ライブラリー・ルーチンは、作業待ちの方法として、「使
用中待ち」と「休止」の両方の状態を使用します。これらの状態は spins、
yields、および delays オプションを指定して制御できます。

作業に対して「使用中待ち」を検索している間、スレッドは作業キューを num
回まで繰り返しスキャンします。この num は spins オプションで指定した値
です。 スレッドがこのスキャン中に作業を検出できないと、 num 回実行する
遅延ループでサイクルを強制的に費やします。この num は delays オプション
で指定した値です。この遅延ループは 1 回の実利のない繰り返しです。これに
費やされる実際の時間はプロセッサーによって異なります。 spins 値を超えて
も、なおスレッドが作業を検出できない場合、スレッドには他のスレッドへの現
行タイム・スライス (プロセッサーにより他のスレッドへ割り振られた時間) が
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生じます。 このスレッドには num 回までのタイム・スライスが生じます。こ
の num は yields オプションに指定した数値です。 この num 値が超過する
と、スレッドは「スリープ」になります。

要約すれば、作業を探すための順序付け方法は、次のステップからなります。

1. 作業キューを spins 回までスキャンする。 1 回のスキャンで作業が見つか
らない場合は、新しいスキャンを開始する前に delays 回ループします。

2. 作業が見つからなかった場合、現行タイム・スライスが生じます。

3. 上記ステップを yields 回まで繰り返します。

4. それでも作業が見つからない場合は、「休止」になります。

このオプションを指定するための構文は、次のとおりです。

spins[=num]
num は yield 前の spins 数です。 spins のデフォルト値は 100 で
す。

yields[=num]
num は「休止」前の yields 数です。 yields のデフォルト値は 10 で
す。

delays[=num]
num は「使用中待ち」の間の delays 数です。 delays のデフォルト値
は 500 です。

ゼロは spins および yields には特殊値であり、「使用中待ち」を完全に強制
する場合に使用できます。 通常、専用システムにおけるベンチマーク・テスト
では、この両方のオプションはゼロに設定します。ただし、別の効果を得ようと
する場合は、これらを個々に設定できます。

例えば、専用 8-Way SMP では、これらのオプションは次のように設定しま
す。

parthds=8 : schedule=dynamic=10 : spins=0 : yields=0

この結果、CPU 当たり 1 スレッド、各スレッドに 10 回の繰り返しのチャン
ク、処理すべき即時作業がない場合は「使用中待ち」になります。

動的プロファイル作成を使用可能にして制御するためのオプション
動的プロファイル作成は、プログラムの並列ループに対するコンパイラーの決定
を再評価する場合に使用できます。これを行うには、3 つのオプション
(parthreshold、 seqthreshold、および profilefreq) を使用できます。

parthreshold=num
各ループは、この時間未満では直列で実行しなければならない時間 (ミ
リ秒) を指定します。 parthreshold を 0 に設定すると、コンパイラー
で並列処理されたループはすべて並列で実行されます。デフォルト設定
は 0.2 ミリ秒です。これは 1 回のループが並列の実行で 0.2 ミリ秒未
満を要する場合は、直列化されるべきであるという意味です。

通常、parthreshold は並列処理のオーバーヘッドと等しく設定されま
す。 並列ループでの計算が非常に小さくて、これらのループを実行す
るために必要な時間が、主として並列処理のセットアップで費やされる
場合、良好なパフォーマンスを得るためには、これらのループは順次に
実行されるべきです。
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seqthreshold=num
前に動的プロファイラーで直列化されたループが、ある時間を超えたと
きに、並列ループに戻すべき時間 (ミリ秒) を指定します。デフォルト
設定は 5 ミリ秒です。これは直列で実行するループが 5 ミリ秒を超え
る時間を要する場合に、並列で実行されるべきであるという意味です。

seqthreshold は parthreshold の逆の動作になります。

profilefreq=num
並列で実行するか、または直列で実行するかについて、適切な判断を行
えるようにするために、ループが動的プロファイラーによって再訪問さ
れるべき頻度を指定します。プログラムのループはデータ依存にするこ
とができます。動的プロファイル作成のパスにより直列の実行を選択さ
れたループが、異なるデータを入力することで、後続のループの実行が
並列処理による恩恵を受けることがあります。したがって、これらのル
ープを定期的に試験して、実行時に並列ループを直列化する判断を再評
価する必要があります。

このオプションで使用できる値は 0 から 32 までの数値です。
profilefreq を上記の値に設定すると、結果は次のようになります。

v profilefreq が 0 の場合、すべてのプロファイル作成は、他の設定に
関係なくオフになります。プロファイル作成のために生ずるオーバー
ヘッドはありません。

v profilefreq が 1 の場合、コンパイラーで自動的に並列処理されたル
ープは、ループが毎回実行されるたびにモニターされます。

v profilefreq が 2 の場合、コンパイラーで自動的に並列処理されたル
ープは、ループが実行される一つおきにモニターされます。

v profilefreq が 2 以上 32 以下の場合、各ループは実行される n 回
ごとに 1 回モニターされます。

v profilefreq が 32 を超える場合、32 に置き換えられます。

動的プロファイル作成はユーザー指定の並列ループ (例えば、
PARALLEL DO ディレクティブを指定したループ) には適していない
ことに留意してください。

関連情報:

103 ページの『OMP_PLACES』

110 ページの『OMP_STACKSIZE』
 

-qsmp

OpenMP の環境変数
OpenMP 標準に組み込まれている次の環境変数を使用すると、並列コードの実行を
制御できます。

注: XLSMPOPTS 環境変数と OpenMP 環境変数の両方を指定する場合は、
OpenMP 環境変数が優先順位の上位です。
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OMP_DEFAULT_DEVICE
OMP_DEFAULT_DEVICE 環境変数は、default-device-var 内部制御変数 (ICV) の
初期値を設定することにより、装置構文で使用する装置番号を制御します。

►► OMP_DEFAULT_DEVICE= n ►◄

n omp_get_num_devices ルーチンの値より小さい、負でない整数値です。

関連資料:

228 ページの『omp_get_num_devices()』

関連情報:

114 ページの『OpenMP デバイス構文』

OMP_DISPLAY_ENV
OpenMP ランタイム・ライブラリーを使用するプログラムが呼び出されて、
OMP_DISPLAY_ENV 環境変数が設定されると、OpenMP ランタイム・ライブラ
リーから、その環境変数に関連付けられている内部制御変数 (ICV) の値と、ランタ
イム・ライブラリーに関するビルド固有情報が表示されます。

OMP_DISPLAY_ENV は、以下の場合に役立ちます。

v ランタイム・ライブラリーが OpenMP プログラムと静的にリンクされている場
合、OMP_DISPLAY_ENV を使用して、リンク時に使用されるライブラリーの
バージョンを確認できます。

v ランタイム・ライブラリーが OpenMP プログラムと動的にリンクされている場
合、OMP_DISPLAY_ENV を使用して、実行時に使用されるライブラリーを確
認できます。

v OMP_DISPLAY_ENV を使用して、ランタイム環境の現在の設定を確認できま
す。

デフォルトでは、どのような情報も表示されません。

この環境変数の構文は以下のとおりです。

►► OMP_DISPLAY_ENV = TRUE
FALSE
VERBOSE

►◄

注: 値 TRUE、FALSE、VERBOSE では、大文字と小文字が区別されません。

TRUE
_OPENMP マクロによって定義されている OpenMP バージョン番号と、OpenMP
環境変数の初期 ICV 値を表示します。

FALSE
どのような情報も表示しないようランタイム環境に指示します。

VERBOSE
ビルド固有情報、OpenMP 環境変数と関連付けられた ICV 値、および
XLSMPOPTS 環境変数の設定を表示します。
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使用法

OMP_DISPLAY_ENV が TRUE の場合は、OpenMP 環境変数の初期 ICV 値が表
示されます。 OMP_PLACES が cores または threads に設定されている場合、
OMP_PLACES 値は、cores または threads の後に括弧で囲んだプレース数が続く
形式 (例えば OMP_PLACES='cores(4)') で表示されます。カスタム
OMP_PLACES の場合、各リソースはプレースごとに個々に表示され、その後にキ
ーワード custom が続きます (例えば OMP_PLACES='{4,5,6,7},{8,9,10,11}'
custom)。

OMP_DISPLAY_ENV が VERBOSE の場合、出力には、行 OPENMP DISPLAY

AFFINITY BEGIN および OPENMP DISPLAY AFFINITY END で記述されるセクションが
組み込まれます。このセクションには OMP_PLACES 値の詳細表示が含まれま
す。詳細表示では各プレースの各リソースが個々に表示され、その後に適宜
cores、threads、または custom が続きます。このセクションにはまた、
THREADS_PER_PLACE に関する情報が、各プレースの個々の
THREADS_PER_PLACE 値のコンマ区切りリストの形式 (例えば
THREADS_PER_PLACE='{2},{2}') で表示されます。

例

例 1

export OMP_DISPLAY_ENV=TRUE というコマンドを入力すると、次の例のよう
な出力が得られます。

OPENMP DISPLAY ENVIRONMENT BEGIN
OMP_DISPLAY_ENV='TRUE'

_OPENMP='201107'
OMP_DYNAMIC='FALSE'
OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS='5'
OMP_NESTED='FALSE'
OMP_NUM_THREADS='96'
OMP_PROC_BIND='FALSE'
OMP_SCHEDULE='STATIC,0'
OMP_STACKSIZE='4194304'
OMP_THREAD_LIMIT='96'
OMP_WAIT_POLICY='PASSIVE'

OPENMP DISPLAY ENVIRONMENT END

例 2

export OMP_DISPLAY_ENV=VERBOSE コマンドを入力すると、次の例のような
出力が得られます。

OPENMP DISPLAY AFFINITY BEGIN
OMP_PLACES='{0},{1},{2},{3},{4},{5},{6},{7},{8},{9},{10}' cores
THREADS_PER_PLACE='{1},{1},{1},{1},{1},{1},{1},{1},{1},{1},{1}'
OPENMP DISPLAY AFFINITY END

関連情報

90 ページの『XLSMPOPTS』

103 ページの『OMP_PLACES』

98 XL Fortran: 最適化およびプログラミング・ガイド (リトル・エンディアン・ディストリビューション用)



104 ページの『OMP_PROC_BIND』

OMP_DYNAMIC
OMP_DYNAMIC 環境変数は、並列領域の実行に使用可能なスレッド数の動的調整
を制御します。

►►
TRUE

OMP_DYNAMIC= FALSE ►◄

OMP_DYNAMIC が TRUE に設定されている場合は、作成され、プレースに割り
当てられるスレッド数が THREADS_PER_PLACE の値を超えてはなりません。ス
レッド数には、すべてのアクティブ並列領域の現在割り振られているスレッドが含
まれます。所定の OMP_PROC_BIND ポリシーのもとでは、すべての状況で
THREADS_PER_PLACE が優先します。

OMP_DYNAMIC が FALSE に設定されていて、アプリケーションが所定の
OMP_PROC_BIND ポリシーのもとで任意のプレースの THREADS_PER_PLACE
の値より多くのスレッドを必要とする場合、そのようなすべてのプレースの
THREADS_PER_PLACE の値を超える超過スレッドは、以下のプレースに優先的
に割り当てられます。

1. THREADS_PER_PLACE に達していないプレース。

2. マスター・スレッドが実行されていないプレース。

例

例 1

OMP_THREAD_LIMIT=48 および
OMP_PLACES={0,1,2,3,4,5,6,7},{8,9,10,11,12,13,14,15},{16,17,18,19} とし
ます。 THREADS_PER_PLACE 値は以下のように計算されます。

P0={0,1,2,3,4,5,6,7}: サイズ = 8、合計サイズ = 20、THREADS_PER_PLACE =
floor((8/20)*48) = floor(19.2) = 19

P1={8,9,10,11,12,13,14,15}: サイズ = 8、合計サイズ =
20、THREADS_PER_PLACE = floor((8/20)*48) = floor(19.2) = 19

P2={16,17,18,19}: サイズ = 4、合計サイズ = 20、THREADS_PER_PLACE =
floor((4/20)*48) = floor(9.6) = 9

割り振られる合計スレッド数は 47 です。スレッドはプレース・サイズ単位で割り
振られます。 P0 および P1 は同一の最大サイズを持ち、P0 が OMP_PLACES で
最初に現れるため、スレッドの割り振りは P0 から始まります。スレッドの割り振
り順は P0、P1、P2 です。 1 つのスレッドのみが未割り振りであるため、そのス
レッドは P0 に割り振られます。従って、THREADS_PER_PLACE={20},{19},{9}
となります。

例 2
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OMP_THREAD_LIMIT=17 および
OMP_PLACES={0,1,2,3,0,1,2,3},{4,5,6,7,},{8,9,10,11} とします。
THREADS_PER_PLACE 値は以下のように計算されます。

P0={0,1,2,3,0,1,2,3}: サイズ = 8、合計サイズ = 16、THREADS_PER_PLACE =
floor((8/16)*17) = floor(8.5) = 8

P1={4,5,6,7}: サイズ = 4、合計サイズ = 16、THREADS_PER_PLACE =
floor((4/16)*17) = floor(4.25) = 4

P2={8,9,10,11}: サイズ = 4、合計サイズ = 16、THREADS_PER_PLACE =
floor((4/16)*17) = floor(4.25) = 4

割り振られる合計スレッド数は 16 です。スレッドはプレース・サイズ単位で割り
振られるため、スレッドの割り振り順は P0、P1、P2 となります。 1 つのスレッ
ドのみが未割り振りであるため、そのスレッドは P0 に割り振られます。従って、
THREADS_PER_PLACE={9},{4},{4} となります。

例 3

OMP_THREAD_LIMIT=394 および
OMP_PLACES={0,1},{2,3,4,5},{6,7,8,9,10,11},{12,13,14,15},
{16,17,18,19,20,21,22,23} とします。 THREADS_PER_PLACE 値は以下のよう
に計算されます。

P0={0,1}: サイズ = 2、合計サイズ = 24、THREADS_PER_PLACE =
floor((2/24)*394) = floor(32.8) = 32

P1={2,3,4,5}: サイズ = 4、合計サイズ = 24、THREADS_PER_PLACE =
floor((4/24)*394) = floor(65.7) = 65

P2={6,7,8,9,10,11}: サイズ = 6、合計サイズ = 24、THREADS_PER_PLACE =
floor((6/24)*394) = floor(98.5) = 98

P3={12,13,14,15}: サイズ = 4、合計サイズ = 24、THREADS_PER_PLACE =
floor((4/24)*394) = floor(65.7) = 65

P4={16,17,18,19,20,21,22,23}: サイズ = 8、合計サイズ =
24、THREADS_PER_PLACE = floor((8/24)*394) = floor(131.3) = 131

割り振られる合計スレッド数は 391 です。スレッドはプレース・サイズ単位で割り
振られるため、スレッドの割り振り順は P4、P2、P1、P3、P0 となります。 3 つ
のスレッドが未割り振りであるため、P4、P2、および P1 の
THREADS_PER_PLACE 値は 1 つずつ増加されます。従って、
THREADS_PER_PLACE={32},{66},{99},{65},{132} となります。

関連情報

103 ページの『OMP_PLACES』

104 ページの『OMP_PROC_BIND』
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OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS
OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS 環境変数は、ネストされたアクティブな並列領域の
最大数を制御します。構文は次のとおりです。

►► OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS= n ►◄

n ネストされたアクティブな並列領域の最大数。正のスカラー整数でなければなり
ません。指定できる最大数は 5 です。

OMP_NESTED
OMP_NESTED 環境変数はネストされた並列処理を使用可能に設定したり、使用不
可に設定したりします。構文は次のとおりです。

►►
FALSE

OMP_NESTED= TRUE ►◄

この環境変数を TRUE に設定すると、ネストされた並列処理が有効になります。こ
れは、ネストされた並列領域用にスレッドのチームを形成するために、ランタイム
環境で追加のスレッドをデプロイ可能であることを意味します。この環境変数を
FALSE に設定すると、ネストされた並列処理は無効になります。これは、並列領域
が直列化され、現行スレッドで処理されることを意味します。

OMP_NESTED のデフォルト値は FALSE です。

omp_set_nested サブルーチンの設定は、OMP_NESTED の設定よりも優先されま
す。

注: すべての領域のスレッドの数が使用可能なプロセッサーの数を超えている場合、
プログラムのパフォーマンスが低下する可能性があります。

OMP_NUM_THREADS
OMP_NUM_THREADS 環境変数は、並列領域で使用するスレッド数を設定しま
す。この環境変数の構文は以下のとおりです。

►► OMP_NUM_THREADS= num_list ►◄

num_list
1 つ以上の正整数値をコンマで区切ったリスト。

OMP_NUM_THREADS 環境変数を設定しない場合、使用可能なプロセッサー数
が、最初に検出された並列構文に対して新しいチームを形成するためのデフォルト
値になります。デフォルトでは、ネストされた構文すべてが 1 つのスレッドによっ
て実行されます。

num_list に単一値が含まれていて、スレッド数の動的調整が有効である
(OMP_DYNAMIC が TRUE に設定されている) ときに、NUM_THREADS 文節
なしの並列構文が検出された場合、この値が、検出された並列構文に対して新しい
チームを形成するために使用できるスレッドの最大数です。
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num_list に単一値が含まれていて、スレッド数の動的調整が有効でない
(OMP_DYNAMIC が FALSE に設定されている) ときに、NUM_THREADS 文節
なしの並列構文が検出された場合、この値が、検出された並列構文に対して新しい
チームを形成するために使用できるスレッドの正確な数です。

num_list に複数の値が含まれていて、スレッド数の動的調整が有効である
(OMP_DYNAMIC が TRUE に設定されている) ときに、NUM_THREADS 文節
なしの並列構文が検出された場合、最初の値が、検出された並列構文に対して新し
いチームを形成するために使用できるスレッドの最大数です。検出された構文が入
力されると、最初の値は削除され、残りの値が新しい num_list を形成します。今度
は、この新しい num_list が、検出された並列構文の内部で近接してネストされてい
る並列構文に対して同様に使用されます。

num_list に複数の値が含まれていて、スレッド数の動的調整が有効でない
(OMP_DYNAMIC が FALSE に設定されている) ときに、NUM_THREADS 文節
なしの並列構文が検出された場合、最初の値が、検出された並列構文に対して新し
いチームを形成するために使用できるスレッドの正確な数です。検出された構文が
入力されると、最初の値は削除され、残りの値が新しい num_list を形成します。今
度は、この新しい num_list が、検出された並列構文の内部で近接してネストされて
いる並列構文に対して同様に使用されます。

注: 並列領域の数が num_list の値の数値以上である場合、omp_get_max_threads
ルーチンは、並列領域内の num_list の最後の値を返します。

要求されたスレッド数が使用可能なシステム・リソースを超えると、プログラムは
停止します。

omp_set_num_threads ルーチンは、num_list の最初の値を設定します。
omp_get_max_threads ルーチンは、num_list の最初の値を返します。

特定の並列領域のスレッド数をそれぞれ異なる設定で複数回指定した場合、コンパ
イラーは、以下の優先順位を使用して、有効にする設定を決定します。

1. NUM_THREADS 文節を使用して設定されたスレッド数が、
omp_set_num_threads ルーチンを使用して設定されたスレッド数より優先され
ます。

2. omp_set_num_threads ルーチンを使用して設定されたスレッド数が、
OMP_NUM_THREADS 環境変数を使用して設定されたスレッド数より優先さ
れます。

3. OMP_NUM_THREADS 環境変数を使用して設定されたスレッド数が、
XLSMPOPTS 環境変数の PARTHDS サブオプションを使用して設定されたス
レッド数より優先されます。

注: XLSMPOPTS 環境変数の PARTHDS サブオプションは推奨されません。

注: 指定された並列領域において、この並列領域を実行している実際のスレッドの数
が num_list の最初の値とは異なる場合であっても、omp_get_max_threads ルーチ
ンは num_list の最初の値を返します。

以下は OMP_NUM_THREADS 環境変数を設定方法の例です。
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export OMP_NUM_THREADS=5,10
export OMP_DYNAMIC=false

! OMP_GET_MAX_THREADS() returns 5 threads
!$omp parallel
! OMP_GET_MAX_THREADS() returns 10 threads

!$omp parallel
! OMP_GET_MAX_THREADS() returns 10 threads
!$omp parallel
! OMP_GET_MAX_THREADS() returns 10 threads
!$omp end parallel

!$omp end parallel
!$omp end parallel

OMP_PLACES
OMP_PLACES 環境変数は、OpenMP プログラムの実行時に使用可能なプレース
のリストを指定します。 OMP_PLACES の値は以下のいずれかです。

v プレースのセットを記述する抽象名

v 負でない数値で記述されるプレースの明示的リスト

OMP_PLACES の構文

►► OMP_PLACES= place_list
place_name

►◄

place_list は、以下のいずれかの構文形式をとります。

place_list 構文: 形式 1

►► ▼

▼

,
!

{ lower_bound : length }
: stride

,

num

►◄

place_list 構文: 形式 2

►►
!

{ lower_bound : length } : num_places : multiplier ►◄

lower_bound、length、stride、num、num_places、および multiplier は、実行環境に
提示される実行の単位を表す、正の整数です。各プレース内のスレッド番号は、
multiplier の倍数である値から始まります。除外演算子 ! は、演算子の直後の数値
またはプレースを除外します。

place_name の構文

►►
cores
threads

( num_places )
►◄

threads
各プレースにはハードウェア・スレッドが含まれます。
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cores 各プレースにはコアが含まれます。 OMP_PLACES が設定されていない場
合、デフォルト設定は cores です。

num_places
プレースの数。

使用法

要求されたプレースがシステムで使用可能なプレース数より少ない場合、実行環境
は実行時に、プレースをプレース・リストの順序で割り当てます。要求されたプレ
ースがシステムで使用可能なプレース数より多い場合、実行環境は実行時に、シス
テムでサポートされる最大数のプレースを割り当てます。

OpenMP と OpenMPI の両コードを含むプログラムの場合、OpenMP ランタイム
は、OMPI_COMM_WORLD_RANK 環境変数の有無によって OpenMPI コード
の存在を検出します。 OMP_PLACES を明示的に設定しない場合は、コンパイラ
ーによって OMP_PLACES が cores に設定され、OpenMPI アフィニティー・ポ
リシーに従って使用不可のリソースがすべて OMP_PLACES から削除されます。
さらに、OMP_PROC_BIND は TRUE に設定されます。

OMP_PLACES 環境変数の設定方法に関する例については、OMP_PROC_BIND 内
の例を参照してください。

OMP_PROC_BIND
OMP_PROC_BIND 環境変数は、スレッド・アフィニティー・ポリシーを制御し、
また OpenMP スレッドをプレース間で移動できるかどうかを制御します。スレッ
ド・アフィニティー機能を使用すると、プレースに対するスレッドのバインド方法
および分散方法をきめ細かく制御できます。スレッド・アフィニティー・ポリシー
には、MASTER、CLOSE、および SPREAD の 3 つがあります。

OMP_PROC_BIND の構文

►►

▼

OMP_PROC_BIND= TRUE
FALSE

,

MASTER
CLOSE
SPREAD

►◄

TRUE
スレッドをプレースにバインドします。

FALSE
スレッドをプレース間で移動可能にし、スレッド・アフィニティーを無効にしま
す。

MASTER
チーム内のすべてのスレッドをマスター・スレッドと同じプレースに割り当てる
ように実行環境に指示します。

CLOSE
親スレッドのプレースに近い場所にチーム内のスレッドを割り当てるように実行
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環境に指示します。プレース区画はこのポリシーによって変更されません。暗黙
的タスクはそれぞれ、親の暗黙的タスクの place-partition-var ICV を継承しま
す。チーム内の T 個のスレッドが親のプレース区画にある P 個のプレースに割
り当てられているとします。この場合、スレッドは以下のように割り当てられま
す。

v T が P 以下である場合、マスター・スレッドは親スレッドのプレースで実行
されます。次に小さいスレッド番号を持つスレッドが、プレース区画内の次
のプレースで実行され、以降も同様に行われます。マスター・スレッドのプ
レース区画に関しては折り返しが行われます。

v T が P より大きい場合、各プレースには少なくとも S = floor(T/P) 個の連
続スレッドが含まれます。最も小さいスレッド番号 (マスター・スレッドを
含め) を持つ最初の S 個のスレッドが、親スレッドのプレースに割り当てら
れます。次に小さいスレッド番号を持つ次の S 個のスレッドが、プレース区
画内の次のプレースで実行され、以降も同様に行われます。マスター・スレ
ッドのプレース区画に関しては折り返しが行われます。 P が T を均等に分
割しない場合、残りのスレッドは、プレース・リストの順序でサブ区画に割
り当てられます。

SPREAD
実行時に一連の T 個のスレッドを親のプレース区画の P 個のプレース間で可能
な限り均等に分散するように実行環境に指示します。このスレッド分散メカニズ
ムは次のとおりです。

v T が P 以下である場合、親区画は T 個のサブ区画に分割されます。各サブ
区画には少なくとも S=floor(P/T) 個の連続するプレースが含まれます。単
一スレッドが各サブ区画に割り当てられます。マスター・スレッドは親スレ
ッドのプレースで実行され、そのプレースを含むサブ区画に割り当てられま
す。次に小さいスレッド番号を持つスレッドが、次のサブ区画内の最初のプ
レースに割り当てられ、以降も同様に行われます。マスター・スレッドの元
のプレース区画に関しては折り返しが行われます。

v T が P より大きい場合、親の区画は P 個のサブ区画に分割され、各サブ区
画には単一のプレースが含まれます。各プレースには少なくとも S =

floor(T/P) 個の連続スレッドが含まれます。最も小さいスレッド番号 (マス
ター・スレッドを含め) を持つ最初の S 個のスレッドが、親スレッドのプレ
ースを含むサブ区画に割り当てられます。次に小さいスレッド番号を持つ次
の S 個のスレッドが、プレース区画内の次のプレースで実行され、以降も同
様に行われます。マスター・スレッドの元のプレース区画に関しては折り返
しが行われます。 P が T を均等に分割しない場合、残りのスレッドは、プ
レース・リストの順序でサブ区画に割り当てられます。

各用語の意味は次のとおりです。

プレース
1 つ以上のスレッドを実行できるプロセッサーの順序なしセットを保持している
ハードウェア装置。

プレース・リスト
アプリケーションで使用可能なすべてのプレースを記述する順序付きリスト。
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プレース区画
プレース・リスト内の連続する間隔に対応する順序付きリスト。この区画内のプ
レースは、特定の並列領域で使用できます。

OMP_PROC_BIND が TRUE、MASTER、CLOSE、または SPREAD に設定されている場
合、プレースには最大 THREADS_PER_PLACE スレッドを割り当てることができます。
残りのスレッドはそれぞれ、プレース・リストの順序でプレースに割り当てられま
す。

OMP_PLACES の各プレースでは、THREADS_PER_PLACE は正整数であり、以下の方
法で計算されます。

THREADS_PER_PLACE = floor((そのプレースにあるリソース数 /

リソースの合計数 (重複リソースを含む)) * OMP_THREAD_LIMIT)

THREADS_PER_PLACE が各プレースについてこの方法で計算された後、すべての
THREADS_PER_PLACE 値の合計が OMP_THREAD_LIMIT より小さい場合、各
THREADS_PER_PLACE は、最大のプレースから始めて最小のプレースまで 1 ずつ増加
されます。これは OMP_THREAD_LIMIT に達するまで行われます。サイズが等
しいプレースは、OMP_PLACES での順序に従って配置されます。

使用法

デフォルトでは、OMP_PROC_BIND 環境変数は設定されていません。

初期スレッドが OpenMP リスト内の最初のプレースにバインドできない場合、ラ
ンタイム実行環境はメッセージを出し、デフォルトのプレース・リストに従ってス
レッドを割り当てます。

OMP_PROC_BIND および XLSMPOPTS 環境変数は、次のルールに従って相互作
用します。

表 19. スレッド・バインディング規則の要約

OMP_PROC_BIND 設定 XLSMPOPTS 設定
スレッド・バインディング
の結果

OMP_PROC_BIND が設定
されていない

XLSMPOPTS が設定されていな
い

スレッドがバインドされな
い。

XLSMPOPTS が startproc/stride
または procs2 に設定されている

スレッドが XLSMPOPTS
の設定に従ってバインドさ
れる。

XLSMPOPTS 設定が正しくない スレッドがバインドされな
い。

OMP_PROC_BIND =
TRUE

XLSMPOPTS が設定されていな
い

スレッドがバインドされ
る。

XLSMPOPTS が startproc/stride
または procs2 に設定されている

スレッドが XLSMPOPTS1

の設定に従ってバインドさ
れる。

XLSMPOPTS 設定が正しくない スレッドがバインドされ
る。
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表 19. スレッド・バインディング規則の要約 (続き)

OMP_PROC_BIND 設定 XLSMPOPTS 設定
スレッド・バインディング
の結果

OMP_PROC_BIND =
FALSE

XLSMPOPTS が設定されていな
い

スレッドがバインドされな
い。

XLSMPOPTS が設定されている
(startproc/stride または procs2)

XLSMPOPTS 設定が正しくない

注:

1. procs が設定されており、指定された CPU ID の数がプログラムによって使用されるス
レッドの数より小さい場合は、残りのスレッドも、指定された CPU ID にバインドさ
れますが、このバインドは特定の順序には従いません。XLSMPOPTS=startproc が使用
される場合に、startproc で指定された値が CPU の数より小さく、stride で指定され
た値が原因で、使用可能な場所の範囲外の CPU にスレッドがバインドされる場合は、
バインドされるスレッドとバインドされないスレッドが生じます。

2. XLSMPOPTS の startproc/stride および procs サブオプションは推奨されません。

OMP_PROC_BIND 環境変数は、OpenMP スレッドを移動できるかどうかを制御
するための移植可能な方法を提供します。XLSMPOPTS 環境変数の
startproc/stride または procs サブオプション (IBM 拡張です) は、OpenMP スレ
ッドをプレースにバインドするためのより細やかな制御を提供します。アプリケー
ションの移植性が重要な場合は、OMP_PROC_BIND 環境変数だけを使用して、ス
レッドのバインディングを制御してください。

OMP_PROC_BIND が MASTER、CLOSE、または SPREAD に設定されている
場合は、XLSMPOPTS のサブオプション設定 startproc/stride または procs は無
視されます。

OpenMP と OpenMPI の両コードを含むプログラムの場合、OpenMP ランタイム
は、OMPI_COMM_WORLD_RANK 環境変数の有無によって OpenMPI コード
の存在を検出します。 OMP_PLACES を明示的に設定しない場合、コンパイラー
は OMP_PROC_BIND を TRUE に設定します。

例

以下の例は、さまざまな環境変数設定で myprogram.f をコンパイルした場合のスレ
ッド・バインディングとスレッド類縁性の結果を示しています。

myprogram.f

PROGRAM MYPROGRAM
!... ...

END PROGRAM MYPROGRAM

環境変数の設定 1

OMP_NUM_THREADS=4;
OMP_PROC_BIND=MASTER;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4},{16:4},{20:4},{24:4},{28:4}'

結果 1: チーム内のスレッドはいずれも、マスターが実行されるプレースに割り当て
られます。 4 つのスレッドがプレース 0 に割り当てられます。
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環境変数の設定 2

OMP_NUM_THREADS=4;
OMP_PROC_BIND=close;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4},{16:4},{20:4},{24:4},{28:4}'

結果 2: スレッドは、親スレッドのプレースに近い場所に割り当てられます。スレッ
ド割り当ては以下のとおりです。

v OMP スレッド 0 はプレース 0 に割り当てられる

v OMP スレッド 1 はプレース 1 に割り当てられる

v OMP スレッド 2 はプレース 2 に割り当てられる

v OMP スレッド 3 はプレース 3 に割り当てられる

環境変数の設定 3

OMP_NUM_THREADS=4;
OMP_PROC_BIND=spread;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4},{16:4},{20:4},{24:4},{28:4}'

結果 3: スレッドの数 4 は場所の数 8 より小さいため、4 つのサブ区画が形成され
ます。8 は 4 によって均等に分割されるため、スレッド割り当ては以下のようにな
ります。

v OMP スレッド 0 はプレース 0 に割り当てられる

v OMP スレッド 1 はプレース 2 に割り当てられる

v OMP スレッド 2 はプレース 4 に割り当てられる

v OMP スレッド 3 はプレース 6 に割り当てられる

環境変数の設定 4

OMP_NUM_THREADS=5;
OMP_PROC_BIND=spread;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4},{16:4},{20:4},{24:4},{28:4}'

結果 4: スレッドの数 5 は場所の数 8 より小さいため、5 つのサブ区画が形成され
ます。8 は 5 によって均等に分割されないため、スレッドは場所に順番に割り当て
られます。スレッド割り当ては以下のとおりです。

v OMP スレッド 0 はプレース 0 に割り当てられる

v OMP スレッド 1 はプレース 2 に割り当てられる

v OMP スレッド 2 はプレース 4 に割り当てられる

v OMP スレッド 3 はプレース 6 に割り当てられる

v OMP スレッド 4 はプレース 7 に割り当てられる

環境変数の設定 5

OMP_NUM_THREADS=8;
OMP_PROC_BIND=spread;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4}'

結果 5: スレッドの数 8 は場所の数 4 より大きいため、4 つのサブ区画が形成され
ます。8 は 4 によって均等に分割されるため、2 つのスレッドが各サブ区画に割り
当てられます。スレッド割り当ては以下のとおりです。

v OMP スレッド 0 およびスレッド 1 はプレース 0 に割り当てられる

v OMP スレッド 2 およびスレッド 3 はプレース 1 に割り当てられる
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v OMP スレッド 4 およびスレッド 5 はプレース 2 に割り当てられる

v OMP スレッド 6 およびスレッド 7 はプレース 3 に割り当てられる

環境変数の設定 6

OMP_NUM_THREADS=7;
OMP_PROC_BIND=spread;
OMP_PLACES='{0:4},{4:4},{8:4},{12:4}'

結果 6: スレッドの数 7 は場所の数 4 より大きいため、4 つのサブ区画が形成され
ます。7 は 4 によって均等に分割されないため、1 つのスレッド (floor(7/4)=1)
が各サブ区画に割り当てられます。スレッド割り当ては以下のとおりです。

v OMP スレッド 0 はプレース 0 に割り当てられる

v OMP スレッド 1 およびスレッド 2 はプレース 1 に割り当てられる

v OMP スレッド 3 およびスレッド 4 はプレース 2 に割り当てられる

v OMP スレッド 5 およびスレッド 6 はプレース 3 に割り当てられる

関連資料:

212 ページの『PROC_BIND』

234 ページの『omp_get_proc_bind()』

関連情報:

90 ページの『XLSMPOPTS』

103 ページの『OMP_PLACES』

OMP_SCHEDULE
OMP_SCHEDULE 環境変数は、PARALLEL DO および RUNTIME のスケジュ
ール・タイプを持っているワーク・シェアリング DO ディレクティブに適用されま
す。構文は次のとおりです。

►► OMP_SCHEDULE= sched_type
, chunk_size

►◄

sched_type
は AUTO、DYNAMIC、GUIDED、または STATIC のいずれかです。こ
れらのスケジューリング・パラメーターの詳細については、 216 ページの
『SCHEDULE』 節を参照してください。

chunk_size
はチャンク・サイズを表す正のスカラー整数です。

この環境変数は PARALLEL DO および RUNTIME 以外のスケジュール・タイプ
を持つワーク・シェアリング DO ディレクティブには無視されます。

スケジュール・タイプを、ディレクティブを通してコンパイル時に、または
OMP_SCHEDULE 環境変数を通して実行時に、または XLSMPOPTS 環境変数の
SCHEDULE オプションを通して実行時に指定しない場合、デフォルトのスケジュ
ール・タイプは AUTO となり、スケジューリングの決定がコンパイラーまたはラ
ンタイム・システムに委任されます。スケジュール・タイプが AUTO に設定され
ている場合、chunk_size は指定できません。
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XLSMPOPTS 環境変数の SCHEDULE オプションと OMP_SCHEDULE 環境変
数の両方を指定する場合、 OMP_SCHEDULE 環境変数が優先順位の上位です。

以下は OMP_SCHEDULE 環境変数の設定方法の例です。

export OMP_SCHEDULE="DYNAMIC"
export OMP_SCHEDULE="GUIDED,4"
export OMP_SCHEDULE="STATIC"
export OMP_SCHEDULE="AUTO"

OMP_STACKSIZE
OMP_STACKSIZE 環境変数は、OpenMP ランタイムによって作成されるスレッド
のスタック・サイズを指定します。構文は次のとおりです。

►► OMP_STACKSIZE= size
sizeB
sizeK
sizeM
sizeG

►◄

サイズ
OpenMP ランタイムによって作成されるスレッドのスタック・サイズを指
定する正整数です。

「B」、「K」、「M」、「G」
指定されたサイズの単位が、バイト、キロバイト、メガバイト、ギガバイト
のいずれであるかを指定する文字です。

サイズのみ指定され、「B」、「K」、「M」、「G」 のいずれも指定されていない
場合には、サイズはデフォルトでキロバイトになります。この環境変数は、初期ス
レッドのスタック・サイズは制御しません。

OMP_STACKSIZE 環境変数に割り当てられた値の大/小文字は区別されません。
また、前後に空白文字を置くことができます。以下は、OMP_STACKSIZE 環境変
数の設定方法の例です。

export OMP_STACKSIZE="10M"
export OMP_STACKSIZE=" 10 M "

OMP_STACKSIZE の値が設定されていない場合、初期値はデフォルト値に設定さ
れます。 (システム・リソースによって課される制限)

環境変数によって指定されたスタック・サイズをコンパイラーが提供できない場
合、または OMP_STACKSIZE が有効なフォーマットに準拠していない場合、コン
パイラーは、環境変数にデフォルト値を設定します。

OMP_STACKSIZE 環境変数は、XLSMPOPTS 環境変数の stack サブオプション
よりも高い優先順位を持ちます。

OMP_THREAD_LIMIT
OMP_THREAD_LIMIT 環境変数は、プログラム全体で使用する OpenMP スレッ
ド数を設定します。構文は次のとおりです。
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►► OMP_THREAD_LIMIT = n ►◄

n プログラム全体で使用する OpenMP スレッド数。65536 未満の正のスカラー整
数でなければなりません。

使用法

OMP_THREAD_LIMIT=1 の場合、並列領域は並列ではなく順次に実行されます。
ただし、OMP_THREAD_LIMIT がプログラムで必要なスレッド数を大幅に下回っ
ていても、並列領域は並列で実行されますが、使用されるスレッド数は少なくなり
ます。ネストされた並列領域がある場合、一部の並列領域は並列で実行され、一部
は順次に実行され、また一部は並列で実行されますが、他の領域からリサイクルさ
れたスレッドが使用されます。

OMP_THREAD_LIMIT が定義されておらず、OMP_NESTED=TRUE である場
合、OMP_THREAD_LIMIT のデフォルト値は、すべての
OMP_NUM_THREADS レベルの積、または OMP_PLACES にある合計リソース
数の大きい方の値になります。

OMP_THREAD_LIMIT が定義されておらず、OMP_NESTED=FALSE である場
合、OMP_THREAD_LIMIT のデフォルト値は、OMP_NUM_THREADS の第 1
レベル、または OMP_PLACES にある合計リソース数の大きい方の値になりま
す。

OMP_THREAD_LIMIT と OMP_NESTED がいずれも定義されていない場合、
OMP_THREAD_LIMIT のデフォルト値は、OMP_PLACES にある合計リソース
数になります。

例

OMP_THREAD_LIMIT が定義されておらず、
OMP_PLACES={0,1,2,3,4,5,6,7},{8,9,10,11,12,13,14,15} とします。
OMP_PLACES にある合計リソース数は 16 です。

例 1

OMP_NESTED=TRUE および OMP_NUM_THREADS=2,12 である場合、すべて
の OMP_NUM_THREADS レベルの積が 24 であり、24 は 16 より大きいことか
ら、OMP_THREAD_LIMIT のデフォルト値は 24 になります。

例 2

OMP_NESTED=FALSE および OMP_NUM_THREADS=2,4 である場合、
OMP_NUM_THREADS の第 1 レベルは 2 であり、16 は 2 より大きいことか
ら、OMP_THREAD_LIMIT のデフォルト値は 16 になります。

関連情報

103 ページの『OMP_PLACES』

101 ページの『OMP_NUM_THREADS』
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101 ページの『OMP_NESTED』

OMP_WAIT_POLICY
OMP_WAIT_POLICY 環境変数は、プログラム実行中にスレッドを待機する際の優
先動作に関するヒントを提供します。構文は次のとおりです。

►►
PASSIVE

OMP_WAIT_POLICY= ACTIVE ►◄

待機スレッドを、多くはアクティブにしたい場合には、ACTIVE を使用します。つ
まり、スレッドは、待機中もプロセッサー・サイクルを消費します。例えば、待機
スレッドは、待機中にスピンすることができます。専用マシンで最大パフォーマン
スを達成するには、ACTIVE 待機ポリシーが推奨されています。

待機スレッドを、多くはパッシブにしたい場合には、PASSIVE を使用します。つ
まり、スレッドは、待機中はプロセッサー・サイクルを消費しません。例えば、待
機スレッドはスリープするか、プロセッサーを他のスレッドに割り振ることができ
ます。

OMP_WAIT_POLICY のデフォルト値は PASSIVE です。

注: OMP_WAIT_POLICY 環境変数を設定したときに、XLSMPOPTS 環境変数の
SPINS 、YIELDS、または DELAYS サブオプションを指定した場合、
OMP_WAIT_POLICY が優先されます。

ユーザー SMP コードの最適化
大部分の IBM プロセッサーは、共有メモリーの並列処理に対応しています。
-qsmp を指定してコンパイルすると、この機能を活用するために必要なスレッド化
されたコードを生成します。このオプションは -O2 最適化レベルを示します。サブ
オプションなしでこのオプションを使用した場合のデフォルト動作は、最適化を伴
う自動並列化を行うことです。

最も一般的に使用される -qsmp サブオプションを以下の表にまとめます。

表 20. 一般に使用される -qsmp のサブオプション
サブオプション 動作
auto コンパイラーに、可能ならユーザー支援なしに自動で並列コードを生成す

るように指示します。ソース・コード内のあらゆる SMP プログラミン
グ構成 (OpenMP ディレクティブを含む) も認識されます。 -qsmp のサ
ブオプションを指定しない場合は、これがデフォルト設定となり、このデ
フォルト設定で、 opt サブオプションも暗黙指定されます。

omp これは、OpenMP ディレクティブの注釈が明示的に付けられているプロ
グラム・コードのみを並列化します。

opt 並列化プログラム・コードの最適化を使用可能にします。この最適化は、
他に最適化オプションが指定されていない場合は -O2 –qhot と同等で
す。 -qsmp のデフォルト設定は -qsmp=auto:noomp:opt です。

noopt コードの並列化に必要となる最低限の最適化を行います。開発作業中は、
デバッグができるように最適化をオフにすると便利です。

fine_tuning サブオプションの他の値は、スレッド・スケジューリング、ネストされた
並列処理、ロックなどを制御します。
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「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の関連情報
 

-O、-qoptimize

-qsmp

-qhot

SMP アプリケーションの開発および実行
v デフォルトでは、実行される並列処理はユーザー型と自動の両方です。

OpenMP のコンパイルで自動並列処理を行わない場合は、 -qsmp=omp:noauto
を使用します。

v 自動並行処理で -qsmp を使用する前に、最適化と -qhot を単一スレッド方式で
使用して、プログラムをテストしてください。

v -qsmp を使用する場合は、常に、再入可能コンパイラー呼び出し (xlf_r などの
_r コマンド呼び出し) を使用してください。

v デフォルトで、ランタイムはすべての使用可能なプロセッサーを使用します。使
用可能なプロセッサー数より少ない数を使用する場合を除いて、
XLSMPOPTS=PARTHDS または OMP_NUM_THREADS 変数を設定しない
でください。実行スレッドの数を、小さい数または 1 に設定して、デバッグを
容易にすることもできます。

注: XLSMPOPTS=PARTHDS 変数は推奨されません。
v 専用のマシンまたはノードを使用している場合は、OMP_WAIT_POLICY を

ACTIVE に設定するか、SPINS および YIELDS 変数 (XLSMPOPTS のサブオ
プション) を 0 に設定することを検討してください。こうすることで、オペレー
ティング・システムが、バリアなどの同期化境界全体にわたって、スレッドのス
ケジューリングに介入することを防ぐことができます。

v SMP プログラムをデバッグする場合は、-qsmp=noopt を使用して (-O は指定
しない)、コンパイラーが作成するデバッグ情報がより正確になるようにしてくだ
さい。 SNAPSHOT ディレクティブも使用して、レジスターの内容をメモリー
にフラッシュすることでストレージの可視性を高めるために、追加のプログラ
ム・ポイントを作成します。

並列化ディレクティブ
このセクションで紹介されているディレクティブを使用すれば並列化を制御できま
す。例えば、ディレクティブの直後のループを並列で実行する必要があることを指
示するには、PARALLEL DO ディレクティブを指定できます。すべての並列化デ
ィレクティブは、コメント形式ディレクティブです。

コメント形式ディレクティブの規則と構文について詳しくは、 「XL Fortran ラン
ゲージ・リファレンス」の『コメントおよび非コメント形式ディレクティブ』 を参
照してください。

XL Fortran は、多くの並列化ディレクティブをサポートしています。そのディレク
ティブは、 114 ページの『サポート対象並列化ディレクティブの要約』にリストさ
れているように分割されます。コードのポータビリティーを確実に最大にするため
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に、可能なところには OpenMP ディレクティブをお勧めします。 OpenMP ディ
レクティブには OpenMP trigger_constant、$OMP を使用してください。ただし、
これ以外のディレクティブには、この trigger_constant を使用しないでください。
OpenMP ディレクティブは、PURE および ELEMENTAL プロシージャーでは使
用しないでください。

並列化ディレクティブを使用可能にするには、-qsmp オプションを指定する必要が
あります。詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」 のトピック
『-qsmp』を参照してください。

サポート対象並列化ディレクティブの要約
このセクションでは、XL Fortran でサポートされている並列化ディレクティブをす
べて分類しています。

OpenMP 並列領域構文
並列構文は XL Fortran の並列実行を基にした OpenMP の基礎を形成します。
PARALLEL/END PARALLEL ディレクティブの対は、基本的な並列構文を形成し
ます。実行スレッドが並列領域に入るたびに、このスレッドがスレッド・チームを
作り、このチームのマスターになります。これでこのチームのスレッドによる構文
内で、並列実行を発生させることが可能になります。次のディレクティブは並列領
域に必要なものです。

PARALLEL END PARALLEL

OpenMP ワーク・シェアリング構文
ワーク・シェアリング構文は、封入されたコードの実行をチーム内のスレッド間の
構文で分割します。発生するワーク・シェアリングの場合、構文は並列領域の動的
エクステント内に封入されていなければなりません。 ワーク・シェアリング構文に
ついて詳しくは、以下のディレクティブを参照してください。

DO END DO

SECTIONS END SECTIONS

WORKSHARE END WORKSHARE

SINGLE END SINGLE

OpenMP デバイス構文
以下の OpenMP ディレクティブを使用すれば、デバイス・データ環境や内部変数
を管理したりデバイスに計算をオフロードしたりできます。

TARGET DATA END TARGET DATA

TARGET ENTER DATA

TARGET EXIT DATA

TARGET END TARGET

TARGET UPDATE

DECLARE TARGET

TEAMS END TEAMS
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DISTRIBUTE END DISTRIBUTE

DISTRIBUTE PARALLEL DO END DISTRIBUTE PARALLEL DO

OpenMP 同期構文
以下のディレクティブを使用すれば、チームにおいて複数のスレッドで 1 つの並列
領域を実行する処理を同期できます。

ATOMIC

BARRIER

CRITICAL END CRITICAL

FLUSH

ORDERED END ORDERED

TASKWAIT

OpenMP 組み合わせ構文
組み合わせ構文は、別の構文のすぐ内側にネストされている 1 つの構文を指定する
ためのショートカットです。組み合わせ構文を指定することは、2 番目の構文のイ
ンスタンスを囲む最初の構文を指定し、他のステートメントを指定しないことと意
味的に同等です。

一部の組み合わせ構文には、組み合わされた両方の個々の構文で許可されている文
節が含まれています。個々の構文の両方で許可されている節を指定すると、その節
はいずれかまたは両方の構文に適用されます。

以下の組み合わせ構文を使用できます。

PARALLEL DO END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE END PARALLEL WORKSHARE

TARGET PARALLEL END TARGET PARALLEL

TARGET PARALLEL DO END TARGET PARALLEL DO

TARGET TEAMS END TARGET TEAMS

TARGET TEAMS DISTRIBUTE END TARGET TEAMS DISTRIBUTE

TARGET TEAMS DISTRIBUTE
PARALLEL DO

END TARGET TEAMS DISTRIBUTE
PARALLEL DO

TEAMS DISTRIBUTE END TEAMS DISTRIBUTE

TEAMS DISTRIBUTE PARALLEL DO END TEAMS DISTRIBUTE PARALLEL
DO

関連資料:

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

149 ページの『PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS』

152 ページの『PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE』
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他の OpenMP 構文
並列化に対する追加制御を提供する以下の OpenMP ディレクティブを使用できま
す。

MASTER END MASTER

TASK END TASK

THREADPRIVATE

SMP ディレクティブ
次のディレクティブは追加の SMP 機能を提供します。

v DO SERIAL

v SCHEDULE

v THREADLOCAL

推奨されないディレクティブ
下表に示す SMP ディレクティブは非推奨であり、今後のリリースで削除される可
能性があります。対応する OpenMP ディレクティブまたは文節を使用して、同じ
動作が得られます。

表 21. 推奨されない SMP ディレクティブ

SMP ディレクティブ OpenMPclause

SCHEDULE SCHEDULE

以下の例は、推奨されない SMP SCHEDULE ディレクティブを、OpenMP
SCHEDULE 文節で置き換える方法を示しています。

SMP SCHEDULE ディレクティブを使用するオリジナル・コードは、次のようにな
ります。

program loop
integer, parameter :: N=500
integer :: i

!SMP$ SCHEDULE(STATIC)
real :: arr(N)

!SMP$ parallel do
do i=1, N
arr(i) = real(i-1)

enddo
end program

以下に示すように、OpenMP SCHEDULE 文節を使用して同じ動作を実行できま
す。

program loop
integer, parameter :: N=500
integer :: i
real :: arr(N)

!$OMP parallel do schedule(static)
do i=1, N
arr(i) = real(i-1)

enddo
end program
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並列化ディレクティブの詳細説明
このセクションでは、XL Fortran でサポートされている並列化ディレクティブを厳
選して、それらについて詳しく説明します。

このセクションには、各ディレクティブに固有の情報が記載されています。ディレ
クティブ文節に関する一般情報については、 194 ページの『ディレクティブ文節』
を参照してください。

ATOMIC
目的

ATOMIC ディレクティブを使用して、並列領域内の特定のメモリー位置にアクセ
スできます。ATOMIC ディレクティブを使用すると、コンパイラーは、同一メモ
リー位置に対する同時読み取りまたは同時書き込みによって発生する可能性のある
エラーを避けるために、一時点で 1 つのスレッドのみがメモリー位置にアクセスす
るようにするコードを生成します。

アトミック演算は、マルチスレッドまたは並行のアルゴリズムおよびデータ構造を
作成する場合に役立ちます。アトミック構文を使用すると、ロックが少なく効率的
な並行アルゴリズムを作成できます。

アトミック構文は、以下の種類のアトミック・アクセスをサポートします。

v アトミック更新

変数の値をアトミックに更新します。共有変数に対する書き込みを一時点に 1
スレッドのみに許可します。これにより、同じ変数への同時書き込みによるエラ
ーを回避できます。

v アトミック読み取り

変数の値をアトミックに読み取ります。共有変数の値を安全に読み取ることがで
きます。これにより、変数が並行スレッドによって同時にアクセスされるとき
の、中間値を読み取るリスクを回避できます。

v アトミック書き込み

変数の値をアトミックに書き込みます。共有変数の値を排他的に書き込むことが
できます。これにより、同時書き込みによるエラーを回避できます。

v アトミック取り込み

変数の元の値または最終値をアトミックに取り込む一方、変数の値を更新しま
す。

注:

1. アトミック演算は V15.1.1 と V15.1.2 との間では相互運用可能ではありませ
ん。 V15.1.2 のアトミック実装がより効率的です。

2. GPU ATOMIC ディレクティブはターゲット・デバイスでサポートされて
いません。 GPU
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必須オプション

-qsmp

構文

アトミック更新

►►
UPDATE

ATOMIC
seq_cst

►◄

►► atomic_update_statement ►◄

►►
END ATOMIC

►◄

アトミック読み取り

►► ATOMIC READ
seq_cst

►◄

►► atomic_capture_statement ►◄

►►
END ATOMIC

►◄

アトミック書き込み

►► ATOMIC WRITE
seq_cst

►◄

►► atomic_write_statement ►◄

►►
END ATOMIC

►◄
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atomic_update_statement
この形式は以下のいずれかです。

update_variable = update_variable operator expression
update_variable = expression operator update_variable
update_variable = intrinsic(update_variable, expression_list)
update_variable = intrinsic(expression_list, update_variable)

アトミック取り込み

►► ATOMIC CAPTURE
seq_cst

►◄

►► atomic_update_statement ►◄

►► atomic_capture_statement ►◄

►► END ATOMIC ►◄

または

►► ATOMIC CAPTURE
seq_cst

►◄

►► atomic_capture_statement ►◄

►► atomic_update_statement ►◄

►► END ATOMIC ►◄

または

►► ATOMIC CAPTURE
seq_cst

►◄

►► atomic_capture_statement ►◄

►► atomic_write_statement ►◄

►► END ATOMIC ►◄

注: 最後の形式は、アトミック・スワップ演算をサポートするためのものです。
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atomic_write_statement
この形式は次のとおりです。

update_variable = expression

atomic_capture_statement
この形式は次のとおりです。

capture_variable = update_variable

seq_cst
アトミック演算を順次にサポートする文節です。アトミックに実行される操
作に、リストのない暗黙フラッシュ操作を強制的に組み込みます。

凡例:

update_variable、capture_variable
いずれも、組み込み型の非ポインター、非割り振り可能スカラー変数です。

intrinsic
MAX、MIN、IAND、IOR、IEOR のいずれかです。

operator
+、-、*、/、.AND.、.OR.、.EQV.、.NEQV.、または .XOR. のいずれか 1
つです。

expression
update_variable を参照しないスカラー式

expression_list
update_variable を参照しないスカラー式の、空でないコンマ区切りリストで
す。

注: 組み込みが IAND、IOR、IEOR のいずれかである場合、expression_list
に含めることができる式は 1 つだけです。

規則

文節なしの ATOMIC ディレクティブは、アトミック更新と同等であり、その直後
のステートメントのみに適用されます。

1 つの並行プログラム全体にわたって、特定の保管場所へのすべてのアクセスがア
トミックである必要があります。メモリー位置への 1 回の非アトミック・アクセス
により、その保管場所へのすべてのアトミック・アクセスの予期されるアトミック
動作が破壊される場合があります。

アトミック・ステートメントの expression はアトミック的に評価されません。計算
で競合条件が存在していないことを確認する必要があります。

プログラム全体で、ATOMIC ディレクティブを使用して update_variable の保管場
所を参照する場合、これらのすべての参照の型と型パラメーターが同じである必要
があります。

capture_variable、expression、および expression_list は、update_variable と同じ保管
場所をアクセスしないようにする必要があります。
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アトミック取り込みアクセスの場合、取り込まれた値を、capture_variable で表され
た保管場所に書き込む操作は、アトミックではありません。

関数の intrinsic、演算子の operator、および割り当ては、組み込みの関数、演算子、
および割り当てである必要があります。再定義された組み込み関数、定義済み演算
子、および定義済み割り当ては使用できません。

例

例 1: この例では、複数のスレッドがカウンターを更新します。 ATOMIC は更新
情報が失われないことを確実にするために使用されます。

PROGRAM P
R = 0.0

!$OMP PARALLEL DO SHARED(R)
DO I = 1, 10

!$OMP ATOMIC
R = R + 1.0

END DO
PRINT *,R

END PROGRAM P

予期出力:

10.0

例 2: この例では、それぞれの繰り返しで配列 Y の更新されるエレメントが不確実
のため、 ATOMICディレクティブが必要とされます。

PROGRAM P
INTEGER, DIMENSION(10) :: Y, INDEX
INTEGER B

Y = 5
READ(*,*) INDEX, B

!$OMP PARALLEL DO SHARED(Y)
DO I = 1, 10

!$OMP ATOMIC
Y(INDEX(I)) = MIN(Y(INDEX(I)),B)

END DO
PRINT *, Y

END PROGRAM P

入力データ:

10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 4

予期出力:

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

例 3: 次の例はアトミック取り込みの使用法を示しています。

FUNCTION fnc(upper) RESULT(ret)
INTEGER, INTENT(IN) :: upper
INTEGER :: ret
INTEGER, SAVE :: iter = 0

!$OMP ATOMIC CAPTURE
iter = iter + 1
ret = iter

!$OMP END ATOMIC
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IF (ret .GT. upper) THEN
ret = -1

ENDIF
END FUNCTION fnc

関連資料:

123 ページの『CRITICAL / END CRITICAL』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

BARRIER
目的

BARRIER ディレクティブを使用すると、任意のチームのすべてのスレッドを同期
できます。スレッドが BARRIER ディレクティブを検出すると、そのチームの他の
すべてのスレッドが領域内のすべての明示的タスクを完了するまで、そのスレッド
はその BARRIER を越えて実行しません。

必須オプション

-qsmp

構文

規則

BARRIER 領域は、最も近い封入 PARALLEL 領域にバインドされます。

BARRIER 領域を CRITICAL、MASTER、ORDERED、TASK、またはワーク・
シェアリング領域の内部で近接してネストさせてはなりません。

チームのスレッドのうちバインディング並列領域を実行しているスレッドはすべ
て、BARRIER 領域を実行する必要があり、これらのスレッドは、この並列領域に
バインドされたすべての明示的タスクの実行を完了するまで、BARRIER を越えて
実行を続行してはいけません。

すべての BARRIER 領域およびワーク・シェアリング領域は、チーム内のすべての
スレッドによって同じ順序で検出される必要があります。

それぞれの BARRIER 領域は、チーム内のすべてのスレッドによって検出される
か、または、どのスレッドによっても検出されない必要があります。

BARRIER ディレクティブはチーム内のスレッドを同期することに加えて、
variable_name_list を指定しない FLUSH ディレクティブも暗黙指定されます。

►► BARRIER ►◄
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例

PARALLEL 構文にバインドした BARRIER 構文の例。 注記: C を計算するに
は、A と B が完全に割り当てられたことを確認し、同数のスレッドが待機する必
要があります。

SUBROUTINE SUB1
INTEGER A(1000), B(1000), C(1000)

!$OMP PARALLEL
!$OMP DO

DO I = 1, 1000
A(I) = SIN(I*2.5)

END DO
!$OMP END DO NOWAIT
!$OMP DO

DO J = 1, 10000
B(J) = X + COS(J*5.5)

END DO
!$OMP END DO NOWAIT

...
!$OMP BARRIER

C = A + B
!$OMP END PARALLEL

END

関連資料:

136 ページの『FLUSH』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

CRITICAL / END CRITICAL
目的

CRITICAL 構文は、同時に 1 スレッドだけで実行することを、独立したコード・
ブロックに定義できるようにします。このスレッドには、CRITICAL ディレクティ
ブの後にコード・ブロック、最後に END CRITICAL ディレクティブを組み込みま
す。

必須オプション

-qsmp

構文

►► CRITICAL
( lock_name )

►◄

►► block ►◄

►► END CRITICAL
( lock_name )

►◄
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lock_name
コードの異なる CRITICAL 構文を区別する方法を提供します。

block 同時に 1 スレッドだけで実行されるコード・ブロックを表します。

規則

オプションの lock_name はグローバル・スコープを指定した名前です。 lock_name
は同一実行可能プログラムで、その他いずれのグローバル・エンティティーも、識
別のために使用しないでください。

CRITICAL ディレクティブで lock_name を指定する場合は、対応する END
CRITICAL ディレクティブにも同一 lock_name を指定してください。

複数の CRITICAL 構文に同一 lock_name を指定すると、コンパイラーはいずれの
時点でもこれらの CRITICAL 構文の実行には、 1 スレッドだけを許可します。
異なる lock_names を持つ CRITICAL 構文は、並列で実行させることが可能です。

同一のロックは明示的 lock_name を持っていない全 CRITICAL 構文をプロテクト
します。言い換えると、コンパイラーが同一の lock_name を割り当てると、これに
よって、一時点では確実に 1 スレッドだけが無名の CRITICAL 構文の一員になる
ということです。

lock_name は、category 1 のいずれのローカル・エンティティーとも同じ名前を共
用してはなりません。

CRITICAL 構文へブランチ、あるいはそれからブランチすることは正しくありませ
ん。

CRITICAL 構文はプログラムのどこにでも使用できます。

CRITICAL 領域内に CRITICAL 構文をネストさせることは可能ですが、その結果
デッドロックになる場合があります。-qsmp=rec_locks コンパイラー・オプション
はデッドロックを防止するために使用できます。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。 OpenMP API では、ネストされた
CRITICAL 領域が同じ名前を持つことは許されません。

CRITICAL および END CRITICAL ディレクティブは、 variable_name_list を指
定しない FLUSH ディレクティブを暗黙指定します。

F2008

 
CYCLE ステートメントは、CRITICAL より外側の構文に属している場

合、この構文内で使用してはなりません。

EXIT ステートメントは、CRITICAL 構文またはその外側の構文に属している場
合、その構文内で使用してはなりません。 F2008

例

例 1: この例では、CRITICAL 構文を使用して並列領域内部の共有変数を更新する
例を示しています。CRITICAL 構文は、一度に 1 つのスレッドがコードを実行す
るよう制限します。
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EXPR=0
!$OMP PARALLEL DO PRIVATE (I)

DO I = 1, 100
!$OMP CRITICAL

EXPR = EXPR + A(I) * I
!$OMP END CRITICAL

END DO

例 2: CRITICAL 構文に lock_name を指定する例です。

!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(T)
DO I = 1, 100
T = B(I) * B(I-1)

!$OMP CRITICAL (LOCK)
SUM = SUM + T

!$OMP END CRITICAL (LOCK)
END DO

関連資料:

117 ページの『ATOMIC』

136 ページの『FLUSH』
 

ランゲージ・リファレンスのグローバル・エンティティーを参照してくださ
い。
 

ランゲージ・リファレンスのローカル・エンティティーを参照してください。

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

DECLARE TARGET
目的

DECLARE TARGET ディレクティブは、変数、関数、およびサブルーチンがデバ
イス上でアクセス可能または実行可能になるようにデバイスにマップされることを
指定します。

必須オプション

-qsmp
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構文

規則

DECLARE TARGET ディレクティブでグローバル変数およびグローバル関数が宣
言されていると、変数および関数のデバイス・バージョンが作成されて、デバイス
環境にストレージが割り当てられます。デバイス変数には、ターゲット領域から直
接アクセスすることも、DECLARE TARGET 関数を使用してターゲット領域から
アクセスすることもできます。 to 節は、装置の初期化時に項目をマップします。

DECLARE TARGET ディレクティブに文節がない場合は、ある項目の暗黙的 TO
文節への暗黙的拡張リストが、適用先のエンクロージング・サブルーチン・サブプ
ログラム、関数サブプログラム、またはインターフェース本体の名前から形成され
ます。

制約事項

v DECLARE TARGET ディレクティブでは、以下の項目は指定できません。

– 共通ブロック、EQUIVALENCE ステートメント、または別の変数 (配列な
ど) に属する変数

– 総称名、プロシージャー・ポインター、または入り口名を名前として持つ関
数

– 無名共通ブロック

v 同じ項目を複数回指定することはできません。

v 変数タイプは、ターゲット領域の MAP 文節で許可されているいずれかのタイプ
でなければなりません。詳細については、「OpenMP Application Program
Interface Language Specification」 (http://www.openmp.org で入手可能) を参照
してください。

構文形式 1

►► DECLARE TARGET ( extended-list ) ►◄

構文形式 2

►► ▼

,

DECLARE TARGET
clause

►◄

clause は to(extended-list) です。文節を持たない extended-list が存在する場合は、TO 文
節が暗黙指定されます。

構文形式 1 および構文形式 2 の extended-list は、1 つ以上の拡張リスト項目のコンマ区
切りリストです。変数、共通ブロック、またはプロシージャー名を拡張リスト項目として
指定できます。
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v DECLARE TARGET ディレクティブで指定される変数は以下のいずれかでなけ
ればなりません。

– モジュール変数

– SAVE 属性が暗黙的または明示的に指定されている静的変数

v 変数または共通ブロックが宣言されている同一スコープにおいてのみ、
DECLARE TARGET ディレクティブで変数または共通ブロックを指定できま
す。

v 共通ブロック名が DECLARE TARGET ディレクティブに指定されている場合
は、その共通ブロック名を DECLARE TARGET ディレクティブで宣言する必
要があります (その共通ブロックが宣言されるスコープごと)。また、そのディレ
クティブは、プログラム単位において最後の COMMON ステートメントより後
に指定する必要があります。

v 派生型の外部型制約プロシージャーに関しては、DECLARE TARGET ディレク
ティブは定義とインターフェースの両方に指定されなければなりません。

v 派生型定義の型制約プロシージャー部分にないプロシージャーが、プロシージャ
ー宣言ステートメントを使用して宣言される場合は、いずれの DECLARE
TARGET プロシージャー名も同一指定部分に指定されなければなりません。

v 文節を持つ DECLARE TARGET ディレクティブ (構文形式 2) は、サブルーチ
ン・サブプログラム、関数サブプログラム、またはモジュールの仕様部分に指定
されなければなりません。

v 文節を持たない DECLARE TARGET ディレクティブ (構文形式 1) は、ディレ
クティブが関連付けられているサブルーチン・サブプログラム、関数サブプログ
ラム、またはインターフェース本体の仕様部分に指定されなければなりません。

v 項目に BIND 属性がある場合は、対応する C 項目を、C プログラムの
DECLARE TARGET ディレクティブにも指定する必要があります。

v DECLARE TARGET ディレクティブと THREADPRIVATE ディレクティブは
同時には使用できません。

例

次の例は、DECLARE TARGET ディレクティブで変数や関数を指定する方法を示
しています。

Module m
TYPE vector
INTEGER :: x, y

END TYPE
TYPE(vector) :: v1

!$OMP DECLARE TARGET (dot, v1)

Contains
FUNCTION dot(a, b) RESULT (res)
TYPE(vector) :: a, b
res = a.x * b.x + a.y * b.y

END FUNCTION
End Module

Use m
v1 = vector(1, 1)
TYPE(vector) :: v2 = vector(1, 3)
INTEGER :: result
!$OMP TARGET MAP(FROM: result)
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result = dot(v1, v2)
!$OMP END TARGET
PRINT *, a.x, b.x, a.y, b.y, result
END

モジュール関数 dot とモジュール変数 v1 が DECLARE TARGET ディレクティ
ブで宣言されています。そのため、各変数および各関数のデバイス・コピーは、ホ
スト・バージョンに基づいて作成されます。ターゲット領域に入るとき、変数 v2
は暗黙的に装置との間でマップされますが、変数 v1 の装置コピーは直接アクセス
されます。関数 dot のデバイス・バージョンが呼び出され、マップされた変数
result に結果が保管されます。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

DISTRIBUTE / END DISTRIBUTE
目的

DISTRIBUTE ディレクティブは、1 つ以上のループの反復が、暗黙タスクのコン
テキストでスレッド・チームによって実行されることを指定します。反復は、分散
領域のバインド先であるチーム領域を実行する、すべてのチームのマスター・スレ
ッドに分散されます。

必須オプション

-qsmp および -qoffload

構文

distribute_clause は以下のいずれかです。

►► ▼

,

DISTRIBUTE
distribute_clause

►◄

►► do-loop ►◄

►►
END DISTRIBUTE

►◄

►► collapse_clause
dist_schedule_clause
firstprivate_clause
private_clause
lastprivate_clause

►◄
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collapse_clause
これは、DISTRIBUTE ディレクティブが適用されるループの数を指定しま
す。構文は COLLAPSE(scalar-integer-expression) です。
scalar-integer-expression は、正定数の整数値に評価されなければなりませ
ん。 COLLAPSE を指定しない場合、DISTRIBUTE ディレクティブは直
後のループにのみ適用されます。

dist_schedule_clause
これは、chunk_size 反復のグループを割り当てる方法を指定します。構文は
DIST_SCHEDULE(STATIC[,chunk_size]) です。

v DIST_SCHEDULE を指定した場合は、以下のようになります。

– chunk_size を指定すると、chunk_size 反復のグループがラウンドロビ
ン方式で各参加チームに割り当てられます。

– chunk_size を指定しないと、反復スペースは同じサイズのチャンクに
分割され、各チャンクは各チームに割り当てられます。各チームに割
り当てられるのは 1 つのチャンクのみです。

v DIST_SCHEDULE を指定しない場合、反復は DIST_SCHEDULE
(STATIC) が指定されたかのように分散されます。

firstprivate_clause
これは、プライベート・コピーが元の変数の値で初期化されることを除き、
private_clause と同等です。構文は FIRSTPRIVATE(list) です。

lastprivate_clause
これは private_clause と同等です。また、分散ループの順次的に最後の反復
からの各新規リスト項目の値は、元のリスト項目に戻って割り当てられま
す。構文は LASTPRIVATE(list) です。

private_clause
囲まれたチーム領域内のチームに専用とする 1 つ以上のリスト項目を宣言
します。リスト項目ごとに、各チームに対してローカル・コピーが作成され
ます。チーム領域内の元のリスト項目に対する参照はすべて、プライベー
ト・コピーに対する参照で置き換えられます。コピーはチームごとに作成さ
れるため、チーム内のスレッド間で共有されます。構文は PRIVATE(list)
です。

規則

DISTRIBUTE ディレクティブは、チーム領域内で厳密にネストされているループ
に対してのみ使用します。 DISTRIBUTE ディレクティブの終わりに暗黙のバリア
はありません。

例
INTEGER, PARAMETER :: n = 8
INTEGER :: a(n)

!$OMP TARGET MAP(TO:n) MAP(TOFROM: a)
!$OMP TEAMS NUM_TEAMS(2) THREAD_LIMIT(n/2)
!$OMP DISTRIBUTE
DO i=1,n,1
a(i) = omp_get_team_num()
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END DO
!$OMP END DISTRIBUTE
!$OMP END TEAMS
!$OMP END TARGET

このターゲット領域には 2 つのチームからなるチーム領域が含まれています。緊密
にネストされた分散ループの反復が、N/2 反復を実行するいずれかのチームのマス
ター・スレッドを使用して割り当てられます。

関連資料:

179 ページの『TEAMS / END TEAMS』
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

DISTRIBUTE PARALLEL DO / END DISTRIBUTE PARALLEL
DO
目的

DISTRIBUTE PARALLEL DO ディレクティブは、複数のチームを使用してルー
プを実行します。通常、各チームは複数のスレッドで構成されます。ループ反復
は、チャンク内の各チームにラウンドロビン方式で分散されます。

DISTRIBUTE PARALLEL DO 構文は複合構文です。

必須オプション

-qsmp および -qoffload

構文

clause は、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任意の文節 (LINEAR 文節と ORDERED 文節を除く) に
することができます。指定された clause は、DISTRIBUTE ディレクティブまたは
PARALLEL DO ディレクティブで使用される場合と同じ意味を持ち、同じ制限が
適用されます。

►► ▼

,

DISTRIBUTE PARALLEL DO
clause

►◄

►► parallel_do_loops ►◄

►►
END DISTRIBUTE PARALLEL DO

►◄
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規則

指定された文節は、DISTRIBUTE ディレクティブと PARALLEL DO ディレクテ
ィブの両方に適用できる場合は 2 回適用されます。ただし、COLLAPSE 文節に関
しては、適用回数は 1 回のみです。

DISTRIBUTE PARALLEL DO ディレクティブに関連付けられているループの反
復は、ループ構文にバインドされている各チームに分散されます。各チームにはル
ープ反復のチャンクが割り当てられます。チャンクのサイズは、DISTRIBUTE デ
ィレクティブに適用される文節に従って決定されます。各チャンクは並列ループを
形成し、その並列ループは、PARALLEL DO ディレクティブに適用される文節に
従って、チーム領域に関与する各スレッドに分散されます。

例
INTEGER, PARAMETER :: N = 8
INTEGER :: a(N), b(N), c(N)
INTEGER :: k = 4, nteams = 16
INTEGER :: block_threads = 2
DO i = 1, N, 1

a(i) = 0
b(i) = i
c(i) = 3*i

END DO
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: a) MAP(TO: b, c)
!$OMP TEAMS NUM_TEAMS(nteams)
!$OMP DISTRIBUTE PARALLEL DO DIST_SCHEDULE(STATIC, block_threads)
DO i= 1, N, 1

a(i) = b(i) + k*c(i)
END DO
!$OMP END TEAMS
!$OMP END TARGET

初めに、配列 a、b、および c とスカラー変数 k、nteams、および block_threads
が、ホスト環境で宣言されて初期化されます。

次に、ターゲット領域が宣言され、配列 a、b、および c が明示的にデバイス環境
にマップされます。ターゲット領域の開始時に、a、b、および c のストレージがデ
バイス上に割り当てられます。続いて、各配列の装置コピーが、ホスト上の対応す
る配列の内容で初期化されます。スカラー変数 k、nteams、および block_threads
はコンパイラーによって暗黙的に FIRSTPRIVATE としてマップされます。これ
は、これらのスカラー変数が明示的にマップされておらず、DEFAULTMAP
(TOFROM:SCALAR) 文節が存在しないためです。

ターゲット領域はスレッドの nteams チームによって実行されます。

ループ反復はまず、block_threads 変数の値に等しいサイズのチャンク内の各チー
ムに分散されます。反復の各チャンクはさらに、各チーム内の各スレッドに分散さ
れます。

ターゲット領域の終了時に、デバイス上の配列 a のコピーがホスト環境にコピーバ
ックされます。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
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コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

DO / END DO
目的

DO (ワーク・シェアリング) 構文を使用すると、これに出会うチーム・メンバー間
のループの実行を分割できます。 END DO ディレクティブを使用すると、DO
(ワーク・シェアリング) ディレクティブにより指定される DO ループの終了を示
すことができます。

必須オプション

-qsmp

構文

do_clause は以下のとおりです。

collapse_clause
196 ページの『COLLAPSE』 を参照。

firstprivate_clause
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

lastprivate_clause
206 ページの『LASTPRIVATE』 を参照。

►► ▼DO
do_clause

,

►◄

►► do_loop ►◄

►►
END DO

NOWAIT

►◄

►► collapse_clause
firstprivate_clause
lastprivate_clause
ordered_clause
private_clause
reduction_clause
schedule_clause

►◄
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ordered_clause
209 ページの『ORDERED』 を参照。

private_clause
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

reduction_clause
213 ページの『REDUCTION』 を参照。

schedule_clause
216 ページの『SCHEDULE』 を参照。

規則

DO (ワーク・シェアリング) が後に続く最初の非コメント行 (他のディレクティブ
を含まない) は、 DO ループでなければなりません。 この行は無限 DO ループ、
または DO WHILE ループにすることはできません。DO (ワーク・シェアリング)
ディレクティブは、このディレクティブの直後に続く DO ループのみに適用され、
ネストされたいずれの DO ループにも適用されません (COLLAPSE 節を指定する
場合を除く)。

END DO ディレクティブはオプショナルです。 END DO ディレクティブを使用
する場合は、DO ループのすぐ後でなければなりません。

DO 構文にはいくつかの DO 文を含めることができます。 DO 文が同一の DO
終了文を共有し、その構文の後に END DO ディレクティブが続く場合は、この構
文の最外部の DO 文にワーク・シェアリング DO ディレクティブのみ指定できま
す。

END DO ディレクティブに NOWAIT を指定すると、ループのこの繰り返しを先
に完了したスレッドは、そのループの後に続く命令に進みます。このスレッドはチ
ームの他のスレッドが DO ループの完了を待ちません。 END DO ディレクティ
ブに NOWAIT を指定しない場合、各スレッドは、DO ループの終了場所で同一チ
ーム内の他のすべてのスレッドを待ちます。

NOWAIT 文節を指定しない場合、END DO ディレクティブは variable_name_list
を指定しない FLUSH ディレクティブを暗黙指定します。

チーム内のすべてのスレッドが DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブに出
会う場合は、必ずこのディレクティブに出会わなければなりません。チーム内の各
スレッドについて、 DO ループは同一の境界とステップ値を持っていなければなり
ません。 チーム内のすべてのスレッドは、実行されるすべてのワーク・シェアリン
グ構文および BARRIER ディレクティブと、同じ順序で出会わなければなりませ
ん。

DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブは、CRITICAL、MASTER、または
ORDERED 領域内では使用しないでください。また、別の並列領域にバインドされ
る場合を除いて、ワーク・シェアリング領域または TASK 領域では使用しないで
ください。

DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブには、別の DO (ワーク・シェアリン
グ) ディレクティブを続けることはできません。 1 つの指定 DO ループには、DO
(ワーク・シェアリング) ディレクティブを 1 つだけ指定できます。
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DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブは、 1 つの指定 DO ループに対し
て、 INDEPENDENT または DO SERIAL ディレクティブのいずれかと一緒に使
用できません。

2 つのワーク・シェアリング・ループ領域内で、スレッドに対し論理繰り返し回数
の同じ割り当てが確実に使用されるようにするために、 SCHEDULE節の STATIC
スケジュールを使用します。詳細については、 216 ページの『SCHEDULE』を参
照してください。

例

例 1: PARALLEL 構文内の、いくつかの独立 DO ループの例です。最初のワー
ク・シェアリング DO ループの後には、 END DO ディレクティブに NOWAIT
が指定されているため、同期は行われません。

!$OMP PARALLEL
!$OMP DO

DO I = 2, N
B(I)= (A(I) + A(I-1)) / 2.0

END DO
!$OMP END DO NOWAIT
!$OMP DO

DO J = 2, N
C(J) = SQRT(REAL(J*J))

END DO
!$OMP END DO

C(5) = C(5) + 10
!$OMP END PARALLEL

END

例 2: SHARED、および SCHEDULE 文節の例です。

!$OMP PARALLEL SHARED(A)
!$OMP DO SCHEDULE(STATIC,10)

DO I = 1, 1000
A(I) = I * 4

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

例 3: 最近隣の封入 PARALLEL ディレクティブにバインドする MASTER および
DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブの両方の例です。

!$OMP PARALLEL DEFAULT(PRIVATE), SHARED(X)
Y = 100

!$OMP MASTER
PRINT *, Y

!$OMP END MASTER
!$OMP DO

DO I = 1, 10
X(I) = I
X(I) = X(I) + Y

END DO
!$OMP END PARALLEL

END

例 4: DO (ワーク・シェアリング) ディレクティブに、 FIRSTPRIVATE および
LASTPRIVATE 文節を指定する例です。

X = 100

!$OMP PARALLEL PRIVATE(I), SHARED(X,Y)
!$OMP DO FIRSTPRIVATE(X), LASTPRIVATE(X)
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DO I = 1, 80
Y(I) = X + I
X = I

END DO
!$OMP END PARALLEL

END

関連資料:

196 ページの『COLLAPSE』
 

ランゲージ・リファレンスの DO を参照してください。

『DO SERIAL』

136 ページの『FLUSH』
 

ランゲージ・リファレンスの INDEPENDENT を参照してください。

140 ページの『ORDERED / END ORDERED』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

DO SERIAL
目的

DO SERIAL ディレクティブは、このディレクティブの直後に続く DO ループが
並列処理されないことをコンパイラーに指示します。このディレクティブは特定の
DO ループの自動並列処理をブロッキングすることに役立ちます。

必須オプション

-qsmp

構文

規則

DO SERIAL ディレクティブが後に続く最初の非コメント行は (他のディレクティ
ブを含まない)、 DO ループでなければなりません。 DO SERIAL ディレクティ
ブは、このディレクティブの直後に続く DO ループのみに適用され、そのループ内
にネストされたいずれのループにも適用されません。

1 つの指定 DO ループには、DO SERIAL ディレクティブを 1 つだけ指定できま
す。 DO SERIAL ディレクティブは、同一 DO ループで DO (ワーク・シェアリ
ング)、または PARALLEL DO ディレクティブと一緒に使用しないでください。

DO と SERIAL 間のホワイト・スペースはオプションです。

このディレクティブでは OpenMP トリガー定数を使用すべきではありません。

►► DO SERIAL ►◄
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例

例 1: 内部ループ (J ループ) が並列処理されないところでのネスト DO ループの
例です。

!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(S,I), SHARED(A)
DO I=1, 500
S=0
!SMP$ DOSERIAL
DO J=1, 500

S=S+1
ENDDO
A(I)=S+I

ENDDO

例 2: ネスト・ループに適用された DOSERIAL ディレクティブの例です。このケ
ースでは、自動並列処理が使用可能に設定されていれば、 I または K ループの並
列処理は可能です。

DO I=1, 100
!SMP$ DOSERIAL

DO J=1, 100
DO K=1, 100
ARR(I,J,K)=I+J+K

ENDDO
ENDDO

ENDDO

関連資料:

132 ページの『DO / END DO』
 

ランゲージ・リファレンスの DO を参照してください。

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』
 

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

FLUSH
目的

FLUSH ディレクティブは、各スレッドが他のスレッドにより生成されたデータへ
のアクセスを確実にします。プログラムが最適化されている場合、このディレクテ
ィブはコンパイラーがプロセッサー・レジスターの値を保持できるようにするため
に必要です。 FLUSH ディレクティブは各スレッドが表示するメモリー・イメージ
の整合を確実にします。

FLUSH ディレクティブを VOLATILE 属性の代わりに使用して、ユーザー・プロ
グラムのパフォーマンスを改善できる場合があります。 FLUSH が指定された場合
のみ、変数にメモリーへの書き込み、またはメモリーからの読み取りを行わせる際
に、 VOLATILE 属性指定があれば、変数は更新の後および使用の前に毎回フラッ
シュされます。

必須オプション

-qsmp
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構文

規則

このディレクティブはユーザー・コードのどこにでも指定することができますが、
これを並列領域の外側で指定すると無視されます。

variable_name_list を指定する場合、このリストの変数はメモリー (まだ書き込みま
たは読み取りが行われていないという想定) に書き込まれたり、またはメモリーか
ら読み取られたりします。 variable_name_list のすべての変数は、現在のスコープに
あるもので、スレッドは可視の状態でなければなりません。スレッド可視変数に
は、以下の変数があります。

v グローバルに可視変数 (共通のブロックおよびモジュール・データ)

v SAVE 属性を持つローカルおよびホスト関連変数

v SAVE 属性を持たないローカル変数、この変数はサブプログラム内にあり、並列
領域内で SHARED 文節に指定される

v 取り込まれた自分のアドレスを持っていた SAVE 属性を持たないローカル変数

v すべてのポインター間接参照

v 仮引数

variable_name_list の項目または項目のサブオブジェクトが POINTER 属性を持って
いる場合、 POINTER 項目の割り振りと関連付け状況はフラッシュされますが、ポ
インター・ターゲットはフラッシュされません。

variable_name_list の項目が整数ポインターの場合、ポインターはフラッシュされま
すが、それがポイントするオブジェクトはフラッシュされません。

variable_name_list のいずれかの項目が ALLOCATABLE 属性を持っており、その項
目が割り振られている場合、その割り振られたオブジェクトはフラッシュされま
す。そうでない場合、割り振り状況がフラッシュされます。

variable_name_list のいずれかの項目が C_PTR 型の場合、変数はフラッシュされます
が、そのアドレスに対応するストレージはフラッシュされません。

variable_name_list を指定しないと、すべてのスレッド可視変数はメモリーに書き込
まれるか、またはメモリーから読み取られます。

スレッドが FLUSH ディレクティブに出会うと、該当する変数への変更内容はメモ
リーに書き込まれます。さらにスレッドはこれらの変数のローカル・コピーを持っ
ていれば、その変数の最新コピーもメモリーから読み取ります (例えば、変数のコ
ピーがレジスターにある場合)。

チーム内のすべてのスレッドが FLUSH ディレクティブを使用することは必須では
ありません。しかし、すべてのスレッド可視変数がカレントであることを保証する

►► FLUSH
( variable_name_list )

►◄
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には、スレッド可視変数を変更するいずれのスレッドも FLUSH ディレクティブを
使用して、メモリーにあるその変数の値を更新する必要があります。 FLUSH また
は FLUSH を暗黙指定するディレクティブ (下記参照) の中の 1 つを使用しない場
合、変数の値は最新のものではないかもしれません。

FLUSH ディレクティブは variable_name_list にない変数のディレクティブと演算に
は、どのような順序付けも暗黙指定しません。 FLUSH 構文で variable_name_list
にいずれの共通変数も指定されていない場合、 FLUSH ディレクティブは複数の
FLUSH 構文には順序付けを暗黙指定しません。

FLUSH はアトミックではありませんので注意してください。 共用ロック変数で制
御される共用変数は、あるディレクティブで FLUSH したら、次にそのロック変数
を別のディレクティブで FLUSH しなければなりません。 これにより、共用変数
がロック変数の前に書き込まれることを保証します。

以下のディレクティブは適用するディレクティブに NOWAIT 文節を指定しなけれ
ば、 variable_name_list の指定がない FLUSH ディレクティブが暗黙指定されま
す。

v BARRIER

v CRITICAL/END CRITICAL

v END DO

v END SECTIONS

v END SINGLE

v END WORKSHARE

v PARALLEL/END PARALLEL

v PARALLEL DO/END PARALLEL DO

v PARALLEL SECTIONS/END PARALLEL SECTIONS

v PARALLEL WORKSHARE/END PARALLEL WORKSHARE

v ORDERED/END ORDERED

ATOMIC ディレクティブは、 variable_name_list が指定された FLUSH ディレク
ティブを暗黙指定します。 variable_name_list には ATOMIC 構文で更新されたオ
ブジェクトのみが含まれます。

以下のルーチンは variable_name_list の指定がない FLUSH ディレクティブが暗黙
指定されます。

v OMP_SET_LOCK と OMP_UNSET_LOCK 領域間

v 領域がロックを設定または設定解除される場合、 OMP_TEST_LOCK、
OMP_SET_NEST_LOCK、OMP_UNSET_NEST_LOCK、および
OMP_TEST_NEST_LOCK 領域間

例

次の例では、2 つのスレッドが並列で計算を実行し、計算が完了するときに同期さ
れます。

PROGRAM P
USE OMP_LIB
INTEGER INSYNC(0:1), IAM
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!$OMP PARALLEL DEFAULT(PRIVATE) SHARED(INSYNC) NUM_THREADS(2)"
IAM = OMP_GET_THREAD_NUM()
INSYNC(IAM) = 0

!$OMP BARRIER
CALL WORK

!$OMP FLUSH(INSYNC)
INSYNC(IAM) = 1 ! Each thread sets a flag

! once it has
!$OMP FLUSH(INSYNC) ! completed its work.

DO WHILE (INSYNC(1-IAM) .eq. 0) ! One thread waits for
! another to complete

!$OMP FLUSH(INSYNC) ! its work.
END DO

!$OMP END PARALLEL

END PROGRAM P

SUBROUTINE WORK ! Each thread does indep-
! endent calculations.

! ...
!$OMP FLUSH ! flush work variables

! before INSYNC
! is flushed.

END SUBROUTINE WORK

MASTER / END MASTER
目的

MASTER 構文を使用すると、チームのマスター・スレッドだけで実行されるコー
ド・ブロックを定義できます。コード・ブロックの前には MASTER ディレクティ
ブを組み込み、END MASTER ディレクティブで終了します。

必須オプション

-qsmp

構文

block チームのマスター・スレッドにより実行されるコード・ブロックを表しま
す。

規則

MASTER 構文へブランチ、あるいはそれからブランチすることは正しくありませ
ん。

►► MASTER ►◄

►► block ►◄

►► END MASTER ►◄
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MASTER ディレクティブは、最近隣の動的封入 PARALLEL 領域にバインドしま
す (その領域が 1 つでも存在していれば)。

MASTER ディレクティブは、ワーク・シェアリング領域または TASK 領域の中で
使用することはできません。

MASTER 構文の入り口、またはそれからの出口には、暗黙のバリアはありませ
ん。

例

例 1: MASTER ディレクティブを PARALLEL ディレクティブにバインドする例
です。

!$OMP PARALLEL DEFAULT(SHARED)
!$OMP MASTER

Y = 10.0
X = 0.0
DO I = 1, 4

X = X + COS(Y) + I
END DO

!$OMP END MASTER
!$OMP BARRIER
!$OMP DO PRIVATE(J)

DO J = 1, 10000
A(J) = X + SIN(J*2.5)

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

END

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

132 ページの『DO / END DO』

ORDERED / END ORDERED
目的

ORDERED / END ORDERED ディレクティブはループが順次に実行される場
合、その実行順序で実行されるように並列ループ内のコード・ブロックを繰り返し
実行させます。 ORDERED 構文の外側のコードが並列で実行する間は、この構文
の内側のコードには予測可能な順序で実行させることができます。

必須オプション

-qsmp
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構文

block 順序どおり実行されるコード・ブロックを表します。

規則

ORDERED ディレクティブは DO または PARALLEL DO ディレクティブの動
的エクステント内だけで使用できます。 ORDERED 構文へブランチ、あるいはそ
れからブランチすることは正しくありません。

ORDERED ディレクティブは最近隣の動的封入 DO または PARALLEL DO デ
ィレクティブにバインドされます。 このために、DO ディレクティブに
ORDERED 文節を指定するか、または ORDERED 構文がバインドする
PARALLEL DO ディレクティブを指定する必要があります。

別の DO ディレクティブにバインドする ORDERED 構文は、相互に独立してい
ます。

ORDERED 構文を実行できるスレッドは、同時には 1 つのみです。スレッドはル
ープ繰り返しの順序で ORDERED 構文に入ります。前の繰り返しのすべてがこの
構文の実行を完了した場合か、またはこの構文がまったく実行されていない場合の
いずれかであれば、スレッドは ORDERED 構文に入ります。

ORDERED 構文を使用する並列ループの各繰り返しは、その ORDERED 構文を
1 回だけ実行できます。 並列ループの各繰り返しは 1 回だけ ORDERED ディレ
クティブを実行できます。 ORDERED 構文は CRITICAL 構文の動的エクステン
ト内では使用できません。

END ORDERED ディレクティブは、variable_name_list が指定されていない
FLUSH ディレクティブを暗黙指定します。

例

例 1: この例では、ORDERED 並列ループがカウントダウンします。

PROGRAM P
!$OMP PARALLEL DO ORDERED

DO I = 3, 1, -1
!$OMP ORDERED

CALL C_PRINT(I) ! print I using routine written in C
!$OMP END ORDERED

END DO
END PROGRAM P

►► ORDERED ►◄

►► block ►◄

►► END ORDERED ►◄
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このプログラムの予期出力:

3
2
1

例 2: この例は並列ループ内に 2 つの ORDERED 構文があるプログラムです。各
繰り返しは 1 つの単一セクションのみ実行できます。

PROGRAM P
!$OMP PARALLEL DO ORDERED

DO I = 1, 3
IF (MOD(I,2) == 0) THEN

!$OMP ORDERED
CALL C_PRINT(I*10) ! print I*10 using routine written in C

!$OMP END ORDERED
ELSE

!$OMP ORDERED
CALL C_PRINT(I) ! print I using routine written in C

!$OMP END ORDERED
END IF

END DO
END PROGRAM P

このプログラムの予期出力:

1
20
3

例 3: この例では、プログラムはしきい値より大きいすべての配列エレメントの合計
を計算します。 ORDERED はいつも確実に結果を再生できるようにするために使
用されます。すなわち、プログラムが実行されるたびに丸めが同じ順序で始まり、
プログラムは、常時同じ結果を生成します。

PROGRAM P
REAL :: A(1000)
REAL :: THRESHOLD = 999.9
REAL :: SUM = 0.0

!$OMP PARALLEL DO ORDERED
DO I = 1, 1000

IF (A(I) > THRESHOLD) THEN
!$OMP ORDERED

SUM = SUM + A(I)
!$OMP END ORDERED

END IF
END DO

END PROGRAM P

注: ORDERED 文節を使用するときにボトルネック状態になることを避けるには、
小さいチャンク・サイズによる DYNAMIC スケジューリングまたは STATIC ス
ケジューリングの使用を試みます。 パラメーターのスケジューリングについて詳し
くは、 216 ページの『SCHEDULE』 文節を参照してください。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

132 ページの『DO / END DO』

123 ページの『CRITICAL / END CRITICAL』

142 XL Fortran: 最適化およびプログラミング・ガイド (リトル・エンディアン・ディストリビューション用)



PARALLEL / END PARALLEL
目的

PARALLEL 構文を使用すると、現在スレッドのチームによって実行できるコー
ド・ブロックを定義できます。 PARALLEL 構文には、PARALLEL ディレクティ
ブが組み込まれ、その後には 1 つ以上のコード・ブロックが続き、END
PARALLEL ディレクティブで終了します。

必須オプション

-qsmp

構文

parallel_clause は以下のとおりです。

copyin 節
198 ページの『COPYIN』 を参照。

default 節
201 ページの『DEFAULT』 を参照。

if 節 205 ページの『IF』 を参照。

firstprivate 節
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

num_threads 節
208 ページの『NUM_THREADS』 を参照。

►► ▼PARALLEL
parallel_clause

,

►◄

►► block ►◄

►► END PARALLEL ►◄

►► copyin
default
firstprivate
if
num_threads
private
proc_bind
reduction
shared

►◄

第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング 143



private 節
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

proc_bind 節
212 ページの『PROC_BIND』 を参照。

reduction 節
213 ページの『REDUCTION』 を参照。

shared 節
219 ページの『SHARED』 を参照。

規則

PARALLEL 構文へブランチ、あるいはそれからブランチすることは正しくありま
せん。

IF および DEFAULT 文節は、PARALLEL ディレクティブで 1 回だけ使用できま
す。

入出力操作を並列領域で実行するときは注意深く行う必要があります。複数のスレ
ッドが同一装置の Fortran 入出力文を実行する場合は、スレッドが同期されること
を確認してください。 確認しないと、この動作は不明確です。詳しくは、 349 ペ
ージの『並列入出力の課題』を参照してください。 XL Fortran インプリメンテー
ションでは、各スレッドは入出力装置を排他的にアクセスしますが、 OpenMP 仕
様では排他的アクセスを必要としていません。

並列領域にバインドするディレクティブは、それがたとえ直列化されていても、そ
の並列領域にバインドします。

END PARALLEL ディレクティブは、variable_name_list ディレクティブおよび
BARRIER ディレクティブが指定されていない FLUSH ディレクティブを暗黙指定
します。

例

例 1: 外部 PARALLEL ディレクティブが PARALLEL 構文を封入する PRIVATE
節を持っている例です。注記: SHARED 文節は内部 PARALLEL 構文にありま
す。

!$OMP PARALLEL PRIVATE(X)
!$OMP DO

DO I = 1, 10
X(I) = I

!$OMP PARALLEL SHARED (X,Y)
!$OMP DO

DO K = 1, 10
Y(K,I)= K * X(I)

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL
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例 2 次の例は COPYIN 文節の使用を示しています。 PARALLEL ディレクティ
ブにより作成された各スレッドは、 BLOCK 共通ブロックのそれ自体のコピーを持
っています。 COPYIN 文節では、 FCTR の初期値が DO ループの繰り返しを実
行するスレッドにコピーされます。

PROGRAM TT
COMMON /BLOCK/ FCTR
INTEGER :: I, FCTR

!$OMP THREADPRIVATE(/BLOCK/)
INTEGER :: A(100)

FCTR = -1
A = 0

!$OMP PARALLEL COPYIN(FCTR)
!$OMP DO

DO I=1, 100
FCTR = FCTR + I
CALL SUB(A(I), I)

ENDDO
!$OMP END PARALLEL

PRINT *, A
END PROGRAM

SUBROUTINE SUB(AA, J)
INTEGER :: FCTR, AA, J
COMMON /BLOCK/ FCTR

!$OMP THREADPRIVATE(/BLOCK/) ! EACH THREAD GETS ITS OWN COPY
! OF BLOCK.

AA = FCTR
FCTR = FCTR - J
END SUBROUTINE SUB

予期出力:

0 1 2 3 ... 96 97 98 99

関連資料:

136 ページの『FLUSH』

『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』
 

ランゲージ・リファレンスの INDEPENDENT を参照してください。

184 ページの『THREADPRIVATE』

132 ページの『DO / END DO』
 

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

PARALLEL DO / END PARALLEL DO
目的

PARALLEL DO ディレクティブを使用すると、コンパイラーが並列処理すべきル
ープを指定できます。これは意味論的に次のものと同等です。
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!$OMP PARALLEL
!$OMP DO
...
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

そして、ループの並列処理を行う簡便法です。 END PARALLEL DO ディレクテ
ィブを使用すると、PARALLEL DO ディレクティブにより指定される DO ループ
の終了を示すことができます。

必須オプション

-qsmp

構文

parallel_do_clause は以下のとおりです。

collapse_clause
196 ページの『COLLAPSE』 を参照。

copyin_clause
198 ページの『COPYIN』 を参照。

default_clause
201 ページの『DEFAULT』 を参照。

►► ▼PARALLEL DO
parallel_do_clause

,

►◄

►► parallel_do_loops ►◄

►►
END PARALLEL DO

►◄

►► collapse_clause
copyin_clause
default_clause
firstprivate_clause
IF ( scalar_logical_expr )
lastprivate_clause
num_threads_clause
ordered_clause
private_clause
reduction_clause
SCHEDULE ( sched_type )

,n
shared_clause

►◄
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if_clause
205 ページの『IF』 を参照。

firstprivate_clause
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

lastprivate_clause
206 ページの『LASTPRIVATE』 を参照。

num_threads_clause
208 ページの『NUM_THREADS』 を参照。

ordered_clause
209 ページの『ORDERED』 を参照。

private_clause
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

reduction_clause
213 ページの『REDUCTION』 を参照。

schedule_clause
216 ページの『SCHEDULE』 を参照。

shared_clause
219 ページの『SHARED』 を参照。

規則

PARALLEL DO が後に続く最初の非コメント行 (他のディレクティブを含まない)
は、 DO ループでなければなりません。この行は無限 DO ループ、または DO
WHILE ループにすることはできません。PARALLEL DO ディレクティブは、こ
のディレクティブの直後に続く DO ループのみに適用され、ネストされたいずれの
DO ループにも適用されません (COLLAPSE 節を指定する場合を除く)。

PARALLEL DO ディレクティブにより DO ループを指定する場合、 END
PARALLEL DO ディレクティブはオプショナルです。 END PARALLEL DO デ
ィレクティブを使用する場合は、DO ループのすぐ後でなければなりません。

DO 構文にはいくつかの DO 文を含めることができます。 DO 文が同一の DO
終了文を共用し、その構文の後に END PARALLEL DO ディレクティブが続く場
合は、この構文の最外部の DO 文に PARALLEL DO ディレクティブのみ指定で
きます。

PARALLEL DO ディレクティブの後に DO (ワーク・シェアリング) または DO
SERIAL ディレクティブを続けることはできません。 1 つの指定 DO ループに
は、PARALLEL DO ディレクティブを 1 つだけ指定できます。

チーム内のすべてのスレッドは、実行されるすべてのワーク・シェアリング構文お
よび BARRIER ディレクティブと、同じ順序で出会わなければなりません。

PARALLEL DO ディレクティブは、指定した 1 つの DO ループに対して、
INDEPENDENT ディレクティブと一緒に使用しないでください。
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注: 複数の取引先にわたってポータビリティーが最大になるように、 PARALLEL
DO ディレクティブを使用してください。 PARALLEL DO ディレクティブは規範
的なディレクティブであり、さらに、INDEPENDENT ディレクティブはループの
特性に関する表明 (アサーション) です。 (詳しくは、 「XL Fortran ランゲージ・
リファレンス」の INDEPENDENT ディレクティブを参照してください。)

IF 文節は PARALLEL DO ディレクティブに 1 回だけ使用できます。

IF 式は並列構文のコンテキストの外側で評価されます。 IF 式ではいずれの関数参
照も副次作用を発生させないようにする必要があります。

デフォルトでは、ネストされた並列ループは IF 文節の設定に関係なく直列処理さ
れます。 このデフォルトは -qsmp=nested_par コンパイラー・オプションを使用
して変更できます。

内側の DO ループの REDUCTION 変数が、封入 DO ループの PRIVATE また
は LASTPRIVATE 文節、あるいは PARALLEL SECTIONS 構文で使用される場
合、この変数を内側の DO ループの前に初期化する必要があります。

さらに、封入 DO ループの INDEPENDENT ディレクティブの REDUCTION 文
節で使用される変数は、 PRIVATE または LASTPRIVATE 文節の
data_scope_entity_list にも含めないようにしてください。

PARALLEL DO 構文に、PRIVATE 文節が指定されていない変数は、デフォルト
で共用が想定されます。

入出力操作を並列領域で実行するときは注意深く行う必要があります。複数のスレ
ッドが同一装置の Fortran 入出力文を実行する場合は、スレッドが同期されること
を確認してください。 確認しないと、この動作は不明確です。 XL Fortran インプ
リメンテーションでは、各スレッドは入出力装置を排他的にアクセスしますが、
OpenMP 仕様では排他的アクセスを必要としていません。

並列領域にバインドするディレクティブは、それがたとえ直列化されていても、そ
の並列領域にバインドします。

END PARALLEL DO ディレクティブは、variable_name_list ディレクティブおよ
び BARRIER ディレクティブが指定されていない FLUSH ディレクティブを暗黙
指定します。

例

例 1: LASTPRIVATE 文節を持つ有効な例です。

!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(I), LASTPRIVATE (X)
DO I = 1,10
X = I * I
A(I) = X * B(I)

END DO
PRINT *, X ! X has the value 100

例 2 REDUCTION 文節を持つ有効な例です。
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!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(I), REDUCTION(+:MYSUM)
DO I = 1, 10
MYSUM = MYSUM + IARR(I)

END DO

例 3: 複数のスレッドが SHARED とマークされた変数にアクセスする有効な例で
す。ただし、この変数は CRITICAL 構文だけに使用されます。

!$OMP PARALLEL DO SHARED (X)
DO I = 1, 10

A(I) = A(I) * I
!$OMP CRITICAL

X = X + A(I)
!$OMP END CRITICAL

END DO

例 4: END PARALLEL DO ディレクティブの有効な例です。

REAL A(100), B(2:100), C(100)
!$OMP PARALLEL DO

DO I = 2, 100
B(I) = (A(I) + A(I-1))/2.0

END DO
!$OMP END PARALLEL DO
!$OMP PARALLEL DO

DO J = 1, 100
C(J) = X + COS(J*5.5)

END DO
!$OMP END PARALLEL DO

END

関連資料:

196 ページの『COLLAPSE』
 

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

ランゲージ・リファレンスの DO を参照してください。

132 ページの『DO / END DO』
 

ランゲージ・リファレンスの INDEPENDENT を参照してください。

140 ページの『ORDERED / END ORDERED』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

『PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS』

152 ページの『SCHEDULE』

184 ページの『THREADPRIVATE』

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS
目的

PARALLEL SECTIONS 構文は、SECTIONS ディレクティブを PARALLEL 構文
内に含めるための簡易書式方式を提供します。

必須オプション

-qsmp
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構文

parallel_sections_clause は以下のとおりです。

copyin 節
198 ページの『COPYIN』 を参照。

default 節
201 ページの『DEFAULT』 を参照。

firstprivate 節
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

if 節 205 ページの『IF』 を参照。

lastprivate 節
206 ページの『LASTPRIVATE』 を参照。

num_threads 節
208 ページの『NUM_THREADS』 を参照。

private 節
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

proc_bind 節
212 ページの『PROC_BIND』 を参照。

reduction 節
213 ページの『REDUCTION』 を参照。

►► ▼PARALLEL SECTIONS
parallel_sections_clause

,

►◄

►► ▼block
SECTION SECTION block

►◄

►► END PARALLEL SECTIONS ►◄

►► copyin
default
firstprivate
if
lastprivate
num_threads
private
proc_bind
reduction
shared

►◄
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shared 節
219 ページの『SHARED』 を参照。

規則

156 ページの『SECTIONS / END SECTIONS』の『規則』セクションを参照して
ください。

PARALLEL SECTIONS 構文では、 INDEPENDENT ディレクティブの
REDUCTION 文節または封入 DO ループの PARALLEL DO ディレクティブで
使用される変数は、 PRIVATE 文節の data_scope_entity_list にも含めないようにし
てください。

内側の PARALLEL SECTIONS 構文の REDUCTION 変数が封入 DO ループの
PRIVATE 文節または PARALLEL SECTIONS 構文で使用される場合、この変数
を内側の PARALLEL SECTIONS 構文の前に初期化する必要があります。

例

例 1:

!$OMP PARALLEL SECTIONS
!$OMP SECTION

DO I = 1, 10
C(I) = MAX(A(I),A(I+1))

END DO
!$OMP SECTION

W = U + V
Z = X + Y

!$OMP END PARALLEL SECTIONS

例 2: この例では、インデックス変数 I は PRIVATE として宣言されています。先
頭の任意選択の SECTION ディレクティブは省略されています。

!$OMP PARALLEL SECTIONS PRIVATE(I)
DO I = 1, 100

A(I) = A(I) * I
END DO

!$OMP SECTION
CALL NORMALIZE (B)
DO I = 1, 100

B(I) = B(I) + 1.0
END DO

!$OMP SECTION
DO I = 1, 100

C(I) = C(I) * C(I)
END DO

!$OMP END PARALLEL SECTIONS

関連資料:

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

156 ページの『SECTIONS / END SECTIONS』
 

ランゲージ・リファレンスの INDEPENDENT を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
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PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE
目的

PARALLEL WORKSHARE 構文は、 WORKSHARE ディレクティブを
PARALLEL 構文の内側に含めるための簡易書式方法を提供します。

必須オプション

-qsmp

構文

parallel_workshare_clause は、PARALLEL ディレクティブまたは WORKSHARE デ
ィレクティブのいずれかで受け入れられる任意のディレクティブです。

関連資料:

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

190 ページの『WORKSHARE / END WORKSHARE』

SCHEDULE
目的

注: SCHEDULE ディレクティブは非推奨であり、今後のリリースで除去される可
能性があります。対応する OpenMP SCHEDULE 文節を使用します。推奨されな
い SMP ディレクティブおよび非推奨の例については、 116 ページの『推奨されな
いディレクティブ』を参照してください。

SCHEDULE ディレクティブを使用すると、ユーザーは並列処理のチャンク方式を
指定できます。使用されるスケジューリング・タイプとチャンク・サイズによって
決まるそれぞれの方法で、作業はスレッドに割り当てられます。

必須オプション

-qsmp

►► ▼PARALLEL WORKSHARE
parallel_workshare_clause

,

►◄

►► block ►◄

►► END PARALLEL WORKSHARE ►◄
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構文

n n は、正の宣言式でなければなりません。 sched_type RUNTIME には、 n
を指定しないでください。

sched_type
AFFINITY、DYNAMIC、GUIDED、RUNTIME、 STATIC があります。

sched_type パラメーターについて詳しくは、『SCHEDULE 文節』を参照してくだ
さい。

number_of_iterations
並列処理されるループの繰り返し回数です。

number_of_threads
プログラムで使用されるスレッド数です。

規則

SCHEDULE ディレクティブはスコープ単位の仕様部分で使用してください。

SCHEDULE ディレクティブはスコープ単位の仕様部分で 1 回だけ使用できます。

SCHEDULE ディレクティブは、スコープ単位内のすべてのループに、まだ明示的
なスケジューリング・タイプが指定されていない場合に適用されます。個々のルー
プは PARALLEL DO ディレクティブの SCHEDULE 文節を使用して指定された
スケジューリング・タイプを持つことができます。

チャンク・サイズ n の宣言式で使用するか、または参照される仮引数は、
SUBROUTINE または FUNCTION 文、および指定サブプログラムで使用される
すべての ENTRY 文でも使用してください。

指定されたチャンク・サイズ n が繰り返し回数より大きい場合、ループは並列処理
されないで、単一スレッドで実行されます。

チャンク・アルゴリズムを決定する方法を複数指定する場合、コンパイラーは次の
優先順位の順序に従います。

1. PARALLEL DO ディレクティブの SCHEDULE 文節

2. SCHEDULE ディレクティブ

3. -qsmp コンパイラー・オプションの schedule サブオプション。 「XL Fortran
コンパイラー・リファレンス」の中の『-qsmp オプション』を参照してくださ
い。

4. XLSMPOPTS 実行時オプション。 90 ページの『XLSMPOPTS』を参照してく
ださい。

5. 実行時のデフォルト値 (この場合は STATIC)。

例

例 1. 指定条件:

►► SCHEDULE ( sched_type )
, n

►◄
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繰り返し回数 = 1000
スレッド数 = 4

GUIDED スケジューリング・タイプを使用すると、チャンク・サイズは次のように
なります:

250 188 141 106 79 59 45 33 25 19 14 11 8 6 4 3 3 2 1 1 1 1

繰り返し回数を次のチャンクに分割:

chunk 1 = iterations 1 to 250
chunk 2 = iterations 251 to 438
chunk 3 = iterations 439 to 579
chunk 4 = iterations 580 to 685
chunk 5 = iterations 686 to 764
chunk 6 = iterations 765 to 823
chunk 7 = iterations 824 to 868
chunk 8 = iterations 869 to 901
chunk 9 = iterations 902 to 926
chunk 10 = iterations 927 to 945
chunk 11 = iterations 946 to 959
chunk 12 = iterations 960 to 970
chunk 13 = iterations 971 to 978
chunk 14 = iterations 979 to 984
chunk 15 = iterations 985 to 988
chunk 16 = iterations 989 to 991
chunk 17 = iterations 992 to 994
chunk 18 = iterations 995 to 996
chunk 19 = iterations 997 to 997
chunk 20 = iterations 998 to 998
chunk 21 = iterations 999 to 999
chunk 22 = iterations 1000 to 1000

起こりうる作業分割シナリオ:

thread 1 executes chunks 1 5 10 13 18 20
thread 2 executes chunks 2 7 9 14 16 22
thread 3 executes chunks 3 6 12 15 19
thread 4 executes chunks 4 8 11 17 21

例 2. 指定条件:

繰り返し回数 = 100
スレッド数 = 4

AFFINITY スケジューリング・タイプを使用すると、繰り返し回数は次の区画に分
割されます:

partition 1 = iterations 1 to 25
partition 2 = iterations 26 to 50
partition 3 = iterations 51 to 75
partition 4 = iterations 76 to 100

区画は以下のチャンクに分割されます:

chunk 1a = iterations 1 to 13
chunk 1b = iterations 14 to 19
chunk 1c = iterations 20 to 22
chunk 1d = iterations 23 to 24
chunk 1e = iterations 25 to 25

chunk 2a = iterations 26 to 38
chunk 2b = iterations 39 to 44
chunk 2c = iterations 45 to 47
chunk 2d = iterations 48 to 49
chunk 2e = iterations 50 to 50

chunk 3a = iterations 51 to 63
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chunk 3b = iterations 64 to 69
chunk 3c = iterations 70 to 72
chunk 3d = iterations 73 to 74
chunk 3e = iterations 75 to 75

chunk 4a = iterations 76 to 88
chunk 4b = iterations 89 to 94
chunk 4c = iterations 95 to 97
chunk 4d = iterations 98 to 99
chunk 4e = iterations 100 to 100

起こりうる作業分割シナリオ:

thread 1 executes chunks 1a 1b 1c 1d 1e 4d
thread 2 executes chunks 2a 2b 2c 2d
thread 3 executes chunks 3a 3b 3c 3d 3e 2e
thread 4 executes chunks 4a 4b 4c 4e

このシナリオでは、スレッド 1 はその区画ですべてのチャンクの実行を完了し、続
いてスレッド 4 の区画から使用可能なチャンクを取り込みました。同様に、スレッ
ド 3 はその区画ですべてのチャンクの実行を完了し、続いてスレッド 2 の区画か
ら使用可能なチャンクを取り込みました。

例 3. 指定条件:

繰り返し回数 = 1000
スレッド数 = 4

DYNAMIC スケジューリング・タイプとチャンク・サイズ 100 を使用すると、チ
ャンク・サイズは次のようになります:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

繰り返しは以下のチャンクに分割されます:

chunk 1 = iterations 1 to 100
chunk 2 = iterations 101 to 200
chunk 3 = iterations 201 to 300
chunk 4 = iterations 301 to 400
chunk 5 = iterations 401 to 500
chunk 6 = iterations 501 to 600
chunk 7 = iterations 601 to 700
chunk 8 = iterations 701 to 800
chunk 9 = iterations 801 to 900
chunk 10 = iterations 901 to 1000

起こりうる作業分割シナリオ:

thread 1 executes chunks 1 5 9
thread 2 executes chunks 2 8
thread 3 executes chunks 3 6 10
thread 4 executes chunks 4 7

例 4. 指定条件:

繰り返し回数 = 100
スレッド数 = 4

STATIC スケジューリング・タイプを使用すると、繰り返しは以下のチャンクに分
割されます:

chunk 1 = iterations 1 to 25
chunk 2 = iterations 26 to 50
chunk 3 = iterations 51 to 75
chunk 4 = iterations 76 to 100

起こりうる作業分割シナリオ:
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thread 1 executes chunks 1
thread 2 executes chunks 2
thread 3 executes chunks 3
thread 4 executes chunks 4

関連資料:

ランゲージ・リファレンスの DO を参照してください。

SECTIONS / END SECTIONS
目的

SECTIONS 構文はチーム内のスレッドにより並列に実行される識別可能なコード・
ブロックを定義します。

必須オプション

-qsmp

構文

sections_clause は以下のとおりです。

firstprivate_clause
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

lastprivate_clause
206 ページの『LASTPRIVATE』 を参照。

private_clause
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

►► ▼SECTIONS
sections_clause

,

►◄

►► ▼block
SECTION SECTION block

►◄

►► END SECTIONS
NOWAIT

►◄

►► firstprivate_clause
lastprivate_clause
private_clause
reduction_clause

►◄
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reduction_clause
213 ページの『REDUCTION』 を参照。

規則

SECTIONS 構文は、チーム内のすべてのスレッドで使用されるか、またはチーム内
のいずれのスレッドにも使用されないかのいずれかでなければなりません。 チーム
内のすべてのスレッドは、実行されるすべてのワーク・シェアリング構文および
BARRIER ディレクティブと、同じ順序で出会わなければなりません。

SECTIONS 構文には区切りディレクティブと封入するコード・ブロックが組み込ま
れます。構文には少なくとも 1 つのコード・ブロックが使用されなければなりませ
ん。

各コード・ブロックの始まりには、先頭のブロックを除いて SECTION ディレクテ
ィブを指定する必要があります。ブロックの終了は別の SECTION ディレクティブ
または END SECTIONS ディレクティブで区切ります。

SECTIONS 構文に封入されるいずれのコード・ブロックへのブランチ、あるいはそ
れからブランチすることも正しくありません。すべての SECTION ディレクティブ
は SECTIONS/END SECTIONS ディレクティブの対の字句エクステント内で使用
する必要があります。

チーム内のスレッド間に構造化されたブロックのスケジューリングは、最初に到達
したスレッドがブロックを最初に実行するスレッドになるように設定されます。コ
ンパイラーは要因の数 (例えば、並列で実行されるチーム内のスレッド数およびセ
クション数など) を基にして、スレッドの作業の分割方法を決定します。
SECTIONS 構文で、単一スレッドが複数の SECTION を実行することがありま
す。さらに、チーム内のスレッドはいずれの SECTION も実行しないことも可能で
す。

ディレクティブが並列で実行されるように、並列領域内に SECTIONS/END
SECTIONS の対を配置する必要があります。それ以外の場合、ブロックは直列で実
行されます。

SECTIONS ディレクティブに NOWAIT を指定すると、このセクションを先に完
了したスレッドは、SECTIONS 構文の後の命令に進みます。 NOWAIT 文節を指
定しないと、各スレッドは同一チーム内のその他のスレッドがすべて END
SECTIONS ディレクティブに到達するまで待機します。 ただし、SECTIONS 構
文の開始点では暗黙指定された BARRIER はありません。

SECTIONS ディレクティブは、CRITICAL、MASTER、 ORDERED、または
TASK ディレクティブの動的エクステント内に指定できません。

同一の PARALLEL ディレクティブにバインドされる SECTIONS、DO、または
SINGLE ディレクティブをネストすることはできません。

BARRIER および MASTER ディレクティブは、 SECTIONS ディレクティブの動
的エクステント内では許可されていません。

END SECTIONS ディレクティブは FLUSH ディレクティブを暗黙指定します。
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例

例 1: この例は PARALLEL 領域内での SECTIONS 構文の有効な使用法です。

INTEGER :: I, B(500), S, SUM
! ...

S = 0
SUM = 0

!$OMP PARALLEL SHARED(SUM), FIRSTPRIVATE(S)
!$OMP SECTIONS REDUCTION(+: SUM), LASTPRIVATE(I)
!$OMP SECTION

S = FCT1(B(1::2)) ! Array B is not altered in FCT1.
SUM = SUM + S

! ...
!$OMP SECTION

S = FCT2(B(2::2)) ! Array B is not altered in FCT2.
SUM = SUM + S

! ...
!$OMP SECTION

DO I = 1, 500 ! The local copy of S is initialized
S = S + B(I) ! to zero.

END DO
SUM = SUM + S

! ...
!$OMP END SECTIONS
! ...
!$OMP DO REDUCTION(-: SUM)

DO J=I-1, 1, -1 ! The loop starts at 500 -- the last
! value from the previous loop.

SUM = SUM - B(J)
END DO

!$OMP MASTER
SUM = SUM - FCT1(B(1::2)) - FCT2(B(2::2))

!$OMP END MASTER
!$OMP END PARALLEL
! ...

! Upon termination of the PARALLEL
! region, the value of SUM remains zero.

例 2: この例はネストされた SECTIONS セクションの有効な使用法です。

!$OMP PARALLEL
!$OMP MASTER

CALL RANDOM_NUMBER(CX)
CALL RANDOM_NUMBER(CY)
CALL RANDOM_NUMBER(CZ)

!$OMP END MASTER

!$OMP SECTIONS
!$OMP SECTION
!$OMP PARALLEL
!$OMP SECTIONS PRIVATE(I)
!$OMP SECTION

DO I=1, 5000
X(I) = X(I) + CX

END DO
!$OMP SECTION

DO I=1, 5000
Y(I) = Y(I) + CY

END DO
!$OMP END SECTIONS
!$OMP END PARALLEL

!$OMP SECTION
!$OMP PARALLEL SHARED(CZ,Z)
!$OMP DO
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DO I=1, 5000
Z(I) = Z(I) + CZ

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL
!$OMP END SECTIONS NOWAIT

! The following computations do not
! depend on the results from the
! previous section.

!$OMP DO
DO I=1, 5000
T(I) = T(I) * CT

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

関連資料:

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

122 ページの『BARRIER』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』
 

ランゲージ・リファレンスの INDEPENDENT を参照してください。

184 ページの『THREADPRIVATE』
 

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

SINGLE / END SINGLE
目的

チーム内の 1 つのスレッドだけが封入されたコードを実行すべきであると指定する
には、 SINGLE / END SINGLE ディレクティブ構文を使用します。

必須オプション

-qsmp

構文
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single_clause は以下のとおりです。

private_clause
209 ページの『PRIVATE』 を参照。

firstprivate_clause
203 ページの『FIRSTPRIVATE』 を参照。

end_single_clause は以下のとおりです。

NOWAIT

copyprivate_clause
200 ページの『COPYPRIVATE』 を参照。

規則

SINGLE 構文に封入されるブロックへのブランチ、あるいはそれからのブランチは
正しくありません。

SINGLE 構文は、チーム内のすべてのスレッドで使用されるか、またはチーム内の
いずれのスレッドにも使用されないかのいずれかでなければなりません。 SINGLE
構文に出会う最初のスレッドが実行されます。チーム内のすべてのスレッドは、実
行されるすべてのワーク・シェアリング構文および BARRIER ディレクティブと、
同じ順序で出会わなければなりません。

END SINGLE ディレクティブに NOWAIT を指定すると、 SINGLE 構文を実行
していないスレッドは、 SINGLE 構文の後に続く命令に進みます。 NOWAIT 文
節を指定しないと、各スレッドは、この構文を実行するスレッドがこの END

►► ▼SINGLE
single_clause

,

►◄

►► block ►◄

►► END SINGLE
NOWAIT
end_single_clause

►◄

►► private_clause
firstprivate_clause

►◄

►► ▼ copyprivate_clause
,

►◄
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SINGLE ディレクティブに到達するまで、この END SINGLE で待機します。 同
一 END SINGLE ディレクティブの一部として、 NOWAIT および
COPYPRIVATE を指定することはできません。

SINGLE 構文の開始点では暗黙指定された BARRIER はありません。 NOWAIT
文節を指定しない場合、BARRIER ディレクティブは END ディレクティブで暗黙
指定されます。

ワーク・シェアリング構文は、同一の PARALLEL ディレクティブにバインドされ
ている場合、相互に内側にネストすることはできません。

SINGLE ディレクティブは CRITICAL、MASTER、ORDERED、または TASK
領域内では許可されていません。BARRIER および MASTER ディレクティブを、
SINGLE 領域の中に入れることはできません。

ユーザーの SINGLE 構文を封入する PARALLEL 構文で、変数に PRIVATE、
FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION を指定すると、この
SINGLE 構文の PRIVATE または FIRSTPRIVATE 文節には、この同じ変数を指
定できません。

SINGLE ディレクティブは、最も近い封入 PARALLEL 領域にバインドします (そ
のディレクティブが 1 つでも存在している場合)。

例

例 1: この例では、すべてのスレッドがその作業を SINGLE 構文に入る前に確実に
完了させるために、BARRIER ディレクティブが使用されています。

REAL :: X(100), Y(50)
! ...
!$OMP PARALLEL DEFAULT(SHARED)

CALL WORK(X)

!$OMP BARRIER
!$OMP SINGLE

CALL OUTPUT(X)
CALL INPUT(Y)

!$OMP END SINGLE

CALL WORK(Y)
!$OMP END PARALLEL

例 2: この例では、SINGLE 構文により 1 つのスレッドだけが必ず 1 つのコー
ド・ブロックを実行しています。このケースでは、配列 B は DO (ワーク・シェア
リング) 構文で初期化されます。初期化の後に、単一スレッドが合計を計算しま
す。

INTEGER :: I, J
REAL :: B(500,500), SM

! ...

J = ...
SM = 0.0

!$OMP PARALLEL
!$OMP DO PRIVATE(I)

DO I=1, 500
CALL INITARR(B(I,:), I) ! initialize the array B

ENDDO
!$OMP END DO
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!$OMP SINGLE ! employ only one thread
DO I=1, 500
SM = SM + SUM(B(J:J+1,I))

ENDDO
!$OMP END SINGLE

!$OMP DO PRIVATE(I)
DO I=500, 1, -1
CALL INITARR(B(I,:), 501-I) ! re-initialize the array B

ENDDO
!$OMP END PARALLEL

例 3: この例は PRIVATE 文節の有効な使用法です。配列 X は SINGLE 構文に
は PRIVATE です。参照配列 X のすぐ後に構文が続くと、この配列は未定義にな
ります。

REAL :: X(2000), A(1000), B(1000)

!$OMP PARALLEL
! ...
!$OMP SINGLE PRIVATE(X)

CALL READ_IN_DATA(X)
A = X(1::2)
B = X(2::2)

!$OMP END SINGLE
! ...
!$OMP END PARALLEL

例 4: この例では、LASTPRIVATE 変数 I は、 SINGLE 構文の TMP、
PRIVATE 変数の割り振りに使用されます。

SUBROUTINE ADD(A, UPPERBOUND)
INTEGER :: A(UPPERBOUND), I, UPPERBOUND
INTEGER, ALLOCATABLE :: TMP(:)

! ...
!$OMP PARALLEL
!$OMP DO LASTPRIVATE(I)

DO I=1, UPPERBOUND
A(I) = I + 1

ENDDO
!$OMP END DO

!$OMP SINGLE FIRSTPRIVATE(I), PRIVATE(TMP)
ALLOCATE(TMP(0:I-1))
TMP = (/ (A(J),J=I,1,-1) /)

! ...
DEALLOCATE(TMP)

!$OMP END SINGLE
!$OMP END PARALLEL
! ...

END SUBROUTINE ADD

例 5: この例では、ユーザーが変数 I の値を入力します。次に、この値はチーム内
のその他すべてのスレッドに対して END SINGLE ディレクティブの
COPYPRIVATE 文節を使用して、対応する変数 I にコピーされます。

INTEGER I
!$OMP PARALLEL PRIVATE (I)
! ...
!$OMP SINGLE

READ (*, *) I
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!$OMP END SINGLE COPYPRIVATE (I) ! In all threads in the team, I
! is equal to the value

! ... ! that you entered.
!$OMP END PARALLEL

例 6: この例では、POINTER 属性を持つ変数 J が、 END SINGLE ディレクテ
ィブの COPYPRIVATE 節に指定されます。 J の値 (これがポイントするオブジェ
クトの値ではない) は、チーム内の他のすべてスレッドに対して、対応する変数 J
にコピーされます。このオブジェクト自体はチーム内のすべてのスレッド間で共用
されます。

INTEGER, POINTER :: J
!$OMP PARALLEL PRIVATE (J)
! ...
!$OMP SINGLE

ALLOCATE (J)
READ (*, *) J

!$OMP END SINGLE COPYPRIVATE (J)
!$OMP ATOMIC

J = J + OMP_GET_THREAD_NUM()
!$OMP BARRIER
!$OMP SINGLE

WRITE (*, *) 'J = ', J ! The result is the sum of all values added to
! J. This result shows that the pointer object
! is shared by all threads in the team.

DEALLOCATE (J)
!$OMP END SINGLE
!$OMP END PARALLEL

関連資料:

122 ページの『BARRIER』

123 ページの『CRITICAL / END CRITICAL』

136 ページの『FLUSH』

139 ページの『MASTER / END MASTER』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

TARGET / END TARGET
目的

TARGET ディレクティブは、ターゲット・タスク を生成する (つまり、変数をデ
バイス・データ環境にマップし、TARGET ディレクティブと END TARGET ディ
レクティブに囲まれたコード・ブロックをそのデバイス上で実行する) ようにコン
パイラーに指示します。

TARGET ディレクティブと END TARGET ディレクティブは、ターゲット領域
を定義する場合に使用します。この領域は、異なるデータ環境内で行われる計算の
ブロックであり、実行時に並列計算デバイス上にオフロードされるように意図され
ています。

必須オプション

-qsmp および -qoffload
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構文

target_clause は以下のいずれかです。

defaultmap_clause
これは、スカラー変数用にデフォルト暗黙マッピング規則を
FIRSTPRIVATE から TOFROM に変更します。構文は
DEFAULTMAP(TOFROM:SCALAR) です。暗黙マッピングについて詳し
くは、「規則」セクションを参照してください。

device_clause
指定した ID を持つ装置上にデータ環境を作成します。構文は
DEVICE(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、
omp_get_num_devices 関数の値より小さくて負ではない整数値に評価され
なければなりません。

firstprivate_clause
これは、リストされたデータ変数がターゲット・タスク専用であり、領域を
実行する各スレッド・チームによって共用されることを宣言します。ステー
トメント・ブロック内で暗黙の宣言があるかのように、ターゲット・タスク
によって参照されるリスト項目ごとに、新しい項目が作成されます。新規
private オブジェクトはそれぞれ、元の変数の値を使用して初期化されま
す。

詳しくは、 203 ページの『FIRSTPRIVATE』を参照してください。

if_clause
IF 文節が存在し、その IF 文節式が false に評価される場合、ターゲット
領域はホスト・データ環境においてホスト・デバイスによって実行されま
す。構文は IF([TARGET:]logical-expression) です。

►► ▼

,

TARGET
target_clause

►◄

►► block ►◄

►► END TARGET ►◄

►► defaultmap_clause
device_clause
firstprivate_clause
if_clause
map_clause
private_clause

►◄
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map_clause
これは、ホスト・データ環境にある元の変数から、構文で指定されたデバイ
スのデバイス・データ環境において対応する変数に、リストにあるデータ変
数を明示的にマップするように指定します。構文は MAP([[map-type-
modifier[,]]map-type:]list) です。

map-type は、TO、FROM、TOFROM、または ALLOC にすることができ
ます。

v リスト項目が装置データ環境に存在しない場合は、新しい項目が装置デ
ータ環境に作成されます。

– map-type が TO または TOFROM の場合は、この新しい項目が、
ホスト・データ環境内の list にある元のリスト項目の値で初期化され
ます。

– map-type が FROM または ALLOC の場合、デバイス・データ環境
内のリスト項目の初期値は未定義です。

ターゲット領域の終了時、この構文が最初に検出されたときにリスト項
目のストレージが装置データ環境に作成された場合は、リスト項目が装
置データ環境から割り振り解除されます。さらに、map-type が FROM
または TOFROM の場合は、デバイス・データ環境内のリスト項目が割
り当て解除される前に、元のリスト項目が、デバイス・データ環境内の
対応するリスト項目の現行値で更新されます。

v リスト項目が装置データ環境に存在する場合は、構文が検出されると、
装置環境内の項目の割り振りカウントが以下のように変更されます。

– 構文の始まりで 1 ずつ増加されます。

– 構文の終わりで 1 ずつ減少されます。

map-type-modifier は ALWAYS です。この修飾子が存在する場合は、以下
の規則が適用されます。

v map-type が TO または TOFROM の場合は、元のリスト項目の値が常
にデバイス環境にコピーされます。これは、リスト項目に関してデバイ
ス・データ環境に新規項目が作成されたかどうかには関係なく行われま
す。

v map-type が FROM または TOFROM の場合は、リスト項目の値が常
にデバイス環境から元のリスト項目にコピーされます。これは、構文の
終了時にデバイス・リスト項目が割り当て解除されるかどうかには関係
なく行われます。

private_clause
これは、リストされたデータ変数がターゲットに専用であり、領域を実行す
る各スレッド・チームによって共用されることを宣言します。ターゲット・
タスクによって参照されるリスト項目ごとに、新しい項目が作成されます。

詳しくは、 209 ページの『PRIVATE』を参照してください。

block これは、デバイス・データ環境で実行されるコード・ブロックを表します。

第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング 165



規則

ターゲット領域の実行は、その領域がデバイス環境に正常にオフロードされたかど
うかによって異なります。ターゲット領域を装置に正常にオフロードできない場
合、ターゲット領域はホスト環境内で実行されます。

ターゲット領域のネストは、動的でも静的でも許可されません。

ターゲット領域のデータ環境は、ホストと装置間の変数の暗黙マッピングまたは明
示マッピングによって定義されます。

暗黙マッピング
装置データ環境への、装置データ環境からの、またはその両方のマッピング
を行う必要のある変数をコンパイラーが決定します。明示的にマップされて
いないスカラー変数は、DEFAULTMAP(TOFROM:SCALAR) が指定され
ていない場合は FIRSTPRIVATE として暗黙的にマップされます。

明示マッピング
ターゲット領域で MAP 文節を使用すれば、デバイス・データ環境との間
でマップされる変数を明示的にリストできます。

例
INTEGER :: x
x = 1
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: x)

x = x + 1
!$OMP END TARGET
WRITE(*,*) "After target region, x = ", x

整数 x はホスト環境で宣言され、その初期値はホストで 1 に設定されます。ター
ゲット領域は明示マップ・タイプ TOFROM の x で宣言されるため、x のストレ
ージはデバイス上に割り当てられ、x のデバイス・コピーは 1 に初期化されます。
ターゲット領域内で、デバイス上の x のコピーの値は 1 ずつ増加されます。ター
ゲット領域の終了時に、x はマップ・タイプ TOFROM に従ってホスト環境にマッ
プし戻され、ホストから x の値が 2 になるように出力されます。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

TARGET DATA/ END TARGET DATA
目的

TARGET DATA ディレクティブは、変数をデバイス・データ環境にマップし、作
成されたデータ環境の字句範囲を定義します。TARGET DATA ディレクティブ
は、複数のターゲット領域で同じデータが使用されている場合に、オフロード・デ
バイスとの間のデータ・コピーを削減できます。

必須オプション

-qsmp および -qoffload
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構文

target_data_clause は以下のいずれかです。

if_clause
IF 文節が存在し、その IF 文節式が false に評価される場合、デバイスは
ホストです。構文は IF([TARGET DATA:]logical-expression) です。

最大で 1 つの IF 文節をディレクティブで使用できます。

device_clause
指定した ID を持つ装置上にデータ環境を作成します。構文は
DEVICE(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、
omp_get_num_devices 関数の値より小さくて負ではない整数値に評価され
なければなりません。

map_clause
これは、ホスト・データ環境にある元の変数から、構文で指定されたデバイ
スのデバイス・データ環境において対応する変数に、リストにあるデータ変
数を明示的にマップするように指定します。構文は MAP([[map-type-
modifier[,]]map-type:]list) です。

map-type は、TO、FROM、TOFROM、または ALLOC にすることができ
ます。

v リスト項目が装置データ環境に存在しない場合は、新しい項目が装置デ
ータ環境に作成されます。

– map-type が TO または TOFROM の場合は、この新しい項目が、
ホスト・データ環境内の list にある元のリスト項目の値で初期化され
ます。

– map-type が FROM または ALLOC の場合、デバイス・データ環境
内のリスト項目の初期値は未定義です。

ターゲット・データ領域の終了時、この構文が最初に検出されたときに
リスト項目のストレージが装置データ環境に作成された場合は、リスト
項目が装置データ環境から割り振り解除されます。さらに、map-type が

►► ▼

,

TARGET DATA target_data_clause ►◄

►► block ►◄

►► END TARGET DATA ►◄

►► if_clause
device_clause
map_clause

►◄
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FROM または TOFROM の場合は、デバイス・データ環境からリスト
項目が割り当て解除される前に、元のリスト項目が、デバイス・データ
環境内の対応するリスト項目の現行値で更新されます。

v リスト項目が装置データ環境に存在する場合は、構文が検出されると、
装置環境内の項目の割り振りカウントが以下のように変更されます。

– 構文の始まりで 1 ずつ増加されます。

– 構文の終わりで 1 ずつ減少されます。

map-type-modifier は ALWAYS です。この修飾子が存在する場合は、以下
の規則が適用されます。

v map-type が TO または TOFROM の場合は、元のリスト項目の値が常
にデバイス環境にコピーされます。これは、リスト項目に関してデバイ
ス・データ環境に新規項目が作成されたかどうかには関係なく行われま
す。

v map-type が FROM または TOFROM の場合は、リスト項目の値が常
にデバイス環境から元のリスト項目にコピーされます。これは、構文の
終了時にデバイス・リスト項目が割り当て解除されるかどうかには関係
なく行われます。

少なくとも 1 つの MAP 文節をディレクティブで指定する必要がありま
す。

規則

target data 構文は、マップされたリスト項目のストレージおよび値が装置に存在す
る間、検出側スレッドによる字句範囲の実行期間中に、装置データ環境を作成しま
す。

例
INTEGER :: p1(5)
INTEGER :: p2(5)=(/ 1,2,3,4,5 /)
INTEGER :: p3(5)=(/ 2,4,6,8,10 /)
!Target data region
!$OMP TARGET DATA MAP(TOFROM: p1)
!The first target region
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p2
!$OMP END TARGET
!The second target region
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p3
!$OMP END TARGET
!$OMP END TARGET DATA

最初は、配列 p1 のストレージがホスト環境で宣言されますが、このストレージは
初期化されません。 target data region が検出されると、配列の対応するストレー
ジが装置上に作成されます。この装置ストレージも初期化されません。

最初のターゲット領域が検出されると、OpenMP ランタイムは、配列に対応するス
トレージが装置上にすでに存在するかどうかを検査します。ターゲット領域が検出
されたときに対応するストレージがすでに装置上に存在するため、装置ストレージ
に関してこれ以上のアクションは行われません。続いて、配列の装置ストレージが
初期化され、ターゲット領域が完了します。完了時、OpenMP ランタイムは、配列
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のストレージが装置上にあるために、装置からホストへのコピーバックが行われな
いことを認識します。この時点では、ホスト上の配列のストレージは初期化されて
いない状態のままであり、一方でデバイス上の配列のストレージは初期化されてい
ます。

2 番目のターゲット領域が検出されたときにも、同じことが行われます。 target 構
文の検出時にストレージがすでに装置上にあり、そのストレージはターゲット領域
の完了後に装置上に残るため、ホストと装置間のコピーは行われません。このター
ゲット領域の実行が完了した後では、ホスト上の配列のストレージは初期化されて
いない状態のままであり、デバイス上の配列のストレージは変更されています。

最後に、ターゲット・データ字句範囲の終わりが検出されます。これにより、装置
上の配列ストレージの値がホストにコピーバックされ、装置ストレージが割り振り
解除されます。ターゲット・データ領域の字句範囲の実行後には、配列のホスト・
ストレージのみが存在し、そこには装置で計算された値が含まれます。

一方、target data 構文を含まない次の例を見てください。

INTEGER :: p1(5)
INTEGER :: p2(5)=(/ 1,2,3,4,5 /)
INTEGER :: p3(5)=(/ 2,4,6,8,10 /)
!The first target region
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p2
!$OMP END TARGET
!The second target region
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p3
!$OMP END TARGET

2 つのターゲット領域のそれぞれが検出されると、OpenMP ランタイムは以下のア
クションを実行します。

1. 配列に対応するストレージを装置上に割り振ります。

2. 配列の値をホストから装置にコピーします。

3. 領域を装置で実行します。

4. 配列の値を装置からホストにコピーします。

5. 配列の装置ストレージを割り振り解除します。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

TARGET ENTER DATA
目的

TARGET ENTER DATA ディレクティブは、変数をデバイス・データ環境にマッ
プします。 TARGET ENTER DATA ディレクティブは、複数のターゲット領域で
同じデータが使用されている場合、および TARGET DATA 構文の字句範囲要件
がアプリケーションには適切でない場合に、オフロード・デバイスとの間のデー
タ・コピーを削減できます。
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必須オプション

-qsmp および -qoffload

構文

target_enter_data_clause は以下のいずれかです。

if_clause
IF 文節が存在し、その IF 文節式が false に評価される場合、デバイスは
ホストです。構文は IF([TARGET ENTER DATA:]logical-expression) で
す。

最大で 1 つの IF 文節をディレクティブで使用できます。

device_clause
指定した ID を持つ装置上にデータ環境を作成します。構文は
DEVICE(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、
omp_get_num_devices 関数の値より小さくて負ではない整数値に評価され
なければなりません。

map_clause
これは、ホスト・データ環境にある元の変数から、構文で指定されたデバイ
スのデバイス・データ環境において対応する変数に、リストにあるデータ変
数を明示的にマップするように指定します。構文は MAP([[map-type-
modifier[,]]map-type:]list) です。

map-type は TO または ALLOC にすることができます。

v リスト項目が装置データ環境に存在しない場合は、新しい項目が装置デ
ータ環境に作成されます。

– map-type が TO の場合は、この新しい項目が、ホスト・データ環境
内の list にある元のリスト項目の値で初期化されます。

– map-type が ALLOC の場合、デバイス・データ環境内のリスト項目
の初期値は未定義です。

v リスト項目がデバイス・データ環境に存在する場合に、この構文が検出
されると、デバイス環境における項目の割り当てカウントが 1 ずつ増加
します。

►► ▼

,
(1)

TARGET ENTER DATA target_enter_data_clause ►◄

注:

1 map 節を少なくとも 1 つ指定する必要があります。

►► if_clause
device_clause
map_clause

►◄
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map-type-modifier は ALWAYS です。この修飾子が存在する場合に、
map-type が TO に設定されていると、元のリスト項目の値が常にデバイス
環境にコピーされます。これは、リスト項目に関してデバイス・データ環境
に新規項目が作成されたかどうかには関係なく行われます。

少なくとも 1 つの MAP 文節をディレクティブで指定する必要がありま
す。

規則

target enter data 構文は、マップされたリスト項目を装置データ環境に追加しま
す。

例
INTEGER :: p1(5)
INTEGER :: p2(5)=(/ 1,2,3,4,5 /)
INTEGER :: p3(5)=(/ 2,4,6,8,10 /)
!$OMP TARGET ENTER DATA MAP(ALLOC: p1)
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p2
!$OMP END TARGET
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p3
!$OMP END TARGET
!$OMP TARGET UPDATE FROM(p1)

最初は、配列 p1 のストレージがホスト環境で宣言されますが、このストレージは
初期化されません。 target enter data 構文が検出されると、配列の対応するストレ
ージが装置上に作成されます。この装置ストレージも初期化されません。

最初のターゲット領域が検出されると、OpenMP ランタイムは、配列に対応するス
トレージがデバイス上にすでに存在するかどうかを検査します。ターゲット領域が
検出されたときに対応するストレージがすでに装置上に存在するため、装置ストレ
ージに関してこれ以上のアクションは行われません。続いて、配列の装置ストレー
ジが初期化され、ターゲット領域が完了します。完了時、OpenMP ランタイムは、
配列のストレージが装置上にあるために、装置からホストへのコピーバックが行わ
れないことを認識します。この時点では、ホスト上の配列のストレージは初期化さ
れていない状態のままであり、デバイス上の配列のストレージは初期化されていま
す。

2 番目のターゲット領域が検出されたときにも、同じことが行われます。 target 構
文の検出時にストレージがすでに装置上にあり、そのストレージはターゲット領域
の完了後に装置上に残るため、ホストと装置間のコピーは行われません。このター
ゲット領域の実行が完了した後では、ホスト上の配列のストレージは初期化されて
いない状態のままであり、デバイス上の配列のストレージは変更されています。

最後に、target update 構文が検出されます。これにより、装置上の配列ストレージ
の値がホストにコピーバックされます。これで、ホストと装置の両方が配列のスト
レージを持ち、これらのコピーの両方に同じ値が含まれます。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
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コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

TARGET EXIT DATA
目的

TARGET EXIT DATA ディレクティブは、変数をデバイス・データ環境からマッ
プ解除します。 TARGET EXIT DATA ディレクティブは、TARGET ENTER
DATA 構文を使用して項目をデバイス・データ環境にマップするときに使用される
デバイス・メモリーの量を制限できます。

必須オプション

-qsmp および -qoffload

構文

target_exit_data_clause は以下のいずれかです。

if_clause
IF 文節が存在し、その IF 文節式が false に評価される場合、デバイスは
ホストです。構文は IF([TARGET EXIT DATA:]logical-expression) です。

最大で 1 つの IF 文節をディレクティブで使用できます。

device_clause
指定した ID を持つ装置上にデータ環境を作成します。構文は
DEVICE(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、
omp_get_num_devices 関数の値より小さくて負ではない整数値に評価され
なければなりません。

map_clause
これは、ホスト・データ環境にある元の変数から、構文で指定されたデバイ
スのデバイス・データ環境において対応する変数に、リストにあるデータ変
数を明示的にマップするように指定します。構文は MAP([[map-type-
modifier[,]]map-type:]list) です。

map-type は FROM、RELEASE、または DELETE にすることができま
す。

►► ▼

,
(1)

TARGET EXIT DATA target_exit_data_clause ►◄

注:

1 map 節を少なくとも 1 つ指定する必要があります。

►► if_clause
device_clause
map_clause

►◄
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v リスト項目がデバイス・データ環境に存在しない場合、この構文はその
リスト項目に関して何も行いません。

v map-type が FROM または RELEASE の場合は、デバイス環境におけ
る項目の割り当てカウントが 1 ずつ減少します。

v map-type が DELETE の場合は、デバイス・データ環境における項目の
割り当てカウントがゼロに設定されます。

v map-type が DELETE、FROM、または RELEASE であり、構文でデバ
イス・データ環境における項目の割り当てカウントがゼロに減らされる
場合、項目はデバイス・データ環境から割り当て解除されます。

v map-type が FROM であり、構文でリスト項目がデバイス・データ環境
から割り当て解除される場合は、デバイス上でリスト項目が割り当て解
除される前に、リスト項目の値はデバイス・データ環境からホストにコ
ピーされます。

map-type-modifier は ALWAYS です。この修飾子が存在する場合に、
map-type が FROM であると、元のリスト項目の値が、デバイス環境にお
いて対応するリスト項目の値に常に割り当てられます。これは、構文によっ
て項目の割り当てカウントがゼロに減少するかどうかには関係なく行われま
す。

少なくとも 1 つの MAP 文節をディレクティブで指定する必要がありま
す。

規則

target exit data 構文は、装置データ環境内のマップされたリスト項目の割り振りカ
ウントを減少させます。項目の割り振りカウントがゼロに達すると、その項目は装
置データ環境から割り振り解除され、その値はホスト環境にコピーバックされる場
合があります。

例
INTEGER :: p1(5)
INTEGER :: p2(5)=(/ 1,2,3,4,5 /)
INTEGER :: p3(5)=(/ 2,4,6,8,10 /)
!$OMP TARGET ENTER DATA MAP(ALLOC: p1)
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p2
!$OMP END TARGET
!$OMP TARGET MAP(TOFROM: p1)
p1=p3
!$OMP END TARGET
!$OMP TARGET EXIT DATA MAP(FROM:p1)

最初は、配列 p1 のストレージがホスト環境で宣言されますが、このストレージは
初期化されません。 target enter data 構文が検出されると、配列の対応するストレ
ージが装置上に作成されます。この装置ストレージも初期化されません。

最初のターゲット領域が検出されると、OpenMP ランタイムは、配列に対応するス
トレージが装置上にすでに存在するかどうかを検査します。ターゲット領域が検出
されたときに対応するストレージがすでに装置上に存在するため、装置ストレージ
に関してこれ以上のアクションは行われません。続いて、配列の装置ストレージが
初期化され、ターゲット領域が完了します。完了時、OpenMP ランタイムは、配列
のストレージが装置上にあるために、装置からホストへのコピーバックが行われな
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いことを認識します。この時点で、ホスト上の配列ストレージは初期化されないま
まであり、装置上の配列ストレージは初期化されています。

2 番目のターゲット領域が検出されたときにも、同じことが行われます。 target 構
文の検出時にストレージがすでに装置上にあり、そのストレージはターゲット領域
の完了後に装置上に残るため、ホストと装置間のコピーは行われません。このター
ゲット領域の実行の完了後、ホスト上の配列ストレージは初期化されないままにな
り、装置上の配列ストレージは変更されています。

最後に、target exit data 構文が検出されます。装置データ環境内の配列ストレージ
は割り振り解除されます。これにより、map-type が FROM であるため、デバイス
上の配列ストレージの値がホストにコピーバックされます。

これで、ホストのみがこの配列のストレージを持ち、配列内の値はオフロード・デ
バイスで計算された値と同一になります。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。

TARGET UPDATE
目的

TARGET UPDATE ディレクティブは、ホストとデバイスの間でデータをコピーす
ることによって、元のリスト項目と整合したリスト項目をデバイス・データ環境に
作成します。

データ・コピーの方向は、motion_clause において motion-type によって指定されま
す。

必須オプション

-qsmp

構文

target_update_clause は以下のいずれかです。

►► ▼

,

TARGET UPDATE
(1)

target_update_clause

►◄

注:

1 motion_clause を少なくとも 1 つ指定する必要があります。
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motion_clause
ホストと装置データ環境間でリスト項目の値を同期化します。構文は
motion-type(list) です。

motion-type は FROM または TO にすることができます。リスト項目は
FROM 文節または TO 文節にのみ指定できますが、両方には指定できませ
ん。コピーは、motion-type の値に従って、装置データ環境にストレージを
持つ各リスト項目に対して、またはホスト・データ環境の元の各リスト項目
に対して行われます。

v motion-type が FROM の場合、各リスト項目の値は、デバイス上の対応
する項目から、ホスト上の元のリスト項目にコピーされます。

v motion-type が TO の場合、各リスト項目の値は、ホスト上の元のリス
ト項目から、デバイス上の対応する項目にコピーされます。

対応するリスト項目が装置データ環境にない場合、元のリスト項目は変更さ
れません。

device_clause
指定した ID を持つ装置上にデータ環境を作成します。構文は
DEVICE(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、
omp_get_num_devices 関数の値より小さくて負ではない整数値に評価され
なければなりません。指定できる DEVICE 文節は最大で 1 つです。

if_clause
IF 文節が存在し、その IF 文節式が false に評価される場合、データはコ
ピーされません。構文は IF([TARGET UPDATE:]logical-expression) です。

例
INTEGER :: x
x = 0
!$OMP TARGET DATA MAP(TOFROM:x)
! See status 1.

x = 10
! See status 2.
!$OMP TARGET UPDATE TO(x)
! See status 3.
!$OMP END TARGET DATA

下表に、各状況の可変値を示します。 TARGET DATA ディレクティブの検出前
にデバイス上に x のストレージが存在していなかったことが前提となっていること
に注意してください。

表 22. ホスト上と装置上の可変値

状況 ホスト上の x の値 装置上の x の値

状況 1 0 0

状況 2 10 0

状況 3 10 10

関連資料:

►► motion_clause
device_clause
if_clause

►◄
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コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

TASK / END TASK
目的

TASK ディレクティブは、タスク領域外のコードと並列にコード・ブロックを実行
することを、コンパイラーに対して指示します。 TASK ディレクティブは、ポイ
ンター追跡または再帰的アルゴリズムなどの不規則アルゴリズムを並列処理する際
に役立つ場合があります。

必須オプション

-qsmp

構文

task_clause は以下のとおりです。

default_clause
201 ページの『DEFAULT』を参照してください。

final_clause
203 ページの『FINAL』を参照してください。

firstprivate_clause
203 ページの『FIRSTPRIVATE』を参照してください。

if_clause
205 ページの『IF』を参照してください。

►►

▼

TASK
,

task_clause

►◄

►► block ►◄

►► END TASK ►◄

►► default_clause
final_clause
firstprivate_clause
if_clause
mergeable_clause
private_clause
shared_clause
untied_clause

►◄
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mergeable_clause
208 ページの『MERGEABLE』を参照してください。

private_clause
209 ページの『PRIVATE』を参照してください。

shared_clause
219 ページの『SHARED』を参照してください。

untied_clause
221 ページの『UNTIED』を参照してください。

規則

最終タスクとは、自分が持つすべての子タスクを最終タスクと包含タスク (included
task) にするタスクのことです。最終タスクは、以下のいずれかの条件に該当する場
合に生成されます。

v FINAL 文節がタスク構文上で指定され、FINAL 文節式の評価結果が .TRUE. の
場合。

v 生成されたタスクが、最終タスクの子タスクの場合。

非据え置きタスク (undeferred task) とは、自分の生成タスク領域に関して、タス
クの実行が据え置かれることがないタスクのことです。つまり、非据え置きタスク
(undeferred task) の実行が終了するまで、生成タスク領域が中断されるということ
です。非据え置きタスク (undeferred task) は、IF 文節がタスク構文上で指定さ
れ、IF 文節式の評価結果が .FALSE. の場合に生成されます。

包含タスク (included task) とは、タスクの実行が生成タスク領域内に連続的に組
み込まれるタスクのことです。つまり、包含タスク (included task) とは、その実
行が据え置かれることなく、出会ったスレッドによって直ちに実行されるタスクの
ことです。包含タスク (included task) は、生成されたタスクが最終タスクの子タ
スクである場合に生成されます。

マージ・タスク (merged task) とは、自分の生成タスク領域と同じデータ環境を持
つタスクのことです。マージ・タスク (merged task) は、以下に示す両方の条件に
該当する場合に、生成される可能性があります。

v MERGEABLE 文節がタスク構文上で指定されている場合。

v 生成されたタスクが、非据え置きタスク (undeferred task) または包含タスク
(included task) である場合。

囲み TASK 構文で DEFAULT 文節が指定されていない場合、以下の各規則が適用
されます。

v 囲み TASK 構文が並列領域によって字句的に囲まれていない場合、囲み TASK
構文の PRIVATE、FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、SHARED の各文節の
いずれにも指定されていない仮引数は firstprivate になります。

v 最も内側の囲み並列構文でプライベートな変数は、TASK 構文内で firstprivate
になります。

v 囲み並列構文がない場合、ルーチンのローカル変数は firstprivate になります。

v 最も内側の囲み並列構文自体を含むそこまでのすべての囲み構文で共用されてい
ると判断された変数は、共用されます。
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IF 文節式と FINAL 文節式はタスク構文の外部で評価され、評価の順序は指定され
ません。

関連資料:

203 ページの『FINAL』

203 ページの『FIRSTPRIVATE』

205 ページの『IF』

208 ページの『MERGEABLE』

201 ページの『DEFAULT』

209 ページの『PRIVATE』

219 ページの『SHARED』

『TASKWAIT』

221 ページの『UNTIED』

TASKWAIT
目的

TASKWAIT ディレクティブは、現行タスクで生成される、実行対象の子タスクに
wait を指定します。

必須オプション

-qsmp

構文

関連資料:

176 ページの『TASK / END TASK』

TASKYIELD
目的

TASKYIELD ディレクティブは、現在のタスクを中断し、異なるタスクの実行を優
先できることを、コンパイラーに対して指示します。TASKYIELD 領域は、明示的
なタスク・スケジューリング・ポイントを現在のタスク領域に組み込みます。

必須オプション

-qsmp

►► TASKWAIT ►◄
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構文

TEAMS / END TEAMS
目的

TEAMS ディレクティブは、スレッド・チームのコレクションを作成します。各チ
ームのマスター・スレッドがチーム領域を実行します。

必須オプション

-qsmp および -qoffload

構文

teams_clause は以下のいずれかです。

default_clause
これは、チーム領域の内部で参照される変数のデフォルト・データ共用属性
を指定します。構文は DEFAULT(default-type) です。

default-type は、NONE、PRIVATE、FIRSTPRIVATE、または SHARED
にすることができます。

►► TASKYIELD ►◄

►► ▼

,

TEAMS
teams_clause

►◄

►► block ►◄

►► END TEAMS ►◄

►► default_clause
firstprivate_clause
num_teams_clause
private_clause
reduction_clause
shared_clause
thread_limit_clause

►◄
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DEFAULT(NONE) を指定するには、firstprivate_clause 文節、private-clause
文節、または shared_clause 文節で、暗黙データ共用属性を持たない変数を
指定する必要があります。

firstprivate_clause
これは、プライベート・コピーが元の変数の値で初期化されることを除き、
private_clause と同等です。 list 内のデータ変数はコンマで区切ります。構
文は FIRSTPRIVATE(list) です。

num_teams_clause
作成されるチーム数の上限を指定します。構文は NUM_TEAMS(scalar-
integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、正整数値に評価され
なければなりません。

チーム数は omp_get_num_teams ルーチンを呼び出すことで取得できま
す。

private_clause
チームに専用とする 1 つ以上のリスト項目を宣言します。リスト項目ごと
に、各チームに対してローカル・コピーが作成されます。チーム領域内の元
のリスト項目に対する参照はすべて、プライベート・コピーに対する参照で
置き換えられます。コピーはチームごとに作成されるため、チーム内のスレ
ッド間で共有されます。構文は PRIVATE(list) です。

reduction_clause
縮約演算子と縮約変数のリストを指定します。縮約変数のそれぞれについ
て、プライベート・コピーが作成され、reduction-identifier の値で初期化さ
れます。チーム領域の終了時に、すべてのチームのマスター・スレッドが、
元の変数の値への縮約を実行します。構文は REDUCTION(reduction-
indentifier:list) です。詳しくは、『REDUCTION』を参照してください。

shared_clause
チーム間で共有する 1 つ以上のリスト項目を宣言します。構文は
SHARED(list) です。

thread_limit_clause
各チーム内のスレッド数の上限を指定します。構文は THREAD_LIMIT
(scalar-integer-expression) です。 scalar-integer-expression は、正整数値に評
価されなければなりません。

規則

v TEAMS を指定しないターゲット領域については、1 つのチームが作成され、そ
のチームのマスター・スレッドでターゲット領域が実行されます。

v TEAMS ディレクティブはターゲット領域内で厳密にネストする (つまり、
TARGET ディレクティブと TEAMS ディレクティブとの間にコードが存在しな
いようにする) 必要があります。以下の OpenMP 領域をチーム領域内部で厳密
にネストする必要があります。

– OMP DISTRIBUTE

– OMP DISTRIBUTE PARALLEL DO

– 並列領域 (結合された構文から生じる並列領域を含む)
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v 基本的には、要求した数のチームがコンパイラーによって作成されます。ただ
し、要求した数が以下のいずれかの数を超えると、チームは 2 つの間で小さい
方の数だけ作成されます。

– NUM_TEAMS 文節で指定された値

– 65536 (実装定義による制限)

v 基本的には、要求した数のスレッドがコンパイラーによって作成されます。ただ
し、要求した数が以下のいずれかの数を超えると、スレッドは 2 つの間で小さ
い方の数だけチームごとに作成されます。

– THREAD_LIMIT 文節で指定された値

– 992 (実装定義による制限)

v チームの作成後、チーム領域の期間中は、チーム数は一定のままになります。

v OMP TEAMS ディレクティブが組み合わせ構文の一部として使用される (例え
ば OMP TARGET TEAMS など) と、NUM_TEAMS 文節または
THREAD_LIMIT 文節で使用される式はホスト上で評価されます。

v チーム領域内では、各チームには固有のチーム番号があります。チーム番号は、
ゼロからチーム数より 1 小さい数までの範囲の、連続する整数です。スレッド
のチーム番号は omp_get_team_num ルーチンを呼び出すことで取得できます。

例
PROGRAM main
INTEGER :: res, n
INTEGER,EXTERNAL :: foo
res = 0
n = 0
!$OMP TARGET MAP(res, n)
!$OMP TEAMS REDUCTION(+:res) NUM_TEAMS(foo())
res = omp_get_team_num()
IF (omp_get_team_num() == 0) THEN
n = omp_get_num_teams()
END IF
!$OMP END TEAMS
!$OMP END TARGET
IF (res /= (n*(n-1))/2) THEN !Sum of first n-1 natural numbers
STOP
END IF
END PROGRAM main

上記の例では、foo() はホストで評価され、declare target ディレクティブを使用
して指定する必要はありません。例では、マップされた変数 res でチーム縮約が実
行されます。各チームのマスター・スレッドのみがチーム領域を実行するため、チ
ーム専用の縮約変数 res は、スレッドのチーム数に安全に更新されます。チームに
は、ゼロから、実行時に omp_get_num_teams ルーチンの呼び出しで取得される値
までの番号が付けられます。最後に、n を実際のチーム数で安全に更新するため
に、1 つのマスター・スレッドのみが書き込みを実行する必要があります。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qoffload を参照してください。
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THREADLOCAL
目的

THREADLOCAL ディレクティブを使用して、スレッド特定共通データを宣言する
ことができます。これは COMMON ブロックに含まれるデータへのアクセスを確
実に直列処理することができる方法です。

必須呼び出しコマンド

このディレクティブを使用するために -qsmp コンパイラー・オプションを指定す
る必要はありませんが、必要なライブラリーをリンクするには、呼び出しコマンド
は xlf_r、xlf90_r、xlf95_r、xlf2003_r、xlf2008_r、または CUDA Fortran xlcuf

CUDA Fortran でなければなりません。

構文

規則

ブロックの名前としては THREADLOCAL のみ宣言できます。 名前付き共通ブロ
ックに通常適用するすべての規則と制約は、 THREADLOCAL と宣言される共通
ブロックに適用されます。名前付き共通ブロックに適用される規則と制約について
詳しくは、 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の COMMON 文 を参照し
てください。

THREADLOCAL ディレクティブはスコープ単位の特定パート で使用されます。
共通ブロックを THREADLOCAL ディレクティブで使用する場合は、同一スコー
プ単位の COMMON 文内でも宣言されなければなりません。この
THREADLOCAL ディレクティブは COMMON 文の前後に使用できます。 スコ
ープ単位の specification_part の詳細については、 「XL Fortran ランゲージ・リフ
ァレンス」の 『メインプログラム』 を参照してください。

共通ブロックが PURE サブプログラム内で宣言される場合、この共通ブロックに
THREADLOCAL 属性を指定することはできません。

THREADLOCAL 共通ブロックのメンバーは NAMELIST 文では使用しないでく
ださい。

USE 関連の共通ブロックには、 USE 文を含むスコープ単位で THREADLOCAL
を指定して宣言しないでください。

THREADLOCAL 共通ブロックに宣言されるポインターは -qinit=f90ptr コンパイ
ラー・オプションによる影響を受けません。

►► ▼

,

THREADLOCAL / common_block_name /
::

►◄
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THREADLOCAL 共通ブロック内のオブジェクトは、並列ループおよび並列セクシ
ョンで使用できます。ただし、これらのオブジェクトはループの繰り返し全域、お
よび並列セクション内のコード・ブロック全域で暗黙的に共用されます。言い換え
ると、スコープ単位内で、THREADLOCAL と宣言されているかどうかに関係な
く、アクセス可能なすべての共通ブロックは、このスコープ単位の並列ループおよ
びセクション内に SHARED 属性を持っているということです。

共通ブロックがスコープ単位内で THREADLOCAL と宣言されている場合、共通
ブロックを宣言または参照するサブプログラム、およびスコープ単位により直接ま
たは間接に参照されるサブプログラムは、スコープ単位を実行する同一スレッドに
より実行されなければなりません。共通ブロックを宣言する 2 つのプロシージャー
は別のスレッドにより実行され、次に、共通ブロックが THREADLOCAL と宣言
されていれば、このプロシージャーは共通ブロックの別のコピーを入手します。 ス
レッドは次のいずれかの方法で作成できます。

v 明示的に、pthreads ライブラリー呼び出しによる

v 暗黙的に、並列ループ実行のためのコンパイラーによる

v 暗黙的に、並列セクション実行のためのコンパイラーによる

共通ブロックが 1 スコープ単位内で THREADLOCAL であると宣言される場合、
この共通ブロックは共通ブロックを宣言するスコープ単位すべてに、
THREADLOCAL であると宣言されなければなりません。

SAVE 属性を持たない THREADLOCAL 共通ブロックがサブプログラム内に宣言
される場合は、このサブプログラムに直接または間接参照をするアクセスが可能な
この共通ブロックに、少なくとも 1 つの別のスコープ単位がないと、ブロックのメ
ンバーはサブプログラムの RETURN または END で未定義になります。

THREADLOCAL ディレクティブおよび THREADPRIVATE ディレクティブの両
方には同一の共通ブロック名 を指定できません。

例 1: 次のプロシージャー "FORT_SUB" は 2 つのスレッドから起動されます。

SUBROUTINE FORT_SUB(IARG)
INTEGER IARG

CALL LIBRARY_ROUTINE1()
CALL LIBRARY_ROUTINE2()
...

END SUBROUTINE FORT_SUB

SUBROUTINE LIBRARY_ROUTINE1()
COMMON /BLOCK/ RThe SAVE attribute is required for the
SAVE /BLOCK/ ! common block because the program requires

! that the block remain defined after
!IBM* THREADLOCAL /BLOCK/ ! library_routine1 is invoked.
R = 1.0
...

END SUBROUTINE LIBRARY_ROUTINE1

SUBROUTINE LIBRARY_ROUTINE2()
COMMON /BLOCK/ R
SAVE /BLOCK/
!IBM* THREADLOCAL /BLOCK/

... = R

...
END SUBROUTINE LIBRARY_ROUTINE2

第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング 183



例 2: "FORT_SUB" は複数のスレッドから起動されます。 これは "FORT_SUB" お
よび "ANOTHER_SUB" の両方が /BLOCK/ を THREADLOCAL であると宣言す
るために無効です。この両方は共通ブロックを共用しますが、これらは異なるスレ
ッドにより実行されます。

SUBROUTINE FORT_SUB()
COMMON /BLOCK/ J
INTEGER :: J
!IBM* THREADLOCAL /BLOCK/ ! Each thread executing FORT_SUB

! obtains its own copy of /BLOCK/
INTEGER A(10)

...
!IBM* INDEPENDENT
DO INDEX = 1,10
CALL ANOTHER_SUB(A(I))

END DO
...

END SUBROUTINE FORT_SUB

SUBROUTINE ANOTHER_SUB(AA) ! Multiple threads are used to execute ANOTHER_SUB
INTEGER AA
COMMON /BLOCK/ J ! Each thread obtains a new copy of the
INTEGER :: J ! common block /BLOCK/
!IBM* THREADLOCAL /BLOCK/
...
AA = J ! The value of 'J' is undefined.

END SUBROUTINE ANOTHER_SUB

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qdirective を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qinit を参照してください。
 

ランゲージ・リファレンスの COMMON を参照してください。
 

ランゲージ・リファレンスのメインプログラムを参照してください。

THREADPRIVATE
目的

THREADPRIVATE ディレクティブを使用すると、スレッド内にグローバルで
private として、このスレッドに名前付き共通ブロックと名前付き変数を指定できま
す。共通ブロックまたは変数 THREADPRIVATE を宣言すると、チーム内の各ス
レッドがこの共通ブロックまたは変数の別々のコピーを維持します。
THREADPRIVATE 共通ブロックまたは変数に書き込まれたデータは private のま
まそのスレッドに残され、チーム内の他のスレッドからは可視ではありません。

プログラムの直列と MASTER セクションでは、名前付き共通ブロックと変数のマ
スター・スレッドのコピーだけがアクセス可能です。

並列領域の入り口で、名前付き共通ブロックまたは名前付き変数のマスター・スレ
ッド内のデータが、この共通ブロックまたは変数の各スレッドのプライベート・コ
ピーにコピーされることを指定するには、 PARALLEL、PARALLEL DO、
PARALLEL SECTIONS、または PARALLEL WORKSHARE ディレクティブの
COPYIN 文節を使用してください。
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必須オプション

-qsmp

構文

common_block_name
スレッドには private にされる共通ブロック名です。

variable_name
スレッドには private にされる変数名です。

規則

THREADPRIVATE 変数、共通ブロック、あるいは PRIVATE、
FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、SHARED、または REDUCTION 文節でこの
共通ブロックを構成する変数を指定することはできません。

THREADPRIVATE 変数には SAVE 属性が必要です。モジュールのスコープで宣
言される変数または共通ブロックには、 SAVE 属性が暗黙指定されています。 し
たがって、モジュールのスコープの外側にある変数を宣言する場合は、 SAVE 属性
を指定する必要があります。

THREADPRIVATE ディレクティブでは、名前付き変数と名前付き共通ブロックの
み指定できます。

変数は宣言されるスコープの THREADPRIVATE ディレクティブだけに使用が可
能であり、 THREADPRIVATE 変数または共通ブロックは指定スコープで 1 回だ
け使用できます。この変数を共通ブロックのエレメントにすること、または
EQUIVALENCE 文で宣言することはできません。

THREADPRIVATE ディレクティブおよび THREADLOCAL ディレクティブの両
方に同一の共通ブロック名 を指定できません。

名前付き共通ブロックに適用するすべての規則と制約は、 THREADPRIVATE と
宣言された共通ブロックにも適用できます。 「XL Fortran ランゲージ・リファレ
ンス」の COMMON 文 を参照してください。

►► THREADPRIVATE ( threadprivate_entity_list ) ►◄

threadprivate_entity_list は以下のとおりです。

►► ▼

,

variable_name
/ common_block_name /

►◄
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1 スコープ単位の共通ブロックを THREADPRIVATE と宣言する場合は、宣言さ
れるその他の全スコープ単位に THREADPRIVATE として共通ブロックを宣言す
る必要があります。

THREADPRIVATE 変数または THREADPRIVATE 共通ブロックを BIND 属性
で宣言する場合、対応する C エンティティーを C プログラム内の
THREADPRIVATE ディレクティブで指定する必要があります。詳しい使用法につ
いては、例 4 を参照してください。

いずれの並列領域の入り口においても、 THREADPRIVATE 変数、または
COPYIN 節で指定される THREADPRIVATE 共通ブロックの変数は、
『COPYIN』節の『規則』の節で解説される基準を前提としています。

プログラムの最初の入力並列領域の入り口では、THREADPRIVATE 変数、または
COPYIN 文節で指定されない THREADPRIVATE 共通ブロック内の変数は、次の
基準を前提にしています。

v 変数が ALLOCATABLE 属性を持っている場合、この変数の各コピーの初期割
り振り状況は「現在割り振られていない」です。

v 変数が POINTER 属性を持っている場合で、このポインターが明示的またはデ
フォルトの初期設定のいずれかで関連解除されている場合、この変数の各コピー
の関連付け状況は「関連解除済み」です。これ以外では、このポインターの関連
付け状況は「未定義」です。

v 変数が ALLOCATABLE 属性と POINTER 属性をいずれも持っていない場合
に、明示的またはデフォルトの初期設定で定義済みであれば、この変数の各コピ
ーも定義済みです。変数が未定義であれば、この変数の各コピーは未定義です。

プログラムの後続の並列領域の入り口では、 THREADPRIVATE 変数、または
COPYIN 文節に指定されていない THREADPRIVATE 共通ブロックは、次の基準
を前提としています。

v OMP_DYNAMIC 環境変数、または動的スレッドを使用可能に設定する
omp_set_dynamic サブルーチンを使用している場合で、かつ

– スレッド数が前の領域のスレッド数より少なくて、 THREADPRIVATE オ
ブジェクトが両方の領域で参照される場合は、それぞれ対応する領域で同じ
スレッド数を持つスレッドがその変数の同一コピーを参照します。

– スレッド数が前の領域のスレッド数より大きい場合、 THREADPRIVATE
オブジェクトの定義と関連付け状況は未定義であり、この割り振り状況も未
定義です。

v 動的スレッドが使用不可に場合、この定義、関連付け、または割り振り状況は、
この変数のスレッドのコピーが定義済みであれば「保存済み」です。

共通ブロック名は使用関連付けまたはホスト関連付けではアクセスできません。し
たがって、名前付き共通ブロックは、この共通ブロックが THREADPRIVATE デ
ィレクティブを含むスコープ単位に宣言されていれば、 THREADPRIVATE ディ
レクティブでのみ使用できます。しかし、使用関連付けまたはホスト関連付けによ
り共通ブロックの変数をアクセスできます。詳しくは、「XL Fortran ランゲージ・
リファレンス」の『ホスト』および『参照結合』を参照してください。
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-qinit=f90ptr コンパイラー・オプションは、 THREADPRIVATE 共通ブロックで
宣言されたポインターに影響を及ぼしません。

DEFAULT 文節は THREADPRIVATE 共通ブロックの変数に影響を及ぼしませ
ん。

例

例 1: この例では、PARALLEL DO ディレクティブが SUB1 を呼び出す複数のス
レッドを起動します。 SUB1 の共通ブロックである BLK は、SUB1 により呼び出
される SUB2 サブルーチンを持つスレッドには固有のデータを共用します。

PROGRAM TT
INTEGER :: I, B(50)

!$OMP PARALLEL DO SCHEDULE(STATIC, 10)
DO I=1, 50

CALL SUB1(I, B(I)) ! Multiple threads call SUB1.
ENDDO

END PROGRAM TT

SUBROUTINE SUB1(J, X)
INTEGER :: J, X, A(100)
COMMON /BLK/ A

!$OMP THREADPRIVATE(/BLK/) ! Array a is private to each thread.
! ...

CALL SUB2(J)
X = A(J) + A(J + 50)

! ...
END SUBROUTINE SUB1

SUBROUTINE SUB2(K)
INTEGER :: C(100)
COMMON /BLK/ C

!$OMP THREADPRIVATE(/BLK/)
! ...

C = K
! ... ! Since each thread has its own copy of

! common block BLK, the assignment of
! array C has no effect on the copies of
! that block owned by other threads.

END SUBROUTINE SUB2

例 2: この例では、各スレッドは並列セクションに共通ブロック ARR の自分のコ
ピーを持っています。 あるスレッドが共通ブロック変数の TEMP を初期化した場
合、その初期値はその他のスレッドには可視ではありません。

PROGRAM ABC
INTEGER :: I, TEMP(100), ARR1(50), ARR2(50)
COMMON /ARR/ TEMP

!$OMP THREADPRIVATE(/ARR/)
INTERFACE

SUBROUTINE SUBS(X)
INTEGER :: X(:)

END SUBROUTINE
END INTERFACE

! ...
!$OMP PARALLEL SECTIONS
!$OMP SECTION ! The thread has its own copy of the
! ... ! common block ARR.

TEMP(1:100:2) = -1
TEMP(2:100:2) = 2
CALL SUBS(ARR1)

! ...
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!$OMP SECTION ! The thread has its own copy of the
! ... ! common block ARR.

TEMP(1:100:2) = 1
TEMP(2:100:2) = -2
CALL SUBS(ARR2)

! ...
!$OMP END PARALLEL SECTIONS
! ...

PRINT *, SUM(ARR1), SUM(ARR2)
END PROGRAM ABC

SUBROUTINE SUBS(X)
INTEGER :: K, X(:), TEMP(100)
COMMON /ARR/ TEMP

!$OMP THREADPRIVATE(/ARR/)
! ...

DO K = 1, UBOUND(X, 1)
X(K) = TEMP(K) + TEMP(K + 1) ! The thread is accessing its

! own copy of
! the common block.

ENDDO
! ...

END SUBROUTINE SUBS

このプログラムの予期出力:

50 -50

例 3: 次の例では、共通ブロックの外側にあるローカル変数は THREADPRIVATE
として宣言されています。

MODULE MDL
INTEGER :: A(2)
INTEGER, POINTER :: P
INTEGER, TARGET :: T

!$OMP THREADPRIVATE(A, P)
END MODULE MDL

PROGRAM MVAR
USE OMP_LIB
USE MDL

INTEGER :: I

CALL OMP_SET_NUM_THREADS(2)
A = (/1, 2/)
T = 4
P => T

!$OMP PARALLEL PRIVATE(I) COPYIN(A, P)
I = OMP_GET_THREAD_NUM()
IF (I .EQ. 0) THEN
A(1) = 100
T = 5

ELSE IF (I .EQ. 1) THEN
A(2) = 200

END IF
!$OMP END PARALLEL

!$OMP PARALLEL PRIVATE(I)
I = OMP_GET_THREAD_NUM()
IF (I .EQ. 0) THEN
PRINT *, 'A(2) = ', A(2)

ELSE IF (I .EQ. 1) THEN
PRINT *, 'A(1) = ', A(1)
PRINT *, 'P => ', P
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END IF
!$OMP END PARALLEL

END PROGRAM MVAR

動的スレッド・メカニズムが使用不可にされる場合の予期出力:

A(2) = 2
A(1) = 1
P => 5
or
A(1) = 1
P => 5
A(2) = 2

例 4: この例では、C と相互動作可能な変数 NUMVAR は THREADPRIVATE
として宣言されています。スレッド 1 によって NUMVAR のプライベート・コピ
ーに加えられた変更は、マスター・スレッドのコピーには影響を与えません。

Fortran ソース・ファイル

MODULE M
USE, INTRINSIC :: ISO_C_BINDING
INTEGER(C_INT), BIND(C) :: NUMVAR(10)

!$OMP THREADPRIVATE(NUMVAR)
END MODULE M

PROGRAM P
USE M
USE OMP_LIB
INTERFACE

SUBROUTINE INIT_NUM() BIND(C)
END SUBROUTINE INIT_NUM

SUBROUTINE PRINT_NUM() BIND(C)
END SUBROUTINE PRINT_NUM

END INTERFACE
INTEGER TNUM
CALL INIT_NUM()

CALL OMP_SET_NUM_THREADS(2)

!$OMP PARALLEL COPYIN(NUMVAR)
TNUM = OMP_GET_THREAD_NUM()
IF (TNUM .EQ. 0) THEN

! PROCESS NUMVAR
ELSE IF (TNUM .EQ. 1) THEN

NUMVAR = NUMVAR * 4
CALL PRINT_NUM()
! PROCESS NUMVAR

END IF
!$OMP END PARALLEL

CALL PRINT_NUM()
END PROGRAM P

関連資料:

ランゲージ・リファレンスの COMMON を参照してください。

99 ページの『OMP_DYNAMIC』

243 ページの『omp_set_dynamic(enable_expr)』

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』
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149 ページの『PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS』

WORKSHARE / END WORKSHARE
目的

WORKSHARE ディレクティブを使用すると、配列演算の実行を並列処理にするこ
とができます。 WORKSHARE ディレクティブは、作業単位 に封入されたコー
ド・ブロックと関連したタスクを分割します。スレッドのチームが WORKSHARE
ディレクティブに出会うと、チーム内のスレッドはタスクを共用するため、それぞ
れの作業単位 は 1 回だけ実行することができます。

必須オプション

-qsmp

構文

block WORKSHARE 構文の字句エクステント内で、ワーク・シェアリングを許
可する文の構造化ブロックです。文の実行が同期されるように、他の文の結
果に依存する文は必要なその結果が出ているかどうかを評価されます。
block には、次の項目を含めることができます。

v 配列割り当て文

v ATOMIC ディレクティブ

v CRITICAL 構文

v FORALL 構文

v FORALL 文

v PARALLEL 構文

v PARALLEL DO 構文

v PARALLEL SECTION 構文

v PARALLEL WORKSHARE 構文

v スカラー割り当て文

v WHERE 構文

v WHERE 文

配列演算のパーツとして使用できる変換組み込み関数は、次のとおりです。

►► WORKSHARE ►◄

►► block ►◄

►► END WORKSHARE
NOWAIT

►◄
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v ALL
v ANY
v COUNT
v CSHIFT
v DOT_PRODUCT
v EOSHIFT

v MATMUL
v MAXLOC
v MAXVAL
v MINLOC
v MINVAL
v PACK

v PRODUCT
v RESHAPE
v SPREAD
v SUM
v TRANSPOSE
v UNPACK

block には字句的に封入された PARALLEL 構文にバインドされる文も含め
ることができます。これらの文は限定されていません。

block 内のユーザー定義関数の呼び出しは、いずれも単純にしてください。

WORKSHARE ディレクティブに封入された文は作業単位 に分割されます。作業
単位 の定義は評価される文によって変わります。作業単位 は次のように定義され
ます。

v 配列式: 配列式の各エレメントの評価が 1 作業単位 です。上にリストされた変
換組み込み関数のいくつかは、いくつの作業単位 にでも分割できます。

v 割り当て文: 配列割り当て文の場合は、配列の各エレメントの割り当てが 1 作業
単位 です。スカラー割り当て文の場合は、割り当て演算が 1 作業単位 です。

v 構文: それぞれの CRITICAL 構文の評価が 1 作業単位 です。 WORKSHARE
構文に含められるそれぞれの PARALLEL 構文が単一作業単位 です。 スレッド
の新規チームは封入された PARALLEL 構文の字句エクステント内に含まれる文
を実行します。 FORALL 構文または文、マスク式の評価では、繰り返しスペー
スの指定で発生する式、およびマスクされた割り当てが作業単位 です。
WHERE 構文または文、マスク式の評価およびマスクされた割り当てが作業単位
です。

v ディレクティブ: ATOMIC ディレクティブ用の各スカラー変数の更新およびそ
の割り当てが 1 作業単位 です。

v ELEMENTAL 関数: ELEMENTAL 関数への引数が配列の場合は、配列の各エレ
メントへの関数の応用が 1 作業単位です。

block 内の文が上述の定義のどれにも当てはまらない場合は、この文が 1 作業単位
です。

規則

WORKSHARE 構文内の文を確実に並列で実行させるには、この構文を並列領域の
中に封入する必要があります。並列領域の動的エクステントの外側で
WORKSHARE 構文に出会うスレッドは、この構文内の文を直列で評価します。

WORKSHARE ディレクティブは、最も近い封入 PARALLEL 領域にバインドしま
す (ディレクティブが 1 つでも存在する場合)。

同じ PARALLEL 領域にバインドするワーク・シェアリング領域をネストしないで
ください。

CRITICAL、MASTER、または ORDERED 領域内では、WORKSHARE ディレ
クティブを指定しないでください。
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WORKSHARE 領域内では、BARRIER、MASTER、または ORDERED ディレク
ティブを指定しないでください。

配列割り当て、スカラー割り当て、マスクされた配列割り当て、または FORALL
割り当てが block 内で private 変数に割り当てられると、この結果は不明確です。

block 内の配列式が値を参照する場合、各スレッドが同じ値で計算されないと、
private 変数の関連付け状況または割り振り状況は不明確です。

WORKSHARE 構文の終了で NO WAIT 文節を指定しないと、 BARRIER ディ
レクティブが暗黙指定されます。

WORKSHARE 構文はチーム内のすべてのスレッドで使用されるか、またはチーム
内のいずれのスレッドにも使用されないかのいずれかでなければなりません。

例

例 1: 次の例では、WORKSHARE ディレクティブはマスクされた式を並列で評価
します。

!$OMP WORKSHARE
FORALL (I = 1 : N, AA(1, I) == 0) AA(1, I) = I
BB = TRANSPOSE(AA)
CC = MATMUL(AA, BB)

!$OMP ATOMIC
S = S + SUM(CC)

!$OMP END WORKSHARE

例 2: 次の例にはユーザー定義の ELEMENTAL が WORKSHARE 構文として組
み込まれています。

!$OMP WORKSHARE
WHERE (AA(1, :) /= 0.0) AA(1, :) = 1 / AA(1, :)
DD = TRANS(AA(1, :))

!$OMP END WORKSHARE

ELEMENTAL REAL FUNCTION TRANS(ELM) RESULT(RES)
REAL, INTENT(IN) :: ELM
RES = ELM * ELM + 4
END FUNCTION

関連資料:

117 ページの『ATOMIC』

122 ページの『BARRIER』

123 ページの『CRITICAL / END CRITICAL』

152 ページの『PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE』

 

コンパイラー・リファレンスの -qsmp を参照してください。

データ共用属性の規則
データ共用属性の規則に基づいて、TARGET ディレクティブ、PARALLEL ディレ
クティブ、TASK ディレクティブ、および作業共用領域で参照される変数の属性が
決定されます。
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構文内で参照される変数のデータ共用属性規則

構文内で参照される変数のデータ共用属性は、次のカテゴリーに分類できます。

v 事前定義済みのデータ共用属性

v 明示的に決定されたデータ共用属性

v 暗黙的に決定されたデータ共用属性

囲まれる側の構文の FIRSTPRIVATE 文節、LASTPRIVATE 文節、LINEAR 文
節、REDUCTION 文節、または COPYPRIVATE 文節で変数を指定すると、囲む
側の構文に含まれる変数の暗黙参照が開始されます。囲まれる側の構文の MAP 文
節で変数を指定すると、囲む側の構文に含まれる変数の暗黙参照が開始されること
があります。このような暗黙参照も、データ共用属性規則に従います。

一部の変数やオブジェクトは、次のような事前定義済みのデータ共有属性を持って
います。

v THREADPRIVATE ディレクティブで指定された変数および共通ブロックは
threadprivate です。

v DO 構文や PARALLEL DO 構文の関連付けられたDO ループ内のループ反復
変数は private です。

v PARALLEL 構文や TASK 構文内の順次ループのループ反復変数は、そのルー
プを囲んでいる最も内側のそのような構文内では private です。

v 暗黙指定された DO インデックスおよび FORALL インデックスは private で
す。

v 整数ポインティング先は、各自の整数ポインターが関連付けられているストレー
ジのデータ共有属性を継承します。

v 想定サイズ配列は共有されます。

事前定義済みのデータ共用属性を持つ変数をデータ共用属性文節内で指定すること
はできません。ただし、以下の場合は、事前定義済みの変数をデータ共用属性文節
内で指定することが可能であり、その結果としてその変数の事前定義済みのデータ
共用属性がオーバーライドされます。

v DO 構文や PARALLEL DO 構文の関連付けられた DO ループ内のループ反復
変数は、PRIVATE 節内や LASTPRIVATE 節内で指定できます。

v PARALLEL 構文や TASK 構文内の順次ループでループ反復変数として使用さ
れている変数は、その構文自体のデータ共有節で指定できるとともに、他の制約
事項の適用下で、囲んでいる構文のデータ共有節で指定できます。

v 想定サイズ配列は、SHARED 節内で指定できます。

以下の条件を満たす変数は、明示的に決定されたデータ共用属性を持っています。

v それらの変数が、任意の構文内で参照されている。

v それらの変数が、その構文上のデータ共用属性文節内で指定されている。

以下のすべての条件を満たす変数は、暗黙的に決定されたデータ共用属性を持って
います。

v それらの変数が、任意の構文内で参照されている。

v それらの変数が、事前定義済みのデータ共用属性を持っていない。
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v それらの変数が、その構文上のデータ共用属性文節内で指定されていない。

暗黙的に決定されたデータ共有属性を持つ変数の規則は以下のとおりです。

v PARALLEL、TEAMS、または TASK の各構文では、変数のデータ共用属性は
DEFAULT 文節によって決定されます (この文節がある場合)。

v PARALLEL 構文では、DEFAULT 節がない場合、それらの変数は共有されま
す。

v TASK と TARGET 以外の構文に関しては、DEFAULT 文節が存在しない場合
に、変数はデータ共用属性を、囲む側のコンテキストから継承します。

v TARGET 構文では、 163 ページの『TARGET / END TARGET』で説明され
ているようにデータ・マッピング属性規則が適用された後にマップされない変数
は firstprivate です。

v TASK 構文では、DEFAULT 節がない場合、囲んでいるコンテキスト内で現在
のチームにバインドされているすべての暗黙的タスクによって共有されると決定
された変数は、共有されます。

v 孤立した TASK 構文では、DEFAULT 節がない場合、仮引数は firstprivate で
す。

v TASK 構文では、DEFAULT 節がない場合、自身のデータ共有属性が上記の規
則によって決定されていない変数は firstprivate です。

領域内で参照されるが構文内では参照されない変数のデータ共用属性
規則

領域内で参照されるが構文内では参照されない変数のデータ共用属性は、次のよう
に決定されます。

v その領域内の呼び出し先ルーチンで宣言されたローカル変数が save 属性を持っ
ているかデータ初期化されている場合、これらの変数は、THREADPRIVATE
ディレクティブで指定されていない限り、共有されます。

v その領域内の呼び出し先プロシージャーで参照されている変数のうち、共通ブロ
ックに属しているかモジュール内で宣言されている変数は、THREADPRIVATE
ディレクティブで指定されていない限り、共有されます。

v その領域内の呼び出し先プロシージャーの仮引数のうち、参照によって渡される
ものは、関連付けられた実際の引数のデータ共有属性を継承します。

v 整数ポインティング先は、各自の整数ポインターが関連付けられているストレー
ジのデータ共有属性を継承します。

v 暗黙指定された DO インデックス、FORALL インデックス、およびその領域内
のプロシージャーで宣言されている他のローカル変数は、private です。

ディレクティブ文節
ディレクティブ文節を使用して、ディレクティブへの追加情報を指定できます。

ディレクティブ文節の全体的な規則

変数または共通ブロックの名前は、文節内に複数回指定しないでください。

共通ブロックのメンバーである変数、共通ブロック名、または変数名は、次の例外
を除いて、同一ディレクティブに複数の文節を使用しないでください。
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v FIRSTPRIVATE および LASTPRIVATE を指定した名前付き共通ブロック、名
前付き変数を同一ディレクティブ用に定義することは可能です。

v NUM_THREADS 文節で使用する変数は、同一ディレクティブの別の文節でも
使用できます。

v IF 文節で使用する変数は、同一ディレクティブの別の文節でも使用できます。

変数のスコープを変更する文節を指定しない場合、ディレクティブの影響を受ける
変数のデフォルト・スコープは SHARED です。

並列領域で参照されるプロシージャーで宣言された SAVE または STATIC 属性を
指定されたローカル変数は、暗黙の SHARED 属性を持ちます。 並列領域で参照
されるプロシージャーで宣言される SAVE または STATIC 属性が指定されていな
いローカル変数は、暗黙的 PRIVATE 属性を持ちます。

並列領域の動的エクステント内で参照されるプロシージャーの中で、宣言された共
通ブロックのメンバーおよびモジュールの変数は、それらが THREADLOCAL ま
たは THREADPRIVATE 共通ブロックおよびモジュール変数でなければ、暗黙の
SHARED 属性を持ちます。

並列またはワーク・シェアリング構文の実行中は、ディレクティブの PRIVATE、
FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION 文節で使用される変数
または変数サブオブジェクトには、参照すること、定義すること、未定義にするこ
と、この関連付け状況または割り振り状況が変更されること、または実引数として
使用することを、以下の場所では行わないでください。

v ディレクティブ構文が使用するもの以外のスコープ単位

v 可変長フォーマット式

変数は、既に他の変数と関連付けされたストレージであっても、 PRIVATE、
FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION として宣言できます。
ストレージ関連付けは、EQUIVALENCE 文または COMMON ブロックで宣言さ
れる変数用に存在できます。変数が PRIVATE、FIRSTPRIVATE、
LASTPRIVATE、または REDUCTION 変数と関連付けられたストレージの場合、
変数は次のようになります。

v PRIVATE、FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION 変数に
関連付けされたストレージである変数の内容、割り振り状況および関連付け状況
は、並列構文の入り口では未定義です。

v 関連付けされた変数の割り振り状況、関連付け状況、およびその内容は、
PRIVATE、FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION 変数を
定義するか、またはこの変数の割り振りまたは関連付け状況を定義すると、未定
義になります。

v PRIVATE、FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、または REDUCTION 変数の
割り振り状況、関連付け状況およびその内容は、関連付けされた変数を定義する
か、または関連付けされた変数の割り振りまたは関連付け状況を定義すると、未
定義になります。

ポインターおよび OpenMP API

OpenMP API を使用すると、PRIVATE 文節の変数または変数サブオブジェクトに
POINTER または ALLOCATABLE 属性を持たせることができます。ポインター
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の関連付け状況は、スレッドの作成時およびスレッドが破棄されたときは未定義で
す。

選択対象のディレクティブ文節について詳しくは、以下のトピックを参照してくだ
さい。以下のリストは、サポートされているすべてのディレクティブ文節の完全な
リストではありません。ディレクティブの説明に関連情報があります。

COLLAPSE
COPYIN
COPYPRIVATE
DEFAULT
IF

FIRSTPRIVATE
LASTPRIVATE
NUM_THREADS
ORDERED

PRIVATE
REDUCTION
SCHEDULE
SHARED
UNTIED

COLLAPSE
目的

COLLAPSE 文節を指定すると、ネストされた並列処理を導入せずにネスト内の複
数ループの並列処理を行うことができます。

構文

n 正の定数整数式です。

規則

v ワーク・シェアリングの DO または PARALLEL DO ディレクティブで使用で
きる collapse 文節は 1 つのみです。

v 指定されたループの数が字句的に存在していなければなりません。すなわち、呼
び出されたサブルーチン内にループが存在することはできません。

v ループは長方形の繰り返しスペースを形成する必要があり、それぞれのループの
境界とストライドはすべてのループでインバリアントでなければなりません。

v ループ指標のサイズが異なっていれば、最も大きいサイズの指標が縮小ループに
使用されます。

v ループは完全にネストされなければなりません。すなわち、縮小するループ間に
は介入コードや、OpenMP ディレクティブが一切ありません。

v 関連付けられた do-loops は構造化ブロックでなければなりません。ブロックの
実行を EXIT 文によって終了することはできません。

v 複数のループがループ構文に関連付けられる場合、最も内側の関連ループの繰り
返しだけが、CYCLE 文によって短縮されることがあります。複数のループがル
ープ構文に関連付けられる場合、最も内側の関連ループの場合を除き、ループ終
了文への分岐があってはなりません。

Ordered 構文
ループまたはループ領域内でネストされたループの繰り返しを実行中に、実
行スレッドが、同じループ領域にバインドする複数の順序付き領域を実行す

►► COLLAPSE ( n ) ►◄
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ることはできません。結果として、複数のループが collapse 節によってル
ープ構文に関連付けられる場合、ordered 構文は関連付けられたすべてのル
ープ内に存在している必要があります。

LASTPRIVATE 文節
LASTPRIVATE 文節がワーク・シェアリング構文を識別するディレクティ
ブで使用されると、collapse 文節がループに関連付けられていても、関連付
けられたループの最後の順次繰り返しで得られた各新規リスト項目の値が、
オリジナルのリスト項目に割り当てられます。

その他の SMP およびパフォーマンス・ディレクティブ
STREAM_UNROLL、UNROLL、UNROLL_AND_FUSE、および
NOUNROLL_AND_FUSEディレクティブは、COLLAPSE 文節のループ・
ネストに関連付けられたループには使用できません。INDEPENDENT ディ
レクティブは、COLLAPSE 文節に関連付けられたループに使用できます。

例

例 1 および例 2 では、k と j にまたがるループは縮小され、その繰り返しスペー
スがすべてのスレッドの現行チームによって実行されます。

例 1

!$omp do collapse(2) private(i,j,k)
do k = kl, ku, ks

do j = jl, ju, js
do i = il, iu, is

call bar(a,i,j,k)
enddo

enddo
enddo

!$omp end do

例 2

program test
!$omp parallel
!$omp do private(j,k) collapse(2) lastprivate(jlast, klast)

do k = 1,2
do j = 1,3

jlast=j
klast=k

enddo
enddo

!$omp end do
!$omp single

print *, klast, jlast
!$omp end single
!$omp end parallel
end program test

出力:

2 3

例 3
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両方のループが 1 つに縮小されているため、ordered 構文は for 構文に関連付けら
れたすべてのループの内側に配置される必要があります。1 回の繰り返しで複数の
ordered 領域を実行できないため、collapse(2) 節を使用しない場合、このプログ
ラムは誤りとなります。

program test
!$omp parallel num_threads(2)
!$omp do collapse(2) ordered private(j,k) schedule(static,3)

do k = 1,3
do j = 1,2

!$omp ordered
print *, k, j

!$omp end ordered
enddo

enddo
!$omp end do
!$omp end parallel
end program test

出力:

1 1
1 2
2 1
2 2
3 1
3 2

関連資料:

ORDERED / END ORDERED

DO / END DO

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

COPYIN
目的

COPYIN 文節を指定すると、各変数のマスター・スレッドのコピー、または
copyin_entity_list で宣言された共通ブロックは、並列領域の開始時点で重複されま
す。 この並列領域内で実行予定のチーム内の各スレッドは、 copyin_entity_list の
全エンティティーのプライベート・コピーを受け取ります。 copyin_entity_list に宣
言されるすべての変数は、 THREADPRIVATE または THREADPRIVATE ディ
レクティブで使用される共通ブロックのメンバーでなければなりません。

構文

copyin_entity

►► COPYIN ( copyin_entity_list ) ►◄
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variable
THREADPRIVATE 変数、または共通ブロック内の
THREADPRIVATE ブロックです。

common_block_name
THREADPRIVATE 共通ブロック名です。

規則

COPYIN 文節を指定する場合の禁止事項は、次のとおりです。

v copyin_entity_list にある同一エンティティーを複数回指定すること

v 同一ディレクティブ上の別個の COPYIN 文節に同一エンティティーを指定する
こと

v copyin_entity_list にある同一名前付き共通ブロック内のその共通ブロック名と任
意の変数を指定すること

v 同一ディレクティブ上の別個の COPYIN 文節に同一名前付き共通ブロック内の
その共通ブロック名と任意の変数を指定すること

スレッド・チームのマスター・スレッドが COPYIN 節を持つ指令に到達すると、
COPYIN 節に指定された変数または共通ブロックの各スレッドのプライベート・コ
ピーは、このマスター・スレッドのコピーと同じ値を持ちます。

並列領域の入り口では、THREADPRIVATE 変数または THREADPRIVATE 共通
ブロック内の変数は、COPYIN 文節で宣言される場合、次の基準が前提になりま
す。

v POINTER 属性および変数のマスター・スレッドのコピーを持つ変数がターゲッ
トと関連付けられている場合、この変数の各コピーもこの同一ターゲットに関連
付けられます。マスター・スレッドのポインターが関連解除される場合、この変
数の各コピーも関連解除されます。変数のマスター・スレッドのコピーが未定義
の関連付け状況の場合、この変数の各コピーも未定義の関連付け状況です。

v POINTER 属性を持たない変数の各コピーは、組み込み割り当てによって定義さ
れたかのように、マスター・スレッドのコピー値を持ち、定義済みとなります。

割り振り可能配列が COPYIN 文節で指定されていて、並列領域への入り口で割り
振られる場合は、その配列の各スレッド・コピーが、同じ境界およびランクで割り
振られる必要があります。

関連資料:

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

►► ▼

,

variable_name
/ common_block_name /

►◄
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PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

COPYPRIVATE
目的

COPYPRIVATE 文節を指定すると、 private 変数またはチーム内のあるスレッド
から共用されるオブジェクトへのポインターの値は、このチームのその他すべての
スレッドの対応する変数にコピーされます。 copyprivate_entity_list 内の変数がポイ
ンターではない場合、このチーム内のすべてのスレッドの対応する変数は定義さ
れ、この変数の値を持ちます。 変数がポインターの場合、このチーム内のすべての
スレッドの対応する変数は定義され、このポインターの関連付け状況を持ちます。
整数ポインターおよび想定サイズの配列は copyprivate_entity_list に加えないでくだ
さい。

構文

copyprivate_entity

variable
封入する並列領域内の private 変数です。

common_block_name
THREADPRIVATE 共通ブロック名です。

規則

共通ブロックが copyprivate_entity_list の一部であれば、このブロックは
THREADPRIVATE ディレクティブで使用しなければなりません。さらに、
COPYPRIVATE 文節は、この object_list 内のすべての変数が
copyprivate_entity_list に指定されたかのように、共通ブロックを処理します。

COPYPRIVATE 文節は、 SINGLE 構文の終了を示す END SINGLE ディレクテ
ィブに指定しなければなりません。コンパイラーはいずれのスレッドもこの構文の
終了で、暗黙指定の BARRIER ディレクティブを通過させる前に、
COPYPRIVATE 文節を評価します。 copyprivate_entity_list に指定する変数は、
SINGLE 構文用の PRIVATE または FIRSTPRIVATE 文節では使用しないでくだ

►► COPYPRIVATE ( copyprivate_entity_list ) ►◄

►► ▼

,

variable
/ common_block_name /

►◄
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さい。 END SINGLE ディレクティブが並列領域の動的エクステント内で発生する
場合、 copyprivate_entity_list に指定する変数は並列領域内では private でなければ
なりません。

COPYPRIVATE 文節は NOWAIT 文節と同じ END SINGLE ディレクティブに
は使用しないでください。

THREADLOCAL 共通ブロック、またはこの共通ブロックのメンバーは、
COPYPRIVATE 文節の一部としては許可されません。

割り振り可能配列が COPYPRIVATE 節で使用されている場合、割り振り状況は、
「COPYPRIVATE 節によって影響されるすべてのスレッド内で、同じ境界とラン
クで割り振り済み」でなければなりません。

関連資料:

SINGLE / END SINGLE

DEFAULT
目的

DEFAULT 文節を指定すると、並列構文の字句エクステントのあるすべての変数
は、 default_scope_attr のスコープ属性を持ちます。

DEFAULT(NONE) を指定すると、デフォルトのスコープ属性は持ちません。した
がって、並列構文の字句エクステントに使用する各変数を並列構文のデータ・スコ
ープ属性文節に明示的にリストする必要があります。ただし、この変数が以下の場
合は除きます。

v THREADPRIVATE

v THREADPRIVATE 共通ブロックのメンバー

v ポインティング先

v 以下のループに対するループ繰り返し変数だけに使用されるループ繰り返し変数:

– 並列領域の字句エクステント内の順次ループ、または

– 並列領域にバインドする DO ループ

v 並列領域にバインドするワーク・シェアリング構文内だけで使用され、それぞれ
のワーク・シェアリング構文用のデータ・スコープ属性文節に指定される変数

DEFAULT 節は、並列構文のすべての変数が FIRSTPRIVATE、PRIVATE、
SHARED、またはデフォルトのないスコープ属性のいずれかと同じデフォルト・ス
コープ属性を共有することを指定します。

構文

default_scope_attr
FIRSTPRIVATE、PRIVATE、SHARED、または NONE のいずれか 1 つ
です。

►► DEFAULT ( default_scope_attr ) ►◄
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規則

ディレクティブに DEFAULT(NONE) を指定する場合は、すべての名前付き変数お
よび参照される配列セクションのすべての左端名、配列エレメント、構造体構成要
素、または このディレクティブの字句エクステント内のサブストリングを
FIRSTPRIVATE、LASTPRIVATE、 PRIVATE、REDUCTION、または
SHARED 文節に指定する必要があります。

ディレクティブに DEFAULT(FIRSTPRIVATE) を指定する場合、すべての名前付
き変数および参照される配列セクションのすべての左端名、配列エレメント、構造
体構成要素、またはこのディレクティブ構文の字句エクステント内のサブストリン
グは (ポインティング先 および THREADLOCAL 共通ブロックを除いた共通ブロ
ックおよび参照結合された変数を含む)、FIRSTPRIVATE 節で明示的にリストされ
たかのように、スレッドに FIRSTPRIVATE 属性を持たせます。

ディレクティブに DEFAULT(PRIVATE) を指定する場合、すべての名前付き変数
および参照される配列セクションのすべての左端名、配列エレメント、構造体構成
要素、またはこのディレクティブ構文の字句エクステント内のサブストリングは
(ポインティング先 および THREADLOCAL 共通ブロックを除いた共通ブロック
および参照結合された変数を含む)、PRIVATE 節で明示的にリストされたかのよう
に、スレッドに PRIVATE 属性を持たせます。

ディレクティブに DEFAULT(SHARED) を指定する場合、すべての名前付き変数
および参照される配列セクションのすべての左端名、配列エレメント、構造体構成
要素、またはこのディレクティブ構文の字句エクステント内のサブストリングは、
POINTEE を除いて、SHARED 文節で明示的にリストされたかのように、スレッ
ドに SHARED 属性を持たせます。

DEFAULT 文節をディレクティブで明示的に指示しない場合、デフォルトの動作は
DEFAULT(SHARED) です。

OpenMP の例

次の例は OpenMP に対する DEFAULT(NONE) の使用法、および変数のデータ・
スコープ属性を並列領域に指定するためのいくつかの規則を示しています。

PROGRAM MAIN
COMMON /COMBLK/ abc(10), def

! The loop iteration variable, i, is not required to be
! in data scope attribute clause.

$OMP PARALLEL DEFAULT(NONE) SHARED(ABC)

! def is specified on the work-sharing DO, and is not required to be
! specified in a data scope attribute clause on the parallel region.

!$OMP DO FIRSTPRIVATE(def)
DO i = 1,10
ABC(i) = def

END DO
!$OMP END PARALLEL
END PROGRAM

関連資料:

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO
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PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

176 ページの『TASK / END TASK』

FINAL
目的

FINAL 文節は TASK ディレクティブで使用します。FINAL 文節が指定され、
scalar_logical_expr の評価結果が .TRUE. の場合、生成されるタスクは最終タスクに
なります。最終タスク内に指定されたすべてのタスク構文により、最終タスクと包
含タスク (included task) が作成されます。

構文

規則

TASK ディレクティブで指定できる FINAL 文節は 1 つだけです。

関連資料

176 ページの『TASK / END TASK』

FIRSTPRIVATE
目的

FIRSTPRIVATE 文節を使用すると、各スレッドは data_scope_entity_list の変数お
よび共通ブロックのローカル・コピーをそれ自体で初期設定して持ちます。

FIRSTPRIVATE 文節は PRIVATE 文節として同じ変数に指定できます。したがっ
て、PRIVATE 文節と同様の方法で指定できます。 ただし、ディレクティブ構文の
入り口における変数の状況は異なります。すなわち、FIRSTPRIVATE 変数が存在
していて、各スレッドがディレクティブ構文に入るたびに初期設定されます。

構文

規則

FIRSTPRIVATE 文節内の変数は、以下のエレメントのいずれにもしないでくださ
い。

v ポインティング先

v 想定サイズ配列

►► FINAL ( scalar_logical_expr ) ►◄

►► FIRSTPRIVATE ( data_scope_entity_list ) ►◄
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v ランタイム・サイズ配列 (これは、想定形状配列、割り当て可能配列、配列ポイ
ンター、またはランタイム境界付き明示的配列にすることができます)

v THREADLOCAL 共通ブロック

v THREADPRIVATE 共通ブロックまたはこの共通ブロックのメンバー

v THREADPRIVATE 変数

次の条件の両方に該当する場合は、並列構文の FIRSTPRIVATE 文節に変数を指定
できません。

v 変数が名前リスト・ステートメント、可変長フォーマット式、またはステートメ
ント関数定義のための式に指定される場合。

v 並列構文内で、ステートメント関数、定形式の入出力による可変長フォーマット
式、または名前リスト入出力による名前リストを参照する場合。

FIRSTPRIVATE 文節に指定された変数は、以下のようにプライベート・コピーの
状況が判別されます。

v 変数に POINTER 属性がある場合、FIRSTPRIVATE 変数のプライベート・コ
ピーは、ポインター割り当ての場合と同様に、元のコピーと同じ関連付け状況を
受け取ります。

v 変数に POINTER 属性がない場合、組み込みの割り当ての場合と同様に、プラ
イベート・コピーの初期化が発生します。ただし、元の変数が現在割り振られて
いない場合、プライベート・コピーは、元のコピーと同じ割り振り状況になりま
す。

割り振り可能配列が FIRSTPRIVATE 文節で使用されている場合、割り振り状況
は、「FIRSTPRIVATE 文節を含む並列構文の入り口で割り振り」でなければなり
ません。

共通ブロックの個々のメンバーが private に変更されると、指定された変数のスト
レージは共通ブロックのストレージとの関係付けを解除されます。

FIRSTPRIVATE 変数に関連付けされているストレージである変数は、いずれも並
列構文の入り口では未定義です。

非同期入出力操作に含まれるエンティティーの 1 つが FIRSTPRIVATE 変数、
FIRSTPRIVATE 変数のサブオブジェクト、またはFIRSTPRIVATE 変数に関連し
たポインターの場合、対応する暗黙指定の待ちまたは WAIT 文は、スレッドの終
了前に実行されなければなりません。

ディレクティブ構文に非ブロッキング通信を行うメッセージ・パッシング・インタ
ーフェース (MPI) ルーチンへの FIRSTPRIVATE 引数が指定されている場合、
MPI 通信はこの構文が終了する前に完了しなければなりません。

関連資料:

DO / END DO

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE
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SECTIONS / END SECTIONS

SINGLE / END SINGLE

176 ページの『TASK / END TASK』

IF
目的

IF 文節が PARALLEL ディレクティブ、PARALLEL DO ディレクティブ、
PARALLEL SECTIONS ディレクティブ、PARALLEL WORKSHARE ディレク
ティブ、および TASK ディレクティブで使用されている場合は、
scalar_logical_expression が true なのか false なのかがランタイム環境で評価され、
以下のような動作が行われます。

v scalar_logical_expression が true の場合、ブロックは並列で実行されます。

v scalar_logical_expression が false の場合、収容領域は中断状態です。生成された
タスクは別のタスク領域にあるかのように即時に実行されます。

TASK ディレクティブに関しては、IF 文節が true に評価される場合にブロックを
並列で実行する必要はないことに注意してください。

IF 文節が他のディレクティブで使用される場合は、特定目的用のディレクティブの
説明を参照してください。

構文

directive-name-modifier は、scalar_logical_expression が適用されるディレクティブの
名前です。 directive-name-modifier は、複合構文や組み合わせ構文に対して指定する
ときに役立ちます。

規則

IF 文節の使用はどのディレクティブでも、1 回までとなっています。

デフォルトでは、ネストされた並列ループは IF 文節の設定に関係なく直列処理さ
れます。 このデフォルトは -qsmp=nested_par コンパイラー・オプションを使用
して変更できます。

IF 式は並列構文のコンテキストの外側で評価されます。 IF 式ではいずれの関数参
照も副次作用を発生させないようにする必要があります。

関連資料:

143 ページの『PARALLEL / END PARALLEL』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

149 ページの『PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS』

152 ページの『PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE』

►► IF ( scalar_logical_expression )
directive-name-modifier :

►◄
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176 ページの『TASK / END TASK』

LASTPRIVATE
目的

LASTPRIVATE 文節を使用する場合、 data_scope_entity_list 共通ブロックの各変数
および共通ブロックは PRIVATE であり、 data_scope_entity_list の各変数の最後の
値はディレクティブの構文の外側から参照できます。 DO または PARALLEL DO
が指定された LASTPRIVATE 文節を使用する場合、最後の値はループの最後の順
次繰り返し後の変数値です。 SECTIONS または PARALLEL SECTIONS が指定
された LASTPRIVATE 文節を使用する場合、最後の値は構文の最後のセクション
の後の変数値です。 ループの再度の繰り返し、または構文の最後のセクションが
LASTPRIVATE 変数を定義しない場合、この変数はループまたは構文の後には未定
義になります。

LASTPRIVATE 文節は PRIVATE 文節と同様の方法で機能します。したがって、
同じ基準に合わせる変数には、この文節を指定する必要があります。ただし、ディ
レクティブ構文から出る時の変数の状況は異なります。コンパイラーは変数の最後
の値を判別して、構文の後で使用するために、この値のコピーを取って名前付き変
数に保管します。 LASTPRIVATE 変数は FIRSTPRIVATE 変数ではない構文の入
り口では未定義です。

構文

規則

LASTPRIVATE 文節内の変数は、以下のエレメントのいずれにもしないでくださ
い。

v ポインティング先

v 想定サイズ配列

v ランタイム・サイズ配列 (これは、想定形状配列、割り当て可能配列、配列ポイ
ンター、またはランタイム境界付き明示的配列にすることができます)

v THREADLOCAL 共通ブロック

v THREADPRIVATE 共通ブロックまたはこの共通ブロックのメンバー

v THREADPRIVATE 変数

次の条件の両方に該当する場合は、並列構文の LASTPRIVATE 文節に変数を指定
できません。

v 変数が名前リスト・ステートメント、可変長フォーマット式、またはステートメ
ント関数定義のための式に指定される場合。

v 並列構文内で、ステートメント関数、定形式の入出力による可変長フォーマット
式、または名前リスト入出力による名前リストを参照する場合。

LASTPRIVATE 変数は定義可能である必要があります。

►► LASTPRIVATE ( data_scope_entity_list ) ►◄
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LASTPRIVATE 文節で指定された変数は、以下のように更新されます。

v 変数に POINTER 属性がある場合、元の変数は、ポインター割り当ての場合と
同様に更新されます。

v 変数に POINTER 属性がない場合、元の変数は、組み込みの割り当ての場合と
同様に更新されます。

割り振り可能配列が LASTPRIVATE 文節で使用されている場合、割り振り状況
は、「LASTPRIVATE 文節を含む並列構文に入ったときに割り振り」でなければな
りません。最後の順次繰り返し、または字句的に最後のセクション内の
LASTPRIVATE 変数のプライベート・コピーは、「割り振り済み」の割り振り状況
を持たなければなりません。これらのコピーは、その繰り返しまたはセクションか
ら出るときに、対応する LASTPRIVATE 変数と同じ境界およびランクを持つ必要
があります。

共通ブロックの個々のメンバーが private に変更されると、指定された変数のスト
レージは共通ブロックのストレージとの関係付けを解除されます。

LASTPRIVATE 変数に関連付けされているストレージである変数は、いずれも並列
構文の入り口では未定義です。

ワーク・シェアリング・ディレクティブで変数に LASTPRIVATE を指定し、この
ディレクティブに NOWAIT 文節を指定した場合は、ワーク・シェアリング構文の
終了と BARRIER ディレクティブとの間でこの変数を使用できません。

並列構文に LASTPRIVATE として指定する変数は、この構文の終了時には定義済
みになります。 LASTPRIVATE 変数の同時定義または使用を複数のスレッド上に
持っている場合は、この変数が定義済みになるときに、このスレッドは構文の終了
時点で確実に同期されなければなりません。例えば、複数のスレッドが
LASTPRIVATE 変数を持つ PARALLEL 構文を実行する場合、 LASTPRIVATE
変数は END PARALLEL で定義済みになっているため、このスレッドが END
PARALLEL ディレクティブに到達するときに、スレッドを同期する必要がありま
す。このために、同期構文内に PARALLEL 構文全体を封入する必要があります。

非同期入出力操作に含まれるエンティティーの 1 つが LASTPRIVATE 変数、
LASTPRIVATE 変数のサブオブジェクト、または LASTPRIVATE 変数に関連し
たポインターの場合、対応する暗黙指定の待ちまたは WAIT 文は、スレッドの終
了前に実行されなければなりません。

ディレクティブ構文に非ブロッキング通信を行うメッセージ・パッシング・インタ
ーフェース (MPI) ルーチンへの LASTPRIVATE 引数が指定されている場合、
MPI 通信はこの構文が終了する前に完了しなければなりません。

OpenMP の例

次の例は NOWAIT 文節の後の LASTPRIVATE 変数の正しい使用法です。

!$OMP PARALLEL
!$OMP DO LASTPRIVATE(k)
DO i = 1,10

k = i + 1
END DO

!$OMP END DO NOWAIT
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k = ... **ERROR** ! The reference to k must occur after a barrier.
!$OMP BARRIER
k = ... ! this reference to k is valid.
!$OMP END PARALLEL
END

関連資料:

DO / END DO

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

SECTIONS / END SECTIONS

MERGEABLE
目的

MERGEABLE 文節は TASK ディレクティブで使用します。MERGEABLE 文節を
指定し、生成されたタスクが非据え置きタスク (undeferred task) または包含タス
ク (included task)の場合、マージ・タスク (merged task) が生成される可能性があ
ります。

構文

関連資料

176 ページの『TASK / END TASK』

NUM_THREADS
目的

NUM_THREADS 文節を使用すると、並列領域に使用されるスレッド数を指定でき
ます。後続の並列領域には影響を及ぼしません。 NUM_THREADS 文節は、
omp_set_num_threads ライブラリー・ルーチンまたは OMP_NUM_THREADS
環境変数を使用して指定されたスレッド数に優先します。

構文

規則

scalar_integer_expression の値は、正の整数である必要があります。式の評価は並列
領域のコンテキストの外側で行われます。 この式に使用され、この式で参照される
変数の値を変更する関数呼び出しは、いずれも指定解除された結果になります。

►► MERGEABLE ►◄

►► NUM_THREADS ( scalar_integer_expression ) ►◄
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環境変数 OMP_DYNAMIC を使用して動的スレッドを使用可能に設定する場合
は、 scalar_integer_expression に並列領域で使用可能なスレッドの最大数を定義しま
す。

NUM_THREADS 節をネストされた並列リージョンのパーツとして組み込むとき
は、 omp_set_nested ライブラリー・ルーチンを指定するか、または
OMP_NESTED 環境変数を設定する必要があります。これを行わないと、この並列
リージョンの実行は直列処理されます。

関連資料:

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

ORDERED
目的

ワーク・シェアリング構文に ORDERED 文節を指定すると、並列ループの動的エ
クステント内に ORDERED ディレクティブを指定できます。

構文

規則

ORDERED 節は、以下のディレクティブに適用されます。

v 132 ページの『DO / END DO』

v 145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

関連資料:

132 ページの『DO / END DO』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

PRIVATE
目的

下記ディレクティブの 1 つに PRIVATE 文節を使用する場合、チーム内の各スレ
ッドは初期設定されていない data_scope_entity_list の変数および共通ブロックのロ
ーカル・コピーを持ちます。

変数の値が単一スレッドで計算され、その値が他のいずれのスレッドにも依存しな
い場合、変数が構文で使用される前に定義される場合、および変数の値が構文終了
後に使用されない場合、そのすべてのときに、この変数は PRIVATE 文節に指定す
る必要があります。PRIVATE 変数のコピーは各スレッドにローカルで存在しま
す。 各スレッドは PRIVATE 変数自体の未初期化コピーを受け取ります。ディレ

►► ORDERED ►◄
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クティブ構文の字句エクステント内のすべてのスレッド変数は、デフォルトで
PRIVATE 属性を持ちます。

構文

規則

PRIVATE 文節内の変数は、次のエレメントのいずれにもしないでください。

v ポインティング先

v 想定サイズ配列

v ランタイム・サイズ配列 (これは、想定形状配列、割り当て可能配列、配列ポイ
ンター、またはランタイム境界付き明示的配列にすることができます)

v THREADLOCAL 共通ブロック

v THREADPRIVATE 共通ブロックまたはこの共通ブロックのメンバー

v THREADPRIVATE 変数または THREADPRIVATE 変数と等価である変数

次の条件では、並列構文の PRIVATE 文節には変数を指定できません。

v 変数が名前リスト・ステートメント、可変長フォーマット式、またはステートメ
ント関数定義のための式に指定される場合、および

v 並列構文内で、ステートメント関数、定形式の入出力による可変長フォーマット
式、または名前リスト入出力による名前リストを参照する場合

非同期入出力操作に含まれるエンティティーの 1 つが PRIVATE 変数、PRIVATE
変数のサブオブジェクト、またはPRIVATE 変数に関連したポインターの場合、対
応する暗黙指定の待ちまたは WAIT 文は、スレッドの終了前に実行されなければ
なりません。

共通ブロックの個々のメンバーが private に変更されると、指定された変数のスト
レージは共通ブロックのストレージとの関係付けを解除されます。

並列構文の REDUCTION 節で使用される変数は、ワーク・シェアリング構文の
PRIVATE 節でも使用できます。

ディレクティブ構文に非ブロッキング通信を行うメッセージ・パッシング・インタ
ーフェース (MPI) ルーチンへの PRIVATE 引数が指定されている場合、 MPI 通
信はこの構文が終了する前に完了しなければなりません。

PRIVATE 節の data_scope_entity_list 内の変数名は、割り振り可能配列になりま
す。割り振り可能配列が並列領域の入り口に割り振られている場合、その配列のプ
ライベート・コピーは、割り振り状況として「割り振り済み」を持ち、PRIVATE
変数と同じランクおよび境界を持ちます。割り振り可能配列が並列領域の入り口で
割り振り解除される場合、その配列のプライベート・コピーの割り振り状況は「割
り振り解除 (deallocated)」となります。

►► PRIVATE ( data_scope_entity_list ) ►◄
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ディレクティブ構文の動的エクステント内にある参照されるサブプログラムで、
SAVE または STATIC 属性を持たないローカル変数は、暗黙的な PRIVATE 属性
を持ちます。

OpenMP の例

例 1: 次の例はステートメント関数を定義するために使用される PRIVATE 変数の
正しい使用法の例です。コメント行は無効な使用であることを表します。 J がステ
ートメント関数で使用されていますので、 J が PRIVATE である並列構文内で、
このステートメント関数を参照できません。

INTEGER :: arr(10), j = 17
ISTFNC() = j

!$OMP PARALLEL DO PRIVATE(j)
DO i = 1, 10

j = i
! arr(i) = ISTFNC() **ERROR** A reference to ISTFNC would
! make the PRIVATE(J) clause invalid.
ARR(i) = j

END DO
PRINT *, arr
END

例 2: 以下の例は、PRIVATE 節での割り振り可能配列の使用方法を示していま
す。

USE OMP_LIB
REAL, ALLOCATABLE :: temp(:,:)
REAL :: arr(4, 20, 20)
INTEGER :: thd

ALLOCATE(temp(20, 20))
!$OMP PARALLEL PRIVATE(thd, temp) NUM_THREADS(4)

! Private copies of "temp" are allocated with the same
! bounds and shape of the original "temp".
thd = OMP_GET_THREAD_NUM()
IF(MOD(thd, 2) .EQ. 0) THEN

temp = RESHAPE((/(i, i=1, 400)/), (/20, 20/))
ELSE

temp = RESHAPE((/(i, i=1, 800, 2)/), (/20, 20/))
ENDIF
arr(thd + 1, :, :) = temp

! Private copies of "temp" are deallocated.
!$OMP END PARALLEL
DEALLOCATE(temp)
END

注: マシンの CPU 数が 4 より少ない場合、OMP_THREAD_LIMIT=4 を設定しな
ければなりません。

例 3: 以下の例は、並列領域から出た後の PRIVATE 変数で元の値が持続される様
子を示しています。

PROGRAM MAIN
INTEGER :: i, j

i = 1
j = 2

!$OMP PARALLEL PRIVATE(i, j)
i = 3
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j = j + 2
!$OMP END PARALLEL

PRINT *, i, j ! Output: 1 2
END PROGRAM

関連資料:

DO / END DO

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

SECTIONS / END SECTIONS

SINGLE / END SINGLE

176 ページの『TASK / END TASK』

PROC_BIND
目的

PROC_BIND 文節は、現行プレース区画内のプレースにスレッドをバインドおよび
分散するためのポリシーを指定するものです。

構文

MASTER
チーム内のすべてのスレッドをマスター・スレッドと同じ場所に割り当てる
ように実行環境に指示します。

CLOSE
親のスレッドの場所に近い場所にスレッドを割り当てるように実行環境に指
示します。マスター・スレッドは、親の場所で実行されます。チーム内の残
りのスレッドは、プレース・リスト内の親の位置から連続した、プレース・
リストのプレース上で、ラップアラウンドで実行されます。

SPREAD
実行時に T 個のスレッドのセットを、親のプレース区画の P 個のプレース
に可能な限り均等に分散させるようにコンパイラーに指示します。

規則

v 最大で 1 つの PROC_BIND 節を PARALLEL ディレクティブで使用できま
す。

v OMP_PROC_BIND 環境変数が FALSE に設定されていない場合、
PROC_BIND 節は OMP_PROC_BIND 環境変数の最初のエレメントをオーバ
ーライドします。

►► PROC_BIND ( MASTER )
CLOSE
SPREAD

►◄
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v OMP_PROC_BIND 環境変数が FALSE に設定されている場合、PROC_BIND
節には効果はありません。

関連資料:

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

omp_get_proc_bind

関連情報:

OMP_PROC_BIND

REDUCTION
目的

REDUCTION 文節はディレクティブ構文内の文節で宣言された名前付き変数を更
新します。 REDUCTION 変数の中間値は、この変数自体の更新を除き、 並列構
文内では使用されません。

構文

op_fnc この変数に関するすべての REDUCTION 文で使用される reduction_op ま
たは reduction_function です。 ディレクティブ構文内の変数には、複数の
REDUCTION 演算子または関数を指定しないでください。 OpenMP API
準拠を維持するには、REDUCTION 文節には op_fnc を指定する必要があ
ります。

REDUCTION 文は、次の形式のいずれか 1 つを使用することができます。

説明:

reduction_var_ref
REDUCTION 文節で使用される変数または変数のサブオブジェクト

reduction_op
次の組み込み演算子のいずれか 1 つ: +、-、*、.AND.、 .OR.、.EQV.、
.NEQV.、または .XOR.

►► REDUCTION ( variable_name_list )
op_fnc :

►◄

►► reduction_var_ref = expr reduction_op reduction_var_ref ►◄

►► reduction_var_ref = reduction_var_ref reduction_op expr ►◄

►► reduction_var_ref = reduction_function (expr, reduction_var_ref) ►◄

►► reduction_var_ref = reduction_function (reduction_var_ref, expr) ►◄
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reduction_op が組み込み演算子の場合は、右側で実行される最後の演算でな
ければなりません。

reduction_function
次の組み込みプロシージャーのいずれか 1 つ: MAX、MIN、IAND、
IOR、または IEOR

expr reduction_var_ref への参照を入れてはなりません。

次表は演算子および組み込み機能別の標準的な初期設定値です。実際の初期設定値
は対応する REDUCTION 変数のデータ型と一致します。

組み込み演算子 初期設定値

+ 0

* 1

- 0

.AND. .TRUE.

.OR. .FALSE.

.EQV. .TRUE.

.NEQV. .FALSE.

.XOR. .FALSE.

組み込みプロシージャー 初期設定値

MAX 最小の表現可能数

MIN 最大の表現可能数

IAND すべてのビットがオン

IOR 0

IEOR 0

規則

REDUCTION 文に適用される規則は、次のとおりです。

v REDUCTION 文節内の変数は、 REDUCTION 文節が使用されるディレクティ
ブ構文内の REDUCTION 文にのみ使用してください。

v REDUCTION 文で使用される 2 つの reduction_var_ref は、字句的に同一でな
ければなりません。

v reduction_var_ref = expr operator reduction_var_ref の形式の REDUCTION 文は
使用できません。 operator は reduction_op 以外の任意の演算子です。

指定された変数のストレージは、共通ブロックの個々のメンバーを REDUCTION
文節に指定するときには、共通ブロックのストレージと関連付けされていません。

ワーク・シェアリング構文の REDUCTION 文節に指定する変数は、いずれも封入
PARALLEL 構文内で共用されなければなりません。

並列構文の REDUCTION 節で使用される変数は、ワーク・シェアリング構文の
PRIVATE 節でも使用できます。
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NOWAIT 文節を指定された構文で REDUCTION 文節を使用すると、すべてのス
レッドが REDUCTION 文節を完了するようにバリア同期化を確実に実行するま
で、 REDUCTION 変数は未定義のままです。

REDUCTION 変数を指定して使用される構文の動的エクステント内では、
REDUCTION 変数は別の構文の FIRSTPRIVATE、PRIVATE、または
LASTPRIVATE 文節内で使用しないでください。

REDUCTION 文節に op_fnc を指定する場合、 variable_name_list 内のそれぞれの
変数は、組み込み型でなければなりません。この変数はディレクティブ構文の字句
エクステント内の REDUCTION 文にのみ使用できます。このディレクティブが
trigger_constant $OMP を使用している場合は、op_fnc を指定してください。

REDUCTION 文節には reduction 演算で使用する名前付き変数を指定します。コ
ンパイラーはこのような変数のローカル・コピーを保存しますが、それらを結合す
るのは構文を終了するときです。 REDUCTION 変数の中間値は無作為順序で結合
され、先に計算を完了したものが先になります。したがって、ある並列実行から別
の実行まで、ビット単位で同一の結果を得ることは保証されません。このことは、
並列実行で同じスレッド数、スケジューリング・タイプ、およびチャンク・サイズ
を使用した場合でも同様です。

並列構文を REDUCTION または LASTPRIVATE として指定する変数は、構文の
終了時点で定義済みになります。 REDUCTION または LASTPRIVATE 変数の同
時定義または使用を複数のスレッド上に持っている場合は、この変数が定義済みに
なるときに、このスレッドが構文の終了時点で確実に同期されなければなりませ
ん。 例えば、複数のスレッドが REDUCTION 変数を持つ PARALLEL 構文を実
行する場合、 REDUCTION 変数は END PARALLEL で定義済みになるため、こ
のスレッドが END PARALLEL ディレクティブに到達するときに、スレッドを同
期する必要があります。このために、同期構文内に PARALLEL 構文全体を封入す
る必要があります。

割り振り可能配列が REDUCTION 節で使用されている場合、割り振り状況は、
「REDUCTION 節を含む構文の入り口で割り振り」でなければなりません。さら
に、REDUCTION 変数のプライベート・コピーは、領域内で割り振り解除したり
割り振ったりしてはなりません。

REDUCTION 文節内の変数は、組み込み型でなければなりません。 REDUCTION
文節内の変数、またはそのエレメントは、次のエレメントのいずれにもしないでく
ださい。

v ポインティング先

v 想定サイズ配列

v ランタイム・サイズ配列 (これは、想定形状配列、割り当て可能配列、配列ポイ
ンター、またはランタイム境界付き明示的配列にすることができます)

v THREADLOCAL 共通ブロック

v THREADPRIVATE 共通ブロックまたはこの共通ブロックのメンバー

v THREADPRIVATE 変数

v 割り振り可能なスカラー・オブジェクト

v Fortran 90 ポインター

第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング 215



上記の規則は OpenMP ディレクティブにおける REDUCTION の使用に関する説
明です。 INDEPENDENT ディレクティブで REDUCTION 節を使用する場合
は、 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」ディレクティブの
INDEPENDENT ディレクティブを参照してください。

関連資料:

DO / END DO

PARALLEL / END PARALLEL

PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

SECTIONS / END SECTIONS

SCHEDULE
目的

SCHEDULE 文節を使用して、並列化のためのチャンク方式を指定できます。使用
されるスケジューリング・タイプとチャンク・サイズによって決まるそれぞれの方
法で、作業はスレッドに割り当てられます。

構文

sched_type
AFFINITY、AUTO、DYNAMIC、GUIDED、RUNTIME、または
STATIC のいずれか 1 つです。

n 正のスカラー整数にする必要があります。AUTO および RUNTIME のス
ケジュール・タイプには指定しないでください。 trigger_constant $OMP を
使用している場合は、スケジューリング・タイプの AFFINITY を指定しな
いでください。

AFFINITY
ループの繰り返しは、最初に number_of_threads 区画数に分割され、繰り返
し数は CEILING(number_of_iterations / number_of_threads) です。各
区画は、最初にスレッドに割り当てられ、次に n が指定されていれば、さ
らに n 繰り返し回数を含むチャンクに再分割されます。 n が指定されてい
ない場合、チャンクは CEILING
(number_of_iterations_remaining_in_partition / 2) ループ繰り返し数に
なります。

スレッドが解放されると、最初に割り当てられた区画から次のチャンクを取
り込みます。この区画にチャンクが無くなると、続いて、スレッドは別のス
レッドに最初に割り当てられた区画から次に使用可能なチャンクを取り込み
ます。

►► SCHEDULE ( sched_type )
,n

►◄
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最初に休止中のスレッドに割り当てられた区画では、アクティブなスレッド
がそこで作業を実行されます。

注: このスケジューリング・タイプは非推奨となったため、将来のリリース
で削除される可能性があります。代わりに、GUIDED スケジューリング・
タイプを使用して同様の機能を実現できます。

AUTO

コンパイラーとランタイム・システムは、各ループについて、スレッドに対
する繰り返しの最も適切なマッピングを選択します。

DYNAMIC
n が指定されている場合は、ループの繰り返しは、それぞれ n 回の連続す
る繰り返しが含まれたチャンクに分割されます (ただし最後のチャンクは除
きます)。 n が指定されていない場合は、デフォルトのチャンク・サイズは
1 回の繰り返しです。

スレッドへのチャンクの割り当ては、スレッドが使用可能になるたびに「早
いもの順に」行われます。残りの作業のチャンクは、すべての作業が割り当
てられるまで使用可能なスレッドに割り当てられます。

GUIDED
n に値を指定すると、それぞれの一連のチャンク・サイズが指数関数的に減
少するように、ループの繰り返し回数がチャンクに分割されます。 n は最
小チャンク・サイズです (場合によっては、最後のものは除く)。 n の値を
指定しない場合、デフォルト値は 1 です。

初期チャンクのサイズは、CEILING(number_of_iterations /

number_of_threads) 繰り返し数に比例配分されます。後続のチャンクは、
CEILING(number_of_iterations_remaining / number_of_threads) 繰り返し
数に比例配分されます。 n が 1 より大きい場合、各チャンクは n 回以上
の連続する繰り返しを含んでいる必要があります (ただし例外として、最後
に割り当てられるチャンクは n 回未満の繰り返しを含んでいてもかまいま
せん)。各スレッドは 1 つのチャンクを完了し、次に使用可能なチャンクを
動的に獲得します。

チーム内の複数のスレッドが回数を変えて DO ワーク・シェアリング構文
に到達し、各繰り返しでだいたい同じ作業量を必要とする状態の場合は、ガ
イド付きのスケジューリングを使用します。例えば、1 つ以上のワーク・シ
ェアリング SECTIONS または NOWAIT 文節を指定された DO 構文が
先行する DO ループの場合は、別のスレッドに交代してその最終繰り返し
を実行するまで、またはチャンク・サイズに K が指定されている場合に最
終の K 回の繰り返しを実行するまで、バリアで待機するスレッドがないこ
とを保証できます。 GUIDED スケジュールは、同期化について、すべて
のスケジューリング方法の中で最も少ない回数にします。

n 式は DO 構文のコンテキストの外側で評価されます。 n 式でいずれの
関数参照でも副次作用を発生させないようにする必要があります。

SCHEDULE 文節の n パラメーターの値は、チーム内のスレッドのすべて
と同じでなければなりません。

RUNTIME
実行時にスケジューリング・タイプを決定します。
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スケジューリング・タイプは、実行時に、環境変数 OMP_SCHEDULE を
使用して指定できます。その変数を使用して指定されたスケジューリング・
タイプがない場合、使用されるデフォルトのスケジューリング・タイプは
AUTO です。

STATIC
n が指定されていると、ループの繰り返し回数は n 回の繰り返しを含むチ
ャンクに分割されます。各スレッドはラウンドロビン方式でチャンクに割り
当てられます。これは「ブロック循環スケジューリング」として知られてい
ます。 n の値が 1 の場合、スケジューリング・タイプは特別に「循環スケ
ジューリング」と呼ばれます。

n が指定されていない場合は、チャンクには、FLOOR(number_of_iterations

/ number_of_threads) 回の連続する繰り返しが含まれます。1 つ目から
REMAINDER(number_of_iterations/number_of_threads) 個目までのチャンク
には、1 つ余分の繰り返しが含まれます。各スレッドには個別のチャンクが
割り当てられます。 これは「ブロック循環スケジューリング」として知ら
れています。

スレッドが休止中で作業を割り当てられると、その作業を完了できるように
休止は解除されます。

STATIC スケジュールにより、以下の条件を満たす場合には、2 つのワー
ク・シェアリング・ループ領域内で、同じ論理繰り返し回数がスレッドに確
実に割り当てられます。

v 両方のループ領域が同じループ繰り返し回数を持つ

v 両方のループ領域に、同じ値の n が指定されているか、または n が指
定されていない

v 両方のループ領域が同じ並列領域にバインドされている

このような 2 つのループ内の同じ論理繰り返し間でのデータの依存性は、
NOWAIT 節の安全使用を許可するために間違いなく満たされます。加え
て、正しい結果を得るために、上記の 3 つの条件すべてが確実に満たされ
ることも必要です。

現在、NOWAIT 節を持つ STATIC スケジュールでの連続ループ構成体で
は、同じ繰り返しが、構成体の同じスレッドに間違いなく割り当てられるよ
うになっています。

3 つの条件すべてを満たすループ構成体の例については、『OpenMP の
例』を参照してください。

規則

特定の DO ディレクティブには、複数回の SCHEDULE 文節を指定しないでくだ
さい。

OpenMP の例

以下の例は、STATIC セクションにリストされている 3 つの条件すべてを満たす
ループ構成体を示しています。
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!$OMP PARALLEL
!$OMP DO SCHEDULE(STATIC)

DO i = 1, n
c(i) = (a(i) + b(i)) / 2.0;

ENDDO
!$OMP END DO NOWAIT

!$OMP DO SCHEDULE(STATIC)
DO i = 1, n
z(i) = sqrt(c(i))

ENDDO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

関連資料:

132 ページの『DO / END DO』

145 ページの『PARALLEL DO / END PARALLEL DO』

SHARED
目的

すべてのセクションで data_scope_entity_list に指定する変数および共通ブロックの
同一コピーが使用されます。

SHARED 文節はすべてのスレッドに使用可能でなければならない変数を指定しま
す。変数を SHARED として指定すると、すべてのスレッドがこの変数の単一コピ
ーを安全に共用できるものとして提示されます。

構文

data_scope_entity

named_variable
ディレクティブ構文でアクセス可能な名前付き変数です。

common_block_name
ディレクティブ構文でアクセス可能な共通ブロック名です。

規則

SHARED 文節内の変数は、以下のいずれにもしないでください。

v ポインティング先

►► SHARED ( data_scope_entity_list ) ►◄

►► ▼

,

named_variable
/ common_block_name /

►◄
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v ランタイム・サイズ配列 (これは、想定形状配列、割り当て可能配列、配列ポイ
ンター、またはランタイム境界付き明示的配列にすることができます)

v THREADLOCAL 共通ブロック

v THREADPRIVATE 共通ブロックまたはこの共通ブロックのメンバー

v THREADPRIVATE 変数

SHARED 変数、SHARED 変数のサブオブジェクト、または SHARED 変数また
は SHARED 変数に関連付けられたオブジェクトは、非組み込みプロシージャーの
参照のための実引数として使用されます。そして、

v 実引数はベクトル添え字を持つ配列セクションであるか、または

v 実引数は

– 配列セクション

– 想定形状配列、または

– ポインター配列

そして、仮引数は明示的形状または想定サイズ配列です。

さらに、他のスレッドにより仮引数と関連付けられた共用ストレージへの参照、ま
たは共用ストレージの定義は、プロシージャー参照で同期されなければなりませ
ん。言い換えると、スレッドがプロシージャー参照を実行すると、そのスレッドに
よるプロシージャー呼び出し、および他のスレッドによるこの共用ストレージへの
参照、または共用ストレージの定義が、いつも同じ順序で行われるように、ユーザ
ー・コードを構造化する必要があります。例えば、BARRIER の後にプロシージャ
ー参照を置くことにより、これを行うことができます。

OpenMP の例

次の例は、プロシージャー参照をクリティカル・セクションに置くことにより、関
連付けされた仮引数が明示的形状配列であるため、仮引数への参照で実引数の同期
化が必要になる配列セクションを持つプロシージャー参照です。

INTEGER :: abc(10)

i = 2
j = 5

!$OMP PARALLEL DEFAULT(NONE), SHARED(abc, i, j)
!$OMP CRITICAL
! Actual argument is an array section.
! The procedure reference must be in a critical section.
CALL sub1(abc(i: j))
!$OMP END CRITICAL
!$OMP END PARALLEL

CONTAINS
SUBROUTINE sub1(arr)

INTEGER:: arr(1: 4)
DO i = 1, 4
arr(i) = i

END DO
END SUBROUTINE

END

関連資料:

PARALLEL / END PARALLEL
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PARALLEL DO / END PARALLEL DO

PARALLEL SECTIONS / END PARALLEL SECTIONS

PARALLEL WORKSHARE / END PARALLEL WORKSHARE

176 ページの『TASK / END TASK』

UNTIED
目的

UNTIED 文節は TASK ディレクティブで使用します。タスク領域が中断状態の場
合、チーム内の任意のスレッドによって非拘束のタスクを再開することができま
す。

構文

規則

以下のいずれかの条件に該当する場合、UNTIED 文節は無視されます。

v FINAL 文節が同じタスク構文上で指定され、FINAL 文節式の評価結果が
.TRUE. の場合。

v タスクが包含タスク (included task)の場合。

関連資料:

176 ページの『TASK / END TASK』

OpenMP のルーチン
OpenMP 仕様は、並列実行環境、タイミング、およびロックの制御と照会のために
使用できるいくつかのルーチンを提供します。

OpenMP インターフェースを介して実行時環境で作成される並列スレッドは、
Fortran Pthreads ライブラリー・モジュール呼び出しを使用して作成および制御さ
れるスレッドとは別のものと見なされます。次の説明の中の「プログラムの直列部
分」への参照は、ランタイム環境で作成されたスレッドのうちの 1 つだけで実行さ
れるプログラム部分を参照します。例えば、複数のスレッドは f_pthread_create を
使用して作成できます。しかし、その後 OpenMP 並列ブロックの外側からか、ま
たは直列化されネストされた並列領域の内側から omp_get_num_threads を呼び出
すと、この関数は現在実行しているスレッド数に関係なく 1 を戻します。

OpenMP ランタイム・ライブラリー呼び出しは、PURE および ELEMENTAL プ
ロシージャーでは使用しないでください。

►► UNTIED ►◄
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表 23. OpenMP 実行環境ルーチン

v omp_get_active_level

v omp_get_ancestor_thread_num

v omp_get_default_device

v omp_get_dynamic

v omp_get_initial_device

v omp_get_level

v omp_get_max_active_levels

v omp_get_max_threads

v omp_get_nested

v omp_get_num_devices

v omp_get_num_places

v omp_get_num_procs

v omp_get_num_teams

v omp_get_num_threads

v omp_get_partition_num_places

v omp_get_partition_place_nums

v omp_get_place_num

v omp_get_place_num_procs

v omp_get_place_proc_ids

v omp_get_proc_bind

v omp_get_schedule

v omp_get_thread_num

v omp_get_team_num

v omp_get_team_size

v omp_get_thread_limit

v omp_in_final

v omp_in_parallel

v omp_is_initial_device

v omp_set_default_device

v omp_set_dynamic

v omp_set_max_active_levels

v omp_set_nested

v omp_set_num_threads

v omp_set_schedule

OpenMP ランタイム・ライブラリーにはポータブル掛け時計タイマーをサポートす
る 2 つのルーチンが含まれます。

表 24. OpenMP タイミング・ルーチン

v omp_get_wtick v omp_get_wtime

OpenMP ランタイム・ライブラリーは単純でネスト可能なロック・ルーチンのセッ
トもサポートします。変数のロックはこれらのルーチンでのみ行う必要がありま
す。 単純ロックが既にロック状態にある場合はロックしてはいけません。単純ロッ
ク変数は単純易ロックと関連付けされ、単純ロック・ルーチンにのみパスできま
す。ネスト可能ロックは同一スレッドで複数回ロックできます。ネスト可能ロック
変数はネスト可能ロックと関連付けされ、ネスト可能ルーチンにのみパスできま
す。 OMP 標準の変更に伴い、ロックは、今では、スレッドに関連付けられるので
はなく、タスク領域に関連付けられることにご注意ください。

以下にリストされたすべてのルーチンの場合、ロック変数は KIND 型パラメータ
ーがシンボリック定数 omp_lock_kind または omp_nest_lock_kind のいずれかで
表される整数です。

この変数のサイズは8 に設定されます。
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表 25. OpenMP 単純ロック・ルーチン

v omp_destroy_lock

v omp_init_lock

v omp_set_lock

v omp_test_lock

v omp_unset_lock

表 26. OpenMP ネスト可能ロック・ルーチン

v omp_destroy_nest_lock

v omp_init_nest_lock

v omp_set_nest_lock

v omp_test_nest_lock

v omp_unset_nest_lock

注: OpenMP ルーチンは、自分のバージョンを定義してインプリメントできます。
ただし、-qnoswapomp コンパイラー・オプションを指定しないと、その他のイン
プリメンテーションが行われたかどうかに関係なく、コンパイラーはデフォルトで
OpenMP ルーチンの XL Fortran バージョンで置き換えます。詳細については、
XL Fortran コンパイラー・リファレンスを参照してください。

omp_destroy_lock(svar)
目的

omp_destroy_lock サブルーチンは、すべてのロックから所定のロック変数を関連
解除します。 omp_destroy_lock 呼び出しで無効にされたロック変数を再度使用す
るには、 omp_init_lock を使用して、このロック変数を再初期化する必要がありま
す。

未初期化のロック変数を指定して omp_destroy_lock を呼び出すと、呼び出しの結
果は未定義になります。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

svar

KIND omp_lock_kind 型を持つ整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

例

以下の例では、スレッドとその関連タスクが並列領域によって生成され、各タスク
が一度に 1 つずつ、ロック変数の LCK と関連付けられたロックの所有権を獲得
し、スレッド ID を印刷して、そのロックの所有権を解放します。
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USE omp_lib
INTEGER(kind=omp_lock_kind) LCK
INTEGER ID
CALL omp_init_lock(LCK)

!$OMP PARALLEL SHARED(LCK), PRIVATE(ID)
ID = omp_get_thread_num()
CALL omp_set_lock(LCK)
PRINT *,'MY THREAD ID IS', ID
CALL omp_unset_lock(LCK)

!$OMP END PARALLEL
CALL omp_destroy_lock(LCK)
END

omp_destroy_nest_lock(nvar)
目的

omp_destroy_nest_lock サブルーチンは、ネスト可能ロック変数を初期化し、その
ロック変数を未定義にします。変数の nvar は、アンロックされた初期化済みのネ
スト可能ロック変数でなければなりません。

未初期化の変数を使用して omp_destroy_nest_lock を呼び出すと、結果は未定義に
なります。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

nvar

KIND omp_nest_lock_kind 型を持つ整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

omp_get_active_level()
目的

omp_get_active_level 関数は、ネストされたアクティブな並列領域の数を返しま
す。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。
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結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

ネストされたアクティブな並列領域の数を示す整数。

omp_get_ancestor_thread_num(level)
目的

omp_get_ancestor_thread_num 関数は、現行スレッドに指定されたネスト・レベル
での祖先のスレッド数を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

level

デフォルトの整数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

現行スレッドの指定されたネスト・レベル (level) における祖先のスレッド数。
levelが、0 と omp_get_level ルーチンから返された現行スレッドのネスト・レベル
の範囲の外にある場合、この関数は -1 を返します。

omp_get_default_device()
目的

デフォルトのターゲット装置を返します。

クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

このルーチンは、現行タスクの default-device-var ICV の値を返します。

GPU

 
ルーチンがターゲット装置上のターゲット領域内から呼び出されると、そ

の結果は未確定なものになります。 GPU
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omp_get_dynamic()
目的

omp_get_dynamic 関数は .TRUE. を戻します。 ランタイム環境で動的スレッド調
整が使用可能に設定されていると、そうでない場合、omp_get_dynamic 関数は
.FALSE. を戻します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

.TRUE. ランタイム環境で動的スレッド調整が使用可能に設定されていると

.FALSE.

omp_get_initial_device()
目的

ホスト装置の装置番号を返します。

クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

装置番号の値は実装で定義されます。値が 0 から omp_get_num_devices() より 1
小さい範囲内にある場合、装置番号はすべての装置構文およびルーチンで使用でき
ます。範囲外の場合、装置番号は DEVICE 節では使用できません。

GPU

 
ルーチンがターゲット装置上のターゲット領域内から呼び出されると、そ

の結果は未確定なものになります。 GPU

omp_get_level()
目的

omp_get_level 関数は、ネストされた並列領域の数 (アクティブと非アクティブの
両方) を返します。
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クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

生成されたタスクが実行される、ネストされた並列領域の数 (アクティブと非アク
ティブの両方)。暗黙的な並列領域は含みません。プログラムの順次部分から呼び出
されている場合、0 を返します。それ以外の場合、負でない整数を返します。

omp_get_max_active_levels()
目的

omp_get_max_active_levels 関数は、ネストされたアクティブな並列領域の最大数
を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

ネストされたアクティブな並列領域の、許可される最大数。

omp_get_max_threads()
目的

omp_get_max_threads ルーチンは、OMP_NUM_THREADS 環境変数の num_list
の最初の値を返します。この値は、num_threads 文節なしの並列領域が検出された
場合に、新しいチームを形成するために使用できるスレッドの最大数です。

スレッド数を変更するために omp_set_num_threads を使用すると、以降の
omp_get_max_threads の呼び出しは新しい値を戻します。
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このルーチンはグローバル・スコープを持っています。関数が戻す最大値はすべて
のルーチン、サブルーチン、およびプログラムのコンパイル単位に適用するという
目的のためです。この関数は直列または並列領域のいずれで実行されても同じ値を
戻します。

.TRUE. に評価される omp_set_dynamic 引数を渡すことで動的スレッド調整を有
効にした場合は、omp_get_max_threads を使用して、最大サイズのデータ構造を各
スレッドに割り振ることができます。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

単一の並列領域で、並行して実行できるスレッドの最大数

omp_get_nested()
目的

omp_get_nested 関数は、ネストされた並列処理が使用可能に設定されている場合
は .TRUE.、使用不可に設定されている場合は .FALSE. を戻します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

ネストされた並列処理が有効になっている場合は .TRUE.。それ以外は .FALSE.。

omp_get_num_devices()
目的

ターゲット装置数を返します。
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クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

このルーチンは使用可能なターゲット装置の数を返します。

GPU

 
ルーチンがターゲット装置上のターゲット領域内から呼び出されると、そ

の結果は未確定なものになります。 GPU

omp_get_num_places()
目的

omp_get_num_places 関数は、プレース・リスト内の実行環境で使用可能なプレー
ス数を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

初期タスクの実行環境内の place-partition-var 内部制御変数 (ICV) にあるプレース
数。

omp_get_num_procs()
目的

omp_get_num_procs 関数はマシンのオンライン・プロセッサー数を戻します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。
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結果値

マシンのオンライン・プロセッサー数。

omp_get_num_teams()
目的

現行チーム領域内のチーム番号を返します。

クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

このルーチンは、現行チーム領域内のチーム番号を返します。チーム領域の外部か
ら呼び出された場合は 1 を返します。

omp_get_num_threads()
目的

omp_get_num_threads 関数は、呼び出される並列領域で、現在実行中のチームの
スレッド数を戻します。この関数は最も近い封入 PARALLEL ディレクティブにバ
インドされます。

omp_set_num_threads サブルーチンと OMP_NUM_THREADS 環境変数はチー
ムのスレッド数を制御します。 スレッド数を明示的に設定しない場合、ランタイム
環境ではデフォルトによるマシンのオンライン・プロセッサー数が使用されます。
このオンライン・プロセッサー数は、実際にマシンにインストールされている物理
的なプロセッサー数以下です。

omp_get_num_threads をユーザー・プログラムの直列部分からか、または直列化
されているネストされた並列領域から呼び出すと、この関数は 1 を戻します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

関数が呼び出される並列領域で、現在実行中のチームのスレッド数
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例
USE omp_lib
INTEGER N1, N2

N1 = omp_get_num_threads()
PRINT *, N1

!$OMP PARALLEL PRIVATE(N2)
N2 = omp_get_num_threads()
PRINT *, N2

!$OMP END PARALLEL
END

omp_get_num_threads 呼び出しはこのコードの直列セクションで 1 を戻します。
したがって、N1 には値 1 が割り当てられます。並列領域を実行するチームのスレ
ッド数には N2 が割り当てられ、 2 番目の印刷文の出力は omp_get_max_threads
が戻す値以下の任意の値です。

omp_get_partition_num_places()
目的

omp_get_partition_num_places 関数は、最も内側の暗黙的タスクのプレース区画
内のプレース数を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

place-partition-var 内部制御変数 (ICV) 内のプレース数。

omp_get_partition_place_nums(place_nums)
目的

omp_get_partition_place_nums サブルーチンは、最も内側の暗黙的タスクの
place-partition-var 内部制御変数 (ICV) 内にあるプレースに対応するプレース番号の
リストを返します。 place-partition-var ICV は、遭遇した並列領域の実行環境で使
用可能なプレース区画を制御します。暗黙的タスクごとに、place-partition-var ICV
のコピーが 1 つあります。

クラス

サブルーチン。
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引数型および属性

place_nums

整数型の想定サイズ配列。

結果型および属性

なし。

結果値

なし。

使用法

プレース番号を含む配列 place_nums のサイズは、
omp_get_partition_num_places() の戻り値以上でなければなりません。そうでない
場合、動作は未定義になります。

omp_get_place_num()
目的

omp_get_place_num 関数は、遭遇したスレッドがバインドされているプレースの
プレース番号を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

遭遇したスレッドがバインドされているプレースのプレース番号。

使用法

遭遇したスレッドがプレースにバインドされている場合、このルーチンはスレッド
に関連付けられているプレース番号を返します。返される値は、-1 から
omp_get_num_places() の戻り値の範囲内 (両端は含まない) です。遭遇したスレッ
ドがプレースにバインドされていない場合、このルーチンは -1 を返します。

omp_get_place_num_procs(place_num)
目的

omp_get_place_num_procs 関数は、指定したプレース内の実行環境で使用可能な
プロセッサー数を返します。
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クラス

関数。

引数型および属性

place_num

デフォルトの整数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

このルーチンは、place_num の番号が付いたプレースに関連付けられているプロセ
ッサー数を返します。 place_num が負である場合、または omp_get_num_places()
の結果値以上である場合は、ゼロを返します。

omp_get_place_proc_ids(place_num, ids)
目的

omp_get_place_proc_ids サブルーチンは、指定したプレース内の実行環境で使用可
能なプロセッサーの数値 ID を返します。

クラス

サブルーチン。

引数型および属性

place_num

デフォルトの整数。

ids

整数型の想定サイズ配列。

結果型および属性

なし。

結果値

なし。

使用法

このルーチンは、place_num の番号が付いたプレースに関連付けられている各プロ
セッサーの負でない数値 ID を返します。数値 ID は配列 ids で返されます。この
配列のサイズは、omp_get_place_num_procs(place_num) の戻り値以上でなければ
なりません。そうでない場合、動作は未定義になります。 place_num が負の値であ
る場合、または omp_get_num_places() の戻り値以上である場合、このルーチンに
は効果はありません。
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omp_get_proc_bind()
目的

proc_bind 文節を指定しない後続のネストされた並列領域に適用されるスレッド・
アフィニティー・ポリシーを返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

omp_lib モジュールで定義された、kind omp_proc_bind_kind のデフォルト整数。

結果値

結果値は、omp_lib モジュールで定義された以下の定数パラメーターです。

v omp_proc_bind_false

v omp_proc_bind_true

v omp_proc_bind_master

v omp_proc_bind_close

v omp_proc_bind_spread

関連情報:

104 ページの『OMP_PROC_BIND』

omp_get_schedule(kind, modifier)
目的

omp_get_schedule サブルーチンは、runtime スケジュールの使用時に適用される
スケジューリング・タイプを返します。引数 kind は、使用されるスケジュールのタ
イプを返します。modifier は、適用可能なスケジュール・タイプ用に設定されたチ
ャンク・サイズを表します。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

kind

KIND omp_sched_kind の整数。kind で返される値は、omp_lib モジュール
で定義された以下の定数の 1 つです。

v omp_sched_static

v omp_sched_dynamic

v omp_sched_guided
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v omp_sched_auto

v ibm_sched_affinity

ibm_sched_affinity は OpenMP 仕様の一部ではありません。

注: ibm_sched_affinity は非推奨となったため、将来のリリースでは削除され
る可能性があります。代わりに、omp_sched_guided を使用して同様の機能を
実現できます。

modifier

デフォルトの整数スケジュール・タイプ dynamic、guided、または static の
場合、modifier は設定するチャンク・サイズです。スケジュール・タイプ auto
では、modifier は意味を持ちません。

結果型および属性

なし

結果値

なし

omp_get_team_size(level)
目的

omp_get_team_size 関数は、祖先が所属するスレッド・チームのサイズを返しま
す。

クラス

関数。

引数型および属性

level

デフォルトの整数。 level は、現行スレッドのネスト・レベルです。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

祖先が所属するスレッド・チームのサイズ。level が、0 と omp_get_level ルーチ
ンから返された現行スレッドのネスト・レベルの範囲の外にある場合、この関数は
-1 を返します。

omp_get_team_num()
目的

omp_get_team_num 関数は、呼び出し側スレッドのチーム番号を返します。
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クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

このルーチンは、呼び出し側スレッドのチーム番号を返します。チーム番号は、0
から現行チーム領域内のチーム数より 1 小さい値までの範囲内の整数です。チーム
領域の外部から呼び出された場合、ルーチンはゼロを返します。

関連資料:

230 ページの『omp_get_num_teams()』

omp_get_thread_limit()
目的

omp_get_thread_limit 関数は、プログラムで使用可能な OpenMP スレッドの最大
数を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

プログラムで使用可能な OpenMP スレッドの最大数。

omp_get_thread_num()
目的

omp_get_thread_num 関数は、現在チーム内で実行しているスレッド数を返しま
す。戻される数は 0 から NUM_PARTHDS - 1 までの値です。 NUM_PARTHDS
は、現在チーム内で実行しているスレッド数です。チームのマスター・スレッドは
0 の値を戻します。

直列領域内、直列化されネストされた領域内、または並列領域の動的エクステント
外から omp_get_thread_num を呼び出すと、この関数は 0 の値を戻します。

この関数は最も近い並列領域にバインドされます。
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クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

チーム内で実行しているスレッドの値は 0 から NUM_PARTHDS - 1 までの値で
す。 NUM_PARTHDS は、現在チーム内で実行しているスレッド数です。
omp_get_thread_num を直列化されネストされた領域、または並列領域の動的エク
ステント外から呼び出すと、 0 が戻されます。

例

以下の例は PARALLEL 領域および MASTER 構文における
omp_get_thread_num ルーチンの戻り値の説明です。

USE omp_lib
INTEGER NP
call omp_set_num_threads(4) ! 4 threads are used in the

! parallel region

!$OMP PARALLEL PRIVATE(NP)
NP = omp_get_thread_num()
CALL WORK('in parallel', NP)

!$OMP MASTER
NP = omp_get_thread_num()
CALL WORK('in master', NP)

!$OMP END MASTER
!$OMP END PARALLEL

END
SUBROUTINE WORK(msg, THD_NUM)
INTEGER THD_NUM
character(*) msg
PRINT *, msg, THD_NUM
END

出力:

in parallel 1
in parallel 3
in parallel 2
in parallel 0
in master 0

(出力の順序は異なる場合があります。)
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omp_get_wtick()
目的

omp_get_wtick 関数は、クロックの連続目盛りの間隔秒数に等しい倍精度値を戻し
ます。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

倍精度の実数。

結果値

オペレーティング・システムのリアルタイム・クロックの連続目盛りの間隔秒数

例
USE omp_lib
DOUBLE PRECISION WTICKS
WTICKS = omp_get_wtick()
PRINT *, 'The clock ticks ', 10 / WTICKS, &
' times in 10 seconds.'
END

omp_get_wtime()
目的

omp_get_wtime 関数は、オペレーティング・システムもリアルタイム・クロック
の初期値以降の秒数に等しい倍精度値を戻します。初期値は、プログラムの実行中
では変更されないことが保証されています。

omp_get_wtime 関数から戻される値は、チーム内全体のすべてのスレッドで一貫
性がありません。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

倍精度の実数。
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結果値

オペレーティング・システムのリアルタイム・クロックの初期値以降の秒数

例
USE omp_lib
DOUBLE PRECISION START, END
START = omp_get_wtime()

! Work to be timed
END = omp_get_wtime()
PRINT *, 'Stuff took ', END - START, ' seconds.'
END

omp_in_final()
目的

omp_in_final ルーチンが最終タスク領域内で呼び出された場合、このルーチンは
.TRUE. を返します。それ以外の場合、このルーチンは .FALSE. を返します。

クラス

関数。

引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

このルーチンを最終タスク領域内で呼び出した場合、結果の値は .TRUE. になり、
それ以外の場合は .FALSE. になります。

omp_in_parallel()
目的

omp_in_parallel 関数は、並列で実行している領域の動的エクステントから呼び出
されると .TRUE. を戻し、それ以外の場合は .FALSE. を戻します。直列化されて
いるが、並列で実行する領域の動的エクステント内でネストされている領域から
omp_in_parallel を呼び出すと、この関数はこの場合でも .TRUE. を戻します。
(ネストされた並列領域はデフォルトでは直列化されます。詳しくは、 245 ページ
の『omp_set_nested(enable_expr)』および OMP_NESTED 環境変数を参照してく
ださい。)

クラス

関数。
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引数型および属性

なし。

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

並行して実行されている領域の動的エクステントから呼び出された場合は .TRUE.。
それ以外は .FALSE.。

例

以下の例では、omp_in_parallel の最初の呼び出しは .FALSE. を戻します。これ
は、いずれかの領域の動的エクステントの外からこれが呼び出されるためです。 2
番目の呼び出しは、ネストされた PARALLEL DO ループが直列化されていても、
この呼び出しは、なお外部の PARALLEL DO ループの動的エクステント内にある
ため、 .TRUE. を戻します。

USE omp_lib
INTEGER N, M
N = 4
M = 3
PRINT*, omp_in_parallel()

!$OMP PARALLEL DO
DO I = 1,N

!$OMP PARALLEL DO
DO J=1, M

PRINT *, omp_in_parallel()
END DO

!$OMP END PARALLEL DO
END DO

!$OMP END PARALLEL DO
END

omp_init_lock(svar)
目的

omp_init_lock サブルーチンはロックを初期化して、パラメーターとして受け渡さ
れるロック変数と関連付けします。 omp_init_lock への呼び出し後に、ロック変数
の初期状態はアンロックされます。

既に初期化されているロック変数を指定してこのルーチンを呼び出すと、呼び出し
の結果は未定義になります。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

svar

KIND omp_lock_kind の整数
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結果型および属性

なし

結果値

なし

例

以下の例では、スレッドとその関連タスクが並列領域によって生成され、各タスク
が一度に 1 つずつ、ロック変数の LCK と関連付けられたロックの所有権を獲得
し、スレッド ID を印刷して、そのロックの所有権を解放します。

USE omp_lib
INTEGER(kind=omp_lock_kind) LCK
INTEGER ID
CALL omp_init_lock(LCK)

!$OMP PARALLEL SHARED(LCK), PRIVATE(ID)
ID = omp_get_thread_num()
CALL omp_set_lock(LCK)
PRINT *,'MY THREAD ID IS', ID
CALL omp_unset_lock(LCK)

!$OMP END PARALLEL
CALL omp_destroy_lock(LCK)
END

omp_init_nest_lock(nvar)
目的

omp_init_nest_lock サブルーチンにより、ネスト可能ロックを初期化して、指定す
るロック変数に関連付けることができます。 ロック変数の初期状態はアンロックで
あり、初期状態のネスト・カウントはゼロです。 nvar は、初期化されていないネ
スト可能ロック変数でなければなりません。

既に初期化されている変数を使用して omp_init_nest_lock を呼び出すと、結果は
未定義になります。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

nvar

KIND omp_nest_lock_kind の整数

結果型および属性

なし

結果値

なし
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例

以下の例は、PARALLEL SECTIONS 構文の変数 P を更新するためのネスト可能
ロックの使用を示しています。

USE omp_lib
INTEGER P
INTEGER A
INTEGER B
INTEGER ( kind=omp_nest_lock_kind ) LCK
CALL omp_init_nest_lock ( LCK ) ! initialize the nestable lock

!$OMP PARALLEL SECTIONS
!$OMP SECTION

CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + A
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + B
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )

!$OMP SECTION
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + B
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )

!$OMP END PARALLEL SECTIONS

CALL omp_destroy_nest_lock ( LCK )
END

omp_is_initial_device()
目的

現行タスクがホスト装置上で実行されているかどうかをテストします。

クラス

関数。

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

現行タスクがホスト装置上で実行されている場合、このルーチンは .TRUE. を返し
ます。そうでない場合は .FALSE. を返します。

omp_set_default_device(device_num)
目的

default-device-var 内部制御変数を設定することによってデフォルト・ターゲット装置
を制御します。

クラス

サブルーチン。
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引数型および属性

device_num

ホスト装置の装置番号、またはターゲット装置数より小さい、負でない値である
整数。

結果値

このルーチンは、現行タスクの default-device-var ICV の値を device_num で指定さ
れた値に設定します。

GPU

 
ルーチンがターゲット装置上のターゲット領域内から呼び出されると、そ

の結果は未確定なものになります。 GPU

関連資料:

226 ページの『omp_get_initial_device()』

228 ページの『omp_get_num_devices()』

omp_set_dynamic(enable_expr)
目的

omp_set_dynamic サブルーチンは、並列領域の実行で使用可能なスレッド数の動的
調整をランタイム環境により使用可能に設定したり、使用不可に設定します。

enable_expr が .TRUE. に評価されると、その後の並列領域の実行に使われるスレ
ッド数をランタイム環境が自動的に調整することにより、システム・リソースを最
適に利用することができます。omp_set_num_threads を使用して指定するスレッ
ド数は、厳密ではありませんが、最大になります。

enable_expr が .FALSE. に評価されると、スレッド数の動的調整は使用不可になり
ます。ランタイム環境では、後続の並列領域の実行で使用されるスレッド数を自動
的に調整することはできません。 omp_set_num_threads に受け渡される値は、正
確なスレッド数です。

デフォルトでは、動的スレッド調整は使用不可に設定されています。特定スレッド
数によってユーザー・コードが正しく実行するかどうかが決まる場合は、動的スレ
ッドを明示的に使用不可に設定してください。

omp_in_parallel ルーチンが .TRUE. を戻すプログラムの部分からこのルーチンを
呼び出すと、このルーチンは無効になります。

このサブルーチンは OMP_DYNAMIC 環境変数より優先順位は上位です。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

enable_expr

論理
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結果型および属性

なし

結果値

なし

omp_set_lock(svar)
目的

omp_set_lock サブルーチンは、指定したロックが使用可能になるまで、呼び出し側
タスク領域の後続命令の実行を強制的に待機させます。呼び出し側タスク領域が使
用可能になるときに、このタスク領域にはロックの所有権が与えられます。

初期化されていないロック変数を指定してこのルーチンを呼び出すと、呼び出しの
結果は未定義になります。ロックを所有するタスク領域が omp_set_lock の呼び出
しを発行して再度ロックしようとすると、その呼び出しはデッドロックを起こしま
す。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

svar

KIND omp_lock_kind の整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

例

以下の例では、ロック変数 LCK_X は、共有変数 X を更新するときに競合条件を
回避するために使用されます。X をそれぞれ更新する前にロックを設定し、更新後
に設定解除することで、一時点での X の更新を確実に 1 つのタスク領域だけに限
定します。

USE omp_lib
INTEGER A(100), X
INTEGER(kind=omp_lock_kind) LCK_X
X=1
CALL omp_init_lock (LCK_X)

!$OMP PARALLEL PRIVATE (I), SHARED (A, X)
!$OMP DO

DO I = 3, 100
A(I) = I * 10
CALL omp_set_lock (LCK_X)
X = X + A(I)
CALL omp_unset_lock (LCK_X)

END DO
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!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

CALL omp_destroy_lock (LCK_X)
END

omp_set_max_active_levels(max_levels)
目的

omp_set_max_active_levels サブルーチンは、ネストされたアクティブな並列領域
の数を制限します。omp_set_max_active_levels は、プログラムの直列領域でのみ
使用してください。このルーチンは、プログラムの並列領域では無効です。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

max_levels

デフォルトの整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

omp_set_nested(enable_expr)
目的

omp_set_nested サブルーチンはネストされた並列処理を使用可能に設定したり、
使用不可に設定したりします。

enable_expr が .FALSE. に評価されると、ネストされた並列処理は使用不可になり
ます。 ネストされた並列領域は直列化され、現在のスレッドで実行されます。これ
はデフォルトの設定です。

enable_expr が .TRUE. に評価されると、ネストされた並列処理は使用可能になり
ます。 ネストされる並列領域は、追加のスレッドをチームに展開することができま
す。追加のスレッドを展開すべきかどうかに関する判断は、ランタイム環境によっ
て決まります。したがって、並列領域の実行で使用されるスレッド数は、ネストさ
れる領域によって変わるはずです。

omp_in_parallel ルーチンが true を戻すプログラムの部分からこのルーチンを呼
び出すと、このルーチンは無効になります。

omp_set_nested サブルーチンの設定は、OMP_NESTED 環境変数の設定よりも優
先されます。

注: すべての領域のスレッドの数が使用可能なプロセッサーの数を超えている場合、
プログラムのパフォーマンスが低下する可能性があります。
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クラス

サブルーチン

引数型および属性

enable_expr

論理

結果型および属性

デフォルトの論理

結果値

なし

omp_set_nest_lock(nvar)
目的

omp_set_nest_lock サブルーチンにより、ネスト可能ロックを設定できます。この
サブルーチンを実行するタスク領域は、ロックが使用可能になるまで待機し、使用
可能になったらロックを設定して、ネスト数を増分します。ネスト可能ロックは、
このサブルーチンを実行するタスク領域によって所有されているか、またはアンロ
ックされていれば、使用可能です。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

nvar

KIND omp_nest_lock_kind の整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

例
USE omp_lib
INTEGER P
INTEGER A
INTEGER B
INTEGER ( kind=omp_nest_lock_kind ) LCK

CALL omp_init_nest_lock ( LCK )

!$OMP PARALLEL SECTIONS
!$OMP SECTION
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + A
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
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P = P + B
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
!$OMP SECTION
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + B
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
!$OMP END PARALLEL SECTIONS

CALL omp_destroy_nest_lock ( LCK )
END

omp_set_num_threads(number_of_threads_expr)
目的

omp_set_num_threads ルーチンは、OMP_NUM_THREADS 環境変数の num_list
の最初の値を設定することにより、次の並列領域に使用するスレッド数を指定しま
す。

number_of_threads_expr 引数が評価され、その値がスレッドの数として使用され
ます。スレッド数の動的調整を使用可能にすると ( 243 ページの
『omp_set_dynamic(enable_expr)』 参照)、 omp_set_num_threads は次の並列領
域に使用する回数の最大数を設定します。次に、ランタイム環境は使用するスレッ
ドの正確な数を決定します。ただし、スレッド数の動的調整が使用不可に設定され
るときに、 omp_set_num_threads は次の並列領域に使用するスレッドの正確な数
を設定します。要求スレッド数が実行環境のサポート数を超過すると、ユーザー・
アプリケーションは強制終了されます。

このサブルーチンは OMP_NUM_THREADS 環境変数より優先順位は上位です。

このサブルーチンを並列で実行する領域の動的エクステントから呼び出すと、サブ
ルーチンの動作は未定義です。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

number_of_threads_expr
整数。

結果型および属性

なし

結果値

なし
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omp_set_schedule(kind, modifier)
目的

omp_set_schedule ルーチンは、runtime がスケジュール KIND として使用される
場合に適用されるスケジュールに影響を与えます。OMP_SCHEDULE 環境変数とは
別にスケジュール・タイプを設定したい場合には、omp_set_schedule を使用して
ください。

注: omp_get_schedule を使用して、スケジューリング・タイプを返すことができま
す。詳細については、omp_get_schedule を参照してください。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

kind

KIND omp_sched_kind 型を持つ整数。以下の定数で表されるスケジュール・
タイプのいずれかでなければなりません。

v omp_sched_static

v omp_sched_dynamic

v omp_sched_guided

v omp_sched_auto

v ibm_sched_affinity

ibm_sched_affinity は OpenMP の一部ではありません。

注: ibm_sched_affinity は非推奨となったため、将来のリリースでは削除され
る可能性があります。代わりに、omp_sched_guided を使用して同様の機能を
実現できます。

modifier

デフォルトの整数スケジュール・タイプ dynamic、guided、または static の
場合、modifier は設定するチャンク・サイズです。この値は、一般に正整数で
す。値が 1 より小さい場合、デフォルトが使用されます。スケジュール・タイ
プ auto では、modifier は意味を持ちません。各スケジュール・タイプのデフォ
ルト設定については、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
『-qsmp』を参照してください。

結果型および属性

なし

結果値

なし
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omp_test_lock(svar)
目的

omp_test_lock 関数は、指定されたロック変数と関連付けされたロックの設定を試
みます。ロックの設定に成功すると .TRUE. を戻し、そうでない場合は .FALSE.を
戻します。いずれの場合も、呼び出し側タスク領域は、プログラムの後続の命令の
実行を継続します。

omp_test_lock を未初期化ロック変数を指定して呼び出すと、呼び出しの結果は未
定義になります。

クラス

関数。

引数型および属性

svar

KIND omp_lock_kind の整数

結果型および属性

デフォルトの論理。

結果値

関数がロックを設定できた場合は .TRUE.。それ以外は .FALSE.。

例

以下の例では、タスク領域は、ロック変数 LCK を設定できるまで WORK_A を繰り返
し実行します。ロックが設定されると、タスク領域は WORK_B を実行します。

USE omp_lib
INTEGER LCK
INTEGER ID
CALL omp_init_lock (LCK)

!$OMP PARALLEL SHARED(LCK), PRIVATE(ID)
ID = omp_get_thread_num()
DO WHILE (.NOT. omp_test_lock(LCK))
CALL WORK_A (ID)

END DO
CALL WORK_B (ID)
CALL omp_unset_lock (LCK)

!$OMP END PARALLEL
CALL omp_destroy_lock (LCK)
END

omp_test_nest_lock(nvar)
目的

omp_test_nest_lock サブルーチンにより、omp_set_nest_lock と同じ方法を使用し
てロックの設定を試みることができますが、この実行タスク領域はロックが使用可
能であることの確認を待ちません。ロックが正常に設定されると、関数はネスト数
を増分し、新しいネスト数を戻します。ロックが使用不可であれば、関数はゼロの
値を戻します。また、親タスクがすでに同じロックを設定している場合も、子タス
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クにはゼロの値が示されます。結果の値は、常時デフォルトの整数です。

クラス

関数。

引数型および属性

nvar

KIND omp_nest_lock_kind の整数

結果型および属性

デフォルトの整数。

結果値

ロックが正常に設定された場合の新規ネスト・カウント。正常に設定されない場
合、ゼロが戻されます。

omp_unset_lock(svar)
目的

omp_unset_lock サブルーチンは、実行タスク領域に、指定されたロックの所有権
を解放させます。このロックは、その後、必要に応じて別のタスク領域で設定でき
ます。omp_unset_lock サブルーチンの動作は、以下のいずれかの条件が発生する
と未定義になります。

v 呼び出し側タスク領域が、指定されたロックを所有していない。

v ルーチンが未初期化のロック変数により呼び出される。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

svar

KIND omp_lock_kind の整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

例
USE omp_lib
INTEGER A(100)
INTEGER(kind=omp_lock_kind) LCK_X
CALL omp_init_lock (LCK_X)

!$OMP PARALLEL PRIVATE (I), SHARED (A, X)
!$OMP DO

DO I = 3, 100
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A(I) = I * 10
CALL omp_set_lock (LCK_X)
X = X + A(I)
CALL omp_unset_lock (LCK_X)

END DO
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

CALL omp_destroy_lock (LCK_X)
END

この例では、ロック変数 LCK_X は、共有変数 X を更新するときに競合条件を回
避するために使用されます。X をそれぞれ更新する前にロックを設定し、更新後に
設定解除することで、一時点での X の更新を確実に 1 つのタスク領域だけに限定
します。

omp_unset_nest_lock(nvar)
目的

omp_unset_nest_lock サブルーチンにより、ネスト可能ロックの所有権を解放する
ことができます。サブルーチンはネスト数を減分し、ネスト可能ロックの所有権か
ら関連タスク領域を解放します。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

nvar

KIND omp_lock_kind の整数

結果型および属性

なし

結果値

なし

例
USE omp_lib
INTEGER P
INTEGER A
INTEGER B
INTEGER ( kind=omp_nest_lock_kind ) LCK

CALL omp_init_nest_lock ( LCK )

!$OMP PARALLEL SECTIONS
!$OMP SECTION
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + A
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + B
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
!$OMP SECTION
CALL omp_set_nest_lock ( LCK )
P = P + B
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CALL omp_unset_nest_lock ( LCK )
!$OMP END PARALLEL SECTIONS

CALL omp_destroy_nest_lock ( LCK )
END

Pthreads ライブラリー・モジュール
Pthreads ライブラリー・モジュール (f_pthread) は、データ型とルーチンを定義し
て、Linux pthreads ライブラリーとのインターフェース作成をより簡単にする
Fortran 90 モジュールです。 Linux pthreads ライブラリーは、ユーザー・コード
を並列化し、スレッド・セーフにするために使用します。

f_pthread ライブラリー・モジュールの命名規則では、対応する Linux pthreads
ライブラリー・ルーチン名または型定義名の前にプレフィックスの f_ を使用しま
す。

Fortran 90 モジュールの f_pthread と Linux pthreads ライブラリーに含まれるラ
イブラリー・ルーチンの間には、通常、1 対 1 の対応関係があります。しかし、
pthread ルーチンの一部は、Linux でサポートされていないため、このモジュール
に対応するプロシージャーがありません。これらのルーチンの一例に、スレッド・
スタック・アドレス・オプションがあります。さらに、いくつかの非 pthread イン
ターフェース・ルーチンもあり、 f_pthread ライブラリー・モジュールに含まれて
います。 f_maketime ルーチンはその一例であり、f_timespec 派生型変数に絶対
時間を戻す場合にインクルードされます。

たいていのルーチンは整数値を戻します。 0 の戻り値は、常時、ルーチン呼び出し
でエラーにならなかったことを示します。ゼロ以外の戻り値はエラーであることを
示します。各エラー・コードには Fortran のシステム・エラー・コードに対応する
定義があります。これらのエラー・コードは Fortran の整数定数として使用可能で
す。 Fortran でのエラー・コードの命名規則は対応する Linux エラー・コードの
命名規則と整合性が取れています。例えば、EINVAL は、システムにおけるエラ
ー・コード EINVAL の Fortran 定数名です。これらのエラー・コードの完全なリ
ストについては、ファイル /usr/include/errno.h を参照してください。

注: XL Fortran の pthread モジュールは、標準 Fortran 言語に対する拡張機能で
す。

Pthreads データ構造、関数、およびサブルーチン
Pthreads データ型
v f_pthread_attr_t

v f_pthread_cond_t

v f_pthread_condattr_t

v f_pthread_key_t

v f_pthread_mutex_t

v f_pthread_mutexattr_t

v f_pthread_once_t

v f_pthread_rwlock_t
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v f_pthread_rwlockattr_t

v f_pthread_t

v f_sched_param

v f_timespec

スレッド属性オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_attr_destroy(attr)

v f_pthread_attr_getdetachstate(attr, detach)

v f_pthread_attr_getguardsize(attr, guardsize)

v f_pthread_attr_getinheritsched(attr, inherit)

v f_pthread_attr_getschedparam(attr, param)

v f_pthread_attr_getschedpolicy(attr, policy)

v f_pthread_attr_getscope(attr, scope)

v f_pthread_attr_getstack(attr, stackaddr, ssize)

v f_pthread_attr_init(attr)

v f_pthread_attr_setdetachstate(attr, detach)

v f_pthread_attr_setguardsize(attr, guardsize)

v f_pthread_attr_setinheritsched(attr, inherit)

v f_pthread_attr_setschedparam(attr, param)

v f_pthread_attr_setschedpolicy(attr, policy)

v f_pthread_attr_setscope(attr, scope)

v f_pthread_attr_setstack(attr, stackaddr, ssize)

スレッド上で操作を実行する関数およびサブルーチン
v f_pthread_cancel(thread)

v f_pthread_cleanup_pop(exec)

v f_pthread_cleanup_push(cleanup, flag, arg)

v f_pthread_create(thread, attr, flag, ent, arg)

v f_pthread_detach(thread)

v f_pthread_equal(thread1, thread2)

v f_pthread_exit(ret)

v f_pthread_getconcurrency()

v f_pthread_getschedparam(thread, policy, param)

v f_pthread_join(thread, ret)

v f_pthread_kill(thread, sig)

v f_pthread_self()

v f_pthread_setconcurrency(new_level)

v f_pthread_setschedparam(thread, policy, param)
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mutex 属性オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_mutexattr_destroy(mattr)

v f_pthread_mutexattr_getpshared(mattr, pshared)

v f_pthread_mutexattr_gettype(mattr, type)

v f_pthread_mutexattr_init(mattr)

v f_pthread_mutexattr_setpshared(mattr, pshared)

v f_pthread_mutexattr_settype(mattr, type)

mutex オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_mutex_destroy(mutex)

v f_pthread_mutex_init(mutex, mattr)

v f_pthread_mutex_lock(mutex)

v f_pthread_mutex_trylock(mutex)

v f_pthread_mutex_unlock(mutex)

条件変数の属性オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_condattr_destroy(cattr)

v f_pthread_condattr_getpshared(cattr, pshared)

v f_pthread_condattr_init(cattr)

v f_pthread_condattr_setpshared(cattr, pshared)

条件変数オブジェクトで操作を実行する関数
v f_maketime(delay)

v f_pthread_cond_broadcast(cond)

v f_pthread_cond_destroy(cond)

v f_pthread_cond_init(cond, cattr)

v f_pthread_cond_signal(cond)

v f_pthread_cond_timedwait(cond, mutex, timeout)

v f_pthread_cond_wait(cond, mutex)

スレッド特定データで操作を実行する関数
v f_pthread_getspecific(key, arg)

v f_pthread_key_create(key, dtr)

v f_pthread_key_delete(key)

v f_pthread_setspecific(key, arg)

スレッド取り消し可能性を制御するための操作を実行する関数および
サブルーチン
v f_pthread_setcancelstate(state, oldstate)

v f_pthread_setcanceltype(type, oldtype)

v f_pthread_testcancel()
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読み取り/書き込みロック属性オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_rwlockattr_destroy(rwattr)

v f_pthread_rwlockattr_getpshared(rwattr, pshared)

v f_pthread_rwlockattr_init(rwattr)

v f_pthread_rwlockattr_setpshared(rwattr, pshared)

読み取り/書き込みロック・オブジェクトで操作を実行する関数
v f_pthread_rwlock_destroy(rwlock)

v f_pthread_rwlock_init(rwlock, rwattr)

v f_pthread_rwlock_rdlock(rwlock)

v f_pthread_rwlock_tryrdlock(rwlock)

v f_pthread_rwlock_trywrlock(rwlock)

v f_pthread_rwlock_unlock(rwlock)

v f_pthread_rwlock_wrlock(rwlock)

ワンタイム初期化の操作を実行する関数
v f_pthread_once(once, initr)

f_maketime(delay)
目的

この関数は遅延 (秒) を指定する整数値を受け入れ、呼び出し時からの遅延秒数であ
る絶対時間を含む f_timespec 型オブジェクトを戻します。

クラス

関数

引数型および属性

delay INTEGER(4)、INTENT(IN)

結果型および属性

TYPE (f_timespec)

結果値

呼び出しの瞬間からの遅延秒数である絶対時間が戻されます。

f_pthread_attr_destroy(attr)
目的

以前に初期化されたスレッド属性オブジェクトが使用されなくなった場合、これら
のオブジェクトを破棄するには、この関数を呼び出す必要があります。この属性オ
ブジェクトを使用して作成されたスレッドは、この処置によって何らかの影響を受
けることはありません。初期化されたときに割り振られたメモリーは、システムに
よって再割り振りされることになります。
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クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_getdetachstate(attr, detach)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr の切り離し状態属性の設定値を照会する
場合に使用します。現行設定値は引数 detach を介して戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

detach
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

次の値のいずれか 1 つが含まれます。

PTHREAD_CREATE_DETACHED:
この属性設定のスレッド属性オブジェクトが新規スレッド作成のた
めに使用されるときに、新しく作成されるスレッドを切り離された
状態にします。

PTHREAD_CREATE_JOINABLE:
この属性設定のスレッド属性オブジェクトが新規スレッド作成のた
めに使用されるときに、新しく作成されるスレッドを切り離されて
いない状態にします。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。
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EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_getguardsize(attr, guardsize)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr の guardsize 属性を取得する場合に使用
します。この属性の現行設定値は引数 guardsize を介して戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

guardsize
INTEGER(KIND=register_size)、INTENT(IN)

ここで register_size は 8 です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr は無効です。

f_pthread_attr_getinheritsched(attr, inherit)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr の継承スケジューリング属性を照会する
場合に使用します。現行設定値が引数 inherit を介して戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(OUT)

inherit
INTEGER(4)

関数からの戻りで、inherit には次の値のいずれか 1 つが含まれます。

PTHREAD_INHERIT_SCHED:
新規に作成されたスレッドは親スレッドのスケジューリング・プロ
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パティーを継承し、スレッドの作成のために使用されたスレッド属
性オブジェクトのスケジューリング・プロパティーを無視すること
を指示します。

PTHREAD_EXPLICIT_SCHED:
スレッド属性オブジェクトのスケジューリング・プロパティーが、
スレッドの作成のために使用されるときに、新規に作成されたスレ
ッドに割り当てられます。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_getschedparam(attr, param)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr のスレッド属性オブジェクトのスケジュ
ーリング・プロパティー設定値を照会する場合に使用します。現行設定値は、引数
param に入れて戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

param
TYPE(f_sched_param)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。
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f_pthread_attr_getschedpolicy(attr, policy)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr のスケジューリング・ポリシー属性の設
定値を照会する場合に使用します。スケジューリング・ポリシーの現行設定値は、
引数 policy に戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

policy
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_getscope(attr, scope)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr のスケジューリング・スコープ属性の現
行設定値を照会する場合に使用します。現行設定値は引数 scope を介して戻されま
す。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

スコープ
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

関数からの戻りで、scope には次の値のいずれか 1 つが含まれます。

PTHREAD_SCOPE_SYSTEM:
このスレッドはシステムの広範囲なスコープにおけるシステム・リ
ソースで競合します。

PTHREAD_SCOPE_PROCESS:
このスレッドは自分のプロセス内の局所的なシステム・リソースで
競合します。
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スコープ
次の値が含まれます。

PTHREAD_SCOPE_SYSTEM:
このスレッドはシステムの広範囲なスコープにおけるシステム・リ
ソースで競合します。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_getstack(attr, stackaddr, ssize)
目的

stackaddr および stacksize 引数の値をスレッド属性オブジェクト attr から取得し
ます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

stackaddr
整数ポインター、INTENT(OUT)

ssize INTEGER(KIND=register_size)、INTENT(OUT)

ここで register_size は 8 です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
1 つ以上の指定された引数が無効です。

f_pthread_attr_init(attr)
目的

pthread 属性オブジェクト attr を作成し、まず使用可能にして初期設定するため
に、この関数を呼び出す必要があります。 それにはシステム・デフォルトのスレッ
ド属性値を入力します。初期設定後は、属性アクセス手順により一部の pthread 属
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性を変更、および/または設定します。初期設定が完了した後は、対象とする属性を
持つオブジェクトを作成する場合は、この属性オブジェクトを使用します。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr が無効です。

f_pthread_attr_setdetachstate(attr, detach)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr に切り離し状態属性を設定する場合に使
用します。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(OUT)

detach
INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_CREATE_DETACHED:
この属性設定のスレッド属性オブジェクトが新規スレッド作成のた
めに使用されるときに、新しく作成されるスレッドを切り離された
状態にします。 これはシステム・デフォルトの設定です。

PTHREAD_CREATE_JOINABLE:
この属性設定のスレッド属性オブジェクトが新規スレッド作成のた
めに使用されるときに、新しく作成されるスレッドを切り離されて
いない状態にします。

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 detach は無効です。

f_pthread_attr_setguardsize(attr, guardsize)
目的

この関数は、スレッド属性オブジェクト attr 内の guardsize 属性を設定するため
に使用します。この属性の新しい値は引数 guardsize から取得します。 guardsize
がゼロの場合、保護領域は attr により作成されたスレッド用に提供されません。
guardsize がゼロより大きい場合、少なくとも guardsize バイトの保護領域が、
attr により作成された各スレッド用に提供されます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(INOUT)

guardsize
INTEGER(KIND=register_size)、INTENT(IN)

ここで register_size は 8 です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 attr または引数 guardsize は無効です。

f_pthread_attr_setinheritsched(attr, inherit)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr にスレッド・スケジューリング・プロパ
ティーの継承属性を設定する場合に使用します。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(OUT)

inherit
INTEGER(4)、INTENT(IN)
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次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_INHERIT_SCHED:
新規に作成されたスレッドは親スレッドのスケジューリング・プロ
パティーを継承し、スレッドの作成のために使用されたスレッド属
性オブジェクトのスケジューリング・プロパティーを無視すること
を指示します。

PTHREAD_EXPLICIT_SCHED:
スレッド属性オブジェクトのスケジューリング・プロパティーが、
スレッドの作成のために使用されるときに、新規に作成されたスレ
ッドに割り当てられます。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 inherit は無効です。

f_pthread_attr_setschedparam(attr, param)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr のスレッド属性オブジェクトにスケジュ
ーリング・プロパティー属性を設定する場合に使用します。この新規属性オブジェ
クトにより作成されたスレッドは、スケジューリング・プロパティーが作成する側
のスレッドから継承されない場合は、引数 param のスケジューリング・プロパテ
ィーを引き受けます。 引数 param の sched_priority フィールドで、このスレッ
ドのスケジューリング優先順位を指示します。優先順位フィールドは 1-127 の範囲
の値にしてください。 127 が最高位のスケジューリング優先順位であり、1 が最下
位の優先順位です。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(INOUT)

param
TYPE(f_sched_param)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。
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EINVAL
引数 param は無効です。

f_pthread_attr_setschedpolicy(attr, policy)
目的

この関数により属性オブジェクトを設定した後で、スケジューリング・プロパティ
ーが作成する側のスレッドから継承されない場合、この属性オブジェクトにより作
成されたスレッドは、設定されたスケジューリング・ポリシーを引き受けます。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(INOUT)

policy
INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

SCHED_FIFO:
先入れ先出し法のスレッド・スケジューリング・ポリシーを指示し
ます。

SCHED_RR:
周期的スケジューリング・ポリシーを指示します。

SCHED_OTHER:
デフォルトのスケジューリング・ポリシーです。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 policy は無効です。

f_pthread_attr_setscope(attr, scope)
目的

この関数はスレッド属性オブジェクト attr に競合スコープ属性を設定する場合に使
用します。

クラス

関数
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引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(INOUT)

scope INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_SCOPE_SYSTEM:
このスレッドはシステムの広範囲なスコープにおけるシステム・リ
ソースで競合します。

PTHREAD_SCOPE_PROCESS:
このスレッドは自分のプロセス内の局所的なシステム・リソースで
競合します。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 scope は無効です。

f_pthread_attr_setstack(attr, stackaddr, ssize)
目的

この関数は pthread 属性オブジェクト attr にスタック・アドレスとスタック・サ
イズ属性を設定する場合に使用します。 stackaddr 引数はスタック・アドレスを整
数ポインターとして表します。 stacksize 引数はスタック・サイズをバイトで表す
整数です。属性オブジェクト attr を使用してスレッドを作成するときに、システム
は stacksize の最小スタック・サイズ (バイト) を割り振ります。

クラス

関数

引数型および属性

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(INOUT)

stackaddr
整数ポインター、INTENT(IN)

ssize INTEGER(KIND=register_size)

ここで register_size は 8 です。

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
指定された引数の 1 つまたは両方の値が無効です。

EACCES
指定されたスタック・ページはスレッドで読み取り可能ではありません。

f_pthread_attr_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

このデータ型はスレッド属性オブジェクトの型であり、POSIX pthread_attr_t に対
応しています。

クラス

データ型

f_pthread_cancel(thread)
目的

この関数はターゲット・スレッドを取り消す場合に使用します。この取り消し要求
を処理する方法は、ターゲット・スレッドの取り消し可能状態によって決まりま
す。 ターゲット・スレッドは引数スレッドによって識別されます。ターゲット・ス
レッドが「遅延取り消し」状態の場合、この取り消し要求はこのターゲット・スレ
ッドが、この次の取り消しポイントに到達するまで「保留」にされます。ターゲッ
ト・スレッドが自分の取り消し可能性を使用不可にすると、この要求はこの取り消
し可能性を再度使用可能にするまで「保留」にされます。ターゲット・スレッドが
「非同期取り消し」状態の場合、この要求は即時に「非同期取り消し」になりま
す。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。
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ESRCH
引数スレッドは無効です。

f_pthread_cleanup_pop(exec)
目的

このサブルーチンはスレッドの安全のために、クリーンアップ・スタックを使用し
て f_pthread_cleanup_push と対にされます。引数 exec にゼロ以外の値が指定さ
れていると、最後にプッシュされるクリーンアップ関数はクリーンアップ関数に受
け渡された引数 arg (最後の f_pthread_cleanup_push からのもの) を使用して、
クリーンアップ・スタックからポップされて実行されます。

exec にゼロの値が指定されていると、最後にプッシュされるクリーンアップ関数は
クリーンアップ・スタックからポップされますが、実行はされません。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

exec INTEGER(4)、INTENT(IN)

結果型および属性

なし

結果値

なし

f_pthread_cleanup_push(cleanup, flag, arg)
目的

この関数は呼び出し側スレッド用にクリーンアップ・サブルーチンを登録する場合
に使用します。呼び出し側スレッドが予期しない終了になるケースでは、システム
は呼び出し側スレッドを安全に強制終了させるために、クリーンアップ・サブルー
チンを自動的に実行します。引数 cleanup は 1 つだけの引数を要求するサブルー
チンでなければなりません。このサブルーチンが実行されると、引数 arg は実引数
としてこのサブルーチンに受け渡されます。

引数 arg はいずれの型およびいずれのランクにもなることができる汎用型引数で
す。割り当て文の左辺の正しい値は、変数が指定された実引数 arg です。ベクトル
添え字を持つ配列セクションを引数 arg に受け渡した場合、この結果は予測不能に
なります。

実引数 arg が配列セクションの場合、サブルーチン cleanup の対応する仮引数は
想定形状配列でなければなりません。それ以外の場合、結果は予測不能です。

実引数 arg がポインター属性を持っていて、配列または配列セクションを指す場
合、サブルーチン cleanup の対応する仮引数には、ポインター属性または想定形状
配列が必要です。それ以外の場合、結果は予測不能です。
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通常の実行パスの場合、この関数は f_pthread_cleanup_pop の呼び出しと対にす
る必要があります。

引数 arg のプロパティーを正確にシステムへ伝えるには、引数 flag を使用する必
要があります。

クラス

関数

引数型および属性

cleanup
1 つの仮引数を持つサブルーチンです。

flag フラグは INTEGER(4)、INTENT(IN) 引数であり、次の定数のいずれか 1
つ、または組み合わせです。

FLAG_CHARACTER:
入り口サブルーチン cleanup が CHARACTER 型の引数を要求し
ている場合には、この事実を示すためにこのフラグ値を指定する必
要があります。ただし、このサブルーチンが CHARACTER 型の引
数を指す Fortran 90 ポインターを待っている場合は、このフラグ
値に代えて FLAG_DEFAULT 値を指定してください。

FLAG_ASSUMED_SHAPE:
入り口サブルーチン cleanup に任意のランクの想定形状配列であ
る仮引数が指定されている場合には、この事実を示すためにこのフ
ラグ値を指定する必要があります。

FLAG_DEFAULT:
それ以外の場合は、このフラグ値が必要です。

arg いずれの型、種類、およびいずれのランクにもなることができる汎用型引数
です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

ENOMEM
システムはこのルーチンをプッシュするためのメモリーを割り振ることがで
きません。

EAGAIN
システムはこのルーチンをプッシュするためのリソースを割り振ることがで
きません。

EINVAL
引数 flag は無効です。
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f_pthread_cond_broadcast(cond)
目的

この関数は条件変数 cond を待っているすべてのスレッドをブロック解除します。
この条件変数を待っているスレッドがない場合には、この関数はさらに先に進みま
すが、 f_pthread_cond_wait への次の呼び出し側はブロックされ、条件変数 cond
を待機します。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 cond は無効です。

f_pthread_cond_destroy(cond)
目的

この関数は、不要になった条件変数を破棄する場合に使用できます。 ターゲットの
条件変数は引数 cond により識別されます。 初期化中に割り振られたシステム・リ
ソースはシステムにより再収集されます。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EBUSY
条件変数 cond は別のスレッドにより使用されています。
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f_pthread_cond_init(cond, cattr)
目的

この関数は条件変数 cond を動的に初期設定する場合に使用します。 この属性を指
定する場合、この属性は属性オブジェクト cattr によって設定され、指定しない場
合、この属性はシステム・デフォルトに設定されます。条件変数は正常に初期設定
されると、スレッドの同期に使用されます。

Fortran 定数 PTHREAD_COND_INITIALIZER を使用して静的に初期設定するこ
とで、条件変数を初期設定する別の方法もあります。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)

cattr TYPE(f_pthread_condattr_t)、INTENT(IN)、OPTIONAL

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EBUSY
条件変数は既に使用中です。 これは初期設定されていて、破棄されていま
せん。

EINVAL
引数 cond または cattr は無効です。

f_pthread_cond_signal(cond)
目的

この関数は条件変数 cond を待っている少なくとも 1 つのスレッドをブロック解除
します。 この条件変数を待っているスレッドがない場合には、この関数はさらに先
に進みますが、 f_pthread_cond_wait への次の呼び出し側はブロックされ、条件変
数 cond を待機します。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)
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結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 cond は無効です。

f_pthread_cond_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはいず
れもこのモジュールに提供された適切なインターフェースによって取り扱う必要が
あります。さらにこの型のオブジェクトは、Fortran 定数
PTHREAD_COND_INITIALIZER を使用して、コンパイル時に初期設定できま
す。

条件変数オブジェクトの型であるこのデータ型は、POSIX pthread_cond_t に対応
します。

クラス

データ型

f_pthread_cond_timedwait(cond, mutex, timeout)
目的

この関数はある条件の発生を待機する場合に使用します。この関数を呼び出す前
に、引数 mutex をロックする必要があります。 mutex はアトミック的にアンロッ
クされ、呼び出し側スレッドは条件の発生を待機します。引数 timeout は、このタ
イムアウト条件が発生する最終期限を指定します。条件が発生する前に最終期限に
達すると、関数はエラー・コードを戻します。この関数により、呼び出し側スレッ
ドが使用可能な状態であれば、これを取り消しできる取り消しポイントを準備しま
す。

引数 timeout には、1998 年 10 月 31 日 10:00:53 のような形式の絶対日付を指定
します。関連情報については、f_maketime および f_timespec を参照してくださ
い。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)
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timeout
TYPE(f_timespec)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 cond、mutex、または timeout は無効です。

ETIMEDOUT
この条件が発生する前に待機の最終期限に到達しました。

f_pthread_cond_wait(cond, mutex)
目的

この関数はある条件の発生を待機する場合に使用します。この関数を呼び出す前
に、引数 mutex をロックする必要があります。 mutex はアトミック的にアンロッ
クされ、呼び出し側スレッドは条件の発生を待機します。条件が発生しないと、こ
の関数は呼び出し側スレッドが別の方法で強制終了されるまで待機します。この関
数により、呼び出し側スレッドが使用可能な状態であれば、これを取り消しできる
取り消しポイントを準備します。

クラス

関数

引数型および属性

cond TYPE(f_pthread_cond_t)、INTENT(INOUT)

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は 0 を戻します。

f_pthread_condattr_destroy(cattr)
目的

この関数は、不要になった条件変数属性オブジェクトを破棄する場合に呼び出すこ
とができます。 ターゲット・オブジェクトは引数 cattr により識別されます。 こ
れが初期設定されるときに割り振られたシステム・リソースは、再収集されます。
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クラス

関数

引数型および属性

cattr TYPE(f_pthread_condattr_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 cattr は無効です。

EBUSY
条件の発生を待機するスレッドがあれば、EBUSY を戻します。

f_pthread_condattr_getpshared(cattr, pshared)
目的

この関数は引数 cattr により識別された条件変数属性オブジェクトのプロセス共用
属性を照会する場合に使用します。 この属性の現行設定値は引数 pshared に戻さ
れます。

クラス

関数

引数型および属性

cattr TYPE(f_pthread_condattr_t)、INTENT(IN)

pshared
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

正常終了で、pshared には次の値のいずれか 1 つが含まれます。

PTHREAD_PROCESS_SHARED
条件変数が割り振られるメモリーをアクセスできるスレッドによ
り、たとえこのスレッドが別のプロセスに属していても、この条件
変数を使用できます。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
条件変数は作成されたスレッドと同じプロセス内のスレッドだけに
使用されます。

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 cattr は無効です。

f_pthread_condattr_init(cattr)
目的

この関数はインプリメンテーションにより定義されたすべての属性用に、条件変数
属性オブジェクトの cattr をデフォルト値で初期設定する場合に使用します。既に
初期設定された条件変数属性オブジェクトを初期設定しようとすると、結果は不定
です。条件変数属性オブジェクトが 1 つ以上の条件変数を初期設定するために使用
された後は、属性オブジェクトに影響を及ぼす関数 (破棄を含む) はいずれも、以前
に初期設定された条件変数に影響を及ぼしません。

クラス

関数

引数型および属性

cattr TYPE(f_pthread_condattr_t)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

ENOMEM
条件変数属性オブジェクトを初期設定するにはメモリーが不足しています。

f_pthread_condattr_setpshared(cattr, pshared)
目的

この関数は引数 cattr により識別された条件変数属性オブジェクトのプロセス共用
属性を設定する場合に使用します。このプロセス共用属性は引数 pshared に応じて
設定されます。

クラス

関数

引数型および属性

cattr TYPE(f_pthread_condattr_t)、INTENT(INOUT)

pshared
次の値のいずれか 1 つは必要な INTEGER(4)、INTENT(IN) 引数です。
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PTHREAD_PROCESS_SHARED
条件変数が割り振られるメモリーをアクセスできるスレッドによ
り、たとえこのスレッドが別のプロセスに属していても、この条件
変数を使用できることを指定します。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
条件変数は作成されたスレッドと同じプロセス内のスレッドだけに
使用されることを指定します。 これはこの属性のデフォルト設定値
です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 cattr または pshared により指定された値は無効です。

f_pthread_condattr_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

条件変数属性オブジェクトの型であるこのデータ型は、POSIX pthread_condattr_t
に対応します。

クラス

データ型

f_pthread_create(thread, attr, flag, ent, arg)
目的

この関数は新規スレッドを現行プロセスで作成する場合に使用します。この新しく
作成されたスレッドは、スレッド属性オブジェクト attr に定義されていれば、その
属性を引き受けます。そうでなければ、新規スレッドはシステム・デフォルトの属
性になります。新規スレッドは 1 つの仮引数を必要とするサブルーチン ent で実
行を始めます。システムは実引数として引数 arg をスレッドの入り口サブルーチン
ent に受け渡します。引数 flag は引数 arg のプロパティーのシステム情報を入手
するために使用されます。実行が入り口サブルーチン ent から戻るときに、新規ス
レッドは自動的に終了します。

サブルーチン ent が直接呼び出される場合に、明示的インターフェースが必要とな
るように宣言されると、このサブルーチンが引数としてこの関数に受け渡されると
きには、明示的インターフェースも必要になります。
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引数 arg はいずれの型およびいずれのランクにもなることができる汎用型引数で
す。割り当て文の左辺の正しい値は、変数が指定された実引数 arg です。ベクトル
添え字を持つ配列セクションを引数 arg に受け渡した場合、この結果は予測不能に
なります。

実引数 arg が配列セクションの場合、サブルーチン ent の対応する仮引数は想定
形状配列でなければなりません。それ以外の場合、結果は予測不能です。

実引数 arg がポインター属性を持っていて、配列または配列セクションを指す場
合、サブルーチン ent の対応する仮引数には、ポインター属性または想定形状配列
が必要です。それ以外の場合、結果は予測不能です。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(OUT)

この関数が正常終了すると、 f_pthread_create は作成されたスレッドの
ID を thread にストアします。

attr TYPE(f_pthread_attr_t)、INTENT(IN)

flag INTEGER(4)、INTENT(IN)

引数 flag は引数 arg のプロパティーを正確にシステムへ伝えなければな
りません。引数 flag は次の定数のいずれか 1 つ、または組み合わせで
す。

FLAG_CHARACTER:
入り口サブルーチン ent が CHARACTER 型の引数を、何らかの
方法または何らかの形式で待っている場合には、この事実を示すた
めにこのフラグ値を指定する必要があります。ただし、このサブル
ーチンが CHARACTER 型の引数を指す Fortran 90 ポインターを
待っている場合は、このフラグ値に代えて FLAG_DEFAULT 値を
指定してください。

FLAG_ASSUMED_SHAPE:
入り口サブルーチン ent にランクの想定形状配列である仮引数が指
定されている場合には、この事実を示すためにこのフラグ値を指定
する必要があります。

FLAG_DEFAULT:
それ以外の場合は、このフラグ値が必要です。

ent 任意の型、種類、およびランクの 1 つの仮引数を持つサブルーチンです。

arg 任意の型、種類、およびランクの汎用型引数です。これは、唯一の実引数と
して ent に受け渡されます。

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EAGAIN
システムには新規スレッドを作成できるだけの十分なリソースがありませ
ん。

EINVAL
引数 thread、attr、または flag は無効です。

ENOMEM
システムには新規スレッドを作成できるだけの十分なメモリーがありませ
ん。

f_pthread_detach(thread)
目的

この関数はこのスレッドが終了するときに、引数スレッドによりスレッド ID が指
定されるスレッド用のストレージを要求できることを pthreads ライブラリー・イ
ンプリメンテーションに指示する場合に使用します。このスレッドがまだ強制終了
されていない場合には、 f_pthread_detach はこのスレッドを終了させることがで
きません。同一のターゲット・スレッドで複数の f_pthread_detach 呼び出しを実
行するとエラーになります。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

ESRCH
引数スレッドは無効です。

f_pthread_equal(thread1, thread2)
目的

この関数は、2 つのスレッド ID が同一スレッドを識別するものであるかどうかを
比較する場合に使用できます。
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クラス

関数

引数型および属性

thread1
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(IN)

thread2
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(IN)

結果型および属性

LOGICAL(4)

結果値

TRUE この 2 つのスレッド ID は同一スレッドであることを示します。

FALSE
この 2 つのスレッド ID は同一スレッドでないことを示します。

f_pthread_exit(ret)
目的

このサブルーチンが入り口サブルーチンから戻る前に、呼び出し側スレッドを強制
終了する場合は、このサブルーチンを明示的に呼び出すことができます。実行され
る処置は呼び出し側スレッドの状態によって決まります。この状態が非切り離し状
態の場合、呼び出し側スレッドは結合のために待機します。このスレッドが切り離
し状態の場合、または別のスレッドと結合される場合、呼び出し側スレッドは安全
に強制終了されます。初めに、クリーンアップ・スタックをポップして実行し、次
に、いずれのスレッド固有データもデストラクターにより破棄されます。最後に、
スレッド・リソースはフリーにされ、引数 ret が結合スレッドに戻されます。この
サブルーチンの引数 ret はオプショナルです。現在、引数 ret は整数ポインターに
限定されます。 これが整数ポインターでない場合、動作は不明確です。
f_pthread_exit を呼び出すと、割り振られたメモリーのすべてがスレッドに自動的
に解放されません。メモリー・リークを回避するには、最終化が f_pthread_exit か
ら別個に処理される必要があります。

このサブルーチンは戻ることはありません。 引数 ret を指定しないと、スレッドの
出口状況は NULL になります。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

ret 整数ポインター、OPTIONAL、 INTENT(IN)

結果型および属性

なし
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結果値

なし

f_pthread_getconcurrency()
目的

この関数は直前の f_pthread_setconcurrency 関数呼び出しによって設定された並行
性レベルの値を戻します。 f_pthread_setconcurrency 関数が以前に呼び出されてい
なかった場合、この関数はシステムが並行性レベルを維持していることを示すゼロ
を戻します。

クラス

関数

引数型および属性

なし

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は直前の f_pthread_setconcurrency 関数呼び出しによって設定された並行
性レベルの値を戻します。 f_pthread_setconcurrency 関数が以前に呼び出されてい
なかった場合、この関数は 0 を戻します。

f_pthread_getschedparam(thread, policy, param)
目的

この関数はターゲット・スレッドのスケジューリング・プロパティーの現行設定値
を照会する場合に使用します。 ターゲット・スレッドは引数スレッドによって識別
されます。このスケジューリング・ポリシーは引数 policy から、スケジューリン
グ・プロパティーは引数 param を介して戻されます。 param の sched_priority
フィールドにはスケジューリング優先順位を定義します。優先順位フィールドの値
は 1-127 の範囲で指定します。 127 が最高位のスケジューリング優先順位であ
り、1 が最下位の優先順位です。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(IN)

policy
INTEGER(4)、INTENT(OUT)
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param
TYPE(f_sched_param)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

ESRCH
ターゲット・スレッドは無効であるか、または既に強制終了されています。

EFAULT
policy または param ポイントはプロセス・メモリー・スペースの外側に
あります。

f_pthread_getspecific(key, arg)
目的

この関数は key と関連付けされたスレッド固有データを取得する場合に使用しま
す。 引数 arg はスレッド固有データを戻すため、この関数ではオプショナルでは
ありませんので注意してください。プロシージャーの実行後は、引数 arg はこのデ
ータをポイントしているか、または検索でデータを見つけられなかった場合は
NULL になっています。引数 arg は整数ポインターにしてください。整数ポインタ
ーにしないと結果は不明確です。

割り当て文の左辺の正しい値は、変数が指定された実引数 arg です。ベクトル添え
字を持つ配列セクションを引数 arg に受け渡した場合、この結果は予測不能になり
ます。

クラス

関数

引数型および属性

key TYPE(f_pthread_key_t)、INTENT(IN)

arg 整数ポインター、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 key は無効です。
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f_pthread_join(thread, ret)
目的

この関数は引数 thread によって指定された特定のスレッドを結合する場合に呼び
出します。ターゲット・スレッドが「非切り離し」状態で、既に強制終了されてい
る場合は、この呼び出しに引数 ret が指定されていれば、この引数にターゲット・
スレッドの状態を入れて戻されます。引数 ret はオプショナルです。現在のとこ
ろ、ret を指定する場合は整数ポインターにしてください。

ターゲット・スレッドが「切り離し」状態の場合は、このスレッドを結合するとエ
ラーになります。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(IN)

ret 整数ポインター、INTENT(OUT)、OPTIONAL

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EDEADLK
この呼び出しはデッドロックになるか、または呼び出し側スレッドが呼び出
し側スレッド自体を結合しようとしています。

EINVAL
引数スレッドは無効です。

ESRCH
引数 thread は存在していないスレッドを指定しているか、または切り離さ
れた状態です。

f_pthread_key_create(key, dtr)
目的

この関数はスレッド固有データを獲得する場合に使用します。キーは引数 key に戻
されます。 引数 dtr はこの呼び出し後、スレッドが強制終了されるときにこのキ
ーと関連したスレッド固有データを破棄する場合に使用されるサブルーチンです。
デストラクターはスレッド固有データをそのための引数として受け取ります。デス
トラクター自体はオプショナルです。デストラクターを指定しないと、システムは
このキーと関連したスレッド固有データに対して、いずれのデストラクターも起動
しません。スレッド固有データ・キーの数は各プロセスで制限されますので注意し

第 8 章 XL Fortran による並列プログラミング 281



てください。ユーザーの責任で、キーの使用法を管理してください。プロセス当た
りの制限は Fortran 定数 PTHREAD_DATAKEYS_MAX で確認できます。

クラス

関数

引数型および属性

key TYPE(f_pthread_key_t)、INTENT(OUT)

dtr 外部、オプショナル・サブルーチン

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EAGAIN
キーの最大数が超過しました。

EINVAL
引数 key は無効です。

ENOMEM
このキーを作成するためのメモリーが不足しています。

f_pthread_key_delete(key)
目的

この関数は引数 key によって識別されたスレッド固有データ・キーを破棄します。
ユーザーの責任で、このキーに関連したスレッド固有データがないことを確認して
ください。この関数はスレッドのために、どのようなデストラクターも呼び出しま
せん。キーが破棄されても f_pthread_key_create 要求に対して、システムはこれを
再利用できます。

クラス

関数

引数型および属性

key TYPE(f_pthread_key_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。
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EINVAL
引数 key は無効です。

EBUSY
なおこのキーと関連したデータがあります。

f_pthread_key_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

このデータ型はスレッド固有データにアクセスするキー・オブジェクトの型である
POSIX pthread_key_t に対応しています。

クラス

データ型

f_pthread_kill(thread, sig)
目的

この関数はターゲット・スレッドにシグナルを送信する場合に使用します。ターゲ
ット・スレッドは引数スレッドによって識別されます。ターゲット・スレッドに送
信されるシグナルは、引数 sig によって識別されます。 sig の値がゼロの場合は、
エラー検査がシステムによって行われますが、シグナルは送信されません。

クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(INOUT)

sig INTEGER(4)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 thread または sig は無効です。

ESRCH
ターゲット・スレッドが存在していません。
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f_pthread_mutex_destroy(mutex)
目的

この関数は、不要になった mutex オブジェクトを破棄する場合に呼び出します。
こうすることで、システムはメモリー・リソースを再収集できます。ターゲットの
mutex オブジェクトは引数 mutex によって識別されます。

クラス

関数

引数型および属性

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EBUSY
ターゲットの mutex は別のスレッドによりロックされるか、または参照さ
れます。

EINVAL
引数 mutex は無効です。

f_pthread_mutex_init(mutex, mattr)
目的

この関数は引数 mutex により識別された mutex オブジェクトを初期設定する場合
に使用します。初期設定された mutex は、mutex 属性オブジェクト mattr が設定
されていれば、この属性を引き受けます。 mattr が指定されない場合には、システ
ムはこの mutex をデフォルトの属性に初期設定します。 mutex オブジェクトが初
期設定されると、このオブジェクトは重要なデータまたはコードのアクセスを同期
する場合に使用できます。さらに、より複雑なスレッドの同期オブジェクトを作成
する場合にも使用できます。

Fortran 定数 PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER を使用して静的に初期設定する
ことで、 mutex オブジェクトを初期設定する別の方法もあります。この初期設定
方法を使用する場合は、mutex オブジェクトを使用する前に関数を呼び出す必要は
ありません。

クラス

関数
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引数型および属性

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(OUT)

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(IN)、OPTIONAL

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は常時 0 を戻します。

f_pthread_mutex_lock(mutex)
目的

この関数は mutex オブジェクトの所有権を獲得する場合に使用します。 (言い換え
ると、この関数は mutex をロックします。) この mutex が別のスレッドによって
既にロックされている場合は、呼び出し側はこの mutex がアンロックされるまで
待機します。この mutex が呼び出し側自体によって既にロックされている場合
は、再帰的なロックを避けるためにエラーが戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EDEADLK
この mutex は呼び出し側スレッドにより、既にロックされています。

EINVAL
引数 mutex は無効です。

f_pthread_mutex_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはいず
れもこのモジュールに提供された適切なインターフェースによって取り扱う必要が
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あります。さらにこの型のオブジェクトは、Fortran 定数
PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER を使用して、静的に初期設定できます。

このデータ型は mutex オブジェクトの型であり、POSIX pthread_mutex_t に対応
しています。

クラス

データ型

f_pthread_mutex_trylock(mutex)
目的

この関数は mutex オブジェクトの所有権を獲得する場合に使用します。 (言い換え
ると、この関数は mutex をロックします。) この mutex が別のスレッドによって
既にロックされている場合には、この関数はエラー・コード EBUSY を戻します。
呼び出し側スレッドでは、さらなる処置を講ずるために戻りコードを検査できま
す。この mutex が呼び出し側自体によって既にロックされている場合は、再帰的
なロックを避けるためにエラーが戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EBUSY
ターゲットの mutex は別のスレッドによりロックされるか、または参照さ
れます。

EINVAL
引数 mutex は無効です。

f_pthread_mutex_unlock(mutex)
目的

この関数は mutex オブジェクトの所有権を別のスレッドがロックできるように解
放します。
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クラス

関数

引数型および属性

mutex
TYPE(f_pthread_mutex_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 mutex は無効です。

EPERM
mutex は呼び出し側スレッドによりロックされません。

f_pthread_mutexattr_destroy(mattr)
目的

この関数は、以前に初期設定された mutex 属性オブジェクトを破棄する場合に使
用します。割り振られたメモリーは、その後再収集されます。この属性を伴って作
成された mutex はこの処置には影響を受けません。

クラス

関数

引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は常時 0 を戻します。

f_pthread_mutexattr_getpshared(mattr, pshared)
目的

この関数は引数 mattr により識別された mutex 属性オブジェクトのプロセス共用
属性を照会する場合に使用します。この属性の現行設定値は引数 pshared を介して
戻されます。
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クラス

関数

引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(IN)

pshared
INTEGER(4)、INTENT(IN)

この関数からの戻りで、pshared には次の値のいずれか 1 つが含まれま
す。

PTHREAD_PROCESS_SHARED
mutex が複数のプロセスで共用されているメモリーに割り振られて
いる場合でも、この mutex は mutex が割り振られているメモリ
ーにアクセスできるスレッドによって操作されます。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
この mutex は mutex を初期設定したスレッドと同じプロセス内
に作成されたスレッドだけで操作されます。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数が正常に完了すると 0 の値が戻され、プロセス共用属性の値は引数
pshared を介して戻されます。それ以外の場合は、次のエラーが戻されます。

EINVAL
引数 mattr は無効です。

f_pthread_mutexattr_gettype(mattr, type)
目的

この関数は引数 mattr により識別された mutex 属性オブジェクトの mutex 型属
性を照会する場合に使用します。

この関数が正常に完了すると 0 の値が戻され、型属性は引数の型を介して戻されま
す。

クラス

関数

引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(IN)

type INTEGER(4)、INTENT(OUT)

この関数からの戻りで、type には次の値のいずれか 1 つが含まれます。
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PTHREAD_MUTEX_NORMAL
mutex のこの型はデッドロックを検出しません。 スレッドがこの
mutex を最初にアンロックせずに再ロックしようとすると、デッド
ロックになります。別のスレッドでロック済みの mutex をアンロ
ックしようとすると、結果としての動作は不明確なものになりま
す。

PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK
mutex のこの型はエラー検査を提供します。スレッドがこの
mutex を最初にアンロックせずに再ロックしようとすると、エラー
が返されます。別のスレッドがロックした mutex をスレッドがア
ンロックしようとすると、エラーが返されます。アンロックされた
mutex をスレッドがアンロックしようとすると、エラーが返されま
す。

PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE
スレッドがこの mutex を最初にアンロックせずに再ロックしよう
とした場合、mutex のロックは成功します。
PTHREAD_MUTEX_NORMAL 型の mutex により発生する再ロ
ック・デッドロックは、この型の mutex では発生しません。 この
mutex を複数個ロックするには、別のスレッドが mutex を獲得す
る前にアンロック数と同数の mutex を解放する必要があります。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数は無効です。

f_pthread_mutexattr_init(mattr)
目的

mutex 属性オブジェクトを別のいずれの方法でも使用できるようにするために、こ
の関数を使用してこのオブジェクトを初期設定することができます。この mutex
属性オブジェクトは引数 mattr を介して戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(OUT)

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は 0 を戻します。

f_pthread_mutexattr_setpshared(mattr, pshared)
目的

この関数は引数 mattr により識別された mutex 属性オブジェクトのプロセス共用
属性を設定する場合に使用します。

クラス

関数

引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(INOUT)

pshared
INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_PROCESS_SHARED
mutex が複数のプロセスで共用されているメモリーに割り振られて
いる場合でも、 mutex が割り振られているメモリーにアクセスで
きるスレッドによって、この mutex を操作できることを指定しま
す。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
mutex を初期設定したスレッドと同じプロセス内に作成されたスレ
ッドだけで、この mutex を操作することを指定します。これはこ
の属性のデフォルト設定値です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数は無効です。

f_pthread_mutexattr_settype(mattr, type)
目的

この関数は引数 mattr により識別された mutex 属性オブジェクトに mutex 型属
性を設定する場合に使用します。この引数型が設定される mutex 型属性を識別し
ます。

クラス

関数
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引数型および属性

mattr TYPE(f_pthread_mutexattr_t)、INTENT(INOUT)

type INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_MUTEX_NORMAL
mutex のこの型はデッドロックを検出しません。 スレッドがこの
mutex を最初にアンロックせずに再ロックしようとすると、デッド
ロックになります。別のスレッドでロック済みの mutex をアンロ
ックしようとすると、結果としての動作は不明確なものになりま
す。

PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK
mutex のこの型はエラー検査を提供します。スレッドがこの
mutex を最初にアンロックせずに再ロックしようとすると、エラー
が返されます。別のスレッドがロックした mutex をスレッドがア
ンロックしようとすると、エラーが返されます。アンロックされた
mutex をスレッドがアンロックしようとすると、エラーが返されま
す。

PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE
スレッドがこの mutex を最初にアンロックせずに再ロックしよう
とした場合、mutex のロックは成功します。
PTHREAD_MUTEX_NORMAL 型の mutex により発生する再ロ
ック・デッドロックは、この型の mutex では発生しません。 この
mutex を複数個ロックするには、別のスレッドが mutex を獲得す
る前にアンロック数と同数の mutex を解放する必要があります。

PTHREAD_MUTEX_DEFAULT
PTHREAD_MUTEX_NORMAL と同じです。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数のいずれか 1 つが無効です。

f_pthread_mutexattr_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

このデータ型は mutex 属性オブジェクトの型であり、POSIX pthread_mutexattr_t
に対応しています。
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クラス

データ型

f_pthread_once(once, initr)
目的

この関数は 1 回だけ初期設定が必要なデータを初期設定する場合に使用します。こ
の関数を呼び出す最初のスレッドは、初期設定を行うために initr を呼び出しま
す。この関数をこれ以後に呼び出すその他のスレッドには、有効ではありません。
引数 initr は仮引数のないサブルーチンでなければなりません。

クラス

関数

引数型および属性

once TYPE(f_pthread_once_t)、INTENT(INOUT)

initr 仮引数を持たないサブルーチンです。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は 0 を戻します。

f_pthread_once_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはいず
れもこのモジュールに提供された適切なインターフェースによって取り扱う必要が
あります。さらにこの型のオブジェクトは、Fortran 定数 PTHREAD_ONCE_INIT
を使用して初期設定のみ できます。

クラス

データ型

f_pthread_rwlock_destroy(rwlock)
目的

この関数は引数 rwlock により指定された読み取り/書き込みのロック・オブジェク
トを破棄し、ロックして使用されたいずれのリソースも解放します。

クラス

関数
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引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EBUSY
ターゲット読み取り/書き込みオブジェクトはロックされます。

f_pthread_rwlock_init(rwlock, rwattr)
目的

この関数は rwlock により指定された読み取り/書き込みのロック・オブジェクトを
初期設定します。このオブジェクトは引数 rwattr により指定された属性を持ってま
す。オプショナル引数の rwattr が指定されない場合には、システムはこの読み取
り/書き込みロック・オブジェクトをデフォルトの属性に初期設定します。この読み
取り/書き込みロック・オブジェクトが初期設定されると、ロックを使用して重要な
データのアクセスを同期することができます。読み取り/書き込みロックにより、多
数のスレッドがデータへの読み取り専用アクセスを同時に行うことができます。一
方、同じ時点での書き込みアクセスできるのは 1 スレッドのみであり、その他の読
み取り/書き込み操作は許可されません。

Fortran 定数 PTHREAD_RWLOCK_INITIALIZER を使用して静的に初期設定す
ることで、読み取り/書き込みのロック・オブジェクトを初期設定する別の方法もあ
ります。この初期設定方法を使用する場合は、読み取り/書き込みのロック・オブジ
ェクトを使用する前に、この関数を呼び出す必要はありません。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(OUT)

rwattr TYPE(f_pthread_rwlockattr_t)、INTENT(IN)、OPTIONAL

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は 0 を戻します。
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f_pthread_rwlock_rdlock(rwlock)
目的

この関数は引数 rwlock により指定された読み取り/書き込みロックに読み取りロッ
クを設定します。書き込み機能側がロックを保持していないため、ロックでブロッ
クされる書き込みがない場合には、呼び出し側スレッドは読み取りロックを獲得し
ます。このような場合でなければ、呼び出し側スレッドは読み取りロックを獲得で
きません。読み取りロックを獲得しないと、呼び出し側スレッドはロックを獲得で
きるまでブロックされます (f_pthread_rwlock_rdlock 呼び出しから戻れません)。
呼び出し側スレッドが呼び出しの実行時点で rwlock で書き込みロックを保持して
いると、結果は不明確です。 1 つのスレッドは複数の同時読み取りロックを
rwlock に保持することがあります (f_pthread_rwlock_rdlock 関数の n 回の正常
な呼び出しです)。この場合、スレッドは対応するアンロックを行う必要があります
(f_pthread_rwlock_unlock 関数を n 回呼び出す必要があります)。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EAGAIN
rwlock の読み取りロック最大数を超過したために、読み取り/書き込みロッ
クを獲得できませんでした。

EINVAL
引数 rwlock は初期設定された読み取り/書き込みロック・オブジェクトを
参照しません。

f_pthread_rwlock_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。
さらにこの型のオブジェクトは、Fortran 定数
PTHREAD_RWLOCK_INITIALIZER を使用して、静的に初期設定できます。

クラス

データ型
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f_pthread_rwlock_tryrdlock(rwlock)
目的

いずれのスレッドも書き込みロックを rwlock に保持するか、または rwlock でブ
ロックされる書き込み機能が存在する場合に、この関数は失敗するという例外はあ
りますが、この関数は f_pthread_rwlock_rdlock 関数と同等の読み取りロックを設
定します。この例外ケースでは、関数は EBUSY を戻します。 呼び出し側スレッ
ドでは、さらなる処置を講ずるために戻りコードを検査できます。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は rwlock により指定された読み取り/書き込みロック・オブジェクトで、
読み取りのロックが獲得されるとゼロを戻します。それ以外の場合は、次のエラー
が戻されます。

EBUSY
書き込み機能がロックを保持しているか、またはそのロックでブロックされ
たため、読み取り/書き込みロックを獲得できませんでした。

f_pthread_rwlock_trywrlock(rwlock)
目的

この関数はいずれのスレッドも (読み取りまたは書き込み用) rwlock を現在保持し
ている場合に、失敗するという例外はありますが、この関数は
f_pthread_rwlock_wrlock 関数と同等の書き込みロックを設定します。この例外ケ
ースでは、関数は EBUSY を戻します。 呼び出し側スレッドでは、さらなる処置
を講ずるために戻りコードを検査できます。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)
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結果値

この関数は rwlock により指定された読み取り/書き込みロック・オブジェクトで、
書き込みのロックが獲得されるとゼロを戻します。それ以外の場合は、次のエラー
が戻されます。

EBUSY
読み取りまたは書き込みが既にロックされているため、読み取り/書き込み
ロックを獲得できませんでした。

f_pthread_rwlock_unlock(rwlock)
目的

この関数は引数 rwlock により指定された読み取り/書き込みロック・オブジェクト
に保持されたロックを解放する場合に使用します。この関数が読み取り/書き込みロ
ック・オブジェクトから読み取りロックを解放するために呼び出され、この読み取
り/書き込みロック・オブジェクトに現在保持されたその他の読み取りロックが存在
する場合、この読み取り/書き込みロック・オブジェクトは読み取りロック状態のま
ま残されます。この関数がこの読み取り/書き込みロック・オブジェクトに対する呼
び出し側スレッドの最後の読み取りロックを解放した場合、呼び出し側スレッドは
オブジェクトの所有者の 1 つではなくなります。この関数がこの読み取り/書き込
みロック・オブジェクト用の最後の読み取りロックを解放すると、読み取り/書き込
みロック・オブジェクトは所有者がいないアンロック状態になります。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EPERM
現行スレッドは読み取り/書き込みロックを所有していません。

f_pthread_rwlock_wrlock(rwlock)
目的

この関数は引数 rwlock により指定された読み取り/書き込みロックに書き込みロッ
クを設定します。呼び出し側スレッドは、読み取り/書き込みロックの rwlock を保
持している別のスレッド (読み取り機能または書き込み機能) がない場合に、書き込
みロックを獲得します。書き込みロックを獲得しないと、このスレッドはこのロッ
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クを獲得するまでブロックされます (f_pthread_rwlock_wrlock 呼び出しから戻れ
ません)。呼び出し側スレッドが呼び出しの実行時点で読み取り/書き込みロック (読
み取りロックまたは書き込みロック) を保持していると、結果は不明確です。

クラス

関数

引数型および属性

rwlock
TYPE(f_pthread_rwlock_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 rwlock は初期設定された読み取り/書き込みロック・オブジェクトを
参照しません。

f_pthread_rwlockattr_destroy(rwattr)
目的

この関数は以前に初期設定された引数 rwattr により指定された読み取り/書き込み
ロックの属性オブジェクトを破棄します。この属性を伴って作成された読み取り/書
き込みロックはこの処置には影響を受けません。

クラス

関数

引数型および属性

rwattr TYPE(f_pthread_rwlockattr_t)、INTENT(INOUT)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 rwattr は無効です。
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f_pthread_rwlockattr_getpshared(rwattr, pshared)
目的

この関数は引数 rwattr により指定された初期設定済みの読み取り/書き込みロック
の属性オブジェクトから、プロセス共用属性の値を取得する場合に使用します。 こ
の属性の現行設定値は引数 pshared に戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

rwattr TYPE(f_pthread_rwlockattr_t)、INTENT(IN)

pshared
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

この関数からの戻りで、pshared の値は次の値のいずれか 1 つです。

PTHREAD_PROCESS_SHARED
読み取り/書き込みロックが割り振られるメモリーをアクセスでき
るスレッドにより、たとえこのスレッドが別のプロセスに属してい
ても、この読み取り/書き込みロックを操作できます。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
読み取り/書き込みロックは作成されたスレッドと同じプロセス内
のスレッドだけに使用されます。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数が正常に完了すると 0 の値が戻され、 rwattr のプロセス共用属性の値は
引数 pshared により指定されたオブジェクトにストアされます。それ以外の場合
は、次のエラーが戻されます。

EINVAL
引数 rwattr は無効です。

f_pthread_rwlockattr_init(rwattr)
目的

この関数は引数 rwattr により指定された読み取り/書き込みロックの属性オブジェ
クトについて、すべての属性をデフォルト値で初期設定します。

クラス

関数

引数型および属性

rwattr TYPE(f_pthread_rwlockattr_t)、INTENT(OUT)
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結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

ENOMEM
読み取り/書き込みロックの属性オブジェクトを初期設定するにはメモリー
が不足しています。

f_pthread_rwlockattr_setpshared(rwattr, pshared)
目的

この関数は、引数 pshared で提供される値に基づいて、引数 rwattr により指定さ
れた初期設定済みの読み取り/書き込みロックの属性オブジェクトに、プロセス共用
属性を設定する場合に使用します。

クラス

関数

引数型および属性

rwattr TYPE(f_pthread_rwlockattr_t)、INTENT(INOUT)

pshared
INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_PROCESS_SHARED
読み取り/書き込みロックが割り振られるメモリーをアクセスでき
るスレッドにより、たとえこのスレッドが別のプロセスに属してい
ても、この読み取り/書き込みロックを操作できることを指定しま
す。

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE
読み取り/書き込みロックは作成されたスレッドと同じプロセス内
のスレッドだけに使用されることを指定します。 これはこの属性の
デフォルト設定値です。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 rwattr は無効です。
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ENOSYS
引数 pshared の値は pthread_process_shared です。

f_pthread_rwlockattr_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

クラス

データ型

f_pthread_self()
目的

この関数は呼び出し側スレッドのスレッド ID を戻す場合に使用します。

クラス

関数

引数型および属性

なし

結果型および属性

TYPE(f_pthread_t)

結果値

呼び出し側スレッドの ID が戻されます。

f_pthread_setcancelstate(state, oldstate)
目的

この関数はスレッドの取り消し可能性状態を設定する場合に使用します。新しい状
態は引数 state に応じて設定されます。前の状態は引数 oldstate に戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

state INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_CANCEL_DISABLE:
スレッドの取り消し可能性は使用不可に設定されます。
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PTHREAD_CANCEL_ENABLE:
スレッドの取り消し可能性は使用可能に設定されます。

oldstate
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

関数からの戻りで、oldstate には次の値のいずれか 1 つが含まれます。

PTHREAD_CANCEL_DISABLE:
スレッドの取り消し可能性は使用不可に設定されます。

PTHREAD_CANCEL_ENABLE:
スレッドの取り消し可能性は使用可能に設定されます。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 state は無効です。

f_pthread_setcanceltype(type, oldtype)
目的

この関数はスレッドの取り消し可能性の型を設定する場合に使用します。新しい型
は引数 type に応じて設定されます。前の型は引数 oldtype に戻されます。

クラス

関数

引数型および属性

type INTEGER(4)、INTENT(IN)

次の値のいずれか 1 つが必要です。

PTHREAD_CANCEL_DEFERRED:
取り消し要求は取り消しポイントまで遅延されます。

PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS:
取り消し要求は即時に処理されます。これは予期しない結果になる
ことがあります。

oldtype
INTEGER(4)、INTENT(OUT)

このプロシージャーからの戻りで、oldtype には次の値のいずれか 1 つが
含まれます。

PTHREAD_CANCEL_DEFERRED:
取り消し要求は取り消しポイントまで遅延されます。
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PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS:
取り消し要求は即時に処理されます。これは予期しない結果になる
ことがあります。

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーを戻します。

EINVAL
引数 type は無効です。

f_pthread_setconcurrency(new_level)
目的

この関数は引数 new_level により指定するときに、望ましい並行性レベルの
pthreads ライブラリー・インプリメンテーション情報を入手する場合に使用しま
す。この関数呼び出しの結果としてこのインプリメンテーションから提供される並
行性の実レベルは指定されていません。

クラス

関数

引数型および属性

new_level
INTEGER(4)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は 0 を戻します。

f_pthread_setschedparam(thread, policy, param)
目的

この関数はスレッドのスケジューリング・ポリシーおよびスケジューリング・プロ
パティーを動的に設定する場合に使用します。 ターゲット・スレッドは引数スレッ
ドによって識別されます。ターゲット・スレッドの新規スケジューリングは引数
policy から提供されます。ターゲット・スレッドの新規スケジューリング・プロパ
ティーは、引数 param から提供される値に設定されます。 param の
sched_priority フィールドにはスケジューリング優先順位を定義します。その範囲
は 1-127 です。
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クラス

関数

引数型および属性

thread
TYPE(f_pthread_t)、INTENT(INOUT)

policy
INTEGER(4)、INTENT(IN)

param
TYPE(f_sched_param)、INTENT(IN)

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

ENOSYS
POSIX 優先順位スケジューリング・オプションは Linux にインプリメント
されていません。

ENOTSUP
引数 policy または param の値はサポートされていません。

EPERM
ターゲット・スレッドはこの操作を実行が許可されていないか、または
mutex プロトコルが既に存在しています。

ESRCH
ターゲット・スレッドは存在していないか、または無効です。

f_pthread_setspecific(key, arg)
目的

この関数は引数 key により識別されたキーと関連した呼び出し側スレッドの固有デ
ータを設定する場合に使用します。引数 arg (オプショナル) は、設定すべきスレッ
ド固有データを識別します。 arg を指定しないと、スレッド固有データは NULL
に設定され、各スレッドの初期値になります。 整数ポインターだけが arg 引数と
して受け渡されます。 arg が整数ポインターでない場合の結果は不明確です。

割り当て文の左辺の正しい値は、変数が指定された実引数 arg です。ベクトル添え
字を持つ配列セクションを引数 arg に受け渡した場合、この結果は予測不能になり
ます。

クラス

関数
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引数型および属性

key TYPE(f_pthread_key_t)、INTENT(IN)

arg 整数ポインター、INTENT(IN)、OPTIONAL

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数は正常終了で 0 を戻し、正常終了でない場合は次のエラーのいずれか 1
つを戻します。

EINVAL
引数 key は無効です。

ENOMEM
このキーでデータを関連付けるには、メモリーが不足しています。

f_pthread_t
目的

構成要素がすべて private である派生データ型です。 この型のオブジェクトはこの
モジュールに提供された適切なインターフェースだけで取り扱う必要があります。

このデータ型はスレッド属性オブジェクトの型であり、POSIX pthread_t に対応し
ています。

クラス

データ型

f_pthread_testcancel()
目的

このサブルーチンを使用してスレッドの取り消しポイントを準備します。このサブ
ルーチンが呼び出されると、スレッドの取り消し可能性状態が有効状態の場合、す
べての保留中の取り消し要求は即時に処理されます。

クラス

サブルーチン

引数型および属性

なし

結果型および属性

なし
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f_sched_param
目的

このデータ型は、システム・データ型である Linux システム・データ構造体
sched_param に対応しています。

これは次のように定義される public データ構造体です。

type f_sched_param
sequence
integer sched_priority

end type f_sched_param

クラス

データ型

f_sched_yield()
目的

この関数は呼び出し側スレッドが再びスレッド・リストの最上位になるまで、プロ
セッサーの解放を呼び出し側スレッドに強制する場合に使用します。

クラス

関数

引数型および属性

なし

結果型および属性

INTEGER(4)

結果値

この関数が正常に完了すると 0 の値が戻されます。正常に完了しないと -1 の値が
戻されます。

f_timespec
目的

これは Linux システム・データ構造体 timespec の Fortran 定義です。 Fortran
Pthreads モジュール内では、この型のオブジェクトは絶対日時を指定する場合に使
用されます。この締切絶対日付 は、POSIX 条件変数を待ち続けるときに使用され
ます。

f_timespec は次のように定義されます。
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TYPE F_Timespec
SEQUENCE
INTEGER(4) tv_sec
INTEGER(4) pad
INTEGER(KIND=REGISTER_SIZE) tv_nsec

END TYPE F_Timespec

クラス

データ型
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第 9 章 計算を NVIDIA GPU にオフロードする

IBM POWER プロセッサーと NVIDIA GPU の組み合わせでは、異機種混合のハ
イパフォーマンス・コンピューティングがプラットフォームに導入され、複数のテ
クニカル・コンピューティング・ワークロードを効率的に実行できます。このコン
ピューティング機能は、NVIDIA GPU および IBM POWER プロセッサー内の大
規模な並列マルチスレッド・コア上に構築されます。アプリケーション内の並列操
作 (データ分析やハイパフォーマンス・コンピューティング・ワークロードなど) を
GPU にオフロードすることができます。

システム前提条件

NVIDIA GPU にオフロードされるコードを含むプログラムを IBM XL Fortran for
Linux でコンパイルおよびリンクするには、以下のオペレーティング・システム、
ハードウェア、およびソフトウェアの要件が満たされていることを確認する必要が
あります。

v 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 がイ
ンストールされている任意の IBM Power Systems™ サーバーを使用します。

v サポート対象のリトル・エンディアン・オペレーティング・システムを使用しま
す。

v NVIDIA CUDA Toolkit 8.0 をインストールします。

詳しくは、「XL Fortran インストール・ガイド」 のトピック『計算を NVIDIA
GPU にオフロードするためのシステム前提条件』を参照してください。

サポート対象の OpenMP 4.5 デバイス構文でプログラミング

IBM XL Fortran for Linux V15.1.5 は、OpenMP Application Program Interface
バージョン 4.5 の仕様を部分的にサポートしています。以下のサポート対象デバイ
ス構文を使用すれば、アプリケーションと関連データの計算主体の部分を NVIDIA
GPU にオフロードすることができます。

v TARGET DATA

v TARGET ENTER DATA

v TARGET EXIT DATA

v TARGET

v TARGET UPDATE

v DECLARE TARGET

v TEAMS

v DISTRIBUTE

v DISTRIBUTE PARALLEL DO

例えば、TARGET ディレクティブを使用すればターゲット領域を定義できます。タ
ーゲット領域は、別個のデータ環境内で行われる計算のブロックです。ターゲット
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領域は、実行時に並列計算デバイスにオフロードされるように意図されています。
OpenMP ディレクティブについて詳しくは、トピック『並列化ディレクティブ』を
参照してください。

また、上記の OpenMP デバイス構文とともに他の OpenMP 構文 (トピック
『OpenMP 組み合わせ構文』にリストされている組み合わせ構文など) を使用すれ
ば、並列化をさらに細かく制御できます。

OpenMP ターゲット領域を NVIDIA GPU にオフロードすることができるように
するには、-qoffload オプションを指定する必要があります。 -qoffload を有効に
するには、-qsmp オプションも指定して、OpenMP ターゲット領域に対するサポ
ートを有効にする必要があります。詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファ
レンス」 のトピック『-qoffload』を参照してください。

さらに、XLSMPOPTS=target={mandatory | optional | disable} 環境変数を使用
すれば、どのデバイスでターゲット領域を実行するのかを制御することもできま
す。詳しくは、トピック『XLSMPOPTS』を参照してください。

また、ターゲット環境の照会には、ランタイム・ルーチン
omp_get_default_device、omp_get_initial_device、omp_get_num_devices、
omp_get_num_teams、omp_get_team_num、および omp_is_initial_device も使
用できます。 OpenMP ランタイム関数について詳しくは、 221 ページの
『OpenMP のルーチン』を参照してください。

サポート対象の CUDA Fortran 機能でプログラミング

IBM XL Fortran for Linux は、NVIDIA GPU を活用するために CUDA Fortran
プログラミング・モデルをサポートしています。計算を NVIDIA GPU にオフロー
ドするために IBM XL Fortran for Linux によって提供されていて一般に使用され
る CUDA Fortran サブセットを使用できます。

CUDA Fortran に対するコンパイラー・サポートを有効にするには、-qcuda オプ
ションを指定する必要があります。

有用なコンパイラー・オプションや、サポート対象 CUDA Fortran 機能のリスト
など、IBM XL Fortran for Linux を使用した CUDA Fortran プログラミングにつ
いて詳しくは、「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。

warp divergence とスレッド依存関係が原因の制限
同一 warp における 2 つ以上の CUDA スレッド間の制御パスが分岐する場合、
その CUDA スレッドは直列化されます。 IBM XL Fortran for Linux は、
OpenMP スレッドごとに CUDA スレッドを 1 つ生成します。結果として、スレ
ッド A および B が 2 つの OpenMP スレッドだとした場合に、スレッド A の進
行状況が、あるアクションを実行しているスレッド B に依存していたり、warp
divergence が原因でスレッド B が停止する間にスレッド A が初めて実行されたり
すると、プログラムはハングする可能性があります。

分岐命令が原因で実行時に同一 warp の 2 つのスレッドが分岐する場合は、warp
divergence が発生します (一方のスレッドは分岐し、もう一方のスレッドは分岐し
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ません)。この結果、2 つのスレッドの実行パスが再び合流するまでは、CUDA ハ
ードウェアによって 2 つのスレッドが直列化されます。

以下の 2 つの例で問題を実証してみます。

例 1

USE OMP_LIB
INTEGER :: i = 0
INTEGER :: local_i
local_i = i
!$OMP TARGET
!$OMP PARALLEL FIRSTPRIVATE(local_i)
IF (omp_get_thread_num() .EQ. 0) THEN ! thread 0 takes this path
!$OMP ATOMIC
i=i+1
!$OMP END ATOMIC
ELSE ! the other threads take this path
DO WHILE (local_i .EQ. 0)
!$OMP ATOMIC READ
local_i=i
!$OMP END ATOMIC
END DO
END IF
!$OMP END PARALLEL
!$OMP END TARGET
END

例 2

INTEGER :: i = 0
INTEGER :: local_i
local_i = i
!$OMP TARGET
!$OMP PARALLEL FIRSTPRIVATE(local_i)
!$OMP SECTIONS
!$OMP SECTION ! thread 0 executes this section
!$OMP ATOMIC
i=i+1
!$OMP SECTION ! thread 1 executes this section
DO WHILE (local_i .EQ. 0)
!$OMP ATOMIC READ
local_i=i
!$OMP END ATOMIC
END DO
!$OMP END SECTIONS
!$OMP END PARALLEL
!$OMP END TARGET
END
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第 10 章 言語間呼び出し

Fortran アプリケーションは、Fortran 以外の言語で作成されたルーチンへの言語間
呼び出しを実行できます。

このガイドラインでは、読者はすべての適用可能な言語の構文に精通されているこ
とを前提にしています。

XL Fortran 外部名の規則
混合言語プログラムの作成を支援するために、XL Fortran はグローバル・エンティ
ティーの名前をリンカーが解決することができる外部名に変換するときに、一貫性
のあるルール・セットに従います。

この場合の規則は次のとおりです。

v 下線 (_) とドル記号 ($) の両方とも、名前のどの位置でも有効な文字です。

下線で始まる名前はライブラリー・ルーチンの名前に予約済みのため、下線は
Fortran 外部名の先頭文字としては使用しません。

Fortran と非 Fortran の関数名での競合を避けるために、 Fortran プログラムは
-qextname オプションを指定してコンパイルします。 このオプションは
Fortran 名の後尾に下線を追加します。 さらに、Fortran から呼び出す任意の非
Fortran プロシージャーの最後の文字にも下線を使用します。

v 名前の長さは最大 250 文字です。

v プログラムとシンボル名は、デフォルトですべて小文字にインタープリットされ
ます。新しく非 Fortran コードを作成する場合は、すべて小文字プロシージャー
名を使用し、 Fortran からのプロシージャーの呼び出しを単純化します。

名前に大文字と小文字の両方を使用したい場合は、-U オプション、または
@PROCESS MIXED ディレクティブを使用できます。

@process mixed
external C_Func ! With MIXED, we can call C_Func, not just c_func.
integer aBc, ABC ! With MIXED, these are different variables.
common /xYz/ aBc ! The same applies to the common block names.
common /XYZ/ ABC ! xYz and XYZ are external names that are

! visible during linking.
end

v モジュール・プロシージャーの名前は __ (二連下線)、モジュール名、 _IMOD_
(組み込みモジュールの場合) または _NMOD_ (非組み込みモジュールの場合)、お
よびモジュール・プロシージャーの名前を連結して形成されます。例えば、モジ
ュール MYMOD のモジュール・プロシージャー MYPROC には、外部名
__mymod_NMOD_myproc があります。

注: シンボリック・デバッガーおよび他のツールは、モジュール・プロシージャ
ーを含む XL Fortran プログラムをデバッグするときに、この命名方式を把握す
る必要があります。例えば、一部のデバッガーでは、プログラム名とシンボル名
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をデフォルトで小文字として扱います。この動作のために、モジュール・プロシ
ージャーを持つ XL Fortran プログラムをデバッグするときに、大/小文字混合
の使用を変更する必要があります。

v XL コンパイラーは、main を外部エントリー・ポイント名として使用するコード
を生成します。main は、以下のコンテキストでは外部名としてのみ使用できま
す。

– Fortran プログラム、またはローカル変数名。 (この制限の意味するところ
は、main をバインディング・ラベルとして、あるいは外部関数、外部サブル
ーチン、ブロック・データ・プログラム単位、または共通ブロックの名前に
は使用できないということです。 そのようなオブジェクトへの参照は、ユー
ザー自身が生成したものではなく、コンパイラーが生成した main を使用し
ます。)

– C プログラムのトップレベル main 関数の名前

v プログラムをリンクするときに、その他にいくつかの命名競合が発生する可能性
があります。これを回避するための手順については、「XL Fortran コンパイラ
ー・リファレンス」の『リンク中の命名競合の回避』を参照してください。

別のシステムからユーザー・アプリケーションを移植していて、このような命名競
合が起こるのであれば、 -qextname オプションの使用が必要になることがありま
す。

混合言語の入出力
パフォーマンスを改善するために、XL Fortran ランタイム・ライブラリーには、こ
のライブラリー用のバッファーとこれを処理するためのバッファーがあります。こ
れは混合言語プログラムでは、同じファイルに対して異なる言語からの入出力操作
を自由に混用できないということです。

複数の Fortran コンパイラー、例えば xlf および gfortran によってコンパイルさ
れたコードを混用すると、同じような問題に直面する可能性があります。最も安全
な方法としては、別の Fortran コンパイラーでコンパイルされたコードは非
Fortran コードとして処理することです。このようなケースにおいてデータの保全性
を維持する方法は、次のとおりです。

v ファイル位置が重要でない場合は、別の言語で書かれたサブプログラムから、プ
ログラムの Fortran 部分にあるファイルに対して入出力操作を実行する前に、そ
のファイルを開いて、明示的に閉じる必要があります。

v Fortran で書かれたファイルを開いて、そのファイルを別の言語から操作するに
は、flush_ プロシージャーを呼び出してそのファイル用のバッファーを保存し、
次に getfd プロシージャーを呼び出して対応するファイル記述子を探し、それを
非 Fortran サブプログラムに渡します。

flush_ プロシージャーを呼び出す代わりに、buffering 実行時オプションを使用
して、入出力操作でのバッファリングを使用不能にすることができます。
buffering=disable_preconn と指定すると、 XL Fortran は事前接続装置のバッ
ファリングを使用不可にします。 buffering=disable_all と指定すると XL
Fortran はすべての論理装置のバッファリングを使用不可にします。
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注: ファイルのバッファーをフラッシュするために flush_ を呼び出した後は、
プログラムの Fortran パーツであるファイルには、非 Fortran 処理が完了する
ときのクローズ以外は何もしないでください。

v WRITE 文を含む XL Fortran サブプログラムが、非 Fortran のメインプログラ
ムから呼び出される場合は、データ・ファイルを明示的に CLOSE するか、また
は XL Fortran サブプログラムの flush_ サブルーチンを使用して、バッファー
を確実にフラッシュします。別の方法として、バッファリング実行時オプション
を使用して、入出力操作のバッファリングを使用不可に設定できます。

flush_ および getfd プロシージャーの詳細は、「XL Fortran ランゲージ・リファ
レンス」の 『サービス・プロシージャーおよびユーティリティー・プロシージャ
ー』の節を参照してください。バッファリングの実行時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 『実行時オプションの設定』
を参照してください。

Fortran と C++ の混用
1 つのプログラムの中で Fortran と C++ を混用するときは、C++ コンパイラーを
呼び出して最終プログラムを正しくリンクする必要があります。

この節の内容のほとんどは、Fortran および類似のデータ型と命名体系を持つ言語に
適用します。ただし、同じプログラムで Fortran と C++ を混用するには、間接参
照のエクストラ・レベルを追加し、 C++ ラッパー関数を使用して言語間呼び出し
を受け渡さなければなりません。

C++ コンパイラーは一部の C++ オブジェクトの名前をマングルするため、xlC ま
たは g++ のような、C++ コンパイラーの呼び出しコマンドを使用して最終プログ
ラムをリンクし、 に示されているように、XL Fortran ライブラリー・ディレクト
リーおよびライブラリー用に -L オプションおよび -l オプションを組み込む必要が
あります。

program main

integer idim,idim1

idim = 35
idim1= 45

write(6,*) 'Inside Fortran calling first C function'
call cfun(idim)
write(6,*) 'Inside Fortran calling second C function'
call cfun1(idim1)
write(6,*) 'Exiting the Fortran program'
end

図 4. メイン Fortran プログラム (C++ (main1.f) の呼び出し)
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このプログラムをコンパイルし、xlC コマンドでリンクして実行し、次の出力を生
成します。

#include <stdio.h>
#include "cplus.h"

extern "C" void cfun(int *idim){
printf("%%Inside C function before creating C++ Object¥n");
int i = *idim;
junk<int>* jj= new junk<int>(10,30);
jj->store(idim);
jj->print();
printf("%%Inside C function after creating C++ Object¥n");
delete jj;
return;

}

extern "C" void cfun1(int *idim1) {
printf("%%Inside C function cfun1 before creating C++ Object¥n");
int i = *idim1;
temp<double> *tmp = new temp<double>(40, 50.54);
tmp->print();
printf("%%Inside C function after creating C++ temp object¥n");
delete tmp;
return;

}

図 5. C++ (cfun.C) を呼び出すための C++ ラッパー関数

#include <iostream.h>

template<class T> class junk {

private:
int inter;
T templ_mem;
T stor_val;

public:
junk(int i,T j): inter(i),templ_mem(j)

{cout <<"***Inside C++ constructor" << endl;}

~junk() {cout <<"***Inside C++ Destructor" << endl;}

void store(T *val){ stor_val = *val;}

void print(void) {cout << inter << "¥t" << templ_mem ;
cout <<"¥t" << stor_val << endl; }};

template<class T> class temp {

private:
int internal;
T temp_var;

public:
temp(int i, T j): internal(i),temp_var(j)

{cout <<"***Inside C++ temp Constructor" <<endl;}

~temp() {cout <<"***Inside C++ temp destructor" <<endl;}

void print(void) {cout << internal << "¥t" << temp_var << endl;}};

図 6. Fortran (cplus.h) から呼び出される C++ コード
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Inside Fortran calling first C function
%Inside C function before creating C++ Object
***Inside C++ constructor
10 30 35
%Inside C function after creating C++ Object
***Inside C++ Destructor
Inside Fortran calling second C function
%Inside C function cfun1 before creating C++ Object
***Inside C++ temp Constructor
40 50.54
%Inside C function after creating C++ temp object
***Inside C++ temp destructor
Exiting the Fortran program

C 関数処理呼び出しの作成
引数をサブプログラム呼び出しに受け渡す場合は、通例の Fortran 規則を使用して
引数のアドレスを受け渡します。多数の C 関数は受け渡される引数をアドレスとし
てではなく値として待っています。

これらの引数に対して、C の呼び出しで %VAL(引数) を指定するか、または、標
準規則の VALUE 属性を利用します。例:

MEMBLK = MALLOC(1024) ! Wrong, passes the address of the constant
MEMBLK = MALLOC(N) ! Wrong, passes the address of the variable

MEMBLK = MALLOC(%VAL(1024)) ! Right, passes the value 1024
MEMBLK = MALLOC(%VAL(N)) ! Right, passes the value of the variable

詳細については、 320 ページの『参照によるか、または値による引数の受け渡
し』 および 「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の 『%VAL および
%REF』 を参照してください。

ある言語から別の言語へのデータの受け渡し
ある言語から別の言語にデータを受け渡すときは、Fortran および C の対応するデ
ータ型を指定する必要があります。

次表の「Fortran と C で対応するデータ型」は、 XL Fortran および C 言語で使
用可能なデータ型です。これ以降のトピックでは、Fortran 引数を C プログラム
に、参照によって受け渡す方法について説明します。 Fortran Standard インター
オペラビリティー・フィーチャーを使用する場合は、「XL Fortran ランゲージ・リ
ファレンス」の中の 『BIND 属性』および 『ISO_C_BINDING モジュール』を参
照してください。

引数の言語間受け渡し
Fortran プロシージャーの呼び出しでは、 C ルーチンは次の表のリストに記載され
た型でポインター指定した引数を受け渡す必要があります。

表 27. Fortran および C に対応するデータ型

XL Fortran データ型 XL C/C++ データ型

INTEGER(1)、BYTE signed char

INTEGER(2) signed short

INTEGER(4) signed int
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表 27. Fortran および C に対応するデータ型 (続き)

XL Fortran データ型 XL C/C++ データ型

INTEGER(8) signed long long

REAL、REAL(4) float

REAL(8)、DOUBLE PRECISION double

REAL(16) long double

COMPLEX、COMPLEX(4) float _Complex

COMPLEX(8), DOUBLE COMPLEX double _Complex

COMPLEX(16) long double _Complex

LOGICAL(1) unsigned char

LOGICAL(2) unsigned short

LOGICAL(4) unsigned int

LOGICAL(8) unsigned long long

CHARACTER char

CHARACTER(n) char[n]

Integer POINTER void *

Array array

順次派生型 structure (C/C++ -qalign=packed オプショ
ン指定)

注:

1. 言語間通信では、多くの場合 320 ページの『参照によるか、または値による引
数の受け渡し』に定義されている %VAL 組み込み関数、または標準準拠
VALUE 属性、 それに %REF 組み込み関数の使用が必要になります。

2. C プログラムは、非プロトタイプの C 関数を呼び出すときに、 float 値を
double および short integer 値に自動的に変換します。 XL Fortran は、値に
よる受け渡しで REAL(4) 数量の型変換を行わないため、REAL(4) および
INTEGER(2) を、明示的インターフェースを使用して宣言されていない C 関数
に、値による受け渡しをしてはいけません。

3. Fortran 派生型、および C 構造体は、サブオブジェクトの数値、データ型、お
よび長さで互換データ型になるように一致させる必要があります。

ディレクトリー /opt/ibm/xlf/15.1.0/samples に収納されている 1 つ以上のサン
プル・プログラムは、Fortran から C を呼び出す方法を示しています。

XL Fortran によって提供されている Fortran Standard インターオペラビリティ
ー・フィーチャーを使用する場合は、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
中の『言語インターオペラビリティー・フィーチャー』のセクションを参照してく
ださい。

グローバル変数の言語間受け渡し
C データ構造体を Fortran プログラム内からアクセスしたり、共通ブロックを C
プログラム内からアクセスする方法については、次のステップに従ってください。
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1. C 構造体メンバーの 1 対 1 マッピングを提供する名前付き共通ブロックを作
成する。名前のない共通ブロックの場合は、名前付き共通ブロックに変更しま
す。この共通ブロックには C 構造体の名前を付けます。

2. この C 構造体について、その関数の外部の宣言に置くか、または extern 修飾
子を使用して関数の内部の宣言に置いて、グローバル変数として宣言する。

3. パックされた構造体を取得するために C ソース・ファイルをコンパイルする。

program cstruct struct mystuff {
real(8) a,d double a;
integer b,c int b,c;
. double d;
. };
common /mystuff/ a,b,c,d
. main() {
.
end }

名前付き共通ブロックを特に必要としない場合は、C 構造体として同じ 1 対 1 マ
ッピングで順次派生型を作成し、C 関数への引数として受け渡すことができます。
パックされた構造体を取得するか、struct に #pragmas を入れるために C ソー
ス・ファイルをコンパイルする必要があります。

THREADLOCAL と宣言される共通ブロックは、コンパイラー生成コードで動的に
割り振られるスレッド固有のデータ域です。静的ブロックが、なお
THREADLOCAL 共通ブロックに予約されていますが、コンパイラーとコンパイラ
ーのランタイム環境は、それを制御情報として使用します。 Fortran と C のプロ
シージャー間で THREADLOCAL 共通ブロックを共用する必要がある場合、ユー
ザーの C ソースは THREADLOCAL 共通ブロックのインプリメンテーションを認
識していなければなりません。詳しくは、「XL Fortran ランゲージ・リファレン
ス」の『ディレクティブ (IBM 拡張)』 セクション、および 383 ページの『第 15
章 サンプル Fortran プログラム』を参照してください。

THREADPRIVATE を宣言する共通ブロックは、 THREADPRIVATE と宣言され
る C グローバル変数を使用してアクセスできます。

文字型の言語間受け渡し
言語間呼び出しでは、言語間での文字ストリングの受け渡しは面倒なことです。こ
の面倒である理由は、異なる言語がエンティティーを表す過程で、次のような相違
があるためです。

v Fortran の唯一の文字型は CHARACTER であり、 1 バイト 1 文字で連続する
バイトのセットでストアされます。 この長さはエンティティーのパーツとして
はストアされません。その代わりに、エンティティーが引数として受け渡される
ときに、宣言された引数リストの最後に、追加の引数として値による受け渡しが
行われます。引数のサイズは 8 バイトです。

v C の文字ストリングは char 型の配列としてストアされます。ヌル文字がストリ
ングの終了を表します。

注: コンパイラーにより、ヌル文字をある文字引数へ自動的に追加するには、
-qnullterm オプション (「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」に記載)
を使用します。
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混合言語プログラムの両方のパーツを作成している場合は、 C ルーチンに追加の
Fortran 長さ引数を処理させるか、または %REF 関数を使用してストリングを受け
渡しすることにより、この追加の引数を使用しないようにすることができます。前
から使用されている C ルーチンでは一般的なことですが、%REF を使用する場
合、 C ルーチンに受け渡されるそれぞれの文字ストリングの最後には 1 個のヌル
文字を連結して、ストリングの終了である場所を示す必要があります。

! Initialize a character string to pass to C.
character*6 message1 /'Hello¥0'/

! Initialize a character string as usual, and append the null later.
character*5 message2 /'world'/

! Pass both strings to a C function that takes 2 (char *) arguments.
call cfunc(%ref(message1), %ref(message2 // '¥0'))
end

C 言語の使用との互換性のために、XL Fortran 文字ストリングに以下のエスケー
プ・シーケンスをエンコードできます。

表 28. 文字ストリングのためのエスケープ・シーケンス

エスケープ 意味

¥b バックスペース

¥f 用紙送り

¥n 改行

¥r キャリッジ・リターン

¥t タブ

¥0 ヌル

¥' アポストロフィ (ストリングを終了しない)

¥" 二重引用符 (ストリングを終了しない)

¥ ¥ 円記号

¥x x、ここで x はその他任意の文字 (円記号は無視されます)

円記号 (¥) をストリングのエスケープ文字として解釈させたくない場合は、
-qnoescape オプションを指定してコンパイルします。

配列の言語間受け渡し
Fortran は配列エレメントを列優先順で昇順にストレージ・ユニットへストアしま
す。 C は配列エレメントを行優先順でストアします。 Fortran 配列指標は 1 から
始まり、一方 C 配列指標は 0 から始まります。

次の例は、A(3,2) で宣言される 2 次元配列が Fortran および C でどのようにスト
アされるかを示しています。

表 29. Fortran および C に対応する配列レイアウト： Fortran 配列参照 A(X,Y,Z) は C
では a[Z-1][Y-1][X-1] と表現されます。 C は個別のスカラー配列エレメントを値により
受け渡しますが、配列については参照により受け渡すことに留意してください。

Fortran エレメント名 C エレメント名

最下位ストレージ・ユニット A(1,1) A[0][0]

A(2,1) A[0][1]
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表 29. Fortran および C に対応する配列レイアウト (続き)： Fortran 配列参照 A(X,Y,Z)
は C では a[Z-1][Y-1][X-1] と表現されます。 C は個別のスカラー配列エレメントを値に
より受け渡しますが、配列については参照により受け渡すことに留意してください。

Fortran エレメント名 C エレメント名

A(3,1) A[1][0]

A(1,2) A[1][1]

A(2,2) A[2][0]

最高位ストレージ・ユニット A(3,2) A[2][1]

Fortran 配列の一部、または全部を別の言語に受け渡す場合は、次のように Fortran
90/Fortran 95 配列表記を使用します。

REAL, DIMENSION(4,8) :: A, B(10)

! Pass an entire 4 x 8 array.
CALL CFUNC( A )
! Pass only the upper-left quadrant of the array.
CALL CFUNC( A(1:2,1:4) )
! Pass an array consisting of every third element of A.
CALL CFUNC( A(1:4:3,1:8) )
! Pass a 1-dimensional array consisting of elements 1, 2, and 4 of B.
CALL CFUNC( B( (/1,2,4/) ) )

必要なところでは、Fortran プログラムは一時配列を構成し、すべてのエレメントを
連続するストレージにコピーします。すべてのケースで、C ルーチンはこの配列が
列優先レイアウトであることを把握しておく必要があります。

いずれの配列セクションまたは不連続配列でも、対応する仮引数が想定形状配列ま
たはポインターとして宣言される場所に、明示インターフェースが存在していなけ
れば、連続する一時アドレスとして受け渡されます。配列引数を指定された非
Fortran プロシージャーを呼び出すときに、配列記述子の作成 (言語間呼び出しには
サポートされていない) を避けるには、非 Fortran プロシージャーにいずれの明示
インターフェースも指定しないか、または対応する仮引数をインターフェースの仮
形状またはポインターとして宣言しないでください。

! This explicit interface must be changed before the C function
! can be called.
INTERFACE

FUNCTION CFUNC (ARRAY, PTR1, PTR2)
INTEGER, DIMENSION (:) :: ARRAY ! Change this : to *.
INTEGER, POINTER, DIMENSION (:) :: PTR1 ! Change this : to *

! and remove the POINTER
! attribute.

REAL, POINTER :: PTR2 ! Remove this POINTER
! attribute or change to TARGET.

END FUNCTION
END INTERFACE

ポインターの言語間受け渡し
整数 POINTER は、常時、ポインター・オブジェクトのアドレスを表し、次のよう
に値で受け渡す必要があります。

CALL CFUNC(%VAL(INTPTR))

Fortran 90 POINTER は言語間の往復でも受け渡されますが、それは呼び出される
プロシージャーに明示インターフェースがない場合か、または明示インターフェー
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スがあっても、その引数が POINTER 属性または仮形状宣言子を持たない場合のみ
です。いずれの POINTER 属性も除去したり、 TARGET に変更することが可能
であり、据え置き形状配列宣言子を明示形状または想定サイズになるように変更で
きます。

XL Fortran の参照渡し規則のために、他の言語からのスカラー値は、値そのもので
はなく、値のアドレスで受け渡す必要があります。例えば、Fortran に整数値 x を
受け渡す C 関数は、 &x を受け渡さなくてはなりません。 同様に、Fortran が整
数 POINTER として使用できるように、 Fortran にポインター値 p を受け渡す C
関数は、そのポインター値を void **p と宣言する必要があります。 C 配列には次
のような例外があります。すなわち、このポインター値を & 演算子なしで Fortran
に受け渡すことができます。

参照によるか、または値による引数の受け渡し
Fortran 以外の言語で作成されたサブプログラム (例えば、ユーザー作成 C プログ
ラム、またはオペレーティング・システム・ルーチン) を呼び出すには、実引数が
Fortran によって使用されるデフォルト方法とは異なる方法で、受け渡されることが
必要になる場合があります。システム・ライブラリー、例えば libc.so、に格納され
ている C ルーチンには、参照によるのではなく値によって引数を受け渡すことが必
要です。 (C は個別のスカラー配列エレメントを値により受け渡しますが、配列は
参照により受け渡します。)

デフォルトの受け渡し方法は、%VAL 組み込み関数または VALUE 属性、および
CALL 文または関数参照の引数リストに %REF 組み込み関数を使用して変更でき
ます。これらの組み込み関数は Fortran プロシージャー参照の引数リスト、または
代替の戻り指定子には使用できません。

%REF 参照により引数を受け渡します (呼び出されるサブプログラムが引数のアド
レスを受け取ります)。これは、文字ストリングに対して余分の長さ引数も
抑えること以外は、 Fortran のデフォルトの呼び出し方法と同じです。

%VAL
値により引数を受け渡します (呼び出されるサブプログラムは実引数と同じ
値を持つ引数を受け取りますが、この引数をどのように変更しても、実引数
には影響を及ぼしません)。

この組み込み関数は、CHARACTER(1)、 BYTE、論理、整数、実数、また
は複素式の実引数、あるいは順次派生型の実引数を指定して使用できます。
派生型のオブジェクトには、ポインター、配列、または長さが 1 バイトよ
り大きい文字構造体構成要素を含めることはできません。

実引数が、配列エンティティー、プロシージャー名、または 1 バイトより
大きい長さの文字式である場合は、 %VAL を使用できません。

%VAL は XL Fortran に中間値を 32 ビットまたは 64 ビットの実引数で
受け渡します。

32 ビット中間値

実引数が以下のいずれか 1 つであれば、

v 32 ビットより短い整数または論理の実引数は、32 ビット値の符
号付きに拡張される。
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v 32 ビットより長い整数または論理の実引数は、2 個の 32 ビッ
ト中間値に受け渡される。

v 実数型または複素数型の実引数は、複数 32 ビット中間値として
受け渡される。

v 順次派生型の実引数は、複数 32 ビット中間値として受け渡され
る。

バイト-名前付き定数と変数は、 INTEGER(1) であるかのように受
け渡されます。実引数が CHARACTER(1) であれば、 -qctyplss
コンパイラー・オプションが指定されているかどうかに関係なく、
コンパイラーはその左の部分を 32 ビット値までゼロを埋め込みま
す。

64 ビット中間値

実引数が以下のいずれか 1 つであれば、

v 64 ビットより短い整数または論理の実引数は、64 ビット値の符
号付きに拡張される。

v 実数型または複素数型の実引数は、複数 64 ビット中間値として
受け渡される。

v 順次派生型の実引数は、複数 64 ビット中間値として受け渡され
る。

バイト-名前付き定数と変数は、 INTEGER(1) であるかのように受
け渡されます。実引数が CHARACTER(1) であれば、 -qctyplss
コンパイラー・オプションが指定されているかどうかに関係なく、
コンパイラーはその左の部分を 64 ビット値までゼロを埋め込みま
す。

VALUE 属性
仮引数と実引数間の引数関連を指定します。これにより、仮引数に実引数の
値を指定して受け渡すことができます。値の変更、または仮引数の定義状況
は実引数に影響を及ぼしません。

VALUE 属性は仮引数のみに指定してください。

%VAL または %REF 組み込み関数を使用して、VALUE 属性を持つ仮引
数または関連付けられた実引数を参照してはなりません。

VALUE 属性を持つ仮引数を指定された参照プロシージャーには、明示イン
ターフェースが必要です。

次の項目に VALUE 属性を指定してはいけません。

v 配列

v ALLOCATABLE 構成要素を持つ派生型

v ダミー・プロシージャー

EXTERNAL FUNC
COMPLEX XVAR
IVARB=6

CALL RIGHT2(%REF(FUNC)) ! procedure name passed by reference
CALL RIGHT3(%VAL(XVAR)) ! complex argument passed by value
CALL TPROG(%VAL(IVARB)) ! integer argument passed by value
END
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%VAL および %REF の明示インターフェース
%VAL と %REF の呼び出しをそれぞれの引数リストにコーディングすることを避
けるために、次のように非 Fortran プロシージャーに明示インターフェースを指定
できます。

INTERFACE
FUNCTION C_FUNC(%VAL(A),%VAL(B)) ! Now you can code "c_func(a,b)"

INTEGER A,B ! instead of
END FUNCTION C_FUNC ! "c_func(%val(a),%val(b))".

END INTERFACE

VALUE 属性指定の例
Program validexm1

integer :: x = 10, y = 20
print *, 'before calling: ', x, y
call intersub(x, y)
print *, 'after calling: ', x, y

contains
subroutine intersub(x,y)
integer, value :: x
integer y
x = x + y
y = x*y
print *, 'in subroutine after changing: ', x, y

end subroutine
end program validexm1

予期出力:

before calling: 10 20
in subroutine after changing: 30 600
after calling: 10 600

gcc から/gcc への COMPLEX 値の受け渡し
Fortran と GCC 間の COMPLEX 値の受け渡しは、-qfloat=[no]complexgcc サブ
オプションに指定された値によって決まります。 -qfloat=complexgcc が指定され
ると、コンパイラーは複素数値を受け渡したり戻したりするときに、 Linux 規則を
使用します。 -qfloat=nocomplexgcc がデフォルトです。

-qfloat=complexgcc の場合、COMPLEX*8 値は 1 GPR に受け渡され、
COMPLEX*16 値は 2 GPR に受け渡されます。 -qfloat=nocomplexgcc の場合
は、COMPLEX *8 値と COMPLEX *16 値が、 2 つの浮動小数点レジスター
(FPR) に受け渡されます。 COMPLEX *32 値は、-qfloat=complexgcc と
-qfloat=nocomplexgcc の両方の場合に、常時 4 FPR に受け渡されます (gcc が
COMPLEX*32 をサポートしていないため)。

-qfloat=complexgcc の場合、COMPLEX*8 値は GPR3 に返され、COMPLEX*16
値は GPR 3-GPR4 に返されます。 -qfloat=nocomplexgcc、COMPLEX *8 および
COMPLEX *16 値は、 FPR1-FPR2 に戻されます。 -qfloat=complexgcc と
-qfloat=nocomplexgcc の両方の場合、COMPLEX *32 は、常時 FPR1-FPR4 に戻
されます。
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Fortran 関数からの戻り値
XL Fortran は Fortran 関数の特定タイプについて、非 Fortran プロシージャーか
らの呼び出しをサポートしていません。 Fortran 関数が、ポインター、配列、また
は非定数文字の長さを戻す場合、外側の Fortran からこの関数を呼び出すことはし
ません。

このような関数は、次のように間接的に呼び出すことができます。

SUBROUTINE MAT2(A,B,C) ! You can call this subroutine from C, and the
! result is stored in C.

INTEGER, DIMENSION(10,10) :: A,B,C
C = ARRAY_FUNC(A,B) ! But you could not call ARRAY_FUNC directly.
END

OPTIONAL 属性指定の引数
参照によりオプショナル引数を受け渡すときに引数がないと、引数リストのアドレ
スはゼロです。

値によりオプショナル引数を受け渡すときに引数がないと、値はゼロです。コンパ
イラーは追加のレジスター引数を使用して、その値と通常のゼロ値と区別します。
このレジスターが 1 の値の場合は、オプショナル引数があり、0 の値の場合は、オ
プショナル引数はありません。

関連情報:

331 ページの『引数リストの引数の順序』

アセンブラー・レベルのサブルーチン・リンケージ規約
サブルーチンのリンケージ規約には、サブルーチンの入り口および出口におけるマ
シン状態が指定されており、同じか、または異なる言語で別々にコンパイルされる
ルーチンのリンクを可能にしています。

「System V Application Binary Interface: PowerPC Processor Supplement」 および
「64–bit PowerPC ELF Application Binary Interface Supplement」 にあるサブルーチ
ン・リンケージとシステム呼び出しに関する情報は、このトピックでは基本参照情
報です。これらについては、詳しく調べる必要があります。この節では、Fortran と
アセンブラー・プログラムの混合言語の作成、またはアセンブラー・レベルでのデ
バッグ (これについてはこの種の低水準言語の詳細情報を知る必要あり) のために必
要な情報を要約します。

システムのリンケージ規約では引数はレジスターで受け渡され、多数の浮動小数点
レジスター (FPR)、汎用レジスター (GPR)、ベクトル・レジスター (VPR) の利点
を十分に取り込み、サブルーチンの入り口と出口でのレジスターの保管と復元を最
小化します。このリンケージ規約では、引数が値をレジスター (FPR、GPR、VR、
または複数のレジスター・タイプ)、メモリー、またはその両方に受け渡したり、戻
したりすることができます。

次表は浮動小数点レジスターとその機能のリストです。浮動小数点レジスターは倍
精度 (64 ビット) です。
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表 30. 呼び出し間の浮動小数点レジスターの使用法

レジスター 呼び出し間での保存 使用内容

0 なし

1 なし FP パラメーター 1、関数の戻し 1

2 なし FP パラメーター 2、関数の戻し 2

3 なし FP パラメーター 3、関数の戻し 3、関数
の戻し複素数 *32。

4 なし FP パラメーター 4、関数の戻し 4、関数
の戻し複素数 *32。

5 なし FP パラメーター 5、関数の戻し 5
.
.
.

.

.

.

.

.

.

8 なし FP パラメーター 8、関数の戻し 8

9 なし FP パラメーター 9

10 なし FP パラメーター 10

11 なし FP パラメーター 11

12 なし FP パラメーター 12

13 なし FP パラメーター 13

14-31 あり ローカル変数

次表は汎用レジスターとその機能のリストです。

表 31. 呼び出し間の汎用レジスターの使用法

レジスター 呼び出し間での保存 使用内容

0 なし

1 あり スタック・ポインター

2 あり システム予約の TOC/GOT ポインター。

3 なし 引数リストの第 1 ワード、戻り値 1

4 なし 引数リストの第 2 ワード、戻り値 2

5 なし 引数リストの第 3 ワード
.
.
.

.

.

.

.

.

.

10 なし 引数リストの第 8 ワード

11-12 なし

13 あり SDA (スレッド・ローカル・ストレージ) ポ
インター。

14-30 なし ローカル変数

31 あり ローカル変数または『環境ポインター』。

レジスターが「保存済み」と指定されない場合、その内容は呼び出し中に変更される可能性
があるため、その値が後で必要になるレジスターは、呼び出し側の責任で保管する必要があ
ります。反対に、レジスターが「保存されることになっている」場合は、呼び出し先が呼び
出しの間、その内容を保存する責任があり、呼び出し側はどのような特別な処置も行う必要
はありません。
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次の表はベクトル・レジスター規約のリストです。

表 32. 呼び出し間の VMX ベクトル・レジスターの使用法

レジスター 呼び出し間での保存 使用内容

0 なし ローカル変数

1 なし ローカル変数

2 なし ベクトル・パラメーター 1、
ベクトル結果 1

3 なし ベクトル・パラメーター 2、
ベクトル結果 2

4 なし ベクトル・パラメーター 3、
ベクトル結果 3

5 なし ベクトル・パラメーター 4、
ベクトル結果 4

6 なし ベクトル・パラメーター 5、
ベクトル結果 5

7 なし ベクトル・パラメーター 6、
ベクトル結果 6

8 なし ベクトル・パラメーター 7、
ベクトル結果 7

9 なし ベクトル・パラメーター 8、
ベクトル結果 8

10 なし ベクトル・パラメーター 9

11 なし ベクトル・パラメーター 10

12 なし ベクトル・パラメーター 11

13 なし ベクトル・パラメーター 12

14-19 なし ローカル変数

20-31 あり ローカル変数

VSX レジスター 32-63 に対応する VMX ベクトル・レジスター VR0-31。VSX レジスター
0-31 の上位半分に対応する FPR 浮動小数点レジスター FP0-31。

次表は特殊目的のレジスター規約リストです。

表 33. 呼び出し間の特殊目的レジスターの使用法

レジスター 呼び出し間での保存

条件レジスター
ビット 0-7 (CR0、CR1)
ビット 8-22 (CR2、CR3、CR4)
ビット 23-31 (CR5、CR6、CR7)

なし
あり
なし

リンク・レジスター なし

カウント・レジスター なし

XER レジスター なし

FPSCR レジスター 制御フラグを変更するための関数の呼び出し
の場合を除いて、制御フラグは保持されま
す。状況フラグは保持されません。
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スタック
スタックはローカル・ストレージ、レジスター保管域、パラメーター・リスト、お
よび呼び出しチェーン・データを保持するために使用されるストレージの一部で
す。スタックは上位アドレスから下位アドレスに増えていきます。スタック・ポイ
ンター・レジスター (レジスター 1) はスタックの現在の『先頭』をマークします。

スタック・フレームは、単一プロシージャーで使用されるスタックの一部です。い
ずれにしても、スタック・フレーム・サイズは、呼び出し側のスタック・ポインタ
ーと呼び出し先のスタック・ポインター間の差として、最適に定義されています。

次の図は、典型的なスタック・フレームのストレージ・マップを示しています。

この図では、現在のルーチンは他の関数を呼び出すことができるスタック・フレー
ムを獲得しています。ルーチンがいずれの呼び出しも行わなくて、ローカル変数ま
たは一時の変数がない場合、しかも、どのような不揮発性レジスターをも保管する
必要がない場合は、関数がスタック・フレームを割り振る必要はありません。必要
であれば、関数は呼び出し先のスタック・フレームがある場所の先頭のレジスター
保管域を使用することができます。

スタック・フレームは 4 倍長ワードに位置合わせされます。

次の図は典型的なスタック・フレームのストレージ・マップを示しています。
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リンケージ域および最小スタック・フレーム
リンケージ域はプロシージャーへの入り口にある呼び出し側のスタック・ポインタ
ーから相対位置がゼロのところに 4 個のダブルワードで作られています。先頭のダ
ブルワードには、呼び出し側のバック・チェーン (スタック・ポインター) が格納さ
れます。 2 番目のダブルワードの最初の半分は、必要であれば、呼び出し先が条件
レジスター (CR) を保管する場所です。 3 番目のダブルワードは、必要であれば、
呼び出し先のプロローグ・コードがリンク・レジスターを保管する場所です。 最後

LOW ADDRESS Stack grows at this end

Callee's stack pointer 0 Back chain
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Saved LR

Saved TOC Ptr
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(callee)16

24
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図 7. Runtime Stack
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のダブルワード (4 番目のダブルワード) は、ルーチンがグローバル・エントリー・
ポイント経由で呼び出された場合 (例えば、共有ライブラリー内にある場合、また
はポインター経由で呼び出された場合)、呼び出し側の TOC ポインターが保存され
る場所です。スタック・フレームの最小サイズは 32 バイトです。

入力パラメーター域
入力パラメーター域は、呼び出し先の入力パラメーターのレジスター・イメージを
表すために、特定の条件下 (オーバーフロー域が必要な場合、または呼び出し先が
varargs 関数として宣言されている場合) で、呼び出し側プログラムによって予約さ
れた連続ストレージの一部です。入力パラメーター域は 4 倍長ワードに位置合わせ
され、呼び出し側のリンク域のすぐ後のスタックに配置されます。これが割り振ら
れた場合、この領域のサイズは少なくとも 8 ダブルワードです。8 ダブルワードを
超えるパラメーターが渡される場合、呼び出し側のスタック・ポインターから相対
位置で正の方向に 96 の位置から始まる領域にレジスター・イメージとして格納さ
れます。

先頭の 8 ダブルワードは呼び出し点でレジスターにのみ使用され、スタックには使
用されません。 残りのワードは、常時スタックにあります。

レジスター保管域
レジスター保管域は、GPR および FPR に対してダブルワードに位置合わせされ、
VR に対して 4 倍長ワードに位置合わせされます。この保管域は呼び出し先プログ
ラムで使用されるすべての不揮発性 FPR、GPR、および VR を保管するために必要
なスペースを提供します。FPR はリンク域の最小スタック・フレームの次に保管さ
れます。 FPR はスタック・フレームの最上位アドレスに保管されます。 GPR は
FPR のすぐ下 (下位アドレス) に保管されます。VR は GPR のすぐ下 (下位アドレ
ス) に保管されます。呼び出される関数は、たとえ新規スタック・フレームを割り
振る必要がなくても、レジスターをここに保管することができます。システム定義
されたスタック・フロアには、次の最大可能保管域が組み込まれます。

18*8 for FPRs + 18*8 for GPRs + 12*16 for VRs

各レジスター・タイプについては、呼び出し先は、実際に使用する最下位のレジス
ター番号から始まって最上位のレジスター番号までの不揮発性レジスターのみ保管
する必要があります。例えば、r27 と r31 を使用する場合、r27 から r31 まで保管
する必要があることを意味します。

ローカル・スタック域
ローカル・スタック域は、ローカル変数と一時用に呼び出し先プロシージャーによ
り割り振られるスペースです。

出力パラメーター域
出力パラメーター域 (P1...Pn) はオプションです。varargs 関数を呼び出す場合、ま
たは 8 ダブルワードより多いパラメーターが渡される場合、出力パラメーター域は
割り振られる必要があります。 8 ダブルワードを超える受け渡しの場合は、現在の
スタック・ポインターから相対位置で 96 のところから始まる拡張リストが構成さ
れます。
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先頭の 8 ダブルワードは呼び出し点でレジスターにのみ使用され、スタックには使
用されません。 残りのダブルワードは常時スタックにあり、レジスターに格納する
こともできます。

引数受け渡しのためのリンケージ規約
システム・リンケージ規約は、使用可能な多数のレジスターの利点を取り込みま
す。

このリンケージ規約は GPR、FPR、および VR 内で引数を受け渡します。3 つの固
定リスト (R3-R10、FP1-FP13、VR2-VR13) には、使用可能な GPR、FPR、および
VR を指定します。

使用可能な引数 (GPR、FPR、VR) より多くの引数ワードがある場合は、残りのワ
ードはスタックのストレージに受け渡されます。ストレージの値は、レジスターに
あるかのように同じ値ですが、それらはメモリー・フォーマットです。一方、レジ
スター内の値は異なるフォーマットの可能性があります。以下にいくつかの例をあ
げます。単精度浮動小数点は FPR にある場合、倍精度フォーマットですが、メモ
リーにある場合または GPR に渡された場合、単精度フォーマットです。小構造体
は GPR にあるときは右寄せですが、メモリー内では左寄せです。ベクトルは、VR
にある場合、エレメント順序を反転して持つ可能性があります。

パラメーター域が割り振られなければならないとき、パラメーター域のサイズはス
タック・フレームに関連したプロシージャーから、呼び出し文に受け渡されるすべ
ての引数を格納するだけの十分な大きさです。特定呼び出しのための引数のすべて
が、実際にストレージに出力されるわけではありませんが、それぞれ 1 つ以上のダ
ブルワードを占有する引数がこの領域でリスト形成しているとみなすと扱いやすく
なります。

参照による呼び出しの場合 (Fortran ではデフォルト)、引数のアドレスはレジスタ
ーで受け渡されます。 C の場合、または %VAL が使用されるときの Fortran の
場合、次の情報は値による呼び出しを参照します。リストにこれらを表示する目的
で、引数は浮動小数点値 (8 つまでの単精度 REAL(4)、4 つまでの単精度
COMPLEX(8)、4 つまでの倍精度 REAL(8)、および 2 つまでの倍精度
COMPLEX(16) から成る、均一浮動小数点集合体を含む)、ベクトル値 (8 つまでの
ベクトル、およびベクトル・レジスターに渡されたその他の型から成る、均一ベク
トル集合体を含む)、または汎用値として分類されます。

v すべての汎用値には、ダブルワードに位置合わせされた 1 ダブルワードが必要
です。

v それぞれの単精度 (REAL(4)) 値、およびそれぞれの倍精度 (REAL(8)) 値は、リ
スト内の 1 ダブルワードを占有します。それぞれの拡張精度 (REAL(16)) 値
は、リスト内の連続した 2 ダブルワードを占有します。

v COMPLEX 値は、同じ kind の型パラメーターを持つ REAL 値の 2 倍のダブ
ルワードを占有します。

v VECTOR 値は、ベクトル・レジスター内で 4 ワード (16 バイト) を占有しま
す。

v Fortran および C では、構造体値はストレージのどの場所にあっても、すべて
適切な位置合わせ要件を満たす連続したワードに出力されます。構造体はフルワ
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ードで位置合わせされ、(sizeof(struct X)+7)/8 ダブルワードを占有し、最終
位置まで任意の埋め込みが行われます。 1 ダブルワード未満の構造体は、その
ダブルワードまたはレジスター内で右寄せされます。大きな構造体は複数のレジ
スターを占有し、一部はストレージに、一部はレジスターで受け渡されます。

v その他の集合値は『参照による値』が受け渡されます。これは、コンパイラーが
実際にそのアドレスを受け渡して、コピーが呼び出されるプログラムに作成され
るように調整することです。

v プロシージャー・ポインターまたは関数ポインターは、グローバル・エントリ
ー・ポイントのアドレス、または場合によってはプロシージャー・リンケージ・
テーブル (PLT) スタブのアドレスとして受け渡されます。このアドレスは、リ
ンカーによって、あるいはネストされたルーチンの、動的ライブラリー・ローダ
ーまたは trampoline コードによって自動的に生成されます。 詳しくは、 332
ページの『関数ポインター』を参照してください。

引数受け渡し規則 (値による)
次ページに示す図を使用して、以下の規則を説明します。

v 呼び出し先プロシージャーがパラメーター・リストを連続したストレージの一部
として取り扱えば (例えば、パラメーターのアドレスが C に取り込まれる場
合)、パラメーター・レジスターはそのためにスタックに予約されたスペースにス
トアされます。

v レジスター・イメージは、セクション 329 ページの『引数受け渡しのためのリ
ンケージ規約』に記載されているもの以外、スタックにストアされます。

v 存在する場合、引数域 (P1...Pn) は、最大のパラメーター・リストを保持するため
に十分な大きさでなければなりません。オーバーフロー・パラメーター域が必要
とされない場合、または呼び出された関数が varargs と宣言されない場合、引数
域は割り振られず、呼び出し先は独自の領域または個別の変数を割り振る必要が
あります。

以下は関数呼び出しの例です。

f(%val(l1), %val(l2), %val(l3), %val(l4), %val(l5), %val(l6), %val(l7),
%val(d1), %val(f1), %val(c1), %val(d2), %val(s1), %val(cx2))

凡例:

l は integer(4) (フルワード整数) を表す

d は real(8) (倍精度) を表す

f は real(4) (実数) を表す

s は integer(2) (ハーフワード整数) を表す

c は character (1 文字) を表す

cx は complex(8) (ダブル複素数) を表す
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引数リストの引数の順序
引数リストは次の順序で構成されます。 次の同じ黒丸項目に該当するものは、引数
キーワードが呼び出しで使用されているかどうかに関係なく、プロシージャー宣言
と同じ順序で表示されます。

v 実引数のすべてのアドレスまたは値 (または両方)1

v 値により受け渡されるオプショナル引数用の 『存在 (Present)』 標識

v ストリング 1 用の長さ引数

関数呼び出しのためのリンケージ規約
ルーチンに対する関数呼び出しでは、そのエントリー・ポイント・シンボルを使用
します。

1 つのルーチンは 2 つの関連シンボル、グローバル・エントリー・ポイント
(name) およびローカル・エントリー・ポイント (name にシンボル・テーブル・エ
ントリーで提供される短精度オフセットを加算) を持っています。新規 TOC ポイ
ンターのロードを必要とする可能性がある呼び出しは、GEP を使用します。例とし
て、共有ライブラリー境界を交差する呼び出しや、ポインター経由の呼び出しなど

1. その他の項目も Fortran-Fortran 呼び出しの際に、このリストに表示されることがあります。 しかし、これらの項目はこの節の呼び

出し規則に従う非 Fortran プロシージャーから見えません。
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があります。同じ TOC を共有する呼び出しは、LEP を使用します。例として、ネ
ストされたルーチンへの呼び出しや、静的にリンクされたルーチンへの呼び出しな
どがあります。ルーチンが呼び出されると、プログラムはエントリー・ポイントに
直接ブランチします。パラメーター (もしあれば) を該当するレジスターにロードす
ることを除いて、コンパイラーは関数への呼び出しを次の 2 つの命令シーケンスの
うちの 1 つまたは通常は両方に展開します。呼び出し先ルーチンが新規 TOC ポイ
ンターのロードを必要とする可能性がある場合のみ、特殊な NOP が必要です。

BL .foo # Branch to foo
ORI R0,R0,0x0000 # Special NOP

リンカーは BL 命令に達すると、以下の 2 つの中から 1 つを実施します。

1. foo がインポートされる場合 (同じオブジェクト・モジュールにインポートされ
るのではない)、リンカーは .foo への BL を foo に対するプロシージャー・
リンケージ・テーブル (PLT) スタブへの BL に変更して、PLT スタブをこの
オブジェクト・モジュールに挿入します。また、NOP 命令 (ORI R0,R0,0x0000)
が BL 命令の直後に続く場合、 リンカーは NOP 命令を、32 ビット・モード
では LOAD 命令 L R2, 24(R1)

2. foo がこの呼び出し側として同じオブジェクト・モジュールにバインドされ、上
記の LOAD 命令、または ORI R0,R0,0 が BL 命令の直後に続く場合、リンカ
ーは LOAD 命令を NOP (ORI R0,R0,0) に置き換えます。

ネストされたルーチンへの呼び出しは、さらに複雑です。ネストされたルーチン
は、ポインター経由で外部の親からのみアクセスできます。このポインターには、
コンパイラーによって自動生成された、親データにアクセスする環境ポインターを
そのルーチンに提供するための、trampoline ルーチンのアドレスが含まれます。
trampoline には実行可能スタックが必要であるため、ネストされたルーチンへのポ
インターは通常、root セキュリティー・アクセス権限のあるプログラムで使用する
べきではありません。

関数ポインター
関数ポインターは、その値がプロシージャー名全体に及ぶデータ型です。この型の
変数は C および Fortran などのいくつかのプログラム言語で使用されます。
Fortran では、EXTERNAL 文に使用される仮引数は関数ポインターです。 Fortran
は call 文のターゲット、または call 文の実引数などのコンテキストにおける関数
ポインターの使用について支援します。

関数ポインターは、ダブルワード数量です。これは、関数に対するグローバル・エ
ントリー・ポイントのアドレス、または関数に対するプロシージャー・リンケー
ジ・テーブル・スタブのアドレス、またはネストされた関数に対する trampoline
のアドレスです。

関数ポインターは、8 バイトの長さで、64 ビット・アドレスが格納されます。ロー
カル関数へのポインターの場合、格納されるアドレスはテキスト・セクションにあ
る関数のグローバル・エントリー・ポイント・アドレスです。インポートされる関
数の場合、アドレスはその関数の PLT スタブのアドレスです。すべて固有のイン
ポート関数は、実行可能ファイルまたは共有ライブラリーの非遅延シンボル・ポイ
ンターのセクションに PLT スタブを持ちます。
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関数値
関数は次のように、型に基づいて値を戻します。

v INTEGER と LOGICAL が、(符号/ゼロ拡張されて) R3 に戻されます。

v INTEGER と LOGICAL が、R3 に戻されます。

v REAL(4) または REAL(8) が、FP1 に戻されます。REAL(16) が、FP1 と FP2
に戻されます。

v COMPLEX(4) または COMPLEX(8) が、FP1 と FP2 に戻されます。
COMPLEX(16) が、FP1-FP4 に戻されます。

v 個々のベクトルの結果、およびベクトル・レジスターで処理された他の型が VR2
に戻されます。均一ベクトル集合体が 8 つまでのベクトル・レジスター (VR2
から VR9) に戻されます。

v 文字ストリングは呼び出し側で割り振られたバッファーに戻されます。このバッ
ファーのアドレスと長さは、隠しパラメーターとして R3 と R4 に戻されます。
先頭の明示パラメーター ダブルワード は R5 にあり、すべての後続パラメータ
ーはその次のダブルワードに移動されます。

v 均一浮動小数点構造体は 8 つまでの FPR (FPR1 から FPR8) に戻されます。均
一ベクトル構造体は 8 つまでの VR (VR2 から VR9) に戻されます。最大 2 ダ
ブルワードの他の構造体は、2 つまでの GPR (R3 から R4) に戻されます。他
の構造体は、呼び出し側によって割り振られるバッファーに戻されます。このア
ドレスは R3 に戻されます。長さはありません。 先頭の明示パラメーターは R4
にあります。

スタック・フロア
スタック・フロアは、スタックがそれより下には広がることができないシステム定
義のアドレスです。システムのすべてのプログラムにより、スタック・フロアの下
にあるスタック・セグメントのロケーションにアクセスすることは避けてくださ
い。

すべてのプログラムはスタックに関連した、以下のその他システム・インバリアン
トを維持する必要があります。

v スタック・ポインターは常に 4 倍長ワード (16 バイト) に位置合わせする。

v スタック・フレームの下にある短い距離内のロケーションが、スタックの割り振
り前または割り振り解除後に、あるいはこれまでスタックの割り振りがない状態
でアクセスされる場合を除き、スタック・フロアより下位のアドレスからデータ
が保存およびアクセスされることはない。

v スタック・ポインターは常時有効にする。 スタック・ポインターが単一命令で
確実に変更されるように注意する必要があります。新規スタック・フレームを割
り振るとき、その同じ命令によって新規スタック・フレームの最初に古いスタッ
ク・ポインターを保存する必要があります。割り振りが 32,767 バイトより多い
場合、指標レジスターを即値オペランドの代わりに使用する必要があります。こ
のステップでは、シグナル・ハンドラーがスタック・データをオーバーレイして
しまうか、あるいはスタック・セグメントを間違ってオーバーフローしているか
のように見えてしまうタイミング・ウィンドウがないようにします。
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スタック・オーバーフロー
リンケージ規約はオーバーフローに対する明示的インライン検査を必要としませ
ん。オペレーティング・システムはストレージ保護機構を使用して、スタック・セ
グメントの終端を越えるストアを検出します。

プロローグとエピローグ
プロシージャーに入るとき、およびプロシージャーから出るときに考慮しなければ
ならないいくつかのステップがあります。

プロシージャーの入り口で、以下のステップの一部またはすべてを実施されること
をお勧めします。

1. 必要な場合、スタック・ポインターから。

2. プロシージャーが使用するものが CR ビット 8-23 (CR2、CR3、CR4) のいずれ
かである場合、 のところにこの CR を保管する。

3. このプロシージャーで使用されるすべての不揮発性 FPR を FPR 保管域

4. このプロシージャーで使用されるすべての不揮発性 VR を VR 保管域に保管す
る。

5. このプロシージャーで使用されるすべての不揮発性 GPR を GPR 保管域に保
管する。

6. バック・チェーンをアトミックにストアし、スタック・フレームのサイズを使用
してスタック・ポインターを減少させる。スタック・オーバーフローが発生した
場合、バック・チェーンのストアが行われるときに、即座にそのことを知らされ
ることを覚えておいてください。

プロシージャーの出口で、以下のステップの一部またはすべてを実行することをお
勧めします。

1. 変更済みの、すべての保管された GPR を復元する。

2. 変更済みの、すべての保管された FPR を復元する。

3. 変更済みの、すべての保管された VR を復元する。

4. CR (CR2、CR3、CR4) のビット 8-23 を復元する (過去にそれらを使用し、必
要である場合)。

5. スタック・ポインターを入り口で持っていた値にアトミックに復元する。

6. 呼び出し側に戻る。

トレースバック
XL Fortran はトレースバック・メカニズムをサポートします。これはシンボリッ
ク・デバッガーが呼び出しまたは戻りスタックを解明するために必要になります。
それぞれのオブジェクト・モジュールには、そのコードの最後の部分のテキスト・
セグメントにトレースバック・テーブルがあります。このテーブルには、スタッ
ク・フレームやレジスター情報だけでなく、オブジェクト・モジュールの型を含む
オブジェクト・モジュールに関する情報も格納されています。

注: トレースバック・テーブルは、-qtbtable オプションを使用して、小さくする
か、完全に削除することができます。
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第 11 章 XL Fortran 入出力 (I/O) の実装詳細

本トピックでは、Linux ファイル・システムに対する XL Fortran サポートについ
て (拡張機能、プラットフォーム固有の詳細を通して) 説明します。

入出力操作に関連した考慮事項の詳細については、 312 ページの『混合言語の入出
力』 を参照してください。

ファイル・フォーマットのインプリメンテーション詳細
XL Fortran がファイルをインプリメントする方法は、ファイル・フォーマットに基
づいています。

順次アクセスの不定形式ファイル:
レコード長を格納する整数がレコードの前にあり、その後に各レコードが続
きます。整数の長さは、uwidth ランタイム・オプションを 32 (デフォル
ト) に設定すると 4 バイト、uwidth ランタイム・オプションを 64 に設定
すると 8 バイトです。

順次アクセスの定形式ファイル:
XL Fortran プログラムはこれらのファイルを読み取るときに、改行文字
(X'0A') をレコード分離文字として使用し、レコードに分割します。

出力のときに、入出力システムは各レコードの最後に改行文字を書き込みま
す。プログラム自体で改行文字を書き込むこともできます。 この方法はお
勧めできません。それは、作成しようとする単一のレコードが読み取りまた
はバックスペースされるときに、複数レコードとして処理される結果になる
からです。

直接アクセス・ファイル:
XL Fortran は、長さが XL Fortran ファイルのレコード長の複数倍である
オペレーティング・システム・ファイルを使用して、直接アクセス・ファイ
ルをシミュレートします。このために、OPEN 文で直接アクセス・ファイ
ルのレコード長 (RECL) を指定する必要があります。 XL Fortran はこの
レコード長を使用して、相互のレコードを区別します。

例えば、レコード長 100 バイトの直接アクセス・ファイルの 3 番目のレコ
ードは、 Linuxファイルの単一レコードの 201 番目から始まり 300 番目で
終ります。

直接アクセス・ファイルのレコード長がレコードに書き込むデータの合計よ
り大きい場合、 XL Fortran はレコードの右側をブランク (X'20') で埋め込
みます。

ストリーム不定形式ファイル:
不定形式ストリーム・ファイルはファイル記憶単位の集合と見なされます。
XL Fortran では、ファイル記憶単位は 1 バイトです。

不定形式ストリーム・アクセスに接続されたファイルは、以下の特性を持っ
ています。
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v 先頭のファイル記憶単位は 1 番目の位置です。 それぞれ後続のファイ
ル記憶単位は、直前のファイル記憶単位の位置より 1 つ大きい位置で
す。

v 位置を合わせることができるファイルの場合は、ファイル記憶単位をそ
の位置の順に読み取ったり、書き込んだりする必要はありません。ファ
イルが作成されてからファイル記憶単位が書き込まれたこと、およびこ
の接続には READ 文が許可されているという条件であれば、ファイルが
装置に接続されている間は、いずれのファイル記憶単位もこのファイル
から読み取ることができます。

ストリーム・アクセスの定形式ファイル:
定形式ストリーム・アクセスに接続されたレコード・ファイルは、以下の特
性を持っています。
v 一部のファイル記憶単位はレコード・マーカーを表すものがあります。

レコード・マーカーは 改行文字 (X'0A') です。
v このファイルはストリーム構造体に加えて、レコード構造体も持ってい

ます。
v レコード構造体はファイルにストアされるレコード・マーカーから推察

されます。
v レコードは、XL Fortran によって許可されている内部制限までの任意

の長さを持つことができます (「XL Fortran コンパイラー・リファレン
ス」の XL Fortran『内部制限』 を参照してください。)

v ファイルの終わりにレコード・マーカーがある場合と、ない場合があり
ます。 ファイルの終わりにレコード・マーカーがない場合、最後のレコ
ードは不完全ですが、空ではありません。

定形式ストリーム・アクセスに接続されたファイルは、以下の特性を持って
います。
v 先頭のファイル記憶単位は 1 番目の位置です。 それぞれ後続のファイ

ル記憶単位は、直前のファイル記憶単位の位置より 1 つ大きい位置で
す。 不定形式ストリーム・アクセスとは違って、連続するファイル記憶
単位の位置は、いつも連続しているとは限りません。

v 定形式ストリーム・アクセスに接続されたファイルの位置は、
INQUIRE 文の POS= 指定子を使用して判別することができます。

v 位置を合わせることができるファイルの場合、ファイルの位置を直前の
INQUIRE の POS= 指定子により示された値に設定することができま
す。

関連情報
v 『XLFRTEOPTS 環境変数』

ファイル名
ファイル名を処理する場合、注意すべきいくつかの考慮事項があります。

ファイル名は相対 (file、dir/file、または ../file など)、または絶対 (/file または
/dir/file など) として指定することができます。 ファイル名 (絶対パス名) の最大
長は、入出力文に相対パス名のみ指定する場合 4095 文字です。パスを指定しない
ファイル名の最大長は 255 文字です。
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次のような場所では、有効なファイル名を指定する必要があります。

v OPEN および INQUIRE 文の FILE= 指定子

v INCLUDE 行

注: ロケーションが環境変数によって決まるファイルを指定するには、次のように
GET_ENVIRONMENT_VARIABLE 組み込みプロシージャーを使用して、環境変
数の値を取得します。

character(100) home, name
call get_environment_variable('HOME', value=home)
! Now home = $HOME + blank padding.
! Construct the complete path name and open the file.
name=trim(home) // '/remainder/of/path'
open (unit=10, file=name)
...
end

事前接続ファイルおよび暗黙的接続ファイル
ファイルが事前接続されたファイルであるか、暗黙的接続であるかは、それぞれの
装置および具体的な文によって決まります。

装置 0、5、および 6 はそれぞれ標準エラー、標準入力、および標準出力に対応
し、プログラム実行前に事前接続されています。

その他すべての装置は、ENDFILE、PRINT、READ、REWIND、または WRITE
文がオープンされていない装置で実行されるときに、暗黙的に接続できます。 装置
n は、fort.n という名前のファイルに暗黙的に接続されます。これらのファイルは
存在する必要はなく、対応する装置を暗黙的に使用しないのであれば、XL Fortran
はそれらのファイルを作成しません。

注: 装置 0 は標準エラーに事前接続されているため、装置 0 を順次入出力が伴う
CLOSE、ENDFILE、BACKSPACE、および REWIND 文には使用できません。装
置 0 を直接入出力やストリーム入出力には使用できません。装置 0 を OPEN 文
で使用できるのは、BLANK=、DELIM=、DECIMAL= または PAD= 指定子の値
を変更する場合のみです。

装置 5 および 6 (および *) も、次の例のように入出力文とその後に続くこれらの
装置の CLOSE 文で暗黙的に接続できます。

WRITE (6,10) "This message goes to stdout."
CLOSE (6)
WRITE (6,10) "This message goes in the file fort.6."
PRINT *, "Output to * now also goes in fort.6."

10 FORMAT (A)
END

暗黙的に接続されたファイルの FORM= 指定子は READ、WRITE、または
PRINT 各文が装置で実行される前に、FORMATTED という値を持っています。
あるファイルの最初の文で FORM= 指定子を次のように判別します。すなわち、文
のフォーマット設定指示がフォーマット指示、リスト指示、または名前リストの場
合は FORMATTED、文の指示がフォーマット設定でない場合は
UNFORMATTED です。
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さらに、事前接続ファイルのデフォルトの指定子値は、FORM='FORMATTED'、
STATUS='OLD'、および ACTION='READWRITE' になっています。

事前接続または暗黙的に接続されたファイルのその他のプロパティーは、 OPEN
文の場合、デフォルトの指定子値になっています。 このファイルは、常時、順次ア
クセスを使用します。

XL Fortran で fort.n ファイルではなくユーザー専用のファイルを使用する場合
は、 OPEN 文で該当する装置にそのファイルを指定するか、あるいはアプリケー
ションの実行前にシンボリック・リンクを作成します。次の例では myfile と
fort.10 の間にシンボリック・リンクがあります。

ln -s myfile fort.10

入出力に暗黙的接続ファイルの fort.10 を使用するアプリケーションを実行すると
きに、 XL Fortran はそれに代えて myfile ファイルを使用します。 fort.10 ファ
イルは存在していますが、それはシンボリック・リンクとして存在しているだけで
す。次のコマンドはシンボリック・リンクを除去しますが、 myfile の存在には影
響を及ぼしません。

rm fort.10

ファイルの位置決め
POSITION= 指定子を指定せずにファイルを開いた場合のファイル・ポインターの
位置を下表に要約します。

表 34. POSITION= 指定子を指定せずにファイルを開いた場合のファイル・ポインターの位置

-qposition サブオプション 暗黙的 OPEN 明示的 OPEN

STATUS =
'NEW'

STATUS =
'OLD'

STATUS =
'UNKNOWN'

ファイ
ルあり

ファイ
ルなし

ファイ
ルあり

ファイ
ルなし

ファイ
ルあり

ファイ
ルなし

ファイ
ルあり

ファイ
ルなし

オプション指定なし 先頭 先頭 エラー 先頭 先頭 エラー 先頭 先頭

appendold 先頭 先頭 エラー 先頭 終端 エラー 先頭 先頭

appendunknown 先頭 先頭 エラー 先頭 先頭 エラー 終端 先頭

appendold と appendunknown 先頭 先頭 エラー 先頭 終端 エラー 終端 先頭

入出力リダイレクト
コマンド行上でリダイレクト演算子を使用して、ユーザーの XL Fortran プログラ
ムへの入力およびそのプログラムからの出力をリダイレクトできます。

この演算子の指定と使用方法は、実行しているシェルによって決まります。以下は
bash の例です。
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リダイレクトについて詳しくは、マニュアル・ページを参照してください。

パイプ、特殊ファイル、およびリンクとの XL Fortran 入出力対話の方法
標準のオペレーティング・システム・ファイルとブロック特殊ファイルは、順次ア
クセス、直接アクセス、またはストリーム・アクセスの方式を使用してアクセスで
きます。

疑似装置、パイプ、および文字特殊ファイルのみ、順次アクセス方式または POS=
指定子を使用しないストリーム・アクセス方式を使用してアクセスできます。

シンボリック・リンクを使用してファイルを一緒にリンクする場合は、以下の例に
示すように、それらの名前は同義に使用できます。

OPEN (4, FILE="file1")
OPEN (4, FILE="link_to_file1", PAD="NO") ! Modify connection

パイプには POSITION= 指定子に REWIND または APPEND を指定しないでく
ださい。

パイプには ACTION='READWRITE' を指定しないでください。

疑似装置または文字特殊ファイルには、 BACKSPACE 文字を使用しないでくださ
い。

疑似装置またはパイプには、REWIND 文を使用しないでください。

デフォルトのレコード長
ファイルのデフォルトのレコード長は、ファイル・フォーマットおよび RECL= 修
飾子によって決まります。

$ cat redirect.f
write (6,*) 'This goes to standard output'
write (0,*) 'This goes to standard error'
read (5,*) i
print *,i
end

$ xlf95 redirect.f
** _main === End of Compilation 1 ===
1501-510 Compilation successful for file redirect.f.
$ # No redirection. Input comes from the terminal. Output goes to
$ # the screen.
$ a.out
This goes to standard output
This goes to standard error

4
4

$ # Create an input file.
$ echo >stdin 2
$ # Redirect each standard I/O stream.
$ a.out >stdout 2>stderr <stdin
$ cat stdout
This goes to standard output
2

$ cat stderr
This goes to standard error
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疑似装置、パイプ、または文字特殊ファイルが、 RECL= 修飾子を指定しない定型
式または不定形式の順次アクセス用または定形式のストリーム・アクセス用に接続
される場合、デフォルトのレコード長は、2 147 483 647 ではなくて 32 768 にな
ります。これは、ランダム・アクセス装置に接続されている順次アクセス・ファイ
ルのデフォルトです。 (「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の
default_recl 実行時オプションを参照してください。)

あるケースでは、定形式ファイルのデフォルト最大レコード長は大きいので、プロ
グラムは標準出力に長いレコードを書き込んでしまいます。装置が定形式順次アク
セスの端末に接続されていて、OPEN 文で明示的 RECL= 修飾子がない場合、プロ
グラムは通常のデフォルトの 32 768 バイトではなく、最大レコード長の 2 147
483 646 (2**31-2) バイトを使用します。最大レコード長がより大きい場合は定形式
入出力には制約事項が 1 つあります。すなわち、T または TL 編集記述子を使用
する WRITE 文は 32 768 バイトを超える書き込みをしてはなりません。これは装
置の内部バッファーが 32 768 バイトごとにフラッシュされ、T または TL 編集記
述子がこの境界を越えて戻ることができなくなるからです。

ファイル許可権
ファイルは実行される操作に対応する適切な許可権 (読み取り、書き込み、または
その両方) を持っていなければなりません。

ファイルが作成されるときのデフォルトの許可権は (umask 設定が 000 の場合)、
ユーザー、グループ、およびその他に対しては、読み取りおよび書き込みの両方で
す。この設定に対して、プログラムを実行する前に、umask 設定を変更することに
より、個別の許可ビットをオフにすることができます。

エラー・メッセージおよびリカバリー処置の選択
エラーが発生したときのプログラムの動作を制御するには、いくつかの方法があり
ます。

デフォルトでは、XL Fortran コンパイル済みプログラムは、文に ERR= または
IOSTAT= 指定子を指定しない場合でも、各種のエラーが発生した後も続行しま
す。プログラムは誤りのデータまたはその他の問題から正常に回復させることがで
きそうないくつかの処置を実行します。

エラーが発生したプログラムの動作を制御するには、プログラムの実行前に、
XLFRTEOPTS 環境変数を設定します。この環境変数については、「XL Fortran コ
ンパイラー・リファレンス」の 『実行時オプションの設定』に説明があります。

v リカバリー処置を実行する代わりに、エラーが発生したときにプログラムを停止
させる場合は、 XLFRTEOPTS 設定に err_recovery=no を指定する。

v エラーが発生するたびにプログラムにメッセージの発行を停止させる場合は、
xrf_messages=no を指定する。

v 実行時に Fortran 90 への XL Fortran 拡張を許可しない場合は、
langlvl=90std を指定する。実行時に Fortran 95 への XL Fortran 拡張を許可
しない場合は、 langlvl=95std を指定する。実行時に Fortran 2003 動作への
XL Fortran 拡張を許可しない場合は、 langlvl=2003std を指定する。 実行時に
Fortran 2008 動作への XL Fortran 拡張を許可しない場合は、 langlvl=2008std
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を指定する。 -qlanglvl コンパイラー・オプションと同時にこれらを設定する
と、プログラムを他のプラットフォームに移植準備するときに、拡張の場所が見
つけやすくなります。

例:

# Switch defaults for some runtime settings.
XLFRTEOPTS="err_recovery=no:cnverr=no"
export XLFRTEOPTS

環境変数の設定値とは関係なく、あるいはプログラムの別の部分の動作を変更する
にしても、プログラムをいつも同じように作業させたい場合は、次のように
SETRTEOPTS プロシージャーを呼び出します。

PROGRAM RTEOPTS
USE XLFUTILITY
CALL SETRTEOPTS("err_recovery=no") ! Change setting.
... some I/O statements ...
CALL SETRTEOPTS("err_recovery=yes") ! Change it back.
... some more I/O statements ...
END

ユーザーは XLFRTEOPTS 環境変数によりこれらの設定を変更できるため、必ず
SETRTEOPTS を使用して、プログラムの希望の動作に影響を与える可能性のある
すべてのランタイム・オプションを設定してください。

入出力バッファーのフラッシュ
プログラムが予期しない終了になった場合にデータが失われないように保護するに
は、バッファーのデータをすべてファイルに書き込む FLUSH 文、または flush_
サブルーチンを使用します。

ポータビリティーをより優れたものにするために、 FLUSH 文をお勧めします。以
下は使用例です。

INTEGER, PARAMETER :: UNIT = 10
DO I = 1, 1000000

WRITE(UNIT, *) I
CALL MIGHT_CRASH

! If the program ends in the middle of the loop, some data
! may be lost.
END DO
DO I = 1, 1000000

WRITE(UNIT, *) I
FLUSH(UNIT)
CALL MIGHT_CRASH

! If the program ends in the middle of the loop, all data written
! up to that point will be safely in the file.
END DO
END

関連情報:

312 ページの『混合言語の入出力』
 

コンパイラー・リファレンスの FLUSH を参照してください。
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入出力ファイルの場所および名前の選択
入出力ファイルのデフォルトの場所と名前をオーバーライドする必要がある場合
は、次の方法を使用できます。この場合、ソース・コードを変更する必要はありま
せん。

明示的名前なしで接続されるファイルの命名
通常、フォーム fort.unit の名前を付けられるファイルに固有の名前を付けるには、
unit_vars 実行時オプションを設定して、次に、各スクラッチ・ファイルごとにフォ
ーム XLFUNIT_unit の名前を環境変数に設定しなければなりません。 Fortran プ
ログラムの装置番号とファイル・システムのパス名の間には関連があります。

例えば、Fortran プログラムに、次の文が含まれている場合、

OPEN (UNIT=1, FORM='FORMATTED', ACCESS='SEQUENTIAL', RECL=1024)
...
OPEN (UNIT=12, FORM='UNFORMATTED', ACCESS='DIRECT', RECL=131072)
...
OPEN (UNIT=123, FORM='UNFORMATTED', ACCESS='SEQUENTIAL', RECL=997)

XLFRTEOPTS="unit_vars=yes" # Allow overriding default names.
XLFUNIT_1="/tmp/molecules.dat" # Use this named file.
XLFUNIT_12="../data/scratch" # Relative to current directory.
XLFUNIT_123="/home/user/data/Users/username/data" # Somewhere besides /tmp.
export XLFRTEOPTS XLFUNIT_1 XLFUNIT_12 XLFUNIT_123

注:

1. XLFUNIT_number 変数名は大文字にする必要があり、 number には先行ゼロは
不要です。

2. 設定済みの他の実行時オプションによっては、 unit_vars=yes は
XLFRTEOPTS 変数の値の一部のみにすることができます。XLFRTEOPTS 値
の一部にすることも可能なその他のオプションについては、 「XL Fortran コン
パイラー・リファレンス」の『実行時オプションの設定』 を参照してくださ
い。

3. unit_vars 実行時オプションが no に設定されるか、または未定義の場合、ある
いは、適用可能な XLFUNIT_number の変数がプログラムの実行時に設定され
ない場合、プログラムはこのファイルにデフォルト名 (fort.unit) を使用して、
現行ディレクトリーに置きます。

スクラッチ・ファイルの命名
すべてのスクラッチ・ファイルを特定のディレクトリーに置くには、 TMPDIR 環
境変数にそのディレクトリー名を設定します。 次に、プログラムがこのディレクト
リーでスクラッチ・ファイルを開きます。ご使用の /tmp ディレクトリーがスクラ
ッチ・ファイルを保持するには小さすぎる場合は、以下を行う必要があります。

スクラッチ・ファイルに固有名を付けるには、以下を行う必要があります。

1. scratch_vars 実行時オプションを設定する。

2. スクラッチ・ファイルに対して、フォーム XLFSCRATCH_unit の名前を環境
変数に設定する。
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Fortran プログラムの装置番号とファイル・システムのパス名の間には関連がありま
す。このケースでは、TMPDIR 変数はスクラッチ・ファイルの場所に影響を及ぼし
ません。

例えば、Fortran プログラムに、次の文が含まれている場合、

OPEN (UNIT=1, STATUS='SCRATCH', &
FORM='FORMATTED', ACCESS='SEQUENTIAL', RECL=1024)

...
OPEN (UNIT=12, STATUS='SCRATCH', &

FORM='UNFORMATTED', ACCESS='DIRECT', RECL=131072)
...
OPEN (UNIT=123, STATUS='SCRATCH', &

FORM='UNFORMATTED', ACCESS='SEQUENTIAL', RECL=997)

XLFRTEOPTS="scratch_vars=yes" # Turn on scratch file naming.
XLFSCRATCH_1="/tmp/molecules.dat" # Use this named file.
XLFSCRATCH_12="../data/scratch" # Relative to current directory.
XLFSCRATCH_123="/home/user/data/Users/username/data" # Somewhere besides /tmp.
export XLFRTEOPTS XLFSCRATCH_1 XLFSCRATCH_12 XLFSCRATCH_123

注:

1. XLFSCRATCH_number 変数名は大文字にする必要があり、 number には先行
ゼロは不要です。

2. 設定済みの他の実行時オプションによっては、 scratch_vars=yes は
XLFRTEOPTS 変数の値の一部のみにすることができます。 XLFRTEOPTS 値
の一部にすることも可能なその他のオプションについては、 「XL Fortran コン
パイラー・リファレンス」の『実行時オプションの設定』 を参照してくださ
い。

3. scratch_vars 実行時オプションが no に設定されるか、または未定義の場合、
あるいは、適用可能な XLFSCRATCH_number 変数がプログラムの実行時に設
定されない場合、プログラムはスクラッチ・ファイルに固有のファイル名を選択
し、これを TMPDIR 変数により名付けられたディレクトリーに置くか、また
は TMPDIR 変数が設定されていない場合は、 /tmp ディレクトリーに置きま
す。

非同期入出力
大量のデータを扱う入出力を実行する科学プログラムの速度と効率のために、非同
期入出力の使用が必要になることがあります。同期入出力は、入出力操作が完了す
るまでアプリケーションの実行をブロックします。非同期入出力は、入出力操作が
バックグラウンドで実行されている間に、アプリケーションが処理を続けることが
できます。

このような処理と入出力操作をオーバーラップさせる能力をうまく利用するよう
に、アプリケーションを変更することができます。複数の非同期入出力操作を同時
に実行することもできます。この機能を使用するために必要な構文および言語エレ
メントに関する詳細な説明については、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」
で以下のトピックを参照してください。

v INQUIRE ステートメント

v OPEN ステートメント

v READ ステートメント
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v WAIT ステートメント

v WRITE ステートメント

非同期データ転送操作の実行
非同期データ転送操作を実行することによる効果としては、以下のステップが指定
順に実施されたかのようで、実際にはステップ (6)-(9) が非同期に行われることで
す。

1. データ転送の方向を決定する。

2. 装置を確認する。

3. 存在していればフォーマットを設定する。

4. エラー条件、ファイルの終わりの条件、またはファイルの終わりの条件が発生
したかどうかについて判別する。

5. データ転送文で IOSTAT= 指定子に指定された変数を定義済みになるようにす
る。

6. データを転送する前に、ファイルを配置する。

7. 入出力リスト (もしあれば) で指定したファイルとエンティティー間でデータ
を転送する。

8. エラー条件、ファイルの終わりの条件、またはファイルの終わりの条件が発生
したかどうかについて判別する。

9. データを転送した後で、ファイルを配置する。

10. WAIT 文の IOSTAT= と SIZE= 指定子に指定された変数を定義済みになる
ようにする。

使用法
Fortran 非同期 READ 文および WRITE 文を使用して、 Fortran の非同期データ
転送を開始することができます。実際のデータ転送が完了したかどうかに関係な
く、非同期入出力文の後の実行が継続されます。

プログラムは WAIT 文を使用して、前に開始された非同期入出力文によるデータ
転送を同期することができます。 WAIT 文には 2 つのフォームがあります。

1. DONE= 指定子を使用しない WAIT 文では、 WAIT 文は対応する非同期入出
力文が完了するまで実行を停止します。

integer idvar
integer, dimension(1000):: a
....
READ(unit_number,ID=idvar) a
....
WAIT(ID=idvar)
....

2. DONE= 指定子を使用する WAIT 文では、 WAIT 文は非同期入出力文の完了
状況を戻します。

integer idvar
logical done
integer, dimension(1000):: a
....
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READ(unit_number,ID=idvar) a
....
WAIT(ID=idvar, DONE=done)
....

DONE= 指定子に指定した変数は、対応する非同期入出力文が完了すると、
「真 (true)」に設定されます。 そうでない場合は、「偽 (false)」に設定されま
す。

次のケースで実際のデータ転送が発生します。

v 非同期 READ 文または WRITE 文の期間

v 対応する WAIT 文の実行前の時点

v 対応する WAIT 文の期間

非同期入出力の性質により、この要求の実際の完了時刻は予測できません。

非同期 READ 文と WRITE 文は、ID= 指定子を使用して指定できます。非同期
READ または WRITE 文による ID= 指定子の値セットは、対応する WAIT 文の
ID=指定子に指定された値セットと同じでなければなりません。この値は関連付け
された非同期入出力文が完了するまで保持する必要があります。

次のプログラムは妥当な非同期 WRITE 文です。

program sample0
integer, dimension(1000):: a
integer idvar
a = (/(i,i=1,1000)/)
WRITE(10,ID=idvar) a
WAIT(ID=idvar)
end

次のプログラムは、関連する WAIT 文の前に、変数 idvar の非同期入出力 ID の
値が破棄されるため、有効ではありません。

program sample1
integer, dimension(1000):: a
integer idvar
a = (/(i,i=1,1000)/)
WRITE(10,ID=idvar) a
idvar = 999 ! Valid id is destroyed.
WAIT(ID=idvar)
end

非同期入出力を使用するアプリケーションは、入出力操作の処理を並行処理するこ
とで、通常はパフォーマンスを改善します。以下はその簡単な例です。

program sample2
integer (kind=4), parameter :: isize=1000000, icol=5
integer (kind=4) :: i, j, k
integer (kind=4), dimension(icol) :: handle
integer (kind=4), dimension(isize,icol), static :: a, a1

!
! Opens the file for both synchronous and asynchronous I/O.
!

open(20,form="unformatted",access="direct", &
status="scratch", recl=isize*4,asynch="yes")

!
! This loop overlaps the initialization of a(:,j) with
! asynchronous write statements.
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!
! NOTE: The array is written out one column at a time.
! Since the arrays in Fortran are arranged in column
! major order, each WRITE statement writes out a
! contiguous block of the array.
!

do 200 j = 1, icol
a(:,j) = (/ (i*j,i=1,isize) /)
write(20, id=handle(j), rec=j) a(:,j)

200 end do

!
! Wait for all writes to complete before reading.
!

do 300 j = 1, icol
wait(id=handle(j))

300 end do

!
! Reads in the first record.
!

read(20, id=handle(1), rec=1) a1(:,1)

do 400 j = 2, icol
k = j - 1

!
! Waits for a previously initiated read to complete.
!

wait(id=handle(k))
!
! Initiates the next read immediately.
!

read(20, id=handle(j), rec=j) a1(:,j)
!
! While the next read is going on, we do some processing here.
!

do 350 i = 1, isize
if (a(i,k) .ne. a1(i,k)) then

print *, "(",i,",",k,") &
& expected ", a(i,k), " got ", a1(i,k)

end if
350 end do
400 end do

!
! Finish the last record.
!

wait(id=handle(icol))

do 450 i = 1, isize
if (a(i,icol) .ne. a1(i,icol)) then

print *, "(",i,",",icol,") &
& expected ", a(i,icol), " got ", a1(i,icol)

end if
450 end do

close(20)
end

パフォーマンス
非同期入出力の利点を最大化するには、大きな連続するデータ項目だけにこの非同
期入出力を使用すべきです。
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小さい項目だけれど数だけ多いものに非同期入出力を実行させることは可能です
が、全体のパフォーマンスでは問題になります。これは非同期入出力に対して各項
目を維持するために、その処理のオーバーヘッドが余計にかかるためです。数が多
い小さい項目について、非同期入出力の実行は避けなければいけません。以下は 2
つの例です。

1. WRITE(unit_number, ID=idvar) a1(1:100000000:2)

2. WRITE(unit_number, ID=idvar) (a2(i,j),j=1,100000000)

不定形式の順次ファイルで非同期入出力を実行させると、効率は低下します。それ
は各レコードの長さが異なることがあり、これらの長さがそのレコードにストアさ
れるからです。可能であれば、非同期入出力の利点を最大化するために、不定形式
の直接アクセスまたは不定形式のストリーム・アクセスを使用してください。

コンパイラー生成一時入出力項目
コンパイラーには入出力項目式の結果を保持するために、一時変数を生成しなけれ
ばならない状況のときがあります。このようなケースでは、同期入出力が入出力文
で指定した転送モードに関係なく一時変数で実行されます。次の例はそのケースで
す。

1. ベクトル添え字を持つ配列が入力項目として使用される場合の READ:

a.

integer a(5), b(3)

b = (/1,3,5/)
read(99, id=i) a(b)

b.

real a(10)
read(99,id=i) a((/1,3,5/))

2. 出力項目が定数式、またはある派生型の定数の場合の WRITE:

a.

write(99,id=i) 1000

b.

integer a
parameter(a=1000)

write(99,id=i) a

c.

type mytype
integer a
integer b
end type mytype

write(99,id=i) mytype(4,5)

3. 出力項目が一時変数の場合の WRITE:

a.

write(99,id=i) 99+100

b.

write(99,id=i) a+b

c.
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external ff
real(8) ff

write(99,id=i) ff()

4. 出力項目式が配列コンストラクター式の場合の WRITE:

write(99,id=i) (/1,2,3,4,5/)

5. 出力項目式がスカラー化された配列式の場合の WRITE:

integer a(5),b(5)
write(99,id=i) a+b

エラー処理
非同期データ転送の場合、エラーまたはファイルの終わりの条件は、データ転送文
の実行中か、またはその後に続くデータ転送中のいずれかで起こることがありま
す。これらの条件でプログラムを終了させないために、データ転送または対応する
WAIT 文の ERR=、END=、および IOSTAT= 指定子で、これらの条件を検出す
ることができます。

入出力文の実行中、または後続のデータ転送中に (IOSTAT= 指定子と ERR= 指定
子のどちらも指定されていない場合) エラー条件が発生すると、プログラムの実行
は強制終了されます。 リカバリー可能エラーのケースでは、IOSTAT= および
ERR= 指定子が指定されていない場合、プログラムは err_recovery 実行時オプシ
ョンが no に設定されていると、強制終了されます。err_recovery 実行時オプショ
ンが yes に設定されていると、リカバリー処理が発生し、プログラムは続行されま
す。

非同期データ転送が下記のイベントのいずれかを発生すると、以下の対応する
WAIT 文は ID= 値が定義されていないために実行できません。

v ERR= または END= により指定されたラベルへのブランチ

v IOSTAT= 指定子をゼロ以外の値に設定

XL Fortran スレッド・セーフ入出力ライブラリー
XL Fortran ランタイム・ライブラリー libxlf90_r.so は、Fortran 入出力文の並列
実行をサポートしています。

入出力操作の同期化
並列実行中に、複数のスレッドが同時に同一ファイルの入出力操作を実行する場合
があります。これらが同期されないと、入出力操作は入れ替えられたり混ぜ合わさ
れたり、またはその両方が行われた結果になり、アプリケーションは正しい結果に
ならなかったり、場合によっては強制終了されることもあります。 XL Fortran ラ
ンタイム・ライブラリーは、並列アプリケーションの入出力操作を同期します。こ
の同期化は入出力ライブラリー内で行われ、アプリケーション・プログラムには見
えないようになっています (透過的)。同期化の目的は、それぞれ個別の入出力操作
の整合性と正確さを確実にするものです。ただし、ランタイムはスレッドの入出力
文の実行順序全体を制御しません。したがって、読み取りまたは書き込みレコード
の順序は、並列入出力操作の下では予測できません。詳細については 349 ページ
の『並列入出力の課題』を参照してください。
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外部ファイル
外部ファイルでは、同期化は装置ごとが基本になって実行されます。 XL Fortran
ランタイムは、複数のスレッドが相互に干渉しあうことを防ぐために、必ず 1 スレ
ッドだけ特定論理装置をアクセスできるようにします。スレッドが 1 つの装置で入
出力操作を実行しているときに、その同一装置で入出力操作を実行しようとする他
のスレッドは、最初のスレッドがその操作を完了するまで待たされます。したがっ
て、同一装置での複数のスレッドによる入出力文の実行は直列化されます。ただ
し、ランタイム環境は、別の論理装置での並列操作を妨げません。言い換えると、
異なる論理装置への並列アクセスは、必ずしも直列化する必要がないということで
す。

同期化に基づく入出力の機能
XL Fortran ランタイムは、論理装置へのアクセスを同期するために、内部ロックを
設定します。 これによって、Fortran プログラムにより実行される入出力操作にお
いて、機能的にはどのような影響も受けません。さらに、これは非同期に呼び出さ
れるシグナル・ハンドラーで入出力文を使用する場合を除いて、 Fortran 入出力文
の操作容易性に制約を加えるものではありません。詳細については 351 ページの
『シグナル・ハンドラーでの入出力文の使用』を参照してください。

並列入出力の課題
並列スレッドが入出力操作を実行する順序は予測できません。 XL Fortran ランタ
イムは順序付け全体を制御しません。どのスレッドでも、特定の論理装置で入出力
ステートメントを実行でき、操作を進めるために最初にその論理装置に対してロッ
クを取得できます。したがって、次のうちの少なくとも 1 つが該当している場合の
み、並列入出力を使用してください。

v 各スレッドは事前決定した直接アクセス・ファイルのレコードの入出力を実行す
る。

v 各スレッドは 1 個のストリーム・アクセス・ファイルの別の部分の入出力を実
行する。異なる入出力文はファイルが同じか、またはオーバーラップする領域を
使用できません。

v アプリケーションの結果は、書き込みまたは読み取りされるレコードの順序に依
存しない。

v 各スレッドは異なるファイルの入出力を実行する。

上記のケースでは、入出力操作の結果は実行するスレッドの順序とは関係がありま
せん。しかし、入出力ライブラリーが複数のスレッドから同一論理装置への並列ア
クセスを直列化するために、期待したパフォーマンスを改善できない場合がありま
す。以下は上記の各ケースの例です。

v 各スレッドが直接アクセス・ファイルにある事前確定されたレコードの入出力を
実行する。

do i = 1, 10
write(4, '(i4)', rec = i) a(i)

enddo

v 各スレッドは 1 個のストリーム・アクセス・ファイルの別の部分の入出力を実
行する。異なる入出力文はファイルが同じか、またはオーバーラップする領域を
使用できません。
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do i = 1, 9
write(4, '(i4)', pos = 1 + 5 * (i - 1)) a(i)
! We use 5 above because i4 takes 4 file storage
! units + 1 file storage unit for the record marker.

enddo

v 各スレッドが異なるファイルを操作するケースでは、スレッドがファイルに接続
されている論理装置の状況を共用するため、スレッドは論理装置の状況を検索す
るか、または更新するために、その論理装置上のロックを獲得する必要がありま
す。しかし、ランタイムにより、スレッドは論理装置と入出力リスト項目間のデ
ータ転送を並列で実行できるようになります。小サイズで多数回の入出力要求の
アプリケーションが並列領域にあると、ロック競合が起こって期待されるパフォ
ーマンスを得ることができません。次の例を検討してください。

program example

use omp_lib

integer, parameter :: num_of_threads = 4, max = 5000000
character*10 file_name
integer i, file_unit, thread_id
integer, dimension(max, 2 * num_of_threads) :: aa

call omp_set_num_threads(num_of_threads)

!$omp parallel private(file_name, thread_id, file_unit, i) shared(aa)

thread_id = omp_get_thread_num()
file_name = 'file_'
file_name(6:6) = char(ichar('0') + thread_id)
file_unit = 10 + thread_id

open(file_unit, file = file_name, status = 'old', action = 'read')

do i = 1, max
read(file_unit, *) aa(i, thread_id * 2 + 1), aa(i, thread_id * 2 + 2)

end do

close(file_unit)

!$omp end parallel
end

XL Fortran ランタイムはデータ転送を並列で実行中に、論理装置状況の検索お
よび更新を同期します。パフォーマンスを最大化するために、入出力要求当たり
のデータ転送サイズを大きくすることをお勧めします。したがって、DO ループ
は次のように書き換えてください。

read(file_unit, *) a(:, thread_id * 2 + 1 : thread_id * 2 + 2)

do i = 1, max
! Do something for each element of array 'aa'.

end do

v 結果は書き込みまたは読み取りされるレコードの順序に依存しません。

real a(100)
do i = 1, 10
read(4) a(i)

enddo
call qsort_(a)

v 各スレッドは 直接アクセス、順次アクセス、またはストリーム・アクセスの異
なる論理装置の入出力を実行します。
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do i = 11, 20
write(i, '(i4)') a(i - 10)

enddo

同一順次アクセス・ファイルの書き込みまたは読み取り、あるいは POS= 指定子を
使用しない同一ストリーム・アクセス・ファイルの書き込みまたは読み取りの場合
の複数のスレッドでは、書き込まれるか、または読み取られるレコードの順序は、
そのファイルでスレッドが入出力文を実行する順序とは関係ありません。この順序
は、前にも説明したのですが、予測できません。したがって、レコードが順次に関
連付けされていることを想定している場合、そして自己の判断で書き込みまたは読
み取りができない場合は、アプリケーションの結果は誤ったものになってしまいま
す。例えば、次のループが並列処理されると、順次実行した結果の数字は 1 から
500 の順序とは異なる順序で印刷されます。

do i = 1, 500
print *, i

enddo

数値が正確に指定順になっていることを前提とするアプリケーションでは、正しい
処理が行われません。

XL Fortran 実行時オプションの multconn=yes を指定すると、同一ファイルを複
数の論理装置に同時に接続することができます。このような接続は読み取り
(ACCESS='READ') に対してのみ可能であり、複数のスレッドから同一ファイルに
接続される論理装置へのアクセスは、予測可能な結果になります。

シグナル・ハンドラーでの入出力文の使用
POSIX シグナル・モデルには基本的に 2 種類のシグナル (同期的 と非同期的 生成
シグナル) があります。 スレッドの一部のコードを実行することにより発生するシ
グナル、例えば、非マップ、プロテクト、または不良メモリーへの参照 (SIGSEGV
または SIGBUS)、浮動小数点例外 (SIGFPE)、トラップ命令の実行 (SIGTRAP)、
あるいは正しくない命令の実行 (SIGILL) は、同期して生成されると言われていま
す。シグナルはプロセスの外側のイベントによっても生成されることがあります。
例えば、SIGINT、SIGHUP、SIGQUIT、SIGIO などです。このようなイベント
は割り込みと呼ばれています。 割り込みで生成されるシグナルは、非同期的に生成
されると言われています。

XL Fortran ランタイムは、非同期シグナル・アンセーフです。このことは、XL
Fortran 入出力文を、非同期的に生成されたシグナルのために実行されるシグナル・
ハンドラーで使用できないという意味です。入出力文に割り込むシグナル・ハンド
ラーから XL Fortran 入出力文が呼び出されるときのシステム動作は未定義です。
しかし、同期シグナルのシグナル・ハンドラーで入出力文を使用することは安全で
す。

時にはアプリケーションはシグナル・ハンドラーが非同期的に実行されないことを
保証できる場合もあります。例えば、アプリケーションはコードのある既知のセク
ションを実行するときを除いて、シグナルをマスクすることができます。 そのよう
な状態のときに、シグナルはどのような入出力文や、他の非同期シグナルのアンセ
ーフ関数にも割り込みません。そのために、今もなお Fortran 入出力文を非同期シ
グナル・ハンドラーで使用することができます。
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非同期シグナルの取り扱いをさらに容易で安全にするには、シグナルをすべてのス
レッドでブロックし、 1 つ以上の個々のスレッドの中でそのシグナルを明示的に待
たせる (sigwait() の使用) 方法があります。 この方法の利点は、ハンドラーのスレ
ッドが他の非同期シグナル・アンセーフ・ルーチンと同様に、 Fortran 入出力文を
使用できることです。

非同期スレッドの取り消し
スレッドが非同期スレッドの取り消し可能性を使用可能に設定すると、いずれの取
り消し要求も即時に処置がとられます。

XL Fortran ランタイム環境は、非同期スレッドの取り消しセーフではありません。
スレッドが XL Fortran ランタイム環境にある間に非同期的に取り消される場合、
システムの動作は未定義です。
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第 12 章 XL Fortran 浮動小数点処理のインプリメンテーション
の詳細

このトピックは、浮動小数点処理に関するいくつかの一般的な質問に対する回答で
す。

v 予測可能な一貫性のある結果を得る方法は?

v 最速または最も正確な結果を得る方法は?

v 例外条件を検出したり、あるいはリカバリーしたりする方法は?

v 浮動小数点計算に使用するコンパイラー・オプションは?

浮動小数点の精度について説明するトピックでは、「XL Fortran コンパイラー・リ
ファレンス」の 『浮動小数点と整数の制御』、特に、 -qfloat オプションにグルー
プ化されるコンパイラー・オプションを頻繁に参照します。 XL Fortran コンパイ
ラーは例外処理と IEEE 算術サポートとして 3 つの組み込みモジュールも提供して
いますので、よりポータブルにすることができる IEEE モジュールに準拠したコー
ドの作成に役立ちます。詳しくは、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『IEEE モジュールとサポート』を参照してください。

浮動小数点計算に対するコンパイラー・オプションの使用は、浮動小数点計算の精
度、パフォーマンス、あるいは正確さに影響を及ぼします。オプションのデフォル
ト値は多くのプログラムを効率的で正確に実行させるために選択されていますが、
ユーザー・アプリケーションが望みどおりに作業するように、デフォルトのないオ
プションも指定する必要になる場合があります。これらのオプションについては、
使用する前にこの節をお読みになることを強くお勧めします。

注: このセクションにおける単精度計算、倍精度計算、および拡張精度計算の解説は
すべて、-qrealsize=4 を指定し、-qautodbl を指定しない、デフォルトの状態を指
しています。 この設定を変更する場合は、Fortran REAL、 DOUBLE
PRECISION のサイズなどの変更が必要になることがありますが、単精度
(single)、倍精度 (double)、および拡張精度 (extended) (それぞれ小文字表示) で
は、それぞれ 4-、8-、16- バイト・エンティティーを参照することに留意してくだ
さい。

IEEE 浮動小数点の概要
ここでは、ANSI/IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic, ANSI/IEEE Std
754-1985 および IEEE Std 754-2008 について要約し、さらに、これを、特定のハー
ドウェア・プラットフォーム上の XL Fortran に適用する方法について説明しま
す。

Fortran 2003 IEEE モジュールおよび演算サポートについては、「XL Fortran ラン
ゲージ・リファレンス」を参照してください。
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厳密な IEEE 準拠のためのコンパイル
デフォルトで、XL Fortran は一部を除いて多くは IEEE 標準の規則に従います。こ
の標準に厳密に準拠してコンパイルするには、次のように行います。

v コンパイラー・オプション -qfloat=nomaf を使用する。

v プログラムが実行時に丸めモードを変更する場合は、 -qfloat サブオプション間
に rrm をインクルードする。

v データまたはプログラム・コードにシグナル NaN 値 (NAN) がある場合は、
-qfloat サブオプションに共通して nans をインクルードする。 (シグナル NaN
はクァイエット NaN とは異なります。シグナル NaN は、プログラムまたはデ
ータに NaN を明示的にコード化するか、-qinitauto または -qinitalloc という
コンパイラー・オプションを使用して作成する必要があります。)

v -O3 以上の高い基本最適化レベルでコンパイルしている場合、その後ろに
-qstrict オプションを指定します。-qstrict サブオプションを使用して、最適化プ
ログラムで実行されるトランスフォーメーションの制御レベルを改善することが
できます。

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -qstrict を参照してください。

IEEE 単精度値および倍精度値
XL Fortran は IEEE 形式で単精度と倍精度値をエンコードします。範囲および表示
については、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の 『Real』 を参照してく
ださい。

IEEE 拡張精度値
IEEE 標準では、必須ではありませんが拡張精度値の形式を推奨しています。 XL
Fortran はこの形式を使用していません。 357 ページの『拡張精度値』で XL
Fortran が使用する形式について解説します。

無限大および NaN
単精度の実数値の場合:

v 正の無限大はビット・パターン X'7F80 0000' で表記します。

v 負の無限大はビット・パターン X'FF80 0000' で表記します。

v シグナル NaN は X'7F80 0001' と X'7FBF FFFF' の間、または X'FF80 0001'
と X'FFBF FFFF' の間の任意のビット・パターンで表記します。

v クァイエット NaN は X'7FC0 0000' と X'7FFF FFFF' の間、または X'FFC0
0000' と X'FFFF FFFF' の間の任意のビット・パターンで表記します。

倍精度の実数値の場合:

v 正の無限大はビット・パターン X'7FF00000 00000000' で表記します。

v 負の無限大はビット・パターン X'FFF00000 00000000' で表記します。

v シグナル NaN は X'7FF00000 00000001' と X'7FF7FFFF FFFFFFFF' の間、また
は X'FFF00000 00000001' と X'FFF7FFFF FFFFFFFF' の間の任意のビット・パタ
ーンで表記します。
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v クァイエット NaN は X'7FF80000 00000000' と X'7FFFFFFF FFFFFFFF' の間、
または X'FFF80000 00000000' と X'FFFFFFFF FFFFFFFF' の間の任意のビット・
パターンで表記します。

これらの値は、いずれの Fortran 実定数にも対応しません。 これらの値はすべて、
ビット・パターンを直接エンコードするか、または、ieee_arithmetic 組み込みモジ
ュールで提供されている ieee_value 関数を使用して生成できます。 ieee_value 関
数の使用のほうが、Fortran 2003 標準で許可されていること、および結果がポータ
ブルであるという理由で、優先するプログラミング手法です。ビット・パターンを
直接エンコードする方式では、それぞれ異なる値に対して異なるビット・パターン
を使用するために、マシンでのポータビリティー問題を起こす場合があります。 次
の算術演算の結果、シグナル NaN 値を除くすべての値が計算されます。

例外処理モデル
IEEE 標準には発生可能ないくつかの例外条件が定義されています。

OVERFLOW
値の指数部が大きすぎて表記できない。

UNDERFLOW
ゼロでない値が小さすぎて精度を低くしなければ表記できない。この値は、
ゼロまたは標準以下の数値 (デノーマル数値) としてのみ表記できます。

$ cat fp_values.f
real plus_inf, minus_inf, plus_nanq, minus_nanq, nans
real large

data plus_inf /z'7f800000'/
data minus_inf /z'ff800000'/
data plus_nanq /z'7fc00000'/
data minus_nanq /z'ffc00000'/
data nans /z'7f800001'/

print *, 'Special values:', plus_inf, minus_inf, plus_nanq, minus_nanq, nans

! They can also occur as the result of operations.
large = 10.0 ** 200
print *, 'Number too big for a REAL:', large * large
print *, 'Number divided by zero:', (-large) / 0.0
print *, 'Nonsensical results:', plus_inf - plus_inf, sqrt(-large)

! To find if something is a NaN, compare it to itself.
print *, 'Does a quiet NaN equal itself:', plus_nanq .eq. plus_nanq
print *, 'Does a signaling NaN equal itself:', nans .eq. nans
! Only for a NaN is this comparison false.

end
$ xlf95 -o fp_values fp_values.f
** _main === End of Compilation 1 ===
1501-510 Compilation successful for file fp_values.f.
$ fp_values
Special values: INF -INF NAN -NAN NAN
Number too big for a REAL: INF
Number divided by zero: -INF
Nonsensical results: NAN NAN
Does a quiet NaN equal itself: F
Does a signaling NaN equal itself: F
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ZERODIVIDE
有限のゼロでない値がゼロ除算されようとしています。

INVALID
結果が定義されていない値に対して、演算が実行されようとしています。こ
れには次の演算があります。
v シグナル NaN 値に関する演算
v 無限大 - 同じ無限大、または無限大 + 逆の無限大
v 0.0 * 無限大
v 0.0 / 0.0
v mod(x,y) または ieee_rem(x,y) (またはその他の剰余関数)、ここで x は

無限大または y はゼロ
v -0.0 を除く負の数値の平方根
v 変換される値を正確に表記できない場合の浮動小数点数から整数への型

変換
v NaN 値関係の比較

INEXACT
丸め誤差があり、計算値を正確に表記できない。 (この例外はよくあること
です。)

XL Fortran はこれらの例外が発生すると、常に検出しますが、デフォルトではどの
ような特別なアクションもとりません。計算は継続され、通常、結果としては NaN
または無限大の値になります。例外が発生したときに、自動的に通知を望む場合
は、コンパイラー・オプションの例外トラッピングをオンにするか、または組み込
みサブプログラムを呼び出します。ただし、例外ハンドラーで意図的に操作され
て、次のような異なる結果が生じます。

表 35. トラッピングを使用可能にした場合と使用可能にしない場合の IEEE 例外の結果

オーバーフロー アンダーフロー ゼロ除算 無効 不正確

例外を使用可能に
しない (デフォル
ト)

INF 標準以下の数値ま
たはゼロ

INF NaN 丸め結果

例外を使用可能に
する

バイアス指数を持
つ非正規化数値

バイアス指数を持
つ非正規化数値

結果なし 結果なし 丸め結果

注: それぞれ異なる結果が起こりうるため、生成される例外が正しく扱われているこ
とを確認することが非常に重要なことです。これを行う手順については、 363 ペー
ジの『浮動小数点例外の検出とトラッピング』を参照してください。

ハードウェア固有浮動小数点の概要
以下のトピックでは、ハードウェア固有の浮動小数点処理の単精度値と倍精度値、
および拡張精度値について説明します。

単精度値および倍精度値
PowerPC 浮動小数点ハードウェアは IEEE 単精度 (Fortran プログラムの
REAL(4) と同等)、または IEEE 倍精度 (Fortran プログラムの REAL(8) と同等)
のいずれかで計算を行います。
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以下の考慮事項に留意してください。

v 倍精度の場合は大きな範囲 (およそ 10**(-308) から 10**308) と高い精度 (およ
そ 15 桁の 10 進数字) であり、単精度の場合は範囲がおよそ 10**(-38) から
10**38、精度はおよそ 7 桁の 10 進数字です。

v 単精度と倍精度が混合したオペランドの計算は倍精度で実行されますので、単精
度オペランドの倍精度への型変換が必要になります。 この型変換はパフォーマ
ンスには影響を及ぼしません。

v 単精度に型変換される (例えば、SNGL 組み込み関数を指定する場合、または倍
精度計算結果を単精度変数にストアする場合) 倍精度の値には、丸め演算が必要
になります。 丸め演算は正しい単精度値を生成します。この演算は実際には
IEEE 丸め演算を基にしています。この値は丸め誤差の結果、元の倍精度値の精
度より低くなります。倍精度の値から単精度の値への型変換は、ユーザー・コー
ドのパフォーマンスを低下させることもあります。

v 大量の浮動小数点データを取り扱うプログラムは、REAL(8) の変数を使用するよ
り REAL(4) 変数を使用するほうが、より高速で実行できます。 (REAL(4) 変数
を使用しても、許容できる範囲と精度であることを確認しておく必要がありま
す。) データ・サイズが小さい場合は、対象のアプリケーションにとってボトル
ネックになることがあるメモリー・トラフィックを減少しますので、プログラム
はより高速で実行できます。

浮動小数点ハードウェアは倍精度演算の特殊セットも提供します。この演算は 2 つ
の数値を乗算して、その生成されたところに 3 番目の数値を加算します。この結合
乗算-加算 (MAF) 演算の速度は、乗算または加算を個別に実行する速度と同じで
す。 MAF 関数は、IEEE 754-1985 標準 (ただし、754-2008 標準に含まれる) に対
する拡張を提供します。これは、この関数が、(2 回ではなく) 1 回の丸め誤差で乗
算と加算を実行するためです。MAF 関数は分離して同じ演算を行うよりは高速で
正確です。

拡張精度値
XL Fortran 拡張精度は、IEEE 標準で推奨されている binary128 フォーマットでは
ありません。 IEEE 標準では、より範囲の大きい指数とより精度の高い小数部でよ
り多くのビットを使用する、拡張フォーマットを使用することを推奨しています。

XL Fortran 拡張精度は、 Fortran プログラムの REAL(16) に相当し、ソフトウェ
アでインプリメントされます。拡張精度は倍精度の範囲と同じ およそ 10**(-308) か
ら 10**308) ですが、より高い精度 (およそ 31 桁以上の 10 進数で可変) を提供し
ます。 ソフトウェア・サポートは最近隣丸めモード (round-to-nearest mode) に制
限されます。 拡張精度を使用するプログラムは、拡張精度計算を実行するときに、
この丸めモードが有効になっていることを確認する必要があります。丸めモードを
制御可能な別の方法については、 358 ページの『丸めモードの選択』を参照してく
ださい。

拡張精度値を 16 進数、8 進数、2 進数、またはホレリス定数で指定するプログラ
ムの場合は、次の規則に従ってください。

v 拡張精度の数値は、オーバーラップしない異なる大きさの 2 つの倍精度数値で
構成されます (ただし、ゼロまたはゼロに近い数値の場合は除く)。2 進数指数
が、少なくとも、REAL(8) の小数部ビットの数で異なるということです。高位側
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の倍精度値 (ストレージの先頭に位置するもの) は、もう一方より大きな絶対値
でなければなりません。 拡張精度の数値の値は 2 つの倍精度値の合計です。

v NaN または無限大の値については、この値は高位側の倍精度値内でエンコード
する必要があります。下位の値は、上位の値が無限大のときに NaN に設定でき
ない場合を除き、重要ではありません。

XL Fortran 拡張精度値は大きく異なる指数部を持つ 2 つの値の合計であり、仮数
部にはいくつかの仮のゼロが残されていますので、形式は、実際には、最小でおよ
そ 31 桁の 10 進数字を持つ可変精度です。 2 つの double 値の指数部が大きさの
点で異なる場合は、倍精度値の桁数をより多くすることで、精度をより高くしま
す。 このエンコードにより、倍精度より範囲を広げることなく高い精度を必要とす
るアプリケーションに、効率のよいインプリメンテーションを行うことができま
す。

注:

1. 式のコンパイル時フォールディングによる丸め誤差を検討する際には、このフォ
ールディングでは、拡張精度値が異なる結果になる発生頻度は、他の精度の場合
の発生頻度より多いことに留意してください。

2. 特殊な数値 (NaN、無限大、負のゼロなど) は、拡張精度値では完全にはサポー
トされていません。拡張精度では、算術演算はこれらの数値を必ずしも伝搬しま
せん。

3. XL Fortran は拡張精度値に対する浮動小数点例外条件 ( 363 ページの『浮動小
数点例外の検出とトラッピング』を参照してください) を必ず検出するとは限り
ません。 拡張精度を使用するプログラムで、浮動小数点例外のトラッピングを
オンにすると、 XL Fortran は例外条件が実際に発生しない場合でも、シグナ
ルを生成することがあります。

4. 正確な表現は、AIX® と Linux の間で異なる場合があります。

5. すべての数学ライブラリー関数を拡張精度のために使用できるわけではありませ
ん。

XL Fortran の浮動小数点計算の丸め方法
XL Fortran の丸め演算を理解すると、予測可能な一貫性のある結果を得ることに役
立ちます。このことは、速度と精度のトレードオフになる場合に、情報を得た上で
決定することにも役立ちます。

MAF 演算、および中間結果ではより高い精度が使用されるために、XL Fortran プ
ログラムの浮動小数点結果は、通常、他のインプリメンテーションよりも精度が高
くなります。 XL Fortran デフォルトのより高い精度とパフォーマンスを得るより
も、同じ結果を得ることのほうが重要な場合は、 362 ページの『他のシステムにお
ける浮動小数点結果の複写』をお読みください。

丸めモードの選択
プログラムの丸めモードを変更するために、fpsets ルーチンおよび fpgets ルーチ
ンを呼び出すことができます。これらのルーチンは、インクルード・ファイル
/opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fpdt.h および /opt/ibm/xlf/15.1.0/include/
fpdc.h に定義されている fpstat という名前の論理値の配列を使用します。fpstat
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配列エレメントは、浮動小数点の状況レジスターおよび制御レジスターのビットに
対応します。配列エレメントは FPSCR ビットの下位半分に対応します。

浮動小数点の丸め制御の場合、配列エレメントの fpstat(fprn1) と fpstat(fprn2)
は、次表の指定のように設定します。

表 36. fpsets と fpgets で使用される丸めモード・ビット

fpstat(fprn1) fpstat(fprn2) 使用可能丸めモード

.true. .true. マイナス無限大方向丸め

.true. .false. プラス無限大方向丸め

.false. .true. ゼロ方向丸め

.false. .false. 最近隣丸め

例を以下に示します。

program fptest
include 'fpdc.h'

call fpgets( fpstat ) ! Get current register values.
if ( (fpstat(fprn1) .eqv. .false.) .and. +

(fpstat(fprn2) .eqv. .false.)) then
print *, 'Before test: Rounding mode is towards nearest'
print *, ' 2.0 / 3.0 = ', 2.0 / 3.0
print *, ' -2.0 / 3.0 = ', -2.0 / 3.0
end if

call fpgets( fpstat ) ! Get current register values.
fpstat(fprn1) = .TRUE. ! These 2 lines mean round towards
fpstat(fprn2) = .FALSE. ! +infinity.
call fpsets( fpstat )
r = 2.0 / 3.0
print *, 'Round towards +infinity: 2.0 / 3.0= ', r

call fpgets( fpstat ) ! Get current register values.
fpstat(fprn1) = .TRUE. ! These 2 lines mean round towards
fpstat(fprn2) = .TRUE. ! -infinity.
call fpsets( fpstat )
r = -2.0 / 3.0
print *, 'Round towards -infinity: -2.0 / 3.0= ', r
end

! This block data program unit initializes the fpstat array, and so on.
block data
include 'fpdc.h'
include 'fpdt.h'

end

XL Fortran は、浮動小数点状況の制御とプロセッサーの制御レジスターの制御を直
接行うことができる、いくつかのプロシージャーも提供しています。これらのプロ
シージャーは、浮動小数点状況と制御レジスター (fpscr) を直接取り扱うインライ
ン化されるマシン命令にマップされるために、 fpsets と fpgets サブルーチンより
も効率的です。

XL Fortran は xlf_fp_util モジュールの get_round_mode() と
set_round_mode() プロシージャーを提供します。 これらのプロシージャーは、現
在の 2 進浮動小数点丸めモードの戻りと設定をそれぞれ行います。

例:
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program fptest
use, intrinsic :: xlf_fp_util
integer(fpscr_kind) old_fpscr
if ( get_round_mode() == fp_rnd_rn ) then
print *, 'Before test: Rounding mode is towards nearest'
print *, ' 2.0 / 3.0 = ', 2.0 / 3.0
print *, ' -2.0 / 3.0 = ', -2.0 / 3.0
end if

old_fpscr = set_round_mode( fp_rnd_rp )
r = 2.0 / 3.0
print *, 'Round towards +infinity: 2.0 / 3.0 = ', r

old_fpscr = set_round_mode( fp_rnd_rm )
r = -2.0 / 3.0
print *, 'Round towards -infinity: -2.0 / 3.0 = ', r

end

XL Fortran は ieee_arithmetic モジュールの ieee_get_rounding_mode() と
ieee_set_rounding_mode() プロシージャーを提供します。これらのポータブル・プ
ロシージャーは上記に対応して、現在の浮動小数点丸めモードの検索と設定をそれ
ぞれ行います。

例:

program fptest
use, intrinsic :: ieee_arithmetic
type(ieee_round_type) current_mode
call ieee_get_rounding_mode( current_mode )
if ( current_mode == ieee_nearest ) then
print *, 'Before test: Rounding mode is towards nearest'
print *, ' 2.0 / 3.0 = ', 2.0 / 3.0
print *, ' -2.0 / 3.0 = ', -2.0 / 3.0
end if

call ieee_set_rounding_mode( ieee_up )
r = 2.0 / 3.0
print *, 'Round towards +infinity: 2.0 / 3.0 = ', r

call ieee_set_rounding_mode( ieee_down )
r = -2.0 / 3.0
print *, 'Round towards -infinity: -2.0 / 3.0 = ', r

end

注:
1. 拡張精度の浮動小数点値は最近隣丸めモードでのみ使用してください。
2. スレッド・セーフティーおよび再入可能性に関しては、インクルード・ファイル

/opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fpdc.h に、トリガー定数 IBMT で保護された
THREADLOCAL ディレクティブが入っています。呼び出しコマンド xlf_r、
xlf90_r、xlf95_r、xlf2003_r、xlf2008_r、および CUDA Fortran

 
xlcuf CUDA Fortran

は、デフォルトで -qthreaded コンパイラー・オプションをオンにします。そう
すると、今度は、このコンパイラー・オプションによってトリガー定数 IBMT
が暗黙指定されます。スレッド・セーフになるように考慮されていないコード
に、ファイル /opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fpdc.h を組み込む場合は、トリガ
ー定数に IBMT を指定してはなりません。

3. 丸めモードを変更するプログラムは、-qfloat=rrm を使用してコンパイルしてく
ださい。
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丸め誤差の最小化
丸め誤差とその他予期しない計算結果のわずかな誤差を処理するには、いくつかの
方式があります。次の方式の中から検討してください。

v 丸めの全体量を最小化する

v できるだけ多くの丸めを実行時まで遅らせる

v 複数の丸めが最近隣丸め以外のモードで行われる場合は、すべての 丸めを同じ
モードで行う

全体丸めの最小化
丸め演算は (特にループの場合) コード・パフォーマンスを低下させ、計算の精度に
ついてはマイナス効果になる場合があります。単精度計算の一時結果をストアする
ときに、単精度変数に代えて倍精度変数の使用を検討してください。そして、丸め
演算は最終結果が計算されるまで遅らせてください。

丸めを実行時まで遅らせる
コンパイラーは、可能であればコンパイル時に浮動小数点式を評価するために、そ
の結果作成されたプログラムの実行は、不必要な実行時計算のために遅くなること
はありません。しかし、コンパイラー評価の結果が実行時計算の結果と正確に一致
しないことがあります。このような計算を実行時まで遅らせるには、 -qfloat オプ
ションの nofold サブオプションを指定してください。

それでも、結果は等しくならないことがあります。例えば、DATA 文と
PARAMETER 文の計算は、それでもなおコンパイル時に行われます。

fold または nofold による結果の差は、拡張精度計算を実行したり、 -O オプショ
ンでコンパイルしたり、またはその両方を行うプログラムでは非常に大きくなりま
す。

確実に一貫性のある丸めモードにする
丸めモードをデフォルト設定の最近隣丸めモードから変更することが可能です。
(例を参照してください。) これを行う場合、プログラムのすべての 丸め演算は、同
じモードを使用することに注意する必要があります。

v いずれのコンパイル時計算も同じ丸めモードを使用するように、 -qieee オプシ
ョンで同じ設定を指定します。

v コンパイラーが正しく作業するための最近隣丸めモードを必要とする最適化を行
わないように、 -qfloat オプションの rrm サブオプションを指定します。

例えば、プログラムがプラス無限大方向丸めモードを一貫して使用するのであれ
ば、次のコマンドを使用して 358 ページの『丸めモードの選択』のいずれかと同
じようにプログラムをコンパイルすることが可能です。

xlf95 -qieee=plus -qfloat=rrm changes_rounding_mode.f
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他のシステムにおける浮動小数点結果の複写
異なる浮動小数点アーキテクチャー (乗算加算命令 (multiply-add 命令) がない) の
システムでプログラムの倍精度結果を複写する場合は、-qfloat オプションの
nomaf サブオプションを指定してください。 このサブオプションを指定すると、
コンパイラーによって乗算加算命令または乗算減算命令が生成されることが防止さ
れますが、以下の場合は除きます。

v COMPLEX 演算で使用される命令

v 乗算加算または乗算減算の組み込み関数または fma 関数に必要な命令

このために、精度とパフォーマンスは低下しますが、倍精度数演算については IEEE
標準に厳密に準拠します。

REAL 項目のデフォルトのサイズが XL Fortran を実行するシステムのものと異な
るプログラム結果を複写する場合は、XL Fortran を使用してコンパイルするとき
に、-qrealsize オプションを使用して、デフォルトの REAL サイズを変更します。

結果を複写するシステムが、DOUBLE PRECISION 変数に割り当てられているデ
フォルトの実定数に、完全な倍精度を保存する場合は、-qdpc または -qrealsize オ
プションを使用します。

他のシステムと一貫性のある結果が重要な場合は、 -qfloat オプションの設定に
norsqrt と nofold を指定します。

オプション -O3、-O4、または -O5 を指定する場合は、-qstrict および必要なサブ
オプションがあればそれもすべて組み込みます。

関連情報:

コンパイラー・リファレンスの -qarch を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qfloat を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qrealsize を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qstrict を参照してください。

浮動小数点パフォーマンスの最大化
パフォーマンスが主要な関心事であり、プログラムは比較的に安全であることを望
み、結果が別の方法よりわずかに異なる (通常は精度が高くなる) ことを問題にしな
いのであれば、 -O オプションで -qfloat=rsqrt:hssngl を指定してプログラムを最
適化します。

以下のトピックは、これらのサブオプションの機能に関する説明です。

v rsqrt サブオプションは、平方根による除算をこの平方根の逆数の乗算に置き換
えます。結果は同じ精度ではありませんが高速演算になります。

v hssngl サブオプションは、Fortran 言語では必要でも正確なプログラム実行では
必要ない丸め操作を抑止することで、単精度 (REAL(4)) 浮動小数点計算のパフ
ォーマンスを改善します。浮動小数点式の結果は、オリジナル・プログラムがそ
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の結果を単精度に丸める場所に、倍精度で保持されます。この結果は、丸められ
た結果の代わりに、後の一部の式で使用されます。

単精度浮動小数点のオーバーフローおよびアンダーフローを検出するために、倍
精度結果が単精度メモリー・ロケーションにストアされるときも、丸め演算は挿
入されたままです。しかし、最適化でこのようなストア演算が除去される場合、
hssngl は対応する丸め演算も除去し、例外を防ぐことにもなります。 (ユーザ
ー・プログラム特性によっては、例外が発生することについて、注意する必要が
ある場合と、ない場合があります。)

hssngl サブオプションは、浮動小数点計算の精度を常に高める だけであり、す
べてのタイプのプログラムに対して安全です。精度が高められること、および一
部の例外を回避できることのために、プログラムの結果が異なることがありま
す。

浮動小数点例外の検出とトラッピング
浮動小数点演算の IEEE 標準には、回避のためまたはリカバリーのための特別な注
意が必要になることがある例外 (またはエラー) 条件が数多く定義されています。次
のトピックは、そのような例外条件が存在するところで、パフォーマンスの低下を
最小にして、プログラムが安全に処理できるように支援することを目的としていま
す。

浮動小数点ハードウェアは、常時、多くの浮動小数点例外条件 (IEEE 標準で厳しく
定義されている) のオーバーフロー、アンダーフロー、ゼロ除算、無効、不正確を
検出します。

デフォルトでは、状況フラグが立てられるだけです。プログラムは問題なく継続さ
れます (ただし、それ以降の結果が、期待したものではないことがあります)。 例外
の発生を知りたい場合は、1 つ以上のこれらの例外条件が発生したときに、シグナ
ルが生成されるように準備することができます。

シグナルはハンドラー・ルーチンへブランチさせます。このハンドラーは、シグナ
ルが発生したときのシグナルのタイプとプログラムの状態に関する情報を受け取り
ます。このルーチンでメモリー・ダンプを生成し、例外が発生した場所のリストを
表示します。そして、その計算結果を修正するか、または指定したその他の処理を
実行します。

XL Fortran コンパイラーは浮動小数点の例外条件を処理するオペレーティング・シ
ステム機能を使用します。これらの機能は SIGFPE シグナルを生成して浮動小数点
例外が発生したことを示します。

浮動小数点例外をトラッピングするためのコンパイラー機能
XL Fortran 例外トラッピングをオンにするには、 -qflttrap オプションと enable
指定のサブオプションの組み合わせで、プログラムをコンパイルします。 このオプ
ションはトラップ操作を使用して浮動小数点例外を検出し、SIGFPE のシグナル・
ハンドラーがインストールされている場合は、例外が発生したときに SIGFPE シグ
ナルを生成します。
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-qflttrap は例外条件の名前に対応するサブオプションもあります。例えば、オーバ
ーフロー例外とアンダーフロー例外の処理のみを実行する場合は、次の例のような
コマンドを指定できます。

xlf95 -qflttrap=overflow:underflow:enable compute_pi.f

メインプログラムをコンパイルしている場合は、enable だけが必要です。この指定
は非常に重要であり、他のファイルにこれを指定しても、どのような問題も発生し
ません。したがって、-qflttrap を使用するときは、いつもこの指定をしてくださ
い。

この方法による利点は、パフォーマンスに及ぼす影響が比較的少ないことです。た
だし、この方法では -qflttrap を指定してコンパイルしたコードで発生する例外の
みをトラップする。このコードには、システム・ライブラリー・ルーチンが組み込
まれていません。

注:

1. プログラムが特定の演算で発生する浮動小数点例外にもよりますが、 nofold
指定の -qfloat サブオプションも指定します。これを指定しないと、コンパイ
ラーは例外を生成する計算を定数 NaN または無限大値で置き換えるか、また
は単精度演算でオーバーフローを除去してしまう可能性があります。

2. -qflttrap オプションのサブオプションは、fpsets と fpgets プロシージャーを
呼び出してユーザー・コードを変更する必要がある古い手法を置き換えます。
適切な -qflttrap 設定を使用する場合、例外処理のためのこれらの呼び出しは不
要になります。

重要: コードに浮動小数点例外の検査を使用可能にする fpsets 呼び出しが組み
込まれているが、全プログラムをコンパイルするときに -qflttrap オプションを
使用しない場合には、プログラムは例外が発生すると 356 ページの表 35で説明
したように予期しない結果になります。

例外ハンドラーのインストール
XL Fortran または Linux 例外検出機能を使用するプログラムが例外条件を発生す
ると、オペレーティング・システムからシグナルを受け取ります。 これにより、プ
ログラムによって指定されているハンドラーにブランチされます。

デフォルトでは、Linux のプログラムは、シグナル・ハンドラーがインストールさ
れていないと、浮動小数点例外でトラップしません。 コア・ファイルを生成するに
は、以下で説明する xl__trcedump シグナル・ハンドラーを使用できます。
SIGTRAP または SIGFPE シグナル・ハンドラーをインストールする場合は、
-qsigtrap オプションを使用します。こうすることで、トレースバックを生成する
XL Fortran ハンドラーを指定すること、または作成したハンドラーを指定すること
ができるようになります。

xlf95 -qflttrap=ov:und:en pi.f # Dump core on an exception
xlf95 -qflttrap=ov:und:en -qsigtrap pi.f # Uses the xl__trce handler
xlf95 -qflttrap=ov:und:en -qsigtrap=return_22_over_7 pi.f # Uses any other handler

また、代わりの例外ハンドラー (XL Fortran によって提供されているもの、また
は、ユーザー自身が作成したもの) を、以下のように SIGNAL サブルーチン
(/opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fexcp.h に定義されている) を呼び出すことによっ
てインストールすることもできます。
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INCLUDE 'fexcp.h'
CALL SIGNAL(SIGTRAP,handler_name)
CALL SIGNAL(SIGFPE,handler_name)

XL Fortran 例外ハンドラーおよび関連ルーチンは、次のとおりです。

xl__ieee
トレースバックとシグナルの説明を生成して、失敗した計算にはデフォルト
の IEEE 結果を提供して、実行を継続します。このハンドラーにより、プロ
グラムは例外検出がオンになっていない場合と同じ結果を生成することがで
きます。

xl__trce
トレースバックを生成して、プログラムを停止します。

xl__trcedump
トレースバックとコア・ファイルを生成して、プログラムを停止します。

xl__sigdump
呼び出されるポイントから開始するトレースバックとシグナルに関する情報
を提供します。これは、ユーザー作成のシグナル・ハンドラー内からしか呼
び出すことができません。 これはプログラムを停止しません。 正常に継続
するには、シグナル・ハンドラーはこのサブプログラムを呼び出した後で、
クリーンアップを行う必要があります。

xl__trbk
呼び出されるポイントから開始するトレースバックを提供します。
-qsigtrap オプションでこのルーチンを指定するよりも、自分のコードから
サブルーチンとして呼び出します。この呼び出しにはパラメーターは不要で
す。これはプログラムを停止しません。

ユーザーが自分のプログラムに宣言する名前が重複することを避けるために、これ
らのハンドラー名のすべてに 2 つの連続した下線が使用されています。このすべて
のルーチンは SIGTRAP と SIGFPE シグナルの両方に対して使用できます。

-g コンパイラー・オプションを使用すると、トレースバック・リスト内の行番号を
取得できます。ファイル /opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fsignal.h で
は、/usr/include/sys/ucontext.h システム・ヘッダー内の ucontext_t 構造体に
似ている Fortran 派生型が定義されています。この派生型は Fortran シグナル・ハ
ンドラーを作成して、アクセスすることができます。

368 ページの『例外処理のサンプル・プログラム』は、これらのシグナル・ハンド
ラーの使用方法、またはユーザー自身が作成する方法を説明するサンプル・プログ
ラムのリストです。または、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」の
『SIGNAL プロシージャー』を参照してください。

コア・ファイルの生成
コア・ファイルを生成するには、xl__trcedump ハンドラーを指定してください。

浮動小数点状況と制御レジスターの制御
-qflttrap サブオプションまたは -qsigtrap オプションを導入する以前は、浮動小数
点例外のほとんどの処理について、ソース・ファイルを変更して例外トラッピング
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をオンにするか、またはシグナル・ハンドラーをインストールする必要がありまし
た。現在もこの方法で行うことができますが、新規のアプリケーションでは、この
方法の代わりにオプションの使用をお勧めします。

実行時に例外処理を制御するには、-qflttrap オプションの enable サブオプション
を指定せずにコンパイルします。

xlf95 -qflttrap compute_pi.f # Check all exceptions, but do not trap.
xlf95 -qflttrap=ov compute_pi.f # Check one type, but do not trap.

次に、プログラムの内部で fpstats 配列 (インクルード・ファイル
/opt/ibm/xlf/15.1.0/include/fpdc.h に定義済み) を操作して、fpsets サブルーチ
ンを呼び出し、トラップを生成する例外を指定します。

358 ページの『丸めモードの選択』の fpsets および fpgets を使用するサンプ
ル・プログラムを参照してください。

下の例は、xlf_fp_util モジュールで set_fpscr_flags() サブルーチンを使用するもう
一つの方法です。 このサブルーチンにより、MASK 引数に指定する浮動小数点状
況と制御レジスター・フラグを設定することができます。 MASK に指定しないフ
ラグは、影響なくそのままの状態です。 MASK は、型 INTEGER(FPSCR_KIND)
でなければなりません。 以下に例を示します。

USE, INTRINSIC :: xlf_fp_util
INTEGER(FPSCR_KIND) SAVED_FPSCR
INTEGER(FP_MODE_KIND) FP_MODE

SAVED_FPSCR = get_fpscr() ! Saves the current value of
! the fpscr register.

CALL set_fpscr_flags(TRP_DIV_BY_ZERO) ! Enables trapping of
! ... ! divide-by-zero.
SAVED_FPSCR=set_fpscr(SAVED_FPSCR) ! Restores fpscr register.

下の例は、 ieee_exceptions モジュールで ieee_set_halting_mode サブルーチンを
使用するもう一つの方法です。このポータブル・サブルーチンにより、いずれの
FPSCR 例外フラグにも、一時停止 (トラッピング) 状況を設定することができま
す。以下に例を示します。

USE, INTRINSIC :: ieee_exceptions
TYPE(IEEE_STATUS_TYPE) SAVED_FPSCR
CALL ieee_get_status(SAVED_FPSCR) ! Saves the current value of the

! fpscr register

CALL ieee_set_halting_mode(IEEE_DIVIDE_BY_ZERO, .TRUE.) ! Enabled trapping
! ... ! of divide-by-zero.

CALL IEEE_SET_STATUS(SAVED_FPSCR) ! Restore fpscr register

xlf_fp_util プロシージャー
xlf_fp_util プロシージャーにより、プロセッサーの浮動小数点状況と制御レジスタ
ー (fpscr) を直接照会および制御することができます。これらのプロシージャー
は、浮動小数点状況と制御レジスターを直接取り扱うインラインのマシン命令にマ
ップされるために、 fpsets と fpgets サブルーチンよりも効率的です。

組み込みモジュールの xlf_fp_util は、これらのプロシージャーのためのインター
フェースとデータ型定義、およびプロシージャーで必要な名前付き定数のための定
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義を持っています。このモジュールはリンク時ではなくコンパイル時に、これらの
プロシージャーの型検査を使用可能にします。 次のファイルは xlf_fp_util モジュ
ール用に提供されます。

ファイル名 ファイル・タイプ ロケーション

xlf_fp_util.mod モジュール・シンボル・
ファイル

/opt/ibm/xlf/15.1.0/include

プロシージャーを使用する場合は、USE XLF_FP_UTIL 文をユーザー・ソース・フ
ァイルに追加する必要があります。詳しくは、「XL Fortran ランゲージ・リファレ
ンス」の 『USE 文』を参照してください。

-U オプションを指定してコンパイルする場合は、これらのプロシージャー名はすべ
て小文字でコード化します。

xlf_fp_util プロシージャーのリストについては、 「XL Fortran ランゲージ・リフ
ァレンス」の 『サービス・プロシージャーおよびユーティリティー・プロシージャ
ー』 セクションを参照してください。

fpgets および fpsets サブルーチン
fpsets および fpgets サブルーチンは、浮動小数点状況と制御レジスターの取り扱
い方法と照会方法を提供します。オペレーティング・システムのルーチンを直接呼
び出す代わりに、 fpstat 論理配列の情報を行き来させます。 次表は例外を処理す
るために、最も一般的に使用される配列エレメントを示したものです。

表 37. fpsets と fpgets で使用される例外ビット

可能にセットする
配列エレメント

例外が発生したか
どうかを検査する
配列エレメント .TRUE. のときに示される例外

適用外 fpstat(fpfx) 浮動小数点例外の要約

適用外 fpstat(fpfex) 浮動小数点の使用可能例外の要約

fpstat(fpve) fpstat(fpvx) 浮動小数点の無効演算例外の要約

fpstat(fpoe) fpstat(fpox) 浮動小数点のオーバーフロー例外

fpstat(fpue) fpstat(fpux) 浮動小数点のアンダーフロー例外

fpstat(fpze) fpstat(fpzx) ゼロ除算例外

fpstat(fpxe) fpstat(fpxx) 不正確例外

fpstat(fpve) fpstat(fpvxsnan) 浮動小数点の無効演算例外 (シグナル NaN)

fpstat(fpve) fpstat(fpvxisi) 浮動小数点の無効な演算例外 (INF-INF)

fpstat(fpve) fpstat(fpvxidi) 浮動小数点の無効な演算例外 (INF/INF)

fpstat(fpve) fpstat(fpvxzdz) 浮動小数点の無効な演算例外 (0/0)

fpstat(fpve) fpstat(fpvximz) 浮動小数点の無効な演算例外 (INF*0)

fpstat(fpve) fpstat(fpvxvc) 浮動小数点の無効な演算例外 (無効な比較)

適用外 fpstat(fpvxsoft) 浮動小数点の無効な演算例外 (ソフトウェア
要求)、PowerPC のみ
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表 37. fpsets と fpgets で使用される例外ビット (続き)

可能にセットする
配列エレメント

例外が発生したか
どうかを検査する
配列エレメント .TRUE. のときに示される例外

適用外 fpstat(fpvxsqrt) 浮動小数点の無効な演算例外 (無効な平方
根)、PowerPC のみ

適用外 fpstat(fpvxcvi) 浮動小数点の無効な演算例外 (無効な整数変
換)、PowerPC のみ

特定の例外をプログラムの固有ポイントで明示的に検査するには、fpgets を使用
し、次に、fpstat のエレメントが変更されたかどうかをテストします。例外が発生
すると、対応する例外ビット (上記の表の 2 番目の欄) は明示的にリセットされる
まではオンに設定されています。ただし、fpstat(fpfx)、fpstat(fpvx)、および
fpstat(fpfex) は、特定例外ビットがリセットされるときだけにリセットされます。

fpgets および fpsets サブルーチンの使用による利点として (-qflttrap オプション
のサブオプションですべてのことを制御することに比べて)、例外検査の細分性の制
御を挙げることができます。例えば、プログラムが終了するときに、プログラムの
どこで例外が発生したかということだけをテストすることが可能です。

この方法の欠点は、次のとおりです。

v ソース・コードを変更しなければならない。

v これらのルーチンは他のプラットフォームで慣れたものとは異なる。

例えば、プログラムのある一定のセクションでのみ、浮動小数点オーバーフロー例
外をトラップするには、fpstat(fpoe) を .TRUE. に設定して、fpsets を呼び出しま
す。 例外が発生した後は、対応する例外ビットの fpstat(fpox) は、プログラムが
実行するまでは .TRUE. です。

call fpgets(fpstat)
fpstat(fpox) = .FALSE.
call fpsets(fpstat) ! resetting fpstat(fpox) to .FALSE.

例外処理のサンプル・プログラム
/opt/ibm/xlf/15.1.0/samples/floating_point に含まれているサンプル・プログラ
ムは、例外処理のさまざまな特徴を示しています。

flttrap_handler.c および flttrap_test.f
C で作成される例外ハンドラーとこれを使用する Fortran プログラムで
す。

xl__ieee.F および xl__ieee.c
Fortran、および例外を生成する演算用の特定値を置換する方法を示すため
に C で作成される例外ハンドラーです。このようなサポート・コードを使
用する場合でも、 XL Fortran 例外処理のインプリメンテーションは、
IEEE 浮動小数点標準によって推奨されている例外処理環境を完全にはサポ
ートしていません。
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check_fpscr.f および postmortem.f
fpsets と fpgets プロシージャー、および fpstats 配列と連携する方法を示
します。

fhandler.F
サンプルの Fortran シグナル・ハンドラーを見せて、xl__sigdump プロシ
ージャーを実証します。

xl__trbk_test.f
プログラムを停止することなくトレースバック・リストを生成するための
xl__trbk プロシージャーの使用方法を示します。

サンプル・プログラムは完全に説明だけを目的としたものです。

特定変数に対する例外の発生原因
REAL 変数を『使用しない』ようにマークを付けるには、その変数にシグナル
NaN と呼ばれる特殊値をエンコードします。 これにより、変数が計算で使用され
るときは、いつも無効な例外条件が発生します。

この手法を使用する場合は、-qfloat オプションの nans サブオプションおよび
-qstrict オプションまたは -qstrict=nans オプションを使用して、プログラムがシグ
ナル NaN が使用されているすべてのケースを検出できるようにするとともに、対
応する SIGFPE シグナルを生成するための前述の方法のいずれかを使用してくださ
い。

浮動小数点例外トラッピングのパフォーマンス低下の最小化
浮動小数点例外条件を処理する必要があって、そのためにプログラムの実行速度が
過度に低下する場合、パフォーマンス低下の最小化に役立ついくつかの手法を、以
下に挙げました。

v 一部の条件は、決して発生しないか、あるいは発生しても問題にならないことを
確認できるのであれば、 -qflttrap オプションのサブオプション (overflow、
underflow、 zerodivide、invalid、および inexact) のみの使用を検討する。特
に、それぞれの丸めエラーに対して inexact 例外が発生しますが、パフォーマン
スが重要な場合は、この例外を検査しないようにしてください。
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第 13 章 XL Fortran へのプログラムの移植

XL Fortran はプログラムの作成をより容易にすることを目的とした多数のフィーチ
ャーを提供します。このフィーチャーは最初は他のコンピューター・システム、ま
たはコンパイラー用に作成されたもので、 XL Fortran でプログラムを再コンパイ
ルします。

移植プロセスの概要
標準的なプログラムを移植するには、移植不能な機能を識別し、これらの機能を削
除または回避するためにソース・ファイルを変更し、XL Fortran でプログラムをコ
ンパイルして、出力を他のシステムの出力と比較できるようにする必要がありま
す。

標準的なプログラムの移植プロセスは、次のとおりです。

1. オリジナル・プログラムで使用していた移植できない言語の拡張機能または機能
を特定する。以下のようにして、これらのいずれかが XL Fortran でサポート
されているかどうかを確認します。

v 言語の拡張機能は、「XL Fortran ランゲージ・リファレンス」で確認できま
す。

v 一部の拡張機能では、XL Fortran コンパイラー・オプションを指定すること
が必要です。これらのオプションのリストは、「XL Fortran コンパイラー・
リファレンス」の移植性とマイグレーションのオプション の表にあります。

2. XL Fortran がサポートしない移植不可能な機能については、ソース・ファイル
を変更してその機能を除去するか、その回避方法を検討する。

3. インプリメンテーションに依存する機能については、いずれも上記と同じことを
行う。 例えば、ユーザー・プログラムが浮動小数点値の正確なビット・パター
ン表記に依存するか、またはシステム固有ファイル名を使用している場合は、そ
の変更が必要になることもあります。

4. XL Fortran を使用してコンパイルする。 コンパイル問題が発生した場合は、
それを修正して再コンパイルし、最終的にプログラムが正常にコンパイルされる
まで、追加のエラーを修正します。

5. XL Fortran でコンパイル済みのプログラムを実行し、他のシステムの出力と移
植前の出力と比較する。この結果にかなり差がある場合は、変更が必要なインプ
リメンテーション固有機能の一部にまだ問題があるようです。結果の差がわずか
であれば (例えば、XL Fortran が異なる桁数の精度を生成する場合や、最終小
数桁の数値が異なる場合)、この差がさらに調査を必要とするほど重大であるか
どうかを判断します。これらの差は修正できる場合もあります。

プログラムを XL Fortran に移植する前に、次の節のヒントをお読みください。
XL Fortran が提案する互換性のある機能を事前に把握できます。
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ディレクティブの移植性
XL Fortran はその他の Fortran 製品で使用可能な多数のディレクティブをサポー
トします。このため製品間の移植に容易に対処することが可能です。

ユーザー・コードに XL Fortran のデフォルト値以外のトリガー定数 が使用されて
いる場合は、 -qdirective コンパイラー・オプションを使用して、この定数を指定
できます。例えば、xx.f ファイルに使用されている CRAY コードを移植する場合
は、次のコマンドに CRAY トリガー定数 を使用します。

xlf95 xx.f -qdirective=mic¥$

固定のソース・フォーム・コードには、ディレクティブのトリガー・ヘッド 部分に
! 値を付け加えます。 XL Fortran はトリガー・ヘッド 値として C、c、および *
もサポートします。

詳しくは、「XL Fortran コンパイラー・リファレンス」の『-qdirective』 オプシ
ョンを参照してください。

XL Fortran は同義語として多数のプログラミング用語をサポートし、その他の
Fortran 製品のコードの移植作業を容易にします。 サポートされるこれらの用語
は、次表で示すようにコンテキストに依存しています。

表 38. PARALLEL DO 文節およびその XL Fortran 同義語

PARALLEL DO 文節 XL Fortran 同義語

LASTLOCAL LASTPRIVATE

LOCAL PRIVATE

MP_SCHEDTYPE
および CHUNK

SCHEDULE

SAVELAST LASTPRIVATE

SHARE SHARED

NEW PRIVATE

表 39. PARALLEL DO スケジューリング型およびその XL Fortran 同義語

スケジューリング型 XL Fortran 同義語

GSS GUIDED

INTERLEAVE STATIC(1)

INTERLEAVED STATIC(1)

INTERLEAVE(n) STATIC(n)

INTERLEAVED(n) STATIC(n)

SIMPLE STATIC

表 40. PARALLEL SECTIONS 文節およびその XL Fortran 同義語

PARALLEL SECTIONS 文節 XL Fortran 同義語

LOCAL PRIVATE

SHARE SHARED

NEW PRIVATE
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XL Fortran がサポートする業界共通の拡張
XL Fortran では、他の一般的なコンパイラーと同じ FORTRAN 77 拡張機能のう
ちの多くが使用可能です。

これらの拡張機能には、以下のものが含まれます。

拡張機能

XL Fortran ランゲー
ジ・リファレンス セ
クションを参照

型なし定数 タイプなしリテラル定
数

*len 型の長さ指定子 データ型

BYTE データ型 バイト

long 変数名 名前

小文字 名前

整数と論理の混合 (-qintlog オプション指定) 式の計算

文字カウント Q エディット記述子 (-qqcount オプション指定) Q (文字カウント) 編
集

レジスターのビットの設定をカウントし、データ・オブジェクト・パ
リティーを決定する組み込み機能

POPCNT, POPPAR

64 ビット・データ型 (INTEGER(8)、 REAL(8)、 COMPLEX(8)、
および LOGICAL(8))、デフォルトの 64 ビット型のサポートも含む
(-qintsize および -qrealsize オプション指定)

Integer Real Complex
Logical

CRAY および Sun コンパイラーによりサポートされるものと類似
した整数 POINTER。 (XL Fortran 整数ポインター算術は 1 バイ
ト増分を使用します。一方 CRAY コンピューターの増分は 8 バイ
トです。 CRAY コンピューターから移植されるプログラムを適切に
作業できるようにするために、ポインターの増分と減分を 8 倍にす
る必要があります。)

POINTER(整数)

条件ベクトル・マージ (CVMGx) 組み込み関数 CVMGx (TSOURCE,
FSOURCE, MASK)

日時サービスおよびユーティリティー関数
(rtc、irtc、jdate、clock_、timef、および date)

サービスおよびユーテ
ィリティー・プロシー
ジャー

STRUCTURE、UNION、および MAP 構文 構造体コンポーネン
ト、共有体およびマッ
プ

標準外の拡張機能の検出

XL Fortran は各種の言語標準に対して、数多くの拡張機能をサポートします。ほと
んどの拡張機能は共通ですが、プログラムを他のシステムに移植する場合は、コン
パイラーすべてがその機能を持っているとは限らないことに留意する必要がありま
す。移植作業の前に、ユーザーの XL Fortran プログラムでそのような拡張機能を
見つけるには、 -qlanglvl オプションを使用してください。
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$ # -qnoobject stops the compiler after parsing all the source,
$ # giving a fast way to check for errors.
$ # Look for anything above the base F77 standard.
$ xlf -qnoobject -qlanglvl=77std f77prog.f

...
$ # Look for anything above the F90 standard.
$ xlf90 -qnoobject -qlanglvl=90std use_in_2000.f

...
$ # Look for anything above the F95 standard.
$ xlf95 -qnoobject -qlanglvl=95std use_in_2000.f

...

関連資料:

コンパイラー・リファレンスの -langlvl を参照してください。
 

コンパイラー・リファレンスの -qport を参照してください。

文の混合データ型
-qctyplss オプションを指定すると、型なし定数を使用している同じ場所に文字定数
式を使用できます。 -qintlog を指定すると、論理式を使用している場所に整数式を
使用できます (この逆も可)。この種の型パラメーターについて、-qintlog がオンで
あっても論理定数で置き換えないでください。そして、-qctyplss がオンであっても
文字定数で置き換えないでください。さらに、型なし定数にすることもできませ
ん。

日付と時刻ルーチン
dtime、etime、および jdate などの日付と時刻ルーチンは、 Fortran サブルーチン
として利用できます。

その他の libc ルーチン
libc ライブラリーのその他の多数の一般的なルーチンも (flush、getenv、system
など)、Fortran サブルーチンとして利用できます。

データ型のデフォルト・サイズの変更
ワード・サイズの大きいまたは小さいマシンからの移植の場合は、-qintsize オプシ
ョンを指定すると整数値および論理値のデフォルト・サイズを指定することがで
き、-qrealsize オプションを指定すると実数および複素数のコンポーネントのデフ
ォルト・サイズを指定することができます。

ユーザー・プロシージャーと XL Fortran 組み込みプロシージャ
ー間の名前の競合

ユーザー・プロシージャーに XL Fortran 組み込みプロシージャーと同じ名前のプ
ロシージャーがある場合には、プログラムは組み込みプロシージャーを呼び出しま
す。この状況は数多くの新規 Fortran 90、Fortran 95、Fortran 2003、および
Fortran 2008 組み込みプロシージャーにも当てはまります。
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それでもユーザー・プロシージャーを呼び出したい場合は、競合している名前を持
つプロシージャーに明示的インターフェース、EXTERNAL 文、または
PROCEDURE 文を追加するか、またはコンパイル時に -qextern オプションを使用
します。

その他のシステムの結果の複製
XL Fortran は浮動小数点の結果について、-qfloat オプションによって設定値を提
供することで、その他の IEEE システムの結果と一致させることを支援します。本
題については 362 ページの『他のシステムにおける浮動小数点結果の複写』で検
討します。
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第 14 章 ベクトル・エレメント順序の切り替え

ベクトル組み込みプロシージャーによって生成された命令を一貫して使用するため
に、ユーザーは既存のすべての Vector Multimedia Extension (VMX) および
Vector Scalar Extension (VSX) のロードおよび保管組み込みプロシージャーが、同
じベクトル・エレメント順序 (リトル・エンディアンまたはビッグ・エンディアン
のいずれかのエレメント順序) でレジスター内のベクトルの演算を行うようにする
必要があります。

ベクトル・エレメント順序

ベクトルが特定の関数のセットによって実行される場合、-qaltivec オプション
は、レジスター内のベクトル・エレメント順序にのみ影響します。レジスター内の
ベクトル・レイアウトは、コンピューターがベクトルをビッグ・エンディアンのエ
レメント順序またはリトル・エンディアンのエレメント順序のどちらでロードする
かによって異なります。

ビッグ・エンディアンのエレメント順序
ベクトルはベクトル・レジスター内で左から右に配置されるため、エレメン
ト 0 はレジスターの左端のエレメントです。

リトル・エンディアンのエレメント順序
ベクトルはベクトル・レジスター内で右から左に配置されるため、エレメン
ト 0 はレジスターの右端のエレメントです。

詳しくは、 378 ページの『例: メモリーおよびレジスター内のベクトルのレイアウ
ト』を参照してください。

ベクトル・エレメント順序の切り替えの規則

ベクトル・エレメント順序は、以下の規則に従ってレジスター内で切り替えられま
す。

v -qaltivec オプションは、メモリー内のベクトル・エレメント順序に影響しませ
ん。ベクトル・エレメントは常にメモリー内ではビッグ・エンディアン・エレメ
ント順序で保管されます。

例えば、メモリー内では、ベクトル初期化は -qaltivec オプションの影響を受
けません。 EQUIVALENCE ステートメントで非ベクトル (配列など) を使用し
て初期化されたベクトルは、メモリー内では常にビッグ・エンディアンのエレメ
ント順序になります。初期化されたベクトルがレジスターにロードされる
と、-qaltivec=be の場合でもレジスター内のベクトル・エレメント順序はリト
ル・エンディアンのエレメント順序に反転されます。ただし、ベクトルのロード
がベクトル組み込みプロシージャーによって行われた場合、ベクトル・エレメン
ト順序は -qaltivec オプションを基準にして並べられます。

v -qaltivec=le が有効である場合、プロシージャーの動作は以下のようになりま
す。
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– VMX および VSX のロード組み込みプロシージャーは、リトル・エンディア
ンのエレメント順序でレジスターにベクトルをロードします。

– VMX および VSX の保管組み込みプロシージャーは、保管されるベクトルは
レジスター内でリトル・エンディアンのエレメント順序であるとみなしま
す。

– 非ロードおよび非保管組み込みプロシージャーは、ベクトルがリトル・エン
ディアンのエレメント順序でレジスター内にロードされているとみなしま
す。

v -qaltivec=be が有効である場合、これらのプロシージャーは -qaltivec=le の
逆の方法でベクトルの演算を行います。レジスター内のベクトルは、ビッグ・エ
ンディアンのエレメント順序です。

v -qaltivec オプションに関係なく、VEC_XL_BE プロシージャーはレジスターに
ベクトルを常にビッグ・エンディアンのエレメント順序でロードするため、
VEC_XST_BE プロシージャーは、保管されるベクトルはレジスター内で常にビ
ッグ・エンディアンのエレメント順序であるとみなします。

詳しくは、 379 ページの『例: -qaltivec オプションによる影響を受けるベクトル組
み込みプロシージャー』および 380 ページの『例: EQUIVALENCE ステートメン
トで配列を使用したベクトル初期化』を参照してください。

例: メモリーおよびレジスター内のベクトルのレイアウト

以下の例では、VEC_EXTRACT プロシージャーを呼び出すことで、ベクトル va
の最初のエレメントを取得しています。プロシージャーの戻り値は、-qaltivec オ
プションによって異なります。このオプションにより、VEC_EXTRACT がベクト
ル・エレメントをビッグ・エンディアンのエレメント順序に並べるか、リトル・エ
ンディアンのエレメント順序に並べるかが決まります。

INTEGER(4) FUNCTION get_first_element(va)
VECTOR(INTEGER(4)) va

!vec_extract is affected by the -qaltivec option
get_first_element = VEC_EXTRACT(va, 0)

END FUNCTION

下表に、メモリー内およびレジスター内のベクトル・レイアウトを示します。

表 41. メモリー内のベクトル・レイアウト

ベクトル・エレ
メント値

E0 E1 E2 E3

v -qaltivec=be の場合、ベクトル・エレメントは、ビッグ・エンディアンのエレ
メント順序でレジスターにロードされ、ベクトルのレイアウトは以下のようにな
ります。

表 42. ビッグ・エンディアンのエレメント順序のベクトル・レイアウト

ベクトル・エレ
メント番号

0 1 2 3

ベクトル・エレ
メント値

E0 E1 E2 E3
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ベクトル va のエレメントは、最初から最後へと順序付けられ、レジスターの左
端から保管されます。get_first_element プロシージャーは、レジスターの左端か
ら最初のエレメントの E0 を取得します。

v -qaltivec=le の場合、ベクトル・エレメントは、リトル・エンディアンのエレ
メント順序でレジスターにロードされ、ベクトルのレイアウトは以下のようにな
ります。

表 43. リトル・エンディアンのエレメント順序のベクトル・レイアウト

ベクトル・エレ
メント番号

3 2 1 0

ベクトル・エレ
メント値

E3 E2 E1 E0

ベクトル va のエレメントは最後から最初へと順序付けられ、またレジスターの
左端から保管されます。get_first_element プロシージャー は、レジスターの右
端から最初のエレメントの E0 を取得します。

例: -qaltivec オプションによる影響を受けるベクトル組み込みプロ
シージャー

以下のプログラム例 vec_xlw4.f では、VEC_XLW4 プロシージャーによってレジ
スター内に、-qaltivec オプションで指定された順序で、ベクトル・エレメントが
ロードされることを示しています。VEC_EXTRACT プロシージャーは、-qaltivec

オプションの影響も受けるため、エレメント順序を認識します。そのた
め、-qaltivec=be と -qaltivec=le とで同じ出力が得られます。

PROGRAM main

IMPLICIT NONE

VECTOR(INTEGER(4)) a4
INTEGER(4) c4(4)
INTEGER i

c4 = [0, 1, 2, 3]

!VEC_XLW4 is affected by the -qaltivec option
a4 = VEC_XLW4(0, c4)

!VEC_EXTRACT is affected by the -qaltivec option
PRINT *, (VEC_EXTRACT(a4, i), i=0, 3)

END

v 次のコマンドを実行することにより、-qaltivec=le を使用してプログラムをコ
ンパイルします。

xlf95 vec_xlw4.f -qaltivec=le

出力:

0 1 2 3

v 次のコマンドを実行することにより、-qaltivec=be を使用してプログラムをコ
ンパイルします。

xlf95 vec_xlw4.f -qaltivec=be
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コンパイル結果は、-qaltivec=le を使用して生成された出力結果と同じです。

例: EQUIVALENCE ステートメントで配列を使用したベクトル初期
化

以下のプログラム例 vec_equiv.f は、EQUIVALENCE ステートメントで配列を使
用したベクトルの初期化を示しています。ベクトルのロードは -qaltivec オプショ
ンの影響を受けず、そのベクトルは、リトル・エンディアンのエレメント順序でレ
ジスターにロードされます。VEC_EXTRACT プロシージャーは -qaltivec=be オ
プションの影響を受けます。そのため、プログラムのコンパイル出力は
-qaltivec=be と -qaltivec=le とでは異なります。

PROGRAM main

IMPLICIT NONE

VECTOR(INTEGER(4)) a4
INTEGER(4) c4(4)
INTEGER i

EQUIVALENCE(a4, c4)
!In the memory, the vector initialization (by using equivalence)
!is not affected by the -qaltivec option and
!the vector is store in big endian element order.
!The initialized vector is loaded in registers by
!being reveresed to the little endian element order.

c4 = [0, 1, 2, 3]

!vec_extract is affected by the -qaltivec option
PRINT *, (VEC_EXTRACT(a4, i), i=0, 3)

END

v 次のコマンドを実行することにより、-qaltivec=le を使用してコードをコンパ
イルします。

xlf95 vec_equiv.f -qaltivec=le

出力:

0 1 2 3

v 次のコマンドを実行することにより、-qaltivec=be を使用してプログラムをコ
ンパイルします。

xlf95 vec_equiv.f -qaltivec=be

出力:

3 2 1 0

コンパイル結果は -qaltivec=le を使用したコンパイルの結果とは異なります。

関連情報:

-qaltivec

EQUIVALENCE
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ビッグ・エンディアン・システムからのプログラム・マイグレーション
ビッグ・エンディアン・システムから Vector Multimedia Extension (VMX) と
Vector Scalar Extension (VSX) の組み込みプロシージャーを含むプログラムをマイ
グレーションする場合は、プログラム変更を最小限にするために -qaltivec=be を
使用できますが、特別なケースに注意する必要があります。

以下の表に -qaltivec=be を使用してビッグ・エンディアン・システムからコード
をマイグレーションする場合にユーザーが注意する必要があることを示します。

表 44. -qaltivec=be の場合の注意事項

ケース 注意事項

既存プログラムが VMX ロード
および保管組み込みプロシージャ
ーのみ含む場合

-qaltivec=be を使用すると、プログラム・パフォーマ
ンスに影響を及ぼす場合があります。-qaltivec=le を
使用すると、さまざまな点でパフォーマンスに影響を及
ぼす場合があります。

既存プログラムが VSX ロードお
よび保管組み込みプロシージャー
のみを含む場合

既存のプログラムで、VEC_XL および VEC_XST プロ
シージャーを使用して、 VSX ロードおよび保管組み込
みプロシージャーを置換し、コード変更を最大限にまで
簡素化することができます。

既存プログラムが VMX と VSX
の両方のロードおよび保管組み込
みプロシージャーを含む場合

リトル・エンディアン・システムでは、VMX と VSX
の組み込みプロシージャーによって操作されるベクトル
のエレメント順序の違いに注意する必要があります。

既存プログラムが、配列を持つ
EQUIVALENCE ステートメント
を使用したベクトル初期化を含む
場合

明示的にベクトルをロードするには、配列を持つ
EQUIVALENCE を使用する代わりに、VEC_LD または
VEC_XL プロシージャーを使用する必要があります。そ
うでなければ、ベクトル初期化で使用される配列のエレ
メント順序を反転できます。

関連情報:

-qaltivec

ベクトルの組み込みプロシージャー (IBM 拡張)
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第 15 章 サンプル Fortran プログラム

ここで参照されているトピックの中のプログラムは、 XL Fortran のコーディング
例です。

多くのサンプルを使用して、 SMP プログラミングが初めての方々も対象に、その
各種特徴を説明します。 SMP プログラミングを初めて経験される場合は、SMP コ
ーディング・スタイルをよく理解するために、これらのサンプルを試してくださ
い。

まず、プログラムをコンパイルして実行し、コンパイラーが正しくインストールさ
れていること、および Fortran プログラムを実行するためのユーザー ID がセット
アップされていることを検査します。

例 1 - XL Fortran ソース・ファイル
以下は、XL Fortran ソース・ファイルの例です。

PROGRAM CALCULATE
!
! Program to calculate the sum of up to n values of x**3
! where negative values are ignored.
!

IMPLICIT NONE
INTEGER I,N
REAL SUM,X,Y
READ(*,*) N
WRITE(*,*) N
SUM=0
DO I=1,N

READ(*,*) X
WRITE(*,*) X
IF (X.GE.0.0) THEN

Y=X**3
SUM=SUM+Y

END IF
END DO
WRITE(*,*) 'This is the sum of the positive cubes:',SUM
END

実行結果

プログラムを実行すると、以下の結果が得られます。

$ a.out
5
37
22
-4
19
6
This is the sum of the positive cubes: 68376.00000

© Copyright IBM Corp. 1990, 2016 383



例 2 - 有効な C ルーチンのソース・ファイル
次の例は、Fortran テスト・サブルーチンを実行するために使用される有効な C ル
ーチン・ソース・ファイルの例です。

/*
* ********************************************************************
* This is a main function that creates threads to execute the Fortran
* test subroutines.
* ********************************************************************
*/
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>

extern char *optarg;
extern int optind;

static char *prog_name;

#define MAX_NUM_THREADS 100

void *f_mt_exec(void *);
void f_pre_mt_exec(void);
void f_post_mt_exec(int *);

void
usage(void)
{

fprintf(stderr, "Usage: %s -t number_of_threads.¥n", prog_name);
exit(-1);

}

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

int i, c, rc;
int num_of_threads, n[MAX_NUM_THREADS];
char *num_of_threads_p;
pthread_attr_t attr;
pthread_t tid[MAX_NUM_THREADS];

prog_name = argv[0];
while ((c = getopt(argc, argv, "t")) != EOF)
{

switch (c)
{
case 't':

break;

default:
usage();
break;

}
}

argc -= optind;
argv += optind;
if (argc < 1)
{

usage();
}

num_of_threads_p = argv[0];
if ((num_of_threads = atoi(num_of_threads_p)) == 0)
{

fprintf(stderr,
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"%s: Invalid number of threads to be created <¥n", prog_name,
num_of_threads_p);

exit(1);
}
else if (num_of_threads > MAX_NUM_THREADS)
{

fprintf(stderr,
"%s: Cannot create more than 100 threads.¥n", prog_name);

exit(1);
}
pthread_attr_init(&attr);
pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE);

/* ****************************************************************
* Execute the Fortran subroutine that prepares for multithreaded
* execution.
* ****************************************************************
*/

f_pre_mt_exec();

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

n[i] = i;
rc = pthread_create(&tid[i], &attr, f_mt_exec, (void *)&n[i]);
if (rc != 0)
{

fprintf(stderr, "Failed to create thread %d.¥n", i);

exit(1);
}

}
/* The attribute is no longer needed after threads are created. */
pthread_attr_destroy(&attr);

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

rc = pthread_join(tid[i], NULL);
if (rc != 0)
{

fprintf(stderr, "Failed to join thread %d. ¥n", i);

}
}
/*
* Execute the Fortran subroutine that does the check after
* multithreaded execution.
*/

f_post_mt_exec(&num_of_threads);

exit(0);
}

! ***********************************************************************
! This test case tests the writing list-directed to a single external
! file by many threads.
! ***********************************************************************

subroutine f_pre_mt_exec()
integer array(1000)
common /x/ array

do i = 1, 1000
array(i) = i

end do

open(10, file="fun10.out", form="formatted", status="replace")
end
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subroutine f_post_mt_exec(number_of_threads)
integer array(1000), array1(1000)
common /x/ array

close(10)
open(10, file="fun10.out", form="formatted")
do j = 1, number_of_threads

read(10, *) array1

do i = 1, 1000
if (array1(i) /= array(i)) then
print *, "Result is wrong."
stop

endif
end do

end do
close(10, status="delete")
print *, "Normal ending."
end

subroutine f_mt_exec(thread_number)
integer thread_number
integer array(1000)
common /x/ array

write(10, *) array
end

例 3 - 有効な Fortran SMP ソース・ファイル
次の例は、パイの値を計算するために使用される有効な Fortran SMP ソース・フ
ァイルの例です。

!*****************************************************************
!* This example uses a PARALLEL construct and a DO construct *
!* to calculate the value of pi. *
!*****************************************************************

program compute_pi
integer n, i
real*8 w, x, pi, f, a
f(a) = 4.d0 /(1.d0 + a*a) !! function to integrate

pi = 0.0d0
!$OMP PARALLEL private(x, w, n), shared(pi)

n = 10000 !! number of intervals
w = 1.0d0/n !! calculate the interval size

!$OMP DO reduction(+: pi)
do i = 1, n

x = w * (i - 0.5d0)
pi = pi + f(x)

enddo
!$OMP END DO
!$OMP END PARALLEL

print *, "Computed pi = ", pi
end

例 4 - 無効な Fortran SMP ソース・ファイル
次の例は、無効な Fortran SMP ソース・ファイルの例です。

!*****************************************************************
!* In this example, fort_sub is invoked by multiple threads. *
!* *
!* This example is not valid because *
!* fort_sub and another_sub both declare /block/ to be *
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!* THREADPRIVATE. They intend to share the common block, but *
!* they are executed via different threads. *
!* *
!* To "fix" this problem, one of the following approaches can *
!* be taken: *
!* (1) The code for another_sub should be brought into the loop.*
!* (2) "j" should be passed as an argument to another_sub, and *
!* the declaration for /block/ should be removed from *
!* another_sub. *
!* (3) The loop should be marked as "do not parallelize" by *
!* using the directive "!$OMP PARALLEL DO IF(.FALSE.)". *
!*****************************************************************

subroutine fort_sub()

common /block/ j
integer :: j
!$OMP THREADPRIVATE(/block/) ! Each thread executing fort_sub

! obtains its own copy of /block/.
integer a(10)

...
!$OMP PARALLEL DO
do index = 1,10
call another_sub(a(i))

enddo
...

end subroutine fort_sub

subroutine another_sub(aa) ! Multiple threads are used to
integer aa ! execute another_sub.
common /block/ j ! Each thread obtains a new copy
integer :: j ! of the common block /block/.
!$OMP THREADPRIVATE(/block/)

aa = j ! The value of "j" is undefined.
end subroutine another_sub

Pthreads ライブラリー・モジュールを使用したプログラミング例
以下の例は、Pthreads ライブラリー・モジュールの使用法を示したものです。

!******************************************************************
!* Example 5 : Create a thread with Round_Robin scheduling policy.*
!* For simplicity, we do not show any codes for error checking, *
!* which would be necessary in a real program. *
!******************************************************************

use, intrinsic::f_pthread
integer(4) ret_val
type(f_pthread_attr_t) attr
type(f_pthread_t) thr

ret_val = f_pthread_attr_init(attr)
ret_val = f_pthread_attr_setschedpolicy(attr, SCHED_RR)
ret_val = f_pthread_attr_setinheritsched(attr, PTHREAD_EXPLICIT_SCHED)
ret_val = f_pthread_create(thr, attr, FLAG_DEFAULT, ent, integer_arg)
ret_val = f_pthread_attr_destroy(attr)
......

pthread 属性オブジェクトを取り扱う前に、作成して初期設定する必要がありま
す。属性オブジェクトを取り扱う適切なインターフェースを呼び出します。
f_pthread_attr_setschedpolicy の呼び出しには、スケジューリング・ポリシー属性
を「Round_Robin (ラウンドロビン)」に設定します。 この設定は、スケジューリ
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ング・プロパティーを作成するスレッドから継承することについて、新しく作成さ
れたスレッドには影響を及ぼしません。これらのスレッドには、明示的に
f_pthread_attr_setinheritsched を呼び出し、デフォルトの継承属性をオーバーライ
ドします。 ほかのコードについては説明をする必要はありません。

!*****************************************************************
!* Example 6 : Thread safety *
!* In this example, we show that thread safety can be achieved *
!* by using the push-pop cleanup stack for each thread. We *
!* assume that the thread is in deferred cancellability-enabled *
!* state. This means that any thread-cancel requests will be *
!* put on hold until a cancellation point is encountered. *
!* Note that f_pthread_cond_wait provides a *
!* cancellation point. *
!*****************************************************************

use, intrinsic::f_pthread
integer(4) ret_val
type(f_pthread_mutex_t) mutex
type(f_pthread_cond_t) cond
pointer(p, byte)
! Initialize mutex and condition variables before using them.
! For global variables this should be done in a module, so that they
! can be used by all threads. If they are local, other threads
! will not see them. Furthermore, they must be managed carefully
! (for example, destroy them before returning, to avoid dangling and
! undefined objects).
mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER
cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER

......
! Doing something

......

! This thread needs to allocate some memory area used to
! synchronize with other threads. However, when it waits on a
! condition variable, this thread may be canceled by another
! thread. The allocated memory may be lost if no measures are
! taken in advance. This will cause memory leakage.

ret_val = f_pthread_mutex_lock(mutex)
p = malloc(%val(4096))

! Check condition. If it is not true, wait for it.
! This should be a loop.

! Since memory has been allocated, cleanup must be registered
! for safety during condition waiting.

ret_val = f_pthread_cleanup_push(mycleanup, FLAG_DEFAULT, p)
ret_val = f_pthread_cond_wait(cond, mutex)

! If this thread returns from condition waiting, the cleanup
! should be de-registered.

call f_pthread_cleanup_pop(0) ! not execute
ret_val = f_pthread_mutex_unlock(mutex)

! This thread will take care of p for the rest of its life.
......

! mycleanup looks like:

subroutine mycleanup(passed_in)
pointer(passed_in, byte)
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external free

call free(%val(passed_in))
end subroutine mycleanup
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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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