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本書について

本書では、IBM® XL C/C++ for AIX® V13.1.3 のインストール手順を詳細に説明し
ます。これには、インストールの要件やシナリオに基づいて従うことになるインス
トール手順が複数含まれています。通常とは異なるインストールが必要となる場合
には、具体的な指示が示されます。また、インストールのテスト方法、リモート・
アクセス可能な HTML ヘルプの起動方法、およびさまざまなドキュメンテーショ
ンの使用可能化と表示方法も示します。コンパイラーをインストールする前に、本
書をよくお読みください。また、インストール・メディアのルート・ディレクトリ
ーにある README ファイルも合わせてお読みください。このファイルには、コン
パイラーに関する最新情報が記載されています。

本書の対象読者
本書は、IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 のインストールを担当するすべてのユー
ザーを対象としています。

多くのユーザーは、本書に詳しく説明されている基本インストール方法に従うこと
になります。基本例 は、基本インストールの実行に必要なステップをできる限り反
映するように調整されています。

拡張インストール方法は、XL C/C++ の複数のバージョンを単一のシステムで維持
する場合など、さまざまな目的に合わせてカスタマイズされたインストールを実行
するユーザーの要望にも対応しています。こうしたユーザーは、コンパイラー・イ
ンストールの経験が豊富で、システムにインストールされているコンパイラー製品
のバージョンのファイル構造に精通しているユーザーです。上級者向けの例 は、拡
張インストールの実行に必要なステップをできる限り反映するように調整されてい
ます。

本書の読み方
本書では、考えられる 3 つの主なインストール・シナリオでの手順を示します。

基本インストール

このシナリオでは、単一バージョンの XL C/C++ をデフォルト・ロケーシ
ョンにインストールできます。多数のユーザーに適用でき、インストールに
推奨できる方法です。

基本インストールを実行するために従わなければならない手順の概要につい
ては、 13ページの『第 2 章 基本インストール』を参照してください。

拡張インストール

このシナリオでは、単一のシステムで複数バージョンの XL C/C++ を維持
するか、コンパイラーを非デフォルト・ロケーションにインストールできま
す。このシナリオは、特殊なニーズを持つ上級者向けであり、多数のユーザ
ーに推奨できるものではありません。
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拡張インストールを実行するために従わなければならない手順の概要につい
ては、 19ページの『第 3 章 拡張インストール』を参照してください。

更新のインストール

このシナリオは、既存の XL C/C++ V13.1.3 インストールのプログラム一
時修正 (PTF) パッケージを入手したユーザーに適用されます。

PTF をインストールするために必要となる手順の概要については、 25ペー
ジの『第 4 章 更新のインストール』を参照してください。

本書での取り扱い範囲外である高度に特殊化されたインストール・シナリオについ
ては、技術情報 (http://www.ibm.com/software/products/us/en/xlcpp-aix) を参照してく
ださい。

本書の構成
本書は、XL C/C++ のインストールに関して、プリインストール、インストール、
ポストインストール、およびトラブルシューティングの各段階を反映するように編
成されています。

表 1. XL C/C++ のインストールの段階

段階 章 対象ユーザー

プリインストー
ル

1ページの『第 1 章 XL

C/C++ のインストール前の
作業』

すべてのユーザー

インストール 13ページの『第 2 章 基
本インストール』

v 最も簡単で最も直接的なインストール・プ
ロセスを使用するユーザー

v 特別な要件 (複数のコンパイラー・バージ
ョンを使用することなど) を持たないユー
ザー

19ページの『第 3 章 拡
張インストール』

v コンパイラーを非デフォルト・ロケーショ
ンにインストールするユーザー

v 複数のコンパイラー・バージョンを同じシ
ステムにインストールするユーザー

ポストインスト
ール

25ページの『第 4 章 更
新のインストール』

XL C/C++ V13.1.3 を次のフィックス・レベ
ルに更新したいユーザー

33ページの『第 5 章 XL

C/C++ のインストール後の
作業』

すべてのユーザー

製品の除去 41ページの『第 6 章 XL

C/C++ のアンインストー
ル』

システムから XL C/C++ コンパイラーを除
去する必要があるユーザー

規則
活字の規則
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以下の表では、IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 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 2. 活字の規則

書体 意味 例

太字 小文字のコマンド、実行可能ファ
イル名、コンパイラー・オプショ
ン、およびディレクティブ。

コンパイラーには、さまざまな C/C++

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、xlc と xlC (xlc++)

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。

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 プログラミング・キーワードおよ
びライブラリー関数、コンパイラ
ー・ビルトイン、プログラム・コ
ードの例、コマンド・ストリン
グ、またはユーザー定義の名前。

myprogram.c をコンパイルおよび最適
化するには、xlc myprogram.c -O3 と
入力します。

限定を示すエレメント (アイコン)

本書に記述されているフィーチャーの大半は、C と C++ 言語の両方に適用されま
す。あるフィーチャーが 1 つの言語に限定される場合、あるいは言語間で機能が異
なる場合の言語エレメントの説明では、以下のように、アイコンを使用してテキス
トのセグメントを説明します。

表 3. 限定を示すエレメント

修飾子/アイコン 意味

C のみの始まり

C

C

C のみの終わり

このテキストは C 言語のみでサポートされているフィーチャー
を記述しています。または、C 言語に特定の振る舞いを記述し
ています。

C++ のみの始まり

C++

C++

C++ のみの終わり

このテキストは C ++ 言語のみでサポートされているフィーチ
ャーを記述しています。または、C++ 言語に特定の振る舞いを
記述しています。
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表 3. 限定を示すエレメント (続き)

修飾子/アイコン 意味

IBM 拡張の始まり

IBM

IBM

IBM 拡張の終わり

テキストは、標準の言語仕様に対する IBM 拡張機能であるフ
ィーチャーを説明します。

C11 のみの始まり

C11

C11

C11 のみの終わり

このテキストは、C11 の一部として標準 C に導入されるフィ
ーチャーを記述しています。

C++11 のみの始まり

C++11

C++11

C++11 のみの終わり

このテキストは、C++11 の一部として標準 C++ に導入される
フィーチャーを記述しています。

構文図

本書中では、ダイアグラムは XL C/C++ 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了を示し
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。

v 必須項目は、次のように横線 (メインパス) 上に表示されます。

�� keyword required_argument ��

v オプショナル項目は、次のようにメインパスの下側に表示されます。

�� keyword
optional_argument

��
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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。

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

次の構文図の例は、#pragma comment ディレクティブの構文を示しています。

��
(1) (2) (3) (4) (5) (9) (10)

# pragma comment ( compiler )
date
timestamp

(6)
copyright
user (7) (8)

, " token_sequence "

��

注:

1 これが構文図の始まりです。

2 記号 # が最初に示される必要があります。

3 キーワード pragma が # 記号に続いて示される必要があります。
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4 プラグマの名前 comment が、キーワード pragma に続いて示される必要があ
ります。

5 左括弧を指定する必要があります。

6 コメント・タイプは、示されているタイプ compiler、date、timestamp、
copyright、または user の 1 つとしてのみ入力する必要があります。

7 コメント・タイプ copyright または user とオプショナル文字ストリングと
の間にコンマを 1 つ入れる必要があります。

8 コンマの後に文字ストリングが続いている必要があります。文字ストリングは
二重引用符で囲む必要があります。

9 右括弧が必要です。

10 これが、構文図の終わりです。
以下の #pragma comment ディレクティブの例は、上記の図に従って、構文的に正
しいものです。

#pragma comment(date)
#pragma comment(user)
#pragma comment(copyright,"This text will appear in the module")

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。

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は、例 または基本例 としてラベル付けられています。基本
例 は、基本インストールまたはデフォルト・インストール時に実行する手順の説明
用です。例はほとんど変更せずに、または全く変更せずに使用できます。

関連情報
以下のセクションでは、XL C/C++ に関連した情報を説明します。
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IBM XL C/C++ 情報
XL C/C++ 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 C/C++ for AIX

V13.1.3 を即時に使用し始めるときに読むものです。これは、デフォルトでは、
XL C/C++ ディレクトリーに入っています。また、インストール DVD の
¥quickstart ディレクトリーにもあります。

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 C/C++ ディレクト
リー、およびインストール DVD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 C/C++ for AIX V13.1.3 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/SSGH3R_13.1.3/

com.ibm.compilers.aix.doc/welcome.html) で参照可能です。

v PDF 文書

PDF 文書は、Web サイト http://www.ibm.com/support/

docview.wss?uid=swg27036618 でも入手できます。

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

表 4. XL C/C++ PDF ファイル

文書タイトル
PDF ファイ
ル名 説明

IBM XL C/C++ for AIX

V13.1.3 インストール・ガ
イド (SC43-2351-02)

install.pdf XL C/C++ のインストール方法と基本的なコン
パイルおよびプログラム実行のための環境の構成
方法に関する情報が含まれています。

IBM XL C/C++ for AIX

V13.1.3 はじめに
(SA88-5390-02)

getstart.pdf XL C/C++ 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 C/C++ for AIX

V13.1.3 コンパイラー・リ
ファレンス (SA88-5387-02)

compiler.pdf さまざまなコンパイラー・オプション、プラグ
マ、マクロ、環境変数、および並列処理に使用さ
れるものを含む、組み込み関数についての情報が
含まれます。

IBM XL C/C++ for AIX

V13.1.3 ランゲージ・リフ
ァレンス (SA88-5395-02)

langref.pdf 移植性および非機密標準への準拠に対応した言語
拡張機能などの、IBM がサポートする C およ
び C++ プログラミング言語についての情報が含
まれます。
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表 4. XL C/C++ PDF ファイル (続き)

文書タイトル
PDF ファイ
ル名 説明

IBM XL C/C++ for AIX

V13.1.3 最適化およびプロ
グラミング・ガイド
(SA88-5401-02)

proguide.pdf アプリケーションの移植、Fortran コードによる
言語間呼び出し、ライブラリー開発、アプリケー
ションの最適化と並列処理、XL C/C++ 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。

Standard C++ Library

Reference (SC27-4262-02)

standlib.pdf 標準 C++ ランタイム・ライブラリーおよびヘッ
ダーに関する参照情報が含まれています。

C/C++ Legacy Class

Libraries Reference

(SC09-7652-00)

legacy.pdf USL I/O Stream Library および Complex

Mathematics Library に関する参照情報が含まれ
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 C/C++ に関する詳
細は、Web (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27036618) から入手でき
ます。

C/C++ について詳しくは、C/C++ café (https://www.ibm.com/developerworks/

community/groups/service/html/communityview?communityUuid=5894415f-be62-4bc0-

81c5-3956e82276f3) を参照してください。

標準および仕様
XL C/C++ 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 Information Technology - Programming languages - C, ISO/IEC 9899:1990、別名
C89。

v Information Technology - Programming languages - C, ISO/IEC 9899:1999、別名
C99。

v Information Technology - Programming languages - C, ISO/IEC 9899:2011、別名
C11。(部分サポート)

v Information Technology - Programming languages - C++, ISO/IEC 14882:1998、別
名 C++98。

v Information Technology - Programming languages - C++, ISO/IEC 14882:2003、別
名 C++03。

v Information Technology - Programming languages - C++, ISO/IEC 14882:2011、別
名 C++11 (部分サポート)。

v Draft Technical Report on C++ Library Extensions, ISO/IEC DTR 19768。このド
ラフト技術レポートは、C 標準委員会に提出されており、http://www.open-std.org/

JTC1/SC22/WG21/docs/papers/2005/n1836.pdf から入手可能です。
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v AltiVec Technology Programming Interface Manual, Motorola Inc. ベクトル処理テ
クノロジーをサポートするための、このベクトル・データ型の仕様はサイト
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/ALTIVECPIM.pdf で使用可能で
す。

v Information Technology - Programming Languages - Extension for the programming

language C to support decimal floating-point arithmetic, ISO/IEC WDTR 24732. こ
のドラフトの技術レポートは、C 標準委員会に提出されてあり、
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1176.pdf で入手可能です。

v Decimal Types for C++: Draft 4 http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/

2006/n1977.html

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

754-1985。

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

その他の IBM 情報
v Parallel Environment for AIX: Operation and Use

v IBM Systems Information Center (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/

index.jsp?topic=/com.ibm.aix.doc/doc/base/aixparent.htm) は、AIX 情報のリソースで
す。

特定の AIX システムについては、以下の資料を参照してください。

– AIX AIX コマンド・リファレンス 第 1 巻から第 6 巻

– Technical Reference: Base Operating System and Extensions, Volumes 1 & 2

– AIX ナショナル・ランゲージ・サポート ガイドおよびリファレンス

– AIX プログラミングの一般概念: プログラムの作成およびデバッグ

– AIX Assembler Language Reference

その他の情報
v Using the GNU Compiler Collection は http://gcc.gnu.org/onlinedocs で入手できま
す。

技術サポート
追加の技術サポートは、XL C/C++ のサポート・ページ (http://www.ibm.com/support/

entry/portal/product/rational/xl_c/c++_for_aix) から利用できます。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 C/C++ に関する最新情報については、製品情報サイト (http://www.ibm.com/

software/products/us/en/xlcpp-aix) を参照してください。
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第 1 章 XL C/C++ のインストール前の作業

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をインストールする前に、以下の作業を行いま
す。

v インストール可能なコンパイラー・ファイル・セットが入っているインストー
ル・イメージについて十分に理解します。

v ディスク・スペースやオペレーティング・システムなどのシステム前提条件が満
たされていることを確認します。

v 実行する必要がある作業を決定します。これは、インストール要件によって決ま
ります。

v root ユーザーまたは管理者特権を持つユーザーになります。

旧バージョンのコンパイラーとの共存

このバージョンのコンパイラーをインストールすると、旧バージョンのコンパイラ
ーは削除も変更もされず、C++ ランタイム・ライブラリーと SMP ランタイム・ラ
イブラリーが新しいバージョンにマイグレーションされるだけです。これは、イン
ストール・ファイル・セット名を旧バージョンのインストール・ファイル・セット
名と区別すること (例えば、ファイル・セット名内のバージョン、リリース、およ
び修正のレベル (V.R.M) が相違)、およびインストール・パスに V.R.M が含まれた
新しい場所にインストールすることによって実現されました。

XL C/C++ コンパイラーの評価版のアップグレード

評価パッケージの上にライセンス製品パッケージをインストールすることにより、
コンパイラーの評価版をライセンス版にアップグレードできます。 13ページの『第
2 章 基本インストール』または 19ページの『第 3 章 拡張インストール』にある
ライセンス製品パッケージの手順に従うことにより、コンパイラー・ライセンスを
インストールできます。既にインストールされている、評価版とライセンス版の共
有ファイル・セットは、「既にインストール済み (Already installed)」と報告さ
れます。

注: 上級者向け (非デフォルト) インストール方法を使用して評価版がインストール
されていた場合に、ライセンス版を同じロケーションにインストールするのであれ
ば、最初に rm -rf を使用して評価版を削除する必要があります。または、評価版
とは別のディレクトリーにライセンス版をインストールしてください。

インストール・イメージおよびファイル・セット
インストール・イメージには、すべてのサポート対象言語ロケール用のコンパイラ
ーのすべてのコンポーネントのファイル・セットが含まれます。

ファイル・セット
イメージには、コンパイラー・コンポーネントのファイル・セットが含まれます。
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このセクションでは、インストール・イメージに含まれるファイル・セットと、フ
ァイル・セットの内容が基本インストール中にインストールされるデフォルト・デ
ィレクトリーのリストを示します。オプションで、使用可能なファイル・セットを
すべてインストールすることも、必要なファイル・セットのみをインストールする
こともできます。インストール対象として特定のファイル・セットを選択する場合
は、installp -g フラグを使用して、前提条件となるファイル・セットを自動的にイン
ストールするように選択することもできます。

XL C コンパイラー・ファイルセット
このトピックでは、XL C コンパイラー・ファイル・セット V13.1.3 のリストを示
します。

注: XL C コンパイラー・ファイル・セット名は xlccmp.13.1.3.* です。

表 5. XL C コンパイラー・ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケーショ
ン

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケ
ーション

xlccmp.13.1.3 XL C コンパイラー /opt/IBM/xlc/13.1.3/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/bin/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/exe/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/listings/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/etc/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/lib/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/include/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/man/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/doc/

/opt/IBM/xlc/13.1.3/msg/

xlccmp.13.1.3.bundle XL C メディア定義バンドル /usr/sys/inst.data/sys_bundles/

xlccmp.13.1.3.lib XL C ライブラリー (AIX

6.1、AIX 7.1、および AIX 7.2)

/opt/IBM/xlc/13.1.3/lib/

xlccmp.13.1.3.license XL C ライセンス・ファイル /opt/IBM/xlc/13.1.3/

xlccmp.13.1.3.ndi XL C 非デフォルト・インストー
ル・スクリプト

/opt/IBM/xlc/13.1.3/bin

注: XL C コンパイラーに必要となるファイル・セットはすべて (xlccmp.13.1.3.ndi

を除く)、XL C/C++ コンパイラーにも必要です。

XL C++ コンパイラー・ファイル・セット
このトピックでは、XL C/C++ コンパイラー・ファイル・セット V13.1.3 のリスト
を示します。

注: XL C/C++ コンパイラー・ファイル・セット名は xlCcmp.13.1.3.* です。
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表 6. XL C/C++ コンパイラー・ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケ
ーション

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケ
ーション

xlCcmp.13.1.3 XL C++ コンパイラー /opt/IBM/xlC/13.1.3/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/exe/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/listings/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/etc/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/lib/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/include/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/man/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/samples/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/doc/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/msg/

xlCcmp.13.1.3.bundle XL C++ メディア定義バン
ドル

/usr/sys/inst.data/sys_bundles/

xlCcmp.13.1.3.lib XL C++ ライブラリー /opt/IBM/xlC/13.1.3/lib/

xlCcmp.13.1.3.tools XL C++ ツール /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/

/opt/IBM/xlC/13.1.3/exe/aix61/

xlCcmp.13.1.3.license1 XL C/C++ の XL C++ ラ
イセンス・ファイル

/opt/IBM/xlC/13.1.3/lib/

xlCcmp.13.1.3.evaluation2 評価版の XL C++ ライセ
ンス・ファイル

/opt/IBM/xlC/13.1.3/

xlCcmp.13.1.3.ndi XL C++ 非デフォルト・イ
ンストール・スクリプト

/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/

注:

1. XL C/C++ for AIX V13.1.3 にのみ含まれています。

2. XL C/C++ for AIX コンパイラーの評価版のみに含まれています。

XL C++ ランタイム環境ファイル・セット
このトピックでは、XL C++ ランタイム環境 V13.1.3 ファイル・セットのリストを
示し、ランタイム環境のインストールと使用に関する注意事項について説明しま
す。

表 7. XL C++ ランタイム環境ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケー
ション

ファイル・セット
名

ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケー
ション

xlC.adt.include XL C++ アプリケーション開発ツ
ールキット

/usr/include/

xlC.rte XL C++ ランタイム・ライブラリ
ー

/usr/lpp/xlC/lib/

/usr/lpp/xlC/lib/profiled/

xlC.aix61.rte XL C++ ランタイム環境 (AIX

6.1、および AIX 7.1 、ならびに
AIX 7.2 用)

/usr/lpp/xlC/lib/aix61/

/usr/lpp/xlC/lib/profiled/aix61/
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表 7. XL C++ ランタイム環境ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケー
ション (続き)

ファイル・セット
名

ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケー
ション

xlC.msg.LANG.rte XL C++ ランタイム・
メッセージ
LANG = [en_US, ja_JP, Ja_JP]

/usr/lib/nls/msg/LANG/

注: XL C++ ランタイム環境ファイル・セット名は xlC.* です。

XL C++ ランタイム環境のバージョン

コンパイラーのバージョンと、インストールされた XL C++ ランタイム環境のバー
ジョンは異なる場合があります。XL C/C++ for AIX コンパイラーの新規バージョ
ンがリリースされると、そのコンパイラーが提供する XL C++ ランタイム環境のバ
ージョンが、新規コンパイラーでサポートされるすべてのプラットフォームで標準
のサポート・バージョンとなります。AIX のフィックスパック、およびコンパイラ
ーと XL C++ ランタイム環境の PTF はいずれも、XL C++ ランタイム・バージョ
ンを、インストールされたコンパイラーのバージョンより後のバージョンにアップ
グレードする可能性があります。例えば、XL C++ ランタイム環境 V11.1.0.2 は
May 2011 PTF for XL C/C++ for AIX, V10.1 に含まれていましたが、これは、XL

C++ ランタイム環境 V11.1 がその時点での最新バージョンだったためです。

XL C++ コンパイラーを使用してコンパイルされたアプリケーションは、アプリケ
ーションがコンパイルされたシステムと比較して、同じかそれ以上の VRMF レベ
ル (バージョン、リリース、 モディフィケーション、および修正のレベル) のイン
ストールされた XL C++ ランタイム環境を持つシステム上で実行する必要がありま
す。例えば、 xlC.rte VRMF 10.1.0.7 がインストールされたシステム上でコンパイ
ルされた古いアプリケーションは、xlC.rte VRMF 11.1.0.3 がインストールされたシ
ステム上での実行はサポートされていますが、 xlC.rte VRMF 10.1.0.3 がインスト
ールされたシステムでの実行はサポートされていません。

XL C++ ランタイム環境 VRMF レベル要件が満たされている場合、ある AIX バー
ジョンでビルドされたアプリケーションは、その AIX バージョン以降でのみ実行で
きるようにサポートされます。例えば、xlC.rte VRMF 13.1.3.1 がインストールされ
た AIX 7.2 システムでビルドされたアプリケーションは、xlC.rte VRMF 13.1.3.1

ランタイム環境がインストールされた AIX 7.2 システムでサポートされます。ただ
し、そのアプリケーションは、AIX 6.1 システムではサポートされません。また、
xlC.rte VRMF が 13.1.3.1 より低い場合、そのアプリケーションは、いずれの AIX

バージョンでもサポートされません。ある AIX バージョンでビルドされたアプリケ
ーションが、より低い AIX バージョンで動作することがあります。ただし、ある
AIX バージョンでビルドされたアプリケーションが、より低い AIX バージョンで
動作しても、IBM はそのアプリケーションを保証もサポートもしません。
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アップグレードされたオペレーティング・システムでの XL C++ ランタイ
ム環境の使用

オペレーティング・システムを AIX 5.3 から AIX 6.1、または AIX 7.1、あるいは
AIX 7.2 にアップグレードする場合は、アップグレードされたシステム上の XL

C++ ランタイム環境が、以前に AIX 5.3 システムにインストールされていたバー
ジョン以上になるようにしてください。

AIX 5.3 から AIX 6.1、または AIX 7.1、あるいは AIX 7.2 にアップグレードする
手順では、xlC.aix50.rte ファイル・セットが自動的にアンインストールされ、オ
ペレーティング・システム・アップグレードにパッケージされた xlC.aix61.rte フ
ァイル・セットがインストールされます。場合によっては、このパッケージされた
ファイル・セットには、前に AIX 5.3 にインストールされていたバージョンよりも
低い XL C++ ランタイム・バージョンが含まれていることがあります。より低い
C++ ランタイム・レベルが使用されると、以前の高い C++ ランタイム・レベルで
使用または開発されたアプリケーションにおいてエラーが発生する可能性がありま
す。

lslpp -l xlC¥* コマンドを使用すると、インストールされた XL C++ ランタイム環
境のバージョンを確認できます。このバージョンが、前に AIX 5.3 にインストール
されていたバージョンよりも低い場合は、Fix Central または Latest updates for

supported IBM C and C++ compilers から、最新のランタイム更新をダウンロードで
きます。オペレーティング・システムのマイグレーションについて詳しくは、 31ペ
ージの『オペレーティング・システムのマイグレーション』を参照してください。

関連情報:

現在サポートされている IBM XL C++ ランタイム環境の判別方法について詳しく
は、「Determining the currently supported IBM XL C++ Runtime Environment for a

given AIX OS level」を参照してください。

ランタイム・デバッグ・メモリー・ルーチン・ファイルセット
このトピックでは、ランタイム・デバッグ・メモリー・ルーチン・ファイル・セッ
ト V5.5 のリストを示します。

表 8. ランタイム・デバッグ・メモリー・ルーチン・ファイル・セットおよびデフォルトの
インストール・ロケーション

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・
ロケーション

memdbg.adt ユーザー・ヒープ/メモリー・
デバッグ・ツールキット

/usr/vac/lib/

/usr/vac/lib/profiled/

memdbg.aix53 ユーザー・ヒープ/メモリー・
デバッグ・ツールキット (AIX

5.3、AIX 6.1、AIX 7.1、およ
び AIX 7.2)

/usr/vac/lib/aix53/

/usr/vac/lib/profiled/aix53/
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表 8. ランタイム・デバッグ・メモリー・ルーチン・ファイル・セットおよびデフォルトの
インストール・ロケーション (続き)

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・
ロケーション

memdbg.msg.LANG ユーザー・ヒープ/メモリー・
デバッグ
メッセージ

LANG = [en_US, EN_US,

ja_JP, JA_JP, Ja_JP, zh_CN,

ZH_CN]

/usr/lib/nls/msg/LANG

共用メモリー並列処理 (SMP) ランタイム環境ファイル・セット
このトピックでは、SMP ランタイム・ファイル・セット V4.1.3 のリストを示しま
す。

表 9. SMP ランタイム・ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケーション

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケ
ーション

xlsmp.rte SMP ランタイム・ライブラリー /usr/include/

/usr/lpp/xlsmp/default_msg/

xlsmp.msg.LANG.rte SMP ランタイム・メッセージ
LANG = [en_US, EN_US,

ja_JP, JA_JP, Ja_JP, zh_CN,

ZH_CN, Zh_CN]

/usr/lib/nls/msg/LANG/

xlsmp.aix61.rte SMP ランタイム・ライブラリー
(AIX 6.1、AIX 7.1、および
AIX 7.2)

/usr/lpp/xlsmp/aix61/

Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) ファイル・セット
このトピックでは、MASS ファイル・セット V8.1.3 のリストを示します。

表 10. MASS ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロケーション

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケ
ーション

xlmass.8.1.3 IBM MASS ファイル /opt/IBM/xlmass/8.1.3/

/opt/IBM/xlmass/8.1.3/include/

/opt/IBM/xlmass/8.1.3/lib/

IBM Debugger ファイル・セット
このトピックでは、IBM Debugger ファイル・セット V13.1 のリストを示します。

表 11. IBM Debugger ファイル・セット

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明

ibmdebugger IBM Debugger for AIX

ibmdebugger.engine IBM Debugger for AIX コンパイル済み言語エンジン
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表 11. IBM Debugger ファイル・セット (続き)

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明

ibmdebugger.engine.msg.LANG IBM Debugger メッセージ
LANG = [de_DE, en_US, en_ES, fr_FR, it_IT, ja_JP,

ko_KR, pt_BR, zh_CN, zh_TW]

ibmdebugger.jre 項目が置き換えられ、インストールされない

ibmdebugger.ui 項目が置き換えられ、インストールされない

IBM Debugger for AIX, V13.1 は、XL C/C++ インストール・イメージに含まれて
います。このソース・レベルのデバッガーは、次のようにクライアント/サーバー・
モデルを使用しています。

v デバッグ・エンジンは、AIX にインストールされているサーバー・コンポーネン
トです。

v デバッグ・クライアントは、Windows ワークステーションにインストールされて
いるグラフィカル・ユーザー・インターフェースです。

Windows デバッグ・クライアントのインストール・ファイル
idebug.install_8.0.0.zip は、インストール・イメージの IBMdebugger/windows/

ディレクトリーにあります。

注:

v IBM Debugger for AIX, V13.1 によって IBM 分散デバッガーが置き換えられま
す。ご使用のシステムに IBM Distributed Debugger V9.2 がインストールされて
いる場合は、IBM Debugger for AIX, V13.1 のインストール時に削除されます。
ポストインストール・スクリプトはその後、オブジェクト・データ・マネージャ
ー (ODM) データベースの idebug ファイル・セット・レベルを 99.99.9999.9999

に変更し、idebug.* ファイル・セットが将来インストールされるのを防ぎます。

v IBM Debugger for AIX の AIX クライアントは廃止されました。

v IBM Debugger for AIX, V13.1 のデバッグ・エンジン・ファイル・セット
ibmdebugger.* は、基本コンパイラーのインストール時に自動的にインストールさ
れます。IBM Debugger の Windows デバッグ・クライアントをインストールする
には、idebug.install_8.0.0.zip に含まれている README ファイルを参照し
てください。

使用状況レポート・ツール・ファイル・セット
このトピックでは、使用状況レポート・ツール・ファイル・セット V1.2 のリスト
を示します。

表 12. 使用状況レポート・ツール・ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロ
ケーション

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケーシ
ョン

urt12 使用状況レポート・ツール・
ファイル

/opt/ibmurt/1.2/

/opt/ibmurt/1.2/bin/

/opt/ibmurt/1.2/config/
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表 12. 使用状況レポート・ツール・ファイル・セットおよびデフォルトのインストール・ロ
ケーション (続き)

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明 デフォルトのインストール・ロケーシ
ョン

urt12.man.LANG 使用状況レポート・ツールの
マニュアル・ページ・ファイ
ル

LANG = [en_US, EN_US,

ja_JP, JA_JP, Ja_JP, zh_CN,

ZH_CN]

/opt/ibmurt/1.2/man/LANG/man1/

urt12.msg.LANG 使用状況レポート・ツールの
メッセージ・ファイル

LANG = [en_US, EN_US,

ja_JP, JA_JP, Ja_JP, zh_CN,

ZH_CN]

/opt/ibmurt/1.2/msg/LANG/

注: 使用状況レポート・ツールは、コンパイラーと同じマシンにインストールする
ことも、異なるマシンにインストールすることもできます。urt12 ファイル・セッ
トをインストールするには、installp コマンドを使用する必要があります。通常、イ
ンストールされているコンパイラーの数に関係なく、使用状況レポート・ツールを
インストールする必要があるのは 1 回のみです。このツールは、組織内で全体的な
コンパイラー使用量のモニターの責任者にとって有益です。個別の開発者やビル
ド・チームは、このツールを使用する必要はありません。
使用状況レポート・ツールをインストールするには、インストール・イメージのル
ート・ディレクトリーにある urt/ ディレクトリー内の README.LANG ファイルに記
載された指示を参照してください。

電子配布パッケージの準備
XL C/C++ 電子配布パッケージ IBM_XL_C_CPP_V13.1.3.0_AIX.tar.Z をダウンロー
ドした場合は、インストールの前に、このトピックで説明するステップに従ってく
ださい。

注: root ユーザーとしてログインするか、またはスーパーユーザー権限を持ってい
る必要があります。

ファイルを圧縮解除してアンパックするには、次のコマンドを使用します。

zcat IBM_XL_C_CPP_V13.1.3.0_AIX.tar.Z | tar -xvf -

以下の例では、/compiler/install/ ディレクトリー にある電子配布パッケージ
IBM_XL_C_CPP_V13.1.3.0_AIX.tar.Z をインストール用に準備するステップを示して
います。

cd /compiler/install
zcat IBM_XL_C_CPP_V13.1.3.0_AIX.tar.Z | tar -xvf -
cd usr/sys/inst.images

9ページの『システム前提条件』を参照して、システム前提条件が満たされている
ことを必ず確認し、 13ページの『第 2 章 基本インストール』または 19ページの

8 XL C/C++: インストール・ガイド



『第 3 章 拡張インストール』のいずれかで説明されているインストール方法を使
用してコンパイラーをインストールします。

各国語サポート
LANG 環境変数は、どのメッセージ・カタログが使用されるかを決定します。すべ
てのメッセージ・カタログは、デフォルトでインストールされます。 LANG が定義
されていない場合、またはサポートされていないロケールに割り当てられている場
合は、en_US メッセージ・カタログが使用されます。このトピックでは、使用可能
なロケールのリストを示します。

XL C/C++ メッセージは、以下の言語ロケールをサポートします。

v en_US (ISO8859-1)

v EN_US (UTF-8)

v ja_JP (IBM-eucJP)

v JA_JP (UTF-8)

v Ja_JP (IBM-943)

v zh_CN (IBM-eucCN)

v ZH_CN (UTF-8)

v Zh_CN (GB18030)

英語 (en_US) が各国語のデフォルトです。以下のインストールでは、メッセージが
異なる言語で表示されるように NLSPATH を設定することができます。 36ページ
の『XL C/C++ エラー・メッセージの使用可能化』を参照してください。

システム前提条件
XL C/C++ とその資料を正常にインストールするには、ご使用のシステム上に、す
べてのシステム前提条件を準備しておく必要があります。

v サポートされるオペレーティング・システム:

– AIX V6.1 TL 2 Service Pack 5 以降

– AIX V7.1

– AIX V7.2

– IBM i V7.1 PASE V7.1

– IBM i V7.2 PASE V7.2

注: これらのシステムには追加のファイル・セットをインストールする必要があ
ります。詳しくは、 10ページの『XL C/C++ のインストールのための必須ファイ
ル・セット』を参照してください。

v ハード・ディスク・スペース所要量: 500 MB

v ドキュメンテーションに必要なソフトウェア:

– HTML ブラウザー

– PDF ビューアー
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使用可能なハード・ディスク・スペースの容量の確認

以下のコマンドを使用して、デフォルトのインストール・ロケーション
(/opt/IBM/xlC/13.1.3/) で使用可能なスペースの量を判別できます。

df -m /opt

コンパイラーを非デフォルト・ロケーションにインストールする予定の場合は、次
のコマンドを使用できます。

df -m installation_path

このコマンドで installation_path は非デフォルト・ロケーションを表しています。

XL C/C++ のインストールのための必須ファイル・セット

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をインストールするには、以下のファイル・セッ
トが、ご使用のシステムにインストールされていなければなりません。

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明

bos.adt.include 基本アプリケーション開発インクルード・ファイル

bos.adt.lib 基本アプリケーション開発ライブラリー

bos.adt.libm 基本アプリケーション開発数学ライブラリー

bos.rte 基本オペレーティング・システム・ランタイム

bos.rte.libc 基本アプリケーション・ランタイム・ライブラリー

以下のロケール固有ファイル・セットが少なくとも 1 つは、ご使用のシステムにイ
ンストールされていなければなりません。

ファイル・セット名 ファイル・セットの説明

bos.loc.LANG 基本ロケール・サポート

bos.loc.pc.LANG 基本システム・ロケール PC コード・セット

bos.loc.utf.LANG 基本システム・ロケール UTF コード・セット

bos.loc.iso.LANG 基本システム・ロケール ISO コード・セット

lslpp コマンドを使用して、インストール済みファイル・セットについての情報を
表示することができます。例えば、必須ファイル・セットがインストールされてい
るかどうかを判別するには、次のコマンドを使用します。

lslpp -L bos.adt.include bos.adt.lib bos.adt.libm bos.loc.¥* bos.rte bos.rte.libc

注: 必要なファイル・セットが 1 つでもないと、エラー・メッセージが生成される
可能性があります。以下に例を示します。

前提条件が満たされていません: 上にリストされている選択済みファイル・
セットの 1 つ以上が、次のファイル・セットを必要としています。
(MISSING REQUISITES: The following filesets are required by one or more of the
selected filesets listed above.)
これらは現在インストールされておらず、またインストール・メディアに
見つかりませんでした。
(They are not currently installed and could not be found
on the installation media.)

bos.adt.libm 6.1.5.1 # Base Level Fileset
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このメッセージは、bos.adt.libm ファイル・セットが必須であるがインストールさ
れていないことを示します。

必須の bos.* ファイル・セットは、AIX OS インストール・イメージにあります。

欠落しているファイル・セットをインストールするには、次のコマンドを使用しま
す。

# installp -acXgd installation_path fileset

このコマンドで、installation_path はファイル・セットのインストール先ロケーショ
ンを表します。

インストールとご使用条件のプレビュー
IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をインストールする前に、System Management

Interface Tool (SMIT) または installp コマンドのいずれかを使用して、デフォル
トのインストール・プロセスを参照したり、ファイル・サイズやディスク・スペー
スを確認したり、ご使用条件をプレビューしたりすることができます。

XL C/C++ の使用条件は、以下の PDF ファイルに指定されています。これらのフ
ァイルは配布パッケージの root ディレクトリーにあります。

v LicenseAgreement.pdf

v license.pdf

注: XL C/C++ for AIX コンパイラーの評価版のライセンス・ファイルは、
LicenseAgreement.EVAL.pdf および license.EVAL.pdf です。
基本インストール後は、これらのライセンス・ファイルは /opt/IBM/xlC/13.1.3/ ディ
レクトリーにあります。

注: 使用状況トラッキングおよびレポート作成機能を使用して、コンパイラーの使
用状況が、購入した同時ユーザー・ライセンスの数に準拠していることを確認でき
ます。詳細については、「XL C/C++ コンパイラー・リファレンス」の『コンパイ
ラー使用状況トラッキングおよびレポート作成』を参照してください。

SMIT を使用する場合

System Management Interface Tool (SMIT) を使用して基本 XL C/C++ インストール
をプレビューすることができます。

コンパイラーをデフォルト・ロケーションにインストールする手順 ( 15ページの
『SMIT を使用する場合』を参照) に従います。ステップ 3 でインストールをカス
タマイズするよう SMIT ダイアログがプロンプト表示されたら、「プレビューだけ
行う」フィールドを「はい」に設定します。この設定を使用可能にすると、SMIT

はインストールの各ステージごとに進行メッセージを表示しますが、実際にはご使
用のシステムにコンパイラーをインストールしません。

installp を使用する場合

installp コマンドを使用して、コマンド行インストール・プロセスをプレビュー
し、出力をログ・ファイルに書き出すこともできます。コンパイラーをデフォル
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ト・ロケーションにインストールする手順 ( 16ページの『installp を使用する場合』
を参照) に従い、-p フラグを指定して、コンパイラーをインストールすることなく
プロセスをプレビューします。

次の例では、/cdrom/usr/sys/inst.images ソース・ディレクトリー内のすべての使
用可能なコンパイラー・ファイル・セットのインストールをプレビューし、インス
トール・ログ・ファイルを /tmp/install.log に書き込みます。

例:

installp -paXgd /cdrom/usr/sys/inst.images -e /tmp/install.log all
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第 2 章 基本インストール

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をデフォルト・ディレクトリー
/opt/IBM/xlC/13.1.3/ にインストールする場合は、基本インストール手順を使用して
XL C/C++ をインストールできます。

基本インストールは最も簡単で時間のかからない方法です。基本インストールで
は、最新バージョンのインストールとコンパイラーの構成の両方を、単一のインス
トール・ツールを使用して行うことができるからです。

基本インストールを使用して IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をインストールする
場合は、旧バージョンの XL コンパイラーはいずれもアンインストールされませ
ん。ただし、C++ ランタイム・ライブラリーおよび共有メモリー並列処理 (SMP)

ランタイム・ライブラリーは新しいバージョンにマイグレーションされます。

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をデフォルト・ディレクトリーにインストールし
ない場合は、基本インストールを使用しないでください。代わりに、 19ページの
『第 3 章 拡張インストール』の手順に従ってください。

以下の基本インストール方法では、XL C/C++ をデフォルト・ディレクトリーにイ
ンストールします。root アクセス権限またはスーパーユーザー特権のあるアカウン
トを保有している場合は、バンドル・インストール方法、System Management

Interface Tool (SMIT)、または installp コマンドを使用して、コンパイラーをインス
トールすることができます。

基本インストール方法を使用すると、次のいずれのインストール作業も実行できま
す。

v IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 を、クリーン・システムにインストールする。

v IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 を、旧バージョンの XL コンパイラーがインス
トールされているシステムにインストールする。この場合は、両方のコンパイラ
ーで C++ ランタイム・ライブラリーおよび SMP ランタイム・ライブラリー
(IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 に付属) が使用されます。

v IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 を、IBM XL Fortran for AIX V15.1.3 が既にイ
ンストール済みのシステムにインストールする。この場合、両方のコンパイラー
が XL C/C++ for AIX で提供された SMP および MASS ライブラリーを使用し
ます (XL Fortran のインストールについては、「IBM XL Fortran for AIX V15.1.3

インストール・ガイド」を参照してください)。

v IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 が既にインストール済みのシステムに更新をイ
ンストールする。この場合、 25ページの『第 4 章 更新のインストール』の手順
に従ってください。

IBM Education Assistant (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/rtnv1r0/

index.jsp) でインストールのデモンストレーション・ビデオを参照することもできま
す。
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基本インストールの作業
基本インストールを実行する前に、管理者特権を持つユーザー・アカウントを使用
していること、および、ご使用のシステムがすべてのシステム要件を満たしている
ことを確認する必要があります。コンパイラーのインストールを終了したら、イン
ストールが正常に行われたことを確認し、コンパイラーのマニュアル・ページを使
用可能に設定する必要があります。

以下の表は、基本インストール用の手順の概要を示します。

表 13. 基本インストールのステップ: 新規またはアップグレードのインストール

手順 参照先

root ユーザーまたは管理者特権を持つユーザーに
なります。

オペレーティング・システムと共に提
供される資料

システム前提条件がすべて満たされていることを
確認します。

9ページの『システム前提条件』

デフォルト・パスを使用し、バンドル・インスト
ール方法、SMIT、または installp コマンドを使用
してコンパイラーをインストールおよび構成しま
す。

v 『バンドル・インストール方法の使
用』

v 15ページの『SMIT を使用する場
合』

v 16ページの『installp を使用する場
合』

コンパイラー・パッケージが正常にインストール
されたことを確認して、インストールをテストし
ます。

v 33ページの『コンパイラーとファイ
ル・セットの情報の確認』

v 38ページの『インストールのテス
ト』

コンパイラーのマニュアル・ページを使用可能に
します。

36ページの『マニュアル・ページの使
用可能化』

システム・ロケールやエンコードが en_US ではな
い場合は、コンパイル時のエラー・メッセージを
有効にします。それ以外の場合は、この手順をス
キップします。

36ページの『XL C/C++ エラー・メッ
セージの使用可能化』

バンドル・インストール方法の使用
XL C/C++ は、バンドル・インストール方法を使用してインストールできます。バ
ンドル・ファイル・セットには、コンパイラーの評価版またはライセンス版のイン
ストールを支援するためのスクリプトが含まれています。

手順
1. root ユーザーで installp コマンドを使用してコンパイラー・バンドル・ファイ
ル・セット xlCcmp.13.1.3.bundle をインストールします。評価版からアップグ
レードする場合は、このファイル・セットがシステムに既にインストールされて
いるため、このステップはスキップしてかまいません。

installp -aXd . xlCcmp.13.1.3.bundle

2. コマンド行から次のコマンドを入力して、Smit 簡易モードを開始します。

# smitty easy_install
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3. インストール・デバイスの名前を入力します。これは、例えば
/usr/sys/inst.images など、ファイル・セットを検索するパスです。ファイ
ル・セットが現行ディレクトリーに存在する場合には、入力デバイスとして「.」
を使用できます。

* INPUT device / directory for software [.]

4. 選択画面から、必要なパッケージを選択します。

v AIX V6.1、または V7.1、あるいは V7.2 に評価版をインストールする場合
は、xlCcmp.13.1.3-evaluation を選択します。

v AIX V6.1、または V7.1、あるいは V7.2 においてライセンス版をインストー
ルしたりライセンス版にアップグレードしたりする場合は、
xlCcmp.13.1.3-licensed を選択します。

5. 状態に応じて適宜、バンドル画面で表示される以下の値を変更し、Enter を押し
て続行します。

v 「必要条件ソフトウェアを自動的にインストールする」オプションを「はい」
に変更して、コンパイラーを自動的にインストールします。

v 「スペースが必要な場合にファイル・システムを拡張する」オプションを「は
い」に変更して、ファイル・システムを拡張することができます。

v 「新規ご使用条件に同意する」オプションを「はい」に変更して新規ご使用条
件を受け入れる必要があります。

6. インストール出力の最後までスクロールして、インストールのサマリーを確認し
ます。この出力は、バンドルのインストールが正常に終了したかどうかを示しま
す。Esc+0 を使用して終了します。

注: バンドル・インストール方法を使用すると、ご使用のオペレーティング・シ
ステムでサポートされていないファイル・セットがインストール・ツールによっ
てインストールされるのを防止できます。したがって、サポートされていないフ
ァイル・セットが原因となる障害メッセージやエラー・メッセージが生成される
ことはありません。

SMIT を使用する場合
SMIT は、インストール・プロセスを段階的にガイドします。

手順
1. コマンド smit install_latest を入力します。このコマンドにより SMIT が実
行され、インストール・プロセス用のメニュー方式のユーザー・インターフェー
スが表示されます。「ソフトウェアのための入力デバイス/ディレクトリー」を
指定する必要があります。

2. F4 を押して、推奨デバイスとディレクトリーのリストから選択するか、あるい
は、CD-ROM 装置の名前またはパッケージのロケーションへのパスを入力しま
す。ネットワークを介してインストールしたい場合は、ネットワーク・サーバー
をインストールして、ネットワーク・サーバー上のインストール・ソースに対応
するクライアント上のディレクトリーを指定しておく必要があります。
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3. Enter を押します。この段階で、ご使用のシステムでのコンパイラー・インスト
ールのカスタマイズに役立つ、質問のリストがプロンプト表示されます。デフォ
ルト値を確認するか、または必要であればデフォルト値を変更してユーザーの設
定を取り入れます。

重要: 「新規ご使用条件に同意する」の隣の「はい」を選択し、インストールを
続行します。

注:

v 「インストールするソフトウェア (SOFTWARE to install)」フィールドを選択
して F4 を押せば、デバイス上またはディレクトリー内にあるインストール可
能なファイル・セットを表示してから、インストールするファイル・セットを
選択できます。最初にランタイム・ライブラリーをインストールし、次にその
他のファイル・セットを任意の順序でインストールします。すべてのファイ
ル・セットをインストールするために、デフォルト設定 (_all_latest) を保持
することをお勧めします。

v コンパイラーを実際にはインストールせずにインストール・プロセスをプレビ
ューするには、「プレビューだけ行う」フィールドの隣の「はい」を選択しま
す。

4. Enter を押し、再度 Enter を押します。

注:

v ランタイム・ライブラリーとコンパイラー・ファイル・セットは常に必要で
す。

v コンパイル時メッセージ・カタログとランタイム・メッセージ・カタログは、
すべてが必要とは限りません。コンパイル時メッセージとランタイム・メッセ
ージに必要な各国語用のものだけでかまいません。

v 各パーツが正常にインストールされると、メッセージが表示されます。

v インストール・ログは、/home/smit.log ファイルに格納されます。

installp を使用する場合
AIX コマンド installp を使用して、XL C/C++ をコマンド行から直接インストー
ルすることができます。インストールが完了すると、インストールの出力がログ・
ファイルに書き込まれます。

手順

installp コマンドを次のように実行します。

installp -aXYgd install_images_location -e logfile fileset_names

�� - installp -aYg fileset_names
-p -X -d install_images_location -e logfile

��

-aYg
install_images_location ディレクトリー内で使用可能な、最新のインストール可
能なファイル・セットのすべてを適用することを指定し、また必須のソフトウェ
アのご使用条件を受諾することを指定します。
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-p プリインストール検査の実行によって、インストール・プロセスのプレビューを
実行します。 11ページの『installp を使用する場合』を参照してください。

-X これは、インストールを完了できるだけの十分なスペースがない場合にデフォル
ト・ロケーションにおけるファイル・システムの拡張を試みます。

-d install_images_location

ファイル・セットが置かれているディレクトリーを指定します。このパスは、マ
ウント済みの CD-ROM ドライブにすることもできます。

-e logfile

インストール・ログ・ファイルの名前とロケーションを指定します。

fileset_names

install_images_location にある、インストールするファイル・セットの名前のリ
ストを指定します。

注: キーワードの「all」を使用すると、インストール時にすべてのファイル・セ
ットを試みる必要があることを示すことができます。

例

次の例では、 1ページの『ファイル・セット』で指定されているように
/cdrom/usr/sys/inst.images ソース・ディレクトリー内のすべての使用可能なコン
パイラー・ファイル・セットをデフォルト・ロケーションにインストールし、イン
ストール・ログ・ファイルを /tmp/install.log に書き込みます。

installp -aXYgd /cdrom/usr/sys/inst.images -e /tmp/install.log all

installp コマンドの戻りコードについては、IBM AIX の資料 (http://www.ibm.com/

systems/power/software/aix/resources.html) 内の『installp コマンド』を参照してくださ
い。
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第 3 章 拡張インストール

以下のいずれかに当てはまる場合は、拡張インストール手順を使用する必要があり
ます。

v 単一のシステム上でコンパイラーの複数のフィックス・レベルを維持している。

v コンパイラー・インストールによってシステム・ランタイムを変更したくない。

v 製品を非デフォルト・ロケーションにインストールする。

v 製品を IBM i V7.1 PASE システムまたは V7.2 PASE システムにインストール
する。

拡張インストールを実行するには、インストール・イメージとともに提供される
xlCndi Perl スクリプトを使用して XL C/C++ を非デフォルト・ディレクトリーに
インストールし、単一システムで複数バージョンの XL C/C++ を実行できるように
する必要があります。このスクリプトは、xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットにパ
ッケージされています。インストール時の予測できない振る舞いを避けるために、
このスクリプトを変更しないでください。

非デフォルト・インストールの制限
非デフォルト・インストールでは、ご使用のシステムで保持する XL C/C++ のバー
ジョンの数や、そのバージョンのインストール場所をより自由に選択できますが、
基本インストールと比較すると、非デフォルト・インストールにはさまざまな点
で、より多くの制限やインプリメント要求事項もあり、保守がより困難です。

v XL C/C++ は、デフォルトのロケーションにインストールすることをお勧めしま
す。xlCndi スクリプトを使用した XL C/C++ のインストールは、コンパイラー
や標準のインストール・プロセスに詳しい熟練のユーザーのみが行ってくださ
い。

v xlCndi スクリプトは、前提条件のパッケージがインストール済みかどうかを検査
しません。

v このスクリプトを使用してプロダクト・ファイル・セットを個別にインストール
することはできません。

v インストール済みのファイル・セットをアンインストールするため、あるいはバ
ージョンまたはリリース・レベルの情報についてインストール済みのファイル・
セットを照会するために、AIX ツール (lslpp など) を使用することはできませ
ん。

v コンパイラーのサービス・リフレッシュは、デフォルト・インストール・パスを
想定しています。非デフォルト・コンパイラー・インストールの場合は、サービ
ス・パッケージを適用するために xlCndi スクリプトを使用する必要がありま
す。

v xlCndi を実行するには、ご使用のシステムに Perl バージョン 5.5.3 以上のラン
タイム環境 perl.rte がインストールされていなければなりません。このファイ
ル・セットは、AIX 基本オペレーティング・システムで提供されます。

© Copyright IBM Corp. 2003, 2015 19



v xlCndi スクリプトでは、オリジナル・ファイル・セットの名前を変更しないでお
く必要があります。つまり、SMIT サブオプション「今後のインストールのため
ソフトウェアをハード・ディスクにコピー」によってコピーされたファイル・セ
ットを使用してコンパイラーをインストールすることはできません。その理由
は、ファイル・セットのコピー時にコンパイラーのバージョン番号がファイル・
セットに付加されるためです。

v xlCndi ツールを使用して PTF を非デフォルト・ロケーションにインストールす
るには、最新 PTF バージョンの xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインスト
ールしておく必要があります。

拡張インストールの作業
格闘インストールを実行する前に、管理者特権を持つユーザー・アカウントを使用
していること、および、ご使用のシステムがすべてのシステム要件を満たしている
ことを確認する必要があります。システムにある XL C/C++ の以前のバージョンを
すべてアンインストールすることが必要な場合もあります。コンパイラーのインス
トールを終了したら、インストールが正常に行われたことを確認し、コンパイラー
のマニュアル・ページを使用可能に設定する必要があります。

拡張インストールに推奨される手順について以下の表で概説します。

表 14. 拡張インストールのステップ: 新規またはアップグレードのインストール

作業 参照先

root ユーザーまたは管理者特権を持つユーザーに
なります。

オペレーティング・システムと共に提
供される資料

システム前提条件がすべて満たされていることを
確認します。

9ページの『システム前提条件』

システムに製品の複数バージョンを維持する必要
がない場合、XL C/C++ for AIX の既存のバージ
ョンを除去します。

41ページの『第 6 章 XL C/C++ のア
ンインストール』

非デフォルト・インストール・スクリプトを使用
してコンパイラーをインストールします。

IBM PASE システム上にコンパイラーをインスト
ールする場合に、非デフォルト・インストール方
法を使用します。

21ページの『非デフォルト・インスト
ール手順』

23ページの『IBM i PASE システムへ
のインストール』

コンパイラー・パッケージが正常にインストール
されたことを確認して、インストールをテストし
ます。

v 33ページの『コンパイラーとファイ
ル・セットの情報の確認』

v 38ページの『インストールのテス
ト』

コンパイラーのマニュアル・ページを使用可能に
します。

36ページの『マニュアル・ページの使
用可能化』

システム・ロケールやエンコードが en_US ではな
い場合は、コンパイル時のエラー・メッセージを
有効にします。それ以外の場合は、このステップ
をスキップできます。

36ページの『XL C/C++ エラー・メッ
セージの使用可能化』
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非デフォルト・インストール手順
XL C/C++ を非デフォルト・ロケーションにインストールするには、最初に installp
を使用して xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインストールしてから、次に、そ
のファイル・セットに含まれる xlCndi Perl スクリプトを使用してコンパイラーを
インストールします。

手順
1. 次のように installp コマンドを実行して xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セット
をインストールします。

installp -aYXgd install_images_location -e logfile xlCcmp.13.1.3.ndi
xlCcmp.13.1.3.license

�� - installp -aYg xlCcmp.13.1.3.ndi xlCcmp.13.1.3.license
-p -X -d install_images_location -e logfile

��

-aYg
install_images_location ディレクトリー内で使用可能な、最新のインストール
可能なファイル・セットのすべてを適用することを指定し、また必須のソフ
トウェアのご使用条件を受諾することを指定します。

-d install_images_location

ファイル・セットが置かれているディレクトリーを指定します。このパス
は、マウントされている CD-ROM ドライブになる場合もあります。

-e logfile

インストール・ログ・ファイルの名前とロケーションを指定します。デフォ
ルトでは、インストール・ログ・ファイル xlCndi.log は、作業ディレクトリ
ーに保管されます。

-p プリインストール検査の実行によって、インストール・プロセスのプレビュ
ーを実行します。 11ページの『インストールとご使用条件のプレビュー』を
参照してください。

-X これは、インストールを完了できるだけの十分なスペースがない場合にデフ
ォルト・ロケーションにおけるファイル・システムの拡張を試みます。

例:

installp -aYgd /cdrom/usr/sys/inst.images -e /tmp/install.log xlCcmp.13.1.3.ndi ¥
xlCcmp.13.1.3.license

注: このコマンドを実行すると、xlCcmp.13.1.3.ndi のインストールに必要となる
ご使用条件ファイル・セット xlCcmp.13.1.3.license が自動的にインストールされ
て同意されたことになります。

2. 使用可能なすべての更新を、xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットにインストール
します。最新コンパイラー更新は、次のサポート Web サイト からダウンロー
ドできます: http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/rational/xl_c/c++_for_aix

ご使用のシステムに現在インストールされている xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・
セットのバージョン番号を確認するには、次のコマンドを使用します。

lslpp -l xlCcmp.13.1.3.ndi
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新しいバージョンの xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインストールするに
は、次のコマンドを使用します。

installp -aYgd ptf_images_location -e logfile xlCcmp.13.1.3.ndi

3. 次のコマンドを入力して、XL C/C++ をインストールします。

�� perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d source_path
-e logfile

�

�
-b target_dir -rte -version

��

perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d source_path [-e logfile] [-b target_dir]
[-rte][-version]

ここで、

-d source_path

ファイル・セットが置かれているディレクトリーを指定します。このパス
は、マウント済みの CD-ROM ドライブにすることもできます。

-e logfile

インストール・ログ・ファイルの名前とロケーションを指定します。デフォ
ルトでは、インストール・ログ・ファイル xlCndi.log は、作業ディレクトリ
ーに保管されます。

-b target_dir

これは、ファイル・セットがコピーされて展開されるターゲット・ロケーシ
ョンを指定します。デフォルトでは、このファイルは、ユーザーの作業ディ
レクトリー内の xlCndi ディレクトリーにコピーされます。このディレクト
リーが既に存在する場合は、エラー・メッセージを受け取り、インストール
は停止します。

-rte
ランタイム・コンポーネントのみをインストールする必要があることを指定
します。

-version
これは、非デフォルト・インストール・ツールのバージョンを表示します。

注: -eval オプションは非推奨であり、効果はありません。xlCndi Perl スクリプ
トは、実行されているインストールのタイプを自動的に判別します。

次の例では、xlCndi Perl スクリプトを使用して /cdrom/usr/sys/inst.images

ソース・ディレクトリー内の使用可能なコンパイラー・ファイル・セットをすべ
て非デフォルト・ロケーション /compiler/xlcpp/ にインストールし、インスト
ール・ログを /tmp/xlcpp.ndi.inst.log に書き込んでいます。

例:

perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d /cdrom/usr/sys/inst.images
-b /compiler/xlcpp/ -e /tmp/xlcpp.ndi.inst.log

タスクの結果

IBM XL C/C++ for AIX が、選択されたロケーションにインストールされます。
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xlCndi Perl スクリプトは、インストールが成功した場合は 0 を返し、インストー
ルが失敗した場合は 1 を返します。

IBM i PASE システムへのインストール
XL C/C++ を IBM i PASE システムにインストールするには、AIX SMIT ユーテ
ィリティーおよび installp ユーティリティーがサポートされていないため、非デフ
ォルト・インストール方法に従う必要があります。

このタスクについて

インストール時に、PASE システム上にコンパイラーをインストールしようとして
いることが xlCndi スクリプトによって判明すると、実行中の PASE のバージョン
に合わせて XL C/C++ 構成ファイルの名前と、その構成ファイルに含まれる変数の
1 つである oslevel が変更されます。例えば、IBM i V7.2 PASE V7.2 が稼働する
システム上にコンパイラーがインストールされている場合は xlc.cfg.71 が xlc.cfg.72

に名前変更され、OS レベルの値が 7.1 から 7.2 に変更されます。

手順
1. コンパイラー製品インストール CD を CD ドライブに挿入するか、または電子
配布パッケージを使用して、インストールを開始します。

注: 電子イメージを使用する場合は、大/小文字の区別があるファイル・システム
(/QOpenSys/ など) に配布パッケージを解凍する必要があります。非デフォル
ト・インストール・オプション -i は、CD を使用してコンパイラーをインスト
ールする場合にのみ使用できます。

2. *ALLOBJ 権限を持つユーザー・プロファイルを使用して、システムにサインオ
ンします。 コンパイラー製品ファイルは、このユーザー・プロファイルによっ
て所有されます。

3. 以下の CL コマンドを入力して、i PASE の対話式端末セッションを開始しま
す。

call qp2term

4. 適切なコンパイラー・インストール・スクリプトをリストアします。

v 電子配布パッケージを使用する場合は、以下のコマンドを実行します。
cd /QOpenSys/home/user
zcat IBM_XL_C_CPP_V13.1.3.0_AIX.tar.Z | tar -xvf -
restore -qf usr/sys/inst.images/xlCcmp.13.1.3.ndi ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi

v インストール CD を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。
cd /QOpenSys/home/user
restore -qf /QOPT/CDROM/USR/SYS/INST.IMA/XLC.NDI ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi

5. インストール・スクリプトを実行して、コンパイラーをインストールします。
コンパイラーの宛先ディレクトリーは、コマンド内の -b オプションで指定しま
す。以下のコマンドでは、コンパイラー用の優先ディレクトリー名を使用してい
ます。別のディレクトリーを選択する場合、そのディレクトリーは大/小文字の区
別があるファイル名に対応する /QOpenSys ツリー内にあります。

v 電子配布パッケージを使用する場合は、以下のコマンドを実行します。
/QIBM/ProdData/DeveloperTools/pase/bin/perl ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d ¥
./usr/sys/inst.images -b /QOpenSys/xlcpp

v インストール CD を使用する場合は、以下のコマンドを実行します。
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/QIBM/ProdData/DeveloperTools/pase/bin/perl ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -i -d ¥
/QOPT/CDROM/USR/SYS/INST.IMA -b /QOpenSys/xlcpp

タスクの結果

i PASE で使用するために XL C/C++ コンパイラーがインストールされていれば、
XL C/C++ コンパイラー・コマンド (例: xlc) はディレクトリー
/QOpenSys/xlcpp/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/ にあります。

注: コンパイラー・コマンドを収めたディレクトリーを $PATH 環境変数に追加で
きます。$PATH 環境変数には、コマンドを検索する場合に検索対象となるディレク
トリーを指定します。例えば、XL C/C++ コンパイラーをインストールした場合、
以下のように $PATH 環境変数を変更すると、コンパイラー・コマンドを使用する
ときにコマンド・パスを指定する必要がなくなります。

export $PATH=$PATH:/QOpenSys/xlcpp/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin

PASE システムにコンパイラー・インストールの更新用の PTF をインストールする
方法については、 27ページの『PTF 更新を PASE システムにインストール』を参
照してください。

IBM i V7.2 PASE システムについて詳しくは、『IBM PASE for i』を参照してく
ださい。

非デフォルト・ロケーションから XL C/C++ を実行
コンパイラー呼び出しコマンドは /target_dir/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/ にインス
トールされます。 target_dir は、非デフォルト・インストール時に -b フラグに
よって設定されたコンパイラーのロケーションです。

手順
v 例えば、XL C/C++ を /compiler/xlcpp ディレクトリーにインストールした場合
は、次のコマンドを使用してコンパイラーを実行できます。

/compiler/xlcpp/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlcpp -o hello_C hello.C

v あるいは、 37ページの『XL C/C++ 呼び出しコマンドへのショートカットの作
成』で説明されているように、コンパイラー呼び出しへのショートカットを作成
することもできます。

24 XL C/C++: インストール・ガイド

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_72/rzalf/rzalfintro.htm


第 4 章 更新のインストール

プログラム一時修正 (PTF) は XL C/C++ に対する更新であり、製品に対する 1 つ
または複数のフィックスを提供します。

最新コンパイラー更新は、次のサポート Web サイト からダウンロードできます:

http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/rational/xl_c/c++_for_aix。 Fix Central

でも説明を検索できます。

更新のインストールの作業
XL C/C++ に対する更新をインストールする場合は、最初に、コンパイラーがデフ
ォルト・ディレクトリーにインストールされているのか非デフォルト・ディレクト
リーにインストールされているのかを判別し、その後で、そのインストール・タイ
プを更新するための推奨手順に従う必要があります。

コンパイラーがデフォルト・ディレクトリー /opt/IBM/xlC/13.1.3/ にインストールさ
れている場合は、表 15 で概説されている手順に従う必要があります。

表 15. 基本インストールのステップ: 更新のインストール

作業 参照先

root ユーザーまたは管理者特権を持つユーザーに
なります。

オペレーティング・システムと共に提
供される資料

システム前提条件がすべて満たされていることを
確認します。

9ページの『システム前提条件』

PTF パッケージをダウンロードし、圧縮解除し、
アンパックします。

26ページの『インストール用の PTF

パッケージの準備』

.toc ファイルを生成します。 26ページの『インストール用の PTF

パッケージの準備』

デフォルト・パスを使用し、SMIT または installp

コマンドを使用して PTF をインストールします。
v 28ページの『SMIT を使用する場
合』

v 28ページの『installp を使用する場
合』

コンパイラー・パッケージが正常にインストール
されたことを確認して、インストールをテストし
ます。

v 33ページの『コンパイラーとファイ
ル・セットの情報の確認』

v 38ページの『インストールのテス
ト』

コンパイラーが /opt/IBM/xlC/13.1.3/ 以外の任意のディレクトリーにインストールさ
れている場合は、表 16 で概説されている手順に従う必要があります。

表 16. 拡張インストールのステップ: 更新のインストール

作業 参照先

root ユーザーまたは管理者特権を持つユーザーに
なります。

オペレーティング・システムと共に提
供される資料
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表 16. 拡張インストールのステップ: 更新のインストール (続き)

作業 参照先

システム前提条件がすべて満たされていることを
確認します。

9ページの『システム前提条件』

PTF パッケージをダウンロードし、圧縮解除し、
アンパックします。

『インストール用の PTF パッケージの
準備』

.toc ファイルを生成します。 『インストール用の PTF パッケージの
準備』

SMIT または installp を使用して、
xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットに対する PTF

更新をすべてインストールします。

v 28ページの『SMIT を使用する場
合』

v 28ページの『installp を使用する場
合』

非デフォルト・インストール・スクリプトを使用
して、さらに更新をインストールします。

29ページの『xlCndi を使用した拡張イ
ンストールの更新』

コンパイラー・パッケージが正常にインストール
されたことを確認して、インストールをテストし
ます。

v 33ページの『コンパイラーとファイ
ル・セットの情報の確認』

v 38ページの『インストールのテス
ト』

インストール用の PTF パッケージの準備
コンパイラーへの更新は、PTF パッケージとして提供されます。その PTF パッケ
ージを使用してコンパイラーを更新する前に、そのパッケージをダウンロードして
圧縮解除し、.toc ファイルを生成する必要があります。

始める前に

root としてログインするか、スーパーユーザー権限を保有している必要がありま
す。

手順
1. 必要な PTF パッケージ (例えば 13.1.3.1-IBM-xlCcmp-AIX-FP001.tar.Z) を空
のディレクトリーにダウンロードします。

2. 圧縮ファイルを復元し、ダウンロードしたパッケージから PTF ファイル・セッ
トを解凍します。 tar ファイルを圧縮解除してアンパックするには、次のコマン
ドを使用します。

zcat package_name.tar.Z | tar -xvf -

3. コマンド inutoc directory_name を使用して、解凍されたファイル・セットと同
じディレクトリーに .toc ファイルを生成します。

例

ディレクトリー /compiler/update/ にあるパッケージ 13.1.3.1-IBM-xlCcmp-AIX-

FP001.tar.Z をインストール用に準備する手順を以下に例示します。

cd /compiler/update
zcat 13.1.3.1-IBM-xlCcmp-AIX-FP001.tar.Z | tar -xvf -
inutoc .
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PTF 更新を PASE システムにインストール
このセクションでは、PASE システムに XL C/C++ コンパイラーの PTF をインス
トールするステップについて説明します。

始める前に

PTF をインストールする前に、 23ページの『IBM i PASE システムへのインスト
ール』のステップを使用して、PASE システムにコンパイラーをインストールして
おく必要があります。

手順
1. インストールする PTF パッケージ・ファイルを取得します。

2. PTF パッケージ・ファイルを圧縮解除してアンパックします。 圧縮 TAR イメ
ージを /QOpenSys/ptf/ ディレクトリーにダウンロードした場合、QP2TERM コ
マンド行から以下のコマンドを使用できます。

cd /QOpenSys/ptf
uncompress <filename.tar.Z>
tar -xvf <filename.tar>

3. インストールする PTF パッケージのリストを含むファイルを作成します。 これ
を行うには、QP2TERM コマンド行で以下のコマンドを使用します。

cd /QOpenSys/ptf
ls *.bff > ptflist.txt

4. 必要に応じて、非デフォルト・インストール (NDI) ツール自体を確認して更新
します。 NDI ツールの更新バージョンを使用して、残りの PTF パッケージを
インストールするには、まず、この更新バージョンをリストアする必要がありま
す。これを行うには、以下のコマンドを使用します。

cd /QOpenSys/home/user
ls /QOpenSys/ptf/xlCcmp.13.1.3.ndi_*
restore -qf xlCcmp.13.1.3.ndi_V.R.M.F.bff ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi

注:

v ls コマンドで、ファイルが存在しないことを示すエラー・メッセージが返され
る場合、NDI ツールが PTF パッケージによって更新されていないことを意味
します。このコマンドをスキップして、次に指示されるステップを続行しま
す。

v ls コマンドからファイル名が返される場合は、このファイル名を書き留めて
restore コマンドで使用します。

restore -qf xlCcmp.13.1.3.ndi_V.R.M.F.bff ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi

例えば、返されるファイル名が xlCcmp.13.1.3.ndi_13.1.3.1.bff の場合は、
次のコマンドを発行します。

restore -qf xlCcmp.13.1.3.ndi_13.1.3.1.bff ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi

5. インストール・スクリプトを実行して、PTF をインストールします。 QP2TERM

コマンド行から、以下のコマンドを入力します。

/QIBM/ProdData/DeveloperTools/pase/bin/perl ./opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi ¥
-d /QOpenSys/ptf -b /QOpenSys/xlcpp -u /QOpenSys/ptf/ptflist.txt

インストール・スクリプトは、PTF 更新の前に存在したコンパイラー・ファイル
の圧縮 TAR バックアップを作成します。この手順で示されたとおりのディレク
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トリーを使用する場合、このファイルの名前は /QOpensys/xlcpp.backup.tar.Z

になります。 PTF 更新のインストールに関する問題、または PTF 更新自体に
関する問題が発生する場合は、このバックアップからリストアして PTF 更新を
アンインストールできます。

基本インストールの更新
基本インストール・プロセスを使用して XL C/C++ をデフォルト・ロケーションに
インストールした場合、SMIT または installp コマンドを使用して PTF をインス
トールすることをお勧めします。

SMIT を使用する場合
PTF のインストールには、SMIT インターフェースを使用できます。

手順
1. smit update_all コマンドを実行します。 このコマンドが SMIT を呼び出す
と、インストール・プロセス用のメニュー方式のユーザー・インターフェースが
表示されます。

2. 「ソフトウェアのための入力デバイス/ディレクトリー (INPUT

device/directory of the software)」が表示されるときは、PTF ファイル・セ
ットおよび .toc が置かれているディレクトリーのパスを入力します。

3. Enter を押します。

この段階で、ご使用のシステムでのコンパイラー・インストールをカスタマイズ
するために役立つ質問のリストで入力が要求されます。デフォルト値を検査する
か、または必要であればデフォルト値を変更してユーザーの設定を取り入れま
す。「インストールするソフトウェア (SOFTWARE to install)」フィールドに
ある値は変更しないでください。

4. Enter を 2 回押します。

各パーツが正常にインストールされるとメッセージが表示され、インストール・
ログが /home/smit.log に保管されます。

注: お使いのシステムを新しいオペレーティング・システム・バージョンにマイ
グレーションした場合は、smit install_all を使用して、このオペレーティン
グ・システム・バージョンに関連するすべてのファイル・セットを確実にインス
トールしてください。

installp を使用する場合
PTF をインストールして出力をログ・ファイルに書き込むには、installp コマンド
を使用できます。

手順

次のコマンドを実行します。

�� - installp -ag fileset_names
-p -X -d PTF_filesets_location -e logfile

��
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installp -aXgd PTF_filesets_location -e logfile fileset_names

-ag
PTF_filesets_location ディレクトリー内で使用可能な、最新のインストール可能
なファイル・セットのすべてを適用することを指定します。

-p プリインストール検査の実行によって、インストール・プロセスのプレビューを
実行します。 11ページの『インストールとご使用条件のプレビュー』を参照し
てください。

-X これは、インストールを完了できるだけの十分なスペースがない場合にデフォル
ト・ロケーションにおけるファイル・システムの拡張を試みます。

-d PTF_filesets_location

ファイル・セットが置かれているディレクトリーを指定します。このパスは、マ
ウントされている CD-ROM ドライブになる場合もあります。

-e logfile

インストール・ログ・ファイルの名前とロケーションを指定します。

fileset_names

PTF_filesets_location 内にあるファイル・セットのうち、インストールするファ
イル・セットの名前のリストを指定します。

注: キーワード「all」を使用すると、インストール時にすべてのファイル・セッ
トを試みる必要があることを示すことができます。

例

次の例では、 1ページの『ファイル・セット』で指定されているように
/compiler/update/ ソース・ディレクトリー内のすべての使用可能な PTF ファイ
ル・セットをデフォルト・ロケーションにインストールし、インストール・ログ・
ファイルを /tmp/install.log に書き込みます。

installp -aXgd /compiler/update/ -e /tmp/install.log all

xlCndi を使用した拡張インストールの更新
XL C/C++ コンパイラーが非デフォルト・ディレクトリーにインストールされてい
る場合は、xlCndi を使用して PTF をインストールする必要があります。

このタスクについて

注: xlCndi ツールを使用する場合は、PTF を非デフォルト・ロケーションにインス
トールする前に PTF xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインストールする必要が
あります。

手順
1. PTF に含まれている xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインストールしま
す。 このファイル・セットは最初にインストールする必要があります。そうす
ることにより、このファイル・セット内の xlCndi スクリプトを使用して、残り
のファイル・セットを正しくインストールできるようになります。

ご使用のシステムに現在インストールされている xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・
セットのバージョン番号を判別するには、次のコマンドを実行します。
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lslpp -l xlCcmp.13.1.3.ndi

新しいバージョンの xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットをインストールするに
は、次のコマンドを実行します。

installp -aXgd ptf_images_location -e logfile xlCcmp.13.1.3.ndi

2. インストールする PTF ファイル・セットをリストするテキスト・ファイルを作
成します。 このテキスト・ファイルでは、1 行に 1 つの PTF ファイルの名前
が含まれるようにしてください。以下のようにls コマンドを使用して、このファ
イルを作成します。

ls source_path > ptf_names_file

例

ls /compiler/update/*.bff > /home/user/update.list

update.list には、次のように、更新されたすべてのファイル・セット名が 1

行に 1 つずつ含まれます。

xlccmp.13.1.3.1.bff

3. Perl コマンドを使用して xlCndi スクリプトを実行します。

�� perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d source_path -u ptf_names_file �

�
-e logfile -b target_dir -rte -version

��

perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d source_path -u ptf_names_file [-e logfile]
-b [target_dir]

ここで、

-d source_path

ファイル・セットが置かれているディレクトリーを指定します。このパス
は、マウントされている CD-ROM ドライブになる場合もあります。

-u ptf_names_file

インストールする PTF ファイル・セットの名前を含んでいるテキスト・フ
ァイルを指定します。

-e logfile

インストール・ログ・ファイルの名前とロケーションを指定します。デフォ
ルトでは、インストール・ログ・ファイル xlCndi.log は、作業ディレクトリ
ーに保管されます。

-b target_dir

更新するコンパイラーがインストールされているディレクトリーを指定しま
す。

-rte
ランタイム・コンポーネントのみをインストールすることを指定します。

-version
これは、非デフォルト・インストール・ツールのバージョンを表示します。

注: インストール・スクリプトは、PTF 更新の前に存在したコンパイラー・
ファイルの圧縮 TAR バックアップを作成します。PTF 更新のインストール
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に関する問題、または PTF 更新自体に関する問題が発生する場合は、バッ
クアップ・ファイル target_dir.tar.Z からリストアして PTF 更新をアン
インストールできます。

次の例では、xlCndi Perl スクリプトを使用して /compiler/update/ ソース・デ
ィレクトリー内の使用可能な PTF ファイル・セットをすべて非デフォルト・ロ
ケーション /compiler/xlcpp/ にインストールし、インストール・ログを
/tmp/xlcpp.ndi.inst.log に書き込んでいます。

例:

perl /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlCndi -d /compiler/update/ -u /compiler/update/ptflist
-b /compiler/xlcpp/ -e /tmp/xlcpp.ndi.inst.log

製品バージョンのマイグレーション
旧バージョンのコンパイラーがインストールされている場合に、このバージョンを
インストールしても、旧バージョンは削除されず、単に C++ ランタイム・ライブラ
リーと SMP ランタイム・ライブラリーが新しいバージョンにマイグレーションさ
れます。ご使用のシステム上に複数のバージョンのコンパイラーを保持できます。

ご使用のシステムで複数の XL C/C++ バージョンを維持する予定の場合は、 19ペ
ージの『第 3 章 拡張インストール』を参照してください。

オペレーティング・システムのマイグレーション
コンパイラーが AIX 7.1 にインストールされている場合は、オペレーティング・シ
ステムを AIX 7.2 にマイグレーションすることをお勧めします。

コンパイラー・ファイル・セットは OS 固有ではありません。 XL C/C++ V13.1.3

が AIX 7.1 にインストールされている場合は、オペレーティング・システムを
AIX 7.2 にマイグレーションするときにコンパイラー・ファイル・セットをマイグ
レーションする必要はありません。今後、より高いレベルの AIX に対して OS 固
有のファイル・セットが必要になった場合は、対象バージョンの AIX に対するサポ
ートを追加する PTF に関連する技術情報に、そのファイル・セットが記載されま
す。
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第 5 章 XL C/C++ のインストール後の作業

コンパイラーのインストール後に、オプションで使用できるセットアップおよび検
査手順があります。製品資料もご利用ください。

これらについては、以下の各節で説明しています。

v 『コンパイラーとファイル・セットの情報の確認』

v 34ページの『使用状況のトラッキングの使用可能化』

v 34ページの『IBM License Metric Tool (ILMT) および Tivoli Asset Discovery for

Distributed (TADd) の使用可能化』

v 35ページの『コンパイラーのデフォルトの構成』

v 35ページの『環境変数の設定』

v 36ページの『XL C/C++ エラー・メッセージの使用可能化』

v 36ページの『マニュアル・ページの使用可能化』

v 37ページの『XL C/C++ 呼び出しコマンドへのショートカットの作成』

v 38ページの『ローカル資料へのアクセス』

v 38ページの『インストールのテスト』

コンパイラーとファイル・セットの情報の確認
lslpp コマンドまたは -qversion コンパイラー・オプションを使用するか、
.vrmf_history ファイルを表示することで、インストールされているコンパイラー
および個々のファイル・セットのバージョンを確認できます。

lslpp を使用する場合

lslpp コマンドを使用すれば、インストール済みファイル・セットについての情報を
表示できます。

lslpp option_string

ここで、option_string は以下のいずれかです。

-L fileset

これは、指定されたファイル・セットのバージョンおよび状態を表示します。

-f fileset

これは、指定されたファイル・セットに関連付けられているファイルおよびシン
ボリック・リンクを表示します。

-w filename

これは、指定されたファイル (filename) がどのファイル・セットに属している
のかを示します。

注: lslpp は、SMIT メソッドまたは installp メソッドを使用してインストールされ
たファイル・セットのみを検出します。
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-qversion を使用する場合

コンパイラーのバージョン、リリース、および PTF レベルの詳細情報を入手するた
めに、-qversion コンパイラー・オプションを使用できます。詳しくは、「XL

C/C++ コンパイラー・リファレンス」の『-qversion』を参照してください。

.vrmf_history ファイルの表示

XL C/C++ を非デフォルト・ロケーションにインストールした場合は、コンパイラ
ーのルート・ディレクトリーにインストールされている .vrmf_history テキスト・
ファイルを表示することによって、インストールされているファイル・セットごと
のバージョン情報を表示できます。

注: xlCndi スクリプトで予期しない振る舞いが発生することがあるため、このファ
イルは編集しないでください。

使用状況のトラッキングの使用可能化
使用状況トラッキングを使用すると、コンパイラーの使用状況が、購入した同時ユ
ーザー・ライセンスの数に基づく資格数を超えるかどうかを検出できます。

使用状況トラッキングは、デフォルトでは使用不可です。使用状況トラッキングを
使用可能にするには、使用状況トラッキング構成ファイル urt_client.cfg 内の
-qnoenabletracking 項目を -qenabletracking に変更します。このファイル内で、使
用状況トラッキングに関するその他の各種項目も指定できます。コンパイラーの各
インストール内に、使用状況トラッキング構成ファイルを指す urt_client.cfg と
いう名前のシンボリック・リンクが存在します。使用状況トラッキング構成ファイ
ルのコピーを異なるロケーションで使用する場合、またはこのファイルの複数のコ
ピーを使用する場合には、シンボリック・リンクの変更が必要な場合があります。
使用状況トラッキングの詳細については、「XL C/C++ コンパイラー・リファレン
ス」の『使用状況トラッキングの構成』を参照してください。

IBM License Metric Tool (ILMT) および Tivoli Asset Discovery for
Distributed (TADd) の使用可能化

IBM License Metric Tool (ILMT) および Tivoli® Asset Discovery for Distributed

(TADd) は、サポート対象システムにおけるソフトウェアの使用量の測定およびライ
センス割り当てサービスの管理を可能にします。通常、ILMT および TADd は、ご
使用のシステムにインストールして使用している製品を認識しモニターします。

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 では、ILMT と TADd はインベントリー・サポー
トにのみ使用できます。ILMT と TADd は、XL C/C++ の製品のインストールを検
出することはできますが、その使用量は検出できません。

注: ILMT および TADd は、XL C/C++ コンパイラー・オファリングの一部ではな
いため、別途購入してインストールする必要があります。

ILMT および TADd をインストールして活動化すると、特定の製品がインストール
されているかどうかを示す製品インベントリー・シグニチャーを、ご使用のシステ
ムでスキャンします。 ILMT および TADd は、その製品のバージョン、リリー
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ス、およびモディフィケーション・レベルも識別します。インベントリー・シグニ
チャー・ファイルは、PTF のインストール後に更新されません。

XL C/C++ がデフォルト・ロケーションにインストールされた場合、シグニチャ
ー・ファイルは /opt/IBM/xlC/13.1.3/ ディレクトリーにあります。そうではな
く、XL C/C++ が非デフォルト・ロケーションにインストールされている場合、シ
グニチャー・ファイルは /target_dir/opt/IBM/xlC/13.1.3/ ディレクトリーにあり
ます。 target_dir は、非デフォルト・インストール・スクリプトの -b オプション
によって指定されたインストール用ターゲット・ディレクトリーです。

詳しくは、「IBM License Metric Tool」および「Tivoli Asset Discovery for

Distributed」を参照してください。

コンパイラーのデフォルトの構成
ユーザー固有のニーズに合わせて、コンパイラーのいくつかのデフォルト設定を変
更することができます。

v AIX 6.1 が稼働しているシステムで XL C/C++ を使用している場合、構成ファイ
ルは /opt/IBM/xlc/13.1.3/etc/xlc.cfg.61 です。

v AIX 7.1 が稼働しているシステムで XL C/C++ を使用している場合、構成ファイ
ルは /opt/IBM/xlc/13.1.3/etc/xlc.cfg.71 です。

v AIX 7.2 が稼働しているシステムでコンパイラーを使用している場合、構成ファ
イルは /opt/IBM/xlc/13.1.3/etc/xlc.cfg.72 です。

v GCC オプション構成ファイルは gxlc.cfg です。

XL C/C++ コンパイラー設定の変更方法について詳しくは、「XL C/C++ コンパイ
ラー・リファレンス」 の『カスタム・コンパイラー構成ファイルの使用』および
『gxlc または gxlc++ オプション・マッピングの構成』を参照してください。

環境変数の設定
コンパイラーを使用する前に、環境変数 LANG、MANPATH、NLSPATH、および
PATH が設定されていることを確認してください。

echo コマンドを使用してこれらの変数の現在の設定を判別することができます。

echo -e "¥n $LANG ¥n¥n $NLSPATH ¥n¥n $MANPATH ¥n¥n $PATH"

LANG メッセージ・ファイルおよびヘルプ・ファイル用の各国語を指定
します。 9ページの『各国語サポート』を参照してください。

LANG 環境変数は、システムに提供されたあらゆるロケールに設
定することができます。詳しくは、「AIX プログラミングの一般
概念」に記載されたロケールの説明を参照してください。

アメリカ合衆国の英語の各国語コードは en_US です。 適切なメ
ッセージ・カタログがシステムにインストールされている場合、
その他の有効な任意の各国語コードで、en_US を置換することが
できます。
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MANPATH オプションでマニュアル・ページを検索するためのディレクトリ
ー検索パスを指定します。MANPATH のデフォルト・マニュア
ル・パスの前には、/opt/IBM/xlC/13.1.3/man/$LANG を指定する
必要があります。

NLSPATH メッセージ・ファイルおよびヘルプ・ファイルのパス名を指定し
ます。

PATH コンパイラーの実行可能ファイルのディレクトリー検索パスを指
定します。

注: LANG および NLSPATH 環境変数は、オペレーティング・システムがインスト
ールされるときに初期化され、使用するものとは異なってしまう場合があります。

XL C/C++ エラー・メッセージの使用可能化
システムで en_US のロケールとエンコードが使用されている場合、コンパイラー・
メッセージ・カタログが正しく表示されるように自動的に構成されます。インスト
ールと構成方法が基本的であるか、上級者向けであるかに関係ありません。ただ
し、システムが他のサポートされるロケールを使用する場合は、インストール後に
コンパイラーおよびランタイム関数が適切なメッセージ・カタログを検索できるよ
うに、NLSPATH 環境変数を設定する必要があります。

例えば、IBM_eucJP コード・ページを使用して日本語ロケールを指定するには、以
下のコマンドを使用します。

LANG=ja_JP
NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/%L/%N:/usr/lib/nls/msg/prime/%N
export LANG NLSPATH

関連付けられたメッセージ・カタログがインストールされている場合は、ja_JP の
代わりに有効な任意の各国語コードを使用してください。

サポートされる言語ロケールのリストについては、 9ページの『各国語サポート』
を参照してください。

マニュアル・ページの使用可能化
マニュアル・ページは、コンパイラー呼び出しコマンドとその他のコンパイラー・
ユーティリティーに対して提供されています。

マニュアル・ページを表示できるようにするには、以下のコマンドを入力して、
MANPATH 環境変数にマニュアル・ページのディレクトリーを追加する必要があり
ます。

export MANPATH=$MANPATH:/opt/IBM/xlC/13.1.3/man/LANG

LANG は、以下の言語ロケールのいずれかです。

v en_US

v EN_US

v ja_JP
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v JA_JP

v Ja_JP

v zh_CN

v ZH_CN

v Zh_CN

例えば、マニュアル・ページの言語を米国英語に設定するには、次のコマンドを実
行します。

MANPATH=$MANPATH:/opt/IBM/xlC/13.1.3/man/en_US
export MANPATH

また、マニュアル・ページの言語を他のいずれかのサポート対象言語に設定するに
は、次のコマンドを実行します。

MANPATH=$MANPATH:/opt/IBM/xlC/13.1.3/man/$LANG
export MANPATH

ここで、$LANG は上記のいずれかの言語ロケールに設定します。

マニュアル・ページが正常にインストールされたかどうかを検査するには、マニュ
アル・ページを 1 ページ以上開いてみます ( 38ページの『マニュアル・ページの
表示』を参照)。

XL C/C++ 呼び出しコマンドへのショートカットの作成
コンパイラー呼び出しコマンドは、自動的には /usr/bin/ にインストールされませ
ん。絶対パスを指定せずにコンパイラーを呼び出すには、呼び出しコマンドへのシ
ョートカットを作成します。

XL C/C++ 呼び出しコマンドへのショートカットを作成するには、以下のいずれか
を実行してください。

v 特定のドライバーについて /opt/IBM/xlc/13.1.3/bin/ および
/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/ から /usr/bin/ へのシンボリック・リンクを作成す
る。

例:

ln -s /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/xlc /usr/bin/xlc

v /opt/IBM/xlc/13.1.3/bin/ および /opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/ を PATH 環境変
数に追加する。

例:

PATH=$PATH:/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/
export PATH

注: XL C/C++ が非デフォルト・ロケーションにある場合、呼び出しコマンドは
/target_dir/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin にインストールされます (target_dir は、非
デフォルト・インストール・スクリプトの -b オプションで指定されるインストー
ル用のターゲット・ディレクトリーです。非デフォルト・インストールの呼び出し
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コマンドへのショートカットを作成するには、コンパイラー呼び出しのロケーショ
ン target_dir/opt/IBM//opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/ を PATH 環境変数に追加しま
す。

例えば、XL C/C++ を /compiler/xlcpp ディレクトリーにインストールした場合、
以下を使用してコマンドを実行できます。

PATH=$PATH:/compiler/xlcpp/opt/IBM/xlC/13.1.3/bin/
export PATH

ローカル資料へのアクセス
コンパイラー呼び出しコマンドとその他のコマンド・ユーティリティーについての
マニュアル・ページが含まれています。

マニュアル・ページの表示
すべてのコンパイラー呼び出しコマンドおよびユーティリティーには、マニュア
ル・ページが組み込まれています。

マニュアル・ページの表示を使用可能にする方法については、 36ページの『マニュ
アル・ページの使用可能化』を参照してください。

マニュアル・ページを呼び出すには、以下のコマンドを実行します。

man command

ここで command はすべての XL C/C++ 呼び出しまたはユーティリティー・コマン
ドです。

例:

man xlc

インストールのテスト
製品のインストールおよび重要な検索パスをテストするには、いくつかの単純なプ
ログラムを作成、コンパイル、および実行してみてください。

例えば、次のとおりです。

1. 以下の C/C++ プログラムを作成します。

[hello.c]
#include <stdio.h>
int main(void)
{

printf("Hello World!¥n");
return 0;

}

[hello.cpp]
#include <iostream>
int main()
{

std::cout << "Hello World!¥n" << std::endl;
return 0;

}

2. テスト・プログラムをコンパイルします。例えば、次のとおりです。
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xlc hello.c -o hello

xlc++ hello.cpp -o hello

注: コンパイラー呼び出しコマンドへのショートカットを使用するには、 37ペ
ージの『XL C/C++ 呼び出しコマンドへのショートカットの作成』を参照してく
ださい。ショートカットを使用しない場合は、プログラムをコンパイルするコマ
ンドへの絶対パスを組み込みます。

3. 次のプログラムを実行します。

./hello

画面に「Hello World!」と出力されるはずです。

4. プログラムの終了コードを調べます。

echo $?

結果はゼロになります。
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第 6 章 XL C/C++ のアンインストール

このセクションでは、XL C/C++ の基本インストールと拡張インストールの両方を
アンインストールするために必要な手順の概要を説明します。

注:

1. XL C/C++ をアンインストールするには、root アクセス権限が必要です。

2. ファイル・セットの一部が他のインストール済みの製品に必要な場合、そのファ
イル・セットはアンインストールできない場合があります。 IBM XL C/C++ for

AIX V13.1.3 に組み込まれるファイル・セットについて詳しくは、 1ページの
『ファイル・セット』を参照してください。

3. 従属パッケージを自動的にアンインストールすると問題が起こることがあるた
め、すべての従属ファイル・セットが不要になったことを確認するために、アン
インストールのプレビューを行うことをお勧めします。

基本インストールのアンインストール
コンパイラーをデフォルト・ロケーションからアンインストールするには、SMIT
または installp のいずれかを使用してコンパイラー・ファイル・セットを除去しま
す。

インストールされている別のファイル・セットに必要なファイル・セットを除去し
ようとしても、選択したファイル・セットは、その従属ファイル・セットも除去し
ない限り除去できません。

SMIT を使用する場合

以下のステップは、SMIT インターフェースを使用して IBM XL C/C++ for AIX

V13.1.3 をアンインストールする方法を示しています。

v 次のコマンドを実行します。

smit remove

v 「ソフトウェア名」フィールドに、ファイル・セット名 (ワイルドカードも認め
られます) をスペースで区切って入力します。デフォルト・ロケーションに XL

Fortran がインストール済みの場合は、コンパイラー間で共用されるファイル・セ
ットを除去してはなりません。この場合は、フィールドに以下の名前を入力しま
す。

xlccmp.13.1.3* xlCcmp.13.1.3*

それ以外の場合は、フィールドに以下の名前を入力します。

xlccmp.13.1.3* xlCcmp.13.1.3* xlmass.8.1.3 memdbg.*

SMP ライブラリーのアンインストールも実行する場合は、フィールドに以下の名
前を入力します。(通常は、この操作を実行することは推奨されません。このラン
タイム・ライブラリーに依存するアプリケーションがインストールされている可
能性があるからです。)
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xlsmp.*

IBM Debugger for AIX, V13.1 をアンインストールするには、以下の名前もフィ
ールドに入力する必要があります。

ibmdebugger

「従属ソフトウェアを除去する」フィールドで、「はい」を選択します。

注: アンインストールをプレビューするには、「プレビューだけ行う」の値を
「はい」に設定します。

installp を使用する場合

installp コマンドを使用して IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をアンインストール
するには、コマンド行に以下のコマンドを入力します。

installp -ug filesets

ここで、filesets は、アンインストールするファイル・セット (ワイルドカードも認
められます) のリストです。

XL Fortran がデフォルト・ロケーションにインストールされている場合は、コンパ
イラー間で共用されているファイル・セットはいずれも削除してはなりません。こ
の場合、filesets は

xlccmp.13.1.3¥* xlCcmp.13.1.3¥*

でなければなりません。

さもなくば、filesets は

xlccmp.13.1.3¥* xlCcmp.13.1.3¥* xlmass.8.1.3 memdbg.¥*

です。 SMP ライブラリーのアンインストールも実行する場合は、フィールドに以
下の名前を入力します。(通常、これは推奨されません。このランタイム・ライブラ
リーに依存するアプリケーションがインストールされている可能性があるためで
す。)

xlsmp.¥*

IBM Debugger for AIX, V13.1 をアンインストールするには、以下のコマンドを入
力してください。

installp -ug ibmdebugger

拡張インストールのアンインストール
コンパイラーが非デフォルト・ロケーションにインストールされている場合は、自
分でファイル・セットを削除する必要があります。

このタスクについて

非デフォルト・ロケーションにインストールされている XL C/C++ コンパイラーを
アンインストールするには、コンパイラー・ディレクトリーを削除し、
xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットおよびご使用条件ファイル・セットをアンイ
ンストールします。

42 XL C/C++: インストール・ガイド



各ファイル・セットのどのバージョンがインストール済みかを判別するには、 33ペ
ージの『コンパイラーとファイル・セットの情報の確認』を参照してください。

手順
v コンパイラー・ディレクトリーを削除するには、以下のコマンドを入力してくだ
さい。

rm -rf target_dir

target_dir は、非デフォルト・インストール・スクリプトの -b オプションによっ
て指定されるインストール用ターゲット・ディレクトリーです。

v xlCcmp.13.1.3.ndi とご使用条件のファイル・セットをアンインストールするに
は、次のコマンドを入力します。

installp -u xlCcmp.13.1.3.ndi xlCcmp.13.1.3.license

v コンパイラーの評価版をアンインストールする場合は、次のコマンドを入力して
xlCcmp.13.1.3.ndi ファイル・セットおよび xlCcmp.13.1.3.evaluation ファイ
ル・セットをアンインストールします。

installp -u xlCcmp.13.1.3.ndi xlCcmp.13.1.3.evaluation

Web からダウンロードされた MASS コンポーネントのバージョンのアン
インストール

IBM XL C/C++ for AIX V13.1.3 をインストールしているシステムに、以前に
MASS ライブラリーをインストールしていた場合、それらのライブラリーをインス
トールしていたディレクトリーを除去することによって、ライブラリーをアンイン
ストールすることをお勧めします。

手順

次のコマンドを入力して MASS ディレクトリーを削除します。

rm -rf mass_directory

mass_directory は MASS ライブラリーのロケーションです。
MASS ディレクトリー内のライブラリーへのシンボリック・リンクを /usr/lib/ デ
ィレクトリー内に作成した場合は、それらのリンクも同様に削除する必要がありま
す。必要なシンボリック・リンクの作成は、コンパイラーのインストール時に自動
的に処理されます。
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特記事項

プログラミング・インターフェース: 所定のプログラミング・インターフェースを使
用することにより、お客様は IBM XL C/C++ for AIX 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, 2015.

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 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。

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

Windowsは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
アンインストール 41

拡張 42

基本 41

MASS ライブラリー 43

一般ユーザー向けの説明 v

インストール CD 1

インストール後 33

インストールのテスト 38

インストール・イメージ 1

エラー・メッセージ、使用可能化 36

オペレーティング・システム
必要な 9

マイグレーション 31

［カ行］
拡張インストール 20

アンインストール 42

概要 20

更新 29

コンパイラー呼び出しコマンド 24

制限 19

手順 19, 21

テスト 38

各国語サポート 9

環境変数、設定 35

基本インストール
アンインストール 41

概要 14

更新 28

手順 13

テスト 38

基本例、説明 x

言語
環境変数 35

サポート対象 9

マニュアル・ページ 36

ロケール固有のファイル・セット 10

更新のインストール 25

概要 25

拡張 29

基本 28

準備 26

構成ファイル 35

ご使用条件
プレビュー 11

コンパイラーのデフォルト、構成 35

［サ行］
上級者向けの説明 v

資料 38

マニュアル・ページ 38

製品バージョン
マイグレーション 31

［タ行］
デバッガー 6

デフォルトのインストール 13

電子配布パッケージ 8

［ハ行］
ハード・ディスク・スペース、使用可能な
判別 10

必要な 9

非デフォルト・インストール 19

ファイル・セット
確認 33

必要な 10

プリインストール 1

前提条件 9

プレビュー 11

インストール 11

ご使用条件 11

ヘルプ・ファイル 38

［マ行］
マイグレーション 31

オペレーティング・システム 31

製品バージョン 31

マニュアル・ページ 36

使用可能化 36

表示 38

［ヤ行］
呼び出しコマンド
拡張インストール 24

ショートカットの作成 37

［ラ行］
ロケール、サポート 9

I
IBM License Metric Tool 34

ILMT 34

P
PASE 23

PTF 25

S
SMIT

インストールのプレビュー 11

更新のインストール 28

コンパイラーのアンインストール 41

コンパイラーのインストール 15

T
TADd 34

Tivoli Asset Discovery for Distributed 34

［特殊文字］
installp

インストールのプレビュー 11

更新のインストール 28

コンパイラーのアンインストール 42

コンパイラーのインストール 16

lslpp 10, 33
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