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カスタム・コードの移行に影響する相違点 
 

概要 
このドキュメントでは，カスタム・コードに影響を与える OpenVMS VAX と 
OpenVMS I64 システムの相違点について説明します。OpenVMS VAX で開発したア
プリケーションを OpenVMS I64 に移行する作業は簡単で，基本的にはコンパイルと
リンクをやり直すだけです。ただし例外もあり，このドキュメントでは，移行中に遭
遇する可能性のあるそれらの例外について説明しています。 

詳細 
アプリケーションの開発方法は，OpenVMS I64 でも変わっていません。以下に挙げ
るどの要素も含まないアプリケーションは，通常のコンパイルとリンクをやり直す方
法で移行できます。アプリケーションでプラットフォーム固有の技術を使用している
場合 (MACRO-32 で記述したアプリケーションではその可能性が高くなります)，そ
のアプリケーションを新しいプラットフォームに適応させる必要があります。 

これらの要素については，『OpenVMS VAXからOpenVMS I64へのアプリケーション
の移行』でさらに詳しく説明しています。 

アプリケーションに以下の要素が含まれている場合は，併記されている留意点を十分
に考慮する必要があります。 

 特権コード：OpenVMS I64 では，OpenVMS カーネルの基幹部分にいくつかの変更
が加えられています。アプリケーションにカーネルへのリンクが含まれている場
合は，これらの変更がアプリケーションに与える影響を考慮する必要があります。 

 リンカ：OpenVMS I64 では，イメージ，オブジェクト・ファイル，およびデバッ
グ情報の形式が，業界標準形式 (ELF，DWARF) に準拠するように変更されてい
ます。これらの構造を意識して開発されたアプリケーションでは，変更が必要に
なる可能性があります。 

 呼び出し規則：OpenVMS I64 には，Intel® Itanium® 呼び出し規則が実装されてい
ます。OpenVMS VAX の呼び出し規則を意識して開発されたアプリケーションで
は，変更が必要になる可能性があります。新しい呼び出し規則については，『HP 
OpenVMS Calling Standard』を参照してください。 

 浮動小数点形式 (1)：デフォルトの浮動小数点形式は，OpenVMS I64 システムで
は IEEE 浮動小数点形式，OpenVMS VAX システムでは VAX 浮動小数点形式です。
アプリケーションで使用している浮動小数点形式を確認してください。VAXア
プリケーションではおそらく VAX 浮動小数点形式を使用しているはずです。次
の表に，3 種類の OpenVMS アーキテクチャでの浮動小数点形式のサポート状況
と，デフォルトの動作を示します。 
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アーキテクチャー 形式 

VAX Alpha Intel® tanium® 

ハードウェアでサポート
されている形式 

VAX VAX 

IEEE 

IEEE 

コンパイラのデフォルト
形式 

 VAX IEEE 

コンパイラ・スイッチで
サポートされる形式 

 IEEE VAX 
(ソフトウェアで処理) 

 

VAX 浮動小数点形式 (F，G，D，H) は，VAX アーキテクチャと共に導入され
ました。OpenVMS Alpha は，VAX 浮動小数点形式の一部 (F，G，および D) と 
IEEE 形式 (Sおよび T) をサポートしています。OpenVMS Alpha では，デフォル
トの浮動小数点形式は VAX 浮動小数点形式のままです。したがって，VAX 用
に開発された既存アプリケーションは，OpenVMS Alpha でも同じように動作し
ます。 

コンパイラ・スイッチによって，アプリケーションが想定している標準を選択
する必要があります。これを正しく設定していないと，OpenVMS I64では予想
外の結果が発生することがあります。 

HP Integrity サーバのハードウェアがネイティブでサポートしている浮動小数点
形式は，IEEE 浮動小数点形式だけです。VAX 浮動小数点形式は，基本的にソ
フトウェアで処理されます (アプリケーション側では，違いはほとんど感知され
ません)。 

アプリケーションが VAX 浮動小数点形式を使用する場合，コンパイラや実行時
ライブラリは暗黙に追加処理を実行します。通常，OpenVMS I64 の VAX の浮動
小数点演算では 3 つのステップが伴います。 

• すべてのオペランドについて，浮動小数点表現を VAX 形式から IEEE 形
式に変換。 

• 演算 (加算，減算，乗算など) を実行。 

• 演算結果を VAX 浮動小数点形式に再変換。 

機能的には，この結果，OpenVMS I64 での VAX 浮動小数点形式の動作が 
OpenVMS VAX での動作とほぼ同じになります。ただし，浮動小数点表
現はすべて概算であるため，特に「極値」に近づく場合に，わずかな違
いが生じることがあります。たとえば，非常に大きな数値や非常に小さ
な数値を扱い，使用している特定の浮動小数点形式の限界に近い計算を
行う場合に，この違いが現れることがあります。また，VAX 形式を IEEE 
形式に変換することによってパフォーマンスに影響が生じることにも注
意が必要です。パフォーマンスの影響を受けやすい，大量の浮動小数点
計算を実行するアプリケーションの場合は，IEEE 浮動小数点形式への変
換を検討してください。 



カスタム・コードの移行に影響する相違点 

Rev. 1.1  3 
 . 

通常は，この方法で問題なく動作し，商用アプリケーションでも十分使用でき
ます。ただし，パフォーマンスにどの程度の影響が生じるかを，必ず考慮して
ください。 

次の例は，OpenVMS VAX では問題なく実行されますが，OpenVMS I64 ではエ
ラー (floating invalid operation) になります。lib$wait の第 3 パラ
メータである 0 はシンボル LIB$K_VAX_F に相当しますが，これによって 
lib$wait のすべてのパラメータが VAX 浮動小数点形式であることが示され
るため，OpenVMS I64 では実行に失敗します。 

 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
float wait=7.0; 
 
        printf("7 秒間待機しています\n"); 
        lib$wait(&wait,0,0); 
        printf("待機完了しました..\n"); 
 
        return 0; 
} 

 

OpenVMS I64 システムで正常に実行させるためには，次の例のようにプログラ
ムを変更する必要があります。この例では，使用する浮動小数点数の種類を示
す条件設定マスクを，ライブラリ・ルーチンに渡してエラーを回避しています。 

 
#include <stdio.h> 
#include <arch_defs> 
#include <libwaitdef> 
main() 
{ 
float wait=7.0; 
#ifdef __VAX 
        int mask = LIB$K_VAX_F; 
#endif 
#ifdef __ia64 
        int mask = LIB$K_IEEE_S; 
#endif 
        printf("7 秒間待機しています\n"); 
        lib$wait(&wait,0,&mask); 
        printf("待機完了しました..\n"); 
 
        return 0; 
} 

 

• OpenVMS I64 システムの /FLOAT 修飾子のデフォルト値は IEEE_FLOAT 
です。浮動小数点数のバイナリ表現に依存するプログラムは，他のアーキ
テクチャでは正しく実行できません。 
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• I64 で /FLOAT=G_FLOAT の指定を行うと，VAX での省略時の浮動小数点
形式を使用するようにコンパイラに強制できます。この場合，コード自体
の変更は不要ですが，実行時の CPU 使用量が多少増加します。 

• アプリケーションが I64で入力として使用するデータをディスクに保管す
る場合，そのデータが正しい浮動小数点形式であることを確認してくださ
い。 

• 共有ディスクでデータを交換する場合も上記の注意事項が適用されます。 

 

 ビルド・プロシージャ：アプリケーションのビルド環境に，異なるアーキテクチ
ャ上でビルドするための補正ロジックが組み込まれている場合は，別のアーキテ
クチャ (Intel® Itanium®) 用にもアプリケーションをビルドできるようにビルド・
プロシージャ内の各パスを確認する必要があります。 

 ワーキングセット，クォータ，およびプロセスの設定：OpenVMS I64 のイメージ
は VAX イメージより大きくなります。このため，それに応じてワーキング・セ
ット・パラメータと pgflquo および bytlm の設定の調整が必要になる可能性
があります。 

 アーキテクチャ依存のコード：アプリケーションが別のアーキテクチャでも動く
場合は，IFDEF, IF DEFINED などのプリプロセッサ・マクロや言語構造を使用
して，各アーキテクチャ向けの補正ロジックを追加している可能性があります。
その場合は，さらに別のアーキテクチャ (この場合 Intel Itanium) で実行できるよ
うに，各パスを確認する必要があります。3 種類のアーキテクチャを個別にチェ
ックする C コードの例を次に示します。 

 
#include <stdio.h> 
#include <arch_defs> 
void main() 
{ 
#ifdef __vax 
        printf("VAX では，このメッセージを出力\n"); 
#endif 
#ifdef ALPHA 
        printf("Alpha では，このメッセージを出力\n"); 
#endif 
#ifdef __ia64 
        printf("Itanium では，このメッセージを出力\n"); 
#endif 
#ifndef __vax 
        printf("このプログラムは VAX 以外で動作しています"); 
#endif 
} 
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さまざまな方法が考えられます。

， ，または 共有を使用してデ

コンパイラ

• 全般的な問題 

• 

ルできること
を確認してから移行することを検討してください。 

その他の推奨事項 
以下の各項目は，このドキュメントでは詳しく説明していませんが，移行の計画時に
は必ず考慮する必要があります。 

 クラスタ構成 

• OpenVMS では，クラスタ機能はオペレーティング・システム・ソフトウェ
アの一部として実装されています。ハードウェア・プラットフォームには
依存していないため，どのプラットフォームでも機能の違いはありません。 

• OpenVMS I64 の初期のリリースでは，すべてのクラスタ機能が使用できる
わけではありません。たとえば，サポートされるノード数は，OpenVMS 
I64 のバージョンによって異なります。サテライト・ブートも，V8.3以降
でサポートされています。 

• クラスタ機能については，プラットフォーム移行計画ドキュメント
『OpenVMS クラスタに関する留意事項』で詳しく説明しています。この
ドキュメントを参照して，短期的および長期的な移行方法を決定してくだ
さい。 

 明示的にスタックを操作するアセンブリ・コード 

• OpenVMS VAX のスタックを操作するアセンブリ・コードとプログラムは，
OpenVMS VAX の下層アーキテクチャに大きく依存しているため，コード
を書き直す必要があります。このアーキテクチャは OpenVMS I64 では変
更されています。 

 回帰テスト 

• 回帰テストの計画を立てることが非常に重要です。ターゲット・システム
でのテスト結果と比較できるように，ソース・システムでのテスト・ベン
チマークを作成する計画を立ててください。 

 データ交換 

• OpenVMS VAX システムと OpenVMS I64 システム間でのデータ交換には，
  

• MSCP を使用している VMS Cluster では，共有ディスクによる方法を
お勧めします。 

• それ以外の場合は，DECnet TCP/IP  NFS 
ータを交換できます。 

  

OpenVMS I64 に移行する前に，ソース・プラットフォームで最新のコ
ンパイラを使用することを強くお勧めします。最新のコンパイラでコ
ンパイルできない場合は，OpenVMS Alphaでコンパイ
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• Fortran 77 

• OpenVMS I64 では Fortran 90 のみサポートされます。VAX 用の最新
バージョンの Fortran は，OpenVMS VAX システム用の HP Fortran 77 
です。したがって，アプリケーションを OpenVMS VAX から 
OpenVMS I64 にポーティングするためには，Fortran 77 と Fortran 90 
との違いについて確認する必要があります。 

Fortran 77 と Fortran 90 との違いについては，『HP Fortran for 
OpenVMS User Manual』を参照してください。 
特に，付録 A および付録 B を参照してください。 

• Ada 

• HP Ada コンパイラは HP Integrity サーバ・プラットフォームにはポー
ティングされません。このコンパイラは Ada 83 標準を実装していま
すが，この標準に代わる Ada 95 標準がすでに登場しています。HP 
Integrity サーバ対応のOpenVMS I64 では， AdaCore Technologies から
提供される Ada 95 準拠のコンパイラが利用できます
(http://www.gant.com/) 。また，OpenVMS Alpha システムで動作するコ
ンパイラも提供されます。  

HP から提供される現在利用可能な Ada コンパイラと，それらをサポ
ートする最小オペレーティング・システム・バージョンを，次の表に
示します。 

HP Ada のバージョン オペレーティング・システム 

3.5A OpenVMS Alpha V6.2 ～ V7.3-2 

3.5A OpenVMS VAX V5.5-2, V6.2 ～ 
V7.3 

 

• VAX C 

• アプリケーションを OpenVMS I64 に移行する前に，OpenVMS I64 の 
標準である DEC C コンパイラでアプリケーションをビルドしてくだ
さい。この作業は，ターゲット・システムに移行する前でも，ソー
ス・システムでの移行の問題のほとんどを解消するのに役立ちます。 

• アプリケーションに影響を与える可能性のある変更点については，
OpenVMS C ホームページを参照してください。 

 VAX SCAN 

• SCAN コンパイラは提供されなくなりました。今後はサポートされません。
アプリケーションが SCAN で記述されている場合は，別のプログラミング
言語で記述し直すか，または VAX SCAN コンパイラを変換イメージとし
て使用することをご検討ください。 

 

http://www.gant.com/
http://h71000.www7.hp.com/commercial/c/c_index.html
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 PPL ライブラリ 

• PPL ライブラリは提供されなくなりました。今後はサポートされません。
アプリケーションでこのインタフェースを使用している場合は，サポート
されている DECthreads パッケージを代用する必要があります。DECthreads 
の詳細は，次のサイトから『Guide to DECthread』を参照してください。 

 常駐の (共用) イメージ 

• OpenVMS VAX では，リンカは常駐イメージと常駐共用イメージを作成で
きました。OpenVMS Alpha では，常駐イメージのみサポートしていまし
た。OpenVMS I64 では，どちらのイメージもサポートされません。 

 実行時間の違い 

• Integrity サーバは VAX システムよりも高速であるため，Integrity サーバで
はアプリケーションが異なる動作を示すことがあります。特に，コードま
たはコードの一部からの特定のタイミング処理に依存しているアプリケー
ションでは，このことが顕著になる可能性があります。 
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