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OpenVMS の移行に関する留意事項 
 

概要 
OpenVMS Industry Standard 64 (OpenVMS I64) オペレーティング・システムは，ユーザ，
システム管理，およびプログラミングのそれぞれの環境で OpenVMS Alphaとの互換
性を維持しています。OpenVMS I64 は，一般ユーザおよびシステム管理者のために， 
OpenVMS Alpha と同じインタフェースを提供しています。プログラマのためには，
「再コンパイルして再リンクして実行」という移行モデルにできるだけ近づけること

を目標としています。OpenVMS Alpha システムで動作するアプリケーションの多く
は，HP Integrity サーバでも提供されます。 

アプリケーションのポーティング 
次の図は，OpenVMS Alpha アプリケーションを Integrity サーバにポーティングする
方法の概要を示したものです。ポーティングの詳細や具体的な方法についてはここで

は説明しませんが，OpenVMS Alpha から Integrity サーバへのアプリケーション・ポ
ーティングについて説明したポーティング・ガイドが別途公開されています。 

 

 
OpenVMS Alpha プログラムを OpenVMS I64 で実行できるように変換する手順は，次
のとおりです。 

1. 移行するコードの評価： 

• アプリケーションとその環境を構成する要素をリストアップします。 

• 他のプログラムへの依存関係があるか確認します。 

• 各要素のコードを見直し，移行への潜在的な支障がないか調べます。 

• アプリケーションの各部分を Integrity サーバに移動するための最善の方法
を決定します。 



OpenVMS の移行に関する留意事項 

2  Rev. 1.2 
  

2. 移行計画を作成します。 

3. 移行環境を準備します。 

4. アプリケーションの移行を実施します。 

5. 移行したアプリケーションのデバッグとテストを行います。 

6. 移行したソフトウェアを新しい環境に統合します。 

 

アプリケーション・ソースをお持ちの場合 – 再コンパイル，再リンク，
および実行 

次の条件を満たすアプリケーションは，OpenVMS Alpha から OpenVMS I64 へのポー
ティングが可能です。 

 Alpha 上でビルドした際のアプリケーション・ソース・コードにアクセスでき
る。 

 OpenVMS Alpha 上でアプリケーションをビルドした際のツールが OpenVMS I64 
で利用できること。これには，コンパイラ，コード管理ツール，ビルド・ツー

ル，他社製ライブラリなど，アプリケーションのビルドに必要なツールが含ま

れます。 

 アプリケーションを OpenVMS Alpha 上でビルドする方法を理解している。 

上記の条件を満たしているアプリケーションであれば，OpenVMS I64 へのポーティ
ングの候補になります。これらのアプリケーションについては，このセクションの残

りの部分で説明します。上記の条件を満たしていないアプリケーションであっても，

OpenVMS I64 上で実行できる場合があります。この場合「アプリケーション・ソー
スをお持ちでない場合」のセクションを参照してください。 

ポーティング手順を簡単にするためには，ポーティング作業を行う前に，Alpha アプリ
ケーションのビルド環境全体を，コンパイラやツールを含めて最新のバージョンにア

ップグレードすることが重要です。OpenVMS Alpha 上の最新バージョンのツールが，
OpenVMS I64 上のツールに最も近いからです。OpenVMS I64 へのポーティングに関す
る問題のうちの多数，場合によってはその大部分が，元の AlphaServer システム上で古
いツールを使用してビルドしていることが原因です。これらの問題の多くは，実際に 
OpenVMS I64 へのポーティングを開始する前に，AlphaServer システム上のツールを最
新のリビジョン・レベルにアップグレードしてビルドしておくことによって解消でき

ます。 

ほとんどの場合，Alpha でアプリケーションをお使いのお客様が自分のアプリケーシ
ョンを書き直す必要はありません。アプリケーションの多くは，OpenVMS Alpha か
ら OpenVMS I64 へそのまま持っていけます。 

アプリケーションがユーザ・モードでのみ実行され，標準的な高級言語で記述されて

いる場合はほとんど，ネイティブの OpenVMS I64 コンパイラを使用して再コンパイ
ルと再リンクを行うことで，OpenVMS I64 サーバ上で正常に実行されるアプリケー
ションを生成できます。 

プログラムを OpenVMS Alpha から OpenVMS I64 に変換するには，ネイティブの 
OpenVMS I64 コンパイラ (HP C，HP COBOL，HP Fortran など) を使用してソース・
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コードを再コンパイルした後，生成されたオブジェクト・ファイルと必要な共用可能

イメージを OpenVMS Linker を使用して再リンクするのが，最も効果的な方法です。
この方法で生成されたネイティブの OpenVMS I64 イメージは，Integrity サーバの処
理速度をフルに活用できます。 

多くのアプリケーション，特に標準的なコーディング手法のみを使用しているものは，

移植性を意識して記述されており，OpenVMS Alpha から OpenVMS I64 へのポーティ
ングがほとんどまたはまったく問題なく行われます。ただし，Integrity アーキテクチ
ャと互換性のない Alpha 固有の機能を利用しているアプリケーションは，再コンパイ
ルの際にソース・コードを修正する必要があります。互換性がない典型的な例として

は，次のようなケースが考えられます。 

 高いパフォーマンスを実現し，Alpha アーキテクチャに固有の機能を利用する
ために Alpha ネイティブ・アセンブリ言語を使用している。 

 特権コードを使用している。 

 VAX アーキテクチャに固有の機能を使用している。 

 32 ビットと 64 ビットの違いがある。 

 データ構造レイアウトまたはパッキングの違いがある。 

 浮動小数点標準の違いがある。 

アプリケーション・ソースをお持ちでない場合 
アプリケーションによっては OpenVMS I64 へのポーティングができない場合があり
ます。前述の条件を満たさないアプリケーションに加えて，次の理由から OpenVMS 
I64 にポーティングできないアプリケーションがあります。 

 ポーティングを正常に行うためのリソースが足りない。 

 ビジネス要求を満たす (つまり正式な承認を得る) ための再検証に伴うコストが
高すぎる。 

 時間 － OpenVMS I64 の導入前にポーティングを完了させる時間がない。 

また，Alpha アプリケーションのソース・ファイルをお持ちでないお客様のために，
HP では，AlphaServer用のイメージ・ファイルを Integrity サーバ用に変換するための
トランスレータを提供しています。 

 HP OpenVMS Migration Software for HP Alpha to Integrity Servers (OMSAIS)。
OpenVMS Alpha および OpenVMS I64 上で実行できます。 

このトランスレータによってすべてのイメージが変換されるわけではありません。自

己変更コード，ユーザが記述したシステム・サービス，特権付きの命令などを使用す

るイメージは変換できません。 

AlphaServer ベースの準備が整ったら，OMSAIS バイナリ・トランスレータを使用し
て AlphaServer イメージを OpenVMS I64 イメージに変換できます。 

変換後のイメージは，ソース・ファイルを再コンパイルした場合ほど高いパフォーマ

ンスは発揮しないため，バイナリ変換は，主に再コンパイルができないか，ポーティ

ングが現実的でない場合に使用します。たとえば，次のような状況では変換を使用し

ます。 
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 ソース・ファイルが利用できない。 

 再ビルドできないやむを得ない理由がある。 

 ポーティングを実施するための技術的リソースが足りない。 

変換後の Alpha イメージは Integrity サーバ上の Translated Image Environment (TIE) の
下で実行します(TIE は，OpenVMS I64に含まれる共用イメージです)。変換処理は，
エミュレーションやインタープリタ処理で Alpha イメージの実行を可能にするもので
はありません。代わりに，新しい OpenVMS I64 イメージに，元の Alpha イメージの
命令によって実行されていたものとまったく同じ演算を実行する Integrity 命令が組み
込まれます。 

変換後のイメージは，Integrity アーキテクチャをフルに活用する最適化コンパイラの
恩恵を受けることはできませんが，少なくとも元のイメージが Alpha システム上で実
行するときと同等の処理速度を実現します。変換後のイメージは，ネイティブでコン

パイルされたイメージほどの高いパフォーマンスは発揮できないため，変換は他に方

法がない場合にのみ実行してください。 

変換後のイメージとネイティブのイメージをリンクしてアプリケーションを構成する

こともできます。つまり，アプリケーションを構成する個々のイメージごとに移行方

法を選択することができるということです。移行の中で，ある段階でアプリケーショ

ンを部分的に変換することもできます。これにより，完全に再コンパイルする前に，

Integrity ハードウェアでアプリケーションを実行しテストすることができます。 

HP OpenVMS Migration Software for HP Alpha to Integrity Servers (OMSAIS) の詳細につ
いては，http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/omsva/omsais.html を参照してく
ださい。OMSAISの『イメージ変換ガイド』は下記のURLで参照できます。 

http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/itanium/resources.html

 

混成クラスタのサポート・ポリシー 
OpenVMS では，混成アーキテクチャ・クラスタ (VAX および Alphaクラスタ，Alpha 
および Integrity サーバ・クラスタのいずれか) がサポートされており，ユーザ環境の
柔軟性を最大限に高めることができます。これらの環境では，お客様はアプリケーシ

ョンを複数の環境で共存させることができ，異なるハードウェア・アーキテクチャ間

での移行を可能にする環境を構築できます。 

OpenVMS I64 のクラスタ・サポートの詳細については， 
ホワイト・ペーパー『HP OpenVMS Cluster support on HP Integrity Servers (英語)』，
『HP Integrity サーバでの HP OpenVMS Cluster のサポート (日本語)』， 
または移行計画ドキュメント(Planning Asessment Document)『OpenVMS クラスタ
に関する留意事項』を参照してください。 

 

 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/omsva/omsais.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/itanium/resources.html
http://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/4AA0-2161ENW.pdf
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/4AA0-2161ENW.pdf
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スタンドアロンの AlphaServer システムを使用した，Alpha から 
Integrity への移行 

クラスタ構成でないスタンドアロンの Alpha システム環境から， Integrity サーバへ直
接移行したい場合は，一時的に Alpha/Integrity 混成クラスタ環境を構築するか，クラ
スタ機能は利用せずに手動で環境を移行する方法があります。 

スタンドアロンの Alpha システムまたはクラスタ内の各システムに接続されているス
トレージは，通常は共有のクラスタ・インターコネクトか，直接接続の SCSI ，また
はファイバ・チャネル SAN 環境を経由して接続されています。これらのストレージ
環境の一部は，Integrity サーバ上で直接利用できない場合があります。したがって，
サーバとアプリケーションを変更するだけでなく，ストレージ環境も同様に変更する

必要があります (直接接続の新しいアーキテクチャの SCSI に変更するか，あるいは
共有のファイバ・チャネル SAN 環境を経由する必要があります)。 

ストレージの再接続ができない場合，Alphaから Integrity に移動するには，MSCP サ
ービス機能，または Alpha ノードから Integrity ノードへのホスト・ベースのボリュー
ム・シャドーイングを使用する必要があります。より手動的な方法として，バックア

ップ・テープを使用してデータを移動するか，より原始的にネットワーク・ベースの

ファイル転送を利用することも考えられます。 

クラスタ化された AlphaServer システムを使用した，Alpha から 
Integrity への移行 

クラスタ化された AlphaServer システム環境で，Alpha システムを置き換えるために
Integrity サーバを追加する場合は，いくつかの方法で Alpha 環境からの移行を実行で
きます。ストレージについては，通常は Fibre Channel ベースの SAN と使用して 
Alpha Server 間でストレージを共有するか，ストレージを個々の AlphaServer システ
ムに分離します。 

この場合，クラスタ内の既存のデータ転送テクノロジ (MSCP サービス機能，または
ホスト・ベースのボリューム・シャドーイング) で Alpha サーバ・システムからデー
タを移動できるため，Alpha から HP Integrity サーバへの移行が容易になります。
AlphaServer システム上で既存の SAN ベースのストレージを使用すると，データを 
Integrity サーバ・システム環境で直接使用でき，その結果，共通のストレージを持つ
混成アーキテクチャの AlphaServer および Integrity 環境を新たに構築できます。 

デバイスのサポート 
Alpha をご使用のお客様によっては，Integrity サーバでのデバイスのサポートがなく，
特定の外部デバイス用のコントローラ・カードに代わる代用品がないために，移行が

できない場合があります。このような場合は，ハードウェアに関する問題を回避する

代替デバイスや代替手段について，HP までお問い合わせください。 
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コンパイラ 
次の 2 つの理由から，コンパイラに違いが生じる場合があります。 

1. OpenVMS Alpha 上で動作するコンパイラの以前のバージョンと現在のバージョン
との違い 

2. AlphaServer上で動作するバージョンと Integrity サーバ上で動作するバージョンの
違い 

OpenVMS I64 コンパイラは，対応する OpenVMS Alpha 版のコンパイラと互換性が保
たれるようになっています。これには，互換性に役立ついくつかの修飾子が含まれて

います。言語は言語標準に準拠しており，ほとんどの OpenVMS Alpha 言語拡張のサ
ポートが含まれています。コンパイラは，OpenVMS Alpha システムで実行した場合
と同じ，デフォルトのファイル・タイプの出力ファイルを生成します。 

OpenVMS Alpha システム上のコンパイラでサポートされている機能の一部は，
OpenVMS I64 では利用できません。 

各言語のコンパイラの相違点に関する詳細については，コンパイラのマニュアルを参

照してください。特に，ユーザ・ガイドとリリース・ノートを参照してください。 

Ada コンパイラ 
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，この標準に変わる Ada 95 
がすでに登場しています。HP Integrity サーバ上の OpenVMS I64 では，New York の 
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。また，
OpenVMS Alpha で動作するコンパイラも提供されます。 

次の表に，HP から提供され現在利用できる Ada コンパイラと，対応するオペレーテ
ィング・システムの最小バージョンを示します。  

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 
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HP レイヤード・ソフトウェア製品 
Integrity プラットフォーム対応の HP OpenVMS レイヤード・ソフトウェアの本格的な
提供が，OpenVMS v8.2 から始まりました。OpenVMS の Software Public Rollout には，
現在および将来のレイヤード・ソフトウェア製品，注文番号，およびおおよその出荷

時期が一覧で示されています。この Integrity Rollout レポートは，OpenVMS Public 
Rollout の Web ページ (http://h71000.www7.hp.com/openvms/os/swroll/index.html) から入
手できます。 

ライセンシング 
レイヤード・ソフトウェア製品は，引き続き HP OpenVMS License Management 
Facility (LMF) を使用してライセンスが供与されます。ほとんどの製品では，新しい
ライセンス・タイプである「プロセッサ単位のライセンス方式 (PPL)」が使用されて
います。プロセッサ単位のライセンス (PPL) は，サーバ上またはハード・パーティシ
ョン上にあるアクティブ・プロセッサ (CPU) ごとに必要になります。コンパイラに
は，よく知られている「同時使用」ライセンスが適用されます。 

提供方法 
ソフトウェアの新規注文の場合，OpenVMS I64 レイヤード・ソフトウェア製品はオ
ペレーティング・システムに組み込まれます。アップデートの提供は Software 
Updates Services を通じて提供されます。 

他社製レイヤード・ソフトウェア製品 
多くの他社製アプリケーションが OpenVMS I64 上で実行されるようになりました。
最新のアプリケーション一覧については，

http://h71000.www7.hp.com/solutions/matrix/i64partner_A.html を参照してください。 

個々のアプリケーションの詳細については，各アプリケーション・ベンダにお問い合

わせください。 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/os/swroll/index.html
http://h71000.www7.hp.com/solutions/matrix/i64partner_A.html
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ユーザ・インタフェース 

DIGITAL コマンド言語 (DCL) 
OpenVMS の標準のユーザ・インタフェースである DIGITAL コマンド言語 (DCL) は，
OpenVMS I64 でも基本的に変更されていません。OpenVMS Alpha で使用できるすべ
てのコマンド，修飾子，および字句機能が，OpenVMS I64 でも使用できます。 

コマンド・プロシージャ 
以前のバージョンの OpenVMS Alpha用に記述されたコマンド・プロシージャは，変
更なしで OpenVMS I64 上で引き続き使用できます。ただし，ビルド・プロシージャ
など，一部のコマンド・プロシージャについては，新しいコンパイラの修飾子やリン

カ・スイッチに対応するように変更する必要があります。リンカ・オプション・ファ

イルについても，特に共用イメージの場合に，変更を加える必要があります。また，

VAX システム上や AlphaServer システム上で実行するように条件設定されたコマン
ド・プロシージャについても，Integrity サーバ上で動作するように変更しなければな
らない場合があります。一般に，Aplha 用に条件設定されたコードは，OpenVMS I64 
上でも正常に実行されます。 

DECwindows 
ウィンドウ・インタフェースの DECwindows Motif は変更されていません。 

DECforms 
DECforms インタフェースは変更されていません。 

エディタ 
OpenVMS の 2 つの標準的なエディタである EVE および EDT は，変更されていません。 

 

システム管理インタフェース 
システム管理ユーティリティはほとんど変更されていません。主な例外としては，

VAX システムでシステム生成ユーティリティ (SYSGEN) に表示されていたデバイス
構成機能が，OpenVMS I64 のシステム管理ユーティリティ (SYSMAN) に提供されて
いる点があります。 

HP OpenView は，システム管理ユーティリティを超えた包括的な管理ツール群を備
えており，大手の管理 ISV 各社によってサポートされています。Systems Insight 
Manager は，ハードウェアのステータスと障害の監視，構成データ，ソフトウェア・
バージョン管理などのサーバ管理機能を提供します。また，OpenVMS 固有の管理作
業をより容易にし，生産性やアジリティを高めるためのツールが追加されています。

これには，OpenVMS Management Station，Availability Manager，Performance Data 
Collector などの HP OpenView の管理製品が含まれます。 
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プログラミング・インタフェース 
システム・サービスと実行時ライブラリ (RTL) の呼び出しインタフェースは，概ね変
更されていません。引数の定義を変更する必要はありません。いくつかの相違点は次

の２つのカテゴリに分類されます。 

1. 一部のシステム・サービスと RTL ルーチン (メモリ管理システムや例外処理サービ
スなど) の動作が，Alpha システム上と Integrity システム上とで若干異なる。 

2. RTL ルーチンの中には，Alpha アーキテクチャと密接に連携しているために，
Integrity システム上では意味をなさないものがある。 

データ 
ODS-2 データ・ファイルのディスク上の形式は，Alpha システムでも Integrity システ
ムでも同じです。しかし，ODS-1 (PDP-11) ファイルは，OpenVMS I64 上ではサポー
トされません。Record Management Services (RMS) とファイル管理インタフェースは
変更されていません。 

Integrity サーバのハードウェア算術演算では，IEEE の S_floating および T_floating 浮
動小数点データ型のみサポートされています。D_floating，G_floating，および 
F_floating 浮動小数点データ型は，OpenVMS I64 コンパイラへの拡張を通じてサポー
トされています。詳細については，次のホワイト・ペーパーを参照してください。 

『OpenVMS floating-point arithmetic on the Intel® Itanium® architecture』
(http://h71000.www7.hp.com/openvms/integrity/resources.html 英語)， 

『Intel® Itanium® アーキテクチャにおける OpenVMS 浮動小数点演算について』
(http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/itanium/resources.html 日本語) 

データベース 
次のデータベース・ベンダまたは製品が OpenVMS I64 サーバで使用できます。 

 InterSystems Cache 

 CA Ingres 

 Mimer 

 MySQL 

 Oracle 10g R2 

 Oracle Rdb V7.2 

データベース・ベンダ各社から，OpenVMS I64 サーバのサポートに関する詳細が提
供される予定です。 

http://h71000.www7.hp.com/openvms/integrity/i64-floating-pt-wp.pdf
http://h71000.www7.hp.com/openvms/integrity/resources.html
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/j_i64_floating_pt.pdf
http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/openvms/itanium/resources.html
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ネットワーク・インタフェースおよびプロトコル 
Alpha と Integrity の両方のサーバで，次のインタフェースがサポートされています。 

 インターコネクト 

– イーサネット 

– X.25 (IP 形油でのサポート，認定待ちのデバイス) 

– FDDI 

 プロトコル 

– DECnet (バージョン 7.1 では Phase IV，オプションの DECnet-Plus キットでは 
Phase V) 

– TCP/IP 

– OSI 

– LAD/LAST 

– LAT (Local Area Transport) 
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