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Fortran プログラマのための OpenMP 入門

平野 彰雄＊

1 はじめに

を順次加えることで、段階的に並列化を進めること
ができます｡

OpenMP は、共有メモリ並列計算機におけるマル
チスレッド並列プログラミングのための

2) 明示型のプログラミングスタイル

API(Application Programming Interface)です｡

OpenMP は、明示型のプログラミングスタイルを

OpenMP API は、業界標準規格であり、多くのの

とっており、指示文に従ってコンパイラは並列化コ

ハードウエアおよびソフトウエア・ベンダーが参加

ードを生成します｡例え、
指示文が間違っていてもコ

す る 非 営 利 会 社 OpenMP

ンパイラがエラーを出したり、無視することはあり

ARB(Architecture

Review Board)によって管理されており、多くの

ません｡

UNIX および Windows システムのコンパイラでサ
ポートされています｡Fortran および C/C++につい

3) タスク並列プログラミングも可能

て API が定義されており、最新の版はバージョン

OpenMP を用いた並列化プログラミングでは、コ

2.0 です｡
ここでは、本センターの共有メモリ型並列計算機
GP7000F/900（計算サーバ、SPP）の Fortran コ

ンパイラの自動並列化機能が提供するループの並列
化に止まらず、タスク並列プログラムなどが作成で
きます｡

ンパイラ（frt コマンド）がサポートする OpenMP
Fortran API 2.0 の仕様と機能について概説します｡

2 OpenMP とは
OpenMP は、共有メモリ型並列プログラミングの
ための新しい言語ではありません。Fortran および
C/C++の基本言語に対して、OpenMP 指示文を挿入

2.2 OpenMP のアーキテクチャ
OpenMP API は、プログラムの並列実行範囲や
データのスコープ属性の定義する指示文と並列実行
を補助する実行時ルーチンおよび並列実行環境を定
義する環境変数の三つから構成されています｡これ
らの関係を図 1．に示します｡

することで、マルチスレッド並列プログラムを開発

アプリケーションプログラム

ユーザ

する枠組みを提供するものです｡
したがって、OpenMP とそのプログラミングの特
徴としては、つぎのようなものがあります｡

OpenMP指示文

2.1 プログラミングの特徴

実行時ルーチン

1) 段階的な並列化が可能
OpenMP では、既存の逐次処理プログラムに対し

OpenMP
環境変数

OpenMP実 行時ライブラリ

スレッドライブラリ
オペレーティングシステム

て指示文を使ってプログラムを並列化することがで
きます。すなわち、プログラマは、OpenMP 指示文

図 1 OpenMP のアーキテクチャ

＊
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2.3 OpenMP プログラムの基礎

2.3.4 omp_lib モジュール
OpenMP では、実行時ルーチン名の先頭が OMP

2.3.1 指示文の書式
OpenMP 指示文の書式には、Fortran プログラム
形式に合わせ、固定形式と自由形式の 2 種類があり
ます｡ここでは、自由形式についてだけ解説します｡
OpenMP 指示文は、基本的に Forran のコメント
行の書式に従っており、OpenMP コンパイルか無効

で始まっているので、型宣言を忘れると実数として
扱われ正しい結果が得られません｡したがって、
OpenMP API では実行時ルーチンのインターフ
ェースなどを定義したomp_lib というモジュールが
提供されていますので、つぎの形式で引用します｡

な場合は、コメント行とみなされます｡指示文は、次

program omp

のように行の先頭に!$OMP と書き、つぎに指示子

!$ use omp_lib

名およびデータスコープ属性などの節を空白で区切
って指定します｡大文字､小文字は区別されません｡
!$OMP directive-name optional_clauses...
自由形式では、任意のカラムから指定できます｡
継続行は、
文の最後にアンパサンド(&)をつけて記述
します｡指令文では感嘆符(!)に続けてコメントを記

:
end program omp

3 OpenMP 指示構文
3.1 PARALLEL 構文
OpenMP プログラムにおいて、並列実行域
(Parallel Region)を指定するには、PARALLEL 指

入することもできます。

示文と END PARALLEL 指示文で、並列実行す
2.3.2 条件付コンパイル

るプログラム領域を囲みます｡

OpenMP では、逐次処理プログラムとの整合性の
ために、
条件付きコンパイル標識が定義されており、
OpenMP コンパイルが有効な場合、標識は二つの空白
に置き換えられ、Fortran 文として解釈されます｡
つぎに例を示します。

PARALLEL 構文で囲めるのは、一つにプログラ
ム単位(メインやサブルーチンなど)に閉じた、
GOTO 文などでの飛込みや飛出しの無い、複数の
Fortran 文から構成されるプログラム域です｡
PARALLEL 構文の形式は、つぎのようになって
います｡

!23456789
!$ iam = OMP_GET_THREAD_NUM() + &
!$ index

!$OMP PARALLEL [clause[[,] clause]...]

structured-block
!$OMP END PARALLEL

2.3.3 プリプロセッサのによる制御

3.1.1 OpenMP の実行モデル

逐次処理プログラムとの整合性をとるもう一つの
手段として、
プリプロセッサを使う方法もあります｡
すなわち、OpenMP コンパイルが有効な場合、プリ
プロセッサ記号_OPENMP が定義されるので、プ
リプロセッサ制御文を使って、つぎのように記述す
ることもできます。

OpenMP プログラムの並列実行モデルは、Fork
−Join モデルといわれるもので、PARALLEL 構文
で囲まれたブロックだけが、複数スレッドにより並
列実行されます｡OpenMP プログラムの並列実行イ
メージを図２に示します｡
1) OpenMP プログラムは、最初、逐次実行によ
り開始されます｡この逐次実行を担当するスレッ

#ifdef _OPENMP
iam = OMP_GET_THREAD_NUM()+index

ドをマスタースレッド(Master Thread)といい

#endif

ます｡
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2) マスタースレッドは、PARALLEL 指示文に

京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用版・広報

到達すると、複数のスレーブスレッドを生成し、

spp% frt –Am –KOMP omp01.f90

チームを構成し、複数のスレッドにより、並列実

spp% setenv OMP_NUM_THREADS 4

行を開始します｡この操作を Fork といいます｡
3) チームを構成する各スレッドは、END

spp% ./a,out
Before

PARALLEL 指示文に到達すると他のスレッドの

Hello OMP

動作の完了を待ちます(同期処理)｡全てのスレッ

Hello OMP

ドの動作が完了すると、スレーブスレッドは破棄

Hello OMP

され、マスタースレッドだけが残ります｡この操

Hello OMP

作を Join といいます｡
4) そして、残ったマスタースレッドだけが、再

After
spp%

び逐次実行を開始します｡
このように、Fork と Join 操作により、逐次実行

ここで、
frt が Fortran コンパイラのコマンド名、

と並列実行を繰返す実行モデルを Fork−Join モデ

-Am

-KOMP が モ ジ ュ ー ル 呼 出 し お よ び

ルといいます｡

OpenMP コンパイルを指示するオプションです。ま
た、OMP_NUM_THREADS は、使用するスレッ
Master

Fork

Serial
Region
!$omp parallel

ド数を指定する OpenMP 環境変数で、
4 を設定して
います｡出力の"Before"と"After"がマスタースレッ
ドで逐次実行され結果、"Hello OMP"が 4 つのチー
ムスレッドで並列処理された結果､合計 4 個出力さ

Parallel

れています｡

Region

Join
Team

3.1.2 並列実行域の動的範囲と親無し構文
!$omp end parallel

Serial
Region

OpenMP では、PARALLEL 構文で囲まれた一つ
のプログラム内のブロックを並列実行域の構文的範
囲といいます｡一方、つぎのプログラムのように、手
続き呼出しを含む場合は、並列実行域の動的範囲と

図 2 プログラム実行イメージ
つぎに、プログラムの例を示します。
program omp

いいます｡PARALLEL 指示文で節に指定した属性
は、サブルーチンも含む動的範囲についても意味を
持ちます｡
!$omp parallel

use omp_lib

write(*.*) "Hello OMP"

write(*,*) "Before"

call work()

!$omp parallel ! Fork
write(*,*) “Hello OMP”
!$omp end parallel !Join
write(*,*) "After"
end program omp

!$omp end parallel
また、OpenMP プログラムでは、サブルーチンな
ど の 手 続 き に 、 PARALLEL 構 文 を 伴 わ な い
OpenMP 指示構文を書くことができます｡これを親
無指示文といいます｡サブルーチンは、
逐次実行域あ

このプログラム（ファイル名は omp01.f90 としま
す）をコンパイルし、実行させると以下のような出
力が得られます。
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るいは並列実行域のどちらからも呼出すことができ、
並列実行域から呼出しの場合だけ、OpenMP 指示構
文が有効になり、並列実行されます｡
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3.1.3 並列実行域の入れ子

!$OMP DO [clause[[,] clause]...]

OpenMP では、つぎのプログラムのように、並列
実行域の内側に、並列実行域を持つことができ、こ
れを並列実行域の入れ子（Nested Pralallel Region）
といいます｡

do_loop
[!$OMP END DO [NOWAIT]]
DO WHILE ループなど繰返し数を持たないル
ープは、指定できません｡図３に、DO 構文のプログ
ラムと実行イメージを示します｡
４つのスレッドで、1 から 100 の繰返しを分割し

!$omp parallel num_threads(2)

て並列実行します｡

write(*,*) "Hello"
!$omp parallel num_threads(2)

3.2.2 SECTIONS 構文

write(*,*) "OMP"
!$omp end parallel

SECTIONS 構文は、各チームスレッドに、

!$omp end parallel

SECTION で囲まれるブロックを割付けて並列実行
します｡形式は、つぎのようになっています｡

3.2 ワークシェアリング構文
PARALLEL 構文で囲まれたブロックの Fortran

!$OMP SECTIONS [clause[[,] clause]...]

文は全てのチームスレッドで実行されるために、こ

structured-block

のままでは並列化効果は得られません｡各スレッド

[!$OMP SECTION

に仕事を分担させ、並列化効果を得るには、ワーク

structured-block ]
!$OMP END SECTIONS [NOWAIT]

シェアリング構文でチームスレッドに実行を分割す
る必要があります｡
ワークシェアリング構造には、つぎの４種類があ
ります｡

ます｡

Fork
①

図４に、SECTIONS 構文の実行イメージを示し

②

③

④

!$omp parallel
!$omp do
do i=1,100

Fork

a(i) = real(i)

Join
① do i=1,25

①

end do
!$omp end do
!$omp end parallel

②

Join

③

!$omp parallel
!$omp sections
call x_axis()
!$omp section
call y_axis()
!$omp section
call z_axis()
!$omp end sections
!$omp end parallel

③ do i=51,75

① call x_axis()

② do i=26,50 ④ do i=76,100

③ call z_axis()

② call y_axis()

図 3 DO 構造の並列実行イメージ
図 4 SECTONS 構文の実行イメージ
3.2.1 DO 構文

４つのスレッドに対し、SECTON で囲まれるブ

DO 構文は、直後の DO ループの繰返しを各スレ

ロックが 3 つしかないので、一つのスレッドは仕事

ッドに分割して、並列実行します｡形式は、つぎのよ

が割付けられていません｡一方、SECTION で囲ま

うになっています｡

れるブロックがチームのスレッド数を超える場合は､
先に仕事を終えたスレッドが残りのブロックを分担
して実行します｡
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3.2.3 SINGLE 構文

•

SINGLE 構文は、チームスレッド内の一つのスレ
ッドが指定されたブロックを実行します｡形式は、
つ
ぎのようになっています｡

•
•

PARALLEL DO 構文
PARALLEL SECTIONS 構文
PARALLEL WORKSHARE 構文
これらは、PARALLEL 指示文の直後に DO 指
示文を書いたのと同等な意味を持っています｡

!$OMP SINGLE [clause[[,] clause]...]

structured-block
!$OMP END SINGLE [end-modifier]
図５に、SINGLE 構文の実行イメージを示しま
す｡

3.4 同期構造
3.4.1 MASTER 構文
MASTER 構文で囲まれるブロックをマスタース
レッドだけが実行することを指示します｡マスター
以外のスレッドは、
このブロックをスキップします｡

Fork

!$om p parallel
!$om p single

!$OMP MASTER

structured-block

①
w rite(*,*) "O M P"

Join

!$om p end single
!$om p end parallel

① write(*,*) "OM P"

!$OMP END MASTER
MASTER 構文の入口､出口では暗黙のバリアー
はとられません｡

図 5 SINGLE 構文の実行イメージ

3.4.2 CRITICAL 構文
クリティカルセクションを指定します｡

3.2.4 WORKSHARE 構文
WORKSHAE 構文は、Fortran の配列演算式、
forall、where、および matmul などの要素､変形関
数を処理するために導入された｡WORKSHARE 構
文で囲まれたコードは、
複数の作業単位に分割され、
各単位は一回だけ実行されるように、チームのスレ
ッド間で分割されます｡形式は、
つぎのようになって

CRITICAL 構文で囲まれるブロック（クリティカル
セクション）を同時に実行するスレッドを一つに制
限します｡
!$OMP CRITICAL [(name)]

structured-block
!$OMP END CRITICAL [(name)]

います｡
クリティカルセクションに名前を付けることがで
!$OMP WORKSHARE

き、同じな名前を持つクリティカルセクションは、

structured-block

同一のものとして管理されます｡省略すると全て同

!$OMP END WORKSHARE [NOWAIT]

じものとしてマッピングされます｡

3.3 結合構文
OpenMP では、PARALLEL 構文とワークシェア

!$omp critical write_file
write(1) recode
!$omp end critical write_file

リング構文結合した、つぎのショートカット構文が
定義されています｡
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list には、変数名をカンマ(,)で区切って指定しま

3.4.3 BARRIER 指示文
BARRIER 指示文は、チーム内の全てのスレッド
で同期をとります｡各スレッドは、
チーム内の他のス
レッドがこの地点に到達するまで待機します｡

す｡省略すると全ての共有変数について同期が取ら
れます｡なお、並列実行構文の入口,出口やワークシ
ェアリング構文で NOWAIT を指定しない場合は、
暗黙的にデータの同期が取られます｡ また、
BARRIER 指示文と CRITICAL 構文でもデータの

!$OMP BARRIER

同期が暗黙でとられますが、MASTER 構文につい
なお、BARRIER 指示文は、チーム内の全てのス
レッドで実行され、かつ、同じ順序で現れる必要が
あります｡

ては、これが無いので注意が必要です｡
3.4.6 ORDERD 構文
ORDERED 構文は、DO 構造において、指定され

3.4.4 ATOMIC 指示文

たブロックを逐次実行の場合のループの繰返しと同

ATOMIC 指示文は、変数がチーム内の全てのス

じ順序で実行することを保証します｡

レッドで更新される時、その変数が置かれるメモリ
ー領域に対するアクセスするスレッドを一つだけに

!$OMP ORDERED

限り、
演算をアトミックに行なうことを指示します｡

structured-block
!$OMP END ORDERED

!$OMP ATOMIC

なお、ORDERED 構文を含むブロックを囲む DO

expression-statement

指示文、PARALLEL DO 指示文には ORDERED

ATOMIC 指 示 文 で 指 定 で き る の は 、
=,+,*,/,.AND.,.OR.,.EQV.,.NEQV. の 演 算 と
MAX,MIN,IAND,IOR,IEOR の組込み関数を含む

節の指定が必須です｡

3.5 データ環境指示文（THREADPRIVATE）

Fortran 文です｡例えば、つぎのプログラムで

THREADPRIVATE 指示文は、他の指示文とこと

ATOMIC 指示文がないと変数 count の値は､不定な

なりスレッド間でのデータ環境を定義するための宣

ってしまいます｡

言文であり、COMMON ブロックおよびグローバル
変数をスレッド間では非公開とし、同じスレッド間
では共有する枠組みを提供します。

!$omp do
do i=1,100

!$OMP THREADPRIVATE(list)

!$omp atomic
count = count +1

list に COMMON ブロック名を指定する場合は、

end do

スラッシュで(/)で囲みます｡

!$omp end do

3.6 データスコープ属性と節
3.4.5 FLUSH 指示文

OpenMP 指示文には、節という付加情報により、

FLUSH 指示文は、チーム内の全スレッド間でデ
ータの同期をとります｡

その動作を指定できます｡指示文指定可能な節の関
係を表２に示します｡
データスコープ属性節は、各変数について扱いを

!$OMP FLUSH [(list)]

342

並列実行単位(PARALLEL 構文)毎に指定できます｡
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3.6.1 PRIVATE(list)

3.6.6 COPYIN

並列プログラムでは、DO ループの制御変数のよ

COPYIN は、THREADPRIVATE 指示文で宣言

うに、スレッド毎に異なる値を持つ変数が必要にな

されたグローバル変数に対して FASTPRIVATE 節

ります｡PRIVATE 節で指定された変数は、各スレッ

に指定された変数と同様にマスタースレッド(逐次

ド毎に独立に領域を確保し、スレッドに閉じた変数

実行部分)の値をコピーします｡

として管理されます｡なお、PRIVATE 宣言された変

つぎのプログラムでは、最初の並列実行で変数 g

数は、並列実行開始時にスレッド毎に作成され、値

に各スレッド番号を設定し、2 番目の並列実行でも

は未定義となっています｡

各スレッド毎に値を引継いでいるが、COPYIN を指

なお、DO ループ、FORALL の制御変数はデフォ
ルトで PRIVATE として扱われます｡

定された 3 番目では、g の値がマスタースレッドの
番号 0 がコピーされます｡

3.6.2 SHARE(list)
OpenMP のデフォルトのデータスコープ属性は

integer, save :: g
!$omp threadprivate(g)
:

SHARE です｡SHARE 属性の変数は、プログラム内
で一つの記憶域で管理され、全てのチームスレッド

!$omp parallel
g=omp_get_thread_num()

で共有します｡

!$omp end parallel
3.6.3 DEFAULT(SHARE/PRIVATE/NONE)
DEFALUT 節は、省略時のデータ属性を指定しま

:
!$omp parallel do
do i=1,omp_get_num_threads()

す｡なお、DEFAULT(NONE)を指定すると全ての変

write(*,*) i,g

数に対してデータ属性定義が必要です｡
3.6.4 FASTPRIVATE
FASTPRIVATE 節に指定された変数は、並列実行

end do
!$omp end parallel do
:
!$omp parallel do copyin(g)
do i=1,omp_get_num_threads()

の開始時に逐次実行部分の変数の持つ値を各スレッ

write(*,*) i,g

ドの PRIVATE 変数に値がコピーされます｡

end do
a=1;b=2

!$omp end parallel do

!$omp parallel private(a) fastprivate(b)
変数 a は未定義ですが、変数 b は２を持ちます｡
3.6.5 LASTPRIVATE
LASTPRIVATE 節に指定された変数は、逐次実
行した場合の最後の値を並列実行終了後に逐次実行
に引継ぎます｡
!$omp do lastprivate(a)
do i=1,100
a=i

3.6.7 COPYPRIVATE
COPYPRIVATE は、
END SINGLE 指示文だけ
で現われる節であり、指定された PRIVATE 変数を
チーム内の他のスレッドにブロードキャストしま
す｡
!$omp single
read(1) x,y,z
!$omp end single copyprivate(x,y,z)

end do
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3.6.8 REDUCTION

•

REDUCTION 節は、DO 構文とともに指定され
REDUCTION 演算を並列処理するものです｡指定
形式は、REDUCTION(種別：list)の形式です｡
種別には、つぎのものがあります｡
演算子： +,*、-、.AND.,.OR.,.EQV.,.NEQV.
組込み関数： MAX、MIN,IAND,IOR,IEOR

GUIDED を指定した場合、chunk のサイズは、
繰返し数のディスパッチごとに指数関数的に減少し
ます。chunk には、ディスパッチごとの最小繰返し
数を指定します｡チャンクを指定していない場合は、
デフォルトで 1 に設定されます。
•

s=0.0d0

GUIDE

!$omp parallel do reduction(+,s)

RUNTIME
スケジュールの指定を実行時に指定します｡スケ

do i=1,1000

ジ ュ ー ル の type お よ び chunk は 、

s=s+a(i)

OMP_SCHEDULE 環境変数の設定によって決定

end do

されます。OMP_SCHEDULE 環境変数がない場合

!$omp end parallel do

には、SCHEDULE(STATIC) が設定されます。
3.6.10 その他の節

3.6.9 SCHEDULE
SCHEDULE 節は、DO 構文でループの繰返し数

•

の分割する方法を指定します｡

IF 節
IF 節は、指定された PARALLEL 構文を並列実行

するか否かを指定できます｡つぎのプログラムは、N

schedule(type [,chunk])

が 1000 以上でないと並列実行されません｡

type には、STATIC,DYNAMIC,GUIDED,
!$omp parallel do if(n>100)

RUNTIME が指定でき、chunk には分割幅を指定

do i=1,n

します｡SCHEDULE 節が無い場合は、static が使
用されます｡

end do
!$omp end parallel do

STATIC

•

繰返し数は、chunk で指定したサイズに分割され
ます。分割された部分は、スレッドの番号順でラウ

•

ンドロビン形式でチーム内のスレッドに静的に割り
当てられます。チャンクを指定していない場合は、
均等分割され、スレッドごとに 1 つずつチャンクが

NUM_THREADS 節は、PARALLEL 構文を処理
するスレッド数を明示します｡

割り当てられます。

!$omp parallel num_threads(4)

DYNAMIC

•

NUM_THREADS

•

繰返し数は、chunk で指定したサイズに分割され
ます。各スレッドは割り当てられた繰返し数の部分
を終了すると、繰返し数の次のセットが動的に割り

NOWAIT
NOWAIT は、並列実行域において同時に実行さ

せても問題の無い場合に指定できます｡

当てられます。チャンクを指定していない場合、デ
フォルトで 1 が設定されます｡
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!$omp parallel

表 1 OpenMP 環境変数

!$omp do
do i=1.1000
a(i) = b(i)*c(i)
end do
!$omp end do nowait

OMP_NUM_THREADS

スレッド数の指定

OMP_SCHEDULE

ループ並列のスケジュールを

OMP_DYNAMIC

スレッド数動的調整機能の有
効(TRUE)、無効（FALSE）

!$omp do

を制御する

do =1,1000

PARALLEL リージョンのネ

OMP_NESTED

x(i)=y(i)+z(i)

スト機能を有効(TRUE)、無効

end do

（FALSE）を制御する

!$omp end do
!$end parallel

6 まとめ

4 実行時ルーチン

OpenMP Fortran 2.0 API の仕様をもとに、
基本的な機能について概説しました｡

OpenMP で使用可能な実行時ルーチンを表３に
示します｡

機会があれば共有メモリでの並列プログラミング
についての話題を取り上げたいと思います｡

5 環境変数

参考文献

OpenMP の環境変数を表１に示します｡

•

OpenMP ARB Page: http://www.openmp.org

表 2 指示文と節の指定可能な組合せ

parallel
if

●

private

●

share

do

sections

workshare

single

parallel

parallel

parallel

do

sections

workshare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

default

●

●

●

●

fastprivate

●

●

●

●

lastprivate
reduction

●

copyin

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

copyprivate

●

●

ordered

●

●

schedule

●

●

nowait

●

num_threads

Vol.2 , No.6

●

●

●
●
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表 3 OMP 実行時ルーチンの種類と機能
実行環境の問合せ、制御ルーチン
call omp_set_num_threads(integer)

パラレルリージョンが使用するスレッド数を設定する｡

integer omp_get_num_threads()

パラレルリージョンのスレッド数を返す｡

integer omp_get_max_threads()

最大のスレッド数を返す｡

integer omp_get_thread_num()

チーム内のスレッド番号を 0 からの値で返す。

integer omp_get_num_procs()

プログラムで使用可能なプロセッサ数を返す｡

logical omp_in_parallel()

並列実行中であれば真を返す｡

call omp_set_dynamic(logical)

スレッド数の動的調整機能の有効､無効を制御する｡

logical omo_get_dynamic()

動的なスレッド数調整機能が有効な場合に真を返す｡

call omp_set_nested(logical)

パラレルリージョンのネスト機能の有効､無効を制御する｡

logical omp_get_nested()

ネスト機能が有効であれば真を返す｡

ロックルーチン
call omp_init_local(svar)

ロック変数を確保し、初期化する｡

call omp_init_net_local(nvar)
call omp_destroy_lock(svar)

ロック変数を破棄し､解放する｡

call omp_destroy_nest_lock(nvar)
call omp_set_lock(svar)

スレッドは使用可能になるまで待ち、ロックを獲得する｡

call omp_set_nest_locak(nvar)
call omp_unset_lock(svar)

ロックを解放する｡待っていたスレッドがあれば再開される｡

call omp_unset_nest_lock(nvar)
logical omp_test_lock(svar)

ロックの獲得を試みる｡成功すると真が返り、失敗すると偽が返

integer omp_test_nest_locak(nvar)

る｡

タイミングルーチン
real(8) omo_get_wtime()

任意の時間からの経過時間を秒単位で返します｡

real(8) omp_getwtick()

１秒間に時計が刻む回数を返します｡
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