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第 1 章 はじめに 

増え続けるサービス需要とアプリケーション需要にレガシーシステムでは対応できないことは、今

日、多くの IT 組織が認めています。その中でも、HP-UX 11i オペレーティングシステムが稼動し

ている HP システム、特に Intel® Itanium® プロセッサを搭載しているシステムはこうした需要に対

応できていません。このプラットフォームは今後の見通しが不透明であるため、独立系ソフトウェ

アベンダー (ISV) のサポートが減少しています。企業は代替案を求めており、重要なビジネスアプ

リケーションの明確で安全な移植先として、Oracle Solaris オペレーティングシステムが稼動するオ

ラクルの SPARC システムと x86 システムが浮上しています。HP-UX と Oracle Solaris は共通の 

UNIX の歴史をもち、相違点よりも類似点を多く備えています。そのため、アプリケーションの移

植作業は容易です。 

アプリケーションを Oracle Solaris に移植することによって、開発者はアプリケーションを強化する

ことのみに集中でき、オペレーティングシステムの更新にまつわる心配事から解放されます。バイ

ナリアプリケーションの互換性が保証されているため、Oracle Solaris のアプリケーションバイナリ

インタフェース (ABI) に移植したアプリケーションは、Oracle Solaris の更新やオペレーティングシ

ステムの今後のリリースにおいても修正することなく実行できます。さらに、プラットフォーム間

でのソースコードの互換性によって、SPARC システムに移植したアプリケーションを x86 システ

ムで容易に再コンパイルできます。また、その逆も同様に可能です。 

このマニュアルは移植をどのように進めるべきかをまとめたものであり、HP-UX 11i v3 から Oracle 

Solaris へのアプリケーションの移植において考慮すべき問題とベストプラクティスを提供します。

開発ツール、視覚化とクラスタリングテクノロジーなど、HP-UX 11i v3、Oracle Solaris 10、Oracle Solaris 

11 環境における機能の違いについてのまとめも含まれています。以降のセクションでは Oracle 

Solaris の一部の先進機能について説明します。これらの機能は業界でも独自のものであり、このプ

ラットフォームに初めて接する開発者にとってはなじみがないかもしれません。詳細については、

このマニュアルの各章および付録 G を参照してください。 

Oracle Solaris 

Oracle Solaris は、20 年間にわたり、エンタープライズ開発者と ISV によって選ばれてきたプラッ

トフォームです。Oracle Solaris は、戦略的アプリケーションのための優れた環境を提供するととも

に、主要なコンピューティング要素 (オペレーティングシステム、ネットワーク、ストレージ管理、

ユーザー環境) を結び付け、開発者がソリューションを構築してデプロイするための安定した高品

質の基盤を実現します。組み込みの仮想化技術、SPARC および x86 プロセッサ搭載システムのサ

ポート、大規模なスケーラビリティー、高度なセキュリティ機能、デバッグツール、分析ツールな

ど、多数の革新的技術を備えた Oracle Solaris は、エンタープライズアプリケーションの開発とデプ

ロイメントのための最も優れたプラットフォームです。 

Oracle Solaris 11 では、Oracle Solaris 10 で導入された技術革新のハードルをさらに上げています。広

範囲の組み込み機能と別パッケージのツールにより、開発者はより高いパフォーマンスのアプリ

ケーションを短時間に少ないリスクで作成できるように設計されています。完全に仮想化された初

のオペレーティングシステムとして 2,700 のプロジェクト、400 の新機能、11,000 以上のアプリケー

ションに対応する Oracle Solaris 11 は、オラクルの完全な Application-to-Disk テクノロジースタック

の基盤として、アプリケーション開発者のための戦略的なプラットフォームを提供します。 

Oracle Solaris へ移植する利点 

Oracle Solaris は単なるオペレーティングシステムではありません。エンタープライズアプリケー

ションの開発およびデプロイメントの基礎となるものです。この強力なオペレーティングシステム

と統合されたオラクルのソフトウェアポートフォリオには、Oracle VM、Oracle Solaris Cluster、Oracle 
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Solaris Studio の各開発ツールなど、仮想化、クラスタリング、開発のための技術が含まれており、

これらが一体となって大規模な開発者エコシステムの中核を形成します。この優れた環境へのアプ

リケーションの移植は、次のような多数の利点をもたらします。 

 単一プラットフォームでの開発とデプロイメント。Oracle Solaris には、アプリケーションのビル

ドやテストに使用できる単一の統合プラットフォームを構築し、プロダクション環境を形成する

ための革新的な技術が凝縮されています。Oracle Solaris は、ハードウェアとソフトウェアのス

タック全体に及ぶ包括的なテストを経ており、エンタープライズアプリケーションの開発とデプ

ロイメントにおけるエンドツーエンドのプロセスに安定性をもたらします。さらに、Oracle Solaris 

11 の新しいパッケージングモデルでは、OS のどのパッチをアプリケーションにバンドルする

か判断するための作業を完全に排除しているため、プロダクション環境へのスムーズな移行を促

進し、より信頼性の高いアプリケーションスタックを作成することを可能にします。 

 ソースコードを変更することなくスケールアップとスケールアウトを実現。Oracle Solaris は、

多くの SPARC および x86 プロセッサ搭載システムで稼動します。サポートされている数千も

のスレッド、テラバイトのメモリー、数百ギガバイトのネットワーク帯域幅が 1 つのオペレー

ティングシステムから次のバージョンへ API によってシームレスに一貫性が保たれます。また、

統合されたサーバー、ストレージ、ネットワーク仮想化およびリソース制御メカニズムが、垂直

にも水平にもスケーラビリティーを確保し、ハイデマンドなエンタープライズアプリケーション

や増加するデータセットに必要とされる最適化された利用を支援します。 

 業界トップのパフォーマンスの活用。Oracle Solaris は、パフォーマンス、スケーラビリティー、

コスト効率における世界新記録を目指して、オラクルの x86 サーバーと SPARC サーバーに力

を注ぎ続けています。最適化された TCP/IP スタック、複数ページサイズサポート (MPSS)、メ

モリー配置最適化 (MPO)、マルチスレッディングの向上、その他多数の機能によって、プラッ

トフォームの調整とシステムの最適化を支援します。 

 実行の信頼性。成功の要は、障害や不正侵入が発生した場合でもアプリケーションを確実に実

行できることです。Oracle Solaris の比類のないセキュリティ機能は、高可用性技術と連携して、

アプリケーションとサービスの継続に不可欠な信頼性を提供します。完全にセキュリティ強化さ

れたデフォルト環境を提供する Oracle Solaris 11 は、ディスク上の Oracle Solaris ZFS 暗号化、委

任ゾーン管理、起動時の OS の認証機能を用いてデータとシステムのセキュリティを向上させ

ます。 

 将来への保証。今日の難しい経済状況において、多数のベンダーが製品ポートフォリオを再評

価し、開発を中止しています。しかし、オラクルは Oracle Solaris への投資を増加しており、革

新的技術の開発とオペレーティングシステムの向上に引き続き務めることを計画しています。さ

らに、Oracle Solaris に移植したアプリケーションは、オラクルの確固としたソースコードおよび

バイナリの互換性保証により、今後の Oracle Solaris バージョンにおいても変更することなく実

行できます。 



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

3 

 

図 1-1.Oracle Solaris がエンタープライズアプリケーションに提供するスケーラビリティー、効率性、可用性、セキュリティ。  
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第 2 章 移植プロセス 

HP-UX 11i v3 環境で使用されている一般的な市販アプリケーションの大部分は、Oracle Solaris でも

使用可能です。しかし、それ以外のアプリケーションの場合は、Intel Itanium プロセッサ搭載の HP 

サーバーからオラクルの x86 や SPARC プロセッサ搭載のシステムに移行する際に、移植が必要に

なることがあります。移植とは、1 つ以上のプログラミング言語で記述されたアプリケーションを

別のオペレーティングシステムに移すことです。最も単純な移植の場合は、アプリケーションの再

コンパイルと検証が必要になります。 

しかし、大部分の移植プロジェクトはそう単純ではありません。開発および実行環境の相違やアプ

リケーションプログラミングインタフェース (API) の相違だけでなく、標準への準拠状態さえも移

植プロセスに影響することがあります。また、特定のハードウェア機能への依存によって相互運用

性に問題が生じる場合もあります。時には、仮想化技術、サービス管理、クラスタリングインフラ

ストラクチャーなど、タスクを完了したりアプリケーションをデプロイするためのまったく異なる

技術やメカニズムが存在したりすることもあります。そのような技術やメカニズムは、新しいプラッ

トフォームへの移行時にアプリケーションやサービスを向上させる機会を与えてくれます。 

図 2-1 は、Oracle Solaris へのアプリケーションの移植について主な手順を示しています。 

 

図 2-1. HP-UX から Oracle Solaris へのアプリケーションの移植手順 

インフラストラクチャとアプリケーションの移植性の評価 

移植を開始する前に、移植性に関してアプリケーションと現在のビルド環境を詳細に分析する必要

があります。 

 アプリケーションに関して、すべてソースコード、ビルドログ、シェルスクリプト、makefile を

レビュー。懸念される移植上の問題と移行条件についてリストを作成すると、移植プロセスで役

立ちます。 

 既存およびターゲットの開発環境の評価。オープンソースのコンパイラやサードパーティーの製

品を Oracle Solaris に移行することを選択する開発者もいますが、大部分の開発者は、Oracle 

Solaris Studio など、プラットフォーム認定の開発ツールを使用してアプリケーションをコーディ

ングおよびビルドしています。Oracle Solaris Studio ツールを期待どおりに機能させるには、ビル

ドオプションのセマンティックスを十分に理解する必要があります。たとえば、位置独立コード、

静的リンク、拡張シンボル情報などのテクニックに対応するには、Oracle ツールの新しいさま

ざまなオプションが必要かもしれません。 

 アプリケーションのビルドで使用されているコード構成とファイルの理解。たとえば、何百万行

ものコードから成る大規模なレガシーアプリケーションは、複雑なソースツリー構造を持ち、多

数のファイルタイプから構成されている可能性があります。ソースツリーから未使用コードを特

定して取り除くことにより、貴重な移植時間を短縮できます。 
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ビルド環境のデプロイメント 

ツール、スクリプト、ユーティリティーなどのビルド環境をできる限り同様に複製することにより、

開発プロセスに影響する構成の誤りやその他の不注意による誤りを最小化できます。HP-UX と 

Oracle Solaris の環境の相違を補うために変更が必要な場合もあります。 

 ビルドシステムに影響する重要ファイルを把握し、それらを最初に移植する。ビルドログを作成

しておくと、アプリケーションの作成に使用されたツール、スクリプト、ユーティリティーの識

別に役立ちます。 

 ビルドスクリプトと makefile の移植。ビルドツールを元の環境と同様の場所に配置すると、ソー

スファイル、スクリプト、makefile の変更を最小限に抑えることができます。 

 新しいツール、ユーティリティー、ライブラリを使用するためにソースファイルを変更。使用オ

プションが意図どおりに機能するように、十分注意してください。元のビルド環境が適切に設計

されている場合は、少数の主要な makefile と設定用スクリプトを変更するだけで済みます。 

 makefile にハードコーディングされた値をグローバル検索し、新しい環境を活用できるようにそ

れらを変更。その他の接続されていないハードコードされたインスタンスもすべて移植します。 

 アプリケーションのビルドに必要なミドルウェアやサードパーティーのソフトウェアをインス

トール。たとえば、必要に応じて、Java™ Virtual Machine (JVM) をインストールします。 

データの統合 

エンタープライズアプリケーションの多くは、データベースに格納されている情報を利用してユー

ザー要求に対応しています。それらのデータベースには重要なビジネス情報が含まれているため、

最小限の中断でそれらを新しい環境に移行させる必要があります。幸いなことに、Oracle Database や

オープンソースの MySQL データベースを含め、大部分の一般的データベースは HP-UX と Oracle 

Solaris で稼動するので、代替環境はコンポーネント技術においてほぼ 1 対 1 のマッピングになり

ます。 

開発者が組織内のエンタープライズアプリケーションの検証を目指している場合は、開発対象のシ

ステムを模した大規模なデータセットに対してテストが必要になることがあります。その場合は、

以下の点に注意してください。 

 データベース通信レイヤー (データベースクライアントとサーバーライブラリ)、組み込み SQL 

プリコンパイラ、C コンパイラとリンカー、データベースエンジンなど、適切な製品とライセ

ンスを取得してインストールする。 

 アプリケーションのソースコードを修正して、データベースの技術的部分に導入された API の

変更を反映させる。 

 必要に応じて、データベースオブジェクトを作成してデータを受け入れる。 

 元のシステムからデータを抽出し、必要なデータ変換を実施して、新しい環境にロードする。 
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ソースコードの移植 

移植フェーズでは、Oracle Solaris でアプリケーションをコンパイルしてビルドできるように、必要

なソースコードの変更をすべて実装します。このプロセスには以下の作業が含まれます。 

 ソースコードとシェルスクリプトを変更する。 

 元のビルドログを参照し、ビルド環境ごとにソースコードをクリーンコンパイルしてビルドする。 

 SQL コードに埋め込まれたシステムコマンドとすべての必要な移植をチェックする。 

 埋め込まれたシステムコマンド、または Perl などの他言語によるスクリプトのシステム依存関

係、およびすべての必要な移植をチェックする。 

 システム依存関係と移植に対してアプリケーションがサポートしているファイルをスキャンす

る。 

Oracle Solaris と互換性がないアプリケーションによって使用されている API が存在することもあ

ります。インラインソースコードを変更することも可能ですが、オラクルでは、あらゆる非互換性

の解消に必要な変更を実装する互換性ライブラリを作成することをお勧めしています。ソースコー

ドの変更を条件付きコンパイルディレクティブ部分だけに限定することによって、後方互換性を保

つことができます。 

アプリケーションの検証 

機能テスト時に発生する問題の大多数は、実行環境の構成に関係しています。幅広く対処できるよ

うに、ユニット、ビルドプロセス、非回帰、統合、ストレス、パフォーマンスのテストを含め、多

様なテクニックを使用することをお勧めします。 

商用アプリケーションとサードパーティー製品 

HP-UX または Oracle Solaris のどちらの環境で実行されている場合でも、すべてのアプリケーショ

ンは、オペレーティングシステムとその関連ユーティリティーによるサポートに依存して作業を実

行します。ただし、一部のアプリケーションは、HP-UX 環境に統合されているサードパーティー製

品の使用を前提としています。Oracle Solaris への移行時には、アプリケーションインフラストラク

チャーの一部として、このサポートソフトウェアも移植する必要があります。そのためには、必要

なサードパーティーソフトウェアまたは類似の製品が Oracle Solaris で利用可能かどうかを慎重に

確認しなければなりません。必要なサードパーティーのアプリケーションが Oracle Solaris で利用で

きそうにない場合は、類似の機能を備えた製品を使用できるようにシステムを変更することも選択

できます。 
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第 3 章 オペレーティングシステムに関する考

慮事項 

HP-UX 11i v3 から Oracle Solaris にアプリケーションを移植する開発者は、これらの 2 つの運用環

境が同じ財産を共有していることに安心するかもしれません。どちらも共通の API、言語、プロト

コル、データモデルを備えた 64 ビット版 UNIX という点です。HP-UX と Oracle Solaris は共通の

基本アーキテクチャーと設計哲学を持っているため、開発者は移植プロセスにおいてその専門知識

を活用できます。しかし、HP-UX と Oracle Solaris のように類似しているシステムの間でも、アプ

リケーションの移植は簡単なことではありません。開発者は、いくつかの分野の潜在的な相違によっ

てアプリケーションと開発プロセスが受ける影響を考慮する必要があります。 

プロセッサのエンディアン 

プロセッサは、8 バイト整数などのマルチバイトデータオブジェクトを次のいずれかの方法で格納

します。データの最上位バイトから順に格納するアーキテクチャーはビッグエンディアン (BE) と

呼ばれ、最下位バイトから順に格納するアーキテクチャーはリトルエンディアン (LB) と呼ばれま

す。HP-UX 11i ではビッグエンディアンが使用されていますが、Oracle Solaris は両方のモードをサ

ポートしています。たとえば、Oracle Solaris は SPARC プロセッサ搭載システムではビッグエンディ

アンアーキテクチャーを使用し、x86 プラットフォームではリトルエンディアンを使用します。 

標準の UNIX API を使用してデータにアクセスした場合は、その API によってデータの配置が抽

象化されるため、通常、プラットフォームのエンディアンは問題になりません。低レベル言語、レ

ガシーコーディングテクニック、演算子 (shift、論理または算術 and や or など) の使用は、データ

要素の特定の配置 (およびそれに伴うビットの重み) を前提としているため、問題を引き起こす可能

性があります。オーバーレイデータ構造や型変換を使用する場合は、アプリケーションのロジック

と予想されるコード変更を把握しておく必要があります。 

プロセッサとオペレーティングシステムのエンディアンは、パフォーマンスやスケーラビリティー

に直接には影響しません。また、HP-UX から Oracle Solaris への移行は、オペレーティングシステ

ムのエンディアンに起因する過度のリスクを伴いません。しかし、デバイスドライバやその他の制

御ソフトウェアなど、低レベルコードはエンディアンの影響を受ける可能性があります。そのよう

な問題に直面した場合、開発者はさまざまなリソースを活用できます。たとえば、単純なデバイス

ドライバ、デバイスドライバインタフェース（DDI）とドライバカーネルインタフェース (DKI)、

構造型、オラクルの専門技術者による移植の支援などが上げられます。 

データアライメント 

コンピュータシステムで実行されるプロセッサは、データオブジェクトに対するナチュラル (また

は最適な) 一次メモリーアライメントを備えています。Oracle Solaris はデータアライメントを処理

する際にこの点を利用します。たとえば、64 ビット SPARC T4 プロセッサを搭載したオラクルシ

ステムの場合、Oracle Solaris は、ハードウェアを利用するために、8 バイト一次メモリー境界の 64 

ビット (8 バイト) ポインタをロードしたりストアしたりします。異なるサイズのデータを含む C 

構造体などの複合データ型の場合は、プロセッサのデータアライメント規則を満たすために、バイ

トを挿入してデータ要素間に特別なパディングを施す必要があることもあります。パディングの使

用はコンパイラオプションで指定でき、スペースやパフォーマンスの最適化の必要に応じて、パディ

ングを許可したり禁止したりします。 
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データ型のアライメントはコンパイラと API によって適切に処理されるため、通常、HP-UX 11i か

ら Oracle Solaris へのアプリケーションの移植では、基本的データ型のナチュラルデータアライメン

トの相違は問題になりません。オーバーレイデータ構造や型変換 (またはその同等機能) を使用する

場合は、アプリケーションのロジックと予想されるコード変更を把握しておく必要があります。 

読み込み/書き込みの構造 

大部分のアプリケーションは、標準の C または C++ ルーチンを使用して、バイナリ形式の完全

な構造で永続ストレージ媒体に対して読み書きを行います。これらのルーチンには、読み書きする

データのサイズが必要です。PA-RISC、Intel Itanium、SPARC、x86 の各プラットフォームではアライ

メントやデータ型のサイズが異なるため、構造のサイズもさまざまです。移植性を確保するには、

演算子 sizeof() を使用して、読み書きするバイト数をルーチンに指定する必要があります。 

格納順序とアライメント 

データの格納順序はプラットフォームで異なるため、特定の格納順序を前提としているソースコー

ドは移植できません。ソースコードの移植性を最大限に高めるには、格納順序に依存するのではな

く、構造体変数の個々のフィールドをそれぞれ比較する必要があります。 

プラットフォームによってデータアライメントやデータ型のサイズがさまざまなため、構造体の

フィールドメンバーのアライメントもプラットフォーム間で異なります。その結果、パディング条

件に相違が生じて、構造体のサイズが異なることになります。移植性を最大限に高めるには、構造

体のサイズにアクセスする際に sizeof() を使用する必要があります。 

64 ビットデータモデル 

メインメモリーにより多くのアプリケーションデータを保持することで、組織はパフォーマンス上

の利点を得ています。64 ビットアドレスすべてが必要になることはほとんどありませんが、アドレ

ス空間が 32 ビットがより大きいことは、さまざまな商用および高性能計算アプリケーションに恩

恵をもたらします。たとえば、データベース、Web キャッシュ、シミュレーション、モデリングソ

フトウェアなどを、64 ビットアーキテクチャーの広大な一次アドレス空間でより効率的に実行でき

ます。64 ビットモデルには次のような利点があります。 

 データベースのより大きな部分を一次メモリー内に置くことができる。 

 より大規模な CAD/CAE モデルとシミュレーションを一次メモリーに格納できる。 

 より大量の科学計算上の問題を一次メモリーで解決できる。 

 Web キャッシュはより大量のデータを一次メモリー内に保持できるため、アクセス遅延が減少

する。 

 64 ビットプロセッサのより広いデータパスによって計算性能が向上する。 

HP-UX と Oracle Solaris は、long およびポインタが 64 ビット長の LP64 データモデルを使用して、

64 ビットコンピューティングをサポートしています。同じ 64 ビットデータモデルを使用している

ため、HP-UX から Oracle Solaris への移行に際してアプリケーションの変更が最小限で済みます。

どちらのオペレーティングシステムのカーネルも、64 ビットアプリケーションに必要なより広い

データパスと一次アドレス空間を備えています。その結果、これらの機能に依存しているアプリケー

ションは適切に配備され、Oracle システムが提供するスケーラビリティー、管理性、信頼性を活用

できます。 
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ただし、すべてのアプリケーションが 64 ビットモデルに適しているわけではありません。アプリ

ケーションが大きな一次アドレス空間や広いデータパスを必要としない場合には、64 ビットモデル

への移行に値しないこともあります。そのような場合、Oracle Solaris は、32 ビットコンピューティ

ングモデルで記述されたアプリケーション向けのサポートを提供するとともに、必要になった場合

に備えて、64 ビットコンピューティングとその他の機能へのアクセスを提供して、スムーズに移行

できるようにします。 

C および C++ アプリケーションの LP64 データモデルへの変換のベストプラクティス 

属性のサイズや用途を指定するメカニズムである構造型をデータモデル間の移行に使用すると、多

くのサイズに関する問題が軽減されます。構造型は 32 ビットと 64 ビットのどちらの環境に対し

ても無害です。この構造型を使用すると、プログラムの明瞭性と移植性が高まり、ハードウェア環

境の相違を軽減できます。32 ビットの C アプリケーションを LP64 データモデルに移植する場合

は、以下のベストプラクティスを考慮してください。 

 整数とポインタのサイズ変更。一部の 32 ビットコードは、整数とポインタが同じサイズである

ことを前提としています。通常、ポインタはアドレス計算のために int または unsigned int に型

変換されますが、LP64 データモデルに移植する場合は、ポインタを long に型変換してくださ

い。これは、ILP32 と LP64 データモデルで、long とポインタが同じサイズであるためです。

unsigned long を明示的に使用するのではなく、uintptr_t を使用してください。これによって、意

図をより明確に示し、コードの移植性を高めることができます。また、今後の変更による影響を

受けなくなります。 

 整数とロング整数のサイズ変更。32 ビットモデルでは整数とロング整数が同じであるため、通

常、開発者はそれらを区別せずに使用しています。移植の際には、整数とロング整数の使用が 

ILP32 と LP64 両方のデータモデルの要件に適合するようにしてください。ILP32 モデルでは整

数もロング整数も 32 ビットですが、LP64 モデルではロング整数は 64 ビットです。 

 配列。開発者は、int 型や unsigned int 型の配列ではなく、long 型や unsigned long 型の大きな配

列を使用することがあります。LP64 モデルでそのようなより大きな配列を使用すると、パ

フォーマンスが低下することがあります。int 型配列がアプリケーションで適切に機能している

場合は、long 型やポインタ型の配列ではなく、int 型配列を使用してください。 

 符号拡張。64 ビットコンパイル環境への移行では、型の変換と昇格を規定している規則によっ

て、符号拡張が引き起こされることがあります。符号拡張問題を回避して、意図する結果を得る

ために、明示的な型変換を使用してください。 

 ポインタ演算。ポインタ演算はデータモデルから独立しているため、一般的に整数演算よりも

適切に機能します。 

 構造体。アプリケーションの内部データ構造体に穴がないかチェックしてください。アライメ

ント要件を満たすには、構造体のフィールド間にパディングを挿入します。LP64 データモデル

では、long 型とポインタ型のフィールドが 64 ビットに拡張されるため、パディングの適用が

必要になります。SPARC プラットフォームの 64 ビットコンパイル環境では、構造体は最大メ

ンバーのサイズに合わせて整列されます。構造体を再パッキングする場合は、long 型やポイン

タ型のフィールドを構造体の先頭に移動してください。 

 共用体。共用体をチェックしてください。共用体フィールドは、32 ビットモデルと 64 ビット

モデルでサイズが変わることがあるためです。 

 型定数。精度が不足すると、一部の定数式でデータ損失が生じることがあります。定数式では

データ型を明示的に指定してください。定数の型を指定するか、型変換を使用して定数式の型を

指定します。 

 sizeof() の戻り値。LP64 データモデルでは sizeof() の有効な型は unsigned long です。

sizeof() は、int 型の引数を待つ関数に渡されたり、整数に代入または型変換されたりする

ことがあります。そのような場合は、切り捨てによってデータが失われることがあります。 
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 書式文字列の変換操作。printf(3S)、sprintf(3S)、scanf(3S)、sscanf(3S) に対する

書式文字列が long 型やポインタ型の引数を受け入れ可能なことを確認してください。ポインタ

型の引数の場合は、書式文字列中の変換操作を %p で指定して、32 ビットと 64 ビットの両コ

ンパイル環境で機能するようにします。 

32 ビット環境から 64 ビット環境への移行に関する詳細は、 

『Converting 32-bit Applications Into 64-bit Applications: Things to Consider』 

(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/ilp32tolp64issues-137107.html) を参照してくだ

さい。 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/ilp32tolp64issues-137107.html
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第 4 章 実行環境 

環境変数 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris は、環境変数を使用して、アプリケーションにライブラリのパスなど

の情報を伝えます。表 4-1 は、アプリケーション開発者に関係する主要な環境変数を示しています。 

表 4-1. 主要な環境変数 

説明 HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 

および 

ORACLE SOLARIS 11 

備考 

ライブラリパス LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH  アプリケーションを再リンクせずに異なるライブライの使用を許可 

 デフォルトでは許可 (両オペレーティングシステム) 

 プロダクションコードに対する使用は非推奨 

検索パス PATH PATH  検索順序で、検索するパスを特定 

 Oracle Solaris 11 のデフォルトパスで /usr/bin  の前に 

/usr/gnu/bin を指定すると GNU ライクな環境をデフォルトで使用

可能 

コンパイラオプション CFLAGS CFLAGS  使用するコンパイラオプションをリスト 

コンパイラ CC CC  使用するコンパイラを特定 

リンカーオプション LDFLAGS LDFLAGS  使用するリンカーオプションをリスト 

ホームディレクトリ HOME HOME  ユーザーのホームディレクトリを特定 

ローカリゼーション LANG LANG  ロケールを設定 

Man Path パス MANPATH MANPATH  利用可能なマニュアルページの階層を設定 

 Oracle Solaris 11 上では不要: man(1) コマンドは $PATH 環境変

数の設定をもとに適切な MANPATH を決定 

シェル SHELL SHELL  ユーザーが指定したシェルを特定 

許可 

大部分のエンタープライズアプリケーションは、実行中にファイルを作成します。デフォルトのディ

レクトリ許可とファイルモード作成マスク (umask) の設定が、ファイルの作成に影響を与えること

があります。HP-UX 11i v3 はデフォルトの umask 設定 000 を使用しますが、Oracle Solaris 10 およ

び Oracle Solaris 11 は /etc/profile ファイルにデフォルトの umask 値 022 を設定します。構成ファ

イルとログファイルを含め、主要なアプリケーションファイルをチェックして、設定が適切である

ことを確認してください。アプリケーションの移植時に、umask() 関数を使用してチェックし、ファ

イルモード作成マスクに適切な値を設定します。 

プロセスリソースと実行制限 

HP-UX 11i と Oracle Solaris では、開発者は、アプリケーションプロセスのリソース消費を制限する

ことができます。各制限は、ソフト (現在の制限値) とハード (最大制限値) の 2 つの値から構成

されています。ソフト制限値はプロセスで変更可能ですが、ハード制限値以下でなければなりませ
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ん。ハード制限値は、ソフト制限値まで引き下げることができます。ただし、ハード制限値の引き

上げは特定の権限を持つプロセスのみが実行できるため、ハード制限値の引き下げは慎重に行う必

要があります。 

プロセス制限の概念は 2 つの環境で類似していますが、場合によっては、実装で異なる制御レベル

を設定し、異なるデフォルト値を指定することができます。たとえば、HP-UX 11i v3 でハード制限

の変数のみを定義している場合に、Oracle Solaris でスタックセグメントに対してソフトとハード制

限を制御する変数を定義したりします。表 4-2 は、主にアプリケーション開発者に関係する、主要

なプロセス制限とそのデフォルト値を示しています。Oracle Solaris で  sysdef(1M) と 

ulimit(1) コマンドを使用すると、現在のシステム定義を取得して、現在のシェルで使用可能な

システムリソースに対する制限を設定したり取得したりできます。 

表 4-2. 主要なプロセス制限のデフォルト値 

名前 

HP-UX 11i v3 

ORACLE SOLARIS 

32 ビット 64 ビット 

Coredumpsize 無制限 無制限 無制限 

Cputime 無制限 無制限 無制限 

Datasize 256 GB 1 MB 無制限 

Descriptors 1024 1024 1024 

Memoryuse 無制限 無制限 無制限 

Stacksize 8 MB 256 MB 無制限 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris では、アプリケーションに対して実行制限を指定します。これらの制

限は、特定のプロセスではなく、システム全体に設定されます。表 4-3 は、実行時にアプリケーショ

ンに影響する可能性がある主な制限を示しています。 

表 4-3. 実行制限のデフォルト値 

説明 HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

プロセスあたりのソフトファイ

ル制限 

maxfiles 

デフォルト値: 60 

  

プロセスあたりのハードファイ

ル制限 

maxfiles_lim 

デフォルト値: 1024 

  

スレッド/プロセスの最大数 max_thread_proc 

デフォルト値: 256 

  

ユーザープロセスの最大数 maxuprc 

デフォルト値: 256 

maxuprc 

デフォルト値: max_nprocs –  

reserved_procs 

maxuprc 

デフォルト値: max_nprocs – 

reserved_procs 

最大ユーザー数 HP-UX 11i v2 以降では廃止 maxusers 

デフォルト値:2048 または MB 単位

の利用可能なメモリー総数 (いずれ

か小さい方) 

maxusers 

デフォルト値:2048 または MB 単位

の利用可能なメモリー総数 (いずれ

か小さい方) 

maxusers は、システム上で利用可能なプロセスの最大数など、ほかのパラ

メータの値に影響を与えます。 
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説明 HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

システムでオープンするファイ

ルの最大数 

nfile 

デフォルト値: 8192 

nfile 

 

nfile 

 

システムのファイルロックの最

大数 

nflocks 

デフォルト値: 200 

  

システムの最大プロセス数  max_nprocs 

デフォルト値: 10 + (16 x maxusers) 

max_nprocs 

デフォルト値: 10 + (16 x maxusers) 

ルートプロセス用にプロセス

テーブルに確保するシステムプ

ロセススロット数 

 reserved_procs 

デフォルト値: 5 

reserved_procs 

デフォルト値: 5 

 

アプリケーションプログラミングインタフェース 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris は POSIX 標準に準拠しており、カーネル機能にアクセスするための

明確なシステムコールインタフェースを備えています。2 つのシステムにおいて大部分のコールは

同じですが、相違も多少存在します。時には、プラットフォームによって、同名の関数が異なるパ

ラメータをとったり、動作が異なったりすることがあります。また、HP-UX 11i v3 でのみ利用可能

なコールや、Oracle Solaris でのみ利用可能なコールもあります。付録 B に、プラットフォーム間に

おける主要な API の相違を示します。 

大部分のインタフェース関数は、エラーの場合に -1 を返し、グローバル変数 errno によって原因

の説明を示します。 

システムライブラリ 

HP-UX と Oracle Solaris は多くのシステムライブラリを備えています。大部分のライブラリは同じ

名前を持ち、同じ機能を提供しますが、相違も多少存在します。時として、同じ機能を提供するラ

イブラリに異なる名前が付いていることがあります。あるいは、一方のシステムでは １ つのライ

ブラリによって提供される機能が、もう一方のシステムでは多数のライブラリによって実現されて

いることもあります。付録 A には、主要なライブラリが HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris のプラッ

トフォームの対比によって示されています。 

Oracle Solaris 11 には Linux および BSD OS との親和性を高めるために Oracle Solaris C ライブラリ

に新しいルーチンが多数含まれており、これにより Oracle Solaris 11 にアプリケーションを移植する

ための時間とコストを減らすことができます。新しいルーチンには、ascftime(3C)、cftime(3C)、

wcsftime(3C)、fnmatch(3C)、asprintf()、vsprintf()、getline()、strdupa()、strndup() などがあります。また、

新しく提供された libzonestat(3LIB) ライブラリは、アプリケーション開発者がシステム全体でも

ゾーンごとでも、物理メモリー、仮想メモリー、CPU リソース、ネットワーク帯域幅の利用率を含

む Oracle Solaris ゾーンの資源利用率の統計を取得できるようにします。 

HP-UX、Oracle Solaris 10 で /usr/sfw/lib に属していた多くのライブラリは Oracle Solaris 11 では 

/usr/lib に配置されています。ライブラリ検索に /usr/sfw/lib を設定する場合 /usr/lib を検索パス

に含めるようファイルを作成するか、ハードコードされたライブラリパスを変更する必要があるか

もしれません。 

シェルとユーティリティー 

Oracle Solaris には、次のような開発者用のシェルとユーティリティーが多数あります。 
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 Bourne シェル。Bourne シェル (/usr/bin/sh) は、Oracle Solaris 10 のデフォルトのシェルで

す。HP-UX 11i v3 では同じパスを使用して Bourne シェルのサブセットである POSIX シェルに

リンクしています。いくつかの POSIX シェルオプションは Bourne シェルではサポートされて

おらず、一部のコマンドの動作も異なります。たとえば、Bourne シェルは export コマンドに対

して –p オプションをサポートしておらず、hash コマンドの出力は 2 つのシェルで異なります。

Bourne シェルの詳細については、sh(1) man page を参照してください。 

 C シェル。HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris は C シェル (/usr/bin/csh) をサポートしていま

す。大部分のコマンドとオプションは 2 つのプラットフォームで同じです。C シェルの詳細に

ついては、csh(1) man page を参照してください。Oracle Solaris では、csh でのスクリプト記

述を避けることがベストプラクティスとされています。 

 Korn シェル。HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris 10 は Korn シェル (ksh88 は Oracle Solaris 10 では  

/usr/bin/ksh に、Oracle Solaris 11 では /usr/sunos/bin/ksh に配置されています) をサポートして

います。両環境において実装の大部分は同じですが、相違点もいくつかあります。たとえば、

Oracle Solaris ではより長い配列添え字がサポートされており、一部のコマンドの出力がやや異な

ります。Oracle Solaris 11 には、ksh に替わるシステムシェルとして更新と改善が加えられた ksh93 

が含まれています。Oracle Solaris 11 のデフォルトシェルとして /usr/bin/ksh に配置されていま

す。Korn シェルの詳細については、ksh(1) man page を参照してください。 

 appcert ユーティリティー。appcert(1) ユーティリティーを使用すると、Oracle Solaris への

アプリケーションの移植時に、Oracle Solaris アプリケーションバイナリインタフェース (ABI) 

に対するアプリケーションの整合性を調べ、潜在的なバイナリ互換性の問題を特定することがで

きます。 

 apptrace ユーティリティー。apptrace(1) ユーティリティーは、アプリケーションバイナリイン

タフェース (ABI) に対するアプリケーションの整合性を動的に確認する際に使用します。プロ

グラムが Oracle Solaris 共有ライブラリに対して作成する関数呼び出しをトレースします。

apptrace ユーティリティーはトレース可能な関数呼び出しに対して、呼出されたライブラリイン

タフェース名、渡された引数の値、返された値をレポートします。 

  Oracle Solaris 11 アプリケーションのプリフライトチェッカ (Pre-Flight Checker for Applications)。ア

プリケーションが OS のシステムインタフェースを適切に使用していない、あるいは古いイン

タフェースを使用していて将来的に実行時エラーが懸念される場合があります。Oracle Solaris 11 

アプリケーションのプリフライトチェッカを使用すると、開発者が非互換性の可能性をすばやく

特定し、取り除くことができるようになります。このツールはソースコード、静的バイナリ、実

行時解析モジュールの組み合わせで Oracle Solaris 10 上のアプリケーションをテストするため

に実行されます。このツールは次の場所からダウンロードすることができます。 

https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/solaris_11_compatibility_tools/. 

 

スクリプト 

UNIX 環境には、長い歴史を持つ複数のツールやユーティリティーがあり、これらを併用してより

大きなタスクを完了させることができます。通常、開発者はスクリプトを使用して、コンパイルの

自動化、アプリケーション管理ツールの作成、データの分析や修正、アプリケーションに対する機

能的サポートを実現しています。スクリプトはそれ自体で作業しているわけではありません。スク

リプトは、運用環境に存在しているプログラムやユーティリティーを活用してさまざまな管理タス

クを実行します。HP-UX と Oracle Solaris のスクリプト作成環境は非常に類似していますが、重要

なのは相違点に注意することです。以下の問題が発生する可能性があります。 

 コマンドが利用できない。 

 コマンドが異なる場所にある。 

 コマンドが Oracle Solaris に存在しないオプション (フラグ) を使用している。 

https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/solaris_11_compatibility_tools/
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 コマンドで使用されているオプション (フラグ) が Oracle Solaris では異なる機能を担っている。 

 コマンドの出力が異なる、または異なる場所にリダイレクトされる (またはその両方)。 

たとえば、Oracle Solaris 10 上の /usr/sfw ディレクトリに配置されていたファイルは、Oracle 

Solaris 11 では /usr/bin ディレクトリに配置されるようになりました。リンクが追加されている

ためいずれのパスも有効ですが、開発者は新しい場所を使用する方がパスの設定を簡単にできます。

付録 F に、主要なコマンドの要約が HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris との対比により示します。 
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第 5 章 デバイス 

本来オペレーティングシステムでサポートされていないデバイスをアプリケーションで使用する場

合は、デバイスドライバまたはソフトウェアモジュールを移植する必要があります。HP-UX と 

Oracle Solaris は類似したデバイスドライバモデルとアーキテクチャーを備えているため、特別なカ

スタムソフトウェアが必要な場合でも移植の問題が軽減されます。Oracle Solaris ではデバイスドラ

イバはロード可能なモジュールです。必要に応じて、カーネルにより動的にメモリーにロードされ

ます。 

カーネルは、以下の機能によってデバイスドライバへのアクセスを提供しています。 

 デバイス対ドライバのマッピング。カーネルはデバイスツリーを保持しています。ツリーの各

ノードは仮想デバイスまたは物理デバイスを表しています。カーネルは、デバイスノード名とシ

ステムにインストールされているドライバを照合して、各ノードを結合します。ドライバとの結

合が存在する場合にのみ、デバイスはアプリケーションにアクセスできます。 

 デバイスドライバインタフェース(DDI)/ドライバカーネルインタフェース (DKI)。DDI/DKI 

インタフェースは、デバイスドライバとカーネル、デバイスハードウェア、起動設定ソフトウェ

アとのやり取りを標準化します。これらのインタフェースは、デバイスドライバをカーネルから

独立させることにより、特定マシンに搭載されたオペレーティングシステムの後続リリースに対

する移植性を高めています。 

 階層化ドライバインタフェース (LDI)。LDI は DDI/DKI の拡張インタフェースで、カーネル

モジュールがシステムの他のデバイスにアクセスできるようにします。LDI は、カーネルによ

り使用されているデバイスを判別するメカニズムも備えています。 

デバイス命名規則 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris はデバイス名を使用して、デバイスや重要なシステムリソース (ディ

スクドライブ、ネットワークアダプタ、メモリー、I/O チャネルなど) に対するユーザーやアプリ

ケーションのアクセスを制御します。どちらのオペレーティングシステムも、ファイルやディレク

トリに対して使用される非常に安全なファイル名階層にデバイスリソースを配置し、デバイスのア

クセスと制御に万全のセキュリティシステムを施しています。デバイスアクセスをファイルアクセ

スのように処理することにより、既存の実績ある Oracle Solaris セキュリティモデルが自動的に適用

され、不正なユーザーやアプリケーションに対してデータを無防備にしてしまう恐れがあるバック

ドアセキュリティホールが塞がれます。 

HP-UX 11i v3 から Oracle Solaris への移行において、実際のディレクトリ配置とデバイスの名前はさ

まざまですが、open()、ioctl()、close() などのオペレーティングシステムのコールに関して、

デバイスのセキュリティセマンティックスおよび制御セマンティックスは同じです。そのため、デ

バイス制御ソフトウェア (デバイスドライバなど) とやり取りするアプリケーションを HP-UX 11i 

から Oracle Solaris へ容易に移植することができます。開発者が行う必要があるのは、ソースコード

内のファイルシステム階層の場所およびデバイス名を変更することと、Oracle Solaris で再コンパイ

ルすることだけです。プログラムの制御ロジックを変更する必要はありません。 
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デバイスパス 

表 5-1 は、HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris におけるディスクおよびテープデバイスの命名規則を示

しています。 

表 5-1. デバイスパス 

説明 HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 

ディスク (ブロックアクセス) /dev/disk/disk# /dev/dsk/c#t#d#p# 

ディスク (Raw アクセス) /dev/rdisk/disk# /dev/rdsk/c#t#d#p# 

ディスクパーティション (ブロックアクセス) /dev/disk/disk#_p# /dev/dsk/c#t#d#p# 

ディスクパーティション (Raw アクセス) /dev/rdisk/disk#_p# /dev/rdsk/c#t#d#p# 

テープ (Raw アクセス) /dev/rtape/tape#options /dev/rmt/# 

デバイスドライバインタフェース/ドライバカーネルインタ

フェース 

Oracle Solaris の DDI/DKI を使用すると、x86 と SPARC を含めた、複数のプラットフォームと命

令セットを持つアーキテクチャーにおいて、ソースレベルで完全に互換性があるデバイスドライバ

を開発することができます。複数のプラットフォームと複数の命令セットから成るアーキテク

チャーの移植性を実現するには、ホストバスの依存関係をデバイスドライバから削除する必要があ

ります。 

この完成された DDI/DKI によって、デバイスドライバは、オペレーティングシステムリソース、

構成プロパティー、デバイスマッピング、および低レベル I/O にアクセスすることができます。

DDI/DKI を使用すると抽象レイヤーが提供され、ハードウェアからのデバイスドライバの分離が

容易になるとともに、移植性、より明確な制御ロジック、類似のデバイスにおける一貫したインタ

フェースが実現されます。デバイスドライバは、システムリソースや I/O デバイスに直接アクセ

スするのではなく、標準のインタフェースに従うことによってその移植性を維持します。これによっ

て、32 ビットと 64 ビットのデータの使用に関する問題が大幅に単純化されています。 

プラットフォームの独立性は、以下の分野での DDI/DKI の設計によって達成されています。 

 モジュールの動的ロードとアンロード 

 電源管理 

 割り込み処理 

 カーネルまたはユーザープロセスからのデバイス領域へのアクセス (登録とメモリーマッピン

グ) 

 DMA サービスの使用による、デバイスからカーネルまたはユーザープロセス領域へのアクセス 

 デバイスプロパティーの管理 

オラクルでは、サンプルのデバイスドライバ、マニュアル、インストールの手引き、運用の手引き

を用意しています。また、Oracle Solaris プラットフォーム用デバイスドライバの開発をサポートす

るツールもダウンロードできます。詳細については、 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/index.html を参照してください。 

 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/index.html
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大容量のストレージデバイス対応 

開発者は、開発や配備のためにシステムに、小型で低価格なシステムから高性能で大容量デバイス、

またはその中間のすべてのデバイスまで、容量やパフォーマンスに対する要求に対応できる広範囲

のストレージデバイスを活用することができます。Oracle Solaris はさまざまなプロトコルとインタ

フェーステクノロジーに対応しており、主要なホストバスアダプタドライバがソフトウェア配布と

ともに提供されます。 

 iSCSI (インターネット SCSI) ターゲット対応。ストレージ配備は多くの場合、データをイント

ラネット間で移動し、デバイス管理をリモートで実行するために iSCSI プロトコルを使用しま

す。iSCSI ターゲット対応により、OS はネットワークを介したクライアントに対して SCSI ス

トレージデバイスを使用できるようにします。 

 ファイバチャネル。Oracle Solaris には、T11 FC-HBA 仕様に準拠したライブラリ、Emulex デバ

イスドライバ、QLogic デバイスドライバ、デバッグ支援、ファイバチャネルドライバ経由の 

FCIP IP/ARP、ファイバチャネルトランスポート層など、多数のファイバチャネルパッケージが

含まれています。 

 ホストバスアダプタドライバ。OS には広範囲のドライバが含まれています。たとえば、Adaptec 

AdvanceRaid Controller SCSI HBA、Adaptec Ultra320、Advanced Host Controller Interface SATA、LSI 

MegaRAID SCSI HBA、LSI Hardware RAID HBA、LSI MegaSAS RAID Controller HBA および Marvell 

88SX SATA デバイスドライバなどです。Oracle Solaris 11 には、Neterios X3100、Chelsio および 

Integrate QLogic P3+、また、Intel Storage Controller Unit および FALCON SAS2.0 Controllers 用の 

Integrate LSI iMR HAB ドライバなど、数 10 ギガバイトのイーサネットアダプタ用のドライバが

追加されています。  

デバイスドライバの移植のベストプラクティス 

https://projectpoint.buzzsaw.com/client/WWL/Projects/MSD/Pegasus/.Welocalize/LS_Review/JPN/JPN_Al

gor_2012_00_00_0143_LS_Review_SME_JACO_LSDV.xlsx 

デバイスドライバの移植には十分に注意を払う必要があります。ドライバはハードウェアと直接や

り取りし、ユーザープロセスに対して与えられるオペレーティングシステムの保護なしに動作する

からです。以下のように、移植時にデバイスドライバにデバッギングサポートをビルドすることに

より、開発者は移植、保守作業、今後の開発を簡易化できます。 

 固有のプリフィックスを使用して、カーネルシンボルの衝突を回避する。各ドライバモジュー

ルはカーネルにリンクしているため、ドライバのシンボル名が他のカーネルシンボルと衝突しな

いようにする必要があります。衝突を避けるには、各関数とデータ要素にドライバ固有のプリ

フィックス (ドライバの名前など) を追加します。 

 cmm_err() 関数を使用して、ドライバの動作ログを記録する。この関数を使用してデバイスド

ライバからシステムログへのメッセージをプリントすると、デバッギングが容易になります。

メッセージは /var/adm/messages ファイルに格納されます。 

 ASSERT() マクロを使用して、無効な条件式を検出する。条件式はアクティブ文書の有用な一

形式です。ASSERT() マクロは、ソースコードに条件式を評価するメカニズムを与え、真であ

るべき条件式が偽であった場合にカーネルの実行を停止します。 

 mutex_owned() を使用して、ロック要件を検証し、文書化する。デバイスドライバ開発にお

いて重要な点は、複数のスレッドを適切に処理することです。mutex_owned() 関数を使用す

ると、mutex がスレッドによって所有されているかどうかを確認することができます。この関数

は ASSERT() マクロ内でのみ有効です。 

 条件コンパイルを使用して、負担が大きいデバッギング機能を切り替える。プロセッサシンボ
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ル (DEBUG など) に基づいて条件付きでコードをコンパイルするか、グローバル変数を使用す

ることにより、デバッギングコードをデバイスドライバに配置できます。条件コンパイルによる

利点は、プロダクションドライバから不要なコード削除できることです。また、グローバル変数

を使用すると、実行時のデバッギング出力の量を選択できます。これを実施するには、ioctl ま

たはデバッガによって実行時のデバッギングレベルを設定します。通常は、これらの 2 つのメ

ソッドが併用されます。 

防御的プログラミングの使用 

いくつかの防御的プログラミングテクニックを使用することにより、デバイスドライバのソース

コードに起因するシステムパニックやハングアップ、システムリソースの浪費、不正データの拡散

を防ぐことができます。Oracle Solaris のデバイスドライバに対して、次のコーディングプラクティ

スを順守することをお勧めします。 

 ハードウェアの各部分のみ制御する。ハードウェアの各部分をそれぞれ別のデバイスドライバ

インスタンスによって制御してください。各インスタンスは固有のデータ領域を持っていますが、

他のインスタンスとテキストやグローバルデータを共有します。フェールオーバーを内部で処理

するように設計されていない限り、ドライバは、ハードウェアの各部分に対して個々のインスタ

ンスを使用する必要があります。 

 プログラム I/O に注意する。プログラム I/O (PIO) は、適切なデータアクセスハンドルを使用

して、デバイスドライバインタフェース (DDI) アクセス関数から実行してください。 

 デバイスから受け取ったデータが破損している可能性を想定する。デバイスドライバは、デー

タを使用する前に、データの整合性をチェックする必要があります。特に、デバイスから得たデー

タから読み取った (または計算された) ポインタ、メモリーオフセット、配列インデックスは慎

重に扱ってください。そのような値は、デリファレンスされた場合にカーネルパニックを引き起

こす可能性があるため、使用する前に範囲とアライメント (必要な場合) をチェックする必要が

あります。 

 システムの他の部分に不良データを流さないようにする。デバイスエラーによって受信バッ

ファーに破損データが格納されてしまうことがあります。このような破損は、デバイスドメイン 

(ネットワーク内など) の外で発生した破損と区別できません。通常は、破損に対処するための

既存のソフトウェアが配備されています。たとえば、プロトコルスタックのトランスポートレイ

ヤーや、デバイスを使用するアプリケーション内部で整合性チェックが行われます。上位のソフ

トウェアレイヤーでデータの整合性チェックが行われない場合は、チェックサムの検証や巡回冗

長検査 (CRC) など、デバイス固有のテクニックを使用して、デバイスドライバ内部で整合性を

チェックする必要があります。 

 文書化された DDI 関数とインタフェースのみを使用する。文書化された関数とインタフェー

スはより大きな安定性を備えており、コードの移植性を確実にします。 

 メモリーページをクリーンに保つ。デバイスによる DMA バッファーへのすべての書き込みが、

ドライバが完全に制御するメモリーページ内に収まるようにしてください。これによって、シス

テムのメインメモリーの不定部分が DMA 障害により破損するのを防ぐことができます。 

 システムリソースの尊重。デバイスがハングアップした場合、デバイスドライバはシステムリ

ソースを無制限に割り当ててはなりません。デバイスが絶え間なくビジー状態を申告している場

合は、タイムアウトする必要があります。また、ドライバは異常な (スタックしている) 割り込

み要求を検出して、適切に対処する必要があります。 

 Oracle Solaris ホットプラグ機能のサポート。より適切なリソース使用や障害コンポーネントの

交換のために、コンポーネントが頻繁に移動するエンタープライズ環境ではホットプラグのサ

ポートが不可欠です。 

 障害後のリソースの解放。オペレーティングシステムは、ハードウェア障害後でも、重要でな

いデバイスをすべて閉じて、ドライバインスタンスを分離できなければなりません。 
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詳細については、http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-4854/index.html にある  Oracle 

Solaris ドキュメントセットの『Writing Device Drivers』マニュアルを参照してください。 

 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-4854/index.html
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第 6 章 開発環境 

アプリケーションの移植、検証、最適化は、時間がかかる複雑なプロセスです。個別の製品は特定

のタスクでは役立ちますが、統合プラットフォームによるアプリケーションのビルドはワークフ

ロー全体を合理化し、その結果、アプリケーションがより堅固になります。Oracle Solaris Studio 12.2 は、

高品質のクロスプラットフォームデスクトップアプリケーション、エンタープライズアプリケー

ション、Web アプリケーションの開発に必要なすべてを備えています。この統合開発環境は、C、

C++、Java、Fortran によるアプリケーションの作成やビルドから、問題箇所のデバッグや最適なパ

フォーマンス調整まで、アプリケーションの開発プロセスを最適化します。GUI 設計やコード生成、

編集、コンパイル、デバッグ、チューニングの各サイクルまで、プログラマのステップの全工程を

統合することにより、Oracle Solaris Studio 統合開発環境 (IDE) は、エンタープライズアプリケーショ

ンの迅速な移植を容易にします。 

Oracle Solaris Studio は以下の目的のために設計されています 

 コンパイラを最適化して、アプリケーションのパフォーマンスを最大化する 

 自動並列化機能と先進ツールによって、マルチコア開発を簡易化する 

 次世代 IDE と優れたグラフィカルインタフェースを備えたツールによって、生産性を向上させ

る 

 複数のアーキテクチャー (SPARC と x86) およびオペレーティングシステム (Oracle Solaris と 

Linux) における開発を簡易化する 

 

図 6-1. 次世代の Oracle Solaris Studio IDE によって、アプリケーション開発用の高度なツールを統合 
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Oracle Solaris Studio のコンポーネント 

Oracle Solaris Studio は、包括的な開発ツールを備えています。 

 C、C++、Fortran コンパイラの最適化。Oracle Solaris Studio コンパイラは、Intel x86、AMD x86、

UltraSPARC、SPARC64 プロセッサを搭載したシステムでのアプリケーションのパフォーマンス

を向上させます。Oracle Solaris Studio のコンパイラは、最近の業界ベースのベンチマーク記録を

多数持ち、最新のマルチコアアーキテクチャーを十分に活用します。 

 OpenMP 3.0 コンパイラ、デバッガ、ツールの完全サポート。OpenMP 3.0 仕様にはマルチコア

開発を容易にする新機能が含まれており、複雑で動的な制御フローをサポートするためのタスク

を使用した、より一般的な手法でマルチスレッドプログラミングを実現します。 

 Sun Memory Error Discovery Tool (Discover)。プログラム内のメモリー関連のエラーはデバッグ

が最も難しく、しばしば、不安定なプログラム動作の原因となります。Sun Memory Error Discovery 

Tool はバイナリを計測し、プログラムの実行時に動的にエラーを検出して報告します。 

 Code Coverage Tool (Uncover)。この Performance Analyzer に統合されているシンプルで使いやす

いツールは、コードカバレッジを測定して、テストされていないバイナリ内の主要な機能エリア

を迅速に検出します。 

 DLight。システムプロファイリングツールを使用すると、システムを調査し、システムの仕組

みを理解して、さまざまなソフトウェアレイヤーにおけるパフォーマンスの問題を特定すること

ができます。DLight は、Oracle Solaris プラットフォーム上で Oracle Solaris DTrace テクノロジー

を使用してアプリケーションプロファイリングとシステムプロファイリングを統合する新しい

ツールです。 

 dbxTool。dbx デバッガは IDE に完全に統合されており、コマンドライン De 使用できます。

Oracle Solaris Studio 12.x は、使いやすいインタフェースを備えたスタンドアロンのデバッグソ

リューション dbxtool を備えています。実行可能ファイルやコアファイル、あるいは実行プロセ

スへの添付をすばやく簡単にデバッグできます。 

 Thread Analyzer。Thread Analyzer は、マルチスレッドコードにおける一般的な (しかしデバッグ

が難しい) 問題の特定に役立つツールです。マルチスレッドでのプログラムの実行を分析して、

データ競合とデッドロック状態を検出します。 

 Performance Analyzer による  MPI アプリケーションのサポート。Oracle Solaris Studio 

Performance Analyzer には、MPI Timeline、MPI チャート、ズーム機能、フィルタリング機能が含

まれています。 

 最新の Oracle Solaris Studio IDE。Oracle Solaris Studio は、NetBeans 6.5.1 ソフトウェアをベース

にした次世代の IDE を特長としており、特に C/C++ 開発者向けに調整されています。新機能

には、改良されたコード補完、エラーの強調表示、セマンティックの強調表示、コールグラフ、

メモリーウィンドウ、アプリケーションパッケージ (tar ファイル、zip ファイル、System V リ

リース 4 (SVR4 パッケージ)、RPM、Debian パッケージ) などがあります。 

 Sun Performance Library。Sun Performance Library は、線形代数やその他の数学上の問題を解く

ための、最適化された高速計算サブルーチンです。このルーチンを使用して、線形代数、高速フー

リエ変換 (FFT)、その他の数学上の問題を解くことができます。Oracle Solaris Performance Library 

は、Fortran、C、C++ プログラムから呼び出すことが可能で、オラクルの強化されたルーチン

の実装を BLAS1、BLAS2、BLAS3、LAPACK、ScaLAPACK、PBLAS、BLACS、FFTPACK、VFFTPACK、

SPSOLVE、Sparse BLAS、SuperLU に含んでいます。 
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Oracle Solaris Studio のワークフロー 

図 6-2 は、一般的な Oracle Solaris Studio IDE ワークフローとスタンドアロンツールのプロセスを対

比して示しています。 

 

図 6-2. Oracle Solaris Studio IDE ワークフローは開発と調整プロセスを最適化します。 

サポート対象のプラットフォーム 

Oracle Solaris Studio は、SPARC と x86 プロセッサアーキテクチャーファミリ (UltraSPARC、SPARC 

T-Series、SPARC64、AMD64、Intel® Pentium®、Intel® 64) を使用しているシステムをサポートします。

Oracle Solaris 11 は旧バージョンの sun4u プロセッサアーキテクチャベースのシステム (UltraSPARC 

II、IIe、III、IIIi、III+、IV、IV+ プロセッサをベースにしたシステム) をサポートしていないこと

にご注意ください。 
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対応している標準 

オラクルと HP の C、C++、Fortran 言語の実装方法における構文と意味の相違によって、ソース

コードの変更が必要になる場合があります。 

 C コンパイラ。Oracle Solaris Studio C コンパイラは、ISO/IEC 9899:1999 (Programming Languages—C) お

よび ISO/IEC 9899:1990 (Programming Languages—C) 規格に準拠しています。また、C コンパイラは

最新の OpenMP 3.0 共有メモリー並列 API もサポートしています。 

 C++ コンパイラ。Oracle Solaris Studio C++ コンパイラ (CC) は、ISO International Standard for C++, 

ISO IS 14882:2003, Programming Languages—C++ に準拠しています。 

 Fortran コンパイラ。Oracle Solaris Studio Fortran コンパイラは、Fortran 言語規格に準拠している 

Fortran 95 コンパイラです。マルチプロセッサ並列処理、最適化された高度なコードコンパイル、

C/Fortran 言語の混在のサポートを含め、多数の拡張機能を備えています。HP-UX の一部のエ

ンタープライズアプリケーションは、Fortran 95 セマンティックスとコンパイラを使用して作成

されていますが、FORTRAN 77 を使用しているレガシーアプリケーションも多数あります。オ

ラクルの Fortran 95 コンパイラは大部分の FORTRAN 77 機能を直接コンパイルできますが、一

部の機能は FORTRAN 77 互換モードでコンパイルする必要があります。移植性を確保するため

に、非標準の  FORTRAN 77 機能を使用しているアプリケーションは規格に準拠している 

Fortran 95 に移植してください。 

 ハードウェアの最適化。SPARC プラットフォームでは、Oracle Solaris Studio コンパイラは、

UltraSPARC の実装を含め、SPARC V9 アーキテクチャーの最適化活用機能をサポートします。

機能の定義については、 SPARC International 用に  Prentice-Hall から出版された『 SPARC 

Architecture Manuals,』Version 8 (ISBN 0-13-825001-4) および Version 9 (ISBN 0-13-099227-5) を参照

してください。 

ヘッダーファイルとシステムライブラリ 

Oracle Solaris Studio C と C++ コンパイラは、現在の作業ディレクトリ、コンパイル時に (–I オプ

ションで) 指定された任意のディレクトリ、および /usr/include ディレクトリで、インクルー

ドファイルを検索します。 

Oracle Solaris 10 オペレーティングシステムは、いくつかのライブラリを /usr/lib ディレクトリ

にインストールします。それらのライブラリの大部分は C インタフェースを持っており、libc と 

libm ライブラリは、デフォルトでアプリケーションにリンクされます。さらに、C++ コンパイラ

には、いくつかの実行時サポートライブラリが付属しています。これらのライブラリには、互換モー

ド (-compat=4) でのみ使用できるもの、標準モード (-compat=5) でのみ使用できるもの、両方

のモードで使用できるものがあります (表 6-1)。 

表 6-1. 付加される C++ ライブラリ 

ライブラリ 説明 使用可能なモード 

libstlport 標準ライブラリの STLport 実装 -compat=5 

libstlport_dbg デバッグモード用 STLport ライブラリ -compat=5 

libCrun C++ 実行時 -compat=5 

libCstd C++ 標準ライブラリ -compat=5 

libiostream 従来の iostreams -compat=5 

libC C++ 実行時、従来の iostreams -compat=4 

libcsunimath –xia オプションをサポート -compat=5 
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libcomplex 複素数ライブラリ -compat=4 

librwtool Tools.h++ 7 -compat=4、-compat=5 

librwtool_dbg デバッグ可能な Tools.h++ 7 -compat=4、-compat=5 

libgc ガベージコレクション C インタフェース 

libdemangle 復号化 C インタフェース 

Java プログラミングツール 

オラクルでは、エンタープライズクラスの Java アプリケーションを作成する開発者向けに、包括的

なツールセットを提供します。 

 Java Platform, Standard Edition (Java SE)。Java SE は コンシューマデバイス向けではない Java 

アプリケーションの開発用ツールです。Java SE には、コンパイラ、ランタイム環境、コア API 

を含みます。 

 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)。Java EE は Java SE に基づいており、アプリケーショ

ンサーバー、Web サーバー、Java 2 Platform、Enterprise Edition API、Enterprise JavaBeans のサポー

ト、Java サーブレット API、JavaServer Pages (JSP) テクノロジーを追加します。 

 JavaFX。JavaFX プラットフォームは、Java クライアントプラットフォームから発展しました。

アプリケーション開発者が、複数のプラットフォームで一貫して動作するインターネットアプリ

ケーションを簡単に作成してデプロイできることを目的として設計されています。JavaFX プ

ラットフォームは Java テクノロジーを基盤としており、多数のグラフィックス API とメディ

ア API を備えています。これらの API は、データ駆動のエンタープライズクライアントアプ

リケーションの開発を容易にする、高性能のハードウェア加速グラフィックスとメディアエンジ

ンを持っています。JavaFX プラットフォームの詳細については、 

http://download.oracle.com/javafx/2.0/overview/jfxpub-overview.htm を参照してください。 

 NetBeans IDE。フリーで、オープンソースの環境 NetBeans IDE は、エンタープライズ、Web、

デスクトップ、携帯用の Java アプリケーションの開発をサポートします。すべての IDE ツー

ルと機能は完全統合されており、開発者の生産性を向上させます。 

 Oracle JDeveloper。Oracle JDeveloper はフリーの統合開発環境です。開発サイクルの全段階をサ

ポートし、Java ベースの SOA アプリケーションとユーザーインタフェースの開発を簡易化しま

す。 

Java テクノロジーのオファリングとツールに関するオラクルの豊富なポートフォリオについては、

http://www.oracle.com/java を参照してください。 

 

そのほかのプログラミングツール 

Oracle Solaris 11 にはアプリケーション開発を支援するオープンソースのスクリプト言語とシェルが

含まれています。 

 Python と Ruby。Oracle Solaris 11 には、ハイレベルなアプリケーション開発に使用するための 

Python と Ruby が含まれています。これらのツールは Oracle Solaris の解析ツールである Oracle 

Solaris DTrace に統合されているため、IPS (Image Packaging System) のデバッグプロセスを容易に

し、正しいバージョンのソフトウェアを簡単に見つけることできます。 

 Perl。Oracle Solaris 11 には、強力なスクリプト能力とテキストプロセッシング機能を備えた Perl 

http://download.oracle.com/javafx/2.0/overview/jfxpub-overview.htm
http://www.oracle.com/java
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言語が含まれています。 



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

27 

アプリケーションの開発 

HP および Oracle は、フラグとオプションが多少異なることを除き、類似の機能を備えた C と 

C++ のコンパイラを提供しています。デフォルトでは、Oracle Solaris Studio のコンパイラは 

/opt/SUNWspro/bin ディレクトリにインストールされ、HP-UX のコンパイラは /opt/aCC/bin ディ

レクトリにインストールされます。どちらのプラットフォームのコンパイラも、32 ビットまたは 64 

ビットの ELF オブジェクトを生成できます (デフォルトでは、32 ビットの ELF オブジェクト)。 

以降のセクションでは、ベンダー提供の C および C++ コンパイラを使用して HP-UX から 

Oracle Solaris へのアプリケーションを移植する場合の考慮事項について説明します。どちらのプ

ラットフォームでも C と C++ 用の GNU コンパイラを利用できます。通常、GNU コンパイラ

にコミットされたプロジェクトは容易に移植できます。ただし、ベンダー提供のコンパイラを使用

する場合は、どちらのプラットフォームでも、性能に敏感なエンタープライズアプリケーションの

ほうが恩恵を受ける傾向にあります。 

高レベルオプション使用戦略 

次のいくつかの戦略によって、Oracle Solaris Studio コンパイラへの高性能エンタープライズアプリ

ケーションの移植を支援できます。 

 報告オプションとツールの使用。lint などのツールを使用し、最高の報告レベルを利用すると、

注意が必要なコードの問題を迅速に特定できます。 

 コンパイル済みヘッダーファイルの利用。Oracle Solaris Studio C と C++ コンパイラで利用可能

な、コンパイル済みのヘッダーは、生産性を向上させ、新しいプロジェクト環境への調整を容易

にします (詳細については –xpch を参照)。 

 最大限に有効化したデバッグオプションの使用。デバッグオプションを最大限に有効化し、テ

ストランを実行すると、エラーの解明に役立ちます。 

 パフォーマンスの最適化と反復プロセスの使用。–fast とその他の適切なパフォーマンス分析

データ収集オプションを設定して、テストし、繰り返します。多くのエンタープライズアプリケー

ションにおいて、プロファイルフィードバック、プロシージャー間分析、およびその他の高度な

オプションは実行する価値があります。 

HP-UX と Oracle Solaris Studio の C および C++ コンパイラオプションの比較 

ほとんどの場合、HP-UX と Oracle Solaris Studio の C および C++ コンパイラは同じ機能を備えて

います。表 6-2 は、利用可能な HP-UX コンパイラオプションとそれに該当する Oracle Solaris Studio 

のオプションを示しています。HP-UX コンパイラに同等の機能がない場合は「N/A」と記されてい

ます。C と C++ コンパイラは同じオプションを多数使用するため、表 6-2 では両方のコンパイラ

のオプション情報が 1 つにまとめられています。C または C++ コンパイラ固有のオプションには

注釈がついています。x86 アーキテクチャー固有のオプションの詳細は、Oracle Solaris Studio 用の『C 

ユーザーズガイド』を参照してください。 
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表 6-2. C および C++ のコンパイラオプションの比較 

HP-UX ORACLE SOLARIS STUDIO 説明 

コードの生成   

N/A -xmemalign=ab メモリーアライメントの制御。a:1 ～ 8 バイトのアライメントが可能。 

一般的に、パフォーマンス上は 8 が最適です。b: i、s、または f。現在の SPARC 

プロセッサのデフォルトは 8i です (SPARC のみ)。 

-fast -fast スピードアップのために、最適なコンパイラオプションの組み合わせを選択し

ます。 

–fast オプションを使用すると、次の Oracle Solaris Studio コンパイラオプ

ションが設定されます。-xtarget=native、-x05、-xlibmil、-xlibmopt、

-xmemalign=8s (SPARC) 、 -nofstore 、 -fsimple=2 、 -fns, 

-ftrap=%none、… 

注: Oracle Solaris 上で -fast は、リリースからリリース、プラットフォームからプラットフォームによって展開が変化するマクロです。–fast を

使用する場合、インスタンスの数にかかわらずオプションの最も右のインスタンスが上書するため、コンパイルコマンド行の冒頭に配置するのが

最良の位置です。 

N/A -fma[={none|fused}] 積和演算をサポートしている SPARC プロセッサに対して積和演算を有効に

します。 

+FPVZO -fnonstd -fns -trap=common に拡張します。 

N/A -fns SPARC 非標準浮動小数点モードを有効または無効にして、段階的アンダーフ

ローではなくゼロへのアンダーフローを有効にします。 

fesetround(3M) を参照 -fround=r 浮動小数点丸めモードを設定します。 

N/A -fsimple[=n] オプティマイザで行う浮動小数点演算に関する前提の簡略化を許可します。 

N/A -fstore このオプションを設定すると、コンパイラは、浮動小数点の式や関数の値を変

換します。(x88 のみ) 

+Fpstring 

+FPVZO 

-ftrap=t 

-ftrap=common 

-fns 

IEEE 754 トラップモードを設定します。 

+Z/+z -xcode=pic32/pic13 位置独立コードを生成します。 

+u1 -xmemalign=1i 想定するメモリーアライメントの最大値と、アライメントに失敗したデータへの

アクセスに対する動作を指定します。最大 １ バイトのアライメントを想定。 

+u2 -memalign=2i 想定するメモリーアライメントの最大値と、アライメントに失敗したデータへ

のアクセスに対する動作を指定します。最大 2 バイトのアライメントを想定。 

+DD[32][64] -m[32][64] コンパイル済みバイナリオブジェクトのメモリーモデル (32 ビットまたは 

64 ビット) を指定します。Oracle Solaris では、デフォルトは 10 –m32。 

+wsecurity -errsecurity=v セキュリティループホールについてコードをチェックします。 

v={core|standard|extended|%none} 

+DSnative -xtarget=native ネイティブハードウェアのコードを生成します。 

N/A -nofstore 浮動小数点の式や関数の値を変換しません。 

値をより長くレジスタに保持できます (x86 のみ)。 

-O -O –x02 と同じです。 

N/A -xarch=a コンパイラが使用する命令セットを特定のプロセッサアーキテクチャーだけ
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に制限します。 

+Oautopar (+03 以上) -xautopar 複数プロセッサの自動並列化を有効にします。 

N/A -xbuiltin 

[={%all|%none}] 

標準ライブラリ関数の呼び出しの最適化を改善します。コンパイラはパフォー

マンスの向上が見込める場合に、組み込み関数またはインラインシステム関数

を置き換えます。 

N/A –xcache=c オプティマイザ用のキャッシュのプロパティーを定義します。 

N/A –xchip=c オプティマイザが使用するターゲットプロセッサを指定します。 

N/A –xdepend ループの繰り返し内部でのデータ依存関係を分析して、ループの交換と融合、

スカラー置換など、ループを再編成します。 

+Oautopar 

+Onoautopar (デフォルト) 

–xexplicitpar 

–xautopar 

複数プロセッサの自動並列化を有効にします。 

+Oinline=[f1,…,fn] –xinline=[f1,…,fn] リストで指定した関数をインライン化します。 

+Onoinline -xinline= 関数をインライン化しません。 

-ipo –xipo 

-xcrossfile 

-xlinkopt 

プロシージャー間分析を有効にします。 

異なるソースファイル間の分析とインライン化を有効にします  (このオプ

ションは –xipo よりも制限されていますが、大規模アプリケーションの主要

部分だけをユニットと見なす必要がある場合に非常に有効です)。 

リンク時間を最適化します。 

N/A -xlibmieee 戻り値を強制的に IEEE 754 形式にします。 

+Olibcalls -xlibmil 一部のライブラリルーチンをインライン化します。 

-N -xMerge データセグメントをテキストセグメントにマージします。 

N/A -xnolibmil 数学ライブラリルーチンをインライン化しません。 

+O[0|1|2|3|4] -xO[1|2|3|4|5] 最適化レベルを指定します。 

N/A -xparallel ループをコードで指定されたように自動的に並列化します。 

+O[no]dataprefetch -xprefetch= 

[no%]auto,[no%]explicit 

データ先読み命令の生成を制御します。 

N/A -xreduction 自動並列化時に縮約の認識を有効にします。 

N/A -xregs=r 生成コード用のレジスタの使用法を指定します。 

N/A -xrestrict=f ポインタ値の関数パラメータを制限付きポインタとして扱います。 

N/A -xsafe=mem コンパイラがメモリー保護違反が発生しない場合を想定できるようにします。 

+Osize -xspace コードサイズが大きくなるような最適化やループ並列化をコンパイラが行わ

ないようにします。 

N/A -xtarget=t  命令セットと最適化の対象システムを指定します。 

+Oloop_unroll=n -xunroll=n ループの展開レベルを指定します。 

N/A -xvector[={yes|no}] ベクタ関数呼び出しの自動生成を有効にします。 

-fround=nearest を指定する必要があります。 
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リンクとライブラリ   

-Wl 

-a 

-archive 

-Bstatic 静的ライブラリを検索します。 

-Wl 

-a 

shared_archive 

-Bdynamic 動的ライブラリを検索します。 

-Wl, -dynamic -dy 動的リンクを指定します (デフォルト)。 

-Wl, -noshared -dn 静的リンクを指定します 。 

-lname -lname ライブラリをロードします。 

N/A -mc .comment セクションから重複している文字列を削除します。 

N/A -mr[,string] .comment セクションから重複している文字列をすべて削除し、指定された

文字列を挿入します。 

-mt -mt Solaris スレッドまたは POSIX スレッドの API を使用しているマルチス

レッド化コードをコンパイルおよびリンクするように、コンパイラに指示しま

す。 

-Wl, +b,dir[:dir] -Rdir[:dir] 実行時ライブラリの検索パスを指定します。 

N/A -xF リンカーによる関数と変数の順序の最適な並べ替えを有効にします。 

analyzer(1)を使用する必要があります。 

N/A -xlic_lib=1 

-xlic_lib=sunperf 

ライセンス許可がある Oracle ライブラリにリンクします。 

Sun Performance Library にリンクします。 

+Olit=[all|const]  

(デフォルト) 

-features= 

conststrings 

テキストセグメントに文字列リテラルを挿入します。 

ld –b を使用 -G 共有オブジェクトを作成します。 

ld +h name を使用 -h name 共有動的ライブラリに名前を割り当てます (ライブラリのバージョンごとに

異なる名前をサポートできます)。 

-Ldir -Ldir リンクエディタがライブラリの検索に使用するディレクトリリストに、指定さ

れたディレクトリを追加します。 

N/A -xnolib デフォルトでライブラリのリンクを行いません (–l オプションをリンクエ

ディタ ld に渡しません)。 

メタオプション   

None -### 呼び出された各コンポーネントが表示されますが、実行はされません。 

-C -C プリプロセッサがコメントを削除しないようにします。 

Dname [=tokens] Dname [=tokens] シンボルを定義します。 

-E -E プリプロセッサを介してソースファイルを実行します。 

-wn -erroff=t コンパイラの警告メッセージを無効にします。 

N/A -errtags=[yes|no] メッセージタグを表示します。 

-Wp, -h -H ヘッダーファイルを出力します。 
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-Wl +s  (デフォルト) -I オプションをリンカーに渡して、LD_LIBRARY_PATH と 

LD_LIBRARY_PATH_64 環境変数の設定を無視するように指示します。 

N/A -keeptmp コンパイル中に作成される一時ファイルを自動的に削除しないで保持します。 

-MO -fd K&R 形式の関数の定義や宣言を報告します。 

+help -flags 各コンパイラオプションの要約を出力します。 

N/A -noqueue ライセンスを確保できない場合は、待ち行列に入れません。 

-P -P C プリプロセッサでのみソースファイルを実行します。 

N/A -Q[y][n] 出力ファイルに識別情報を入れるかどうかを設定します。 

デフォルトは y です。 

-S -S アセンブリソースファイルを作成するが、アセンブルしないように、コンパイ

ラに指示します。 

-s -s シンボリックデバッグの情報を削除します。 

-Uname -Uname 指定されたプリプロセッサシンボルの定義を削除します。 

-V -V コンパイラの実行時に各コンポーネントの名前とバージョン番号を出力する

ように、コンパイラに指示します。 

N/A -v より厳密な意味検査とその他の lint に類似した検査を行うように、コンパイ

ラに指示します。 

-Wc,arg -Wc,arg 指定されたコンポーネントに引数を渡します。 

-w -w コンパイラの警告メッセージを無効にします。 

N/A -xCC コンパイラが C++ 形式のコメントを認識するようにします。 

デフォルト デフォルト 

-xchar=[signed|s] 

条件なしの char が符号付きであることを指定します。 

+uc -xchar=[unsigned|u] 条件なしの char が符号なしであることを指定します。 

+help -xhelp=f オンライヘルプ情報を表示します。 

+Oreport=loop -xloopinfo 並列化されているループとされていないループを示します。 

makedepend(1) を使用 -xM[1] プリプロセッサだけを実行して、makefile の依存関係を生成します。 

N/A -maxopt=n #pragma opt のレベルを制限します。 

+time -xtime コンパイルで各コンポーネントが使用した時間とリソースを報告します。 

N/A -Yc, dir コンポーネント c 用の新しいディレクトリ dir を指定します。 

N/A -YA, dir コンパイラコンポーネントを検索するためのディレクトリを指定します。 

N/A -xvpara #pragma MP 指令を含んでいるループについて警告を発行します。 
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ファイル処理   

-c -c .o ファイルのみ作成します。 

-Idir -Idir インクルードファイルを指定します。 

-o file -o file 出力ファイル名を設定します。 

-Idir -YI, dir インクルードファイルを検索するデフォルトのディレクトリを変更します。 

-Ldir -YP, dir ライブラリファイルを検索するデフォルトのディレクトリを変更します。 

-Ldir -YS, dir 起動用のオブジェクトファイルを検索するデフォルトのディレクトリを変更

します。 

パフォーマンス分析とデバッグ 

N/A -xinstrument=datarace データ競合状態のコードを計測します (Thread Analyzer)。 

-g -g デバッグ情報を生成します。 

-p -p, -qp デバッグ用の特別なシンボルテーブル情報を作成します。 

N/A -xa tcov(1) によるテストカバレッジ用のコードを計測します。 

-G -xpg gprof(1) によるプロファイリング用に、データを収集するためのオブジェ

クトコードを用意します。 

+Oprofile=collect -xprofile=collect プロファイル用のデータを収集、またはプロファイルを使用して最適化しま

す。 

+Oprofile=usefilename -xprofile=use[:name] -xprofile=collect でコンパイルされたコードから収集した実行頻度

データに基づき、プロファイル化されたコードの実行時に行われた作業用に

コードを最適化します。 

N/A -xprofile=tcov tcov(1) を使用する基本ブロックカバレッジ解析用にオブジェクトファイ

ルを計測します。 

N/A -xs オブジェクトなしに dbx でデバッグできるようにします。 

N/A -xhwcprof ハードウェアカウンタによるプロファイリングのサポートを有効にします。 

C コンパイラ固有のオプション 

N/A -xsfpconst 接尾辞のない浮動小数定数を単精度で示します。 

N/A -Aname [(tokens)] 名前をトークンと関連付けます。 

–A[a|e] 

–Aa 

-X[a|c|s|t] 

-Xc (ANSI に最も厳密に準拠) 

言語方言を指定します (ANSI 規格に厳密に準拠した K&R) 

N/A -xP K&R C 関数のプロトタイプを出力します。 

N/A -xtransition K&R C と Oracle Solaris ANSI C との相違について警告を発行します。 

$TMPDIR を使用 -xtemp=dir 

export TMPDIR 

コンパイラが使用する一時ファイル用のディレクトリを設定します (TMPDIR 

に優先)。 

N/A -Zll 並列化コーディングエラーを静的解析して、lock_lint 用のプログラムデー

タベースを作成します。 
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C++ コンパイラ固有のオプション 

$TMPDIR を使用 -temp=dir 

export TMPDIR 

一時ディレクトリを設定します (TMPDIR 環境変数に優先)。 

+d +d コンパイラがインライン関数を展開しないようにします。 

N/A -features 各種の C++ 言語機能を有効または無効にします。 

N/A -inline=rlst 特定の関数をインライン化するようにコンパイラに指示します。 

N/A -instance=a テンプレートインスタンスを制御します。 

–ll を使用 -library=l[,…l] CC ライブラリをロードします。 

-D_POSIX_C_SOURCE_199506L 

-D_REENTRANT 

-lpthread 

-mt Solaris スレッドまたは POSIX スレッドの API を使用しているマルチス

レッド化コードをコンパイルおよびリンクするように、コンパイラに指示しま

す。 

-noeh -features=no%except C++ 例外をサポートするコードを生成しません。 

-DNDEBUG +p assert 文を無効にします。 

N/A -template=wholeclass テンプレートクラス全体をインスタンス化します。 

-Ipath -Ipath テンプレートソースの検索ディレクトリを指定します。-ptipath は使用で

きますが、検索規則が複雑になるため推奨しません。 

+inst_v -verbose=template テンプレートの冗長度を制御します。 

+We nnn[,nnn] -xwe すべての警告をエラーとして扱います。 
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アプリケーションのビルド 

アプリケーションのビルド用ツールであるリンクエディタ、実行時リンク編集ツール、共有ライブ

ラリ、make ツールは、HP-UX と Oracle Solaris 間でとても違います。このセクションでは、Oracle 

Solaris の機能の概要を説明し、プラットフォーム間の相違を示します。 

Oracle Solaris のリンク概念の概要 

Oracle Solaris では、開発者はリンクエディタ ld(1)を使用してアプリケーションとライブラリを作

成し、実行時リンカー ld.so.1(1) によってそれらのオブジェクトを実行します。リンクエディ

タは 1 つ以上の入力ファイルのデータを連結および解釈します。入力ファイルは、再配置可能オブ

ジェクト、共有オブジェクト、またはアーカイブライブラリです。これらの入力ファイルから 1 つ

の出力ファイルが作成されます。出力ファイルは、再配置可能オブジェクト、実行可能アプリケー

ション、または共有オブジェクトです。リンクエディタは、通常、コンパイル環境の一部として呼

び出され、実行可能なリンク形式 (ELF) に準拠しているファイルを処理します。 

HP-UX と Oracle Solaris において、実行時リンカー ld.so.1(1) は、動的実行可能ファイルと共

有オブジェクトを実行時に処理し、実行可能ファイルと共有オブジェクトをバインドして、実行可

能プロセスを作成します。リンクエディタによるこれらのオブジェクトの生成中に、確認済みのバ

イド要件を表す、適切な記帳情報が作成されます。この情報によって、実行時リンカーはバインディ

ングプロセスをロードして、再配置し、完了することができます。 

プロセス実行中、実行時リンカーの機能が使用可能になります。このリンカーの機能を使用し、必

要に応じて共有オブジェクトを追加することによって、プロセスのアドレス空間を拡張できます。

実行時リンクに関係するコンポーネントのうち、最も一般的なのは、動的実行可能ファイルと共有

オブジェクトの 2 つです。動的実行可能ファイルとは、実行時リンカーの制御下で実行されるアプ

リケーションのことです。通常、これらのアプリケーションは共有オブジェクトの形式で依存関係

を持ち、実行時リンカーによって配置およびバインドされ、実行可能プロセスが作成されます。共

有オブジェクトは通常、共有ライブラリと呼ばれ、動的にリンクされたシステムに重要なビルディ

ングブロックを提供します。HP-UX 環境と同様、指定がない限り、共有オブジェクトは Oracle Solaris 

に遅延ローディングされません。 

動的依存関係の遅延ローディング 

動的オブジェクトがメモリーにロードされるときに、その依存関係が調べられます。確認された依

存関係は、デフォルトで直ちにロードされます。依存関係ツリー全体が解析された後に、再配置で

指定されたオブジェクト間のデータ参照が解決されます。この処理は、依存関係内のコードが実行

中にアプリケーションによって参照されるかどうかに関係なく行われます。 

遅延ローディングを指定すると、関数が最初に参照されるまでオブジェクトのロードを延期するこ

とができます。このような仕組みでは、参照されないオブジェクトはロードされません。HP-UX と 

Oracle Solaris のリンカーはどちらも、遅延ローディングを有効にするオプションを備えています。

その一方、dlopen() と dlsym() 関数を使用して、必要なときにオブジェクトをロードしてバイ

ンドすることもできます。このモデルは参照数が少ない場合に最適であり、リンク編集時に依存関

係名または位置が不明な場合にも適しています。判明している依存関係とのやり取りがより複雑な

場合は、通常のシンボル参照のコードを使用して、依存関係を遅延ローディングするように指定す

るほうが容易です。 



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

35 

Oracle Solaris では、リンクエディタのオプション –z lazyload と -z nolazyload を使用して、

オブジェクトを遅延ロードするか、通常ロードするかを指定します。これらのオプションは、リン

クエディタのコマンド行での位置に依存します。このオプションの後に指定される依存関係には、

オプションで指定されたローディング属性が適用されます。デフォルトでは、-z nolazyload が

有効になります。 

直接バインディング 

直接バインディングを使用するオブジェクトは、シンボル参照とその定義を提供する依存関係との

間の関係を保持します。実行時リンカーは、デフォルトのシンボル検索モデルを実行する代わりに、

この情報を使用して直接、関連オブジェクト内のシンボルを検索します。動的オブジェクトの直接

バインディング情報は、リンク編集時に記録されます。この情報は、そのオブジェクトのリンク編

集で指定された依存関係に対してのみ確立されます。–z defs オプションを使用すると、リンク

編集プロセスの一環として、必要なすべての依存関係を提供できます。 

シンボル参照とシンボル定義との直接バインディングは、–B direct オプションで確立できます。

このオプションは、ビルドされるオブジェクトとそのすべての依存関係との間に直接バインディン

グを確立し、ビルドされるオブジェクト内の任意のシンボル参照とそのシンボル定義との間にも直

接バインディングを確立します。-B direct オプションを使用すると、遅延ローディングも有効

になるので注意してください (リンク編集コマンド行の最前部に –z lazyload を追加するのと同

じ機能を果たします)。 

実行時リンク関数 

HP_UX と Oracle Solaris の実行時リンカー ld.so.1 には、実行時にアプリケーションを配置して

共有ライブラリとバインディングするためのいくつかのライブラリ呼び出しがあります。 

表 6-3. サポートされている動的実行時リンクの呼び出し 

説明 関数 

アドレスをシンボル情報に翻訳します。 dladdr 

共有オブジェクトを閉じて、アンロードします。 dlclose 

動的リンクプロセスで発生した最後のエラーを返します。 dlerror (HP-UX では dlerrno) 

実行プロセスで利用可能な実行オブジェクトファイルを作成します。 dlopen 

共有オブジェクトまたは実行可能ファイル内のシンボルのアドレスを取得します。 dlsym 
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Mapfile 

HP-UX と Oracle Solaris のリンクエディタは、自動的かつ効果的に、再配置可能オブジェクトの入

力セクションを出力ファイル内のセグメントにマッピングします。Oracle Solaris では、開発者は –m 

オプションと mapfile を使用してデフォルトのマッピングを変更できます。mapfile を使用して、新

しいセグメントの作成、属性の変更、シンボルのバージョン管理情報の指定を行うことができます。

mapfile は、以下を含めた一連の指令から構成されています。 

 

 セグメント宣言。出力ファイルに新規セグメントを作成したり、既存のセグメントの属性値を変

更したりします。 

 マッピング指令。出力セグメントへの入力セクションのマッピング方法をリンクエディタに指示

します。 

 セクションからセグメントへの順付け。セクションをセグメント内に配置する順序を指定します。 

 サイズシンボル宣言。開発者は、指定したセグメントのサイズをバイト単位で示す大域絶対シン

ボルを新たに定義できます。 

 ファイル制御指令。リンク編集時に使用可能な共有オブジェクト内のバージョン定義を指定しま

す。 

mapfile の詳細については、『リンカーとライブラリガイド』を参照してください。サンプルの mapfile 

は /usr/lib/ld ディレクトリにあります。 

サポートツール 

Oracle Solaris は、オブジェクトとリンクプロセスの解析および検査のために、HP-UX と類似したサ

ポートツールを備えています。表 6-4 は、両プラットフォームの主要なサポートツールを示してい

ます。 

表 6-4. サポートツールとライブラリの比較 

説明 HP-UX ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

内部オブジェクトファイルの属性を表示または変更し

ます。 

chatr(1) — — 

オブジェクトファイルの指定部分をダンプします。 — dump(1) dump(1) 

オブジェクトファイルアクセスライブラリを含みま

す。 

elf(3E) elf(3ELF) elf(3ELF) 

ELF ファイルの内容を表示します。 elfdump(1) elfdump(1) elfdump(1) 

バインディング情報を実行可能ファイルに書き込みま

す。 

fastbind(1)   

動的 ELF オブジェクトのインタフェース要件を分析

します。 

— lari(1) lari(1) 

実行時に指定された動的依存関係をリストします。 ldd(1) ldd(1) ldd(1) 

オブジェクトまたはライブラリアーカイブの順序関係

を検索します。 

lorder(1) lorder(1) lorder(1) 

ELF オブジェクトファイルのシンボルテーブルを表示

します。 

nm(1) nm(1) nm(1) 

dlopen(3C) を使用して明示的に接続された共有オ pldd(1) pldd(1) pldd(1) 
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ブジェクトを含め、各プロセスにリンクされている動

的ライブラリをリストします。 

各プロセスまたは各プロセスの特定軽量プロセスの 

hex+symbolic スタックトレースを出力します。 

pstack(1)  pstack(1) pstack(1) 

ELF ファイルに含まれている内部バージョン情報を表

示します。 

— pvs(1) pvs(1) 

ELF オブジェクトファイルにロードされているセク

ションのセグメントまたはセクションサイズ情報を作

成 します (バイト単位)。 

size(1)  size(1) size(1) 

シンボルテーブル、デバッギング、行番号情報をオブ

ジェクトファイルから削除します。 

strip(1) strip(1) strip(1) 

環境変数 

HP-UX と  Oracle Solaris のリンクエディタは、先頭文字列  LD_, から始まる多数の環境変数 

(LD_LIBRARY_PATH など) をサポートしています。Oracle Solaris では、各環境変数は汎用形式で使

用することもできますし、接尾辞 _32 または _64 を付けて 32 ビットまたは 64 ビットのプロセ

スを指定することもできます。接尾辞は、接尾辞がない有効な汎用の環境変数に優先します。表 6-5 

は、主要なリンカー環境変数を示しています。 

表 6-5. 主要なリンカー環境変数 

説明 ORACLE SOLARIS 環境変数 

オブジェクトのロード時に、実行時リンカーに即時参照と遅延参照の再配置を 

実行させます。 

LD_BIND_NOW 

代替の構成ファイルを指定します。 LD_CONFIG 

デバッグを有効にします。 LD_DEBUG 

出力ファイルを標準エラーの代わりに使用するように指定します。 LD_DEBUG_OUTPUT 

ライブラリの検索パスを指定します。 LD_LIBRARY_PATH 

直接バインディングを無効にします。 LD_NODIRECT 

遅延ローディングを無効にします。 LD_NO_LAZYLOAD 

リンカーが使用するオプションを指定します。 LD_OPTIONS 
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リンクエディタのオプションの指定 

リンクエディタのオプションは、コンパイラドライバのコマンド行または Oracle Solaris Studio を介

して渡すことができます。大部分の場合、コンパイラとリンクエディタのオプションは競合しませ

ん。競合が発生した場合は、コマンドラインオプションを使用して特定のオプションをリンクエディ

タに渡すか、LD_OPTIONS 環境変数を設定してください。 

HP-UX から Oracle Solaris に移植する際は、既存の makefile で指定されているリンクオプションを

詳しく検査し、Oracle Solaris のリンカーで使用されるオプションと比較してください。2 つの環境

において、いくつかのオプションは同一ですが、大部分のオプションは名前と動作が異なります。

十分に注意して、リンカーオプションを正しく移植してください。表 6-6 は、HP-UX と Oracle 

Solaris における一部のリンカーオプションとその動作の要約です。すべてのリンカーオプションの

詳細は、『リンカーとライブラリガイド』を参照してください。 

多数のリンクオプションを必要とするアプリケーションは、コマンドライン行が長く複雑になるこ

とがあります。HP-UX と Oracle Solaris 環境では、ファイルからリンカーにオプションを読み込む

ことができます。コメント (文字 # で始まる行) を使用して、オプションファイルに注釈を付け

ることができます。 

表 6-6. HP-UX と ORACLE SOLARIS の主要なリンカーオプションの比較 

オプション ORACLE SOLARIS での動作 HP UX での動作の相違点 

-64 64 ビットオブジェクトを作成 . 

-B direct|nodirect 

dynamic|static 

eliminate 

 

group 

local 

reduce 

symbolic 

バインディング動作を制御 HP の引数: 

deferred、immediate、nodelete、nonfatal、

restricted、symbolic、verbose 

-D tokens デバッグ情報を出力  

-F filename filename をこの共有オブジェクトのフィルタとして使

用 

HP でのオプション名は +filter 

-G 共有ライブラリを作成 HP ではデバッグ情報を削除 

-Ldirectory ライブラリ検索パスにディレクトリを追加  

-M mapfile デフォルトのマッピングの変更に使用する mapfile を

指定 

HP でのオプション名は -k 

-R arg 実行時リンカー用のライブラリディレクトリのリスト

を指定 

HP では異なる機能を実行 (テキストセグメント

の起点を定義)。 
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Makefile 

Oracle Solaris には HP-UX でも利用可能な標準の make(1) コマンドに加え、make(1) のスー

パーセットである Distributed Make ユーティリティー dmake(1) があります。dmake は Oracle 

Solaris Studio IDE に統合されており、makefile を解析して、同時にビルドするターゲットを決定し、

それらのターゲットのビルドを開発者が設定した多数のホストに分散します。HP-UX の標準の 

make ユーティリティーを使用している makefile は、Oracle Solaris の make または dmake 用に移

植する際に多少変更する必要があります。make がネストしている場合は、最上位レベルの makefile 

で make を呼び出すときに、$(MAKE) を使用してください。 

dmake コマンドは dmake ホストで実行され、ジョブがビルドサーバーに分散されます。ジョブは 

dmake が決定した makefile ターゲットに基づいて分散されます。dmake は makefile を解析して、

同時にビルトできる makefile ターゲットを決定します。パスワードなしで rsh コマンドを実行で

きるシステムならば、どのシステムでもビルドサーバーとなることが可能であり、dmake ソフト

ウェアがインストールされている bin ディレクトリにアクセスできます。開発者は dmake ホストか

ら、使用するビルドサーバーと各ビルトサーバーに割り当てるジョブの数を制御することができま

す。 

Makefile 属性の比較 

HP-UX と Oracle Solaris の標準の make ユーティリティー (および dmake ユーティリティー) 

は、大部分が同じ接尾辞、マクロ、オプションをサポートしています (表 6-7)。 

表 6-7. MAKEFILE のまとめ 

MAKE (HP-UX および ORACLE SOLARIS) と DMAKE で同一の項目 

組み込みターゲット オプション 変数 動的マクロ 

.DEFAULT 

.IGNORE 

.PRECIOUS 

.SILENT 

.SUFFIXES 

-d 

-e 

-f makefile 

-I 

-k 

-n  

-p 

-q 

-r 

-s 

–S 

–t 

CC 

CFLAGS 

CPPFLAGS 

FC 

FFLAGS 

LD 

LDLAGS 

LEX 

LFLAGS 

YACC 

YFLAGS 

$@ 

$% 

$* 

$< 

$? 

DMAKE のその他のオプション 

オプション 引数 説明 

-c dmake_rcfile 代替の実行時構成ファイルを指定します。 

-g dmake_group ジョブを分散するビルドサーバーグループの名前を指定します。 

-j dmake_max_jobs 実行時構成ファイルでビルドサーバーグループに分散するジョブの最大数を指定しま

す。 

-m serial|parallel|distributed  serial: dmake は標準の make と同様に逐次動作します。 

parallel: dmake は dmake ホストにだけジョブを分散します。 

distributed: dmake は完全な分散モードで動作します (デフォルト)。 

-o dmake_odir 一時ファイルの物理ディレクトリを指定します。 
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アプリケーションのデバッグ 

Oracle Solaris Studio には、統合された高度なデバッグツールがあります。これらのツールは、アプ

リケーションの動作方法とその仕組みの理解に役立ち、開発やテストサイクルを短縮します。 

Discover 

Sun Memory Error Discovery Tool ソフトウェアは、メモリーアクセスエラーを検出します。このツー

ルは、コンパイラによって準備されたすべてのバイナリに対して機能し、完全に最適化されたバイ

ナリにも対応できます。バイナリは単一のコマンドで計測され、通常の方法で実行されます。メモ

リーアクセスエラーはプログラムの実行中に動的に検出されて報告されます。Sun Memory Error 

Discovery Tool は、実行中に検出したメモリー異常のレポートをテキストファイルまたは HTML 形

式で報告します。このツールは実行されたコードに対してのみ動作するので注意してください。実

行時にユーザーコードの一部が実行されていない場合、その部分のエラーは報告されません。 

Uncover 

Oracle Solaris Studio の Code Coverage Tool は、アプリケーションのコードカバレッジを計測します。

uncoverage 機能によって、バイナリ内のテストされていない主要な機能エリアを検出することができ

ます。カバレッジ情報として、関数、文、基本ブロック、命令レベルを報告することができます。 

Code Coverage Tool は、マルチスレッドとマルチプロセッサに対しても安全に使用でき、バイナリの

計測、テストの実行、結果の表示を行う簡単な手順を提供します。特別なビルドが不要なため、開

発者は、プロダクションの準備ができている通常のバイナリまたは最適化したバイナリに対してこ

のツールを簡単に使用することができます。オーバーヘッドも少なく、計測されていないコードに

比べ、パフォーマンスに対する影響はごくわずかです。 

dbx デバッガと GUI ベースの dbxtool 

スクリプト化ができる  dbx デバッガはマルチスレッドに対応しており、Oracle Solaris または 

POSIX のスレッドを使用するマルチスレッドアプリケーションをデバッグできます。開発者は、各

スレッドのスタックトレースの検討、スレッドの再開、特定スレッドのステップ実行やステップオー

バー、スレッド間の移動を行えます。デバッガは修正と継続をサポートし、プログラム全体を再コ

ンパイルしたりデバッグセッションを再開することなく、変更後にソースファイルを再リンクでき

ます。プログラムを再ビルドして、デバッガを最初から起動するという、時間のかかるステップを

省くことによって、プログラム作業をより迅速に進めることができます。さらに、dbx はメモリー

情報 (使用状況、リーク、アクセスされている個所など) も提供するので、開発者が難しいバグを突

き止める役に立ちます。 

実行時検査 

実行時検査は Oracle Solaris Studio の主要なデバッグ機能で、開発フェーズでのアプリケーションに

おけるメモリーアクセスやメモリーリークなど、実行時エラーを自動的に検出します。エラーを検

出すると、デバッガはプログラムの実行を中断して、関連するソースコードを表示し、検出された

バグを修正できるようにします。 

マルチスレッドコードをサポートしているため、実行時検査は、より複雑なマルチスレッドアプリ

ケーションの重要なデバッグ手段となります。Oracle Solaris Studio の実行時検査はすべての言語で

機能し、再コンパイル、再リンク、makefile の変更を必要としません。実行時検査を使用しながら、

パフォーマンス情報の収集を除く、すべてのデバッグ動作を実行できます。 
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Oracle Solaris DTrace Facility と DLight 

DTrace は Oracle Solaris に組み込まれている包括的な動的トレース機能です。ユーザー、管理者、

開発者は、ユーザープログラムやオペレーティングシステムの動作をこの新しい独自の機能によっ

て監視することができます。何十万ものトレースポイント (プローブ) が Oracle Solaris カーネル、

ユーティリティー、その他のソフトウェアコンポーネントに組み込まれているため、ユーザー指定

のプローブを動的に計測して、データを記録し、システムを詳細に検査することができます。トレー

スポイントはデータ収集に対して有効化されるまで完全に休止状態で、監視が不要になった場合に

は無効にすることができます。開発者は監視情報により、パフォーマンスのボトルネックを迅速に

特定して、リソースの使用状況とパフォーマンスを最適化し、アプリケーションのリソース要件を

定量化することができます。Oracle Solaris 11 では、DTrace が新しいプロバイダ smb を追加するた

め、開発者は広範囲な Samba (SMB) サーバーオペレーションの監視が可能になります。開発者は 

SMB サーバー用の DTrace スクリプトを書き込むための組み込みプローブを使用して、PC クライ

アントからの活動を監視します。 

 

DLight はシンプルなドラッグアンドドロップ式インタフェースを備えた新しい GUI ツールで、

DTrace デバッグ機能とパフォーマンス分析機能を利用および視覚化します。開発者はターゲットア

プリケーションを選択して、そのアプリケーションの実行中に監視する DLight 計測を選び、ツー

ルから返されたデータを解析することができます。返されたデータを使用して、解析中のアプリケー

ションの動作が正常になるまで、実験を繰り返すことが可能です。DLight ツールは付属プロセスや

実行可能ファイルに適用できます。 

アプリケーションの最適化 

アプリケーションのパフォーマンスを最大化することが、コンパイラ技術の最適化の大きな目標で

す。ただし、現代のアプリケーションのパフォーマンスは、逐次環境と並列環境を含め、ハードウェ

アとオペレーティングシステムの多様で複雑な組み合わせの上で考える必要があります。たとえば、

Intel® と AMD™ の最新の x86 プロセッサは、現在、Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) 拡張命令

セットを実装していますが、SPARC プロセッサは、ある種の動作のパフォーマンスを大幅に向上さ

せる.特別な命令をサポートしています。さらに、主要なすべてのチップメーカーが、Intel® Xeon®、

AMD Opteron、Oracle SPARC プロセッサなど、マイクロコア CPU を製造しています。 

逐次パフォーマンスの最適化 

SPARC や x86 アプリケーションから最高のパフォーマンスを引き出すには、最新のコンパイラを

使用し、最適なコンパイラオプションを選択する必要があります。このセクションでは、逐次パ

フォーマンスに対してアプリケーションを最適化するための多数の推奨オプションについて説明し

ます。マルチスレッドや並列アプリケーションの最適化については、このマニュアルの後半で説明

します。 

Oracle Solaris Studio コンパイラの目的は、アプリケーションをビルドすると直ちに最適なパフォー

マンスを実現できるようにすることです。しかし、コンパイラオプションの選択を少し改良すると、

さらにパフォーマンスが向上することが多々あります。そのためには、プログラムの完成バージョ

ンをリリースする前に、実験的に最適化とチューニングに取り組むことが重要です。そのプロセス

の一環として、アプリケーションに対する前提と、それに対してコンパイラがどのような機能を備

えているかを正確に把握しておく必要があります。適切なコンパイラオプションを選択するには、

特に、次の 2 つの問いに回答する必要があります。 

 コンパイルしたアプリケーションが最終的に実行されるプラットフォームは何か 

 コードに対する前提条件は何か 

さらに、コンパイルの目的について考慮することも役に立ちます。コンパイルの目的 (デバッグ、

テスト、調整、最終的なパフォーマンスの最適化) に応じて、コンパイラオプションを取捨選択で
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きます。 

ターゲットプラットフォームの特定 

適切な最適化オプションを判断するには、コードが最終的に実行される場所を把握しておくことが

大切です。プラットフォームに応じて以下の項目が決まります。 

 32 ビットまたは 64 ビット命令セット 

 パフォーマンスを向上させるためにコンパイラが使用可能な命令セットの拡張 

 命令実行時間に応じた命令スケジューリング 

 キャッシュの設定 

32 ビットまたは 64 ビットコードの生成 

UltraSPARC と x86 プロセッサファミリは、32 ビットと 64 ビットの両方のコードを実行できます。

64 ビットコードの第一の利点は、32 ビットコードに比べ、アプリケーションが大きなデータセッ

トを扱えることです。しかし、long 型の変数とポインタのサイズが 4 バイトから 8 バイトに増え

るため、この大きなアドレス空間は、アプリケーションのための大量のメモリーを必要とします。

メモリー使用量の増加によって、64 ビット版のアプリケーションは 32 ビット版よりも実行速度が

遅くなります。 

その反面、x86 プラットフォームは、32 ビットコードの実行時と比べ、64 ビットコードの実行時

にアーキテクチャー上の利点を示します。特に、アプリケーションはより多くのレジスタと、より

適切な呼び出し規約を使用できます。x86 プラットフォームでは、アプリケーションのメモリー使

用量が大幅に増加しない限り、通常これらの利点によって、64 ビット版のアプリケーションは同じ

コードの 32 ビット版よりも実行が速くなります。 

UltraSPARC ラインのプロセッサは異なる手法を用いています。それらのプロセッサは、32 ビット

版のアプリケーションが 64 ビット命令セットのアーキテクチャー上の特長を活用できるように構

築されています。そのため、32 ビットから 64 ビットコードに移行しても、アーキテクチャー上の

パフォーマンスの向上はありません。結果として、UltraSPARC プロセッサ用にコンパイルされた 64 

ビットアプリケーションは、メモリー使用量の増加という余分なコストを生じるだけです。 

コンパイラのフラグによって、32 ビットまたは 64 ビットのどちらのバイナリを生成するかが決ま

ります。 

 -m32 フラグは 32 ビットバイナリを生成します。 

 -m64 フラグは 64 ビットバイナリを生成します。 

32 ビットコードから 64 ビットコードへの移行に関する詳細は、 

『Converting 32-bit Applications Into 64-bit Applications: Things to Consider』

(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/ilp32tolp64issues-137107.html) および 

『64-bit x86 Migration, Debugging, and Tuning with the Sun Studio 10 Toolset』

(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/amd64-migration-137808.html) を参照してく

ださい。 

適切なターゲットプロセッサの指定 

Oracle Solaris Studio コンパイラでは、コンパイラフラグ -xtarget を設定することによって、ター

ゲットプロセッサを非常に柔軟に選択できます。コンパイラのデフォルトは「汎用」バイナリを生

成すること、つまり、すべてのプラットフォームで機能するバイナリを生成することです 

(-xtarget=generic)。多くの場合、汎用バイナリは最適な選択です。ただし、以下のように、異

なるターゲットを選択するほうが適切な場合もあります。 

 前回のターゲット設定を無効にする場合。コンパイラは左から右へオプションを評価します。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/ilp32tolp64issues-137107.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/amd64-migration-137808.html
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そのため、コンパイル行にフラグ -fast が指定されている場合は、他のターゲットを選択して、

-xtarget=native の黙示的な設定を無効するほうが適切です。 

 特定のプロセッサの機能を利用する場合。たとえば、最近の新しいプロセッサは、パフォーマ

ンス向上のための機能をより多く備えている傾向があります。コンパイラでそれらの機能を使用

すると、それらの機能を持たない従来のプロセッサでは実行できないバイナリが生成されること

になります。 

-xtarget フラグは、実際は、以下の 3 つのフラグを設定します。 

 -xarch フラグは、ターゲットマシンのアーキテクチャーを指定します。このアーキテクチャー

は、基本的にはコンパイラが使用できる命令セットです。アプリケーションを実行するプロセッ

サが該当するアーキテクチャーをサポートしていない場合、アプリケーションは実行されません 

 -xchip フラグは、コードを実行していると想定されるプロセッサをコンパイラに示します。

同じ動作に対して複数コーディング方法がある場合に使用する命令パターン、あるいは、命令を

スケジュール化してストールを最小化するために使用する命令レイテンシも示します。 

 -xcache フラグは、想定されるキャッシュ階層をコンパイラに示します。これを選択すると、

コンパイラは操作したデータがキャッシュに収まるようにループの配置方法を選ぶことができ

るため、浮動小数点コードに大きく影響します。 

SPARC プロセッサファミリのターゲットアーキテクチャー 

SPARC プロセッサファミリの場合、デフォルトの設定 -xtarget=generic は大部分の状況に適

しています。この設定は、SPARC V8 命令セットを使用する 32 ビットバイナリ、または SPARC V9 

命令セットを使用する 64 ビットバイナリを生成します。ターゲットアーキテクチャーについての

考慮と異なる設定が必要となる最も一般的な状況は、大量の浮動小数点演算を含むコードをコンパ

イルする場合です。 

x86 プロセッサファミリのターゲットアーキテクチャー 

デフォルトでは、Oracle Solaris Studio コンパイラは x86 ベースの 32 ビット汎用プロセッサを対象

としているため、生成されたコードは、Pentium Pro から最新の Intel や AMD Opteron まで、あら

ゆる x86 プロセッサで実行できます。-xtarget=generic は幅広いプロセッサで実行可能なコー

ドを生成しますが、それらのコードは最新のプロセッサが備えている SSE2 拡張命令を利用できま

せん。拡張命令は、フラグ -xarch=sse2 を指定すると利用できるようになります。ただし、ベ

クトル化フラグ -xvector=simd も指定しないと、コンパイラはそれらの拡張命令を使用すべき

時機を認識できません。 

表 6-8 は、SPARC と x86 の各種ターゲットアーキテクチャーに対して推奨されている、Oracle 

Solaris Studio コンパイラフラグの要約を示しています。 

表 6-8. アーキテクチャーおよびアドレス空間指定用の ORACLE SOLARIS STUDIO のフラグ 

アーキテクチャー 32 ビットアドレス空間 64 ビットアドレス空間 

SPARC -xtarget=generic -m32 -xtarget=generic -m64 

SPARC64 -xtarget=sparc64vi -m32 -xtarget=sparc64vi -m64 

x86 -xtarget=generic -m32 -xtarget=generic -m64 

X86/SSE2 -xtarget=generic -xarch=sse2 

-m32–xvector=simd 

-xtarget=generic -xarchsse2 -m64 

-xvector=simd 
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コンパイラの最適化オプションの選択 

コンパイラオプションの選択では、コンパイル時間、実行時間、および (可能性として) アプリケー

ション動作との間で妥協が必要になります。選択した最適化フラグによって、次の 3 つの重要な特

性が変化します。 

 コンパイルしたアプリケーションの実行時間 

 コンパイルにかかる時間 

 最終バイナリに対するデバッグ作業 

一般的に、最適化のレベルが高くなるほど、アプリケーションの実行が速く (そして、コンパイル

時間が長く) なりますが、利用できるデバッグ情報は少なくなります。最終的には、最適化レベル

による特定の影響はアプリケーションごとに異なります。表 6-9 に示した 3 種類の最適化の度合

いを検討すると、妥協点について判断しやすくなります。 

表 6-9. 最適化の 3 種類の度合いと生成される結果コードの実装の相違. 

目的 フラグ コメント 

フルデバッグ -g [最適化フラグなし] アプリケーションは全デバッグ機能を備えますが、最適化されず、パフォーマンスは低くなり

ます。 

最適化 -g -O [-g0 (C++ の場合)] アプリケーションは適切なデバッグ機能を備えるとともに、ある程度最適化されます。通常、

パフォーマンスが大幅に向上します。 

高度な最適化 -fast [-g0 (C++ の場合)] –g アプリケーションは適切なデバッグ機能を備えるとともに、かなり最適化されます。通常、パ

フォーマンスが最も向上します。 

デバッグのためのコンパイル (-g) 

–g は、アルゴリズムエラーをチェックするための高機能のデバッグオプションです。このフラグ

を設定すると、コードが記述どおりに実行されるため、開発者はデバッガで変数を検査できます。

低レベルの最適化の場合、-g フラグを設定すると、一部の重要ではない最適化が無効になります 

(生成されるコードのデバッグが容易になります)。高レベルの最適の場合は、このフラグを使用し

ても生成されるコード (またはコードのパフォーマンス) は変化しません。ただし、高レベルの最適

化の場合は注意する必要があります。デバッガが、アセンブルされたコードをソース行に正確に関

連付けられない場合や、メモリーに格納されておらず、レジスタに保持されているローカル変数の

値を判断できない場合があるからです。 

-g フラグが使用されている場合、C++ コンパイラは、実行する一部のインライン化を無効にしま

す。C++ の場合は、-g0 フラグを設定すると、コンパイラは、通常どおりにすべてのインライン

化を実行し、デバッグ情報を生成します。 

コンパイルで -g フラグを使用する大きな理由は、コード内で要した時間とソースコードの行を 

Oracle Solaris Studio Performance Analyzer によって直接対応させることができるため、パフォーマンス

のボトルネックの検出が非常に容易になるからです。 

基本的な最適化 (-O) 

基本的な最適化は、-O コンパイラオプションを使用して行います。-O フラグを指定すると、アプ

リケーションのコンパイルにあまり時間がかからず、ある程度の実行時パフォーマンスを実現でき

ます。-g フラグを -O フラグに追加すると、組み込まれているデバッグ情報を使って最適化する

ことができます。Oracle Solaris Studio コンパイラは、最適化に対して複数のレベル (-O3、-O4、-O5 

など) を備えています。これらのオプションの詳細については、Oracle Solaris Studio のマニュアルを

参照してください。 
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アグレッシブな最適化 (-fast) 

-fast オプションは、コードを最適化する適切な出発点ですが、必ずしも完成したプログラムの最

適化に適しているわけではありません。-fast オプションはコンパイラオプションの特別な選択肢

として定義されているため、リリースやコンパイラに応じて変更される可能性があるので注意して

ください。さらに、-fast で選択したコンポーネントオプションの一部は、プラットフォームによっ

ては利用できないことがあります。アプリケーションのコンパイルとリンクを個別に実行する場合

も注意が必要です。-fast によってアプリケーションがコンパイルおよびリンクされ、確実に動作

することを確認してください。 

-fast オプションには、コンパイルの最適化に関する多数のオプションが含まれています。これら

のオプションは必要に応じて個々に有効または無効にできます。-fast オプションは、客観的に適

用するのが理想的です。たとえば、コンパイルで -fast を使用してパフォーマンスが 5 倍向上し

た場合は、-fast に含まれているどのオプションがパフォーマンスの向上に貢献しているのかを調

べると役に立ちます。そして、以降のビルドでそれらのオプションを個々に使用すると、より決定

的かつ重点的な最適化を行うことができます。 

注意: –fast コンパイルフラグは、ターゲットアーキテクチャー、浮動小数点演算、ポインタ別名

に影響する可能性があります。詳細については、 

ホワイトペーバー『Optimizing Applications with Oracle Solaris Studio Compilers and Tools』 

(http://www.oracle.com/technetwork/systems/optimizing-apps-oraclesolaris-stud-150254.pdf) を参照してく

ださい。 

Performance Analyzer 

コンピュータシステムがよりパワフルになることで、アプリケーションのパフォーマンスが重要要

因として浮上し、パフォーマンスの低さはプログラムの失敗によるものと見なされることが多く

なってきました。開発者は、十分に注意して、ソースコードの重要部分を合理化するとともに、ア

プリケーションの精度に影響を与えることなく、プログラムのエラーとコーディングの欠陥を検出

する必要があります。Oracle Solaris Studio は、これらのタスクを支援する Performance Analyzer を備

えています。 

Performance Analyzer を使用すると、任意のレベルの並列化や最適化を指定して、アプリケーション

をコンパイルできます。ソースコードを調べたり、要した時間とソースコードの行を対応させるに

は、-g オプションも指定する必要があります。そして、collect コマンドを使用してアプリケー

ションを実行します。このコマンドでは PID も指定できます。 

% collect –P <pid> 

また、collect コマンドを使用して、アプリケーションとそのパラメータを起動することができます。 

% collect <application> <parameters> 

collect コマンドはアプリケーションの実行中にパフォーマンスデータを収集し、解析プロセスで使

用される実験ファイルにそのデータを保存します。collect コマンドを使用すると、以下の情報

を取得できます。 

 クロックベースのプロファイル 

 スレッド同期遅延イベントと待ち時間 

 オペレーティングシステムの要約情報 

 システムのハードウェアカウンタのオーバーフロープロファイル (システムがサポートしてい

る場合) 

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/www.oracle.com/technetwork/systems/optimizing-apps-oraclesolaris-stud-150254.pdf
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 実行統計とアドレス空間データを含む、グローバル情報 

 

試験が完了すると、Performance Analyzer は test.1.er という名前のフィールドから実験データを

ロードします。実験は、コマンドラインからアナライザにロードするか、実行中のアナライザアプ

リケーションの「ファイル」メニューを使用してロードすることができます。アナライザを起動す

るには、コマンドラインで次のように入力します。 

% analyzer <control-options> <experiment-list> 

 

アプリケーションの解析を支援するために、Performance Analyzer では、関数またはロードオブジェ

クトレベルでのデータの表示を含め、収集したパフォーマンスデータをいくつかの方法で表示でき

ます。開発者は、表示するメトリックスやその表示順序を制御できます。Performance Analyzer には、

次のような、実行環境を異なる視点から表示するための複数のタブがあります。 

 「関数」タブ 

 「呼び出し元 - 呼び出し先」タブ 

 「逆アセンブリ」タブ 

 「ソース」タブ 

 「タイムライン」タブ 

「関数」タブ (図 6-3) は、関数とそのメトリックスを一覧表示します。メトリックスは実験で収集

されたデータベースから抽出され、排他的または包括的のいずれかに該当します。排他的メトリッ

クスは関数内での使用状況を示し、包括的メトリックスは、関数とその関数が呼び出したすべての

関数内での使用状況を示します。 

 

図 6-3. Performance Analyzer の「関数」タブを使用すると、時間がかかった個所を把握できます。 
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並列アプリケーションの最適化 

今日、SPARC と x86 を含め、大部分のプロセッサは複数のコアを搭載しており、複数スレッドの

同時実行をサポートできます。また、多数のシステムが複数のマルチコアプロセッサを採用してい

ます。組織は、選択したプラットフォームからできる限りの価値とパフォーマンスを引き出すこと

求めているため、これらの複数コアの利用および複数スレッド実行の活用が重要になってきました。 

Oracle Solaris は効率的でスケーラブルなスレッディングモデルに加え、優れたスケジューラも備え

ています。スケジューラは、さまざまな開発ツールとデプロイメントツールを介して、次のような

重要なリソースをアプリケーションに供給します。 

 Oracle VM Server for x86 や Oracle VM Server for SPARC などの仮想化システムは、複数のオペ

レーティングシステムインスタンスが単一の物理システムを共有できるようにします。 

 Oracle Solaris Container を使用すると、単一のオペレーティングシステムインスタンス内に複数実

行環境を実現できます。 

 スレッド化されたアプリケーションは、マルチコアプロセッサやマルチソケットシステムで複数

コアを利用できます。 

実行環境に関係なく、並列化の活用を求めている開発者は、そのコードが正確であることおよび予

測可能な結果をもたらすことを裏付ける必要があります。Oracle Solaris Studio コンパイラは、自動

並列化、OpenMP 指令のサポート、POSIX スレッド API のサポート.を含め、並列アプリケーショ

ンを生成する技術をサポートしています。Oracle Solaris Studio Thread Analyzer は、並列コードの正確

さの解析を支援します。 

自動並列化 

既存のコードの多くは、並列スレッドの実行を前提としないで記述されています。Oracle Solaris 

Studio コンパイラは、特別な方法を必要とせずに、アプリケーションで複数スレッドの実行を可能

にするメカニズムを備えています。特に、ループを使用すると、多くの場合、反復する逐次動作を

複数の独立した実行スレッドに分割できます。Oracle Solaris Studio コンパイラでは、次の複数のフ

ラグによって自動並列化の動作を制御できます。 

 -xautopar コンパイラフラグは、コード内で安全に並列化できるループを探すようにコンパイ

ラに指示します。 

 -xreduction コンパイラフラグを使用すると、一連の値をとって単一の値 (配列内のすべての

値の合計など) を出力する縮小操作を識別して並列化できます。 

 -xloopinfo コンパイラフラグを指定すると、コンパイラによって並列化されたループについ

て開発者用の情報を生成できます。 

OpenMP 

Oracle Solaris Studio は OpenMP をサポートしているため、コンパイラは、ソースコード内のディレ

クティブ (プラグマ) を検索して、アプリケーションの並列バージョンをビルドすることができます。

自動並列化と同様、コンパイラが作業を実行するので、開発者はスレッドを管理する必要がありま

せん。OpenMP は潜在的細粒度によって並列化を行うインクリメンタルアプローチです。OpenMP 

を使用すると、他のループはそのままにして、スレッディングによって最適化する特定のループに

ディレクティブを設定できます。このアプローチのもう 1 つの大きな利点は、まったく同じコード

ベースで逐次と並列バージョンのアプリケーションを得ることができるため、デバッグに役立つこ

とです。Oracle Solaris Studio では、OpenMP に関連するいくつかのコンパイラフラグを使用できま

す。 

 OpenMP は -xopenmp コンパイラフラグによって有効になります。指令は、このフラグが設定

されている場合にのみ認識されます。 
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 -xvpara コンパイラフラグを設定すると、潜在的な並行化問題が報告されます。 

 -loopinfo コンパイラフラグを設定すると、コンパイラは並列化されているループの詳細を示

します。 

 OMP_NUM_THREADS または PARALLEL 環境変数を実行時に設定すると、マルチプロセッサに

よる実行を利用できます。これらの環境変数には、プログラムで利用可能なプロセッサ数を指定

します。これらの変数は同等なので、1 つだけ設定すれば済みます。 

POSIX Pthreads 

POSIX スレッド API に対してプログラミングすることにより、アプリケーションでのスレッドの

使用を完全に制御できます。POSIX スレッド (pthreads) はスレッド API の POSIX 標準です。

C プログラム言語の型、関数、定数が定義されています。Oracle Solaris Studio コンパイラは、POSIX 

スレッドプログラミングモデルをサポートします。 

Thread Analyzer 

Performance Analyzer はアプリケーション最適化のための高度なツールを備えていますが、Thread 

Analyzer は、マルチスレッドアプリケーションの正確さを確保するために設計されています。Thread 

Analyzer は、特に、マルチスレッドアプリケーションで発生する可能性がある特殊な状況の検出、

分析、デバッグに役立ちます。 

 データの競合は不正確な結果や予測できない結果を引き起こす可能性があり、問題が発生しそ

うな場所から離れた場所で発生することがあります。データ競合は以下の状況で発生します。 

 単一プロセスの 2 つ以上のスレッドが同時に同じメモリーにアクセスしている場合 

 1 つ以上のスレッドが、書き込み用のメモリー位置にアクセスしている場合 

 スレッドが排他的ロックを使用しないで、メモリーへのアクセスを制御している場合 

 デッドロック状況は、スレッド 1 が、スレッド 2 が保持しているリソースでブロックされ待機

している一方で、スレッド 2 がスレッド 1 が保持しているリソースでブロックされ待機してい

る場合に発生します (または、より多くのスレッドによる同様の状況下で発生します)。 

データ競合とデッドロックの検出のためにソースコードを計測するには、コードを特別なフラグで

コンパイルして、collect -r コマンドによる制御下で実行し、Thread Analyzer にロードします。 

 まず、-xinstrument=datarace コンパイラフラグを指定して、アプリケーションをコンパ

イルします。行番号とコールスタック情報が正確に返されるように、-g を設定して、最適化レ

ベルを使用しないことをお勧めします。 

 次に、結果のアプリケーションコードを collect -r コマンド内で実行して、主要な実行情報

を収集します。collect -r all オプションを使用してプログラムを実行し、プロセスの実行

中にデータ競合検出とデッドロック検出の実験を作成します。または、次のように、データ競合

またはデッドロック状況の実験を作成します。 

% collect -r race <app> <params> 

 

 最後に、Thread Analyzer に実験結果をロードして、データ競合とデッドロック状況を特定します 

(図 6-4)。 
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図 6-4. Thread Analyzer によるデータ競合状況の特定 

Thread Analyzer を使用すると、データ競合状況に関連するソースコードの各行も特定できます (図 

6-5)。 

 

図 6-5. データ競合状況に関連するソースコードの各行は Thread Analyzer によって特定できます。 

詳細については、『Optimizing Applications with Oracle Solaris Studio Compilers and Tools』を参照してく

ださい。 
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第 7 章 スレッドとマルチプロセッシング 

スレッディングモデル 

パフォーマンスを最大化するために、多数のタスクを同時に実行する機能を持つアプリケーション

を構築できます。オペレーティングシステムは、その実現に必要なマルチスレッド、共有メモリー、

非同期 I/O など、同時処理機能のサポートを提供しています。マルチスレッドアプリケーションプ

ログラムは、並行性の向上を目的としており、ターゲットマシン上の CPU の数を考慮することな

く記述できます。 

Oracle Solaris は、歴史的な MxN モデルの実装ではなく、入念に調整およびテストされた 1 対 1 ス

レッドモデルを使用しています。基本的なスレッド実装を簡易化することにより、再コンパイルな

しで、既存のアプリケーションのパフォーマンスと安定性を大幅に向上させることができます。 

Oracle Solaris は POSIX スレッドと Oracle Solaris スレッドをサポートしていますが、新しいアプリ

ケーションの開発や、移植を行う場合は、POSIX (pthread) モデルをお勧めします。POSIX モデ

ルには以下の特長があります。 

 カーネルは 1 つのスレッドを使用して各システムコールと割り込みを処理し、複数の CPU に

よってカーネルのタスクを加速できるようにします。カーネルスレッドは、軽量プロセス (LWP) 

とも呼ばれています。 

 各ユーザーレベルスレッドには専用のカーネルスレッドまたは LWP (1 対 1 モード) がありま

す。前世代のオペレーティングシステムでは MxN モデルが採用されていましたが、Oracle Solaris 

9 以降、MxN モデルは 1 対 1 モデルに置き換えられました。この置き換えは、膨大な数のプ

ロセッサを備えた大企業顧客の作業負荷を対象とした、パフォーマンス調査と詳細なワークロー

ド解析の結果に基づいています。 

Oracle Solaris では、元のライブラリ libthread (Oracle Solaris スレッド) と libpthread (POSIX 

スレッド) は標準の libc ライブラリにマージされています。スレッディングモデルを混在させる

ことは可能ですが、それによって過度に複雑になるため、混在は避けるようにしてください。 

pthreads API を介して 100 以上の標準 POSIX 関数を利用できます。Oracle Solaris スレッディ

ング API との比較を含め、詳細については、pthreads(5) man page を参照してください。 

Oracle Solaris と HP-UX のスレッディングモデルの相違 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris は同じ POSIX 1003.1c 標準に準拠しているため、インタフェースの

相違は主に、標準 (または許可されている実装関連) で未指定の境界ぎりぎりのケースによるもの

です。 

Oracle Solaris には幅広いプロセススケジュール機能があり、その一部はスレッディングモデルに反

映されています (たとえば、Oracle Solaris pthread には、HP-UX v11.3 pthread にはない優先順

位属性があります)。大部分のアプリケーションはデフォルトのスケジュールで非常に適切に動作し

ますが、大規模なスレッド集合やミッションクリティカルなエンタープライズクラスのマルチプロ

セスアプリケーションは、各種のプロセススケジューラ機能を慎重に使用することによって恩恵を

受けることができます。スケジューラの概要については、 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19963-01/html/821-1460/rmfss-2.html を参照してください。 

表 7-1 は、スレッディング属性の相違、インタフェースの相違、Oracle Solaris で利用可能な固有の

拡張機能の要約を示しています。 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19963-01/html/821-1460/rmfss-2.html
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表 7-1. スレッディングの要約 

PTHREAD のデフォルト属性 

属性 HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 10 コメント 

Stacksize 256 KB default_stksize (システムに応じて

調整可能) 

デフォルト値: 3xPAGESIZE (SPARC)、2x PAGESIZE 

(x86)、5x PAGESIZE (AMD64)。最大許容値: 32x デ

フォルト値 

Priority NA 0  

Inheritsched PTHREAD_INHERIT_SCHED PTHREAD_EXPLICIT_SCHED 将来的にデフォルト値は INHERIT_SCHED に変更さ

れる可能性があります。デフォルト値ではなく、

pthread_attr_setinheritsched() を使用して

ください。 

Schedpolicy SCHED_TIMESHARE SCHED_OTHER SCHED_OTHER は従来の Oracle Solaris タイムシェア

リング (TS) スケジューリングクラスを使用します。 

Guardsize PAGESIZE PAGESIZE ハードウェアプラットフォームに応じて、ページは、

HP-UX では 4KB、Oracle Solaris では通常 8 KB に

なります。 

注意すべき PTHREAD インタフェースの相違点 

API HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 10 コメント 

pthread_create エラーの場合は EAGAIN errno によりエラーを報告 通常、エラーは ENOMEM に起

因します。 

pthread_join 2 つ以上のスレッドによって呼び出された場合

は 1 を返し、それ以外は未定義。 

2 つ以上のスレッドによって

呼び出された場合は通常  1 

を返し、それ以外は ESRSH を

返します。 

 

pthread_key_create _SC_THREAD_KEYS_MAX=431 

_SC_THREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS=430 

pthread_key_create  

pthread_getschedparam 

pthread_setschedparam 

優先順位値は実際のスケジューリング値を示し

ます。一時的な調整は反映されません。 

 

sched_yield エラーの場合は -1 を返し、errono=ENOSYS エラーの場合は –1 を返し、

エラー条件に応じてエラーが

設定されます。 

 

ORACLE SOLARIS にはない HP PTHREAD の拡張 

pthread_suspend pthread_processor_id_np pthread_mutexattr_getyieldfreq_np 

pthread_continue pthread_mutexattr_getspin_np pthread_mutexattr_setyieldfreq_np 

pthread_resume_np pthread_mutexattr_setspin_np pthread_default_stacksize_np 

pthread_num_processor_np   
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Chip-Multithreading 技術のサポート 

従来のシングルスレッドプロセッサや現在の大部分のマルチコアプロセッサとは異なり、オラクル

の SPARC T3 および SPARC T4 などのハードウェアマルチスレッドプロセッサでは、他のスレッ

ドをメモリーに留めて、アクティブスレッドを高速で切り替えることができます。このアプローチ

の重要な点は、それぞれのクロックサイクルで複数のスレッドを切り替えるように各コアが設計さ

れていることです。その結果、プロセッサの実行パイプラインはアクティブのまま作業を実行し、

留まっているスレッドに対するメモリー操作も同時に続行されます。 

大きなマルチスレッドアプリケーションから構成されているか、多数の小さいシングルスレッドア

プリケーションから構成されているかにかかわらず、コマーシャルワークロードで一般的な多数の

スレッドを持つアプリケーションにとって、このモデルは非常に有用です。対応できる同時スレッ

ドの数は非常に多数です。Oracle Solaris は、チップマルチスレッディング技術を利用する特別な機

能を備えています。オペレーティングシステムやそれがサポートしているアプリケーションにとっ

て、オラクルの CMT プロセッサを搭載しているシステムは、なじみのある SMP システムのよう

に映ります。 

 CMT への対応。Oracle Solaris は CMT プロセッサ階層に対応しており、スケジューラは利用可

能なパイプラインに負荷を効果的に分散できます。プロセッサは複数の論理プロセッサのように

見えますが、オペレーティングシステムはコアとそれがサポートしているスレッドとの関係を把

握しています。 

 細粒度。Oracle Solaris ではプロセッサを個々に有効または無効にすることできます。CMT プロ

セッサではこの機能が拡張され、個々のコアと論理プロセッサを有効または無効にすることがで

きます。さらに、オペレーティングシステムの標準機能 (プロセッサセットなど) によって、論

理プロセッサグループを定義し、そのプロセスやスレッドをスケジュールできます。 

 バインディングインタフェース。Oracle Solaris は非常に柔軟です。必要に応じて、プロセスや個々

のスレッドをプロセッサまたはプロセッサセットにバインディングできます。 

 クリティカルスレッド。Oracle Solaris は、開発者が最適なパフォーマンスのために必要となるリ

ソースを持つ特定のスレッドを供給することができるように、プロセッサセットのようなメカニ

ズムを提供します。しかし、こうした従来のメカニズムは管理と調整に膨大な時間を必要としま

す。オラクルの SPARC T4 プロセッサは、パフォーマンスを向上させるためにハードウェアリ

ソースの動的割り当てをサポートしています。Oracle Solaris 11 で新しく導入されたクリティカ

ルスレッド API は、開発者がすべてのプロセッサコアのリソースをシングルスレッドにするこ

とで、そのスレッドのパフォーマンスを最大化できるようにします。 
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第 8 章 アプリケーションの配布 

HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris では、ソフトウェアはパッケージと呼ばれる単位で配布されます。

パッケージは、ソフトウェア製品に必要なファイルとディレクトリの集合です。アプリケーション

のサイズに応じて、配布には 1 つ以上のパッケージが必要になることがあります。パッケージには、

インストールされるアプリケーションファイルであるパッケージオブジェクトと、パッケージをイ

ンストールする方法、場所、条件を制御する制御ファイルが含まれています。 

HP-UX は、HP-UX ソフトウェア配布形式でアプリケーションをパッケージするためのツールを備

えています。Oracle Solaris 10 の場合、開発者は、パッケージオブジェクト (アプリケーションのファ

イルとディレクトリ)、必要な情報ファイル (pkginfo ファイルと prototype ファイル)、オプ

ションの情報ファイルとインストールスクリプトを集め、pkgmk コマンドを使用してパッケージを

ビルドします。Oracle Solaris 11 には、ソフトウェアライフサイクル管理全体を操作するための Image 

Packaging System (IPS) が含まれています。 

 

Oracle Solaris 11 上での Image Packaging System の使用 

Oracle Solaris 11 は、ネットワークベースのパッケージ管理システムを導入することでソフトウェア

のパッケージング機能を最新のものにしています。Image Packaging System (IPS) は、ソフトウェア

パッケージのインストール、更新、削除といったソフトウェアライフサイクル全体を管理するため

に提供されています。システム構成をする際の推測作業を完全に排除するようにデザインされてい

るため、エンタープライズ開発者は、どのソフトウェアがインストールされているか簡単に把握で

き、必要となるパッチがインストールされているかといったシステムの状態を知ることができます。

依存するパッチが確認されると自動的にインストールされます。さらに、開発者はエンタープライ

ズアプリケーションを配布可能な状態にするために、IPS を使用することができます。 

IPS パッケージは、ディレクトリ、ファイル、リンク、ドライバ、依存関係、グループ、ユーザー、

ライセンス情報が定義されたフォーマットの集合です。この集合体はインストール可能オブジェク

トのパッケージを表しています。パッケージにはパッケージ名や説明などの属性が含まれています。

IPS に関する詳細情報については、pkg(5) マニュアルページを参照してください。 

重要な注意:  Oracle Solaris 11 は Oracle Solaris 10 で使用されていたパッケージングメソッドをサポート

していますが、Oracle Solaris 11 では Image Packaging System を使用したアプリケーションのパッケージン

グモデルが推奨されます。 

 

• ソフトウェアパブリッシングモデル。IPS はソフトウェアパッケージのパブリッシングを簡素化

します。パッケージの内容、メタデータ、依存するシステムサービスの情報がインストール時に

リポジトリに追加されます。ソフトウェアリポジトリはローカルのソフトウェア配布用に作成し

て管理することが可能で、マルチリポジトリ対応によって、開発者は異なるソースからソフト

ウェアを取り出して修正できるようになります。IPS は Oracle Solaris 11 のデフォルトのパッ

ケージですが、以前の System V ソフトウェアパッケージに関連した pkgadd などの関連コマン

ドも引き続きアクセス可能であり、互換性は維持されています。 

• ネ ッ ト ワ ー ク ベ ー ス の ソ フ ト ウ ェ ア リ ポ ジ ト リ 。 Oracle Solaris 11 は 

http://pkg.oracle.com/solaris/release に配置されているネットワークベースのリポジトリを通じて

更新されたリリースを提供します。このリポジトリには多数のバグ修正とセキュリティ更新を含

むリリースされたソフトウェアが含まれています。 

• ローカルリポジトリ。Image Packaging System は DVD、CD、ファイルベースのローカルリポジ

トリの作成に対応しています。 

http://pkg.oracle.com/solaris/release
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• より信頼性の高いアプリケーションのインストール、バージョン管理、ロック、最小化。 パッ

ケージリファクタリングは最小化を容易にし、バージョン管理処理に対応しています。また、開

発者は IPS を使ってインストールされたパッケージを確認し、必要な修正を加えることができ

ます。 

• 簡単なパッチ作業。IPS は従来の複雑なパッチ処理作業から解放してくれます。プリフライト

チェックと自動ダウンロードにより、違いのある箇所だけを取得してインストールすることを保

証します。 

• 安全なシステムアップグレード。IPS と Oracle Solaris ZFS は安全なシステムアップグレードを

実行するために同時に動作します。開発者は、ソフトウェアパッケージのインストール中に必要

となる可能性のある追加のライブラリがあるかどうかも含め、完全に自動の依存チェック機能を

利用して一連のネットワークベースのパッケージリポジトリからソフトウェアをインストール

することができます。 

• 選択可能なインタフェース。IPS はパッケージシステムと相互作用するために 2 つのインタ

フェースを提供しています。開発者が柔軟に選択できるように、コマンド行インタフェースとグ

ラフィカルなパッケージマネージャー、Update Manager が提供されています。パッケージマネー

ジャーはパッケージの検索、インストール、削除およびパブリッシャーの追加、削除、修正がで

きると同時に、ブート環境の作成、削除、管理のために使用することができます。さらに、MIME 

関連付けによって、Webやディスク上のアーカイブフォーマットをブラウズ中にシングルクリッ

クのパッケージインストールが可能になります。 

パッケージのビルド 

IPS を使用した配備における最もハイレベルなアプリケーションパッケージの作成は、次の手順で

行います。 

• マニフェストの作成。ディストリビューションコンストラクタが ISO イメージファイルを作成

する際に使用する、コンテンツとパラメータの仕様を含んだマニフェストファイル を作成しま

す。デフォルトのマニフェストファイルが提供されているため、それをもとに作業を始めること

ができます。イメージが作成されるデータセットの情報とともに、ビルドされるイメージに名前

を指定します。さらに、ディストリビューションコンストラクタがパッケージをダウンロードし

てイメージのビルドのために使用するパブリッシャーを特定し、インストールするパッケージを

リスト化します。 

• イメージのビルド。distro_const ユーティリティーを実行してイメージを作成します。ルート役

割となって、基本の distro_const コマンドを実行して一度の手順でイメージを作成します。ディ

ストリビューションコンストラクタは必要となるすべてのパッケージを検索し、マニフェスト

ファイルに記述された仕様に沿ってイメージをビルドします。 

# distro_const build manifest 

 

マニフェストの作成とパッケージング、IPS を使用したアプリケーションの配備に関する詳細につ

いては『Creating a Custom Oracle Solaris Installation Image』を参照してください。 

System V パッケージを Image Packaging System に変換する 

System V 方式のパッケージを使用している開発者は、Image Packaging System で使用できるように変

換することができます。pkgsend コマンドを使用すると既存の SVR4 パッケージ用にマニフェスト

を生成することができ、マニフェストと必要となるファイルを IPS リポジトリにパブリッシュする

ことができます。次のコマンドは、SVR4 パッケージをパブリッシュするディレクトリを表わす 

Mypkg から Mypkg.mfst という名前のマニフェストを生成します。  
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# pkgsend generate Mypkg > Mypkg.mfst 

 

Oracle Solaris 10 上での System V パッケージの使用 

Oracle Solaris 10 では、アプリケーションは System V パッケージング方法を使用して 1 つ以上の

パッケージに分散しています。小さいパッケージが多数あるとインストールに時間がかかりますが、

単一の大きなパッケージでアプリケーションを配布できない場合もあります。複数のパッケージが

望ましいまたは必要な場合は、アプリケーションコードをセグメント化する方法について配慮する

必要があります。配布用のパッケージを計画およびビルドする際は、以下のガイドラインを考慮し

てください (重要な順に記載されています)。 

 パッケージのリモートインストールを可能にする。そのためには、管理者がリモートのデスク

トップやサーバーにアプリケーションをインストールできるようにする必要があります。 

 クライアントとサーバー構成の最適化。パッケージの設計時には、必ずソフトウェアの構成を

考慮してください。適切なパッケージ設計とは、影響を受けるファイルを分割してインストール

を最適化する設計です。たとえば、ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムの

内容を分割すると、サーバー構成のサポートが容易になります。 

 機能ごとのパッケージ。パッケージは自己完結的で、機能ごとに明確に識別できるようにして

ください。たとえば、UFS を含むパッケージは、すべての UFS ユーティリティーを含むととも

に、UFS のバイナリにのみ制限する必要があります。 

 ロイヤリティーごとのパッケージ。ロイヤリティーの支払いが必要となるコードは、専用のパッ

ケージまたはパッケージグループに配置します。必要以上の数のパッケージにコードを分散させ

ないでください。 

 依存するシステムごとのパッケージ。システムに依存するバイナリやアーキテクチャーに依存

するバイナリは、専用のパッケージに格納します。たとえば、SPARC プラットフォームのバイ

ナリと x86 システムのバイナリが混在しないようにしてください。 

 パッケージの重複の排除。サポートとバージョン管理の問題を軽減するために、重複するファ

イルを可能な限り排除してください。 

 ローカライズごとのパッケージ。ローカライズ版に固有の項目は、専用のパッケージに格納し

てください。理想的なパッケージモデルでは、製品のローカライズ版はロケールごとに 1 つの

パッケージとして配布されます。また、国際的な標準設定もパッケージで配布できます。このよ

うに設計すると、ローカライズ版の変更に必要なファイルを分離して、ローカライズ版パッケー

ジの配布形式を標準化できます。 

 

手動によるパッケージのビルド 

以下の手順は、パッケージのビルドプロセスの概要を示しています。 

 テキストエディタを使用して、パッケージの特性を記述するための pkginfo ファイルを作成

します。パッケージ名、説明、パッケージが実行されるプラットフォームのアーキテクチャー、

バージョン番号、ソフトウェアのカテゴリ、インストール用のベースディレクトリを定義します。

次の例は、サンプルの pkginfo ファイルの内容を示しています。 

PKG=SUNWcadapp 

NAME=CAD application for designing chips. Runs on SPARC hardware and is installed 

in the usr partition. 
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ARCH=sparc 

VERSION=release 1.0 

CATEGORY=system 

BASEDIR=/opt 

 

 パッケージのコンテンツを階層ディレクトリ構造に配置します。 

 情報ファイルを作成して、著作権を含めた、パッケージの依存関係を定義し、ターゲットシステ

ムに領域を確保します (このステップは任意です)。 

 インストールスクリプトを作成して、パッケージのインストールおよび削除のプロセスをカスタ

マイズします (このステップは任意です)。 

 prototype ファイルを作成して、パッケージ内のオブジェクトを記述します。詳細については、

http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/817-0406/ch2buildpkg-16803/index.html を参照して

ください。 

 pkgmk コマンドを使用してパッケージをビルドします。 

 パッケージを確認して、配布媒体に転送します。 

パッケージの設計とビルドについて詳細は、『Application Packaging Developer’s Guide』 

(http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/817-0406/index.html) を参照してください。 

 

重要: 現在 Oracle Solaris 11 Express で利用可能な新しい Image Packaging System (IPS) は、Oracle 

Solaris 11 ではアプリケーションパッケージ用の推奨モデルとして設定されています。 

 

Oracle Solaris Studio を使用したパッケージのビルド 

開発者は Oracle Solaris Studio に組み込みのツールを使用して、完成したアプリケーションを tar 

ファイル、zip ファイル、または Oracle Solaris SVR4 パッケージとして作成することができます。プ

ロジェクトのパッケージは次のように実行します: 

 「プロジェクト」ウィンドウで目的のプロジェクトを右クリックし、プロパティーを選択する。 

 「プロジェクトプロパティー」ダイアログボックスで「パッケージングノード」を選択する。 

 ドロップダウンリストからパッケージのタイプを選択する。ダイアログボックスに一覧される

ツールはパッケージのタイプに一致するよう更新されます。 

 パッケージを保存する場所として異なるディレクトリやファイル名を使用する場合は、出力パス

を変更する。デフォルトで出力パスはプロジェクトの dist サブディレクトリです。 

 「パッケージングするファイル」ブラウズボタンをクリックしてパッケージに含めるファイルを

指定する。 

  必要であれば、使用するツールを別のコマンドに変更して選択されるパッケージのタイプを作る。 

 コマンド行上でパッケージを作成するために使用する追加のオプションを入力する。 

 必要に応じてチェックボックスの選択を解除し、冗長パッケージビルド情報をオフにする。 

 OK をクリックする。 

 プロジェクトウィンドウのプロジェクトを右クリックして、「パッケージのビルド」を選択する。 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/817-0406/ch2buildpkg-16803/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/817-0406/index.html
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第 9 章 アプリケーションの実行 

Oracle Solaris Service Management Facility 

運用環境は多数のサービスを提供するとともに、多数のサービスから構成されています。サービス

には、ファイルシステム、ネットワークスタック、ロギングとセキュリティなどのインフラストラ

クチャーサービス、および Web サービスやデータベースなどのアプリケーションサービスが含ま

れます。サービスが孤立していることはほとんどありません。サービスは他のサービスに依存して

タスクを実行します。たとえば、Web アプリケーションサービスが、ネットワークサービスとロー

カルファイルシステムサービスに依存していることもあります。依存関係の追跡、サービスを含ん

でいるすべてのプロセスの動作の確保、およびサービス障害発生時のエラー復旧の自動化は、複雑

でエラーが発生しやすい作業です。 

HP-UX 11i v3、以前の Oracle Solaris リリース、およびその他の UNIX とその類似環境で使用されて

いる従来の起動スクリプト方式は、サービスの管理を複雑なものにします。Oracle Solaris 10 には実

質的に異なる機能である Oracle Solaris Service Management Facility (SMF) が導入されています。この機

能は、管理を簡易化し、サービスの制御と管理の方法を向上させます。サービス間の関係を定義で

きるため、サービスは互いに依存して実行できます。SMF の新しい管理インタフェースによって、

容易かつ連続的に、サービスを構成、有効化、制御することができます。さらに、エラーの適切な

表示、障害からの自動復旧、向上したデバッグ機能により、サービス関連の問題を迅速に解決でき

ます。 

サービスコンポーネント 

SMF サービスは、サービスの機能とカテゴリに基づいて利用される 1 つ以上のコンポーネントか

ら構成されています (図 9-1)。SMF サービスマニフェストはサービス配信メカニズムです。XML 

ファイルとして作成され、SMF リポジトリにインポートされます。SMF マニフェストには、ソフ

トウェアサービス間の関係と依存情報など、サービスまたはサービスインスタンスに関連するプロ

パティー一式が含まれています。また、障害が発生したサービスを自動的に再開するための条件も

記載されています。SMF はこれらの情報を使用して、サービスを管理し、障害の根本原因を判断し

ます。サービスとアプリケーションごとに個別のサービスマニフェストが必要です。 

サービスリスタート機能は、管理操作が実行されるとサービスメソッドを呼び出して、サービスの

状態を変化させます。これらのメソッドは 実行可能ファイル、シェルスクリプト、またはキーワー

ドの形式で、SMF 構成リポジトリで定義されます。場合によっては、再開メソッドによって、サー

ビス機能を提供するサービス実行ファイルが呼び出されることもあります。さらに、SMF により管

理されているサービスは、Fault Management Resource Identifiers (FMRI) を使用して、高度な障害

管理機能とリソース管理機能が提供されているシステムオブジェクトを識別します。また、ログファ

イルを使用して、サービス実行時のサービスの情報をキャプチャすることができます。 

フレームワークとコンポーネントの説明、SMF の使用と管理、サービスの監視、依存関係の表示、

サービス問題の診断など、SMF の詳細については、ホワイトペーパー 

『Management of Systems and Services Made Simple with the Oracle Solaris Service Management Facility』 

(http://www.oracle.com/technetwork/serverstorage/solaris/solaris-smf-wp-167901.pdf) を参照してくださ

い。 

 

http://www.oracle.com/technetwork/serverstorage/solaris/solaris-smf-wp-167901.pdf
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図 9-1. SMF は複数のサービスコンポーネントから構成されています。 

アプリケーション用のサービスの作成 

以下の手順は、アプリケーション用 SMF サービスの作成プロセスの概要を示しています。 

1. サービス用のメソッドシェルスクリプトを作成します。以下の例ではサービス名 foo を使用

しています。 

#!/sbin/sh 

. /lib/svc/share/smf_include.sh 

 if [ -x /opt/SUNWsmftest/bin/foo ]; then 

  /opt/SUNWsmftest/bin/foo 

 else 

  echo “/opt/SUNWsmftest/bin/foo is missing or not executable.” 

  exit $SMF_EXIT_ERR_CONFIG 

 fi 

 

 exit $SMF_EXIT_OK 

2. XML マニフェストファイルを作成します。詳細は、 

ホワイトペーパー『How to Create an Oracle Solaris Service Management Facility Manifest』 

(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solarissmf-manifest-wp-167902.pdf) を参照

してください。以下の例は、foo サービス用のサンプルのマニフェストファイルを示していま

す。 
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<?xml version=”1.0”?> 

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM 

“/usr/share/lib/xml/dtd/service_bundle.dtd.1”> 

<service_bundle type=’manifest’ name=’SUNWcsu:foo’> 

 

<service 

 name=’system/foo’ 

 type=’service’ 

 version=’1’> 

 

 <single_instance /> 

 

 <!-- foo_opt says that foo depends on local filesystem /opt --> 

 <dependency 

  name=’foo_opt’ 

  type=’service’ 

  grouping=’require_all’ 

  restart_on=’none’> 

  <service_fmri value=’svc:/system/filesystem/local’ /> 

</dependency> 

 

<!-- foo_cron says that foo depends on svc:/system/cron --> 

 <dependency 

  name=’foo_cron’ 

  type=’service’ 

  grouping=’require_all’ 

  restart_on=’refresh’> 

  <service_fmri value=’svc:/system/cron’ /> 

 </dependency> 

 

 <exec_method 

  type=’method’ 

  name=’start’ 

  exec=’/opt/SUNWsmftest/lib/svc-foo.sh’ 

  timeout_seconds=’60’> 

  <method_context> 

  <method_credential user=’root’ group=’root’ /> 

  </method_context> 

  </exec_method> 

 

 <exec_method 

  type=’method’ 

  name=’stop’ 

  exec=’:kill’ 

 

3. svccfg コマンドを使用して XML マニフェストに読み込み、foo サービスを SMF リポジト

リに追加します。 

# svccfg import /var/svc/manifest/system/foo.xml 
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4. foo サービスが作成され、SMF 内で定義されていることを確認します。 

# svcs foo 

STATE STIME FMRI 

disabled 10:56:21 svc:/system/foo:default_foo 

5. サービスを有効にします。 

# svcadm enable foo 

6. サービスがオンライン状態であることを確認します。 

# svcs foo 

7. デーモンが実行していることを確認します。以上で、サービスを利用してサービス要求を処理

できるようになります。 

# ps -ef | grep foo 

root 753 1 89 10:57:11 ? 0:48 /opt/SUNWsmftest/bin/foo 

サービスに関連する障害の検索と修正 

複雑なアプリケーションほどエラーが発生した際に複雑で詳細な分析が必要になります。障害を可

能な限り早期に発見し、修復することが、副作用を緩和することにつながります。SMF は障害管理

アーキテクチャー (FMA) とともに動作して、解析、レポート、障害の回避方法などを特定するた

めに役立ちます。SMF はサービスの状態に対する分析内容を開発者に与え、サービスの依存性を管

理するメカニズムを提供し、障害イベント発生時に自動的にサービスを復元します。FMA はシステ

ムの監視、レポート、ハードウェアエラーからの回復を自動的に行い、ミッションクリティカルな

サービスを利用可能な状態に維持します。 

これらの機能は Oracle Solaris 11 で機能拡張されており、開発者が障害を解決するために役立ちます。

たとえば、開発者は Simple Network Management Protocol (SNMP) トラップまたは電子メールメッ

セージを介して、サービス状態の移行に関する通知や障害管理イベントを受け取ることができます。

エラーは標準形式でレポートされるため、根本原因は読み取り可能で実行可能なフォーマットで容

易に分析することができます。 

アプリケーションを SMF と FMA へ移行するベストプラクティス 

アプリケーションの SMF および FMA フレームワークへの移行を容易にする例を次に示します。 

• アプリケーションの状態の分析とアプリケーションを再起動するカスタムスクリプトを削除す

る。SMF はカプセル化され標準化されたアプリケーションの起動、停止、再起動の簡単な方法

を提供します。 

• 移植やテストプロセスの初期の段階で、アプリケーションに SMF を認識させる。障害状態を確

認し、障害ツリーを作成します。検出されたエラーメッセージを調べて、FMA イベントにでき

るかどうか判断します。 

• .rc とカスタムスクリプトを SMF プロファイルに変換する。起動、停止、状態確認メソッドの

インスタンスを探します。これらのインスタンスが変換されれば、残りのスクリプトの移行は簡

単に実行できます。 

管理コマンドの比較 

表 9-1 は、HP-UX や以前の Oracle Solaris リリースなど、他の UNIX 環境で管理サービスのため
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に使用されているコマンドと、SMF コマンドを比較した一覧です。 

表 9-1. SMF サービスの管理に使用される主要なコマンド 

タスク 他の UNIX での手続き SMF での手続き 

システムサービスの無効化 

(Ex: cron) 

rm /etc/rc2.d/S75cron 

(すべての cron パッチアプリケーションとシステムのアップグレード後に繰り返す) 

svcadm disable cron 

サービスの再有効化 /etc/rc2.d/S75cron の再インストール svcadm enable cron 

inetd サービスの有効化 

(Ex: finger) 

/etc/inet/inetd.conf ファイルの編集。 

有効にして保存するサービスをコメントアウト。 

次のコマンドを発行: pkill -HUP inetd 

svcadm enable finger 

サービスの停止 /etc/init.d/sshd stop svcadm disable –t ssh 

再起動するまで無効化 

サービスの開始 /etc/init.d/sshd start svcadm enable -t ssh 

サービスの再開 /etc/init.d/sshd stop 

/etc/init.d/sshd start 

svcadm restart ssh 

構成のリフレッシュ kill -HUP `cat /var/run/sshd.pid` svcadm restart ssh 

 

.rc スクリプトの継続サポート 

現在、多数の標準的な Oracle Solaris のサービスが Oracle Solaris Service Management Facility により管

理されていますが、/etc/rc*.d に格納されているスクリプトは、実行レベルの移行で引き続き実

行します。以前の Oracle Solaris リリースに含まれていた /etc/rc*.d スクリプトの大部分は、

SMF への移行の一環として削除されました。Oracle Solaris 10 は残りのスクリプトを実行する機能を

保持しているため、SMF に変換することなく、サードパーティーのアプリケーションをデプロイで

きます。 

/etc/inittab と /etc/inetd.conf ファイルは、ポストインストールスクリプトによるパッ

ケージの修正にまだ利用可能です。これらのレガシー実行サービスは、inetconv コマンドを使用

して、サービス構成レポジトリに追加できます。サービスのステータスは SMF によって表示でき

ますが、その他の変更はサポートされていません。この機能を使用するアプリケーションは、SMF が

提供する高精度の障害抑制機能を利用できません。 

SMF を使用して変換されるアプリケーションは、/etc/inittab と /etc/inetd.conf ファイ

ルを変更しません。変換されたアプリケーションは /etc/rc*.d スクリプトを使用せず、新バー

ジョンの inetd デーモンは /etc/inetd.conf ファイルのエントリを検索しません。 
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第 10 章 ファイルシステムとデータ 

HP-UX 11i v3 から Oracle Solaris にアプリケーションを移植する場合、ファイルシステムとデータが

影響を受けるかどうか、受ける場合にどのような影響を受けるか、また、プラットフォームからプ

ラットフォームにデータを移動する最も良い方法や、どのファイルシステムが新しい機能を提供す

るかについて理解することが重要です。 

ファイルシステム 

The HP-UX 11i は豊富なファイルシステムスイートを提供します。Oracle Solaris はそのほとんどに

対応するので、既存のファイルシステムを移行するのではなく、マウントするだけで使用できます。

表 10-1 では、一般的なファイルシステムを一覧にして、HP-UX 11i と Oracle Solaris で使用できる

かどうか説明します。 

表 10-1. 対応するファイルシステム 

ファイルシステム 説明 HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

CacheFS リモートファイルシステムや低速デバイスのパフォーマ

ンスを向上するために使用される 
   

CDFS CD-ROM ファイルシステム    

CTFS 契約ファイルシステム (Contract File System)。契約を作

成、制御、監視するために使用される (主に SMF が使

用) 

   

FDFS ファイル記述子ファイルシステム (File Descriptor File 

System)。ファイル記述子を使用して開いているファイ

ルに明示的な名前を提供する 

   

FIFOFS 先入れ先出しファイルシステム (First-In, First Out File 

System)。プロセスにデータへの共通アクセス権を与え

る名前付きパイプファイルを提供する 

   

HSFS ハイシエラファイルシステム  (High Sierra File 

System)。ISO 9660。初めての CD-ROM ファイルシス

テム 

   

LOFS ループバックファイルシステム。仮想ファイルシステム

を作成することができるため、代替パス名を使用して

ファイルにアクセスできる 

   

MemFS メモリーファイルシステム    

MNTFS ローカルシステムでマウント済みファイルシステムの

テーブルに読取り専用アクセス権を与える 
   

NAMEFS ほとんどの場合、ファイルの先頭にファイル記述子を動

的にマウントするために STREAMS が使用する 
   

NFS ネットワークファイルシステム (Network File System)    

OBJFS オブジェクトファイルシステム (Object File System)。

カーネルがロードした現在のモジュールの状態を記述す

る (デバッガがカーネルシンボルの情報にアクセスする

ためにカーネルへの直接のアクセスを持たずに使用す
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ファイルシステム 説明 HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

る) 

PCFS DOS 形式のディスクのデータとプログラムに読み取り

と書き込みのアクセスができる 
   

Oracle Solaris ZFS 従来のファイルシステム機能を組込み型ボリューム管理

手法とデータサービスに統合する汎用エンタープライズ

クラスのファイルシステム 

-  
 

(デフォルト) 

オラクルの  Sun 

QFS 

raw デバイス並みの情報へのアクセスと、読み取り/書き

込みファイル共有のためのデータ統合を提供する 
   

オラクルの  Sun 

SAM-FS 

データ分類、メタデータの集中管理、ポリシーベースの

データ配置、移行を提供する 
   

SHAREFS ローカルシステムで共有ファイルシステムのテーブルに

読み取り専用アクセス権を与える 
   

SPECFS 特殊ファイルシステム。特殊な文字型デバイスとブロッ

ク型デバイスへのアクセス権を与える 
   

SWAPFS カーネルがスワッピングに使用する    

TMPFS ファイルシステムの読み取りと書き込みにローカルメモ

リーを使用する。通常は UFS ファイルシステムより高

速 

   

UDFS UDF (Universal Disk Format) ファイルシステム。DVD 

などの光学式メディアに情報を格納するための業界標準

形式 

   

UFS UNIX ファイルシステム 
 

 

(デフォルト) 
 

UFS 

UNIX ファイルシステム (UFS) は Oracle Solaris 10 のデフォルトファイルシステムです。UFS ファ

イルシステムを実行する 32 ビットと 64 ビットの HP-UX 環境は、ファイルシステムが 1T バイ

トに制限されていますが、Oracle Solaris 10 は 64 ビットカーネルを実行している場合、数 T バイ

トの UFS ファイルシステムに対応できます。UFS ファイルシステムとユーティリティーはすべて

数 T バイトの UFS ファイルシステムに対応するようにアップデートされます。 

Oracle Solaris ZFS 

開発者は大きなデータセットをファイルシステムのサイズ制限に合うセグメントに分割しなければ

ならないことがしばしばあり、そのプロセスは困難で間違いが起こりやすいものです。Oracle solaris 

ZFS は無制限のファイルシステムのスケーラビリティーを大規模アプリケーションに仮想的に提

供します。ファイルシステムは 210 億 Y バイト (ヨタバイト) まで拡張でき、開発者は非常に大

きなデータセットをストレージプール上の単一のファイルシステムに配置して、パフォーマンスを

最適化できます。さらに、Oracle Solaris ZFS では、開発者がある種のデータ完全性に関するエラー

を心配したり、そのためにコーディングしたりする必要がなくなります。ディスク上のデータは自

己整合性を保ち、隠れたデータ破損を解消します。Oracle Solaris ZFS は Oracle Solaris 11 のデフォル

トファイルシステムであり、必須のルートファイルシステムです。Oracle Solaris ZFS がルートファ

イルシステムに変更されたことで、ルートファイルシステムの高速スナップショット、以前の状態

への容易なロールバック、読み取り専用ルートファイルシステムの作成などが可能になります。 
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統合ボリューム管理とストレージプール 

個別のボリュームマネージャーが必要な従来のファイルシステムと異なり、Oracle Solaris ZFS はボ

リューム管理機能を統合化します。ファイルシステムとそれに関連するボリュームの、典型的な一

対一のマッピングをなくすために、Oracle Solaris ZFS はストレージプールモデル (図 10-1) を導入

します。そして仮想メモリーがアドレス空間を物理メモリーと分離するのと同じ方法で、ファイル

システムを物理ストレージと分離し、ストレージデバイスをさらに効率的に使用できるようにしま

す。ストレージスペースは単一のストレージプールから複数のファイルシステムの間で動的に共有

され、ファイルシステムの要求にしたがってプールから分配されます。物理ストレージは、サービ

スに割り込むことなくストレージプールに動的に追加することができ、これまでにない柔軟性、可

用性、スケーラビリティー、パフォーマンスを実現します。ファイルシステムがプールの容量を要

求しなくなると、その容量はほかのファイルシステムで利用可能になります。 

 

図 10-1. 仮想ストレージプールにより複数のファイルシステムがストレージ容量を共有できる。 

Oracle Solaris 11 の新機能 

Oracle Solaris 11 には Oracle Solaris ZFS ファイルシステムに対するいくつかの機能拡張が含まれて

います。 

 読み取り専用ルートファイルシステム。Oracle Solaris ZFS は、ルートファイルシステムを含む読

み取り専用のファイルシステムのコピーの作成に対応しています。開発者はこの機能を利用して

読み取り専用ファイルシステムを Oracle Solaris ゾーンに配備することで、環境をロックしてセ

キュリティを強化できます。 

 暗号化対応。Oracle Solaris ZFS は OS に組み込みの暗号化フレームワークを使用して、データ

セットごとに暗号化されたデータ保護を実行します。 

 シャドウマイグレーション。シャドウマイグレーション機能を使用して、既存のロケールまた

はリモート Oracle Solaris ZFS、あるいは UFS ファイルシステムのデータを新しい Oracle Solaris 

ZFS ファイルシステムへ移行することができます。ファイルが移行されると、データをソース

から取り出しネイティブファイルシステムとして使用するシャドウファイルシステムが作成さ

れます。 

Hybrid Storage Pool 

Oracle Solaris ZFS は、開発者が高速アクセスできるようにデータ配置を最適化する機能を提供しま



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

65 

す。高価なディスクでストレージ基盤を拡張するより、フラッシュテクノロジーを新しいストレー

ジ層に配置して、ディスクの待ち時間に与える影響を最小にするために頻繁にアクセスするデータ

を保持することでハードディスクドライブを支援でき、アプリケーションのパフォーマンスが向上

します。特定の種類の I/O を処理するためにフラッシュデバイスを使用し、大規模なデータセッ

トを格納するためにハードディスクドライブを使用することによって、Hybrid Storage Pool は容量を

犠牲にしないでアプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上します (図 10-2)。 

Hybrid Storage Pool テクノロジーは、SAN の管理が複雑にならないようにファイバチャネルテクノ

ロジーのパフォーマンスを超えるように設計されています。Oracle Solaris ZFS のコンポーネントの

いくつかは、Hybrid Storage Pool 操作に重要でアプリケーションのパフォーマンスを向上させること

ができます。 

 Oracle Solaris ZFS ARC (Adaptive Replacement Cache) はファイルシステムの一次メモリーキャッ

シュで、DRAM に格納されています。 

 L2ARC (Level Two Adaptive Replacement Cache) は、ARC を読取り最適化フラッシュデバイスに拡

張して、読取りを高速化する読取り用大規模キャッシュを実現します。Oracle Solaris ZIL (ZFS 

Intent Log) はトランザクション処理を行い、書込みベースのフラッシュデバイスを使用して書込

みを高速化する大規模キャッシュを実現します。 

 ディスクストレージプールは従来のディスクドライブ群で構成されます。ただし、高性能で高価

なディスクドライブは、Hybrid Storage Pool にフラッシュデバイスが介在する高水準のパフォー

マンスを達成するために必ずしも必要なものではありません。 

Oracle Solaris ZFS では、ファイルシステムの高性能なアルゴリズム群は、メモリーで ARC を、フ

ラッシュデバイスで L2ARC を使用して、連続読取り操作中のプリフェッチやデータ配置を判定し

ます。フラッシュデバイス群は Oracle Solaris ZFS の同期書込み I/O 操作の書込みスループットを

高速化し、書込みパフォーマンスを促進します。 

 

図 10-2. Hybrid Storage Pool はデータ配置を最適化して I/O パフォーマンスを向上させる。 

データの完全性 

複雑なデータの完全性チェックをアプリケーションに組み込むのではなく、開発者は Oracle Solaris 

ZFS に組み込まれた書き込み時コピー (copy-on-write) やエンドツーエンドのチェックサムなどの

手法を利用してディスク上のデータの自己整合性を維持したり、隠れたデータ破損を解消すること

ができます。データへのポインタを変更して書き込みを確定する前に、データはメディアの新しい
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ブロックに書き込まれます。ファイルシステムは常に一貫性があるので、システムがシャットダウ

ンしてその原因が不明な場合でも、fsck のように時間のかかるリカバリプロシージャは必要ありま

せん。さらに、データは正確性を保証することができるように読み込まれて定期的にチェックされ、

ミラー化されたプールで検出されたエラーはすべて自動的に修復され、大きな被害をもたらして長

い時間を要するデータ損失と、以前は検出できなかった隠れたデータ破損から保護されます。また、

破損したデータを再構築できるように、パリティー、ストライプ化、原子動作を使用する RAID-Z を

実装してデータを修正することができます。 

スナップショットと複製 

Oracle Solaris ZFS にはスナップショット機能が含まれています。この機能により、Oracle Solaris ZFS 

ファイルシステムやボリュームの読み取り専用コピーを作成して、後で必要に応じて復元すること

ができます。スナップショットはほとんど瞬時に作成することができ、ストレージプール中のディ

スク領域を追加で消費することはありません。レプリケートされた子孫ファイルシステムのスト

リームが指定されたスナップショットに送信されて、プロパティー、スナップショット、ファイル

システム、複製を保持します。スナップショットを使用すると、開発者はファイルシステムのある

特定の時間の状態を保存することが可能なため、そのデータを単純に移行するだけでほかのマシン

上に再作成することができます。 

ファイルシステムのサイズ 

ファイルシステムが対応するファイルの最大サイズはアプリケーションに制限を与える可能性があ

ります。ファイルシステムの最大サイズに達すると、ファイルやデータベースを複数に分割したり、

複数のマシンに分散させるなどの次善策が頻繁に必要になります。HP-UX の標準のファイルシステ

ムは 1T バイトまで拡張します。Oracle Solaris では、UFS は 16T バイトまで拡張し、Sun SAM-FS 

ファイルシステムと Sun QFS ソフトウェアと組み合わせると 252T バイトまで拡張します。128 

ビット Oracle Solaris ZFS は 16E バイト (エクサバイト) まで拡張します。このため、HP-UX から 

Oracle Solaris にデータを移行するプログラマは、アプリケーションの開発やテストを実施する際の

妨げとなるファイルシステムの制約を受けることがありません。 

データ変換 

データ変換はデータを一つの形式から別の形式へ変換するプロセスで、ターゲットシステムでデー

タを読み取り可能にする場合は、移植を実施する際の重要な要素になります。データ変換はファイ

ルシステム、ファイルの内容、アプリケーション、データベースの内容に影響を与える可能性があ

ります。 

エンコードされたデータの変換 

エンコードされたデータの変換は、受け取るシステムが期待するファイル形式と異なるファイル形

式や互換性のないファイル形式でデータが格納されている場合に必要です。幸い、HP-UX と Oracle 

Solaris はどちらも ASCII を使用してテキストデータを格納し、さらに標準のテキストファイル形式

を使用しています。そのため、EBCDIC などのほかの文字セットを使用していたり、ファイル内で

改行を行う制御文字に復帰改行 (CR/LF) を使用するか復帰 (CR) を使用するかなど、テキストファ

イルの書式設定上の差異から生じる問題を避けることができます。 

アプリケーションデータの変換 

HP-UX と Oracle Solaris は、データを管理するための共通のアプリケーションとユーティリティー

を数多く提供します。たとえば、テープアーカイブユーティリティ (tar) は同様のデータ形式を使

用し、両方の環境に共通のオプションを多数持っています。そのため、すでに HP-UX 環境の tar 
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ユーティリティーを使い慣れた開発者は、Oracle Solaris で同じユーティリティーをすぐに使いこな

すことができます。このような共通性は、ほかのアプリケーションやユーティリティーの多くにも

当てはまり、データの移行中でも移行後でも大きなメリットが得られます。HP-UX と Oracle Solaris 

で異なるアプリケーションについては、ほとんどのものは値を区切るコンマやファイルを区切るタ

ブなどの標準データ交換形式を変換するためのユーティリティーが提供されています。 
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データベースの変換 

エンタープライズアプリケーションの多くは大規模データベースに依存しています。HP-UX 環境で

古いバージョンのデータベースを使用中の場合は、ライセンスが Oracle Solaris のそのバージョンに

対して有効かどうかわかりません。開発者はデータベースソフトウェアの現在のバージョンを入手

する準備をするようにしてください。新しいデータベースとその構成に対応するために、基盤に対

する変更が必要となる可能性に注意が重要ですが、既存のデータにすぐにアクセスできるようにし

てください。表 10-2 に HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris で対応する一般的なデータベースを示しま

す。 

表 10-2. 対応するデータベース 

データベース 

HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 

PA-RISC ITANIUM SPARC X86 

Oracle Database 11g Release 2     

Oracle Database 11g Release 1     

Oracle Database 10g Release 2     

MySQL Database 5.6     

MySQL Database 5.5     

MySQL Database 5.1     

MySQL Database 5.0     

Sybase IQ Enterprise Edition 15.3     

Sybase IQ Enterprise Edition 15.2     

Sybase IQ Enterprise Edition 15.1     

PostgreSQL Database     

HP-UX と Oracle Solaris でサポートされるデータベースは類似性が高いですが、片方のプラット

フォームからもう一方へ単にデータベースを移動する場合もデータ変換が必要になる可能性があり

ます。両方の環境で同じデータベースベンダーの場合は、HP-UX で実行するデータベースを標準化

されたファイル形式にエクスポートして、Oracle Solaris 上の新しいデータベースにインポートする

だけの、簡単な作業かもしれません。しかし、移植する際にデータベースベンダーも変更する場合

は、大規模なデータ変換が必要になる可能性があります。 

データベースの変換は通常は移植作業全体の非常に大きな部分を占めるので、これらに対処するた

めに特別なユーティリティーが多数作成されています。これらのプログラムは、ETL (Extract, 

Transform, and Load、抽出、変換、およびロード) ユーティリティーと呼ばれ、さまざまな形式を扱

い、RDBMS (リレーショナルデータベース管理システム) の SQL に変換します。ほとんどの RDBMS 

は SQL や標準交換形式をそれらのデータストレージ形式に変換するためのユーティリティーの基

本的なセットを提供します。 
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第 11 章 仮想化 

Oracle Solaris に含まれている組み込みのサーバーとネットワーク仮想化テクノロジーを使用して、

開発者は開発、テスト、環境の配備を簡単に実行することができます。 

サーバーの仮想化 

サーバー仮想化のテクノロジーは、アプリケーションの管理境界や資源の境界を容易に作成するこ

とができます。このアプローチによってアプリケーションのパフォーマンスは改善され、セキュリ

ティが強化されるため、インストール済みの事前構成されたエンタープライズソフトウェアの仮想

マシンイメージの配布ができるようになり、迅速なアプリケーション供給が可能になります。同じ

ニーズの環境が 2 つあることは稀なことから、オラクルのサーバー仮想化テクノロジーによって多

様な遮断レベル、リソース粒度、柔軟性がもたらされ、開発と配備環境ごとの課題に取り組むため

に単独で利用することも同時に利用することもできます。 

動的ドメイン 

HP nPars で遮断を最大にしている開発者は、動的ドメインで提供されるハードパーティション機能

を利用できます。オラクルの SPARC Enterprise M-Series サーバーで提供される動的ドメインテクノ

ロジーは、最大のワークロードを引き出すために、シングルシステムを複数の電子的に遮断された

パーティションに分割する機能を提供します。各ドメインは OS のバージョンが違う場合でも専用

ハードウェア上で Oracle Solaris 自身のインスタンスを実行します。ハイパフォーマンスのシステム、

ネットワーク、I/O アーキテクチャはオーバーヘッドを排除し、アプリケーションが従来どおりの

パフォーマンスで実行できるようにします。ハードウェアおよびソフトウェア障害はドメイン内に

とどまり、可用性を向上させるとともに、複数のアプリケーションを同時に実行するための信頼性

の高いセキュアなプラットフォームを提供します。これらのハードパーティションは、サーバーや 

OS を停止することなく実行中のドメインからの物理的なシステムボードの挿入と取り外しにも対

応しています。 

Oracle VM Server for SPARC 

開発の配備、テスト、または本稼働環境として HP-UX 上で HP vPars を使用してきたエンタープラ

イズ開発者は、Oracle VM Server for SPARC (旧 Sun Logical Domains) を使用すれば似たような手順で

パーティション分割と遮断を行うことができます。チップマルチスレッディングテクノロジーを持

つオラクルサーバー専用に作られた Oracle VM Server for SPARC は、独立したオペレーティングシ

ステムインスタンスを実行する完全な仮想マシンを提供し、仮想化された広範囲のデバイスで構成

されます。サーバー上のチップ内に常駐するハイパーバイザは緊密にハードウェアに統合されてお

り、仮想マシンがその下にあるシステムの技術的な利点を生かして、特に発生しやすいソフトウェ

アベースのソリューションに関連したオーバーヘッドを減らします。 

Oracle VM Server for SPARC は優れた機能性と可用性を開発者に提供します: 

 HP vPars は、システムにつき 8 パーティションまでという制限があります。Oracle VM Server for 

SPARC の場合はシングルサーバー上で 128 ドメインまで対応できます。 

 HP vPars はアドオンネットワーキングデバイス、または暗号化デバイスのパーティション、共

有、抽象化が許されていません。Oracle VM Server for SPARC は仮想化された CPU、メモリ、ス

トレージ、I/O、コンソール、暗号化デバイス、 冗長 I/O パスに対応しているため、プラット

フォームリソースを最大限に利用することができます。 

Oracle Solaris ゾーン 
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HP-UX Containers (旧 HP-UX Secure Resource Partitions) を使い慣れている開発者は、Oracle Solaris 

ゾーンを使用して類似したサーバー仮想化機能を利用することができます。OS に組み込まれた 

Oracle Solaris ゾーンは、柔軟なソフトウェア定義の境界機能を使用して、個々のアプリケーション

用にセキュアな遮断された実行時環境をプロビジョニングします。すべてのゾーンは単一の OS の

カーネル以下で動作し、統合サーバー内で管理する OS のインスタンス数を増加させることなく、

権限と資源のきめ細かい制御を可能にします。CPU、物理メモリ、ネットワーク帯域幅などのコン

ピュータ資源は、一時的に単一のアプリケーション用に使われますが、アプリケーションの移動を

することも Oracle Solaris ゾーンが常駐するシステムと動的ドメイン、あるいは論理ドメインを再起

動させたりすることもなく、即座にほかのアプリケーションと共有されます。 

Oracle Solaris 11 では Oracle Solaris ゾーンに次の新機能が追加されています: 

 簡素化された統合機能。Oracle Solaris 11 のプリフライトチェッカ zonep2vchk(1M) は、開発者が

物理サーバーから仮想サーバーへ移行する際に影響する可能性のある識別子を特定する作業を

容易にし、ターゲットゾーンに対してゾーン構成出力を作成します。 

 Oracle Solaris 10 ブランドゾーン。Oracle Solaris 10 ゾーンは Oracle Solaris 10 環境を Oracle 

Solaris 11 上に実現します。開発者はこの機能を使用して古い Oracle Solaris 10 アプリケーション

を Oracle Solaris 11 プラットフォーム上で実行したり、テストしたりすることができます。 

 読み取り専用ルート。Oracle Solaris ゾーンは、環境とアプリケーションを変更されないようにす

るために、読み取り専用ルートまたは不変のゾーンとして構成することができます。読み取り専

用ゾーンでは、非グローバルゾーン用の構成は読み取り専用ルートファイルシステムとして実装

されて保存されます。このゾーンは実行時環境に制限を加えることで、セキュリティ保護された

実行時境界として拡張することができます。特定のメンテナンスオペレーションで実行されない

限り、システムバイナリやシステム構成の修正はブロックされます。 

重要な注意: Oracle Solaris ゾーンは Oracle Solaris 10 など以前のバージョンの OS では Oracle Solaris コ

ンテナと呼ばれていました。このマニュアルでは Oracle Solaris 11 の命名規則を使用しています。 

開発環境での Oracle Solaris ゾーンの使用 

開発者は仮想化環境を 1 つのマシンから別のマシンに移行するために Oracle Solaris ゾーンを使用

することができます。開発、テスト、本稼動システムの業務に携わる R&D 組織を考えてみた場合、

アプリケーションは、ビルド、テスト、配備の一連の作業によって適時移動可能でなければなりま

せん。Oracle Solaris ゾーンを使用すると、アプリケーションは遮断された環境で開発が可能で、テ

スト用のシステムに移動する場合はパッケージにすることができます。共有されたストレージは移

行をすばやく実行することができるため、アプリケーションを複製しておく必要はありません。テ

ストが終了すれば、アプリケーションは本稼動システムに瞬時に移動することが可能です (図 11-1)。

これらの機能により、組織はアプリケーションの迅速なロールアウトを最小限のダウン時間で行う

ことができ、必要に応じて開発とテスト用システムを自動的にロールバックできます。 

Oracle Solaris には移行プロセスを補佐するいくつかのツールが含まれています。 

 zonep2vcheck。移行に影響しそうな問題を特定するツールです。ターゲットゾーンにゾーン構成

出力を作成します。 

 物理から仮想 (P2V)、仮想から仮想 (V2V) 移行のためのツール。Oracle Solaris には既存の物理

または仮想システムをアーカイブし、ターゲットシステム上のゾーンに内容を移動するツールが

含まれています。 
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図 11-1. システム間で移動が可能な Oracle Solaris ゾーン。 

開発者や品質管理に携わるグループは、異なる OS やパッチレベルでアプリケーションを実行する

ために Oracle Solaris ゾーンを使用することができます。Oracle Solaris ゾーンを使用することで、開

発者は Oracle Solaris 11 が稼働するシングルサーバー上で複数の環境を実行することができます。こ

のシナリオでは、サーバーは別々の領域に分割され、それぞれの領域で同時に同じシステム上で実

行される分離されたアプリケーション実行環境の OS が稼働しています (図 11-2)。各ゾーンは指定

された OS レベルの機能と、任意のアプリケーションソフトウェアの機能を提供します。異なる

バージョンまたは異なるパッチレベルの OS をシステム上でホストすることができるため、開発者

は個別のテストケースにそれぞれ物理サーバーを構成することなく、複数の環境でアプリケーショ

ンをテストすることができるようになります。 

 

図 11-2. アプリケーションのテストを容易にするために、異なる OS とパッチレベルに対応する Oracle Solaris ゾーン。 
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重要な注意: Oracle Solaris 10 は Oracle Solaris 8、Oracle Solaris 9、Linux ブランドゾーンに対応していまし

たが、これらのオペレーティング環境は Oracle Solaris 11 の Oracle Solaris ゾーンでは対応していませ

ん。 

Oracle Solaris ゾーンで作業する場合のベストプラクティス 

多くの Oracle Solaris システム配備には Oracle Solaris ゾーンが使用されています。実行時の問題を

回避するために役立つ事項について次に示します。 

 ルートユーザーでプログラムを実行しない。ルートアクセスは不必要な特権をアプリケーション

に与え、望まない状態に陥る場合があります。また、Oracle Solaris 11 ではルートユーザーとい

う概念はなくなり、指定され制限された特権だけが与えられるルート役割に移行されていますの

で注意してください。 

 アプリケーションに必要となる特権の確認。ソフトウェアがもともとルートアクセスの必要な機

能を持つ場合、必要となる Oracle Solaris 特権を確認してください。通常これらの特権はルート

ではないユーザーに許可されるか、ゾーンに委任されます。 

 ブート時にデバイスドライバとカーネルモジュールをインストールする。デバイスドライバと

カーネルモジュールはゾーンからインストールすることはできません。ソフトウェアコンポーネ

ントは、システムのブート時およびゾーンがブートされる前に、デバイスドライバまたはカーネ

ルモジュールのインストールを実行する必要があります。 

 カーネルメモリを読み込むためのライブラリ呼び出しの使用。ゾーンで実行中のプロセスは OS 

のカーネルメモリを直接読み取ることはできません。カーネルの安全のために、包括的なライブ

ラリとシステム呼び出しのセットが用意されています。 

 デバイスへの直接アクセスに対する注意。Oracle Solaris ゾーンは、一般的にデバイスへの直接ア

クセスを行いませんが、そのようなアクセスを割り当てることもできます。デバイスへの直接ア

クセスが必要なアプリケーションの場合、ユーザーや管理者が適切なアクセス許可を設定できる

ように、その旨を製品ドキュメントで説明するようにしてください。 

ネットワーク仮想化 

Oracle Solaris 11 には、一般的な目的の OS 用にネットワーク仮想化ツールの包括的なセットが含ま

れています。この機能によって、開発者は 1 つの Oracle Solaris 11 インスタンスにルーティングさ

れた既存のネットワークを再配備することができ、別々のコンピュータに設定された遮断の状態も

維持しつつ、帯域幅と待ち時間を大幅に改善します。通常であればコンポーネントが含まれるソフ

トウェアパッケージが別々のシステムにインストールされるところを、1 つのシステム上の別の

ゾーンに配備することができるため、全体のパフォーマンスが向上します。 

ネットワーク仮想化は、Oracle Solaris 11 の基本的な新機能のうちの 1 つです。組み込みの、遅延な

しのネットワーク仮想化を追加することで、Oracle Solaris ゾーンを使った仮想化を実現します。  

 Oracle Solaris ゾーン用の自動 VNIC 作成。開発者が持つネットワーク構成の要求は、一般的に

単純なものです。自動 VNIC 作成は、排他的 IP 非グローバルゾーン用に自動的に一時的な仮

想ネットワークインタフェースコントローラー (VNIC) を作成します。ゾーンのブート時に 

VNIC は作成され、ゾーンが停止したときに削除されます。このため、開発者はネットワーク構

成やトポロジについて詳しく知る必要はありません。 

 ネットワーク帯域幅の最適化。帯域幅の利用率を最大にするために、物理 NIC 上に複数の VNIC 

を作成することができます。VNIC、仮想スイッチ、仮想相互接続、仮想 LAN、仮想ルーティン

グ、仮想ファイアウォールの基本構成単位を使用して、高帯域幅の物理ネットワーク接続のネッ

トワーク利用率を向上させるために分配したり、ピークの要求に備えるために集合させたりする

ことができます。 
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 シングルルート I/O 仮想化。企業がより高い統合比率、エンタープライズアプリケーションの

仮想化、ソフトウェアエミュレートされた I/O を推進するにしたがって、必要となるものは限

定されていきます。データベースや技術的な I/O インテンシブアプリケーション、コンピュー

トインテンシブなアプリケーションの仮想化の要求、また、完全に仮想化されたデータセンター

への移行の要求を満たすには、ネイティブなパフォーマンスを実施可能で、スループットを増加

させ、柔軟性のある I/O アーキテクチャが必要になります。Oracle Solaris 11 は、シングルルー

ト I/O 仮想化 (SR-IOV) フレームワークをサポートしています。このフレームワークは、ハー

ドウェア、ソフトウェアを問わず仮想マシン間で効率的な PCIe デバイス共有を可能にするため

の PCI Express (PCIe) 仕様の拡張を定義しています。 

HP-UX と Oracle Solaris 仮想化比較のまとめ 

表 11-1 に HP-UX と Oracle Solaris 仮想化テクノロジーの主な違いについてまとめます。 

表 11-1. HP-UX と ORACLE SOLARIS 仮想化テクノロジーの比較のまとめ  

仮想化テクノロジー 

形式 HP-UX ORACLE SOLARIS 

ハードパーティション 

 

 HP nPars  動的ドメイン 

(オラクルの SPARC エンタープライズ M-Seriesシステムで利用可能) 

 システム毎に最大 24 ドメイン 

仮想マシン  HP vPars  Oracle VM Server for x86 

 Oracle VM VirtualBox 

 Oracle VM Server for SPARC 

(SPARC T-Series プロセッサのオラクルサーバーで利用可能) 

オペレーティングシステムの仮想化  HP-UX Containers  Oracle Solaris ゾーン 

ホストオペレーティングシステム 

 HP-UX ORACLE SOLARIS 

OS NPARS VPARS HP-UX 

コンテナ 

動的ドメイン ORACLE 

VM 

SERVER 

FOR 

X86 

ORACLE 

VM 

SERVER 

FOR 

SPARC  

ORACLE 

VM 

VIRTUAL 

BOX 

ORACLE 

SOLARIS 

ゾーン 

Oracle Solaris 11 —        

Oracle Solaris 10 —        

Oracle Enterprise 

Linux 

—        

Linux —        

Mac OS X —        

Windows —        

ゲストオペレーティングシステム 

Oracle Solaris 11 —        

Oracle Solaris 10 —        

Windows         

Linux         

Mac OS X —   — — —å  — 

そのほかの機能 

電子的遮断  — —  — — — — 

リソース 

管理 

        

動的 

再構成  

 — —  —  — — 

高可用性 HP 

Serviceguard 

HP 

Serviceguard 

HP 

Serviceguard 

Oracle 

Solaris 

Cluster 

Oracle VM 

Manager 

HA 

Oracle 

Solaris 

Cluster 

 Oracle 

Solaris 

Cluster 
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表 11-1. HP-UX と ORACLE SOLARIS 仮想化テクノロジーの比較のまとめ  

共有 SAN、 

iSCSI、NAS  

ストレージ 

        

高速 

配備のための 

テンプレート 

 

— — — —     

P2V 移行 —   —   —  

V2V 移行 —   —   —  
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第 12 章 クラスタ化 

HP サーバー上の HP-UX 11i v3 から Oracle サーバー上の Oracle Solaris にデータセンターを移行

する場合、高可用性アプリケーションとサービスで作業を行なっている開発者は、HP Serviceguard を

別のクラスタ化テクノロジーに置き換える必要があります。オラクルは Oracle Real Application 

Clusters と Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを提供します。 

Oracle Real Applications Cluster 

データベース環境は、共有キャッシュアーキテクチャーのクラスタデータベースである、Oracle Real 

Application Clusters (RAC) の利点を活かすことができ、従来の非共有でディスクを共有するアプロー

チの制約を解消します。サーバープールによる単一データベースを透過的に配備することで、Oracle 

RAC はハードウェア障害に耐障害性を実現したり、計画的な機能停止を実行します。サーバープー

ルは必要に応じて規模を拡大することができ、Oracle Clusterware と組み合わせた場合、プールが対

応する最大 100 個のサーバーまで拡大できます。 

High Availability API を使用すると、開発者は必要な場合にデータベースアプリケーションを監視、

再配置、再起動できるプラットフォームにアプリケーションを統合できます。 

Oracle Solaris Cluster 

Oracle Solaris Cluster  が Oracle Solaris に統合化されると、負荷分散や自動障害検出、基幹業務のア

プリケーションを維持するためのフェイルオーバーを実現でき、従来の環境や仮想化環境で高可用

性を使用できます。HP Serviceguard 環境から Oracle Solaris Cluster 環境にアプリケーションを移行す

る場合は、アプリケーションの障害に対して実行する必要のある、アクションを指定するエージェ

ントを作成します。アプリケーションのソースコードは修正する必要がありません。HP Serviceguard 

から Oracle Solaris Cluster に移行することによって継続的に拡張可能で柔軟なビジネスソリュー

ションになり、小規模でローカルなクラスタや大規模で拡張されたクラスタにも適合し、企業の障

害回復戦略の一部とすることができます。 

概要 

簡単に言うと、Oracle Solaris Cluster は、アプリケーションスタック、ミドルウェア、OS、サーバー、

ストレージ、ネットワーク間接続などのクラスタコンポーネントの健全性を監視します。どの障害

にもポリシーベースでアプリケーション固有の回復アクションを実行します。これは、冗長な基盤

とインテリジェントなソフトウェアアルゴリズムによって可能になります。 

物理的には Oracle Solaris Cluster システムは 2 つ以上のサーバーで構成され、単一エンティティー

として連携して協調的にアプリケーションやシステムリソース、また、データをユーザーに提供し

ます (図 12-1)。それぞれのサーバーはいくつかのレベルの冗長性を実現します。データは高可用性

冗長ディスクシステムに格納され、ミラー化されている場合もあり、単一のディスクやストレージ

サブシステムで割込みサービスが起きた場合のデータアクセスに対応します。冗長な接続はディス

クシステムに提供されるので、サーバーやコントローラやケーブルの障害時にデータは分離されま

せん。高速で冗長なプライベート接続はサーバーセットの全体のリソースへのアクセスを実現しま

す。パブリックネットワークへの冗長な接続も、外部システムへの接続に対して複数の経路を各ノー

ドに提供し、ネットワーク接続やノードの障害時に継続的なアクセスを保証できます。 
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図 12-1. Oracle Solaris Cluster は複数のサーバーとストレージシステムが単一システムの役割を果たすことができる。 

一つのハードウェア、ソフトウェア、ストレージ、またはネットワーク障害がクラスタに障害を起

こす原因になる可能性はありません。サービスに障害が発生するのを、ハードウェアの冗長性、ハー

ドウェアとソフトウェアの障害検出、サービスの自動回復、アプリケーションのフェイルオーバー

によって防止します。さらに、単一の管理表示画面により、クラスタ全体を単一エンティティーと

して管理でき、エラーのリスクを削減します。 

Oracle Solaris Cluster は障害が発生しているクラスタノードの検出、分離、抑制を行う機能もありま

す。これは、ロバストでカーネルベースのメンバーシップモニターを使用して実現します。クラス

タの各ノードは下層 DLPI (Data Link Provider Interface) に毎秒 1 パケット (ハートビート) をプラ

イベートネットワークごとのそれぞれの接続先に送出します。これらのパケットはカーネルの割込

みコンテキストで送出され、システムの負荷のピーク時に大きな耐障害性をもたらします。2 つの

ノード間のネットワークや経路は、ハートビートメッセージがタイムアウト期間に特定の経路で

ノード間の往復を完了しない場合にのみ、システムがダウンしたと判断します。 

ネットワークの可用性 

Oracle Solaris Cluster は、ローカルの障害を監視して、障害が発生したネットワークアダプタをもう

一つのものに自動的にフェイルオーバーするために、パブリックネットワークインタフェースとし

て Oracle Solaris IP ネットワークマルチパス機能 (IP network multipathing、IPMP) を活用します。IP 

ネットワークマルチパス機能は、サーバーが同じサブネットに接続される複数のネットワークポー

トを持つことができるようにします。まず初めに、IP ネットワークマルチパス機能ソフトウェアは、

ネットワークアダプタの障害を検出したり修復したりすることによって、ネットワークアダプタの

障害に耐障害性を実現します。ソフトウェアは同時にネットワークアドレスを代替えのアダプタに

切り替えたりまた元に戻したりします。複数のネットワークアダプタが機能している場合は、IP 

ネットワークマルチパス機能は、複数のアダプタ全体でアウトバウンドパケットを展開させること

によってデータのスループットを増加させます。 

拡張可能なデータサービスのために、要求はラウンドロビンの負荷分散スキームを通して、分散さ

れた負荷分散のために、クラスタ内で実行する分散型アプリケーションのさまざまなインスタンス

に対して行われます。拡張可能なデータサービスは、Oracle Solaris Cluster の負荷分散サービスと組

み合わせて、IPsec サービスを使用してさらにセキュリティ保護されることができます。 
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データの完全性 

クラスタノードはデータとリソースを共有します。そのため Oracle Solaris Cluster は、クラスタが、

データへの継続的なアクセスや修正を行う別々のアクティブなパーティションに分割されることが

ないように機能します。HP Serviceguard と同様に、Oracle Solaris Cluster はデータの完全性を保護す

るための保護手法と定足数を適用します。障害が起きているノードはクラスタから分離し、クラス

タ化されたデータにアクセスできないようにします。保護プロトコルはストレージデバイスごとに

選択できます。 

プライベートインターコネクト全体の経路が障害を起こしクラスタが複数のパーティションに分割

されるようなより複雑な状況では、Oracle Solaris Cluster は定足数機構を使用してクラスタを再作成

してパーティションの問題やスピリットブレインシンドロームを解決したり、データの整合性を保

護します。定足数も、データ破損につながる可能性のある、期限切れの構成情報の使用を検出した

り拒否することによって、障害を防ぎます。その定足数は、定足数のディスクベースでソフトウェ

アソリューションを使用可能にすることによって、ストレージとシステムのトポロジに合わせて調

整することができます。定足数デバイスプロトコルでは、定足数デバイスとして大容量 2T バイト

ディスクドライバ、SATA、フラッシュのような異なる種類のディスクを使用することができます。

すべての定足数デバイスは、可用性を向上させるために継続的に監視されます。 

主要なコンポーネント 

Oracle Solaris Cluster は次の主要なコンポーネントで構成されています。 

 高可用性フレームワーク。このフレームワークはノードの障害をすぐに検出してクラスタの別

のノードのリソースをアクティブにします。またクラスタメンバーシップモニター、一貫性のあ

るメンバーシップ表示画面を強化し、クラスタのパーティション分割を処理し、すべてのクラス

タメンバー間の完全な接続を維持することができるように、クラスタインターコネクトを介した

メッセージの交換を行うアルゴリズムとエージェントの分散セットも持っています。ノード間

メッセージの配信と応答は、配信に失敗した場合のアカウント、ノードのメンバーシップ、ソフ

トウェアのバージョン (順次アップグレードのために提供する) からなる、不可分的な方法で処

理されます。 

 フェイルオーバー、拡張可能、クラスタを認識するエージェント。フェイルオーバーを実行す

る拡張可能なエージェントは、Oracle または Oracle 以外のアプリケーションに対応して Oracle 

Solaris Cluster の機能の利点をすべて活用するソフトウェアプログラムです。クラスタを認識す

るアプリケーションは、Oracle Real Application Clusters (RAC) ソフトウェアなどの Oracle Solaris 

Cluster システムの具体的な知識があります。 

 高可用性プライベートインターコネクト。複数の種類のインターコネクトテクノロジーは、

Oracle Solaris Cluster が対応して、クラスタノード間のプライベート通信チャネルを設定します。

複数のインターコネクトへの対応は、高可用性を保証してプライベートノード間通信のパフォー

マンスを向上することができます。ハートビートはクラスタノードをプライベートインターコネ

クトを介して監視します。サーバーがオフラインになってそのハートビートを中止すると、それ

は分離されます。アプリケーションとデータはすばやく、かつユーザーに対して透過的に、別の

サーバーにフェイルオーバーされます。 
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重要な機能 

Oracle Solaris Cluster は Oracle Solaris を拡張して、ホストされるアプリケーションの向上された可用

性を実現します。Oracle Solaris の高度な機能を使用して、Oracle Solaris Cluster は次のような機能を

提供します。 

 柔軟な構成。HP Serviceguard が N+1 個のクラスタに対応すると、Oracle Solaris Cluster は柔軟な

トポロジで、ペア、ペア+N、Nx1、NxN 個に対応します。 

 グローバルデバイス、ファイル、ネットワーキング。すべてのグローバルデバイス、ファイル、

ネットワークインタフェースはローカルリソースとして見なすことができます。クラスタノード

はクラスタ内で別のノードに接続されるデバイスにアクセスしたり利用したりできます。これら

の機能は、リソースの可用性を向上したり管理を単純化します。 

 仮想化対応。Oracle Solaris Cluster は、統合化の取り組みに対処する柔軟な構成のために、オラク

ルの仮想化ポートフォリオ – Oracle Solaris Containers、Oracle VM Server for SPARC、Dynamic 

Domains (オラクルの SPARC Enterprise M-Series サーバーで使用可能) - に対応します。アプリ

ケーションは仮想化環境で修正せずに実行できます。 

 柔軟なストレージ対応。Oracle Solaris Cluster の配備は、オラクルやそのほかのベンダーのファイ

バチャネル、SCSI、iSCSI、NAS ストレージなどのストレージソリューションなどの広範囲のス

トレージテクノロジーを活かすことができます。Oracle Solaris ZFS などのさまざまなファイルシ

ステムとボリュームマネージャーへの対応は、データの移行プロセスを簡単にします。 

 Oracle RAC 10g と 11g の統合と管理。自動化されたインストールとウィザードによる構成は、

Oracle Solaris Cluster と Oracle RAC のセットアップを高速で行うことができます。Oracle RAC の

統合化の特別な点は、改善された協調と単純化された管理を可能にすることです。 

 キャンパスクラスタと地域クラスタ。Oracle Solaris Cluster は、複数サイトの障害回復に対応する

ために、構内や大都市圏 (キャンパスクラスタ) 全域や、長距離にわたる領域 (地域クラスタ) の

クラスタの作成に対応します。 

Oracle Solaris Cluster 用エージェントを作成する 

HP Serviceguard では開発者がアプリケーション用スクリプトを書く必要がありますが、Oracle Solaris 

Cluster はデータサービスの作成を自動化するエージェントビルダーツールも持っています。開発者

は拡張可能か処理を継続されるエージェントが必要かどうか、サービスがネットワークを認識する

かどうか、アプリケーションの開始と停止に使用するコマンドがあるかどうかなど、作成されるア

プリケーションとデータサービスについての情報とともにエージェントビルダーを提供します。

エージェントビルダーは、ソースコードと実行可能なコード (C シェルまたは Korn シェル) など

のデータサービス、カスタマイズされたリソースタイプ登録 (RTR、Resource Type Registration) ファ

イル、配布用の Oracle Solaris パッケージを生成します。 

エージェントビルダーはほとんどのエンタープライズアプリケーション用の完全なデータサービス

を生成するために使用でき、開発者の一部分にわずかな変更しか必要ありません。追加のプロパ

ティーに妥当性検証を要する、より高性能な要件を持つアプリケーションを作成する開発者は、エー

ジェントビルダーを使用してほとんどのコードを生成して、手動で追加することができます。最低

限、エージェントビルダーで Oracle Solaris の最終的なインストール用パッケージを生成できます。

エージェントビルダーを使用するための詳細は、『Oracle Solaris Cluster Data Services Developer’s Guide』を参

照してください。 
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HP Serviceguard と Oracle Solaris Cluster の相違点 

表 12-1 に HP Serviceguard と Oracle Solaris Cluster の主な相違点をまとめます。 

表 12-1. HP Serviceguard と Oracle Solaris Cluster の比較のまとめ 

項目 HP SERVICEGUARD ORACLE SOLARIS CLUSTER 

構成  2 - 16 ノード 

 アクティブ/アクティブ、アクティブ/スタンバイ、

ローリング スタンバイ 

 N+1 

 2 - 16 ノード (SPARC)、2 - 8 (x86) 

 アクティブ/アクティブ、アクティブ/スタンバイ、ロー

リング スタンバイ 

 ペア、ペア+N、N*1、N*N 

インターコネクト  Ethernet、Fast Ethernet、ギガビット Ethernet 

 FDDI、トークンリング、 HyperFabric2、シリア

ル 

 Ethernet、Fast Ethernet、ギガビット Ethernet 

 10 ギガビット Ethernet、InfiniBand 

ネットワーキングプロトコル  IPv4、IPv6、RDS  IPMP、中継 (trunking)、ジャンボフレーム、VLAN 

 IPv4、IPv6、SCTP、RDS 

Disk 保護  VxFS を使用している場合のみ  有 

ファイルシステム  Veritas VxFS  ルート: UFS、ZFS、Veritas VxFS 

 フェイルオーバー: UFS、ZFS、QFS、NFS、VxFS 

 クラスタ: PxFS、Oracle Automatic Storage 

Management Cluster File System (ACFS)、QFS 

ボリューム管理  Veritas Volume Manager 

 HP-UX Logical Volume Manager 

 Oracle Solaris ボリュームマネージャー 

 Veritas Volume Manager 

 Oracle Automatic Storage Management 

 Oracle Solaris ZFS 

仮想化対応  vPars  Oracle Solaris Containers 

 Oracle VM Server 

 動的ドメイン (対応するシステムで) 

監視  システム (ハートビート) 

 ネットワーク 

 アプリケーション 

 システム (ハートビート) 

 ネットワーク 

 アプリケーション 

 定足数 

 ディスクパス 

 ストレージリソース 

ワークロード管理  有  有 

クラスタ管理  HP Event Monitoring Service 

 HP Serviceguard Manager 

 Web ベース GUI 

 構成ウィザード 

 オブジェクト指向コマンド行インタフェース 

 Oracle Enterprise Manager Ops Center との統合 

 SMF との統合 
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エージェント  HP Serviceguard Extension for RAC 

 HP Serviceguard Extension for SAP R/3 

 IBM DB2 

 Informix 

 NFS 

 Oracle Database 

 Oracle RAC 

 Sybase 

 Oracle Application Server 

 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

 Oracle Communications Calendar Server 

 Oracle Communications Instant Messaging Server 

 Oracle Communications Messaging Exchange Server 

 Oracle E-Business Suite 

 Oracle Grid Engine Sun Service Provisioning System 

 Oracle iPlanet Web Server 

 Oracle iPlanet Web Proxy Server 

 Oracle Solaris Containers (HA Agent) 

 Oracle VM Server for SPARC (HA Agent) 

 Oracle Database 

 Oracle Grid Engine 

 Oracle RAC 10g と 11g 

 Oracle WebLogic Server 

 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 

 Oracle TimesTen 

 Oracle PeopleSoft Enterprise 

 Oracle Siebel CRM 

 Agfa IMPAX 

 Apache プロキシサーバー (HA で拡張可能) 

 Apache Web サーバー (HA で拡張可能)  

 Apache Tomcat 

 DNS 

 DHCP 

 IBM WebSphere MQ 

 IBM WebSphere Message Broker 

 Informix Dynamic Server 

 Kerberos 

 MySQL、MySQL Cluster 

 NFS 

 PostgreSQL 

 Samba 

 SAP、SAP liveCache、SAP Enqueue Server 

 SAP SAPDB/Max DB 

 SWIFT Alliance Access、SWIFT Alliance Gateway 

 Sybase ASE 

 IBM DB2 (他社製品から使用可能) 

 Symantec Netbackup (他社製品から使用可能) 
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第 13 章 セキュリティ保護されたアプリケー

ションを構築する 

Oracle Solaris は高性能なネットワーク全体のセキュリティシステムを提供します。そのシステムは

ユーザーがファイルにアクセスし、システムのデータベースを保護し、システムのリソースを使用

する方法を制御します。統合化されたセキュリティサービスとアプリケーションから、機能強化さ

れた暗号化アルゴリズムやネットワーク保護のためのエンタープライズファイアウォールまで、

Oracle Solaris は各層で必要なセキュリティに対処することによって OS のセキュリティに高い基

準を設定します。認証、データの完全性、データの機密性、シングルサインオン機能などの、拡張

されたセキュリティ機能も使用可能で、情報の改ざん (タンパー)、スヌーピング、盗聴がデータや

関連するトランザクションを脅かさないようにします。 

 システムの強化。以前はオラクルの Trusted Solaris OS のみに含まれていたセキュリティ機能が 

Oracle Solaris で提供されるようになったので、セキュリティ保護された環境を追加設定なしで実

現します。システムをさらに強化し規模を縮小できるので、システムやアプリケーションが脅か

される可能性のあるリスクを削減することができます。少ないソフトウェアパッケージ、アク

ティブでないネットワーキング、最少数の実行中のサービス、機能強化されたセキュリティに

よって、縮小された構成をインストールすることができます。このような構成はインストール時

間を削減し、セキュリティ保護された構成単位をカスタマイズされた配備に提供します。Oracle 

Solaris 11 では、新しくセキュリティ保護されたデフォルト環境を作成することができます。こ

れらの環境では、ネットワークサービスはデフォルトで無効にされているか、または許可されて

いないアクセスの機会を制限するためにローカルシステムのコミュニケーションのために待機

のみに設定されています。 

 セキュリティリスクの削減。Oracle Solaris は役割に基づくアクセス制御 (Role-Based Access 

Control) とプロセス権管理 (Process Rights Management) を提供します。これらのテクノロジーは、

タスクを実行する必要のある最小の機能のみをユーザーとアプリケーションに付与することで、

セキュリティリスクを削減します。個別の特権が、効果的なセキュリティポリシーを作成し、悪

意のあるアクションの可能性を最小にし、データへのアクセスを制御し、規制上の要件の順守を

保証するために、システム上のどのプロセスにも付与する (または拒否する) ことができます。 

 データセキュリティポリシーの改善。Oracle Solaris のセキュリティ保護されたラベルテクノロ

ジーの任意の層、Oracle Solaris Trusted Extensions はデータセキュリティポリシーがデータ所有権

と分けられるようにします。データアクセスの多重ポリシーに対応する機能で、OS はベースと

なるハードウェアプラットフォームに対して既存のアプリケーションを修正せずに、企業が政府

の厳しい規制順守目標を達成させることができます。それはプラットフォームに、安全性の高い

のデスクトップ、データベースサーバー、ファイアウォール、通信ゲートウェイ、そして機密情

報やネットワークへのアクセスが厳しく制御されなければならないすべてのエンタープライズ

アプリケーションを配置することができます。 

Oracle Solaris 11 では、Trusted Extensions に 2 つの重要な機能拡張が追加されています。Oracle 

Solaris ZFS データセット上には明確な必須アクセス制御 (MAC) ポリシーのために、セキュリ

ティラベルを作成することができるようになりました。また、従来の信頼できるネットワーキン

グプロトコルはその下にあるネットワークがセキュリティ保護されていることを前提にしてい

るため、転送時にパケットヘッダを操作したり監視したりすることができませんでした。Oracle 

Solaris 11 ではラベル付き IPsec を導入しているため、応答性ラベルをネットワークトラフィッ

クに関連付けることができます。異なる応答性レベルのトラフィックは分離して配置することが

可能で、ラベル付きネットワークは信頼できないネットワークに取って代わることができます。 

 オンボード暗号方式の活用。UltraSPARC T1、T2、T2+ や SPARC T3 または T4 プロセッサを

使用する Oracle サーバーで提供される、オンチップ暗号化アクセラレーションは、追加のコプ

ロセッサカードや、特別なライセンス、ネットワーク機器、電力消費の激しいアドオンコンポー

ネントの必要性を解消します。これらのプロセッサの暗号化機能は、カーネルレベルとユーザー
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レベルのコンシューマに、ソフトウェアベースかハードウェアベースの暗号化機能を使用するこ

とができる、組込み型の Oracle Solaris 暗号化フレームワークを経由してアクセスすることがで

きます。 

開発者用セキュリティインタフェース 

Oracle Solaris は、企業の開発者がセキュリティテクノロジーを活かすことができるアプリケーショ

ン、ライブラリ、カーネルモジュールを書くために標準化されたプロトコルとインタフェースを提

供します。このモデルでは、セキュリティサービスを使用するアプリケーションや、ライブラリ、

カーネルモジュールがコンシューマに呼び出されます。セキュリティサービスをコンシューマに提

供するアプリケーションはプロバイダとプラグインです。Oracle Solaris はいくつかの公開セキュリ

ティインタフェースを提供します。 

特権と認証 

特権アプリケーションはシステム制御をオーバーライドして、固有のユーザー ID や、グループ ID、

認証、特権を検査することができます。2 つの要素が細粒度委譲を使用可能にします。特権はアプ

リケーションに付与することができる個別の権利です。正しい特権を使用すると、アプリケーショ

ンは、その特権がなければ OS によって禁止されるような操作を行うことができます。特権はカー

ネルレベルで実施されます。承認は、承認がなければセキュリティポリシーによって禁止されるア

クションのクラスを実行する許可を付与します。承認はユーザーレベルで実施されます。 

特権プログラミング・インタフェースを使用するには、priv.h ヘッダーファイルが必要です。付

録 D は特権を使用するために利用可能なインタフェースを一覧表示しています。 

特権アプリケーション開発のベストプラクティス 

以下は、特権エンタープライズアプリケーションの開発に役立つでしょう。 

 分離したシステムの使用。本番システム上で特権アプリケーションをデバッグすることは、ア

プリケーションが未完成の場合はセキュリティを脅かす可能性があります。 

 ID の事前設定。呼び出しプロセスは、その実効セットに、ユーザー ID やグループ ID、また

は追加グループ ID を変更するための proc_setid 特権がなければなりません。 

 特権ブラケッティングの使用。アプリケーションが特権を使用する場合、システムのセキュリ

ティポリシーは上書きされます。特権タスクはブラケットされ、機密情報が脅かされないように

慎重に制御されるようにしてください。 

 基本特権で開始。特権アプリケーションは最低限の操作に必要な基本的な特権セットで開始し

て、必要に応じて特権を追加したり減らしたりしてください。 

 シェルエスケープの回避。シェルエスケープの新しいプロセスは、親プロセスの継承可能なセッ

トの特権をすべて使用することができます。そのため、エンドユーザーはシェルエスケープに

よってトラストに違反する可能性があります。 

承認付きアプリケーションの開発手順 

承認は /etc/security/auth_attr ファイルに格納されています。承認を使用するアプリケー

ションを作成するために、次の手順に従います。 

 つ以上の適切な承認について、/etc/security/auth_attr ファイルをスキャンします。 

 chkauthattr(3SECDB) 関数を使用して、プログラムの開始時に必要な承認を検査します。 

 前の手順でアクセスが拒否された場合は、管理者にこのアプリケーションに必要な承認を知らせ
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ます。 

プラグイン可能認証モジュール 

プラグイン可能認証モジュール (Pluggable authentication modules、PAM) は、認証付きシステムエン

トリアプリケーションと関連するセキュリティサービスを管理アカウント、セッション、パスワー

ドに提供します。login、rlogin、telnet などのアプリケーションは PAM サービスの標準的

なコンシューマです。フレームワークは認証関連のアクティビティが発生する一律の方法を実現し

ます。このアプローチでは、アプリケーション開発者がポリシーのセマンティックスを知らなくて

も PAM サービスを使用できます。アルゴリズムは集中的に提供され、個々のアプリケーションで

独立して修正されることができます。 

PAM ライブラリ libpam(3LIB) は PAM アーキテクチャーの中心的な要素です。pam(3PAM) 

API をエクスポートし、アプリケーションが認証、アカウント管理、資格の設定、セッション管理、

パスワードの変更を呼び出すことができます。libpam ライブラリはマスター設定ファイル 

pam.conf(4) をインポートし、それぞれの使用可能なサービスの PAM モジュールの要件を指定

します。また、サービスプロバイダインタフェース  (Service Provider Interface、 SPI) の 

pam_sm(3PAM) をインポートし、サービスモジュールによってエクスポートされます。 

汎用セキュリティサービス・アプリケーション・プログラミング・インタフェース 

汎用セキュリティサービス・アプリケーション・プログラミング・インタフェース (Generic Security 

Service Application Programming Interface、GSS-API) は、アプリケーションが接続先アプリケーション

に送信するデータを保護することができます。接続先アプリケーション間のセキュリティ保護され

た通信のほか、認証、完全性、機密性保護サービスを提供し、一般にセキュリティ保護されたアプ

リケーションプロトコルの開発で使用されます。GSS-API を使用すると、開発者は汎用的にセキュ

リティに関してアプリケーションを記述できます。セキュリティ実装は、特定のプラットフォーム、

セキュリティ機構、保護の種類、またはトランスポートプロトコルに合わせて調整される必要はな

く、ネットワークデータ保護の詳細は回避されます。 

GSS-API は、データがアプリケーション間で渡されることができるセキュリティコンテキストを作

成します。これは 2 つのアプリケーション間の信頼性の状態です。コンテキストを共有するアプリ

ケーションはお互いに認識して、コンテキストが存続する間はデータ転送を許可できます。一般に

セキュリティサービスと呼ばれる保護の 1 つ以上の種類が転送されるデータに適用されます。追加

の GSS-API タスクは、データ変換、エラーチェック、ユーザー特権の委譲、情報の表示、アイデ

ンティティの比較を含みます。 

Simple Authentication and Security Layer 

セッションを保護するためのセキュリティ機構の動的ネゴシエーションを使用する高レベルであり

ネットワークベースのアプリケーション用に設計された Simple Authentication and Security Layer 

(SASL) フレームワークは、認証サービスと任意の完全性、接続ベースのプロトコルに対する機密性

サービスを提供します。エンタープライズアプリケーションと共有ライブラリの開発者は、認証、

データの完全性チェック、汎用 API による暗号化のための SASL 機構を活用できます。 

SASL は、SASL に対応する Internet Access Message Protocol (IMAP)、Simple Mail Transport Protocol 

(SMTP)、Application Configuration Access Protocol (ACAP)、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

を使用するアプリケーションに特に適しています。 

SASL ライブラリの libsasl は、適切に記述された SASL コンシューマアプリケーションが、シ

ステムで利用可能な SASL プラグインを使用できるようにするフレームワークです。サービスプロ

バイダインタフェース (SPI) は libsasl ライブラリにサービスを提供するプラグインに対して

提供されます。アプリケーションは API を介して libsasl と通信します。このライブラリはア

プリケーションが登録するコールバックによって追加情報を要求します。たとえば、libsasl ラ
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イブラリは認証を完了するためにコールバックを使用してアプリケーションから情報を取得します。

コンシューマアプリケーションはコールバックを使用して、構成データの検索パスを変更したり、

データを検証したり、デフォルトの動作を変更したりすることができます。さらに、サーバーはコー

ルバックを使用して認証ポリシーを変更したり、別のパスワード検証方式を提供したり、変更され

たパスワードの情報を取得することができます。表 13-1 ではクライアントとサーバーのアプリ

ケーションに使用可能なコールバックを一覧表示します。 

表 13-1. SASL のコールバック 

コールバック 説明 

クライアントとサーバーのアプリケーションに使用可能なコールバック 

SASL_CB_GETOPT SASL のオプションを取得する。 

SASL_CB_LOG ライブラリとそのプラグインにロギング機能を設定する。デフォルトの動作では syslog を使用す

る。 

SASL_CB_GETPATH プラグイン検索パスのコロン区切りのリストを取得する。 

SASL_CB_GETCONF サーバーの構成ディレクトリのパスを取得する。デフォルトのパスは /etc/sasl。 

SASL_CB_LANGUAGE 設定の順に、クライアントとサーバーのエラーメッセージとクライアントのプロンプトに対して、RFC 

1766 の言語コードのコンマ区切りのリストを指定する。デフォルトは i-default です。 

SASL_CB_VERIFYFILE 構成ファイルとプラグインファイルを検証する。 

クライアントアプリケーションのみに使用可能なコールバック 

SASL_CB_USER クライアントユーザー名 (承認 ID) を取得する。デフォルトは LOGNAME 環境変数です。 

SASL_CB_AUTHNAME クライアント認証名を取得する。 

SASL_CB_PASS クライアントのパスフレーズベースのシークレットを取得する。 

SASL_CB_ECHOPROMPT 指定されたチャレンジプロンプト (入力画面) の結果を取得する。クライアントからの入力をエコー 

(表示) できる。 

SASL_CB_NOECHOPROMPT 指定されたチャレンジプロンプト (入力画面) の結果を取得する。クライアントからの入力をエコー 

(表示) してはいけない。 

SASL_CB_GETREALM 認証に使用されるレルムを設定する。 

サーバーアプリケーションのみに使用可能なコールバック 

SASL_CB_PROXY_POLICY 認証されたユーザーが、指定されたユーザーの代理をするために認証されることをチェックする。 

SASL_CB_SERVER_USERDB_CHECKPASS 呼び出し元が提供するユーザーデータベースに対する平文パスワードを検証する。 

SASL_CB_SERVER_USERDB_SETPASS ユーザーデータベースに平文パスワードを格納する。 

SASL_CB_CANON_USER アプリケーションが提供するユーザー標準化関数を呼び出す。 
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Oracle Solaris 暗号化フレームワーク 

Oracle Solaris 暗号化フレームワークはカーネルレベルとユーザーレベルのコンシューマに暗号化

サービスのセットを提供します。RSA Security, Inc. が作成する公開鍵の暗号化標準 PKCS#11 を

ベースに、フレームワークは、カーネルベースとユーザーベースの両方の暗号化関数がソフトウェ

ア暗号化モジュールとシステムで構成されるハードウェアアクセラレータを簡単に使用することが

できる機構と API を提供します。フレームワークは、メッセージ暗号化とメッセージダイジェス

ト、メッセージ認証、電子署名などのさまざまなサービスを提供します。また暗号化サービスを利

用可能にする API や暗号化サービスを提供する SPI も提供します。Oracle Solaris 11 の新しい暗号

化の機能拡張は、連邦情報処理標準 (Federal Information Processing Standard) の FIPS 140-2 および 

ECC、NSA Suite B プロトコルの実装などに対応しており、厳格な政府標準に準拠しています。 

 ibpkcs11.so ライブラリ。フレームワークは RSA Security Inc. の PKCS#11 Cryptographic 

Token Interface (Cryptoki) を介して利用可能。アプリケーションは libpkcs11.so ライブラリ

にリンクしなければなりません。 

 pkcs11_softtoken.so 共有オブジェクト。この非公開の共有オブジェクトにはオラクルが提供する

ユーザーレベル暗号化機構が含まれます。 

 pkcs11_kernel.so 共有オブジェクト。この非公開の共有オブジェクトはカーネルレベルの暗号化

機構を利用可能にするために使用されます。カーネルのサービスプロバイダインタフェースにプ

ラグインされる暗号化サービス用の PKCS#11 ユーザーインタフェースを提供します。 

 プラグイン可能なインタフェース。プラグイン可能なインタフェースは、オラクルとそのほか

の企業の開発者が提供する PKCS #11 暗号化サービス用のサービスプロバイダインタフェース 

(SPI) です。プロバイダはユーザーレベルのライブラリで、ハードウェアやソフトウェアから利

用できる暗号化サービスを介して実装されています。 

 スケジューラとロードバランサ。OS のカーネルは、暗号化サービス要求を調整して使用したり、

負荷分散やディスパッチを行うソフトウェアを含みます。 

 カーネルプログラマインタフェース。カーネルレベルのコンシューマに暗号化サービスへのア

クセスを提供します。 

 サービスプロバイダインタフェース。カーネルレベル暗号化サービスのプロバイダが使用する

インタフェースで、ハードウェアまたはソフトウェアに実装されています。 

 ハードウェアとソフトウェアの暗号化プロバイダ。ソフトウェアアルゴリズム、ハードウェア

アクセラレータボード、またはオンチップ暗号化機能  (SPARC T3 プロセッサ搭載の Oracle 

サーバーのみ) を利用するカーネルレベル暗号化サービス。 

 カーネル暗号化フレームワークデーモン。暗号化操作のためにシステムリソースを管理する非

公開のデーモン。このデーモンは暗号化プロバイダの検証も行います。 

 モジュール検証ライブラリ。すべてのバイナリの完全性と信頼性を検証するために使用される

非公開のライブラリで、暗号化フレームワークがインポートします。 

 elfsign。他社の暗号化サービスプロバイダに提供されるユーティリティー。elfsign ユーティ

リティーはサンの証明書を要求するために使用される。また、プロバイダが実際にバイナリ、つ

まり Oracle Solaris 暗号化フレームワークにプラグインする elf オブジェクトに署名すること

も可能です。 

 cryptoadm。セキュリティポリシーにしたがって暗号化機構を無効にしたり有効にしたりする、

暗号化サービスを管理するためのユーザーレベルのコマンド。 
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Oracle Solaris 暗号化フレームワークを扱う際の重要事項 

一般に、ユーザーレベルのコンシューマ、ユーザーレベルのプロバイダ、カーネルレベルのコン

シューマ、カーネルレベルのプロバイダの 4 種類のアプリケーションが Oracle Solaris 暗号化フ

レームワークにプラグインできます。アプリケーションを作成する開発者は次の点について常に考

慮するようにしてください。 

 ユーザーレベルのコンシューマ。ユーザーレベルのコンシューマを開発する場合、必ず 

security/cryptoki.h ファイルをインクルードし、libpkcs11.so 共有オブジェクトをリンクするよう

にします。呼び出しはすべて PKCS#11 インタフェースを介して行うようにし、ライブラリが 

C_Finalize() 関数を呼び出してはいけません。 

 ユーザーレベルのプロバイダ。プロバイダをスタンドアロンに設計し、必要なシンボルをすべ

て含む共有オブジェクトに PKCS#11 Cryptoki 実装を作成します。データのクリーンアップ用に 

a_fini() ルーチンを提供するのが理想的です。完成したら証明書を取得してバイナリに 

elfsign を使用して署名し、配布用に共有オブジェクトのパッケージを作成します。 

 カーネルレベルのコンシューマ。カーネルレベルのコンシューマを開発する場合、

sys/crypto/common.h ファイルと sys.crypto/api.h ファイルをインクルードします。

呼び出しはすべてカーネルのプログラミング・インタフェースを介して行うようにします。 

 カーネルレベルのプロバイダ。カーネルレベルのコンシューマを開発する場合、

sys/crypto/common.h ファイルと sys.crypto/api.h ファイルをインクルードします。

必ず、登録、登録解除、状態提供に必要なルーチンをインポートし、カーネル暗号化フレームワー

クのエントリポイントと対応するアルゴリズムの説明を含むデータ構造体も提供するルーチン

をエクスポートするようにします。ロード可能なカーネルモジュールが作成されたら、証明書を

取得してバイナリに elfsign を使用して署名し、配布用にカーネルモジュールのパッケージを作

成します。 

付録 E に暗号化フレームワークが対応する PKCS#11 関数のリストを示します。 

Java API 

Java セキュリティテクノロジーはセキュリティのアルゴリズムや機構、プロトコルに一般的に使用

される API やツール、実装の大規模なセットを含みます。アプリケーションを作成するための包

括的なセキュリティフレームワークを提供するため、Java API では暗号化、公開鍵インフラストラ

クチャ、セキュリティ保護された通信、認証、アクセス制御を使用することができます。表 13-2 で

は重要な Java セキュリティ API を一覧表示します。 

表 13-2. 重要な Java セキュリティ API 

名前 説明 

Java Cryptography Architecture (JCA) Java の暗号化関数を利用可能にするフレームワーク 

Java Generic Security Services (Java GSS-API) Java バージョンの GSS-API インタフェース 

Java Secure Socket Extension (JSSE) Java バージョンのセキュリティ保護されたインターネット通信用 SSL と TSL 

プロトコル 

Java Public Key Infrastructure (Java PKI) Java バージョンの PKI インタフェース 

Java Simple Authentication and Security Layer (Java SASL) SASL 機構を利用するアプリケーションのためのクラスとインタフェース 

Java GSS-API GSS-API インタフェースの Java 実装 

セキュリティに関連する Java API の詳細は 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136007.html を参照してください。 
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Oracle Solaris 鍵管理フレームワーク 

PKI テクノロジーを採用するソリューションを設計する開発者は、OpenSSL、PKCS#11、NSS など

の PKI オブジェクトを格納するいくつかのキーストアシステムを利用することができます。それ

ぞれのキーストアは異なるプログラミング・インタフェースを提供し、PKI ポリシーは実施しませ

ん。Oracle Solaris 鍵管理フレームワークは公開鍵インフラストラクチャ (PKI) オブジェクトを管理

するツールとプログラミング・インタフェースを提供します。 

API 層は、開発者が使用するキーストアの種類を指定することができるようにし、プラグインモ

ジュールを提供します。Oracle Solaris 鍵管理フレームワーク用に書かれたアプリケーションには

キーストアシステムの制限はありません。システム規模のポリシーデータベースがアプリケーショ

ンに使用でき、アプリケーションがポリシーを表明し、その続きの操作がポリシーの制約にしたがっ

て動作することを保証します。ポリシー定義は、妥当性検証を実行する規則、鍵と拡張された鍵の

使用に対する要件、トラストアンカー定義、Online Certificate Status Protocol (OCSP) のパラメータ、

証明書失効リスト (Certificate Revocation List、CRL) DB の場所などのパラメータを含んでいます。 

Oracle Solaris 鍵管理フレームワークの詳細は、

http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-0547/getjm/index.html を参照してください。 
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第 14 章 国際化とローカリゼーション 

国際化とはソフトウェアを言語や地域が異なっても移植できるようにすることであり、これによっ

て別の場所で使用するために書き換える必要がありません。これは実行時のプログラムの動作を修

正するインタフェースを使用することで達成できます。ローカリゼーションは、ロケールと呼ばれ

る言語や地域に対応するオンライン情報を利用して、特定の言語や地域にソフトウェアを適応させ

ます。国際化されたソフトウェアは 1 つのロケールから別のロケールへ変更なしで移植することが

できます。HP-UX 11i v3 と同様に、Oracle Solaris は幅広い国際化とローカリゼーション対応を含み、

国際化ソフトウェアを作成するために必要な基盤とインタフェースを提供します。 

概要 

Oracle Solaris 国際化アーキテクチャーは、入力方式、文字セットのエンコーディング、コードセッ

ト変換、そのほかの基本的な言語サービスを処理する、柔軟でプラグイン可能な方法を提供します。

アプリケーションは、標準 API に従うだけで、入力方式がどのように動作するか、どのようなコー

ドセットコンバータを使用可能にする必要があるか知らなくても、複数の言語環境に配備できます。

コードセットに依存したグローバル化へのアプローチでは、各国語でも Unicode ロケールでも操作

が可能になります。言語の属性はカスタマイズすることができ、変換テーブルは必要に応じて変更

することができます。豊富なデータ変換のセットはさまざまなエンコーディングと他社の異なるプ

ラットフォームとの間での相互運用性を保証します。 

 ローカリゼーション関数と環境変数。HP-UX と OracleSolaris は、ロケールの概念、各国語環境

の明示的なモデルと定義を含みます。ロケールの概念は ANSI C 言語規格のライブラリ定義に

明示的に定義され、組み込まれています。HP と Oracle のコンパイラはこの規格に対応し、ロー

カリゼーション関数と環境変数の一貫性のあるセットを提供しているので、HP-UX から Oracle 

Solaris にアプリケーションを簡単に移行することができます。 

 Unicode 4.0 に完全対応。Oracle Solrais は Unicode 4.0 に対応します。タイ語やヒンディ語の対

応に必要な複雑なテキストレイアウト環境や、アラビア語やヘブライ語のような言語の双方向レ

イアウト環境など、言語とロケールに幅広く対応します。HP-UX 11i v3 は約 35 の言語と 183 の

ロケールに対応しますが、Oracle Solaris は 55 の言語と 345 のロケールに対応します。 

 コードセット非依存性。世界各国で、たとえば PC-Kanji を使用する日本、Big5 の台湾、GBK の

中華人民共和国などでは、非拡張 UNIX コード (non-Extended UNIX Code、non-EUC) コード

セットサポートに依存しています。この問題に対処するために、今のところアプリケーションの

移植性を最大に保つように、Oracle Solaris OS は EUC と 非 EUC コードセットサポートの両方

を利用可能にするコードセット非依存性 (Codeset Independence、CSI) フレームワークを提供しま

す。CSI フレームワークは、Oracle Solaris のライブラリとコマンドが特定のコードセットやエン

コーディング方法に依存しないようにします。コードセット非依存性によって、アプリケーショ

ンとプラットフォームソフトウェアの開発者が、ソースコードの UTF-8 などのエンコーディン

グの非依存性を保つことができ、またソースコードを修正せずに新しいエンコーディングを採用

する機能を提供します。HP-UX と Oracle Solaris が EUC と非 EUC コードセットに対応します

が、実装は異なる可能性があり、アプリケーションは 国際化への取組みに対応する Oracle Solaris 

CSI フレームワークへの移植の可能性があるかどうかわかりません。表 14-1 は CSI が使用可

能な Oracle Solaris のライブラリです。 

表 14-1. CSI が使用可能な Oracle Solaris のライブラリ 

csetcol() csetno() euclen() getwidth() 

csetlen() euccol() eucscol() wcsetno() 
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 国際化 API。Oracle Solaris は、複数バイト文字を使用する場合に、適切な文字境界の維持を把

握することができる複数バイト (ファイルコード) とワイド文字 (プロセスコード) 用の API 

を提供します。これらの API は、メッセージング関数、コード変換、正規表現、ワイド文字ク

ラス、ロケールクエリー、文字の分類と別の書記体系への書き直し、文字照合、通貨と日付と時

刻の形式などを含みます。 

 サービスベースの手法。ほかの UNIX プラットフォームと異なり、Oracle Solaris 10 はサービス

ベースの手法を使用して、クライアントシステムにかかわらず、グローバルネットワーク全体に

リモートから言語サービスを管理します。このクライアント非依存の手法で、クライアントアプ

リケーションを変更せずにシステムをアップグレードできます。 

エンコーディング方式 

HP-UX 11i v3 は 32 ビットと 64 ビット Intel® Itanium® プロセッサベースのプラットフォームで

実行するアプリケーションのほか、32 ビットと 64 ビット PA-RISC プラットフォーム上の共有

モードでコンパイルされたアプリケーション用に Unicode 5.0 に対応します。このほかの、以前の 

HP-UX リリース上でアーカイブモードでコンパイルされたアプリケーションはすべて Unicode 3.0 

を使用します。 

Oracle Solaris は Unicode 4.0 に対応します。Unicode は国際標準 ISO/IEC 10646-1:2000 と ISO/IEC 

10646-2:2001 に完全な互換性があり、ISO/IEC 10646 と同じ文字とエンコーディングポイントをすべ

て含んでいます。Unicode に準拠する実装はすべて  ISO/IEC 10646 にも準拠します。Unicode 

Standard は文字とその使用用法についての補足情報を提供し、  

http://www.unicode.org/standard/standard.html でオンラインで参照できます。 

Unicode は多言語のプレーンテキストをエンコーディングする一貫性のある方法を提供します。

Unicode に対応するアプリケーションの多くは、同一のドキュメント内で複数の言語や文字を表示

することができます。次の文字エンコーディングスキームはすべて Unicode エンコーディングに使

用することができます。 

 UTF-8。ASCII 文字コード値を透過的に維持する可変長 Unicode エンコーディング形式。この

形式は Oracle Solaris Unicode ロケールのファイルコードに使用されます。 

 UTF-16。16 ビット Unicode エンコーディング形式。 

 UTF-32。固定長、21 ビット Unicode エンコーディング形式で、通常 32 ビットのコンテナやデー

タタイプで表現される。個の形式は Oracle Solaris Unicode ロケールのプロセスコード (ワイド文

字コード) に使用されます。 

これらの 3 つのエンコーディングスキームは Oracle Solaris のデータの内部処理に使用されます。

データがディスクに格納されている場合は、UTF-8 形式でのみ格納されます。HP-UX もファイル

データは UTF-8 で格納されます。そのため、UTF-8 でエンコードされたデータはエンディアンの

問題なく 2 つのプラットフォーム間で交換できます。 

X/Open UNIX 標準には ASCII 以外に 必須のコードセットはありませんが、文字操作に特定の仕

様を満たすようにプラットフォームに要求しています。この規定に従うと、プログラムがシステム

で非 ASCII コードセットの文字を処理することができることを保証します。 

表 14-2 は HP-UX 11i v3 で対応するコードセットとエンコーディング方式と、Oracle Solaris でそれ

らに対応するものを示しています。コードセット変換ユーティリティーは代替えを提供しますが、

特定のエンコーディングは使用できません。 

ただし、Oracle Solaris は UTF-8 コードセットをアジア言語に対して Unicode 3.2 で対応します。付

録 B に HP-UX と Oracle Solaris が対応するロケールとコードセットのリストを掲載します。 
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表 14-2. エンコーディング方式 

HP-UX ORACLE SOLARIS 

ISO8859-1 (Latin-1) ISO8859-1 (Latin-1) 

ISO8859-2 (Latin-2) ISO8859-2 (Latin-2) 

ISO8859-5 (Latin-キリル文字) ISO8859-5 (Latin-キリル文字) 

ISO8859-7 (Latin-ギリシャ文字) ISO8859-7 (Latin-ギリシャ文字) 

ISO8859-8 (Latin-ヘブライ語) 使用されない。Solaris は双方向テキスト機能を使用するヘブライ語に別

の方法を使用します。 

ISO8859-9 (Latin-トルコ語) (Latin-5) ISO8859-9 (Latin-トルコ語) (Latin-5) 

ISO8859-13 (Latin-7) (バルト諸言語) ISO8859-13 (Latin-7) (バルト諸言語) 

ISO8859-15 (Latin-9) ISO8859-15 (Latin-9) 

簡体字中国語拡張 UNIX コード (EUC) 簡体字中国語 EUC (GB2312) 

GBK 簡体字中国語 GBK 

GB18030-2000 簡体字中国語 GB18030-2000 

使用不可 簡体字中国語 UTF-8 (Unicode 3.2) 

繁体字中国語 EUC 繁体字中国語 EUC ロケール (CNS11643-1992) 

Big5 繁体字中国語 Big5 

使用不可 繁体字中国語 UTF-8 (Unicode 3.2) 

使用不可 繁体字中国語 (香港) Big5-HKSCS 

使用不可 繁体字中国語 (香港) UTF-8 (Unicode 3.2) 

使用不可 韓国語 EUC (KS X) 

使用不可 韓国語 UTF-8 (Unicode 3.2) 

Shift JIS Shift JIS 

使用不可  PC Kanji 

タイ API コンソーシアム/タイ工業規格 (TIS620)  タイ API コンソーシアム/タイ工業規格 (TIS620) 

使用不可  KOI8-R 
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入力方式 

Oracle Solaris は Internet Intranet Input Method Framework (IIIMF) を利用して多言語入力と多言語ス

クリプトに対応します。IIIM サーバーは IIIM と XIM (X 入力方式) クライアントの両方にサービ

スを提供し、UTF-8 とアジアのすべてのロケールで個別のユーザーごとに開始されます。さらに、

ヨーロッパ言語の UTF-8 ロケールのユーザーは Compose キーやデッドキーを使用してデータを

入力できます。IIIMF はフランス語、ロシア語、アラビア語などのさまざまな EMEA キーボード

レイアウトのエミュレーションに対応します。 

中国語、日本語、韓国語、タイ語、ヒンディ語、Unicode (16 進/8 進) などのさまざまな入力方式エ

ンジン (Input Method Engines、IME) が対応するロケール対応がインストールされていると利用でき

ます。入力方式設定エディタ (iiim-properties) は既存の IME を検索するために使用できます。 

HP-UX は IIIM に対応しませんが、UTF-8 エンコーディングを利用するロケールの既存の入力方

式に対応します。アジア言語については、HP-UX は xjim (日本語)、xsim (簡体字中国語)、xtim (繁体

字中国語)、xkim (韓国語) 入力サーバーを利用します。開発者は HP-UX と Oracle Solaris の両方で

ほかの入力方式に対応する他社製品を検索することもできます。Oracle Solaris は任意のコードテー

ブルの入力方式にも対応します。表 14-3 は HP-UX と Oracle Solaris で利用可能なアジア言語の入

力方式を表しています。 

表 14-3. アジア言語の入力方式 

HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 

日本語の入力方式  

ATOK X ATOK for Solaris (ATOK17) 

対応なし Wnn6 

簡体字中国語の入力方式 

（ZH、ZH_CN、ZH_CN.EUC、ZH.GBK、ZH_CN.GBK、ZH_CN.GB818030、ZH.UTF-8、ZH_CN.UTF-8 ロケールで使用。 

ORACLE SOLARIS 11 は ZH、ZH.GBK、および ZH.UTF-8 ロケールに対応していないことにご注意ください。） 

ABC IM が対応 NewQuanPin 

ABC IM が対応 NewShuangPin 

ShuangPin ShuangPin 

QuanPin QuanPin 

対応なし English_Chinese 

WangMa Wubi WangMa Wubi 

簡体字中国語の入力方式 （ZH、ZH_CN、ZH_CN.EUC ロケールでのみ使用。ORACLE SOLARIS 11 は ZH ロケールに対応していないことに

ご注意ください。) 

GB2312 NeiMa GB2312 

簡体字中国語の入力方式 （ZH.GBK と ZH_CN.GBK ロケールでのみ使用。ORACLE SOLARIS 11 は ZH.GBK ロケールに対応していないこと

にご注意ください。） 

対応なし GBK NeiMa 

簡体字中国語入力方式 （ZH_CN.GB818030、ZH.UTF-8、ZH-CN.UTF-8 ロケールでのみ使用。ORACLE SOLARIS 11 は ZH.UTF-8 ロケールに

対応していないことにご注意ください。） 

GB18030 NeiMa GB18030 NeiMa 
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表 14-3. アジア言語の入力方式 

HP-UX 11I v3 ORACLE SOLARIS 

繁体字中国語の入力方式 

対応なし New ChuYin 

ChuYin  ChuYin 

Rapid TsangChieh  

対応なし Array 

対応なし Boshiamy 

対応なし DaYi 

対応なし JianYi 

対応なし  Cantonese 

NeiMa (EUC、Big5、Big5-HKSCS) NeiMa (EUC、Big5、Big5-HKSCS) 

対応なし English-Chinese 

対応なし PinYin などの任意のコードテーブル入力方式 

韓国語の入力方式 

Hangul Hangul 

HanJa HanJa 

ASCII ASCII 

HEX Code Special Symbols 

コードセットコンバータ 

HP-UX と Oracle Solaris プラットフォームはどちらもさまざまな種類のコードセットコンバータに

対応します。Oracle Solaris の iconv と sdtconvtool ユーティリティーは多くの国の主なコードセッ

トの間でコード変換に使用することができます。これらのユーティリティーは Oracle Solaris の 

Unicode ロケール対応の一部として含まれています。さらに、geniconvtbl ユーティリティーは

ユーザー定義のコード変換を使用可能にしますが、HP-UX には同様のユーティリティーはありませ

ん。 

geniconvtbl ユーティリティーはアプリケーションが互換性のないデータタイプや特に商用ま

たは旧バージョンのアプリケーションで生成されたデータを処理する機能を向上させます。Oracle 

Solaris の既存のコードセット変換の修正やカスタマイズにも対応します。Oracle Solaris で、ユーザー

定義のコード変換は iconv(1) と iconv(3) の両方で使用できます。ユーザー定義のコード変

換が適切に準備され、配置されると、ユーザーは 32 ビットと 64 ビットの Oracle Solaris OS の両

方で iconv(1) ユーティリティーと iconv(3C) 関数からコード変換を使用することができま

す。HP-UX と Oracle Solaris の両方のコードセット変換についての詳細は iconv のマニュアル

ページを参照してください。 

Oracle Solaris も各国の文字を処理するのに便利なユーティリティー、Auto Encoding Finder (エンコー

ディング自動検出) auto_ef を提供します。このユーティリティーを使用すると、特定のファイル

や文字列のエンコーディングを簡単に検出することができ、ユーザーはさまざまな言語の文字エン
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コーディングを判定することができます。auto_ef ユーティリティーはエンコーディング情報が

指定されない Web ページを簡単に表示できます。そのほか、検索エンジンや、知識データベース、

機械翻訳ツールを利用しているときにエンコーディングを検出する際に使用されることもあります。 

ロケール 

ロケールは各言語環境の明示的なモデルと定義を含み、ANSI C 言語規格のライブラリ定義にイン

クルードされています。HP とサンのコンパイラはこの規格に対応し、ローカリゼーション関数と

環境変数の一貫性のあるセットを提供しているので、 HP-UX から Oracle Solaris にアプリケーショ

ンを移行するのは簡単なはずです。C (または POSIX) ロケールはすべての POSIX 互換システムの

デフォルトロケールです。HP-UX も Oracle Solaris もどちらも C ロケールをシステムのデフォルト

ロケールとして使用しています。 

付録 C では使用できる Oracle Solaris のロケールと HP-UX 11i でそれらに対応するロケール名を

一覧表示します。ただし、言語、地域、コードセットによって、複数のロケールを持つ言語も多数

あります。ユーザーは、正しいロケールパラメータに対応する日付と時刻の形式や通貨などを含む

ロケールを選択するようにしてください。 

非 ISO 準拠 の短いロケールの形式 (de、ja など) は、Oracle Solaris 10 で対応していましたが、Oracle 

Solaris 11 では対応していません。  

メッセージカタログ 

国際化の重要な手順はソフトウェアを実行可能なコードとユーザーが目にするすべてのメッセージ

を分離することです。メッセージの文字列は個別のメッセージカタログに格納され、言語や地域で

使用するために翻訳されます。ユーザーがログイン時に使用するロケールを指定すると、ソフトウェ

アは翻訳されたメッセージを表示します。ロケールに固有の変換は、日付、時刻、通貨、そのほか

の情報を書式設定して表示する際に実行されます。 

HP-UX と Oracle Solaris はどちらも The Open Group (XG4) の仕様にもとづく共通の標準インタ

フェースとコマンドを使用してメッセージカタログを作成したり使用したりできます。どちらも実

行可能なコードとテキストメッセージを別々に格納しますが、Oracle Solaris は gettext と呼ばれ

るメッセージカタログシステムをさらに拡張的に使用できます。 

X と Motif アプリケーション 

アラビア語やヘブライ語、タイ語などの言語は、対応するプラットフォームに CTL (Complex Text 

Layout) 機能が必要です。Oracle Solaris は Motif API によって CTL 拡張機能が使用可能で、論理的

なテキスト表現と物理的なテキスト表現の間で複雑な変換が必要な言語に対応します。CTL Motif 

では、合字、付加記号、セグメントの順序付けなどの文字の整形を行うことができます。また静的

テキストウィジェットと動的テキストウィゲットの変換も使用でき、さらに双方向テキスト機能や

動的テキストウィジェットにタブを使用することもできます。Oracle Solaris で CTL が使用できる

と、アラビア語、ヘブライ語、タイ語などの言語向けに開発するアプリケーションは新しく変更が

必要です。 
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付録 A C ライブラリマッピング 

表 A-1. HP-UX 11i と Oracle Solaris の C ライブラリの対応 

HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

libc.so libc.so libc.so 

libcurses.so libcurses.so libcurses.so 

libCsup.so libc.so libc.so 

libI077.a libc.so libc.so 

libm.so libm.so libm.so 

libdcekt.so libgss.so libgss.so 

libgss.so libgss.so libgss.so 

libgssapi_krb5.so libgss.so libgss.so 

libipv6.so libsocket.so libsocket.so 

libnsl.so libmd5.so 

librac.so 

libnsl.so 

libmd5.so 

librac.so 

libnsl.so 

librpcsvc.so libnsl.so libnsl.so 

librt.so librt.so librt.so 

libxnet.so libxnet.so libxnet.so 

libxti.so libxti.so libxti.so 

  libsip 

 libinetcfg libipadm 

 libmle  
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付録 B API の相違点 

表 B-1. API の主な相違点 

説明 HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

名前が異なる関数、または一方のプラットフォームでのみ使用可能な関数 

マウントされたファイルシステムの情報を獲得する statfs() 

fstatfs() 

statvfs() 

fstatvfs() 

statvfs() 

fstatvfs() 

ディレクトリのエントリを読み取る getdirentries()  getdents() getdents() 

ユーザー ID を設定する setuid() setuid() 

seteuid() 

setuid() 

seteuid() 

ブループ ID を設定する setgid() setgid() 

setegid() 

setgid() 

setegid() 

名前と引数が異なる関数 

ファイルのアクセス制御リスト (ACL) を取得したり
設定したりする 

getacl() 

fgetacl() 

acl() 

facl() 

acl() 

facl() 

プロセスの監査情報を取得する getaudid()  getauid() getauid() 

プロセスの監査情報を設定する setaudid()  setauid() setauid() 

監査設定を操作する getaudproc() 

setaudproc() 

auditon() auditon() 

引数が異なる関数 

プロセスの制限を取得したり設定したりする ulimit()  ulimit() ulimit() 

共有メモリーを操作する shmdt()  shmdt() shmdt() 
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付録 C 使用可能なロケールのまとめ 

次の表は HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris で使用可能な国とロケールの詳細です。ただし HP-UX 

バージョンについては、提供されるロケールのバイナリはバージョン 3 で Intel Itanium プロセッサ

ベースのプラットフォームか PA-RISC の共有モードで実行するアプリケーションでのみ使用可能

です。 

重要な注意: Oracle Solaris 11 では、短いロケールの形式、de、ja、および @euro ロケールで使用されている国名

コードの AT、DK、DE、ES、FI、FR、GR、IE、IT、NL、PT の対応が削除されています。 

 

表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

アルバニア  

— sq_AL.ISO8859-2 sq_AL.ISO8859-2 

— sq_AL.UTF-8 sq_AL.UTF-8 

アルジェリア 

ar_DZ.arabic8 — — 

ar_DZ.utf8 — — 

アルゼンチン 

es_AR.iso88591 es_AR.ISO8859-1 es_AR.ISO8859-1 

es_AR.iso885915 — — 

es_AR.utf8 es_AR.UTF-8 es_AR.UTF-8 

オーストラリア 

— en_AU.ISO8859-1 en_AU.ISO8859-1 

— en_AU.UTF-8 en_AU.UTF-8 

オーストリア 

— de_AT.ISO8859-1 de_AT.ISO8859-1 

— de_AT.ISO8859-15 de_AT.ISO8859-15 

— de_AT.UTF-8 de_AT.UTF-8 

ベルギー-フラマン語 

— nl_BE.ISO8859-1 nl_BE.ISO8859-1 

— nl_BE.ISO8859-15 nl_BE.ISO8859-15 

— nl_BE.UTF-8 nl_BE.UTF-8 

ベルギー-ワロン語 

— fr_BE.ISO8859-1 fr_BE.ISO8859-1 

— fr_BE.ISO8859-15 fr_BE.ISO8859-15 

— fr_BE.UTF-8 fr_BE.UTF-8 

ボリビア 

es_BO.iso88591 es_AR.ISO8859-1 es_AR.ISO8859-1 

es_BO.iso885915 — — 

es_BO.utf8 es_AR.UTF-8 Es_AR.UTF-8 

ボスニア 

— sh_BA.ISO8859-2@bosnia bs_BA.ISO8859-2 

— sh_BA.UTF-8 bs_BA.UTF-8 

ブラジル 

pt_BR.iso88591 pt_BR.ISO8859-1 pt_BR.ISO8859-1 

pt_BR.iso885915 — — 

pt_BR.utf8 pt_BR.UTF-8 pt_BR.UTF-8 

ブルガリア 

bg_BG.iso88595 bg_BG.ISO8859-5 bg_BG.ISO8859-5 

bg_BG.utf8 bg_BG.UTF-8 bg_BG.UTF-8 
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表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

C (UNIX システムのデフォルト、
POSIX と同一) 

C C C 

カナダ 

— en_CA.ISO8859-1 (英語) en_CA.ISO8859-1 (英語) 

— en_CA.UTF-8 (英語) en_CA.UTF-8 (英語) 

— fr_CA.ISO8859-1 (フランス語) fr_CA.ISO8859-1 (フランス語) 

— fr_CA.UTF-8 (フランス語) fr_CA.UTF-8 (フランス語) 

チリ 

— es_CL.ISO8859-1 es_CL.ISO8859-1 

— es_CL.UTF-8 es_CL.UTF-8 

中国 

zh_CN.gb18030 zh_CN.GB18030 zh_CN.GB18030 

zh_CN.hp15CN — — 

zh_CN.utf8 zh_CN.UTF-8 zh_CN.UTF-8 

zh_CN.EUC — — 

zh_CN.GBK — — 

コロンビア 

— es_CO.ISO8859-1 es_CO.ISO8859-1 

— es_CO.UTF-8 es_CO.UTF-8 

コスタリカ 

— es_CR.ISO8859-1 es_CR.ISO8859-1 

— es_CR.UTF-8 es_CR.UTF-8 

クロアチア 

— hr_HR.ISO8859-2 hr_HR.ISO8859-2 

— hr_HR.UTF-8 hr_HR.UTF-8 

キプロス — el_CY.UTF-8 el_CY.UTF-8 

チェコ共和国 

cs_CZ.iso88592 cs_CZ.ISO8859-2 cs_CZ.ISO8859-2 

cs_CZ.utf8 cs_CZ.UTF-8@euro — 

デンマーク 

da_DK.iso88591 da_DK.ISO8859–1 da_DK.ISO8859–1 

da_DK.iso885915@euro da_DK.ISO8859–15 da_DK.ISO8859–15 

da_DK.roman8 — — 

da_DK.utf8 da_DK.UTF–8 da_DK.UTF–8 

ドミニカ共和国 

es_DO.iso88591 — — 

es_DO.iso885915 — — 

es_DO.utf8 — — 

アクアドル 

— es_EC.ISO8859-1 es_EC.ISO8859-1 

— es_EC.UTF-8 es_EC.UTF-8 

エジプト 

— ar_EG.UTF-8 ar_EG.UTF-8 

— ar ar 

エルサルバドル 

— es_SV.ISO8859-1 es_SV.ISO8859-1 

— es_SV.UTF-8 es_SV.UTF-8 

エストニア 

et_EE.iso885915 et_EE.ISO8859-15 et_EE.ISO8859-15 

et_EE.iso88594 — — 

et_EE.utf8 et_EE.UTF-8 et_EE.UTF-8 
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表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

フィンランド 

— fi_FI.ISO8859–1 fi_FI.ISO8859–1 

— fi_FI.ISO8859–15 fi_FI.ISO8859–15 

— fi_FI.UTF-8 fi_FI.UTF-8 

フランス 

— fr_FR.ISO8859-1 fr_FR.ISO8859-1 

— fr_FR.ISO8859-15 fr_FR.ISO8859-15 

— fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 

ドイツ 

de_DE.iso88591 de_DE.ISO8859-1 de_DE.ISO8859-1 

de_DE.iso885915@euro de_DE.ISO8859-15 de_DE.ISO8859-15 

de_DE.iso88594 — — 

de_DE.roman8 — — 

de_DE.utf8 de_DE.UTF-8 (Unicode 4) de_DE.UTF-8 (Unicode 4) 

英国 

— en_GB.ISO8859-1 en_GB.ISO8859-1 

— .ISO8859-15 (euro) .ISO8859-15 (euro) 

— en_GB.UTF-8 en_GB.UTF-8 

ギリシャ 

el_GR.greek8 — — 

el_GR.iso88597 el_GR.ISO8859-7 el_GR.ISO8859-7 

el_GR.utf8 el_GR.UTF-8 el_GR.UTF-8 

ガテマラ 

— es_GT.ISO8859-1 es_GT.ISO8859-1 

— es_GT.UTF-8 es_GT.UTF-8 

ホンジュラス 

es_HN.iso88591 — — 

es_HN.iso885915 — — 

es_HN.utf8 — — 

香港 

zh_HK.hkbig5 zh_HK.BIG5HK zh_HK.BIG5HK 

zh_HK.utf8 zh_HK.UTF-8 zh_HK.UTF-8 

ハンガリー 

— hu_HU.ISO8859-2 hu_HU.ISO8859-2 

— hu_HU.UTF-8 hu_HU.UTF-8 

アイスランド 

— is_IS.ISO8859–1 is_IS.ISO8859–1 

— is_IS.UTF-8 is_IS.UTF-8 

インド — hi_IN.UTF-8 hi_IN.UTF-8 

アイルランド 

— en_IE.ISO8859-1 en_IE.ISO8859-1 

— en_IE.ISO8859-15 en_IE.ISO8859-15 

— en_IE.UTF-8 en_IE.UTF-8 

イスラエル  

— he he_IL.ISO8859-8 

— he_IL.UTF-8 he_IL.UTF-8 

イタリア 

— it_IT.ISO8859-1 it_IT.ISO8859-1 

— it_IT.ISO8859-15 it_IT.ISO8859-15 

— it_IT.UTF-8 it_IT.UTF-8 

日本  — ja ja_JP.eucJP 



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

99 

表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

— ja_JP.eucJP ja_JP.eucJP 

— ja_JP.PCK ja_JP.PCK 

— ja_JP.UTF-8 ja_JP.UTF-8 

韓国 

— ko_KR.EUC ko_KR.EUC 

— ko_KR.UTF-8 ko_KR.UTF-8 

ラトビア 

lv_LV.iso885913 lv_LV.ISO8859-13 lv_LV.ISO8859-13 

lv_LV.iso88594 — — 

lv_LV.utf8 lv_LV.UTF-8 lv_LV.UTF-8 

リトアニア 

lt_LT.iso885913 lt_LT.ISO8859-13 lt_LT.ISO8859-13 

lt_LT.iso88594 — — 

lt_LT.utf8 lt_LT.UTF-8 lt_LT.UTF-8 

ルクセンブルク — de_LU.UTF-8 de_LU.UTF-8 

マケドニア 

— mk_MK.ISO8859-5 mk_MK.ISO8859-5 

— mk_MK.UTF-8 mk_MK.UTF-8 

マルタ 

— mt_MT.UTF-8 (マルタ語) mt_MT.UTF-8 (マルタ語) 

— en_MT.UTF-8 (英語) en_MT.UTF-8 (英語) 

メキシコ 

— es_MX.ISO8859–1 es_MX.ISO8859–1 

— es_MX.UTF-8 es_MX.UTF-8 

オランダ 

— nl_NL.ISO8859-1 nl_NL.ISO8859-1 

— nl_NL.ISO8859-15 nl_NL.ISO8859-15 

— nl_NL.UTF-8 nl_NL.UTF-8 

ニュージーランド 

— en_NZ.ISO8859-1 en_NZ.ISO8859-1 

— en_NZ.UTF-8 en_NZ.UTF-8 

ニカラグア 

— es_NI.ISO8859-1 es_NI.ISO8859-1 

— es_NI.UTF-8 es_NI.UTF-8 

ノルウェー 

— nn_NO.UTF-8 nn_NO.UTF-8 

— no_NO.ISO8859–1@bokmal no_NO.ISO8859–1 

— no_NO.ISO8859–1@nyorsk no_NO.ISO8859–1 

no_NO.utf8 no_NO.UTF-8 no_NO.UTF-8 

no_NO.iso88591 — — 

no_NO.iso885915@euro — — 

パナマ 

— es_PA.ISO8859-1 es_PA.ISO8859-1 

— es_PA.UTF-8 es_PA.UTF-8 

パラグアイ 

— es_PY.ISO8859-1 es_PY.ISO8859-1 

— es_PY.UTF-8 es_PY.UTF-8 

ペルー 

— es_PE.ISO8859-1 es_PE.ISO8859-1 

— es_PE.UTF-8 es_PE.UTF-8 

ポーランド pl_PL.iso88592 pl_PL.ISO8859-2 pl_PL.ISO8859-2 
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表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

pl_PL.utf8 pl_PL.UTF-8 pl_PL.UTF-8 

ポルトガル 

pt_PT.iso88591 pt_PT.ISO8859-1 pt_PT.ISO8859-1 

pt_PT.iso885915@euro pt_PT.ISO8859-15 pt_PT.ISO8859-15 

pt_PT.roman8 — — 

pt_PT.utf8 pt_PT.UTF-8 pt_PT.UTF-8 

POSIX POSIX POSIX POSIX 

ルーマニア 

ro_RO.iso88592 ro_RO.ISO8859-2 ro_RO.ISO8859-2 

ro_RO.utf8 ro_RO.UTF-8 ro_RO.UTF-8 

ロシア連邦 

ru_RU.cp1251 — — 

ru_RU.iso88595 ru_RU.ISO8859-5 ru_RU.ISO8859-5 

ru_RU.koi8r ru_RU.KOI8-R ru_RU.KOI8-R 

ru_RU.utf8 ru_RU.UTF-8 ru_RU.UTF-8 

サウジアラビア 

ar_SA.arabic8 — — 

ar_SA.iso88596 — — 

ar_SA.utf8 Ar_SA.UTF-8 Ar_SA.UTF-8 

セルビア 
— sr_YU.ISO8859-5 sr_ME.ISO8859-5 または 

sr_RS.ISO8859-5 

セルビア・モンテネグロ 
— sr_CS.UTF-8 sr_ME.UTF-8 または 

sr_RS.UTF-8 

スロバキア 

sk_SK.iso88592 sk_SK.ISO8859-2 sk_SK.ISO8859-2 

sk_SK.utf8 sk_SK.UTF-8 sk_SK.UTF-8 

スロベニア 

sl_SI.iso88592 sl_SI.ISO8859-2 sl_SI.ISO8859-2 

sl_SI.utf8 sl_SI.UTF-8 sl_SI.UTF-8 

スペイン 

— ca_ES.ISO8859-1 (カタロニア
語) 

ca_ES.ISO8859-1 (カタロニア
語) 

— ca_ES.UTF-8 (カタロニア語) ca_ES.UTF-8 (カタロニア語) 

— ca_ES.ISO8859-15 (カタロニア
語) 

ca_ES.ISO8859-15 (カタロニア
語) 

— es_ES.ISO8859-1 (スペイン語) es_ES.ISO8859-1 (スペイン語) 

— es_ES.ISO8859-15 (スペイン
語) 

es_ES.ISO8859-15 (スペイン
語) 

— es_ES.UTF-8 (スペイン語) es_ES.UTF-8 (スペイン語) 

スウェーデン 

sv_SE.iso88591 sv_SE.ISO8859–1 sv_SE.ISO8859–1 

sv_SE.iso885915@euro sv_SE.ISO8859–15 sv_SE.ISO8859–15 

sv_SE.roman8 — — 

sv_SE.utf8 sv_SE.UTF-8 sv_SE.UTF-8 

スイス 

— de_CH.ISO8859-1 (ドイツ語) de_CH.ISO8859-1 (ドイツ語) 

— de_CH.UTF-8 (ドイツ語) de_CH.UTF-8 (ドイツ語) 

— fr_CH.ISO8859-1 (フランス語) fr_CH.ISO8859-1 (フランス語) 

— fr_CH.UTF-8 (フランス語) fr_CH.UTF-8 (フランス語) 

台湾 zh_TW.eucTW zh_TW.EUC zh_TW.EUC 
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表 C-1. 国別に一覧表示した使用可能なロケール 

国  HP-UX 11i v3 ORACLE SOLARIS 10 ORACLE SOLARIS 11 

zh_TW.big5 zh_TW.BIG5 zh_TW.BIG5 

zh_TW.utf8 zh_TW.UTF-8 zh_TW.UTF-8 

zh_TW.ccdc — — 

タイ 

th_TH.tis620 th_TH.TIS620 th_TH.TIS620 

— th_TH.UTF-8 th_TH.UTF-8 

トルコ 

tr_TR.iso88599 tr_TR.ISO8859-9 tr_TR.ISO8859-9 

tr_TR.turkish8 — — 

tr_TR.utf8 tr_TR.UTF-8 tr_TR.UTF-8 

ウクライナ 

uk_UA.cp1251 — — 

uk_UA.utf8 — — 

英国 

en_GB.iso88591 — — 

en_GB.iso885915@euro — — 

en_GB.roman8 — — 

en_GB.utf8 — — 

米国 

en_US.iso88591 en_US.ISO8859-1 en_US.ISO8859-1 

en_US.roman8 — — 

en_US.utf8 en_US.UTF-8 en_US.UTF-8 

— en_US.ISO8859-15 en_US.ISO8859-15 

es_US.iso88591 (スペイン語) — — 

es_US.iso885915 (スペイン語) — — 

es_US.utf8 (スペイン語) — — 

ウルグアイ 

— es_UY.ISO8859-1 es_UY.ISO8859-1 

— es_UY.UTF-8 es_UY.UTF-8 

ベネズエラ 

— es_VE.ISO8859-1 es_VE.ISO8859-1 

— es_VE.UTF-8 es_VE.UTF-8 
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付録 D 特権インタフェース 

表 D-1. 特権インタフェース 

目的 関数  説明 

特権セットの取得と設定 getppriv(2) 

setppriv(2) 

priv_set(3C) 

priv_ineffect(3) 

特権セットを取得する。 

特権セットを設定する。 

setppriv(2) 関数のラッパー。 

getppriv(2) 関数のラッパー。 

特権の指定と変換 priv_str_to_set(3C) 

priv_set_to_str(3C) 

priv_getbyname(3C) 

priv_getbynum(3C) 

priv_getsetbyname(3C) 

priv_getsetbynum(3C) 

特権の仕様を特権セットにマップする。 

特権セットを特権の列に変換する。 

特権の名前を数字にマップする。 

特権の数字を名前にマップする。 

特権セットの名前を数字にマップする。 

特権の数字を名前にマップする。 

特権セットの操作 priv_allocset(3C) 

priv_freeset(3C) 

priv_emptyset(3C) 

priv_fillset(3C) 

priv_isemptyset(3C) 

priv_isfullset(3C) 

 

priv_isequalset(3C) 

priv_issubset(3C) 

priv_intersect(3C) 

priv_union(3C) 

priv_inverse(3C) 

priv_addset(3C) 

priv_copyset(3C) 

priv_delset(3C) 

priv_ismember(3C) 

特権セットにメモリーを割り当てる。 

priv_allocset() 関数で割り当てられた記憶領域を解放する。 

全ての特権をクリアーする。 

すべての特権を表明する。 

引数が空のセットかどうかチェックする。 

引数がすべて設定されているかどうか (すべてのビットが設定されいるかどうか) 

チェックする。 

2 つの特権セットが等しいかどうかチェックする。 

ある特権セットが別のセットのサブセットになっているかどうかチェックする。 

2 つのセットの論理積をとり、結果を返す。 

2 つのセットの論理和をとり、結果を返す。 

特権セットを反転する。 

名前付き特権を指定されたセットに追加する。 

特権セットをコピーする。 

名前付き特権を指定されたセットから削除する。 

名前付き特権がセットのメンバーかどうかチェックする。 

プロセスフラグの取得と設定 getpflags(2) 

setpflags(2) 

プロセスフラグを取得する。 

プロセスフラグを設定する。 
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付録 E 暗号化関数 

表 E-1. Oracle Solaris 暗号化フレームワークの関数 

種類  関数 

一般的な目的 C_Initialize() 

C_Finalize() 

C_GetInfo() 

C_GetFunctionList() 

セッション管理 C_GetSlotList() 

C_GetSlotInfo() 

C_GetMechanismList() 

C_GetMechanismInfo() 

C_SetPIN() 

暗号化と復号化 C_EncryptInit() 

C_Encrypt() 

C_EncryptUpdate() 

C_EncryptFinal() 

C_DecryptInit() 

C_Decrypt() 

C_DecryptUpdate() 

C_DecryptFinal() 

メッセージダイジェスト  C_DigestInit() 

C_Digest() 

C_DigestKey() 

C_DigestUpdate() 

C_DigestFinal() 

署名と MAC の適用 C_Sign() 

C_SignInit() 

C_SignUpdate() 

C_SignFinal() 

C_SignRecoverInit() 

C_SignRecover() 

署名の検証 C_Verify() 

C_VerifyInit() 

C_VerifyUpdate() 

C_VerifyFinal() 

C_VerifyRecoverInit() 

C_VerifyRecover() 

2 つの目的に用いられる暗号化関数 C_DigestEncryptUpdate() 

C_DecryptDigestUpdate() 

C_SignEncryptUpdate() 

C_DecryptVerifyUpdate() 

乱数の生成 C_SeedRandom() 

C_GenerateRandom() 
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表 E-1. Oracle Solaris 暗号化フレームワークの関数 

種類  関数 

オブジェクト管理 C_CreateOject() 

C_DestroyObject() 

C_CopyObject() 

C_FindObjects() 

C_FindObjectsInit() 

C_FindObjectsFinal() 

C_GetAttributeValue() 

C_SetAttributeValue() 

鍵管理 C_GenerateKey() 

C_GenerateKeyPair() 

C_DeriveKey() 
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付録 F コマンド比較のまとめ 

表 F-1 に、開発者に関心のある HP-UX 11i v3 と Oracle Solaris のコマンドの主な違いをまとめます。

これらのコマンドの詳細やそのほかのコマンドについては、Oracle Solaris マニュアルページを参照

してください。 

表 F-1. 主なコマンドの相違 

コマンド 目的 

Oracle Solaris で 

使用できない 

オプション 

Oracle Solaris の 

追加オプション 
主な相違に関する注意事項 

asa FORTRAN キャリッジ制御出力を

印刷可能形式に変換 

 -f –f オプションは各ファイルが新しいページ

で開始するように指定する。 

at  あとでコマンドを実行 -d -c, -k, -s 追加オプションはジョブの実行に使用され

るシェルを指定する。 

awk パターン走査と処理 -v   Oracle Solaris は -f オプション付きで 1 

つのファイルに使用できる (HP-UX は 100 

ファイルまで使用できる)。 

batch あとでコマンドを実行  -p –p オプションで実行プロジェクトを指定す

る。 

bc 任意精度の演算言語    

cat ファイルの連結と表示 -r   

chgrp  ファイルのグループ所有権の変更  -f –f オプションでエラー報告を無効にする。 

chown ファイルの所有権の変更  -f –f オプションでエラー報告を無効にする。 

cksum ファイルのチェックサムとサイズの

書き込み 

   

compress ファイルの圧縮と圧縮解除 -d, -z  Oracle Solaris の圧縮解除は compress –d 

と同等です。 

crypt ファイルの暗号化と復号化   Oracles Solaris 10 では  crypt または 

encrypt を、Oracle Solaris 11 では encrypt 

を使用します。 

csplit コンテキストベースのファイルの 

分割 

   

delta SCCS ファイルの変更の作成  -d  –d オプションは比較のために bdiff(1) 

ではなく diff(1) を使用する。 

env コマンド実行用の環境設定    

expr 引数を式として評価   Oracle Solaris は length、match、substr 

演算子は x86 プラットフォームでのみ対応

し、match 演算子は  SPARC または x86 

プラットフォームで対応しない。 

false 真理値を提示    

gencat 書式付きメッセージカタログの生成 -l   



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

106 

コマンド 目的 

Oracle Solaris で 

使用できない 

オプション 

Oracle Solaris の 

追加オプション 
主な相違に関する注意事項 

get  SCCS ファイルのバージョンの 

取得 

-w -G –G オプションは取得したファイルに新しい

名前を指定する。 

getconf  設定値の取得  -a –a オプションは現在のシステム設定変数の

名前を標準出力に書き込む。 

grep ファイルのパターンを検索    

conv  コードセット変換ユーティリティー    

ipcrm メッセージキュー、セマフォーセッ

ト、または共有メモリー ID の削除 

 -z –z でゾーンを指定する。 

ipcs プロセス間通信機能の状態の報告 -C, -N -A, -D, -i, -j,  

-z, -Z 

–A オプションはすべての表示オプション

を使用する (-b、-c、-i、-J、-o、-p、-t と

等しい)。 

-D オプションは指定されたタイプのメッ

セージの内容を表示する。 

-i オプションは共有メモリーセグメント

に接続する ISM の数を出力する。 

-j オプションは作成者のプロジェクトを

出力する。 

-z オプションは指定されたゾーンと関連

する機能の情報を表示する。 

–Z オプションはすべてのゾーンの情報を

表示する (大域ゾーンで実行している

場合)。 

join 2 つの関係の結合の形成    

kill プロセスの終了または警告   Oracle Solaris  は –l オプションで任意の

終了状態に対応する。 

locale ロケール固有の情報を取得 -A, -pa32, 

-pa64 

 Oracle Solaris は、と PA-RISC の HP-UX 

で使用される –A、-pa32、–pa64 オプショ

ンに対応しない。 

m4  マクロプロセッサ   Oracle Solaris では、–B、-H、-S、-T オプ

ションはオプションと指定する値との間に

空白文字が必要。 

mixerctl オーディオミキサーモードの制御   Oracle Solaris 11 では audioctl コマンドと

置き換えられます。 

mkdir ディレクトリの作成    

mv ファイルの移動  -e   

nice 変更されたスケジューリング優先度

でのコマンドの呼び出し 

   

nm オブジェクトファイルの名前リスト

の表示 

-d, -N, -q  -D, -R –D オプションでリンカー ld.so.1 が使用

するシンボルテーブルを表示する。 

–R オプションでオブジェクトファイルとシ

ンボル名の前にアーカイブ名を表示する。 

patch  ファイルへの変更の適用  -u –u オプションでパッチファイルを統一コン
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コマンド 目的 

Oracle Solaris で 

使用できない 

オプション 

Oracle Solaris の 

追加オプション 
主な相違に関する注意事項 

テキスト差分として解釈する。 

rdist リモートファイル配布   Oracle Solaris 11 では削除されました。リモー

トファイル転送には rsync(1) または scp(1) 

コマンドを使用してください。 

read  標準入力から一行を読み取る    

sed  ストリームエディタ    

sort  -y, -z  The –y and –z options are removed from the 

/usr/bin/sort command as of Oracle Solaris 

11. 

sleep 実行の一定期間の保留    

strip オブジェクトファイルからのシンボ

ルテーブル、デバッグ、行番号情報

の削除 

-r, -U   

test 条件の評価   Oracle Solaris はこのコマンドの  HP-UX 

バージョンにある主な演算子に対応し、オプ

ションをいくつか追加し、より豊富な条件

セットに対応する。 

true 真理値を提示    

ulimit 現在のシェルとその子プロセスが使

用可能なシステムリソースの制限値

の設定または取得 

  HP-UX は ulimit(2) C インタフェース

のみ提供する。 

Oracle Solaris はユーザーレベルのコマンド 

ulimit(1) も提供する。 

wait プロセスの終了を待つ  jobid  HP-UX と  Oracle Solaris はユーティリ

ティーが終了を待つプロセス ID の仕様に

対応する。Oracle Solaris は終了を待つバッ

クグランドのプロセスグループを指定する

ジョブ制御 ID の仕様にも対応する。 

xargs 引数リストの構築とコマンド呼出し    

Xorgcfg xorg.conf ファイルの生成   Oracle Solaris 11 では削除されました。 

yacc 構文解析プログラムの生成  

(Yet Another Compiler-Compiler) 

  yacc は HP-UX で対応しない。 
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付録 G 関連資料 

追加情報と開発者のための資料については、表 G-1 に一覧表示された関連資料を参照してください。 

表 G-1. 補足資料 

ORACLE SOLARIS 

Oracle Solaris http://www.oracle.com/jp/products/servers-storage/solaris/index.html 

Oracle Solaris 10 ドキュメント http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/index-ja.html 

『Oracle Solaris カーネルのチューンアップ・リファレン

スマニュアル』 

http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0376/819-0376.pdf 

Oracle Solaris 10 の新機能 http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/821-0583/index.html 

Oracle Solaris クラスタ http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solaris-cluster/index.html 

『Oracle Solaris 10 システム仮想化の基本』 ISBN-13: 978-0-13-708188-2 

ISBN-10: 0-13-708188-X 

プログラミング関連資料 

Oracle Solaris 10 ドキュメントセット (英語) http://www.oracle.com/technetwork/documentation/solaris-10-192992.html 

Oracle Solaris 11 アプリケーションのプリフライトチェッ

カ 

https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/solaris_11_compatibility_tools/ 

Oracle Solaris Studio ポータル http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solarisstudio/overview/index.html 

Oracle Solaris Studio ドキュメント http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solarisstudio/documentation/inde

x.html 

『リンカーとライブラリ』(英語) http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/819-0690/book-info/index.html 

『Oracle Solaris セキュリティサービス開発ガイド』 http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0396/819-0396.pdf 

『プログラミングインタフェース』 http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0392/819-0392.pdf 

『デバイスドライバの作成』(英語)  http://download.oracle.com/docs/cd/E19963-01/html/819-3196/ddidkisvc-29227.html 

『Oracle Solaris Studio を用いたエンタープライズアプリ

ケーション開発』(ホワイトペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossent

erprise-apps-170707.pdf 

『Oracle Solaris Studio Performance Analyzer を使って

MPI アプリケーションを検証するためのガイド』(ホワイト

ペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossper

formance-analyzer-177582.pdf 

『Oracle Developer Tools による並列プログラミング』(ホ

ワイトペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149

971.pdf 

『Parallel Programming with Oracle Developer Tools』 

white paper 

http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149

971.pdf 

『Oracle Solaris Studio を使った OpenMP 3.0 タスキング

の利用』(ホワイトペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossop

enmp-30-wp-183987.pdf 

JAVA 

Java テクノロジー http://www.oracle.com/jp/technologies/java/index.html 

http://www.oracle.com/jp/products/servers-storage/solaris/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/index-ja.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0376/819-0376.pdf
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/821-0583/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solaris-cluster/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/solaris-10-192992.html
https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/solaris_11_compatibility_tools/
http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solarisstudio/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solarisstudio/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/server-storage/solarisstudio/documentation/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19082-01/819-0690/book-info/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0396/819-0396.pdf
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0392/819-0392.pdf
http://download.oracle.com/docs/cd/E19963-01/html/819-3196/ddidkisvc-29227.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossenterprise-apps-170707.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossenterprise-apps-170707.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossperformance-analyzer-177582.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossperformance-analyzer-177582.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149971.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149971.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149971.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/systems/parallel-programming-oracle-develop-149971.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossopenmp-30-wp-183987.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/ossopenmp-30-wp-183987.pdf
http://www.oracle.com/jp/technologies/java/index.html
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JavaFX プラットフォーム (英語) http://download.oracle.com/javafx/2.0/overview/jfxpub-overview.htm 

Java Security (英語) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136007.html 

Java SE セキュリティドキュメント http://java.sun.com/javase/ja/6/docs/ja/technotes/guides/security/index.html 

Oracle Solaris サービス管理機能 

『How to Create an Oracle Solaris Service Management 

Facility Manifest』(ホワイトペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solaris-smf-manifest-wp-16

7902.pdf 

『Management of Systems and Services Made Simple with 

the Oracle Solaris Service Management Facility』 (ホワイ

トペーパー) (英語) 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solaris-smf-wp-167901.pdf 

国際化 

Oracle Solaris 10 が対応するロケール (英語) http://www.oracle.com/technetwork/systems/articles/solaris-10-ur2-locales-142856.ht

ml - north-americas 

『国際化対応言語環境の利用ガイド』 http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0400/index.html 

『Korean Solaris User's Guide』(英語) http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2522/index.html 

『Simplified Chinese Solaris User's Guide』(英語) http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2523/index.html 

『Traditional Chinese Solaris User's Guide』(英語) http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2524/index.html 

 

http://download.oracle.com/javafx/2.0/overview/jfxpub-overview.htm
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136007.html
http://java.sun.com/javase/ja/6/docs/ja/technotes/guides/security/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solaris-smf-manifest-wp-167902.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solaris-smf-manifest-wp-167902.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris/solaris-smf-wp-167901.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/systems/articles/solaris-10-ur2-locales-142856.html%20-%20north-americas
http://www.oracle.com/technetwork/systems/articles/solaris-10-ur2-locales-142856.html%20-%20north-americas
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/819-0400/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2522/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2523/index.html
http://download.oracle.com/docs/cd/E19253-01/817-2524/index.html
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付録 H 用語集 

ACAP 

アプリケーション設定アクセスプロトコル (Application Configuration Access Protocol)。 

 

API 

アプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application programming interface)。 

 

appcert 

Oracle Solaris アプリケーションバイナリインタフェースに対してアプリケーションの適合性を検査

するユーティリティー。appcert ユーティリティーを使用すると、Oracle Solaris にアプリケーション

を移植する際に発生する可能性のあるバイナリ互換の問題を特定できます。 

 

Bourne シェル 

Solaris 10 のデフォルトのシェル。シェルは /usr/bin/sh にあります。 

 

CMT 

チップマルチスレッディングテクノロジー (Chip-Multithreading Technology)。 

 

dbx、dbxtool 

Oracle Solaris または POSIX のスレッドを使用するアプリケーション用のスクリプト可能なマルチ

スレッド対応のデバッガ。dbxtool はグラフィカルバージョンです。 

 

DDI/DKI 

デバイスドライバインタフェース/ドライバカーネルインタフェース (Device Driver 

Interface/Driver-Kernel Interface)。デバイスドライバと OS カーネル、デバイスハードウェア、ブー

トと構成ソフトウェアの対話処理を標準化するインタフェース。 

 

Discover 

実行中のアプリケーションのメモリーアクセスエラーの報告を検出するツール。 

 

DLight 

Oracle Solaris DTrace テクノロジーを使用する、アプリケーションとシステムのプロファイリングを

統一するツール。 

 

dmake 

makefile を解析して、同時に構築できるターゲットを判定する分散型 make (Distributed Make) ユー

ティリティー。これらのターゲットのビルドは多数のホストに分散されます。 

 

DTrace 

Oracle Solaris DTrace を参照してください。 

 

ETL ユーティリティー 

抽出、変換、ロード (Extract, Transform, and Load) ユーティリティー。さまざまな形式を扱い、リレー

ショナルデータベース管理システムの標準クエリー言語 (SQL) に変換するツールです。 

 

GSS-API 

汎用セキュリティサービス・アプリケーション・プログラミング・インタフェース (Generic Security 

Service Application Programming Interface)。さまざまなモジュールセキュリティサービスに対応できる

ネットワーク層。GSS-API はセキュリティ認証、整合性、プライバシサービスを実現し、セキュリ

ティに関してアプリケーションの移植性を最大限にすることができます。 
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Hybrid Storage Pool 

ディスクドライブとフラッシュデバイスの組合せで、一緒に動作することでディスクの待ち時間に

与える影響を最小にしてアプリケーションのパフォーマンスを向上します。フラッシュデバイスは

特定の種類の I/O を処理し、ハードディスクドライブは大規模なデータセットを格納します。

Hybrid Storage Pools は Oracle Solaris ZFS で使用可能です。 

 

IIIMF 

Internet Intranet Input Method Framework (インターネット/イントラネット入力方式フレームワーク)。 

 

IMAP 

インターネットメッセージアクセスプロトコル (Internet Message Access Protocol)。 

 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 

Java SE で構築し、アプリケーションサーバー、Web サーバー、Java 2 Platform, Enterprise Edition API 

を追加し、JavaBeans と Java servlets API、JavaServer Pages (JSP) テクノロジーに対応するツールキッ

ト。 

 

Java Platform, Standard Edition (Java SE) 

Java アプリケーションを開発するツールキット。このツールキットはコンパイラ、実行環境、コア 

API を含みます。 

 

JavaFX 

ハードウェアで高速化された高性能グフィックスとメディアエンジン付きの豊富なグラフィックス

のセットと Java Media API を提供するプラットフォームで、データ駆動のエンタープライズクライ

アントアプリケーションを簡単に開発できます。 

 

Korn シェル 

Oracle Solaris 10 は ksh88 (/usr/bin/ksh に配置) に対応します。Oracle Solaris 11 は ksh93 

(/usr/bin/ksh に配置) をデフォルトシェルとして提供していますが、ksh88 (/usr/sunos/bin/ksh に配

置) も互換性のために対応しています。 

 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol。 

 

LDI 

Layered Driver Interface。カーネルモジュールがシステムのほかのデバイスにアクセスできるようにす

る DDI/DKI の拡張機能。 

 

maxfiles 

プロセスごとのファイル制限を指定する弱い制限値。 

 

maxfiles_lim 

プロセスごとのファイル制限を指定する強い制限値。 

 

maxuprc 

ユーザーが使用できるプロセスの最大数。 

 

MPO 

メモリー配置最適化 (Memory Placement Optimization)。 

 

NetBeans IDE 

無償でオープンソースのソフトウェア開発ツールで、Web アプリケーション、デスクトップアプリ
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ケーション、モバイルアプリケーションを作成できます。 

 

Oracle JDeveloper 

無償の統合開発環境で、Java ベースの SOA アプリケーションとユーザーインタフェースを簡単に

作成できます。 

 

Oracle Solaris Cluster 

カーネルレベルで統合化された Oracle Solaris の高可用性ソリューション。サーバー、ストレージ、

ネットワークコンポーネント、OS、仮想マシン、アプリケーションを監視します。回復アクション

はポリシーとアプリケーションの仕様に基づいておこなわれます。 

 

Oracle Solaris 暗号化フレームワーク 

Oracle Solaris に組み込まれたフレームワークで、カーネルレベルとユーザーレベルのコンシューマ

がソフトウェアベースまたはハードウェアベースの暗号化機能を使用できるようにします。 

 

Oracle Solaris DTrace 

Oracle Solaris に組み込まれた動的トレース機能で、開発者が OS とアプリケーションの動作をリア

ルタイムで監視できるようにします。 

 

Oracle Solaris 鍵管理フレームワーク 

PKI オブジェクトを管理するツールとプログラミング・インタフェースを提供するフレームワーク。 

 

Oracle Solaris サービス管理機能 

Oracle Solaris 10 で導入された機能で、サービスの管理と制御を単純化します。 

 

Oracle Solaris Studio 

Oracle Solaris と Linux OS 用の、無償の C、C++、Fortran の総合的なツールスイート。拡張可能で

セキュリティ保護された信頼性の高いエンタープライズアプリケーションの開発を短期化できます。 

 

Oracle Solaris ZFS 

ボリューム管理を統合し、仮想的に制限のないファイルシステムのスケーラビリティーを提供する 

128 ビットファイルシステム。 

 

Oracle VM 

Oracle と Oracle 以外のアプリケーションに対応する、拡張可能なサーバー仮想化ソフトウェア。 

 

PAM 

プラグイン可能認証モジュールを参照してください。 

 

PKI 

公開鍵インフラストラクチャ (Public Key Infrastructure)。 

 

POSIX 

Portable Operating System Interface for UNIX。カーネルの機能のための明確に定義されたシステムコー

ルインタフェース、シェル、ユーティリティーのインタフェースを提供する規格のセット。 

 

POSIX スレッド 

C プログラミング言語でマルチスレッドプログラミングに関連する型、関数、定数を定義する標準 

API。 

 

pthread 

POSIX スレッドを参照してください。 
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SASL 

Simple Authentication and Security Layer。コネクションベースのプロトコルに認証サービス、任意の整

合性サービスとプライバシサービスを提供するフレームワーク。SASL は IMAP、SMTP、ACAP、

LDAP プロトコルを使用するアプリケーションに適切で、これらのプロトコルはすべて SASL に対

応しています。 

 

SMF 

Oracle Solaris サービス管理機能を参照してください。 

 

SMTP 

Simple Mail Transport Protocol (メール転送プロトコル)。 

 

SOA 

サービス指向アーキテクチャー。 

 

Sun Performance Library 

最適化され、高速の数学サブルーチンで、線形代数やそのほかの数値計算の問題を解決します。 

 

sysdef 

現在のシステム定義を表形式で出力するコマンド。 

 

Trusted Extensions 

セキュリティ保護されたラベルテクノロジーによる Oracle Solaris の任意の層で、データのセキュリ

ティポリシーをデータ所有権と分離することができます。複数レベルのデータアクセスポリシーで

コンプライアンスの目標を達成できます。 

 

UFS 

UNIX ファイルシステム。Oracle Solaris 10 のデフォルトのファイルシステム。 

 

ulimit 

現在のシェルとその子プロセスが使用可能なシステムリソースの制限値を設定したり取得したりす

るコマンド。 

umask 

ファイルモード生成マスク。Oracle Solaris ではデフォルトの umask 022 を /etc/profile ファイ

ルに設定します。 

 

Uncover 

バイナリ内でテストされない主要な機能領域を容易に特定するコードカバレッジツール。 

 

Unicode 

多言語のプレーンテキストをエンコーディングする一貫性のある方法を指定する業界標準です。 

 

UTF-8 

ASCII 文字コード値を透過的に維持する可変長 Unicode エンコーディング形式。Oracle Solaris の 

Unicode ロケールでファイルコードに使用されます。 

 

UTF-16 

16 ビット Unicode エンコーディング形式。 
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UTF-32 

固定長、21 ビット Unicode エンコーディング形式で、通常 32 ビットのコンテナやデータタイプ

で表現されます。Oracle Solaris の Unicode ロケールでプロセスコード (ワイド文字コード) に使用

されます。 

 

ZFS 

Oracle Solaris ZFS を参照してください。 

 

アクセス制御リスト (ACL) 

特定のアクセス権をもつ主体のリストを含むファイル。一般に、サーバーがアクセス制御リストを

参照して、クライアントがそのサービスを使用する権限を持つことを検証します。 

 

エージェントビルダー 

Oracle Solaris Cluster のコンポーネントで、データサービスの作成を自動化します。 

 

国際化 

ソフトウェアをさまざまな言語と地域に移植できるようにするテクノロジー。 

 

コンシューマ 

システムリソースを使用するアプリケーション、ライブラリ、またはカーネルモジュール。 

 

コンテキスト 

2 つのアプリケーションの間の信頼性の状態。 

 

実行時検査 

Oracle Solaris Studio に備えられたデバッグ機能。メモリーアクセスやメモリーリークなどの実行時

エラーを自動的に検出します。デバッガはプログラムの実行に割り込み、検出されたエラーに関連

のあるソースコードを表示します。 

 

実行時リンカー 

実行中に共有ライブラリにアプリケーションを配置してバインドするために使用できるライブラリ

コールを提供するソフトウェア。 

 

承認 

ユーザーがサービスを使用できるかどうか、そのユーザーがアクセスできるオブジェクト、また、

許可されるアクセスの種類を判定するプロセス。 

 

スレッドアナライザ 

マルチスレッドコードの一般的な問題を特定できるツールで、複数のスレッドで実行するプログラ

ムを解析します。スレッドアナライザは特にデータの競合とデッドロックの状態を検出することが

できます。 

 

遅延読込み 

関数が最初に参照されるまで依存性の読込みを遅延できます。 

 

チップマルチスレッディングテクノロジー 

各プロセッサのコアが複数のスレッド間をクロックサイクルごとに切り替えることができるマルチ

スレッドプロセッサテクノロジーです。 

 

強い制限値 

OS またはプロセッサにより特別な特権で設定されるリソース消費の制限値。 

 



HP-UX から Oracle Solaris への移植ガイド 

116 

データ変換 

データを 1 つの形式から別の形式へ変換するプロセス。 

 

特権 

アプリケーションに付与できる個別の権利。 

 

認証 

要求されるアイデンティティを検証するセキュリティサービス。 

 

パッケージ 

ソフトウェア製品に必要なファイルとディレクトリのコレクション。Oracle Solaris では、アプリケー

ションは配備用にパッケージで配布されます。 

 

ビッグエンディアン 

最上位のバイトをデータの先頭に格納するアーキテクチャー。Oracle Solaris は SPARC プロセッサ

ベースのシステムでビッグエンディアンアーキテクチャーを使用し、x86 プラットフォームでリト

ルエンディアン･アーキテクチャーを使用します。 

 

プラグイン可能認証モジュール 

認証と、アカウントやセッション、パスワードの管理のために関連するセキュリティサービスを提

供するフレームワーク。 

 

弱い制限値 

プロセスにより変更されることができるリソース消費の制限値。Oracle Solaris では弱い制限値は強

い制限値に等しいかそれより小さくしてください。 

 

リトルエンディアン 

最下位のバイトをデータの先頭に格納するアーキテクチャー。Oracle Solaris は x86 システムでリト

ルエンディアンアーキテクチャーを使用し、SPARC プロセッサベースのプラットフォームでビッグ

エンディアンアーキテクチャーを使用します。 

 

ロケール 

言語または地域。 

 

ローカリゼーション 

ロケールと呼ばれる言語や地域に対応するオンライン情報を利用して、特定の言語や地域にソフト

ウェアを適応させるテクノロジー。 
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