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第1章 はじめに 
本書の目的は、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）アプリケーションをOracle Solaris 11に移行するときに発
生する問題を開発者が解決できるようにすることです。本書では、2つの環境間の類似点と相違点について、
アーキテクチャ、システム・コール、ツール、ユーティリティ、開発環境、およびオペレーティング・シス
テムの面から説明します。2つのプラットフォームで実装方法が異なるために移植時によく発生する問題が
ありますが、可能な場合は、特定の移植に関する問題に的を絞った解決方法および回避策も紹介します。 

本書で紹介する情報を活用すれば、ごく小規模なデータ変換から極端に規模の大きいレガシー・ネイティ
ブ・コードの移行プロジェクトまで、さまざまなプロジェクトに対処できるようになるでしょう。 

ベスト・プラクティスも紹介していますので、Oracle Solaris 11で実行したときにアプリケーションの能力を
最大限に引き出すためにお役立てください。移行プロジェクトには共通の落とし穴がありますが、その一部
については、回避方法を個別に紹介しています。 

さまざまな開発要件と機能要件のもとで、なるべく多くの開発者の方に本書を活用していただくために、ま
た総合的な有用性を維持するために、特定の問題を深く追求することはしていません。代わりに、関連情報
が詳しく説明されている参照先を紹介しています。Oracle Solarisオペレーティング・システムを初めて使用
するユーザーも熟知しているユーザーも、Oracle Solaris 11およびその機能に関する正確かつ詳細な情報をぜ
ひマニュアル・ページから入手してください。 

Oracle Solaris 11の新機能 

Oracle Solaris 11は業界トップのクラウド・オペレーティング・システムであり、クラウドベースのデプロイ
メントに求められるセキュリティ要件、パフォーマンス要件、スケーラビリティ要件に適合するように設計
されています。完全に仮想化された初めてのオペレーティング・システムであるOracle Solaris 11には、OS、
ネットワーク、およびストレージの各リソースを仮想化するための包括的な機能が組み込まれています。ま
た、オペレーティング・システム、物理ハードウェア、ネットワーク、ストレージだけでなく仮想化レイヤ
ーも含むインフラストラクチャ全体を包括的に管理する機能も備えています。オラクルは、SPARCシステム
とx86システムの両方で、Oracle Solarisの開発を強力に推し進めて来ました。そして、ユーザーの皆様に弊
社のこの取組みについて伝え、SPARC（RISC）プロセッサとx86（CISC）プロセッサの両方で動作する単一
のオペレーティング・システムを提供することの重要性を理解していただけるよう努力しています。 
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図1-1：Oracle Solarisはクラウドベースのデプロイメントに求められるセキュリティ要件、パフォーマンス要件、スケーラビリティ要件に

適合するように設計されています。 

Oracleの移植性と互換性保証 

Oracle Solarisでは、オペレーティング・システムのリリース間のバイナリ互換性が10年近くにわたって維持
されているため、既存のOracle Solarisアプリケーションを変更せずにOracle Solaris 11上で実行できます。つ
まり、何年も前に開発したOracle Solarisアプリケーションが変更なしでOracle Solaris11上で動作するため、
Oracle Solarisの新機能や高度な機能を最大限に活用できます。 

Oracle Solaris Source Code Guaranteeは、SPARCまたはx86のいずれかのプラットフォームで実行できるよう
に開発して正しくコンパイルされたC/C++アプリケーションであれば、どちらのプラットフォームでも問題
なくコンパイルされ、実行できることを保証しています。オラクルはこの選択肢を維持し続けることを約束
しているため、現在および将来に向けたニーズに最適なあらゆるプラットフォーム上で安心してアプリケー
ションを開発して、導入できます。ソフトウェア開発、トレーニング、およびITスタッフのスキルに対する
長期投資が、この保証によって保護されます。 

Oracle Solarisのバイナリ互換性保証とソース・コード保証について詳しくは、http://www.oracle.com/jp/ 
products/servers-storage/solaris/solaris-guarantee-program-1426902-ja.pdfを参照してください。 

Oracle SolarisとLinuxの類似点と相違点 

統一UNIX仕様（SUS）は、標準UNIXオペレーティング・システムのC言語プログラムとユーザー・コマン
ド・インタフェースを規定した業界標準規格です。あるUNIXオペレーティング・システムで開発されたプロ
グラムが、若干異なるUNIXオペレーティング・システムでも動作することを保証するために開発されたのが
SUSです。この仕様を管理しているのは、UNIX認定と認定マーク表示を監督する業界団体であるThe Open 
Groupです。 
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RHELはLinux Standard Base 4.0（LSB 4.0）仕様に準拠しています。LSBはPOSIX仕様、SUS、および他の複数
のオープン標準に基づいていますが、特定の領域において仕様拡張が行われています。 

Oracle Solarisは、通常それぞれPOSIX.1、POSIX.2と呼ばれるIEEE標準1003.1とIEEE標準1003.2をサポートして
います。具体的には、Oracle Solaris 11はPOSIX.1-2004（POSIX.1-2001の改訂版）とPOSIX.1-2008（POSIX.1-
2004の改訂版）に準拠しています。 

2つのオペレーティング・システムは両方ともPOSIXに準拠している（バリアント）ため、固有の動作拡張が
使用されていない限り、RHELからOracle Solarisへのコード移植はあまり難しくありません。Linux固有の拡
張が使用されている場合は、Oracle Solarisの同等の拡張を使用する必要があります。それができない場合は、
求める結果を得るために、手動で拡張を移植する必要があります。 

ツールと開発環境 

RHELは、Oracle Solaris 11とよく似た開発環境を備えた標準ベースのUNIXオペレーティング・システムです。
Linuxの開発者が通常使用する開発ツールとスクリプト作成ツールのほとんどは、Oracle Solaris 11上でも使
用できます。たとえば、rootのデフォルト・シェルは、どちらのオペレーティング・システムでもbash

（バージョン4.1.x）です。 

RHELで使用できるKシェル（ksh）はksh93ですが、Oracle Solaris 11で新規作成するユーザーのデフォル
ト・シェルもksh93です。両方のプラットフォームで同じシェルを使用できるため、RHELからOracle Solaris 
11へのスクリプト移行はさらに容易になります。 

Oracle Solaris 11には、標準のコマンド、ツール、ユーティリティ、およびサービスが数百も搭載されていま
す。これらのパッケージは、Linuxに使用されているのと同じオープンソースのコード・ベースから構築さ
れています。通常のOracle Solarisの機能に加えてこれらのパッケージを使用できるということは、Oracle 
Solarisユーザーにはメリットです。ユーザーは、このようなLinuxライクなパッケージを選択して使用できる
ため、Linuxとの親和性が高まります（両方のプラットフォームで類似したツールを使用するには、PATHな
どの環境変数を変更することが必要になる可能性がある点にご注意ください）。 

Oracle Solaris 11とRHELは多くの点で非常によく似ています。たとえば、両方ともOracle Solaris Studioソフ
トウェアとGNUツールをサポートしています。また、いずれでもX Windowをデスクトップ・インタフェー
ス用GUIとして使用します。注目されるのは、RHELで使用しているのがGNUのコンパイラ群で、SPARCプラ
ットフォームでも引き続きGNUコンパイラを使用する場合は、Oracle Solaris 11でもGNUコンパイラとツー
ルが使用できることです。 

要するに、2つのプラットフォームで使用できるシェルと開発ツールがよく似ているため、エンドユーザー
または開発者にとってRHELからOracle Solarisへの移行はとても簡単です。 

GNUユーティリティおよび一般的な開発者ツール 

Oracle Solaris 11は、コマンド、ツール、ライブラリ、プラットフォーム・サービス、ソフトウェア開発環境
の面でRHELのベースラインの大部分をすでに備えているため、アプリケーションをOracle Solaris 11に移植
する作業は、変更が必要な実際のネイティブ・コードの移行に絞られます。両方で同じ開発ツールとコンパ
イラを使用している場合は、ツールに関連して移行時に発生する煩わしさは最小限になります。 
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オラクルは、Oracle SolarisプラットフォームとRHELプラットフォームの両方でOracle Solaris Studio 12.xコン
パイラを使用できるようにしました。また、GNU Compiler Collection（GCC）と他のGNUツールもRHELと
Oracle Solaris 11の両方で使用できるという点も重要です。 

Oracle Solarisプラットフォーム上でのオープンソース・ソフトウェアの可用性 

一般的なオープンソース・ソフトウェアのほとんどは、すでにOracle Solaris 11で使用できるか、バイナリが
移植されています。また、ソース・コードはhttp://www.sunfreeware.com/、http://www.blastwave.org/、
http://www.sourceforge.net、http://www.solaris4you.dk/、http://www.unixpackages.com/などの一般的な
各種オープンソース・リポジトリを通じて入手できます。 

Oracle Solaris 11へ移植する利点 

Oracle Solaris 11へ移行する利点は多数あります。 

 

図1-2：Oracle Solarisはオラクルのハードウェアとソフトウェアを統合したスタックの一部ですが、このスタックに含まれる各コンポーネ

ントは、相互に連携してパフォーマンス、可用性、セキュリティを強化するように最適化されています。 

次に、Oracle Solaris 11の主な特長の一部をピックアップします。特に、企業全体に及ぶ大規模な導入などの
要件の厳しい環境では、これらによって大きな違いが生まれる可能性があります。 

• 連携するように最適化された、ハードウェアからアプリケーションまでを含む完全な統合スタック 

• SPARCとX64など、異なるアーキテクチャ間での移植性 

• 各種標準への準拠 

• 統合スタック上で最大限に機能するよう最適化されたツール 
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• 広範囲にわたるハードウェアのサポート 

• コード変更なしでも大規模システム上で拡張するように設計されたインフラストラクチャ 

• 新機能の開発およびテクノロジーの進化への投資（R&D費） 

• 長期投資に対するオラクルのコミットメント 

• オラクル（単一ベンダー）によるハードウェアからアプリケーションまでの24時間365日のサポート 
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第2章 移植プロセス 

推奨される移植方法 

オペレーティング・システムが両方とも標準に準拠しているうえ、移行支援ツールも揃っているため、ほと
んどの移行プロセスは簡単で、面倒なことはありません。ただし、体系的に移行計画を立て、余分に工数を
かけることが必要になると思われる領域を分離できるようにすることが重要です。 

次に、標準的な移行プロジェクトでの手順を示します。 

• 計画フェーズ（移植にかかる工数を最小化するための適切な選択）： 

− アプリケーション移植の評価 

− 現在の環境の評価 

− 移行工数の見積もり 

− 適切なツールとビルド・インフラストラクチャの選択 

− オラクル推奨ツールの採用とベスト・プラクティスへの準拠 

• 実行フェーズ（移植）： 

− モジュール式移植 

− 単体テスト 

− 統合テスト 

•  検証、テスト、認定フェーズ： 

− 機能テスト 

− システム・テスト 

− ストレス・テスト、ソーク・テスト、長時間テスト 

• 導入フェーズ（新プラットフォームの有効活用）： 

− 新しいアーキテクチャ上でのアプリケーション導入 

− パフォーマンス・チューニング 

Linuxとの互換性を持たせるために、Oracle Solaris 11にはコマンド、ツール、ユーティリティ、アプリケー
ション・プログラミング・インタフェース（API）をはじめ、多くの機能が組み込まれています。Oracle 
Solaris 11には、標準的なLinuxユーティリティやツールが数百も付属しています。一般的なGNUユーティリ
ティ、ライブラリ、およびアプリケーションの多くは、オプションでインストールできるパッケージとして
Oracle Solaris 11に付属しているため、特定のアプリケーション要件に基づいてインストールすることができ
ます。 
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たとえば、gnu-coreutils、gnu-findutils、binutils、glib2、gtk2、Perl、Bison、Ruby、
Python、および他の類似したスクリプト言語に加え、Tcl/Tkライブラリ、GNU Emacs、Apache HTTPサー
バー、GCCコンパイラ、および他の多数の開発ツールがOracle Solaris 11上で利用できます。こうしたユーテ
ィリティの多くに関して注意が必要なのは、デフォルトのインストールに重ねていくつかのオプション・パ
ッケージをインストールすると、、旧Oracle SolarisバージョンもGNUバージョンもシステム上で利用できる
ようになる点です。そのため、適切なユーティリティをシステムから起動するには、開発環境およびデプロ
イメント環境のPATH環境変数を慎重に設定する必要があります。 

ターゲット・プラットフォームで必要となる工数はそれほど多くないため、ほとんどのタスクの完了に必要
な時間は、前述した移行フェーズで見積もられています。たとえば、機能テスト、ソーク・テスト、および
ストレス・テストは、プラットフォーム間の差がほとんどないのが一般的です。もっとも大きなリスクは、
レガシー・ネイティブ・コードの移植に伴う複雑な作業に潜んでいる可能性があります。計画フェーズに十
分な時間と工数をかければ、このリスクは最小化できます。 

多くの点で2つのオペレーティング・システムが類似しているとはいえ、レガシー・ネイティブ・コードを
移植する段階になれば、微妙な相違点に気付くこともあるでしょう。したがって、Oracle Solaris 11への移行
に必要な工数は、アプリケーション・コンポーネントの構造だけでなく、各種のアプリケーション・サブコ
ンポーネントで使用されているプログラミング言語やツールによっても大きく変化します。移植工数を見積
もるうえで重要なのは、実装の複雑さを基準にして各種アプリケーション・サブコンポーネントを分類する
ことです。 

アプリケーションの移植工数の評価 

移行プロセスでもっとも重要な部分は、既存のアプリケーションとそれに関連付けられた環境の評価です。
評価を実施すればリスク一覧を作成することができ、プロジェクトの完了が可能であることを裏付ける概念
実証（POC）が必要となる可能性のある領域を、その一覧から特定することができます。 

評価の成果物としては、リスク一覧の他に、アプリケーション・モジュールとそれに関連付けられた環境の
移行に必要な工数を詳述した作業分解図（WBS: Work Breakdown Strcuture）が得られます。WBSは、計画の
作成とさまざまなアクティビティのスケジューリングに使用できます。プロジェクトの実行フェーズでは、
オラクルが推奨するベスト・プラクティスに準拠するための十分な時間と、モジュールの一部の再設計や
Oracle Solaris 11を最大限に活用するために必要なデプロイメント方法の変更ができる十分な時間を忘れずに
確保してください。 

たびたび改良されるカスタム・アプリケーションについては、アプリケーションのソース・コードとそれに
関連付けられているインフラストラクチャのスナップショットを凍結し、移行アクティビティの基準として
使用できるようにすることが極めて重要です。以降の各項では、移行全体の工数とリスクが潜在する領域の
特定に大いに役立つベスト・プラクティスについて説明します。 

対象範囲の限定 

アプリケーションで使用されているコードの構造を理解することが、計画プロセスの重要な部分です。レガ
シー・アプリケーションの多くはコードが数百万行もある大規模なものが多いため、ソース・ツリーのレイ
アウトとファイルの種類を把握しようとするだけでも複雑なタスクになりかねません。使用されなくなった
古いコードを開発者がソース・コード・ディレクトリから削除することはめったになく、ターゲット・デプ
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ロイメント・シナリオごとにビルドの手順が異なることもまずありません。 

アプリケーションが改良されるたびに新機能が追加され、一部のビジネス機能は重複するか無用になり、モ
ジュールのいくつかは特定のデプロイメント・シナリオでは不要になります。 

したがって、大規模なアプリケーションの場合は、ソース・ディストリビューションに含まれるどのファイ
ルが特定のデプロイメント・シナリオでアプリケーションのビルドに実際に使用されるかを把握することで、
移植アクティビティの対象範囲を限定することができます。 

コードの分類 

実際の移植プロセスを開始する前に、各移行単位に要する工数に基づいてコードを分離すると効果的です。
こうすると、移行に必要な工数全体の見積もりが可能になります。たとえば、Javaなどの場合に、コードの
80%が移植可能で10%がスクリプトであるなら、移植に困難が伴うことが予想され、より注意を要するのは
残りの10%のみとなります。 

この見積もりを導き出すもっとも簡単な方法には、コーディングに使用されているプログラミング言語に基
づいてコードを分離し、それぞれの移植の複雑さを個別に評価するというやり方があります。たとえば、経
験からいって、Javaで記述されたコード、Perlスクリプト、およびシェル・スクリプトは、CやC++、Visual 
Cといったプログラミング言語で記述されたネイティブ・モジュールと比べて問題は少ないでしょう。もち
ろん、例外的なプロジェクトに遭遇することもあります。スクリプトの移植は、慎重な計画と評価が求めら
れる領域の1つです。次の項では、スクリプトの移行時に発生する可能性のある問題について、さらに詳し
く説明します。 

スクリプトおよび他の移植可能なコンポーネント 

Perlユーティリティは多機能で柔軟性があり、ほとんどのプラットフォームで使用できるため、スクリプト
作成ツールとしてよく使用されます。しかしながら、大半の開発者は依然としてシェルをスクリプト作成ツ
ールに選択しています。多様なプラットフォームと環境で使用できるというのが主な理由です。 

シェル・スクリプトを評価するときは、各コマンドに次の条件が該当するかどうかをチェックします。 

• Oracle Solaris 11では使用できないコマンドである。 

• コマンドのある場所が異なり、その場所がユーザーのパスに配置されていない。 

• 複数のコマンド実装が使用可能であり（レガシー、GNU、XPG4、XPG6など）、PATHによって適切なも
のが選択される。 

• Oracle Solaris 11には存在しないオプションがコマンドで使用される。 

• Oracle Solaris 11とは異なる機能を持つオプションがコマンドで使用される。 

• コマンドの出力が異なり、なおかつリダイレクトされる。 
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ビルド環境の依存関係 

移行工数を最小限に抑えるには、適切なツール・セットとビルド環境を選択することが極めて重要です。
RHELでよく使用されるオープンソースのビルド・ツール（GNU/GPL）とユーティリティは、ほとんどすべ
てOracle Solaris 11でも使用できます。また、Oracle Solaris Studio 12.xとバンドル・ユーティリティは極めて
高機能なビルド環境を備えているため、Oracle SolarisやOracleシステム上でアプリケーションの能力を最大
限に引き出すことができることもしっかり覚えておいてください。Oracle Solaris Studio 12.xはRHELとOracle 
Solaris（SPARCとx64）の両方で使用できます。 

2つのシステム上で同じビルド・ツールとビルド環境を維持できる場合、RHELからOracle Solarisへの移行は
はるかに容易です。 

ターゲットのビルド環境を最終決定するときには、次の点を考慮する必要があります。 

• ビルド・ツールおよび他のビルドとの依存関係（gmake、dmake、make、ANTなど） 

• アプリケーションで使用されるツール 

• ツールに用意されているコマンドライン・オプション 

サード・パーティとの依存関係 

特に注意が必要なもう1つの非常に重要な要素は、サード・パーティ・コンポーネントとの依存関係です。
たとえば、次の中にアプリケーションが使用するか依存しているものがあるかどうかを確認します。 

• 既製のバイナリ（ソースコードなし）として公開されているサード・パーティの独自規格ライブラリ 

• オープンソース・コードまたはオープンソース・ライブラリ 

• シンボルの解決順序（同じ名前のシンボルが複数のライブラリで定義（実装）されている場合に、シンボ
ルの解決に使用するライブラリの順序） 

移行プロセスでもっとも重要な部分は、ターゲットとなるOracle Solaris 11プラットフォームでも前述の依存
関係を維持できるかどうかを確認することです。というのも、サード・パーティ製品との依存関係を維持で
きないために移行が制限される可能性があるためです。 

下に示しているのは、移行工数の削減に効果があるだけでなくOracle Solaris 11上でのアプリケーションの動
作改善にも役立つガイドラインの一部です。 

• ネイティブ・ツール（オラクルが提供するツール）とオープンソース・ツールのどちらを使用するとメリ
ットがあるかを評価する。適切なツールとライブラリを選択すること、場合によっては環境をネイティ
ブ実装に変更することでメリットが得られる可能性があります。Oracle Solaris 11実装への移行により、
ほぼすべてのケースで投資回収率（ROI）と業務が間違いなく大幅に改善することに気が付くことになり
ます。 

• 既存のアプリケーションでサポートされている機能に影響を及ぼさずに、最新のライブラリとスケーラブ
ルなインフラストラクチャにアップグレードできるかどうか確認する。 
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• Oracle Solarisの組込み機能、インフラストラクチャ、およびツールに、類似機能を提供できるものがある
かどうか調査する。 

• 類似機能を提供している別のベンダーの代替機能を探す。 

データの移植性 

データの移行に関する考慮事項 

データの移行は、移植プロセスに含まれるタスクの中でも特に困難な作業です。データ・マイグレーション
のアクティビティは主に2つの部分に分かれます。 

• 生データの移行。これには、アプリケーション・データ、スキーマ、表、索引、制約などの移行が含まれ
ます。 

• 関連付けられているインフラストラクチャの移行。これには、ストアド・プロシージャ、データベース・
トリガー、SQL問合せ、関数などが含まれます。 

データ・マイグレーションとはデータ形式を別の形式へ変換するプロセスのことで、移行作業においては、
ターゲット・システムでデータを読取り可能にする場合に重要な要素です。データ・マイグレーションには、
ファイル・システム、ファイル・コンテンツ、アプリケーション、およびデータベース・コンテンツが伴う
場合があります。保存されたデータがエンコード形式である場合や、ターゲット・システムでは互換性のな
い形式である場合は、データ・マイグレーションの難易度が高くなります。幸い、RHELとOracle Solarisでは、
テキスト・データの保存にASCIIを使用し、標準のテキスト・ファイル形式を使用します。 

多くのデータ・マイグレーションツールやツールキットが出回っており、データベース・ベンダーが無料ま
たは有料で提供する移行サポート・サービスも多数あります。そうしたサービスを使用すれば、移行とテス
トのプロセスでは大幅な時間節約とコスト削減を実現できます。 

RHELとOracle Solaris 11には、データ管理用の共通のGNUやレガシー・アプリケーションやユーティリティ
が多数あります。たとえば、GNUテープ・アーカイブ・ユーティリティ（gtar）で使用されるデータ形式
は類似しており、両方の環境で共通のオプションが多数あります。Oracle SolarisにはOracle Solarisレガシー
tarユーティリティもありますが、こちらには、RHELのユーティリティとは異なるオプションがいくつかあ
ります。コマンドおよびユーティリティの多くは、使用できるオプションがRHELよりOracle Solarisに多いこ
とがわかるでしょう。理由の１つは、Oracle SolarisにはGNUユーティリティの多くがバンドルされたオプシ
ョン形式でインストール可能なパッケージが付属していることです。もう1つの理由は、実装に軽微な相違
点のある類似機能を提供する旧Oracle Solarisユーティリティにもアクセスできることです。そのため、すで
にRHEL環境を熟知している開発者は、気に入っているツールやユーティリティを手放すことなく、Oracle 
Solarisでスムーズに作業ができます。この共通性は、他の多くのアプリケーションやユーティリティにも見
られ、データの移行中や移行後に多大なメリットをもたらす可能性があります。 

13 



Red Hat Enterprise LinuxからOracle Solarisへの移植ガイド 

データの移植性、既知の問題、および解決方法 

ファイル・システムは一般に、エンディアンネスの点ではニュートラルであり、SPARC版Oracle Solarisと
x86/x64（インテルまたはAMD）版Oracle Solarisとの間でファイルを交換しても問題ありません。ただし、
プラットフォーム間で共有される生データを保存しているアプリケーションでは問題になる場合があります。 

たとえば、SPARCプラットフォーム向けOracle Solaris OS上のアプリケーションがデータ構造体を生の形式
でファイルに書込んだ場合、これらのファイルに保存されるデータはエンディアンに依存したものになりま
す。インテル・プロセッサまたはAMDプロセッサを搭載したOracle Solarisシステムからこの同じデータファ
イルの読取りまたは書込みを行うと、データのエンディアンネスに関する問題が発生する可能性があります。
つまり、ファイルに保存されているバイナリ・データ（生データ）は通常、SPARCプラットフォームと
x86/x64（インテルまたはAMD）プラットフォーム間で移行できません。 

プラットフォーム間で共有されるデータを保存するアプリケーションでは、エンディアンネスの問題を次の
いずれかの方法で処理できます。 

• テキスト・ファイルと文字列を使用し、アプリケーションが定義したエンディアン・ニュートラルな形式
でデータを保存する。 

• ビッグ・エンディアン表記法またはリトル・エンディアン表記法のいずれかを選択し、XDRなどの対応テ
クノロジーを使用したバイト・スワッピングを必要に応じて実行する。 

クロス・プラットフォームの互換性に対するニーズはよく理解されているため、主要なアプリケーションは
長年に渡り、ビッグ・エンディアンとリトル・エンディアンの両Oracle Solaris環境で問題なく使用できてい
ます。そうしたアプリケーションには、個人の生産性を高めるアプリケーションから、Oracle、Informix、
およびSybaseをはじめとする複数のベンダーが提供する主要なデータベース管理システムまで、さまざまな
ものがあります。 

RHELで実行するデータベースとOracle Solarisで実行するデータベースの間には多くの類似性があるものの、
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、通常は何らかのデータ変換が
必要です。同じベンダーのデータベース製品を両方のプラットフォームで使用できる場合は、RHEL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になる場合があります。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。 

ほとんどの企業アプリケーションは、データベースに格納された情報を利用してユーザーの要求に応えます。
データベースは、とらえ方によっては次の2つのカテゴリに分類できます。 

• オープンソースのデータベース 

• 独自規格のデータベース 

データベースの選択に関わる要素は、アプリケーションのニーズ、コスト、ビジネス・ニーズです。両方の
プラットフォームで同じベンダーのデータベースを使用できれば、移行プロセスはかなり単純で簡単なもの
になります。幸い、両カテゴリのデータベースのほとんどが、Linux上でもOracle Solaris上でも使用できます。 

次の表に、オープンソースと独自規格のデータベースで特に普及しているものをまとめ、両プラットフォー
ムへの対応状況を示しています。 
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表2-1：データベースのサポート状況 

データベース 最新のバージョン RHEL ORACLE SOLARIS 

よく利用されているオープンソース・データベース   

MySQL 5.6.x   

PostgreSQL 9.1.x   

SQLLite 3.7.x   

Ingres 10.x   

Berkeley DB 5.x   

Oracle 11gR2   

DB2 9.7.x   

Sybase 15.7.x   

Informix 11.7.x   

独自規格のデータベース間でのデータ・マイグレーションは困難ですが、ほとんどのデータベース・ベンダ
ーはこの種のデータ・マイグレーションを支援するツールを出荷しています。 

さまざまな独自規格データベースからのOracle Databaseへの移行にについて詳しくは、http://www.oracle.com/ 
technetwork/products/migration/index-084442.htmlを参照してください。 

アプリケーションの検証 

コード・カバレッジ 

移行のプロセスでもっとも重要なフェーズは機能テストです。両プラットフォーム上のシステム・コールと
機能の多くは類似しているように見えますが、テスト時だけでは発見できない軽微な動作上の相違がありま
す。新しいプラットフォームでコードをコンパイルしても、実際のテスト実行時には著しく異なる動作をす
る可能性があります。したがって、ターゲット・プラットフォーム上で徹底的にアプリケーションをテスト
することが極めて重要です。 

オラクルには、テスト時のコード・カバレッジの追跡を支援する強力なツールや、メモリ・リークなどの検
出困難なコードに関わる問題を発見できるツールがあります。そうしたツールの1つがUncoverです。これは
Oracle Solaris Studioソフトウェアにバンドルされているコード・カバレッジ・ツールです。 

Oracle Solaris 11上でUncoverを使用するには、次の手順を実行する必要があります。 

• Oracle Solaris Studio最適化フラグ（-xO[n]）を付けてコードをコンパイルします。たとえば、コンパイ
ルに使用する標準的なコマンドラインは次のようになります。 

cc -g -xO2 test.c 

• 次のコマンドを使用して、インスツルメント処理コードをバイナリに追加します。 

uncover a.out 
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• インスツルメント処理されたバイナリを実行して通常の機能テストを実行すると、コード・カバレッジは
次のディレクトリに保存されます。 

/tmp/project/a.out.uc 

• その後、このOracle Solaris Studioツールを使用してレポートを生成できます。 

uncover a.out.uc 

続いて、カバレッジ・データを確認できるGUIが表示されます。 

メモリ・リークの検出 

Oracle Solaris Studioにバンドルされているツールの中で特に強力なものの1つがDiscoverです。これは、メ
モリ・アクセス・エラーやメモリ・リークを検出するためのメモリ・エラー検出ツールです。 

Discoverを使用するには、次の手順を実行する必要があります。 

• 前提条件として、Oracle Solaris Studio最適化フラグ（-xO[n]）を付けてコードをコンパイルする必要が
あります。 

cc -g -xO2 test.c 

• インスツルメント処理コードをバイナリに追加します。 

discover -w text a.out 

注：共有ライブラリのインスツルメント処理コードは、共有ライブラリが開かれたときにDiscovererによ
って自動的に追加されます。 

• インスツルメント処理コードを追加したら、インスツルメント処理されたバイナリを実行できるようにな
り、ストレス・テストを含む通常のテストを続行できます。 

• 実行中のあらゆるメモリ・リークがこのツールで追跡されます。追跡結果は、このツールでレポートを生
成して確認できます。 
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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 

サポートされているプロセッサ・アーキテクチャ（Linuxと

Oracle Solarisの比較） 

この10年間にLinuxシステムの利用が増加した要因は多数あります。特に、デスクトップ・システムでの利
用が顕著に増え、サーバー・システム市場でもある程度の増加がありました。デプロイメントにおけるこの
ような増加の主な理由の1つは、システム・コスト削減の必要性でした。SPARC（RISC）プラットフォーム
ではLinuxの各種フレーバーを使用できますが、大半のLinuxデプロイメントはx86/x64システムで行われまし
た。一方、エンタープライズ・デプロイメントのほとんどは、引き続きRISCプラットフォームで実行されて
います。これは、RISCプラットフォームがもともと信頼性、安定性、可用性、スケーラビリティを備えてい
るという理由からです。 

Oracle Solaris 11はどちらの市場にも対処できるように設計されています。x86/x64とSPARCの両プラットフ
ォームでOracle Solarisが使用できるだけでなく、プロセッサ・アーキテクチャ間のソース・コード互換性を
オラクルが保証しているため、Oracle Solarisで開発するという提案に説得力が生まれるのです。 

プロセッサ固有の問題が移行時にほとんど発生しないため、システムをx86/x64のままにしてLinuxから
Oracle Solarisへ移行する作業は簡単です。これに対して、SPARC/RISCプラットフォームへ移行する場合は、
個別の対策を取る必要があります。 

以降の項では、x86/x64システムからOracle Solaris SPARCプラットフォームへの移行時に考慮すべきさまざ
まな側面について詳しく説明します。 

格納順序と位置合せ(Alignment) 

デフォルトの位置合せと推奨事項 

データ型にはそれぞれ、プロセッサ・アーキテクチャにより決められた位置合せ要件があります。処理する
ワード・サイズがプロセッサのデータ・バス・サイズと一致する場合は、プロセッサによるデータ処理が効
率的に実行されます。たとえば、32ビット・マシンでは4バイトのワード・サイズで処理されます。 

位置合せが正しくないロングワードの読取り/書込みが許可されない理由ははっきりしています。たとえば、
位置合せが行われている整数Aは、メモリ（4バイト）にA0、A1、A2、およびA3として書き込まれます。こ
の整数が適切な位置合せで格納されていれば、プロセッサは1回のバス・サイクルでワード全体を読み取る
ことができます。 

 

図3-1：適切に位置合せされた整数値は、1回のフェッチ操作で読み取れます。 
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次は、位置合せが行われていないアドレスにある整数に同じプロセッサでアクセスしようとする場合です。
プロセッサはX0、X1、X2、およびX3の4つのバイトを読み取ることが必要になります（図3.2を参照）。こ
の読取りは、1回の32ビット・バス・サイクルでは実行できません。 

整数全体を読み取るには、2つの異なる読取り指示を出す必要があります。したがって、正しく位置合せが
行われていない整数の読取りには、2倍の時間がかかります。つまり、メモリ・チャンクのアドレスはメモ
リ・サイズの複数倍になっているはずです。アドレスがこの要件を満たしていれば、適切に位置合せが行わ
れていると言えます。位置合せが行われていないアドレスからデータにアクセスすると、実行が遅くなった
りプログラムが終了するなどのさまざまな問題が発生する可能性があります。 

 

図3-2：位置合せが適切に行われていない整数値の読取りには2回のフェッチ操作が必要になります。 

データ構造体とサイズ 

効率的なコードを生成するには、ターゲット・プロセッサが定義したバイト位置合せの制約に従ってコンパ
イルする必要があります。これは、ターゲット・プロセッサが設定した制約に反する構造体にならないよう
に、ユーザー定義の構造体に埋込みバイトを追加する必要があることを意味します。コンパイラによる埋込
みの様子を次の例で説明します。intは4バイト、shortは2バイト、charは1バイトとします。 

struct mydata { 

char C; 

long L; 

short B; 

long J; 

}; 

このプラットフォーム上のintの位置合せは4バイトであるため、図3-3に示すとおり、char Cの後に3バイ
トが追加され、short Bの末尾に2バイトが追加されます。このstructのサイズは、x86システム上では16
バイトで、SPARC（64ビット）システム上では32バイトです。埋込みを行うことで、このstructデータの
アドレスは4で等分に割ることができるようになります。これを、構造体メンバーの位置合せと呼びます。
結果としてstructのサイズは当然、大きくなります。 
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図3-3：4バイト境界に位置を合せるためにstruct mydataに埋込みが行われる様子を表した図。 

コンパイラ・オプションとコードの移植性 

packプラグマ・ディレクティブを使用すると、構造体、共用体、またはクラス・メンバーに異なるパッキ
ング位置合せを指定できます。 

#pragma pack(push, 1) 

struct mystruct 

{ 

char c1; // 1-byte  

ouble d2; // 8-byte 

}; 

#pragma pack(pop) 

ほとんどのコンパイラには、デフォルトの埋込みを無効にする標準外の拡張機能が用意されています（プラ
グマ、コマンドライン・スイッチなど）。詳しくは、コンパイラに付属のマニュアルを参照してください。
位置合せをカスタマイズした構造体メンバーを使用する場合は注意が必要です。なぜなら、位置合せがカス
タマイズされた構造体を、異なるパッキング位置合せを使用する外部ライブラリの関数に渡すと、互換性に
関わる深刻な問題が発生する可能性があるのです。そうした問題を回避するには、デフォルトの位置合せを
使用したほうが、ほとんどの場合うまく行きます。 

一部の事例では、構造体のメンバー間にバイトを埋め込まないことが必須となる場合もあります。たとえば、
連続したデータをネットワーク経由で送信する処理を主に行うアプリケーションの場合は、バイトを埋め込
まないようにすることでネットワーク使用率が極端に向上する可能性があります。 

ただし、受信側で構造体メンバーにアクセスするときには注意が必要です。通常は、バイト単位で読み取る
という手段で、間違った位置合せによるエラーを回避することができます。 
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1つのプラットフォームから転送した生データを別のプラットフォームにロードできるようにするには、基
本の型のサイズとエンディアンネスが2つのプラットフォームで同じであることが必要であるだけでなく、2
つのプラットフォームが位置合せの互換性も備えている必要があるということが、これではっきりしたはず
です。これらの要件が満たされていないと、型の内部のメンバーの位置、さらには型自体のサイズさえもが
合わなくなる可能性があります。そして、mystructに対応するデータをx86/x64システムとSPARCシステム
の間で移動すると、structで使用されている型のサイズが同じであっても、まさにこうした事態が発生し
ます。 

バイト・オーダー 

ベンダーが異なれば、マイクロプロセッサに使用されているバイト・オーダー・スキームも異なります。た
とえば、インテルのプロセッサは伝統的にリトル・エンディアンです。モトローラのプロセッサはずっとビ
ッグ・エンディアンです。「ビッグ・エンド」（最上位バイト）から順に格納するのがビッグ・エンディア
ンで、「リトル・エンド」（最下位バイト）から順に格納するのがリトル・エンディアンです。 

図3-4と図3-5は、16進数0xFF342109をビッグ・エンディアンのマシンとリトル・エンディアンのマシンで表
現したものです。メモリ位置0x1000から0x1003の内容が表示されています。 

 

図3-4：x86システム上のLinuxなどのリトル・エンディアン・システムでの0xFF342109の描出 

 

図3-5：SPARCシステム上のOracle Solarisなどのビッグ・エンディアン・システムでの0xFF342109の描出 

相互運用性を目的としたデータ変換 

ビッグ・エンディアン形式とリトル・エンディアン形式を変換するロジックは、実はかなり単純です。上の
図を見ればわかりますが、適切なバイトを交換するだけで、一方の形式から他方へ変換できるのです。 
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アーキテクチャの異なるマシンが接続されているネットワーク経由の通信を正しく行うために、通常は、ネ
ットワークに送信される前にデータが転送側で“ネットワーク・バイト・オーダー”に変換され、宛先ホスト
でパケットが受信された後に受信データが“ホスト・バイト・オーダー”に返されます。この変換を容易に行
えるように、オペレーティング・システムには作成済みのライブラリ変換ルーチンが付属しています。次に
例を示します。 

ntohl( ) // Network-to-host byte order 

htonl() // Host–to-network byte order 

構造体、共用体、またはクラス・オブジェクトのメンバー・データの場合は、話が少し異なります。struct
メンバー変数は、パフォーマンスの低下を防ぐためにあらゆるメンバー変数のなかでもっともサイズの大き
いバイトに位置を合わせる必要があります。 

// 4-byte alignment 

struct mystruct 

{ 

char a; // size = 1 byte 

// 3 bytes padding 

int i; // size = 4 bytes 

}; 

上の例では、mystructのサイズは8バイトです。 

// 8-byte alignment 

struct mystruct_1 

{ 

char a; // size = 1 byte 

// 7 bytes padding 

double i; // size = 8 bytes 

}; 

上の例では、mystruct_1のサイズは16バイトです。 

低水準コード、ビットレベル操作 

32ビットのRHELアプリケーションから64ビットのOracle Solaris SPARCアプリケーションに移行する場合は、
標準的なレガシーCコードで不用意に使用されたビットシフト演算が原因で、多くの問題が発生する可能性
があります。次の例は、シフト演算を実行する関数です。型指定のない整数定数の型はunsigned intにな
る点に注意してください。シフト演算を行うと、予想外の切捨てが行われることがあります。 

たとえば、次のコードでは、iの最大値が31になる可能性があります。なぜなら、“1 << i”の型はintだか
らです。 

long j = 1 << i; 

64ビットのSPARCシステムでシフトを正しく実行するには、下に示すように1Lを使用する必要があります。 

long j = 1L << i; 
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システムAPI 

システム・コールの対応 

RHELもOracle Solarisも、POSIX標準に準拠したUNIXオペレーティング・システムです。双方とも、適切に定
義されたシステム・コール・インタフェースを備えています。RHELで使用できるシステム・コールのほとん
どは、システム・コールまたはライブラリ関数（API）のいずれかとしてOracle Solarisでも使用できます。2
つのプラットフォームのシステム・コールの実装には、軽微な相違があります。 

表3-1に、パラメータ数、戻り値、またはシステム・コールのシグネチャを宣言するヘッダー・ファイルの
名前の相違という観点から、実装上の相違点をまとめています。また、Oracle Solaris 11で使用する必要があ
る、回避方法または代替関数コールも表に記入してあります。そのため、もともとRHELで動作するように記
述されたコードをOracle Solaris 11でコンパイルして動作させることができます。 

一方のプラットフォームでしか使用できないシステム・コールもいくつかあります。そのようなシステム・
コールについては、移行時に費やす必要のある時間と工数が増えるでしょう。 

表3-1：同等のシステム・コール、代替システム・コール、および回避方法 

API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

access #include <unistd.h> 

int access(const char *pathname, 

int mode); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

Oracle Solarisでは、#include 

<sys/fcntl.h>を追加で含める必要あり。 

chown #include <unistd.h> 

int chown(const char *path, uid_t 

owner, gid_t group); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。Oracle 

Solarisでは、#include <sys/types.h>

を追加で含める必要あり。 

creat #include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <fcntl.h> 

int creat(const char *pathname, 

mode_t mode); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。

sys/types.hは不要。 

faccessat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> 

/* Definition of AT_* constants */ 

#include <unistd.h> 

int faccessat(int dirfd, const char 

*pathname, int mode, int flags); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <fcntl.h>の代わりに#include 

<sys/fcntl.h>が必要。 

#define _ATFILE_SOURCEは不要。 

fchmodat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<sys/stat.h>  

int fchmodat(int dirfd, const char 

*pathname, mode_t mode, int flags); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

fchown #include <unistd.h> 

int fchown(int fd, uid_t owner, 

gid_t group); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。

#include <sys/types.h>が必要。 

fchownat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<unistd.h> int fchmodat(int dirfd, 

const char *pathname, mode_t mode, 

gid_t group, int flags); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

#include <sys/types.h>が必要。 

fcntl #include <unistd.h> 

#include <fcntl.h> 

int fcntl(int fd, int cmd, .../* 

arg */ ); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。

#include <sys/types.h>必要。 

fork #include <unistd.h> 

pid_t fork(void); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>が必要。 

fstat #include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

int fstat(int fd, struct stat 

*buf);  

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <fcntl.h>が必要。 

#include <unistd.h>は不要。 

futimesat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ 

int futimesat(int dirfd, const chat 

*pathname, const struct timeval 

times[2]); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

#include <sys/time.h>が必要。 

getdents int getdents(unsigned int fd, 

struct linux_dirent *dirp,unsigned 

int count); 

int getdents(int fildes, struct 

dirent *buf, size_t nbyte); 

#include <dirent.h>が必要。 

getgroups #include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> 

#include <grp.h> 

int getgroups(int size, gid_t 

list[]); 

 

int getgroups(int gidsetsize, gid_t 

*grouplist); 

#include <sys/types.h>は不要。 

getpid #include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> pid_t 

getpid(void); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>は不要。 

getppid #include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> 

pid_t getppid(void); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>は不要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

getrlimit #include <sys/time.h> 

#include <sys/resource.h> 

int getrlimit(int resource, struct 

rlimit *rlim); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/time.h>は不要。 

ioctl #include <sys/ioctl.h> 

int ioctl(int d, int request, ...); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <unistd.h>と#include 

<stropts.h>が必要。 

#include <sys/ioctl.h>は不要。 

lchown #include <unistd.h> 

int lchown(const char *path, uid_t 

owner, gid_t group); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>が必要。 

linkat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<unistd.h> 

int linkat(int olddirfd, const char 

*oldpath, int newdirfd, const char 

*newpath, int flags); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

lstat #include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

int lstat(const char *path, struct 

stat *buf); 

int stat(const char *restrict path, 

struct stat *restrict buf); 

#include <fcntl.h>が必要。 

#include <unistd.h>は不要。 

mincore #include <unistd.h> 

#include <sys/mman.h> 

int mincore(void *addr, size_t 

length, unsigned char *vec); 

int mincore(caddr_t addr, size_t 

len, char *vec); 

#include <sys/types.h>が必要。 

#include <unistd.h>と#include 

<sys/mman.h>は不要。 

mkdir #include <sys/stat.h> 

#include <sys/types.h> 

int mkdir(const char *pathname, 

mode_t mode); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>は不要。 

mkdirat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<sys/stat.h> 

int mkdirat(int dirfd, const char 

*pathname, mode_t mode); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

mknod #include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

int mknod(const char *pathname, 

mode_t mode, dev_t dev); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>、#include 

<fcntl.h>、#include <unistd.h>は不

要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

mknodat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<sys/stat.h>  

int mknodat(int dirfd, const char 

*pathname, mode_t mode, dev_t dev); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

mount #include <sys/mount.h> 

int mount(const char *source, const 

char *target, const char 

*filesystemtype, unsigned long 

mountflags,const void *data); 

int mount(const char *spec, const 

char 

*dir, int mflag, char *fstype, char 

*dataptr,int datalen, char 

*optptr,int optlen); 

#include <sys/types.h>と#include 

<sys/mntent.h>が必要。 

mprotect #include <sys/mman.h> 

int mprotect(const void *addr, 

size_t len, int prot); 

int mprotect(void *addr, size_t 

len, int prot); 

msgctl #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/msg.h> 

int msgctl(int msqid, int cmd, 

struct msqid_ds *buf); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>と<sys/ipc.h>

は不要。 

msgget #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/msg.h> 

int msgget(key_t key, int msgflg); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>と#include 

<sys/ipc.h>は不要。 

msgrcv #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/msg.h> 

ssize_t msgrcv(int msqid, void 

*msgp, size_t msgsz, long 

msgtyp,int msgflg); 

ssize_t msgrcv(int msqid, void 

*msgp, size_t msgsz,long int 

msgtyp, int msgflg); 

#include <sys/types.h>と<sys/ipc.h>

は不要。 

msgsnd #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/msg.h> 

int msgsnd(int msqid, const void 

*msgp, size_t msgsz, int msgflg); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>と<sys/ipc.h>

は不要。 

ppoll 
#define _GNU_SOURCE 

#include <poll.h> 

#include <poll.h> 

int ppoll(struct pollfd *fds, 

nfds_t nfds,const struct timespec 

*timeout, const sigset_t *sigmask); 

int ppoll(struct pollfd *restrict 

fds, nfds_t nfds,const struct 

timespec *restrict timeout,const 

sigset_t *restrict sigmask); 

#define _GNU_SOURCEは不要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

profil #include <unistd.h> 

int profil(unsigned short *buf, 

size_t bufsiz, size_t offset, 

unsigned, int scale); 

void profil(unsigned short *buff, 

unsigned int bufsiz, unsigned int 

offset,unsigned int scale); 

readlink #include <unistd.h> 

ssize_t readlink(const char *path, 

char *buf, size_t bufsiz); 

ssize_t readlink(const char 

*restrict path, char *restrict buf, 

size_t bufsiz); 

readlinkat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<unistd.h> 

int readlinkat(int dirfd, const 

char 

*pathname, char *buf, size_t 

bufsiz); 

ssize_t readlinkat(int fd, const 

char *restrict path, char *restrict 

buf, size_t bufsize); 

#define _ATFILE_SOURCEと#include 

<fcntl.h>は不要。 

renameat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<stdio.h> 

int renameat(int olddirfd, const 

char *oldpath, int newdirfd, const 

char 

*newpath); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <unistd.h>のみ必要。 

semop #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/sem.h> 

int semop(int semid, struct sembuf 

*sops, unsigned nsops); 

int semop(int semid, struct sembuf 

*sops, size_t nsops); 

semtimedop #include <sys/types.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/sem.h> 

int semtimedop(int semid, struct 

sembuf *sops, unsigned nsops,struct 

timespec *timeout); 

int semtimedop(int semid, struct 

sembuf *sops, size_t nsops,const 

struct timespec *timeout); 

setgroups #include <grp.h> 

int setgroups(size_t size, const 

gid_t *list); 

int setgroups(int ngroups, const 

gid_t *grouplist); 

<unistd.h>が必要で、<grp.h>は不要。 

setpgid #include <unistd.h> 

int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>が必要。 

setsid #include <unistd.h> 

pid_t setsid(void); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>が必要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

shmctl #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> 

int shmctl(int shmid, int cmd, 

struct shmid_ds *buf); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>も必要。 

shmget #include <sys/ipc.h> 

#include <sys/shm.h> 

int shmget(key_t key, size_t size, 

int shmflg); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>も必要。 

sigaction #include <signal.h> 

int sigaction(int signum, const 

struct sigaction *act, struct 

sigaction *oldact); 

int sigaction(int sig, const struct 

sigaction *restrict act,struct 

sigaction *restrict oact); 

sigaltstack #include <signal.h> 

int sigaltstack(const stack_t *ss, 

stack_t *oss); 

int sigaltstack(const stack_t 

*restrict ss, stack_t *restrict 

oss); 

Sigprocmask #include <signal.h> 

int sigprocmask(int how, const 

sigset_t *set, sigset_t *oldset); 

int sigprocmask(int how, const 

sigset_t *restrict set,sigset_t 

*restrict oset); 

stat #include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

int stat(const char *path, struct 

stat *buf); 

int stat(const char *restrict path, 

struct stat *restrict buf); 

#include <fcntl.h>が必要。 

#include <unistd.h>は不要。 

stime #include <time.h> 

int stime(time_t *t); 

int stime(const time_t *tp); 

#include <unistd.h>が必要。 

#include <time.h>は不要。 

symlinkat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> /* Definition of 

AT_* constants */ #include 

<stdio.h> 

int symlinkat(const char *oldpath, 

int newdirfd, const char *newpath); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。

#include <unistd.h>が必要。 

#define _ATFILE_SOURCE、#include 

<fcntl.h>、#include <stdio.h>は不

要。 

sysfs int sysfs(int option, const char 

*fsname); 

int sysfs(int option, unsigned int 

fs_index, char *buf); int sysfs(int 

option); 

int sysfs(int opcode, int fs_index, 

char *buf); 

#include <sys/fstyp.h>と#include 

<sys/fsid.h>が必要。 

sysinfo #include <sys/sysinfo.h> 

int sysinfo(struct sysinfo *info); 

int sysinfo(int command, char *buf, 

long count); 

#include <sys/systeminfo.h>が必要。 

#include <sys/sysinfo.h>は不要。 
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API LINUXでの書式 ORACLE SOLARIS 11の場合 

time #include <time.h> 

time_t time(time_t *t); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <sys/types.h>が必要。 

times #include <sys/times.h> 

clock_t times(struct tms *buf); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <limits.h>が必要。 

unlinkat #define _ATFILE_SOURCE 

#include <fcntl.h> 

int unlinkat(int dirfd, const char 

*pathname, int flags); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <unistd.h>のみ必要。 

ustat #include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> /* libc[45] */ 

#include <ustat.h> /* glibc2 */ 

int ustat(dev_t dev, struct ustat 

*ubuf); 

Oracle Solarisでのシグネチャは同じ。 

#include <unistd.h>は不要。 

vhangup #include <unistd.h> 

int vhangup(void); 

void vhangup(void); 
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第4章 アプリケーション開発環境 

移行コストの削減 
Oracle Solaris 11には、RHELで使用できるサービスと類似したネイティブ（オラクル独自規格）およびオー
プンソースのコマンド、ツール、ライブラリ、およびプラットフォーム・サービスが多数あります。したが
って、LinuxからOracle Solarisへ、とてもスムーズにアプリケーション開発環境を移行できます。Oracle 
Solaris 11には、ネイティブ・インフラストラクチャとともにオープンソースのツールやライブラリを使用で
きるようにする機能があります。たとえば、GCCがデフォルト・コンパイラとして使用されるように
NetBeansを構成することができます。 

両方で同じ開発ツールとコンパイラを使用している場合は、ツールに関連する煩わしさは最小限になります。
オラクルは、Oracle Solaris Studio 12.xのコンパイラとツールをOracle SolarisプラットフォームとRHELプラッ
トフォームの両方で使用できるようにしました。また、GNU Compiler Collection（GCC）と他のGNUツール
がRHELとOracle Solaris 11の両方で使用できるという点も重要です。 

Oracle Solarisへの移行に向けた最初の手順は、Linuxプラットフォーム上でのOracle Solaris Studioの開発へ
移動することです。 

オープンソースのツールの代わりにネイティブ・ツール（オラクルが提供するツール）を使用するメリット
は計り知れません。ときには、環境をネイティブ実装に変更することで得られる価値が、移行に要する労力
を上回ることもあります。Oracle Solaris 11実装への移行により、ほぼすべてのケースで投資回収率（ROI）
と業務効率が大幅に改善されることに間違いありません。そのため、初期移植が完了したら、オラクルが提
供するネイティブのビルド・インフラストラクチャ（Oracle Solaris Studioのツールとライブラリ）に移行す
る計画をたてることを強く推奨します。 

Oracle Solaris Studio 
Oracle Solaris Studioは、Oracle SolarisとLinuxの両方のオペレーティング・システム向けのC、C++、および
Fortranの包括的なツール・スイートです。これを使用すれば、スケーラブルかつ信頼性の高いセキュアなエ
ンタープライズ・アプリケーションを短期間で開発できるようになります。 

特に、Oracle Solaris Studioのツールは、オラクルのSPARC T4、SPARC T3、SPARC T2、およびSPARC 
Enterprise Mシリーズの各プロセッサやインテルXeonプロセッサ、AMD Opteronプロセッサを含むマルチコ
アCPUの能力を活用できるように設計されています。このツールを使用することで、これらのプラットフォ
ームに対応したパラレルおよび同時実行ソフトウェア・アプリケーションの作成がさらに容易になります。
Oracle Solaris Studioに付属のコンパイラ、ツール、およびライブラリは、Oracleプラットフォーム上でのア
プリケーションの動作を最適化するように設計されています。 

Oracle Solaris Studioのコンポーネント 

Oracle Solaris Studioに含まれるコンポーネントは次のとおりです。 

• グラフィカルな環境でのアプリケーション開発に適したIDE。Oracle Solaris Studio IDEには、他のOracle 
Solaris Studioツールがいくつか統合されており、DTraceなどのOracle Solarisテクノロジーが使用されて
います。 
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• コマンドラインまたはIDEを使用してコードをコンパイルできるC、C++、およびFortran用コンパイラ。
各コンパイラはOracle Solaris Studioデバッガ（dbx）と効果的に連携するように設計されており、コン
パイラ・オプションの指定によりコードを最適化できる機能が含まれています。 

• アプリケーションのパフォーマンスを高めたり、アプリケーションにマルチスレッド機能を追加するため
のライブラリ。 

• 分散コンピューティング環境でコマンドラインまたはIDEを使用してコードをビルドするためのdmakeユ
ーティリティ。 

• コマンドライン、IDE、または独立したグラフィカル・インタフェース（dbxtool）を使用してコードに
含まれるバグを検出するためのdbxデバッガ。 

• DTraceなどのOracle Solarisテクノロジーを搭載したパフォーマンス・ツール群。これらのツールをコマン
ドラインまたは独立したグラフィカル・インタフェースで使用して、dbxによるデバッグでは検出が困
難なコード内の問題箇所を見つけることができます。 

これらのツールを併用すると、Oracle Sunシステム上で稼働するOracle Solarisで 

高いパフォーマンスを発揮するアプリケーションを構築、デバッグ、およびチューニングできます。 

標準への準拠 

移植するアプリケーションを標準に厳密に準拠させる必要がある場合は、Oracle Solaris Studioが最適です。
Oracle Solaris Studioで使用できるネイティブCコンパイラ（cc）はISO/IEC 9899:1999標準規格に完全に準拠
しており、C++コンパイラ（CC）はC++のISO国際標準規格（ISO IS 14882:2003）に対応しています。
Fortranコンパイラ（f95）はISO/IEC 1539-1:1997 Fortran規格ドキュメントの第1部に準拠しています。f95

コンパイラにはFortran 77との互換モードもあり、古いFortran 77のソース・コードのほとんどを処理できま
す。Oracle Solaris Studioの各コンパイラは、OpenMP、IEEE浮動小数点、およびC99に対応し、IEEE 754に準
拠しています。 

移植するアプリケーションを標準に厳密に準拠させなくてもよい場合は、より高いパフォーマンスで実行でき
るバイナリをビルドできる最適化フラグを使用することで、さらにパフォーマンスを向上させることができま
す。たとえば、Cコンパイラのオプション-fnsを使用すると、非標準の浮動小数点切捨てが可能になります。 

Oracle Solaris Studioで使用できる-fastマクロを使用すると、特定のターゲット・ハードウェアに最適化さ
れたバイナリをもっとも簡単に生成できます（注：-fastマクロには–fnsが含まれます）。 

便利なツール 

Oracle Solaris 11では、高いパフォーマンスで実行できるバイナリの生成に役立つだけでなく、検出が困難な
コードの問題の分離にも役立つ便利なツールを多数使用できます。たとえば、Oracle Solaris Studioには次の
ようなツールが搭載されています。 

• パフォーマンス・アナライザ：アプリケーションのパフォーマンスの分析に使用できるだけでなく、プ
ログラムの改良できそうな部分の判定にも使用でき、パフォーマンス上の問題が発生しそうな場所の特
定にも役立ちます。 
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• スレッド・アナライザ：マルチスレッド・プログラムに潜む検出困難なコードの問題を検出に使用でき
ます。たとえば、データ競合やデッドロック状態の検出に役立ちます。 

• D-light：Oracle Solaris Studio 12.xのプラグインです。Oracle SolarisのDTraceデバッグ機能とパフォーマ
ンス分析機能を活用してインスツルメント処理を実行します。 

• Discover：ソフトウェア開発者が使用するツールです。実行時のプログラム・メモリの割当ておよび使用
に関連するプログラミング・エラーを検出できます。 

• Discoverで検出できるプログラミング・エラーの種類は次のとおりです。 

− 未割当てメモリの読取り/書込み 

− 誤ったメモリ・ブロックの解放 

− 空きメモリの使用 

− 割当てられた配列の範囲以外でのメモリ・アクセス 

− メモリ・リーク 

− 初期化されていないメモリへのアクセス 

• Uncover：ユーザー・アプリケーションのコード・カバレッジを測定するためのコマンドライン・ツール
です。このツールでは、テスト時に実行されたアプリケーション領域についての情報を表示できます。
関数、文、基本ブロック、命令の各レベルでカバレッジ情報をレポートできます。Oracle Solaris 11を使
用すれば、メモリ使用率やメモリ・リークを分析するために、サード・パーティ製の高価なアナライザ
を購入する必要がなくなります。Oracle Solaris 11には、高パフォーマンスのlibumemライブラリがデフ
ォルトでバンドルされています。デバッグ・ツールであるdbxとlibumemライブラリを併用すると、検
出困難なメモリ・リークやバッファ・オーバーランを検出できます。 

GNU Compiler Collection（GCC）とOracle Solaris Studioコンパイラのオプショ

ンの対応 

RHEL 6にはデフォルトでGCC v 4.4.5が付属しています。一方、Oracle Solaris 11では、GCC v 4.5.2に対応した
認定IPSパッケージをインストールできます。前述したさまざまな理由により、両プラットフォーム上でのあ
らゆる開発作業にOracle Solaris Studioを使用することを強く推奨します。 

このコンパイラ移行をスムーズに実行できるように、GCCオプションとOracle Solaris Studioコンパイラ・オ
プションの対応を表4-1にまとめています。付録Bには、Oracle Solaris Studio 12.3のオプションと完全に一致
するすべてのGCCオプションの一覧がありますので、そちらも参照してください。付録Bの一覧には、
Oracle Solaris Studio 12.3で使用できるコンパイラ・オプションのうち、表4-1に記載されていないものが含
まれています。 

表4-1：同等のコンパイラ・フラグおよび回避方法 

GCC 4.4.5のオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-### -xdryrun 

または 

-### 

各構成要素が起動されるたびに、その構成要素

を表示します。ただし、実際には実行しませ

ん。コマンド・オプションの展開内容も表示し

ます。 
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GCC 4.4.5のオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-aux-info filename -xP K&R関数定義のプロトタイプを出力します。 

-Bprefix 

GCC_EXEC_PREFIX 

（環境変数） 

-YA, dir 

-Yc, dir 

-YAは、コンパイラの構成要素を検索するデ

フォルト・ディレクトリを変更します。 

-Ycは、コンパイラの構成要素cを検索できる

ディレクトリdirで指定します。 

GCCの場合は、-Bオプションでディレクトリを

指定しますが、構成要素は指定しません。 

-B-Idir -YI, dir インクルード・ファイルを検索するデフォル

ト・ディレクトリを変更します。 

-B –Ldir -YP, dir ライブラリ・ファイルを検索するデフォルト・

ディレクトリを変更します。 

-march=cputype -xchip[ =name] ターゲット・プロセッサを選択します。 

-mcpu=i386 

または 

-march=i386 

-x386 386プロセッサ用に最適化します。 

-mcpu=i486 

または 

-march=i486 

-x486 -x386と同様ですが、i486プロセッサ用に最

適化します。 

-b machine - march=cputype -native 

-xtarget=native 

現在のシステム・アーキテクチャ用のコードを

生成するよう、コンパイラに指示します。 

-fPIC -xcode 位置に依存しないコードを出力します。

Oracle Solaris Studioでは-KPICが廃止

されています。代わりに-xcodeを使用してく

ださい。 

-fsyntax-only -xe 構文チェックのみ実行します。 

-ftls-model=model -xthreadvar[ =o] スレッド・ローカルな変数の実装を制御 

します。 

-fno-inline -xinline=no%function_name 関数をインライン化しないように指定します。 

-finline-functions -xinline=%auto すべての関数をインライン化するように指定し

ます。 

-floopoptimize -xdepend ループに反復間データ依存関係がないか解析し

ます。 

GCCでは、-floopoptimizeでループの最適

化を実行します。 

-fno-builtin 

（デフォルト動作では最適化が行われます） 

-xbuiltin 標準ライブラリ関数をコールするコードの最適

化を改善します。 

-ffixed-reg 

-fcall-used-reg 

-fcall-saved-reg 

-xregs=r[ ,r...] 生成されたコードでのレジスタの使用法を指定

します。 
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GCC 4.4.5のオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-ffast-math -fsimple=[ n] オプティマイザが浮動小数点演算に関する前提

事項を単純化することを許可します。 

-ffloat-store -[ no] fstore 浮動小数点式をレジスタに残さず、強制的に変

換します。 

-fargument- (no)alias 

-fargument - 

(no)alias-global 

-xrestrict[ =f] ポインタ値が指定された関数パラメータを、制

限付きポインタとして扱います。 

-fstrict-aliasing 

-fargument- [no]alias 

-fargument-noalias- 

global 

-xalias_level[ =l] 型に基づく別名の解析による最適化を実行する

ときの前提事項を指定します。 

- f[no]unsigned- 

char 

-xchar[ =o] char型が符号付きか符号なしかを指定 

します。 

-fstack-check -xcheck[=o] スタック・オーバーフローに関する実行時検査

を有効化します。 

-fprofile-generate -xprofile=collect プロファイル情報を収集するためのコードを生

成するよう、コンパイラに指示します。 

-fprofile-use -xprofile=use -xprofile=collectを付けてコンパイルし

たプログラムを実行して収集されたさまざまな

情報を使用します。 

-fprofile-arcs -xprofile=tcov tcovツールを使用して調査できる情報をプロ

グラムから出力させます。GCCではgcovを使

用します。 

-ftime-report -xtime コンパイルに使用された時間とリソースをレ

ポートします。 

--help -xhelp=flags コンパイラ・オプションの要約を表示します。 

-malign-double -dalignは廃止されています。 

代わりに-xmemalign=8sを使用して 

ください。 

最大8バイトの位置合せを想定します。 

-mhard-float -fma[=none|fused] 浮動小数点、fused、multiply-add命令の

生成を有効にします。 

-M -xM makefileの依存関係を生成します。 

-MD -xMD makefileの依存関係を生成し、コンパイルし

ます。 

-MF -xMF makefileの依存関係を出力するファイル名を

指定します。 

-MM -xM1 -xMと同じですが、/usr/includeのファイル

は除外します。GCCでは、システム・ヘッ

ダー・ディレクトリのファイルが除外されま

す。 
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GCC 4.4.5のオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-MMD -xMMD システム・ヘッダー・ファイルを除外して

makefileの依存関係を生成します。 

-nostdlib -xnolib ライブラリを自動的にリンクしません。 

-Os -xspace コード・サイズが増えない最適化のみ実行 

します。 

-pg -xpg gprofによるプロファイルに使用するデータを

収集するためのコードを準備します。 

-pthread -mt プリプロセッサに-D_REENTRANTを渡し、ス

レッド・ライブラリをリンク行に追加します。 

-save-temps -keeptmp 一時ファイルを保持します。 

-shared -G 実行可能ファイルではなく共有オブジェクトを

生成するよう、リンカーに指示します（GCCで

は-Kpic、Oracle Solaris Studioでは-

xcodeも使用します）。 

-static -d[ y|n] 動的リンクと静的リンクのどちらを行うかを指

定します。 

-std={ c99|c89} -xc99[=o] C99規格の機能を認識させるかどうかを制御し

ます。 

TMPDIR（環境変数） -xtemp=dir 一時ファイルのディレクトリを設定します。

GCCの場合は、使用するディレクトリ名を環境

変数TMPDIRに設定します。 

-trigraphs -xtrigraphs ISO C規格で定義されている三文字表記シーケ

ンスをコンパイラで認識させるかどうかを指定

します。 

-v -V コンパイラの実行時に、各ツールのバージョン

に関する情報を出力します。 

--version -xlicinfo（廃止） コンパイラのバージョン、著作権、ライセンス

情報を返します。 

-w -erroff[=t] タグ番号に基づいて個別の警告の出力を無効に

します。GCCでは、-wを指定するとすべての警

告が出力されなくなります。 

-Wall -erroff コンパイラが実行するセマンティック・チェッ

クを増やし、lintのようなテストを有効にし

ます。GCCでこれを実行するには、-Wallオプ

ションと、-Wallに含まれない他の-Wオプ

ションを使用します。 

-Werror -errwarn=t 警告をエラーとして処理します。 

-Wstrict-prototypes –fd K&R形式の関数宣言および関数定義について警

告します。 
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GCC 4.4.5のオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-std=iso* -X[ a | c | s | t] ISO C に準拠する度合いを選択します。 

-funroll-loops - funroll-all-loops -xunroll=n ループを展開するようコンパイラに指示 

します。 

-ffast-math -xlibmopt 最適化された数学ルーチンのライブラリをコン

パイラで使用できるようにします。 

 

ハードウェア固有のパフォーマンス・ライブラリを使用した動的リンク 

ターゲット・プラットフォームに固有のハードウェア・プロパティを使用すると、パフォーマンスを大幅に
向上させることができます。たとえば、演算処理集中型アプリケーションでは、計算やメモリ待機などに使
用できる多数のレジスタなど、ターゲットであるSPARCプラットフォームに固有の機能を活用しながら、独
立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）のアプリケーションに対応したバイナリを生成することができます。タ
ーゲットとするハードウェア・アーキテクチャ上で有利に働くCPU固有の命令セットや大量のデータ・プリ
フェッチ処理を使用してもかまいませんが、他のプロセッサ上では動作しなかったり、パフォーマンスが低
下する可能性がある点に注意してください。各種プラットフォームのそれぞれに特化してチューニングされ
たバージョンのアプリケーションを、いつもISVが開発して配布できるとは限りません。ただし、Oracle 
Solarisの実行時リンカーの機能の中には、アーキテクチャごとに最適化されたライブラリを1つのアプリケ
ーション・バージョン内で（ユーザーには透過的に）使用できるようにするものもあります。 

プラットフォーム固有のライブラリを構築する方法の1つに、$PLATFORMリンカー・トークンを使用する方
法があります。実行時ライブラリのパスの一部としてこのトークンを指定することができ、パスを実行する
と、$PLATFORMトークンが展開されてuname -iコマンドの出力が反映されます。例として、同じライブラ
リに2つの実装がある場合を見てみましょう。1つはsun4uプロセッサ・アーキテクチャに基づくプラットフ
ォームに最適化された実装で、もう1つはオラクルが提供する他のすべてのSunマシン向けのデフォルト・バ
ージョンです。 

$ find /opt/ISV -name libtmp.so 

/opt/ISV/lib/sun4u/libtmp.so 

/opt/ISV/lib/other/libtmp.so 

$PLATFORMトークンでこれらのライブラリをリンクすると、実行時に検出されたアーキテクチャに応じて
適切なライブラリを解決する実行可能ファイルになります。 

$ setenv LD_OPTIONS '-R /opt/ISV/lib/$PLATFORM:/opt/ISV/lib/other' 

注：/opt/ISV/lib/otherディレクトリを実行時のリンカー・パスに明示的に指定すると、2.6より前のバー
ジョンのOracle Solarisを実行するマシンではデフォルト・バージョンの/opt/ISV/lib/other/libtmp.soラ
イブラリが必ず使用されます。つまり、$PLATFORMの機能は他では使用できません。 
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$PLATFORMの他に、$OSNAMEトークンと$OSRELトークンを使用できます。これらが展開されると、それぞ
れuname -sとuname –rが出力されます。Oracle Solarisのリンカーを使用すると、特定の命令セットに固有
の共有ライブラリを、$ISALISTトークンを介して指定することもできます。$ISALISTを含むパスを実行
すると、このトークンは、使用可能なライブラリ実装がパスで示されるまで、isalistコマンドで表示され
たプラットフォーム上のネイティブな命令セットに置き換えられます。プラットフォームを限定するか命令
セットを限定したバージョンの演算集中型アプリケーションを使用すると、Oracle Solarisで動作するアプリ
ケーションの全体的なパフォーマンスを劇的に向上させることができます。 

オープンソースのソフトウェア・ライブラリ 
一般的なオープンソース・ソフトウェアとGNUソフトウェアのほとんどは、すでにIPSパッケージとして
Oracle Solaris 11で使用可能か、バイナリが移植されています。また、ソース・コードは一般的な各種オープ
ンソース・リポジトリを通じて入手できます。前の項で紹介した手法を使用すれば、Oracle Solaris 11プラッ
トフォームで特定のインストールから最高のパフォーマンスを引き出すために使用すべきライブラリやコマ
ンドのバージョンを判断できます。 

表4-2は、RHEL上の一般的な各種GNUコマンドとOracle Solaris 11上の同等コマンドの対応です。表には、
Oracle Solaris 11上でGNUユーティリティを使用できるようにする場合にインストールが必要となるIPSパッ
ケージの名前も記載されています。 

表4-2：GNUコマンドの対応と可用性 

コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

echo GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gecho 

/usr/gnu/bin/echoにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

FALSE GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gfalse 

/usr/gnu/bin/falseにリンクされて

います 

 GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

autopoint GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/autopoint GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

gettextize GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/gettextize GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

glib-

gettextize 

GNU glib 2.22.5 /usr/bin/glib-gettextize GNU glib 2.28.6 library/glib2 

autoconf GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autoconf GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

autoheader GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autoheader GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

autom4te GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autom4te GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

autoreconf GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autoreconf GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

autoscan GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autoscan GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

autoupdate GNU Autoconf2.63 /usr/bin/autoupdate GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

b2m GNU Emacs 23.1 /usr/bin/b2m GNU Emacs 23.1 editor/gnu-emacs 

base64 GNU coreutils 8.4 /usr/bin/base64 GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

basename GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gbasename 

/usr/gnu/bin/basenameにリンク

されています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

bison GNU Bison 2.4.1 /usr/bin/bison GNU Bison 2.3 developer/parser/bison 

cat GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gcat 

/usr/gnu/bin/catにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

chgrp GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gchgrp 

/usr/gnu/bin/chgrpにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

chmod GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gchmod 

/usr/gnu/bin/chmodにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

chown GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gchown 

/usr/gnu/bin/chownにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

chroot GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gchroot 

/usr/gnu/bin/chrootにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

cmp GNU diffutils 2.8.1 /usr/bin/gcmp 

/usr/gnu/bin/cmpにリンクされて

います 

GNU diffutils 2.8.7 text/gnu-diffutils 

comm GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gcomm 

/usr/gnu/bin/commにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

cp GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gcp 

/usr/gnu/bin/cpにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

csplit GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gcsplit 

/usr/gnu/bin/csplitにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

cut GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gcut 

/usr/gnu/bin/cutにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

date GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gdate 

/usr/gnu/bin/dateにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

df GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gdf 

/usr/gnu/bin/dfにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

diff GNU diffutils 2.8.1 /usr/bin/gdiff 

/usr/gnu/bin/diffにリンクされてい

ます 

GNU diffutils 2.8.7 text/gnu-diffutils 

diff3 GNU diffutils 2.8.1 /usr/bin/gdiff3 

/usr/gnu/bin/diff3にリンクされて

います 

GNU diffutils 2.8.7 text/gnu-diffutils 

dir GNU coreutils 8.4 /usr/bin/dir GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

dircolors GNU coreutils 8.4 /usr/bin/dircolors  GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

dirname GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gdirname 

/usr/gnu/bin/dirnameにリンクさ

れています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

du GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gdu 

/usr/gnu/bin/duにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

env GNU coreutils 8.4 /usr/bin/genv 

/usr/gnu/bin/envにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

envsubst GNU gettext-

runtime 0.17 

/usr/bin/envsubst GNU gettext-runtime 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

expand GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gexpand 

/usr/gnu/bin/expandにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

expr GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gexpr 

/usr/gnu/bin/exprにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

factor GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gfactor 

/usr/gnu/bin/factorにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

find GNU findutils 4.4.2 /usr/bin/gfind 

/usr/gnu/bin/findにリンクされて

います 

GNU findバージョン

4.2.31 

file/gnu-findutils 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

fmt GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gfmt 

/usr/gnu/bin/fmtにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

fold GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gfold 

/usr/gnu/bin/foldにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

gettext GNU gettext-

runtime 0.17 

/usr/bin/ggettext 

/usr/gnu/bin/gettextにリンクされ

ています 

GNU gettext-runtime 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

addr2line GNU addr2lineバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gaddr2line 

/usr/gnu/bin/addr2lineにリンクさ

れています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

as GNU assembler

バージョン

2.20.51.0.2-5.19.el6 

20091009 

/usr/bin/gas 

/usr/gnu/bin/asにリンクされてい

ます 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

awk GNU Awk 3.1.7 /usr/bin/gawk 

/usr/gnu/bin/awkにリンクされて

います 

GNU Awk 3.1.5 text/gawk 

pgawk GNU Awk 3.1.7 /usr/bin/pgawk GNU Awk 3.1.5 text/gawk 

bash GNU bash、バー

ジョン4.1.2(1)-リ

リース（x86_64-

redhat-linux-gnu） 

/usr/bin/bash GNU bashバージョン

4.1.9(1)-リリース

（i386-pc-solaris2.11） 

shell/bash 

gc++filt GNU c++filtバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gc++filt 

/usr/gnu/bin/c++filtにリンクされ

ています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

emacs GNU Emacs 23.1.1 /usr/bin/emacs GNU Emacs 23.1.1 library/desktop/gtk2 

prof GNU gprofバージョ

ン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/ggprof 

/usr/gnu/bin/gprofにリンクされて

います 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

egrep GNU grep 2.6.3 /usr/bin/gegrep 

/usr/gnu/bin/egrepにリンクされ

ています 

GNU grep 2.5.4 text/gnu-grep 

fgrep GNU grep 2.6.3 /usr/bin/gfgrep 

/usr/gnu/bin/fgrepにリンクされて

います 

GNU grep 2.5.4 text/gnu-grep 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

grep GNU grep 2.6.4 /usr/bin/ggrep 

/usr/gnu/bin/grepにリンクされて

います 

GNU grep 2.5.4 text/gnu-grep 

gimp-2.6 GNU画像編集プロ

グラム・バージョ

ン2.6.10 

/usr/bin/gimp-2.6 GNU画像編集プログラ

ム・バージョン2.6.10 

image/editor/gimp 

gimp-console GNU画像編集プロ

グラム・バージョ

ン2.6.11 

/usr/bin/gimp-console 

gimp-console-2.6にリンクされて

います 

GNU画像編集プログラ

ム・バージョン2.6.10 

image/editor/gimp 

gimp-console-

2.6 

GNU画像編集プロ

グラム・バージョ

ン2.6.12 

/usr/bin/gimp-console-2.6 GNU画像編集プログラ

ム・バージョン2.6.10 

image/editor/gimp 

gimp GNU画像編集プロ

グラム・バージョ

ン2.6.9 

/usr/bin/gimp 

gimp-2.6にリンクされています 

GNU画像編集プログラ

ム・バージョン2.6.10 

library/desktop/gtk2 

gld GNU ldバージョン

2.20.51.0.2-5.19.el6 

20091009 

/usr/bin/gld 

/usr/gnu/bin/ldにリンクされてい

ます 

GNU Binutils 2.19 system/kernel 

gmake GNU Make 3.81 /usr/bin/gmake 

/usr/gnu/bin/makeにリンクされ

ています 

GNU Make 3.81 developer/build/gnu-make 

rnano GNU manoバー

ジョン2.0.10 

/usr/bin/rnano GNU manoバージョン

2.0.9 

editor/nano 

nano GNU nanoバージョ

ン2.0.9 

/usr/bin/nano GNU nanoバージョン

2.0.9 

editor/nano 

nm GNU nmバージョン

2.20.51.0.2-5.19.el6 

20091009 

/usr/bin/gnm 

/usr/gnu/bin/nmにリンクされて

います 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

objcopy GNU objcopyバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gobjcopy 

/usr/gnu/bin/objcopyにリンクさ

れています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

objdump GNU objdumpバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gobjdump 

/usr/gnu/bin/objdumpにリンクさ

れています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

readelf GNU readelfバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/greadelf 

/usr/gnu/bin/readelfにリンクされ

ています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

sed GNU sedバージョ

ン4.2.1 

/usr/bin/gsed 

/usr/gnu/bin/sedにリンクされて

います 

GNU sedバージョン

4.2.1 

text/gnu-sed 

size GNU sizeバージョ

ン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gsize 

/usr/gnu/bin/sizeにリンクされて

います 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

strings GNU stringsバー

ジョン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gstrings 

/usr/gnu/bin/stringsにリンクされ

ています 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

strip GNU stripバージョ

ン2.20.51.0.2-

5.19.el6 20091009 

/usr/bin/gstrip 

/usr/gnu/bin/stripにリンクされて

います 

GNU Binutils 2.19 developer/gnu-binutils 

wget Linux-gnuでビルド

されたGNU Wget 

1.12 

/usr/bin/wget solaris2.11でビルドさ

れたGNU Wget 1.12 

web/wget 

which GNU which v2.19 /usr/bin/gwhich 

/usr/gnu/bin/whichにリンクされ

ています 

GNU which v2.16 shell/which 

groups GNU coreutils 8.4 /usr/bin/groups 

/usr/gnu/bin/groupsにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

head GNU coreutils 8.4 /usr/bin/ghead 

/usr/gnu/bin/headにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

hostid GNU coreutils 8.4 /usr/bin/ghosted 

/usr/gnu/bin/hostidにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

id GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gid 

/usr/gnu/bin/idにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

idn GNU Libidn 1.18 /usr/bin/idn (GNU Libidn）1.19 web/php-52/extension/php-idn 

ifnames GNU Autoconf2.63 /usr/bin/ifnames GNU Autoconf2.63 developer/build/autoconf 

info GNU texinfo 4.13 /usr/bin/info GNU texinfo 4.7 runtime/ruby-18 

infokey GNU texinfo 4.13 /usr/bin/infokey GNU texinfo 4.7 text/texinfo 

install GNU coreutils 8.4 /usr/bin/ginstall 

/usr/gnu/bin/installにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

install-info GNU texinfo 4.13 /usr/bin/install-info GNU texinfo 4.7 text/texinfo 
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コマンド RHELでのバージョン ORACLE SOLARIS 11上の場所 ORACLE SOLARIS 11での

バージョン 

ORACLE SOLARIS 11でのパッケージ名 

intltoolize GNU intltool 0.41.0 /usr/bin/intltoolize GNU intltool 0.40.6 developer/gnome/gettext 

join GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gjoin 

/usr/gnu/bin/joinにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

link GNU coreutils 8.4 /usr/bin/glink 

/usr/gnu/bin/linkにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

ln GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gln 

/usr/gnu/bin/lnにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

logname GNU coreutils 8.4 /usr/bin/glogname 

/usr/gnu/bin/lognameにリンクさ

れています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

ls GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gls 

/usr/gnu/bin/lsにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

m4 GNU M4 1.4.13 /usr/bin/gm4 

/usr/gnu/bin/m4にリンクされて

います 

GNU M4 1.4.12 developer/macro/gnu-m4 

makeinfo GNU texinfo 4.13 /usr/bin/makeinfo GNU texinfo 4.7 text/texinfo 

md5sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/md5sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

mkdir GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gmkdir 

/usr/gnu/bin/mkdirにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

mkfifo GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gmkfifo 

/usr/gnu/bin/mkfifoにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

mknod GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gmknod 

/usr/gnu/bin/mknodにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

mktemp GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gmktemp 

/usr/gnu/bin/mktempにリンクさ

れています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

msgattrib GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgattrib GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgcat GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgcat GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 
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msgcmp GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgcmp GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgcomm GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgcomm GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgconv GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgconv GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgen GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgen GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgexec GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgexec GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgfilter GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgfilter GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgfmt GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/gmsgfmt 

/usr/gnu/bin/msgfmtにリンクされ

ています 

GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/locale 

msggrep GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msggrep GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msginit GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msginit GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msgmerge GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgmerge GNU gettext-tools 

0.16.1 

developer/gnome/gettext 

msgunfmt GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msgunfmt GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

msguniq GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/msguniq GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

mv GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gmv 

/usr/gnu/bin/mvにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

ngettext GNU gettext-

runtime 0.17 

/usr/bin/ngettext GNU gettext-runtime 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

nice GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gnice 

/usr/gnu/bin/niceにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

nl GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gnl 

/usr/gnu/bin/nlにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 
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nohup GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gnohup 

/usr/gnu/bin/nohupにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

autogen - /usr/bin/autogen GNU AutoGen - The 

Automated Program 

Generator - Ver.5.9 

developer/build/autogen 

card - /usr/bin/card GNU a2ps 4.14 driver/pcmcia 

columns - /usr/bin/columns GNU AutoGen - 

Columnize Input Text - 

Ver.1.1 

terminal/resize 

fixps - /usr/bin/fixps GNU a2ps 4.14 print/filter/a2ps 

a2ps - /usr/bin/a2ps GNU a2ps 4.14 print/filter/a2ps 

nproc GNU coreutils 8.4 /usr/bin/nproc GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

od GNU coreutils 8.4 /usr/bin/god 

/usr/gnu/bin/odにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

paste GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gpaste 

/usr/gnu/bin/pasteにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

pathchk GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gpathchk 

/usr/gnu/bin/pathchkにリンクさ

れています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

perf perfバージョン

2.6.32-

122.el6.x86_64 

/usr/bin/gperf GNU gperf 3.0.3 developer/gperf 

pinky GNU coreutils 8.4 /usr/bin/pinky GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

pr GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gpr 

/usr/gnu/bin/prにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

printenv GNU coreutils 8.4 /usr/bin/printenv GNU coreutils 8.5 web/server/apache-22 

ptx GNU coreutils 8.4 /usr/bin/ptx GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

readlink GNU coreutils 8.4 /usr/bin/readlink GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

rm GNU coreutils 8.4 /usr/bin/grm 

/usr/gnu/bin/rmにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 
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rmdir GNU coreutils 8.4 /usr/bin/grmdir 

/usr/gnu/bin/rmdirにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sdiff GNU diffutils 2.8.1 /usr/bin/gsdiff 

/usr/gnu/bin/sdiffにリンクされて

います 

GNU diffutils 2.8.7 text/gnu-diffutils 

seq GNU coreutils 8.4 /usr/bin/seq GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

sha1sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/sha1sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sha224sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/sha224sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sha256sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/sha256sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sha384sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/sha384sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sha512sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/sha512sum GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

shred GNU coreutils 8.4 /usr/bin/shred GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

shuf GNU coreutils 8.4 /usr/bin/shuf GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sleep GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gsleep 

/usr/gnu/bin/sleepにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sort GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gsort 

/usr/gnu/bin/sortにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

split GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gsplit 

/usr/gnu/bin/splitにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

stat GNU coreutils 8.4 /usr/bin/stat GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

stdbuf GNU coreutils 8.4 /usr/bin/stdbuf GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

stty GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gstty 

/usr/gnu/bin/sttyにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

sum GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gsum 

/usr/gnu/bin/sumにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

tac GNU coreutils 8.4 /usr/bin/tac GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

tail GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtail 

/usr/gnu/bin/tailにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

tee GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtee 

/usr/gnu/bin/teeにリンクされて

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 
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います 

timeout GNU coreutils 8.4 /usr/bin/timeout GNU coreutils 8.5 runtime/ruby-18 

touch GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtouch 

/usr/gnu/bin/touchにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

tr GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtr 

/usr/gnu/bin/trにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

truncate GNU coreutils 8.4 /usr/bin/truncate GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

tty GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtty 

/usr/gnu/bin/ttyにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

uname GNU coreutils 8.4 /usr/bin/guname 

/usr/gnu/bin/unameにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

unexpand GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gunexpand 

/usr/gnu/bin/unexpandにリンク

されています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

uniq GNU coreutils 8.4 /usr/bin/guniq 

/usr/gnu/bin/uniqにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

unlink GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gunlink 

/usr/gnu/bin/unlinkにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

users GNU coreutils 8.4 /usr/bin/users GNU coreutils 8.5 network/chat/ircii 

vdir GNU coreutils 8.4 /usr/bin/vdir GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

wc GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gwc 

/usr/gnu/bin/wcにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

who GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gwho 

/usr/gnu/bin/whoにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

whoami GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gwhoami 

/usr/gnu/bin/whoamiにリンクさ

れています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

whoami GNU coreutils 8.4 /usr/bin/whoami GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

xargs GNU findutils 4.4.2 /usr/bin/gxargs 

/usr/gnu/bin/xargsにリンクされ

ています 

GNU xargsバージョン

4.2.31 

file/gnu-findutils 
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バージョン 
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xgettext GNU gettext-tools 

0.17 

/usr/bin/gxgettext 

/usr/gnu/bin/xgettextにリンクさ

れています 

GNU gettext-tools 

0.16.1 

text/gnu-gettext 

yes GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gyes 

/usr/gnu/bin/yesにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

clisp - /usr/bin/clisp GNU CLISP 2.47

（2008-10-23）（ユー

ザーランド

[10.134.73.164]にビル

ド） 

runtime/clisp 

diffmk - /usr/bin/gdiffmk 

/usr/gnu/bin/diffmkにリンクされ

ています 

GNU gdiffmk（groff）

バージョン1.19.2 

text/groff/groff-core 

grolbp GNU grolbp/groff

バージョン1.18.1,4 

/usr/bin/grolbp GNU grolbp（groff）

バージョン1.19.2 

text/gruff 

pth-config - /usr/bin/pth-config GNU Pth 2.0.7 library/pth 

ranlib - /usr/bin/granlib 

/usr/gnu/bin/ranlibにリンクされ

ています 

GNU ranlib GNU 

Binutils 2.19 

developer/gnu-binutils 

kill - /usr/bin/gkill 

/usr/gnu/bin/killにリンクされてい

ます 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

pdiff - /usr/bin/pdiff GNU a2ps 4.14 print/filter/a2ps 

printf - /usr/bin/gprintf 

/usr/gnu/bin/printfにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

psmandup - /usr/bin/psmandup GNU a2ps 4.14 print/filter/a2ps 

psset - /usr/bin/psset GNU a2ps 4.14 print/filter/a2ps 

pwd - /usr/bin/gpwd 

/usr/gnu/bin/pwdにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

texi2dvi4a2ps - /usr/bin/texi2dvi4a2ps GNU Texinfo 4.1 - 

1.1.1.1.2.3 

print/filter/a2ps 

texi2dvi - /usr/bin/texi2dvi GNU Texinfo 4.7 1.3 text/texinfo 

texindex - /usr/bin/texindex GNU texinfo 4.7 text/texinfo 
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true GNU coreutils 8.4 /usr/bin/gtrue 

/usr/gnu/bin/trueにリンクされて

います 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

uptime procpsバージョン

3.2.8 

/usr/bin/guptime 

/usr/gnu/bin/uptimeにリンクされ

ています 

GNU coreutils 8.5 file/gnu-coreutils 

xml2ag - /usr/bin/xml2ag GNU AutoGen - XML to 

AutoGen Definiton 

Converter - Ver.5.9 

developer/build/autogen 
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アプリケーションのデバッグ 

Oracle Solaris 11には、ソフトウェアのデバッグに使用できる強力なツールが多数あります。これらのデバッ
ギング・ツールは、次のカテゴリに大きく分類できます。 

• カーネルランド・デバッガ（カーネル・モードで実行） 

− カーネル・モードはCPUの特権モードに対応します。カーネル・モジュールの例には、ファイル・シ
ステム・カーネル・モジュール、デバイス・ドライバなどが含まれます。 

• ユーザーランド・デバッガ（ユーザー・モードで実行） 

− ユーザーランドはCPUの非特権モードに対応します。ユーザーランドとは、アプリケーションが実行
される場所であり、アプリケーションがシステム・コール経由でOSカーネルと対話する場所です。
カーネルランド・コードとユーザーランド・コードは異なるアドレス空間を所有します。 

• 特定の問題に対処するためのツール 

− このカテゴリには、メモリ・アクセス・エラーやメモリ・リーク、コード・カバレッジ、データ競や
デッドロック、ホット・ロックなどを検出するためのツールが含まれます。 

カーネル・デバッガ 

このカテゴリに含まれるツールは、カーネル・モード（CPUの特権モードに対応するモード）で実行される
コードのデバッグに使用します。カーネル開発者がもっともよく使用するツールは、kdbとmdbです。 

• kdbは対話型のカーネル・デバッガです。 

• mdbはライブ・カーネル、プロセス、コア・ダンプ、メモリ・リークなどをデバッグするときに一般的に
使用されるモジュラー・デバッガですが、アプリケーション・コア・ダンプのデバッグにも使用できま
す。また、システム・クラッシュ・ダンプのデバッグ・ツールとしても非常によく使用されます。これ
は、低レベルのデバッグに適した拡張が容易なユーティリティで、モジュール化されています。Oracle 
Solaris 11には、Oracle Solarisカーネルや関連するデバイス・ドライバのデバッグを行うプログラマを支
援する一連のmdbモジュールが含まれています。サード・パーティの開発者は、スーパーバイザやユー
ザー・ソフトウェア向けに独自のデバッグ・モジュールを開発できます。 

dbxによるソースレベルのデバッグ 

gdb（Linux上のGNUデバッガ）と同様、dbxはOracle Solaris Studioに付属する独自規格のソースレベル・デ
バッガです。dbxは、C++、ANSI C、Fortran 77、Fortran 95およびJavaの各プログラミング言語で記述され
たプログラムのソースレベルのデバッグと実行に使用できます。C/C++で記述されたプログラムのシンボリ
ック・デバッガとしても使用できます。dbxの便利な機能には、ソース行またはマシン命令を1度に1つずつ
実行する、プログラムのステップ実行機能などがあります。また、プログラムの動作を単に表示する以外に、
変数を操作したり、さまざまな式を評価して表示することもできます。プログラム、実行中のプロセス、ま
たはコア・ファイルは、dbxを使用してデバッグできます。実行中のプロセスをdbxでデバッグする場合は、
プロセスが停止されます。 
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dbxを効果的に使用するには、デバッグ・バイナリが必要です。つまり、コンパイラ・フラグ-gを付けてソ
ース・コードをビルドする必要があります。また、すべてのデバッグ情報を取得できるのは、コンパイラの
最適化を使用しない場合のみであることにも注意してください。最適化されたコードでは、部分的なデバッ
グしかサポートされません。dbxでは、ネイティブ・ソース・ファイルを変更して再コンパイルすれば、プ
ログラム全体を再ビルドしなくても実行を続行できます。コード修正を行った場所から実行を再開できます。
デバッグを続行するのに、再リンクや再ロードは不要です。また、スレッド間の移動、スレッドの一時停止、
スレッドのステップ実行、スタックやロックの表示もできます。 

特定の問題に対処するためのツール 

• メモリ・アクセス・エラーまたはメモリ・リーク（discover、mdb libumem）：dbxにはメモリ・リ
ークを検出するためのコマンドが多数あります。たとえば、dbx check memusageコマンドを使用す
ると、メモリ・リークを検出したり、プログラム終了時にメモリ使用率の要約レポートを出力すること
ができます。ブレーク・ポイントで停止させたときのメモリ・リークを表示するには、showleaksコマン
ドを使用します。また、ブレーク・ポイントで停止させたときのメモリ使用率レポートは、dbx 
showmemuseコ マ ン ド を 使 用 し て 表 示 で き ま す 。 要 約 レ ポ ー ト を 出 力 す る 場 所 はdbxenv変 数
rtc_error_log_file_nameで指定でき、実行終了時のメモリ使用率レポートの詳細レベルはdbxenv

変数rtc_mel_at_exitで制御できます。 

• ホット・ロック（lockstat、plockstat）：lockstatツールとplockstatツールはOracle Solaris 11
の組込みツールです。plockstatはアプリケーション中のロックの検出に使用し、lockstatはカーネ
ル・ロックとプロファイリング統計のレポートを作成します。 

• コード・カバレッジ（uncover）：uncoverはユーザー・アプリケーションのコード・カバレッジを測
定するためのコマンドライン・ツールです。テスト中に実行されるアプリケーションの領域に関する情
報を表示できます。レポートされるカバレッジ情報は、関数レベル、文レベル、ブロック・レベル、ま
たは命令レベルです。 

• データ競合およびデッドロック（スレッド・アナライザ）：スレッド・アナライザを使用すると、マルチ
スレッド・プログラムに潜む検出困難なコードの問題を検出できます。たとえば、データ競合やデッド
ロック状態の検出に役立ちます。 

DTraceによる問題の特定 

DTraceは、カーネルやアプリケーションの問題を本番システムでリアルタイムにトラブルシューティングす
るための包括的な動的トレース・フレームワークです。アクティブなプロセスが使用しているメモリの量、
CPU時間、ファイル・システム・リソース、ネットワーク・リソースなど、実行中のシステム全体の概要を
取得するときに使用できます。また、特定の関数をコールするときに使用される引数のログ、特定のファイ
ルにアクセスしているプロセスのリストなどのように、さらに細かい情報も取得できます。DTraceは、シス
テム上のあらゆる部分をトレースできる極めて強力な動的トレース・ツールです。簡単なDtraceスクリプト
を記述するだけで、システムのインスツルメント処理ができます。トレースが有効になるのは、Dtraceスク
リプトで指定したコード領域（プローブ）に対してのみです。したがって、プローブが有効になっていない場
合、システム上のオーバーヘッドはほぼゼロです。このインフラストラクチャは、（スクリプトによる潜在的
なオーバーヘッドと影響をユーザーが把握しているという前提で、）本番システムで安全に使用できます。 
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DTraceツールに関する追加情報は、次の参考資料を参照してください。 

• DTrace ツールキット： Brendan Greggが記述した、そのまま使用できる DTraceスクリプトです。
http://www.brendangregg.com/dtrace.htmlから無料でダウンロードできます。 

• plockstat：ユーザーレベル・ロックの統計を出力するツールです。DTraceを使用して実装されていま
す。このツールは、アプリケーションで発生するロック競合の問題を分析して問題を解消するのに非常
に便利です。 
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第5章 スレッドとマルチプロセッシング 

POSIXへの準拠 

スレッド拡張機能に関する規定であるPOSIX.1c標準規格（IEEE Std 1003.1c-1995）には、スレッドの作成と
操作に使用するAPIが定義されています。POSIXスレッドはスレッドのPOSIX標準です。通常はPthreadsと呼
ばれます。POSIX.1は、スレッド・プログラミング用のインタフェース群（関数とヘッダー・ファイル）を
規定しています。Oracle Solaris StudioとGNUコンパイラは、POSIXスレッド・プログラミング・モデルをサ
ポートしています。 

Linuxのスレッド・モデル 

RHELではこれまで、GNU Cライブラリ（glibc）により2つのスレッド実装が提供されてきました。両方と
も、いわゆる1対1実装であり、各スレッドは1つのカーネル・スケジューリング・エンティティにマップさ
れます。 

• LinuxThreads：これがオリジナルのPthreads実装です（glibc 2.4以降、この実装はサポートされなくな
りました）。 

• NPTL（Native POSIX Threads Library）：これが現在のPthreads実装です。 

LinuxThreadsと比べると、NPTLのほうがPOSIX.1仕様要件への準拠の度合いが高く、多数のスレッドが作成
された場合に高いパフォーマンスを発揮します。NPTLはglibc 2.3.2から使用できるようになっていますが、
Linux 2.6カーネルに実装されている機能が必要です。 

glibc 2.3.2以降では、getconfコマンドを使用してRHELシステムのスレッド実装を判定できます。次に例
を示します。 

bash$ getconf GNU_LIBPTHREAD_VERSION 

NPTL 2.12 

旧バージョンのglibcを使用する場合は、次に示すようなコマンドで十分にデフォルトのスレッド実装を特
定できます。 

bash$ $( ldd /bin/ls | grep libc.so | awk '{print $3}' ) | egrep -i 
'threads|nptl' 

nptlは、Ulrich Drepperなどが作成したネイティブPOSIXスレッド・ライブラリを指します。 
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スレッド実装の選択 

LinuxThreadsとNPTLの両方をサポートするglibcバージョン（glibc 2.3.xなど）を使用するシステムでは、
動的リンカーがデフォルトで選択するスレッド実装をLD_ASSUME_KERNEL環境変数で上書きできます。こ
の変数を使用して、動的リンカーが動作していると仮定する特定のカーネル・バージョンを指定します。
NPTL が 必 要と す る機 能 をサ ポ ート して い な い カ ー ネ ル ・ バ ー ジ ョ ン を 指 定 す る こ と で 、 強 制 的 に
LinuxThreadsを使用させることができます。このような操作をする理由としては、標準といくらか異なる
LinuxThreadsの動作に依存する（壊れた）アプリケーションを実行するためというのがもっとも多いと考え
られます。次に例を示します。 

bash$ $( LD_ASSUME_KERNEL=2.12 ldd /bin/ls | grep libc.so |awk '{print $3}' ) 
| egrep 

-i 'threads|ntpl' 

Oracle Solarisのスレッド・モデル 

POSIX標準が承認される前は、Oracle SolarisマルチスレッディングAPIはOracle Solaris libthreadライブラ
リに実装されていました。Sunが開発したこのライブラリは、後にUNIX International（UI）のスレッド標準
の基礎になりました。 

• Oracle SolarisスレッドはPOSIXスレッド準拠でないSun Microsystemsスレッド・インタフェースです。こ
れがPthreadsの前身です。この実装にはMxNモデル（ユーザーXカーネル・スレッド）が採用されていま
す。膨大な数のプロセッサを使用する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大規模
なワークロード解析に基づき、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。 

• PthreadsはPOSIXスレッドに準拠したスレッド・インタフェースです。以降のOracle Solarisバージョンで
は、POSIX標準のサポートがlibpthread APIによって追加されました。Oracle Solaris 10からは、
libthreadライブラリとlibpthreadライブラリが標準のlibc Cライブラリに統合されました。Oracle 
Solarisでは、それまでのMxN実装ではなく1対1（ユーザー対カーネル）スレッド・モデルを使用してい
ます。基盤となるスレッド実装が簡素化されたため、再コンパイルしなくても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PthreadsスレッドとOracle Solarisスレッドの両方をサポートしていますが、新規アプリケー
ションの開発や移植を行う場合はPthreadモデルをお勧めします。Pthreads APIを介して利用できる標準
POSIX関数は100を超えます。詳しくは、pthreadsのマニュアル・ページを参照してください。ここには、
Oracle SolarisのスレッドAPIとの比較も記載されています。 

2つのスレッド・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。Oracle Solarisでは、実行環境とコンパイル環境の両方に下位互換性を提供すること
を目的に、libthreadライブラリとlibpthreadライブラリの両方を維持しています。共有オブジェクト
のlibthread.so.1とlibpthread.so.1は、libc.so.1に対するフィルタとして実装されています。詳
しくは、libthread（3LIB）とlibpthread（3LIB）のマニュアル・ページを参照してください。 
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Oracle SolarisとLinuxのスレッド・モデルの相違点 

移行の観点からみると、2つのプラットフォームにおける実装の相違は主に2つのカテゴリに分類されます。 

• 非標準インタフェース：このカテゴリには、LinuxThreads（RHEL上）とlibthread.so（SolarisのPOSIX
非準拠のスレッド・ライブラリ）に由来する実装全体が入ります。これらのスレッド・ライブラリから
公開されるインタフェースは、Oracle Solarisでも提供しているPOSIXスレッド・ライブラリの関数にある
程度対応させることができます。 

• 標準インタフェース：RHEL 6.0とOracle Solarisは同じPOSIX 1003.1c標準を実装しているため、Oracle 
Solarisへの移行に伴うやり直しはそれほど多くならないでしょう。ただし、インタフェースに関するい
くつかの軽微な相違点は考慮する必要があります。こうした相違は主に、標準で未指定のまま残されて
いるか、実装依存として認められているために未指定になっている極端なケースによるものです。 

長年の間、両方のプラットフォームでPOSIXスレッドと非POSIXスレッドの両方がサポートされていましたが、
両オペレーティング・システムの最新バージョンで新規アプリケーションの開発や移植を行う場合はPOSIX

（Pthreads）モデルをお勧めします。したがって、以降はPOSIX準拠の実装に限定して説明します。 

Oracle Solarisにはプロセス・スケジュール機能が豊富にあり、その一部はスレッド・モデルに反映されてい
ます（たとえば、Oracle Solaris pthreadsには、RHEL pthreads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機能で極めて適切に動作しますが、スレッド数の多いミ
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・アプリケーションの場合は、さま
ざまなプロセス・スケジューラ機能を慎重に使用することでメリットを享受できます。プロセス・スケジュ
ーラの概要については、http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E35303/gen-51573.html#scrolltocを参
照してください。スケジューラに関する限り、RHEL NPTLには非準拠の領域が1つあるので、ご注意くださ
い。NPTLスレッドは共通のnice値を共有しません。すべてのスレッドは同じプロセスに属するため、POSIX
標準に従えば、すべてのスレッドが共通のnice値を保有する必要があります。 

表5-1：実装レベルの相違点 

関数 RHEL ORACLE SOLARIS 11 

int 

pthread_attr_init(pthread_attr_t 

*attr); 

int 

pthread_attr_destroy(pthread_attr_ 

t *attr); 

Linuxの場合、これらの関数は必ず正常終了す

ると仮定されています。 

スレッド属性オブジェクトの初期化に十分なメ

モリがない場合、pthread_attr_init()関

数はENOMEMで失敗します。 

attrが無効の場合、

pthread_attr_destroy()関数はEINVALで

失敗する可能性があります。 

int pthread_atfork(void 

(*prepare)(void), void 

(*parent)(void), void 

(*child)(void)); 

#include <pthread.h> #include <sys/types.h> 

#include <unistd.h> 

parent forkハンドラとchild forkハンド

ラは、pthread_atfork()に対するコールで

確立された順序でコールする必要があります。

prepare forkハンドラは逆の順序でコール

する必要があります。 

prepare forkハンドラはLIFO（後入れ先出し）

の順序でコールされますが、parent forkハンド

ラおよびchild forkハンドラはFIFO（先入れ先

出し）の順序でコールされます。このような順

序でコールされるため、アプリケーションの

ロック順序を維持できます。 
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関数 RHEL ORACLE SOLARIS 11 

int pthread_cancel(pthread_t 

thread); 

Linuxの取消し機能はシグナルを使用して実装

されています。NPTLのスレッド実装では、最

初のリアルタイム・シグナル（シグナル32）

がこの目的に使用されます。LinuxThreadsで

は、リアルタイム・シグナルを使用できる場合

は2番目のリアルタイム・シグナルが使用さ

れ、使用できない場合はSIGUSR2が使用され

ます。 

取消しリクエスト上で動作するスレッドは、す

べてのシグナルをブロックして実行されます。

取消しクリーンアップ・ハンドラやスレッド固

有データのデストラクタ関数を含め、すべての

スレッド終了関数は、すべてのシグナルをブ

ロックした状態でコールされます。

target_threadでの取消し処理は、

pthread_cancel()から戻るコール元スレッ

ドに対して非同期で実行されます。 

void pthread_cleanup_push(void 

(*routine)(void *), void *arg); 

void pthread_cleanup_pop(int 

execute) 

Linuxの取消し機能はシグナルを使用して実装

されています。NPTLのスレッド実装では、最

初のリアルタイム・シグナル（シグナル32）が

この目的に使用されます。LinuxThreadsでは、

リアルタイム・シグナルを使用できる場合は2

番目のリアルタイム・シグナルが使用され、使

用できない場合はSIGUSR2が使用されます。 

既存のスレッドや取り消されたスレッドは、す

べてのシグナルをブロックして実行されます。

取消しクリーンアップ・ハンドラを含め、すべ

てのスレッド終了関数は、すべてのシグナルを

ブロックした状態でコールされます。 

pthread_create int pthread_create(pthread_t 

*thread, const pthread_attr_t 

*attr, void *(*start_routine) (void 

*), void *arg); 

int pthread_create(pthread_t 

*restrict thread, const 

pthread_attr_t *restrict attr, void 

*(*start_routine)(void*), void 

*restrict arg); 

int pthread_kill(pthread_t thread, 

int sig); 

#include <signal.h> #include <signal.h> 

#include <pthread.h> 

 

表5-2：デフォルトのスレッド属性 

属性 RHEL ORACLE SOLARIS 11 コメント 

競合スコープ PTHREAD_SCOPE_SYSTEM PTHREAD_SCOPE_PROCESS プロセス内のリソース競合 

デタッチ状態 PTHREAD_CREATE_JOINABLE PTHREAD_CREATE_JOINABLE 他のスレッドによる結合が

可能 

スケジューリングの優先順位 0 0  

ガード・サイズ 4096バイト PAGESIZE スレッドのスタックに割り

当てるガード領域のサイズ 

スタックのサイズ 0x201000バイト 1または2メガバイト  

ポリシー SCHED_OTHER SCHED_OTHER 従来のタイムシェアリン

グ・ポリシー・スレッド 

継承スケジューラ PTHREAD_INHERIT_SCHED PTHREAD_INHERIT_SCHED スケジューリング・ポリ

シーおよびパラメータは作

成元スレッドから継承され

ます 
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スレッド・アプリケーションのシグナル 

RHELのPOSIXスレッド実装はプロセス中心型です。RHELでは、シグナルに関する限り、各スレッドが独立し
たプロセス（LWP）と見なされます。RHELのカーネルではスレッドとプロセスが必ずしも区別されません。
実際、シングル・プロセス内では、仮想メモリ、ファイル記述子、グローバル変数といった多くのリソース
を複数のスレッドが共有します。こうした基本的な相違があるため、RHELでは（POSIX準拠の方法を使用す
ると）マルチスレッド・アプリケーションによるシグナル処理が正しく実行されない可能性があります。
RHELでは、全体としてのプロセスにではなく個々のスレッドに直接シグナルが送信されます（これはPOSIX
標準から逸脱しています）。POSIX標準では、プロセスによって受信されたシグナルを、ターゲット・プロ
セス内のどのシングル・スレッドでも処理できるようにすることを義務づけています。シグナル配信のこの
性質を利用するプログラムには、実装上のこの相違点に伴う問題が見つかる可能性があります。ただし、こ
の問題は最新のRHELカーネル・パッチですでに対処されています。そのため、マルチスレッド・アプリケー
ションでこの問題が発生するかどうかは、アプリケーションのベース開発プラットフォームに全面的に依存
します。 

Oracle Solaris 11の有効活用 

最新のハードウェア・テクノロジーのサポート 

これまでは、多数のプログラムを同時実行する大規模な商用コンピュータの相対的な有効性の基準にスルー
プットが使用されていました。チップ・マルチスレッディング（CMT）テクノロジーを採用したオラクルの
SPARCプロセッサ・ファミリーが最初に登場したときは、ネットワーク・コンピューティングのコストと複
雑さを削減する手段としてスループット・コンピューティングという概念が提示されました。この考えは、
CMT対応プロセッサを使用してアプリケーション・ワークロードのスループットを最大化するというもので
す。つまり、特定の時間内に完了する作業の総量を、プロセッサ当たりとシステム基盤当たりの両方で最大
化するということです。 

マルチコア・プロセッサにCMTテクノロジーを組み合せると、プロセッサ上のコア数によってプロセッサ
（ソケット）の全体的なスループットを向上させることができます。このアプローチをとると、必要なシステ

ム数が減少するため、少ないコストでパフォーマンスを向上させることができます。これは、電力消費量の
削減、メンテナンス・コストおよび管理コストの低減、システム数の減少による信頼性の向上も意味します。 

CMTプロセッサの場合、通常は1つのコアに8個以上のハードウェア・スレッドが含まれています。CMTプロ
セッサは、これらのハードウェア・スレッド上で同時に複数のソフトウェア・スレッドを実行するため、価
格対パフォーマンス比の改善や総所有コストの削減に役立てることができます。従来のシングルスレッド・
プロセッサや現在のマルチコア・プロセッサの大半とも異なり、オラクルのSPARC T4プロセッサなどのハー
ドウェア・マルチスレッド・プロセッサの場合は、メモリの他のスレッドが停止したときにアクティブ・ス
レッドを高速に切り替えることができます。CMTプロセッサの各コアは、クロック・サイクルごとに複数の
スレッド間で切り替わるように設計されています。そのため、停止したスレッドのメモリ操作がパラレルに
続行されていても、プロセッサの実行パイプラインはアクティブのままで有用な作業を実行し続けます。 
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商用ワークロードによくある多数のスレッドを実行するアプリケーションの場合は、その構成要素が大規模
なマルチスレッド・アプリケーションなのか多数の比較的小規模なシングルスレッド・アプリケーションな
のかにかかわらず、このモデルによって大きなメリットがもたらされます。対応できる同時スレッドの数は
非常に多数です。Oracle Solaris 11は、チップ・マルチスレッディング・テクノロジーを活用する固有の機能
を備えています。オラクルのCMTプロセッサを搭載したシステムは、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は、ありふれたSMPシステムのように映ります。 

• Oracle Solarisは最新の主流ハードウェアを活用できるように設計されています。このオペレーティング・
システムではCMTプロセッサ階層が認識されるため、空いているパイプラインへの負荷分散がスケジュ
ーラによって効果的に行われます。プロセッサを複数の論理プロセッサとして使用する場合も、このオ
ペレーティング・システムはコアとそれがサポートするスレッドとの相関関係を把握します。 

• システム制御がしやすくなっています。Oracle Solarisでは、プロセッサを個別に有効化/無効化できます。
CMTプロセッサの場合はこの機能が拡張され、コアおよび論理プロセッサ（ハードウェア・スレッド）
を個別に有効化/無効化できます。さらには、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）を使用して、論理プロセッサのグループを定義し、このグループに対してプロセスまたはス
レッドをスケジュールすることができます。 

• Oracle Solarisでは、プロセス・アフィニティをかなり柔軟に制御できます。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・セットにバインドすることができます。 

OpenMPのサポート 

Oracle Solaris StudioコンパイラはOpenMPをサポートしているため、コンパイル時にソース・コード内の
OpenMP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パラレル・バージョンをビルドするこ
とができます。自動パラレル化と同様に、Oracle Solaris Studioコンパイラが追加作業を実行するため、開発
者は独自のスレッドを管理する必要がありません。OpenMPによるパラレル化のアプローチは、きめ細かく
段階的に進めることができます。OpenMPを使用した場合は、スレッド化を通じて最適化する必要のある特
定のループの前後にはディレクティブを設定し、それ以外のループはそのままにすることができます。この
アプローチを採用した場合の他の明かな利点は、まったく同じコード・ベースからアプリケーションのシリ
アル・バージョンとパラレル・バージョンを生成できることです。これは、デバッグ時に便利です。Oracle 
Solaris Studioでは、いくつかのコンパイラ・フラグを使用してOpenMPに対応することができます。 

• OpenMPは-xopenmpコンパイラ・フラグで有効化できます。 

• ディレクティブはフラグを使用した場合のみ認識されます。 

• -xvparaコンパイラ・フラグを設定すると、パラレル化に関する潜在的な問題をレポートできます。 

• パラレル化が行われたループの詳細情報を取得する場合は、-loopinfoコンパイラ・フラグを設定して
コンパイラに指示します。 

• 実行時にOMP_NUM_THREADS環境変数またはPARALLEL環境変数を設定し、マルチプロセッサ実行を活用
できます。これらの環境変数には、プログラムで使用できるプロセッサの数を指定します。2つの変数は
等価であり、設定する必要があるのは1つのみです。 
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自動パラレル化とコンパイル時の最適化 

これまでに開発されたコードのほとんどはスレッドのパラレル実行をサポートしていないため、進歩した最
新のハードウェア・テクノロジーを十分に活用することが困難です。最新のOracle Solaris Studioコンパイラ
は、開発者が実行方法を指定しなくてもアプリケーションをマルチスレッドで実行できるメカニズムを備え
ています。レガシー・コードに含まれる実行ループには特に最適化の余地がある場合が多く、これまでは逐
次処理の繰返しであった部分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、いくつかのコンパイラ・フラグを使用して、自動パラレル化の動作を管理します。 

• 問題なくパラレル化できるループをコードから検索する場合は、-xautoparコンパイラ・フラグでコン
パイラに指示します。 

• -xreductionコンパイラ・フラグは、さまざまな値を取り込んで1つの値を出力する縮約演算（配列内
のすべての値を合計するなど）の認識とパラレル化に使用できます。 

• -xloopinfoコンパイラ・フラグを指定すると、コンパイラによってパラレル化されたループに関する情
報を出力できます。 

マルチスレッド・アプリケーションの問題への対処 

スレッド・アナライザの使用 

Oracle Solaris Studioスレッド・アナライザはアプリケーションを最適化するための高度なツールで、マルチ
スレッド・アプリケーションが正しく作成されているかどうかを確認できるように設計されています。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のある特殊な状況を検出、分析およびデバッグできる
ようになっています。 

競合状態とデッドロックの検出 

データ競合は、誤った結果や想定外の結果を引き起こす可能性があるうえ、問題が発生しているように見え
る場所とはまったく異なる場所で発生する場合もあります。データ競合は次の条件に該当する場合に発生し
ます。 

• シングル・プロセスに含まれる2つ以上のスレッドが、同じメモリ位置に同時にアクセスする。 

• それらのスレッドのうち1つ以上が、そのメモリ位置に書込みアクセスをしている。 

• そのメモリへのアクセスを制御するのに必要な排他ロックが、スレッドでは使用されていない。 

デッドロック状態が発生する状況としては、1つ目のスレッドが2つ目のスレッドによって保留中のリソース
待ち状態でブロックされ、2つ目のスレッドが1つ目のスレッドによって保留中のリソース待ち状態でブロッ
クされている場合（または、3つ以上のスレッドが関わって同様の状況が発生している場合）があります。 

データ競合とデッドロックの問題を検出できるようにソース・コードをインスツルメント処理するには、特
殊なフラグを付けてコードをコンパイルし、collect -rコマンドの制御下で実行し、スレッド・アナライ
ザにロードします。 
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最初に、-xinstrument=dataraceコンパイラ・フラグを付けてアプリケーションをコンパイルします。
行番号およびコール・スタックに関する情報が正しく返されるようにするには、-gフラグも設定し、最適化
レベルを使用しないようにすることをお勧めします。 

コンパイルされたアプリケーション・コードをcollect -rコマンド内で実行します。こうすると、重要な
実行時情報を収集できます。collect –r allオプションを使用してプログラムを実行し、データ競合を
検出する実験とデッドロックを検出する実験をプロセスの実行時に作成します。 

% collect -r race app params 

% collect -r deadlock app params 

最後に、実験結果をスレッド・アナライザにロードし、データ競合およびデッドロック状態を特定します。 
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第6章 デバイス・ドライバとカーネルの移行 
デバイス・ドライバ・ソフトウェアは、それを実行しているオペレーティング・システムと緊密に結合され
ています。デバイス・ドライバを開発するには、オペレーティング・システムのアーキテクチャと内部につ
いて十分に把握している必要があります。デバイス・ドライバを記述するときは、ドライバがハードウェア
にアクセスするときに使用するオペレーティング・システム（カーネル）のインタフェースを十分に調査す
る必要があります。Oracle Solarisでは、デバイス・ドライバとオペレーティング・システム間での通信時に
使用する必要のある一連のドライバ・インタフェースをデバイス・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）と呼びます。DDIおよびDKIの詳しいドキュメントは、オラクルの
Webサイトで公開されています。 

デバイス・ドライバとOracle Solaris 11のカーネルとの間で情報を共有するときに使用できるデータ構造のリ
ストは、http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-1478/index.htmlを参照してください。エントリ・
ポイント・ルーチン、その構文、仕様および戻り値も、次のようなドキュメントにまとめられています。 

• カーネルからデバイス・ドライバへのインタフェース：http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-
1476/index.html 

• デバイス・ドライバからカーネルへのインタフェース：:http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/html/821-
1477/index.html 

DDIとDKIは、デバイス・ドライバと残りのカーネルとの間のすべてのインタフェースを標準化して文書化す
ることを意図したものです。 

本書では、DDIおよびDKIについて詳しく説明する代わりに、RHELからOracle Solaris 11への移行時に開発者
が検討する必要のあるさまざまな問題、予防措置、プラットフォーム固有の相違点について説明します。 

カーネル・モジュールとデバイス・ドライバの移行 

デバイス・ドライバとカーネル・モジュール用のシステム管理コマンドに見られるプラットフォーム固有の
相違点を表6-1に示します。エントリ・ポイントおよび実装の相違点は表6-2にまとめてあります。 

表6-1：インフラストラクチャの相違点 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

Linuxでは、カーネル・モジュールとデバイス・ドライバは同じように扱

われます。両方とも、modprobeコマンドを使用して追加できます。 

Oracle Solarisでは、カーネル・モジュールとデバイス・ドライバの

ロードに、異なるコマンド・セットを使用する必要があります。 

 カーネル・モジュールはmodloadコマンドを使用してロードします。 

 デバイス・ドライバはadd_drvコマンドを使用して追加できます。 
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表6-2：エントリ・ポイントおよび実装の相違点   

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

カーネル・モジュール・デーモンkmodがmodprobeを実行します。 カーネルが、modctl構造体のリンク・リストから一致するモジュール

名（mod_modname）を検索します。 

modprobeがファイル/lib/modules/version/modules.depを点検

し、リクエストされたモジュールがロードされる前に他のモジュールを

ロードする必要があるかどうかを確認します。 

一致するモジュールが見つかった場合は、既存の構造体のアドレスを返

し、見つからなかった場合は構造体を新規作成します。新規のmodctl

構造体をリンク・リストに追加します。 

insmodを起動して、前提となるモジュールをロードします。 依存関係はモジュール・コードに定義され、mod_requisites（このモ

ジュールが依存している他のモジュール）とmod_dependents（このモ

ジュールに依存しているモジュール）のポインタでmodctl構造体に保

持されます。 

シンボル表はquery_module()システム・コールを介して取得 

されます。 

_info()関数は、ロード可能なモジュールに関する情報を返します。こ

の関数内からmod_info()をコールする必要があります。 

insmodは前提となるモジュールをリンクします  

create_module() syscallが次に起動され、モジュールの名前と最

終的なサイズが渡されます。 

カーネル・ランタイム・リンカー、krtldを入力し、アドレス空間のセ

グメントとバインディングを作成し、オブジェクトをメモリにロードし

ます。 

モジュールstructure ()を割り当てます。 

モジュールのシンボル用の空間を、カーネルのkobj_mapリソース・

マップに割り当てます。 

ロードされるモジュールの各セグメントをループし、テキストとデータ

用の空間の割当てとマッピングを行います。 

カーネル・オブジェクトをメモリにロードし、カーネル・アドレス空間

の適切なセグメントにオブジェクトのセグメントをリンクします。 

モジュールのmodctl構造体のmod_loadedビットを設定し、

mod_loadcntを増やします。 

insmodがモジュールをカーネルにリンクします。 モジュールのmod_linkage構造体へのリンクを作成します。 

insmodがinit_module()システム・コールをコールします。 module _init()ルーチンを参照してコールする方法で、モジュールの

mod_install関数を間接的に実行します。 

モジュールを削除するには、delete_module()システム・コールを 

コールします。 

_fini()がロード可能なモジュールのアンロードの準備をします。 

_fini()内でmod_remove()をコールする必要があります。モジュール

のアンロード時に発生したエラーをレポートできるように、戻り値を取

得するのも名案です。 
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デバイス・ドライバ・インタフェースとドライバ・カーネル・インタフェース 

次の表に、2つのプラットフォーム上のカーネル・モジュールで使用されるデータ構造体の相違点をまとめ
てあります。 

表6-3：データ構造体と関数コール 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

モジュールに関するさまざまなビットをカーネルに問い合せる場合は

Linuxでは、query_module()を使用します。 

_info()関数は、ロード可能なモジュールに関する情報を返します。こ

の関数内からmod_info()をコールする必要があります。 

 

ロード可能なモジュール・エントリの作成と、モジュールを保持するた

めに必要となるカーネル・メモリの予約は、Linuxでは

create_module()を使用して試行されます。 

モジュールのロードのサポートに使用される主なデータ構造体は、

modctl（モジュール制御）構造体とmodule構造体です。modctl構造

体およびmodule構造体の定義は、それぞれ

/usr/include/sys/modctl.hおよび/usr/include/sys/kobj.h

を参照してください。 
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Linuxでは、init_module()でロード可能なモジュール・エントリを初

期化します。 

Oracle Solarisでは、_init()がロード可能なモジュールを初期化

します。modlinkage structを引数として使用するmod_install()

という名前の別の関数を_init()コール内でコールする必要があり 

ます。 

Linuxではdelete_module()でロード可能なモジュールを削除します。 Oracle Solarisでは、mod_remove()で、モジュールを削除しま

す。 mod_remove()は_fini()内でコールされる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要なコンパイラ・オプション、リンカー・オプション、およびリンクされるラ

イブラリ 

表6-4：コンパイル手順とMAKEFILEの変更 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

カーネル・モジュールのコンパイルに使用される標準的なコマンドを以

下に示します。 

gcc -O2 -DMODULE -D KERNEL  -W -Wall - Wstrict-

prototypes -Wmissing-prototypes - isystem 

/lib/modules/`uname -r`/build/include -c flkm.c -o 

flkm 

モジュールのコンパイルはとても単純です。必要なのは、いくつかの定

義を設定して、インクルードされたコードは通常の実行可能ファイルで

はなくカーネル・モジュールになるコードであると通知することだけで

す。モジュールのオブジェクト・ファイルは常に-rオプションを使用し

てリンクする必要があります。そうしないと、カーネル・モジュール・

リンカーでモジュールをリンクできなくなるため、モジュールをロード

できなくなります。 

gcc -D_KERNEL -DSVR4 -DSOL2 -O2 -c flkm.c ld - o flkm 

-r flkm.o 
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デバイス・ドライバとカーネル・モジュールの移植の 

ベスト・プラクティス 

異なるプラットフォーム間でのデバイス・ドライバ移植が、次に示す1つ以上の理由により容易にできない
場合があります。 

• 機能を強化するために、オペレーティング・システムのバージョンが新しくなると、ドライバからアクセ
スされる新規メンバーがカーネル・データ構造体に追加されたり、既存のメンバーのサイズが再定義さ
れたりする。 

• カーネル関数をコールするときの構文、または戻り値の構文が変更されている。 

• 既存のカーネル関数を使用できるが、それよりも文書化されていない副作用への依存度が高い場合は、ド
ライバの開発者はそれを使用しない。この問題は特に、これらの関数とその動作がオペレーティング・
システムの次期リリースで維持されない場合に発生します。 

• アーキテクチャ固有のコードを分離する必要があるのに、固有のコードがドライバの至る所に散在してい
る。移植可能なコードと移植不可能なコードを分離すると、移植に関わる問題を低減する効果がありま
す。 

Oracle SolarisのDDIとDKIを使用すると、プラットフォームに依存しないデバイス・ドライバ（Oracle Solaris
を実行するあらゆるマシン上で動作するドライバ）を記述できます。バイナリ互換性があるこれらのドライ
バを使用すると、Oracle Solarisを実行するどのマシンにもより簡単にサード・パーティのハードウェアとソ
フトウェアを統合できます。DDIとDKIはアーキテクチャに依存しません。そのため、アーキテクチャの異な
るすべてのマシン（SPARCとx86）で同じドライバを動作させられます。 

DDIとDKIの第一の目標は、特定のマシンで稼働するオペレーティング・システムの連続するリリース間での
移植性を、ソースとバイナリの両方について向上させることです。ハードウェアとソフトウェアのサポート
基準の要件を踏まえたうえで、ソースとバイナリの互換性を維持するという目標を達成するには、DDIとDKI
に指定されている関数、ルーチン、および構造体を使用するときに次の事実を考慮する必要があります。 

• DDIとDKIはいくつかのセクションで構成されています。 

− Oracle Solaris SPARC固有のDDI：これらのインタフェースはSPARCプロセッサに固有のものであり、
Oracle Solarisがサポートする他のプロセッサでは使用できない可能性があります。 

− Oracle Solaris x86固有のDDI：これらのインタフェースはx86プロセッサに固有のものであり、Oracle 
Solarisがサポートする他のプロセッサでは使用できない可能性があります。 

− Oracle Solaris DDI：これらのインタフェースはOracle Solarisに固有のものです。 

− DKIのみ：これらのインタフェースはSystem V Release 4の一部であり、System Vの今後のリリースで
はサポートされない可能性があります。このクラスのインタフェースはsegmapとhat_getkpfnum

の2つのみです。 

− DDI/DKIアーキテクチャ非依存：これらのインタフェースはSystem V Release 4上のすべての実装でサ
ポートされます。 

• DDI/DKIに含まれるカーネル機能のみを使用するドライバは、DDI/DKI準拠のデバイス・ドライバと呼ば
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れます。 
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第7章 セキュリティ 

開発者のためのセキュリティ・インタフェース 
エンタープライズ・アプリケーションをホスティングするデータセンターでもっとも重視されるのがセキュ
リティです。ほとんどの企業は、プラットフォームの決定に関わる主な要素の1つがセキュリティであると
考えています。セキュアな環境を構築するには、オペレーティング・システムに用意されている一連のコマ
ンドや機能をセキュリティととらえるのではなく、オペレーティング・システムの中核にセキュリティ機能
を組み込む必要があります。数十年の歴史を持つOracle Solarisは、安心してアプリケーション保護を任せら
れる突出したエンタープライズ・クラスの機能を備えています。Oracle Solaris 11には、ネットワーク機能や
暗号化機能、Trusted Extensions機能からプロセス権限、ユーザー権限、さらには優れた監視/監査機能まで、
複数のセキュリティ・テクノロジーが統合されています。 

次の簡潔なルールに従えば、セキュリティ管理者はホストしているオペレーティング・システム（Linuxま
たはOracle Solaris）に関係なくセキュアなシステムを構築できます。 

• 物理的なセキュリティを確保する。 

• 厳重なアクセス制御を展開する。 

• 管理を簡素化する。 

• 適切な（最小限の）権限を委任する。 

• Oracle Solaris Trusted Extensionsを使用する。 

• インストール数を最小限にする。 

• 強靱な防御力を付ける。 

物理的セキュリティ 

第一にに考慮すべきセキュリティ・レイヤーはコンピュータ・システムの物理的セキュリティです。システ
ムに必要な物理的セキュリティの程度は、共有研究室、共有システム、比較的大規模なサーバー上の仮想環
境へのデプロイメントを使用するなど、現在おかれている状況や他のロジスティクスによって異なります。
セキュリティを確保するために取るべきさまざまな対策には、直接マシンに物理的なアクセスを行うときの
セキュリティを確保することや、接続されている周辺機器やデバイスをセキュリティ保護すること、BIOSパ
スワード、スクリーンセーバー設定、コンソール・ログインのパスワード・ポリシーといったシステム細部
へのアクセスを制限することなどが含まれます。 

妥当な場合に限定した最小限の権限委任 

権限は、アプリケーションに付与できる個別の権利です。プロセスに権限があれば、通常ならオペレーティ
ング・システムによって禁止される操作を実行できます。旧UNIXシステムはスーパーユーザー・ベースのモ
デルに準拠しています。そのため、標準的なUNIXアプリケーションでは、UID（0/root）を検査して特定の
権限の有無を確認します。Oracle Solarisではこの点が大幅に変更されています。最新のOracle Solarisには最
小権限モデルが実装されており、すべての権限へのフル・アクセスではなく、スーパーユーザー権限のサブ
セットのみを指定のプロセスに付与できます。 
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最小権限モデルには、ほぼ50種類の細分化された権限と、基本の権限セットが含まれます。プロセス権限を
使用できるようになったため、rootアクセス権を丸ごと付与するのではなく、限られた権限をユーザーに
委任してシステム・セキュリティを上書きできるようになりました。Oracle Solarisのユーザーは、スーパー
ユーザーにならなくても特権アプリケーションを使用できます。Oracle Solarisでは、カーネル・レベルで権
限が設定されます。 

権限を追加で付与する場合は、認可も使用できます。認可とは、通常ならセキュリティ・ポリシーによって
禁止されるアクション・クラスを実行するための許可です。認可はロールまたはユーザーに割り当てること
ができます。認可はユーザー・レベルで設定されます。 

Oracle Solarisでアプリケーションを実行する場合は、プログラムを使用して権限を有効にしたり無効にした
りできます。デフォルトでは、新しいプログラムが開始された場合、親プロセスから継承できるすべての権
限をこのプログラムで使用できる可能性があります。 

付録Aに、Oracle Solarisのセキュリティ権限とその定義をまとめたリストがあります。 

Oracle Solaris Trusted Extensions 
極めて厳重なシステム・セキュリティが必要な場合は、Oracle Solaris Trusted Extensions機能を使用するこ
とをお勧めします。Trusted Extensionsソフトウェアには特殊なセキュリティ機能があり、これを使用するこ
とで、Oracle Solarisの機能を拡張してOracle Solarisシステム上にセキュリティ・ポリシーを定義して実装で
きるようになります。Trusted Extensionsについて詳しくは、
http://docs.oracle.com/cd/E18752_01/html/819-0868参照してください。 

強靱な防御力の確保 

インターネットは、境界もなく相互に接続された無数のネットワークで構成されています。今日のビジネス
環境では、重要なビジネス・ニーズを満たすスタンドアロン・サーバーはほとんど見つからないでしょう。
ネットワークの共有やデータの共有が、あらゆるエンタープライズ・システム・デプロイメントで不可欠に
なっています。インターネットおよび相互接続されたネットワークの拡張とともに、ネットワークのセキュ
リティも欠かせなくなっています。組織のネットワークのほぼすべてが、部分的に世界中の他のコンピュー
タからアクセスできるため、物理的なアクセス手段を持たない個人による脅威に対して潜在的に脆弱です。 

Oracle Solarisは、業界標準インタフェースに基づくネットワーク・セキュリティ・アーキテクチャを提供し
ます。標準インタフェースを使用していれば、アプリケーション開発者は、セキュリティ・テクノロジーが
進化してもコードを変更する必要はありません。Oracle Solarisのネットワーク・セキュリティ・アーキテク
チャは、PAM、GSS-API、SASL、PKCS#11などの業界標準インタフェースを使用して動作します。ネットワ
ーク・セキュリティ・アーキテクチャを使用すれば、暗号化アルゴリズムの記述、保守、最適化が不要にな
ります。Oracle Solaris 11は、オペレーティング・システムの一部として、最適化された暗号化メカニズムを
備えています。 

暗号化フレームワークはOracle Solarisの暗号化サービスの土台です。このフレームワークは、標準のPKCS 
#11インタフェースで暗号化サービスのコンシューマとプロバイダに対応します。フレームワークには次の2
つの部分があります。 

• ユーザーレベルのアプリケーション用のユーザー暗号化フレームワーク 

• カーネルレベルのモジュール用のカーネル暗号化フレームワーク 
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フレームワークに接続するコンシューマは、インストールされている暗号化メカニズムに関する特別な知識
を要求されません。同様に、プロバイダはフレームワークにプラグインでき、さまざまな種類のコンシュー
マに対応できます。コンシューマ固有のコードをプロバイダに記述する必要はありません。 

暗号化のアルゴリズム、メカニズム、およびマッピング 

Oracle Solarisの暗号化フレームワークは、個別のコマンド、ユーザーレベルとカーネルレベルのフレームワ
ーク、ユーザー・プログラミング・インタフェースおよびカーネル・プログラミング・インタフェースを通
じて、ユーザーやアプリケーションに暗号化サービスを提供します。この暗号化フレームワークは、こうし
た暗号化サービスをエンドユーザーにシームレスな方法でアプリケーションとカーネル・モジュールに提供
します。エンドユーザーは、ファイルの暗号化/復号化などの直接的な暗号化サービスも使用できます。 

オラクルのSPARC T4チップに搭載されている暗号化アクセラレータを使用できるようになったため、暗号化
フレームワークを使用するように記述されているアプリケーションはすべて、他に何もしなくてもこの新し
いハードウェア暗号化アクセラレータを使用できます。 

次の表に、関数のコールに関する2つのプラットフォームでの相違点をまとめてあります。 

表7-1：APIおよび実装の相違点 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

MD4 

unsigned char *MD4(const unsigned char *d, unsigned 

long n, unsigned char *md); 

 

int MD4_Init(MD4_CTX *c); void MD4Init(MD4_CTX *context); 

int MD4_Update(MD4_CTX *c, const void *data, unsigned 

long len); 

void MD4Update(MD4_CTX *context, unsigned char *input, 

unsigned int inlen); 

int MD4_Final(unsigned char *md, MD4_CTX *c); void MD4Final(unsigned char *output, MD4_CTX 

*context); 

MD5 

unsigned char *MD5(const unsigned char *d, unsigned 

long n, unsigned char *md); 

void md5_calc(unsigned char *output, unsigned char 

*input, unsigned int inlen); 

int MD5_Init(MD5_CTX *c); void MD5Init(MD5_CTX *context); 

int MD5_Update(MD5_CTX *c, const void *data, unsigned 

long len); 

void MD5Update(MD5_CTX *context, unsigned char *input, 

unsigned int inlen); 

int MD5_Final(unsigned char *md, MD5_CTX *c); void MD5Final(unsigned char *output, MD5_CTX 

*context); 

SHA1 

unsigned char *SHA1(const unsigned char *d, unsigned 

long n, unsigned char *md); 

 

int SHA1_Init(SHA_CTX *c); void SHA1Init(SHA1_CTX *context); 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11 

int SHA1_Update(SHA_CTX *c, const void *data, unsigned 

long len); 

void SHA1Update(SHA1_CTX *context, unsigned char 

*input, unsigned int inlen); 

int SHA1_Final(unsigned char *md, SHA_CTX *c); void SHA1Final(unsigned char *output, SHA1_CTX 

*context); 

RSA 

int RSA_get_ex_new_index(long argl, char *argp, int 

(*new_func)(), int (*dup_func)(), void 

(*free_func)()); 

int RSA_get_ex_new_index(long argl, void *argp, 

CRYPTO_EX_new *new_func, CRYPTO_EX_dup *dup_func, 

CRYPTO_EX_free *free_func); 

int RSA_set_ex_data(RSA *r,int idx,char *arg); int RSA_set_ex_data(RSA *r, int idx, void *arg); 

char *RSA_get_ex_data(RSA *r, int idx); void *RSA_get_ex_data(RSA *r, int idx); 

typedef int CRYPTO_EX_new(void *parent, void *ptr, 

CRYPTO_EX_DATA *ad, int idx, long argl, void *argp); 

typedef void CRYPTO_EX_free(void *parent, void *ptr, 

CRYPTO_EX_DATA *ad, int idx, long argl, void *argp); 

typedef int CRYPTO_EX_dup(CRYPTO_EX_DATA *to, 

CRYPTO_EX_DATA *from, void *from_d, int idx, long 

argl, void *argp); 

RSA *RSA_new_method(ENGINE *engine); RSA *RSA_new_method(RSA_METHOD *method); 

const RSA_METHOD 

*RSA_get_default_method(void); 

RSA_METHOD *RSA_get_default_method(void); 

以下の実装は、両方のプラットフォームで同じです。 

DES  

Blowfish  

Arcfour or RC4  

 

表7-2は、ヘッダー・ファイルの名前と場所に関する相違点を示しています。 

表7-2：ヘッダー・ファイルでの相違点 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

MD4 

#include <openssl/md4.h> #include <md4.h> 

MD5 

#include <openssl/md5.h> #include <md5.h> 

SHA1 

#include <openssl/sha.h> #include <sha1.h> 

 

70 



Red Hat Enterprise LinuxからOracle Solarisへの移植ガイド 

ハードウェア・アクセラレータとシステム提供インタフェー

スの使用 

オラクルのSPARC T4プロセッサは、セキュリティを重視した設計となっており、暗号化命令アクセラレータ
が各プロセッサ・コアに直接統合されています。プロセッサの命令パイプラインの内部に暗号化機能を直接
統合することで、セキュア・コンピューティングを実現する際の障壁となるパフォーマンスやコストの問題
を解消しています。 

Oracle Solarisの暗号化フレームワークでは、オラクルのSPARC Tシリーズ・プロセッサが提供するハードウ
ェア支援型の暗号化アクセラレーションだけでなくPKCS#11をベースにした他のサード・パーティ製ハード
ウェア・セキュリティ・モジュールも透過的に余すことなく活用できます。そのほか、オラクルが提供する
ハードウェアとソフトウェアの統合スタックにより得られるメリットには次のような例があります。 

Oracle Solaris 11では、演算処理が大量に発生する公開鍵暗号化、バルク暗号化、ダイジェスト処理を伴う
SSL/TLSタスクおよびWS-Securityタスクを、JavaでもJava以外のアプリケーションでも、Java PKCS#11プロ
バイダを通じてハードウェアに委任できます。 

• Oracle Solaris OpenSSL pkcs11エンジンは、SPARC Tシリーズ・プロセッサおよびインテルWestmere
（AES-NI）プロセッサが提供するハードウェア支援型の暗号化アクセラレーション・サポートを自動的に

活用します。 

• 列レベルと表領域の暗号化を行う透過的データ暗号化（TDE）とハードウェア支援型の暗号化を併用する
と、Oracle Databaseのパフォーマンスを向上させられます。 

ハードウェア支援型の暗号化とその活用方法について詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle Advanced 
Security Transparent Data Encryption Best Practices』

（http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-areas/security/twp-transparent-data-encryption-bes-
130696.pdf）を参照してください。 
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第8章 実行環境 
RHELとOracle SolarisはUNIXベースのオペレーティング・システムですが、両者の実行環境には根本的に異
なる点がいくつかあります。そのうち、アプリケーションに影響する可能性のある相違点の1つは、2つのシ
ステムにおける権限モデルです。Oracle Solarisで採用しているのは新しい最小権限モデルです。このモデル
では、すべての権限へのフル・アクセスではなく、スーパーユーザー権限のサブセットのみを、指定のプロ
セスに付与します。 

ユーザーとプロセスの特権およびユーザーとプロセスの権限と 

旧UNIXシステムはスーパーユーザー・ベースのモデルに準拠しています。そのため、アプリケーションを設
計するときは、“通常ユーザー”として実行して権限を極度に制限できるようにするか、直接rootユーザーと
して実行する必要のあるアプリケーションとして設計し、ほぼすべての権限を持たせるようにするかのいず
れかです。通常、そうした旧来のオペレーティング・システムから移植されたアプリケーションは、特定の
権限の有無をテストするためにUID（0/root）を確認します。これに対し、最小権限モデルを採用している
Oracle Solarisでは、細分化された50種類の権限のいくつかをユーザーに付与することができます。 

Oracle Solarisの最小権限モデルを使用すると、番号の小さいポートへのバインド、デーモン・プロセスの開
始などのタスクを、簡単に通常ユーザーで実行できます。一方で、ファイル・システムのマウントなどのご
く限られたアクセス権が必要だったために、これまでは完全なroot権限で実行されていたプログラムに対
するシステム保護も行われます。そのため、RHELの場合は完全なroot権限で実行されるsetuidを使用した
rootバイナリやデーモンは、Oracle Solarisの最小権限モデルではめったに必要になりません。 

セキュリティのベスト・プラクティスに従ってRHELからOracle Solarisへアプリケーションを移行する場合は、
最小限の権限を持つ通常ユーザーとしてアプリケーションを実行し、その後で必要な権限をプロセスに追加
するようにします。特定のアプリケーションに不足している権限を判定するには、次に示す例のように、
pprivというデバッグ機能をシェルで使用します。 

User1>/usr/bin/ppriv -D $$   // Enable ppriv debugging 

User1>./my_net_application arg1  //Execute the application 

my_net_application[2885]: missing privilege "net_icmpaccess" (euid = 2002, 
syscall = 230) for "devpolicy" needed at so_socket+0xa4 

my_net_application: icmp socket:Permission denied 

User1>ppriv -N $$   //Disable ppriv debugging 

この結果から、UID 2002ではPRIV_NET_ICMPACCESS権限が使用できないことが分かります。この権限を
付与すれば、my_net_applicationは問題なく実行できるようになります。 

Oracle Solaris 11のロールベースのアクセス制御（RBAC）機能を使用すると、新規アプリケーションや変更
したアプリケーションのセキュリティをきめ細かく制御できます。RBACは、従来のスーパーユーザーベー
ス・システムが採用する、権限をすべて付与するかまったく付与しないセキュリティ・モデルに取って代わ
るモデルです。RBACを使用すると、特定のユーザー・アカウント（またはロールと呼ばれる特殊なアカウ
ント）に特権関数を割り当てることができます。RBACと最小権限モデルを併用し、特権ポートへのバイン
ドに必要なhttpdなどのデーモンを、よりセキュアに実行することもできます。 
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こうしたプログラムの多くでは、実際には1024未満のポートのリスニング以外でrootアクセス権を必要と
しません。したがって、net_privaddrプロセスを実行するユーザーにロールを付与すれば、これまでのよ
うにプロセスをEUID 0で実行する必要はなくなります。 

Oracle SolarisのRBACの構成は、次の主要な4つのファイルで制御します。 

/etc/security/exec_attr、/etc/security/prof_attr、 

/etc/security/auth_attr、および/etc/user_attr. 

• exec_attrには、プロファイルに関連付けられている実行属性を指定します。通常、ユーザーID、グル
ープID、コマンド、デフォルト権限、制限権限が含まれます。 

• prof_attrには、実行プロファイルの名前、説明、および他の属性のコレクションを指定します。 

• auth_attrには、認可の定義と説明を指定します。 

• user_attrには、ユーザーおよびロールの定義、それぞれに割り当てられている認可、プロファイル、
プロジェクトを指定します。 

セキュリティ上の理由から、デフォルトではrootのみがDTraceの使用権限を持ちます。ユーザーのグルー
プにDTraceの使用を許可するには、DTraceへのアクセス権を持つロールを作成するか、権限を直接ユーザー
に割り当てます。 

supportロールを作成して適切な権限を付与するには、次の手順を実行します。 

#roleadd -u 201 -d /export/home/support -P "Process Management" support 
#rolemod -K defaultpriv=basic,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user support 

これで、supportロールを持つユーザーは、（適切なパスワードを入力した後、）suを使用してsupport

にアクセスし、必要なDTraceコマンドを実行できます。 

ロールを追加し、ユーザーがsu経由でロールにアクセスできるようにする代わりに、次のように直接ユーザ
ーに権限を割り当てることもできます。 

#usermod -K defaultpriv=basic,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user USER1 

注：上のコマンドを正常に実行するには、ユーザーをログアウトさせる必要があります。 

特権の認識は、レガシー・アプリケーションが従来の全権モデルと完全な互換性を保持できるようにするメ
カニズムです。プロセスごとに特権認識状態もあり、設定できる値はPA（特権を認識する）またはNPA（特
権を認識しない）のいずれかです。NPAに設定されているレガシー・アプリケーションは、EUID、RUID、ま
たはSUIDが0（root）の場合、（セットLに含まれる）すべての権限が付与されているように見えます。プ
ロセスがexecをコールすると、カーネルは特権の認識を放棄しようとする点にご注意ください。 

Oracle Solarisでは、通常のsetuid/setgid実行可能ファイルのほとんどが権限を認識する（PA）ように記
述し直されていますが、setuid/setgidフラグの設定はそのままになっています。これは、最初に適切な
root権限をプログラムで取得してから不要な権限を削除するために必要なものです。ただし、そのために
はプログラムが完全に権限を認識するようになっている必要がありますが、setuid/setgidプログラムの
中にはまだ移植されていないものもある可能性があります。 
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リソースの制御と実行時の制限 

RHELからOracle Solaris 11へ移行するときにアプリケーションで問題が発生する可能性がある理由の1つは、
2つのプラットフォームでリソース制限が異なることです。システム上になんらかの変更が必要かどうかは、
次の情報を元に判断できます。 

RHELでのリソース制限 

標準的なRHELでは、ipcs -lコマンドを実行すると次の出力が表示されます。//の後にコメントが追加され、
パラメータ名が表示されます。 

# ipcs -l 

------ Shared Memory Limits -------- 

max number of segments = 4096                     // SHMMNI 

max seg size (kbytes) = 67108864                  // SHMMAX 

max total shared memory (kbytes) = 17179869184 // SHMALL 

min seg size (bytes) = 1 

------ Semaphore Limits -------- 

max number of arrays = 128                         // SEMMNI 

max semaphores per array = 250                     // SEMMSL 

max semaphores system wide = 32000         // SEMMNS 

max ops per semop call = 32                        // SEMOPM 

semaphore max value = 32767 

------ Messages:Limits -------- 

max queues system wide = 15493                             // MSGMNI 

max size of message (bytes) = 65536                        // MSGMAX 

default max size of queue (bytes) = 65536         // MSGMNB 

RHELでこれらのカーネル・パラメータを変更するには、/etc/sysctl.confファイルを編集します。ファ
イルに入力すべき行の例を次に示します。 

kernel.sem=250 256000 32 1024 

#Example shmmax for a 64-bit system 

kernel.shmmax=1073741824 

#Example shmall for 90 percent of 16 GB memory 

kernel.shmall=3774873 

kernel.msgmax=65535 

kernel.msgmnb=65535 

デフォルトの/etc/sysctl.confファイルからsysctl設定をロードするには、sysctlに-pパラメータを
付けて実行する必要があります。 
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#sysctl –p 

RHELでは、リブート後にrc.sysinit初期化スクリプトで自動的に/etc/sysctl.confファイルが読み取
られます。 

Oracle Solaris 11でのリソース制限 

Oracle Solaris 11のデフォルトのリソース制限は、これまでのOracle Solarisリリースと比べて非常に高く設定
されています。カーネル・パラメータの値を調整するための静的メカニズムは/etc/systemファイルで提
供されます。このファイルに指定した値がブート時に読み取られ、適用されます。このファイルに対する変
更は、システムがリブートされて初めてオペレーティング・システムに適用されます。 

System V IPCの設定の値、STREAMSのチューニング可能パラメータ、プロセス・リソース制限値は、
sysdefコマンドを使用して確認できます。 

/etc/projectファイルには、各プロジェクトの複数のリソース制御に対する設定と、制御に使用する複数
のしきい値が含まれています。各種の値を表示したり、変更する場合は、proj*（projadd、projdel、
projmod、projects）コマンドを使用します。Oracle Solarisでのリソース制御について詳しくは、
http://docs.oracle.com/cd/E26924_01/html/E25829/rmctrls-1.html#scrolltocを参照してください。 

スクリプトの移行 

UNIXアプリケーションおよび開発環境ではスクリプトがよく使用されます。スクリプトには、シェル・スク
リプト（Kシェル用などに記述されたスクリプトなど）、Perlスクリプト、他の言語で記述されたスクリプト
が含まれます。RHELで使用されているスクリプト言語がOracle Solaris 11でもサポートされている場合、ス
クリプトの移行は簡単に実行できます。 

RHELからOracle Solaris 11へ移行する場合、特にレガシー・スクリプトの移行に関して言えば、一般的な
GNUコマンドが、対応する類似したコマンドライン・オプションとともに使用できるかどうかが、移行工数
を判断するうえで重要になります。幸い、こうしたユーティリティの多くは、デフォルト・インストールの
上にいくつかのオプション・パッケージをインストールすれば、旧Oracle SolarisバージョンだけでなくGNU
バージョンも、すぐにOracle Solarisシステム上で利用できます。 

Oracle Solaris 11上の同等のコマンド、オプション、および代替機能 

表8-1は、RHELとOracle Solaris 11とで異なる主なコマンドを要約したものです。ここに示しているコマンド
および他のコマンドについて詳しくは、Oracle Solaris 11のマニュアル・ページを参照してください。 

表8-1：コマンドの相違 

RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/usr/bin/ar /usr/bin/ar -D -l -f -N -o -P /usr/bin/gar: link to 

/usr/gnu/bin/ar 

text/doctools 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/bin/chgrp /usr/bin/chgrp -c --dereference -

- no-preserve-root 

-- preserve-root -

- reference 

/usr/bin/gchgrp: 

link to 

/usr/gnu/bin/chgrp 

system/xopen/xcu4 

/bin/chown /usr/bin/chown --dereference -- 

from --no-

preserve- root --

preserve- root 

/usr/bin/gchown: link 

to /usr/gnu/bin/chown 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/cmp /usr/bin/cmp -b /usr/bin/gcmp: link to 

/usr/gnu/bin/cmp 

text/gnu-diffutils 

/usr/bin/comm. /usr/bin/comm. --check-order -- 

nocheck-order -- 

output-delimiter 

/usr/bin/gcomm: link 

to /usr/gnu/bin/comm 

system/core-os 

/bin/cp /usr/bin/cp -a --backup -b -- 

copy-contents -d -

l --preserve -c --

no- preserve –

parents --reflink 

--remove- 

destination -- 

sparse --strip- 

trailing-slashes –

s -S -t -u -v -x -

Z 

/usr/bin/gcp: link to 

/usr/gnu/bin/cp 

system/xopen/xcu4  

/usr/bin/csplit /usr/bin/csplit -b –z /usr/bin/gcsplit: link 

to /usr/gnu/bin/csplit 

system/core-os 

/bin/cut /usr/bin/cut --complement -- 

output-delimiter 

/usr/bin/gcut: link to 

/usr/gnu/bin/cut 

system/core-os 

/bin/date /usr/bin/date -d -f -r -R --rfc- 

3339 -s 

/usr/bin/gdate: link 

to /usr/gnu/bin/date 

runtime/ruby-18 

/bin/df /usr/bin/df link 

to /usr/sbin/df 

-B -H -i -T –x /usr/bin/gdf: link to 

/usr/gnu/bin/df 

system/core-os 

/usr/bin/diff3 /usr/bin/diff3 -A -m -L -i -a -- 

diff-program 

/usr/bin/gdiff3: link 

to /usr/gnu/bin/diff3 

text/gnu-diffutils 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/usr/bin/du /usr/bin/du --apparent-size –b 

-c --files0-from -

-  si -l -P -0 -S 

-X - -exclude --

max- depth --time 

-- time-style 

/usr/bin/gdu: link to 

/usr/gnu/bin/du 

system/xopen/xcu4 

/bin/echo /usr/bin/echo -n -e –E /usr/bin/gecho: link 

to /usr/gnu/bin/echo 

runtime/ruby-18 

/bin/env /usr/bin/env -0 –u /usr/bin/genv: link to 

/usr/gnu/bin/env 

runtime/ruby-18 

/usr/bin/expand /usr/bin/expand -i /usr/bin/gexpand: link 

to /usr/gnu/bin/expand 

 system/core-os 

/usr/bin/fmt /usr/bin/fmt -p -t –u /usr/bin/gfmt: link to 

/usr/gnu/bin/fmt 

system/core-os 

/usr/bin/fold /usr/bin/fold -c /usr/bin/gfold: link 

to /usr/gnu/bin/fold 

image/editor/bitmap 

/bin/grep /usr/bin/grep -G -P -y --color –

L -m -o --label -u 

–Z -A -C -a --

binary- files -d –

exclude --exclude-

from -- exclude-

dir -I -- include 

-R --line- 

buffered --mmap –U 

-z 

/usr/bin/ggrep: link 

to /usr/gnu/bin/grep 

developer/quilt 

/usr/bin/id /usr/bin/id -Z /usr/bin/gid: link to 

/usr/gnu/bin/id 

system/fru-id 

/usr/bin/join /usr/bin/join --check-order -- 

nocheck-order 

/usr/bin/gjoin: link 

to /usr/gnu/bin/join 

network/chat/ircii 

/bin/kill /usr/bin/kill -1 -a -p /usr/bin/gkill: link 

to /usr/gnu/bin/kill 

runtime/ruby-18 

/bin/ln /usr/bin/ln --backup -b -d -i 

- L -S -t 

/usr/bin/gln: link to 

/usr/gnu/bin/ln 

file/gnu-coreutils 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/bin/ls /usr/bin/ls --author --format 

– -group-

directories-  

first -G -- 

dereference- 

command-line- 

symlink-to-dir -- 

indicator-style –I 

-N --show-control- 

chars -Q --

quoting- style --

sort -X -- 

lcontext -Z -- 

scontext 

/usr/bin/gls: link to 

/usr/gnu/bin/ls 

driver/audio/audiol s 

/usr/bin/m4 /usr/bin/m4 -i -P -Q --warn- 

macro-sequence -I 

- g -G -L -F -R -d 

-- debugfile -l -t 

/usr/bin/gm4: link to 

/usr/gnu/bin/m4 

developer/macro/gnu -

m4 

/bin/mkdir /usr/bin/mkdir -v –Z /usr/bin/gmkdir: link 

to /usr/gnu/bin/mkdir 

system/core-os 

/bin/mktemp /usr/bin/mktemp --suffix –tmpdir /usr/bin/gmktemp: link 

to /usr/gnu/bin/mktemp 

system/core-os 

/usr/bin/msgfmt /usr/bin/msgfmt -j --java2 –csharp 

--csharp-resources 

tcl --qt -r -l –d 

-P --stringtable- 

input --check- 

format --check- 

header --check- 

domain -C --check- 

accelerators -a -- 

no-hash -- 

statistics 

/usr/bin/gmsgfmt: link 

to /usr/gnu/bin/msgfmt 

text/locale 

/bin/mv /usr/bin/mv --backup -b -- 

strip-trailing- 

slashes -S -t -u -

v 

/usr/bin/gmv: link to 

/usr/gnu/bin/mv 

x11/keyboard/data- xkb 

/usr/bin/od /usr/bin/od -w –traditional /usr/bin/god: link to 

/usr/gnu/bin/od 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/pathchk /usr/bin/pathchk -P –portability /usr/bin/gpathchk: 

link to 

/usr/gnu/bin/pathch k 

system/core-os 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/usr/bin/pr /usr/bin/pr -J -N -v –W /usr/bin/gpr: link to 

/usr/gnu/bin/pr 

text/groff/groff-core 

/usr/bin/refer /usr/bin/refer -C -P -S -f -i -t 

- R 

/usr/bin/grefer: link 

to /usr/gnu/bin/refer 

text/doctools 

/bin/rm /usr/bin/rm -I --interactive – 

one-file-system -- 

no-preserve-root -

- preserve-root 

/usr/bin/grm: link to 

/usr/gnu/bin/rm 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/sdiff /usr/bin/sdiff -i -b -W -I -- 

strip-trailing-cr 

- a -t -d -H --

diff- program 

/usr/bin/gsdiff:link 

to /usr/gnu/bin/sdiff 

text/gnu-diffutils 

/usr/bin/size /usr/bin/size -A --format -d -- 

radix --common -t 

- -target 

/usr/bin/gsize: link 

to /usr/gnu/bin/size 

developer/gnu-binutils 

/bin/sort /usr/bin/sort -g -h -R --random-

source --sort -V -

- batch-size -C -- 

compress-program -

- files0-from -s 

/usr/bin/gsort: link 

to /usr/gnu/bin/sort 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/split /usr/bin/split -C -d –verbose /usr/bin/gsplit: link 

to /usr/gnu/bin/split 

system/core-os 

/usr/bin/strings /usr/bin/strings -f --bytes –radix 

--encoding --

target 

/usr/bin/gstrings: 

link to 

/usr/gnu/bin/string s 

developer/gnu-binutils 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/usr/bin/strip /usr/bin/strip -F --target –info 

-I --input-target 

- O --output-

target - R --

remove-section --

strip-all -g -S - 

d --strip-debug -- 

strip-unneeded -K 

- -keep-symbol -N 

-- strip-symbol -o 

–p --preserve-

dates –w ---

discard-all -X - -

keep-file-symbols 

--only-keep-debug 

- v 

/usr/bin/gstrip: link 

to /usr/gnu/bin/strip 

developer/gnu-binutils 

/bin/sty /usr/bin/sty -F /usr/bin/gstty: link 

to /usr/gnu/bin/stty 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/tail /usr/bin/tail -F --max-

unchanged- stats -

-pid --retry  

/usr/bin/gtail: link 

to /usr/gnu/bin/tail 

system/xopen/xcu4 

/bin/tar /usr/bin/tar 

link to 

/usr/sbin/tar 

いくつかのパラメータは

使用できません  

/usr/bin/gtar: link to 

/usr/gnu/bin/tar 

runtime/perl-512 

/bin/touch /usr/bin/touch -h --time /usr/bin/gtouch: link 

to /usr/gnu/bin/touch 

file/gnu-coreutils 

/usr/bin/tput /usr/bin/tput -V /usr/bin/gtput: link 

to /usr/gnu/bin/tput 

system/core-os 

/usr/bin/tr usr/bin/tr -t /usr/bin/gtr: link to 

/usr/gnu/bin/tr 

text/groff 

/bin/uname /usr/bin/uname 

link to 

/usr/sbin/uname 

-o /usr/bin/guname: link 

to /usr/gnu/bin/uname 

system/core-os 

/usr/bin/uniq /usr/bin/uniq -z /usr/bin/guniq: link 

to /usr/gnu/bin/uniq 

system/core-os 

/usr/bin/wc /usr/bin/wc --files0-from /usr/bin/gwc: link to 

/usr/gnu/bin/wc 

system/kernel 

/usr/bin/who /usr/bin/who --lookup /usr/bin/gwho: link to 

/usr/gnu/bin/who 

system/dtrace/dtrac e-

toolkit 

/usr/bin/xargs /usr/bin/xargs -a -d –P /usr/bin/gxargs: link 

to /usr/gnu/bin/xargs 

file/gnu-findutils 
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RHEL ORACLE SOLARIS 11の

レガシー・コマンド 

レガシー・コマンドと互換性

のないオプション 

ORACLE SOLARIS 11 の同等の

GNUユーティリティ 

ORACLE SOLARIS 11 でのパッ

ケージ名 

/usr/bin/zenity /usr/bin/zenity --no-wrap  gnome/zenity 

/bin/more /usr/bin/more -num  system/xopen/xcu4 

/usr/bin/atrm /usr/bin/atrm -d -dは必須の引数ではありませ

ん。-lの代わりにatrmコマン

ドを使用できます。 

system/core-os 

/usr/bin/atq /usr/bin/atq -l –d -lは必須の引数ではありませ

ん。-dの代わりにatrmコマン

ドを使用できます。 

system/core-os 

/usr/bin/at /usr/bin/at -d –v –dの代わりにatrmを使用でき

ます。Oracle Solarisで

は、Linuxのat - vの代わり

にat -lを使用して実行時刻

を表示できます。 

system/xopen/xcu4 

/usr/bin/rup /usr/bin/rup -d –s Linuxの-dおよび-sオプショ

ンの代わりに、dateコマンド

のオプションの組合せを使用

できます。 

network/legacy- 

remote-utilities 

 

RHELでのサービスとデーモンの管理 

UNIXのデーモンはバックグラウンドで実行されるプログラムで、制御に関しては端末から独立しています。
デーモンは、制御する端末が存在しないシステム起動スクリプトなどのプロセスによって起動することも、
ユーザーが端末と関連付けずに端末から実行することもできます。 

initデーモンはRHELのシステムおよびサービス・マネージャです。また、RHELをブートすると起動される
最初のプロセス群の1つです。initデーモンのPIDは1で、すべてのプロセスがここから起動されます。RHEL
では、/etc/init.dディレクトリにあるinitスクリプトでサービスの起動と停止を実行します。これらの
サービスの多くは、システム・ブート時にinitデーモンによって起動されます。 

System V系UNIXの多くでは、/etc/rcN.d/ディレクトリにあるスクリプトを使用して、各種実行レベルご
とに起動すべきサービスを制御しています。このモデルでは同じスクリプトのコピーを多数の異なるディレ
クトリにいくつも保持する必要があるため、RHELではすべてのサービス制御スクリプトを/etc/init.d/

ディレクトリに配置し、各/etc/rcN.d/ディレクトリではこれらのスクリプトへのシンボリック・リンク
を 使 用 す る 、 と い う 標 準 モ デ ル が 採 用 さ れ ま し た 。 こ の よ う な 調 整 が 行 わ れ た た め 、 現 在 で は 、
chkconfigなどのコマンドを一元化して、/sbin/servicesですべてのサービスを単一インタフェースか
ら管理できるようになっています。 
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RHELのサービス管理 

RHELでは、initスクリプトを実行するための一貫したインタフェースを/sbin/serviceユーティリティ
で提供しています。initスクリプトは、起動、停止、再起動、ステータスの問合せ、再ロードを実行する
ためのオプションと、サービス上で他のアクションを実行するためのオプションを提供することで、サービ
スを管理するための一貫したインタフェースを提供しています。サーバー上のほぼすべてのサービスが高い
権限を必要とするため、サービスを制御するにはrootとしてログインする必要があります。 

次のようにserviceユーティリティに-status-allオプションを付けると、すべてのサービスの現在の状態
を表示できます。 

#/sbin/service –status-all 

abrtd (pid 1762) is running... 

acpid (pid 1477) is running... 

atd (pid 1817) is running... 

サービスの実行レベルに関する情報（サービスが起動されるシステム実行レベル）は、chkconfigユーテ
ィリティを使用して問い合せたり変更したりできます。 

たとえば、crondサービスの現在の設定を確認するには、次のコマンドを実行します。 

#/sbin/chkconfig --list crond 

crond  0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off 

これにより、crondサービスはブート時に実行レベル2、3、4、および5で自動的に起動されることが分かり
ます。 

実行レベル3と4でサービスが起動されないように設定するには、下に示すようにchkconfigユーティリテ
ィを使用します。 

#/sbin/chkconfig --level 34 crond off 

特定のデーモンを無効にするには、下に示すコマンドを実行する必要があります。 

#/sbin/chkconfig daemon-name off 

daemon-nameの部分を、無効にするサービスの名前に置き換えます。 

サービスの依存関係の管理と制御 

RHELでは、すべてのサービス制御スクリプトが/etc/init.d/にあり、これらのサービスを起動する実行
レベルは、各/etc/rcN.d/ディレクトリに設定したこれらのスクリプトへのシンボリック・リンクを使用
して制御します。 

実行レベル5のcrondのみを有効にするとどうなるか見てみましょう。 

そのためには次のコマンドを実行します。 

#/sbin/chkconfig --list crond 

crond  0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off 
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# /sbin/chkconfig crond --level 234 off 

# /sbin/chkconfig --list crond 

crond 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:on 6:off 

ここで、ディレクトリ/etc/rc2.d/、/etc/rc3.d/、および/etc/rc4.d/に移動して、crondを起動す
るスクリプトが本当に削除されていることを確認できます。 

サービスの制御方法を理解するために、典型的なサービス起動スクリプトを見て見ましょう。 

##sample crond startup script## 

#!/bin/sh 

case "$1" in 

start) 

rh_status_q && exit 0 

$1 

;; 

stop) 

rh_status_q || exit 0 

$1 

;; 

restart) 

$1 

;; 

reload) 

rh_status_q || exit 7 

$1 

#### /crond #### 

次に、ユーザー入力に基づいて、スクリプトの該当部分が実行されます。 

Oracle Solarisのサービス管理機能（SMF） 

Oracle Solarisのサービス管理機能（SMF）は、従来のUNIXの起動スクリプト、initの実行レベル、構成フ
ァイルを強化するインフラストラクチャを提供します。Oracle Solaris 11ではSMFを使用できるため、システ
ム管理者は簡単なコマンドを使用して容易にシステム上のサービスを特定、監視、管理できます。 

Oracle Solarisのサービスとは、状態が適切に定義されていて、起動/停止の制御ができ、システム内の他のサ
ービスと関係性および依存関係を持つ、持続時間の長いソフトウェア・オブジェクトです。SMFは、自己修
復サービス・インフラストラクチャを構築するように構成できます。SMFを使用すると、障害を起こしたサ
ービスをいつでも可能なときに自動的に再起動できるため、管理者による操作の必要性が軽減されます。万
一、手作業による操作が必要になった場合でも、システム管理者はサービス障害の根本原因を迅速に特定で
きるため、システム停止時間を大幅に短縮できます。 
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Oracle Solaris 11上でSMFに移動すると、システム管理者は次の作業を単一のフレームワークから実行できます。 

• システム全体のサービスの監視と管理。 

• 一貫した構成手順の提供。 

• 障害を起こしたサービスの、依存関係に基づく適切な順序での自動的な再起動。 

• 動作が不正なサービスや障害を起こしたサービスの特定。 

• rootではないユーザーへのセキュアな管理タスク委任。 

• レガシー・サービスとの互換性の維持。 

• バックアップ、リストアなどのシステム管理ジョブの自動構成。 

SMFによるサービス管理 

次に示すのは、もっとも重要なSMFコマンドの一部とその目的です。 

• svcs：サービスのステータスをレポートします。 

• svcadm：サービスの起動、停止、リストアといったサービス管理に使用します。 

• svccfg:：サービス構成のインポート、エクスポート、および変更に使用します。 

• svcprop：サービスのプロパティをリストするときに使用します。 

• inetadm：inetdサービスの管理に使用します。SMFは一貫したメカニズムでシステム・サービスを管
理します。管理者がサービス上で起動できるアクションのセットをSMFに定義します。アクションには、
サービスの有効化、無効化、リフレッシュ、再起動を実行するコマンドなどがあります。 

たとえば、すべてのサービスの現在の状態は、次のコマンドで表示できます。 

#svcs -a 

STATE  STIME  FMRI 

legacy_run  Mar_12  lrc:/etc/rc2_d/S10lu 

legacy_run  Mar_12  lrc:/etc/rc2_d/S20sysetup 

legacy_run  Mar_12  lrc:/etc/rc2_d/S47pppd 

online  Mar_12  svc:/system/svc/restarter:default 

online  Mar_12  svc:/network/loopback:default 

online  Mar_12  svc:/network/tnctl:default 

: 

: 

cronデーモンは次のコマンドで起動できます。 

#svcadm enable cron 

サービスの無効化は次のコマンドで実行できます。service nameは、無効にするサービスの名前です。 

#svcadm disable service name 
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Oracle Solarisでのサービス依存関係の管理 

SMFを使用すると、さまざまなサービス間の関係を単純なメカニズムで定義できるため、依存先のサービス
を必要に応じて自動的に再起動できます。サービスの管理に必要な情報は、サービス・リポジトリに保存さ
れます。リスタータは、この情報を元に、ある状態から別の状態へサービスを移行できます。各サービスを
管理するのはサービス・リスタータで、このリスタータが管理作業を実行します。 

サービス構成リポジトリには、サービスが正常に起動したときのサービスごとのスナップショットがあるた
め、フォールバックが可能です。この機能のおかげで、サービス構成の問題を容易にデバッグすることがで
きます。 

SMFフレームワークでは、サービス・インスタンスが管理の基本単位です。1つのSMFサービスには複数のバ
ージョンが構成されている可能性があり、同じバージョンの複数のインスタンスが単一システム上で実行さ
れている可能性もあります。 

インスタンスとは、特定の構成のサービスです。たとえば、Webサーバーはサービスですが、ポート8080上
でリスニングするように構成されている特定のWebサーバー・デーモンはインスタンスです。Webサーバ
ー・サービスの各インスタンスは異なる仕様を持つように構成できます。Webサービスはシステム全体の構
成設定を持ち、各インスタンスは特定の構成を上書きすることを選択できます。 

SMFへの移行 

SMFはレガシー・サービスとの互換性を維持しているため、RHELからOracle Solaris SMFへサービスを移行す
る作業は難しくありません。レガシーとは、/etc/rc*.d、/etc/init.d、および/etc/inittabの各ス
クリプトを指します。これらはRHEL環境で一般的に使用されているスクリプトです。レガシー・サービスを
引き続き以前と同じように動作させることもできますが、これらのサービスはSMFで監視できます。ただし、
自己修復機能やサービスの再起動といったSMFの利点をすべて活用するには、スクリプトをSMFマニフェス
トに変換する必要があります。 

サービス・マニフェスト 

サービス、サービス・プロパティ、プロパティ・グループ、およびインスタンスに関する情報はSMFリポジ
トリに追加されます。この情報はサービス・マニフェストに格納されており、サービスを管理するときやサ
ービス障害の根本原因を突き止めるときにSMFで使用されます。サービス・マニフェストには、障害を起こ
したサービスを自動的に再起動できる条件も記述します。サービス・マニフェストは、サービス/アプリケ
ーションごとに別個のものが必要です。Oracle Solarisには、デフォルトでいくつかのサービス・マニフェス
トが用意されています。必要に応じて、これらのマニフェストをカスタマイズしたり、他のサービス用に独
自のマニフェストを記述することができます。 
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Oracle Solaris 11のSMF機能の活用 

Oracle Solaris 11のSMF機能は、多数の新たな管理タスクの実行に活用できます。たとえば、手動による構成
タスクには、SMFに移行できるものが多数あります。システム構成、ネットワーク構成、ネーミング・サー
ビス構成のSMFへの移行も、これに含まれます。 

Oracle Solaris 11の最新リリースでは、主に次の点が変更されています。 

• /etc/default/initファイルがOracle Solarisでは読取り専用になっています。 

• ロ ケ ー ル と タ イ ム ゾ ー ン の 構 成 が SMF に 移 行 さ れ ま し た 。 シ ス テ ム の タ イ ム ゾ ー ン は 、
svc:/system/timezone:default SMFサービスを使用して設定します。したがって、環境変数への
変更はすべて、新しいsvc:/system/environment:init SMFサービスを使用して管理する必要があ
ります。 

注：svc:/system/environment:init SMFサービスを使用する場合は、skip_init_upgradeプロパ
ティがtrueに設定されていることを確認してください。 

 

•  システムの識別（ノード名）は、svc:/system/identity:node SMFサービスのconfig/nodename

サービス・プロパティを使用して構成します。 
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第9章 インフラストラクチャの相違点 
ほとんどのエンタープライズ・アプリケーションには、アプリケーションの処理内容や使用するユーザーが
異なっても共通する点が多数あります。認証、ロギング、永続性、セキュリティなどのサービスは、ほぼす
べてのエンタープライズ・アプリケーションに必要です。大半のアプリケーションのサービスは、アプリケ
ーション開発者が開発したものか、さまざまなベンダーが提供するサービスをカスタマイズしてから再利用
したものです。また、オペレーティング・システムが提供するフレームワークを活用して実装されているサ
ービスの場合もあります。 

フレームワークを使用して開発されたアプリケーションには、業界標準との相互運用性があります。通常、
オペレーティング・システムが提供するフレームワークでは、標準への適合性、保守性、アップグレード対
応性に加え、低コストでの複数プラットフォーム間の可用性が確保されます。ソフトウェアには再利用性と
変更への適合性が不可欠です。フレームワークを使用すると、アプリケーションがビジネス・ルールを完全
に順守していること、構造化されていること、移植性と保守性がありビジネス・ルールや法令順守要件の変
化に合わせてアップグレードできることを確信しながら開発できます。 

要するに、実装をカスタム・ビルドするのではなく、オペレーティング・システムが提供するフレームワー
ク（セキュリティ・フレームワーク、ファイル・システム・フレームワーク、暗号化フレームワーク、ホッ
トプラグ・フレームワークなど）を使用したアプリケーションをビルドすれば、プラットフォーム間の移行
は簡単になります。RHELで使用できるフレームワークのほとんどは、Oracle Solaris 11でも使用でき、両者
のインタフェースは同じではないとしても類似性を維持します。 

この章の対象読者は、プラガブル認証モジュール（PAM）のモジュールを通じて認証、アカウント管理、セ
ッション管理、およびパスワード管理を提供するシステムエントリ・アプリケーションの開発者です。この
章では、実装上の相違点と、RHELからOracle Solaris 11へのアプリケーションの移行時に考慮すべき事項に
ついて説明します。 

プラガブル認証モジュール（PAM） 
PAMは、アカウント、セッション、およびパスワードの管理に必要な認証サービスと関連するセキュリテ
ィ・サービスをシステムエントリ・アプリケーションに提供します。login、rlogin、telnetなどのアプ
リケーションはPAMサービスの代表的なコンシューマです。このフレームワークを使用すると、統一された
方法で認証関連のアクティビティを実行できます。このアプローチを採用すれば、ポリシーの意味を知らな
いアプリケーション開発者でもPAMサービスを使用できます。アルゴリズムの供給元は一元化されており、
個々のアプリケーションとは関係なくアルゴリズムを修正できます。 

PAMライブラリlibpam（3LIB）はPAMアーキテクチャの中心的な要素です。このライブラリからpam

（3PAM）APIがエクスポートされ、それをアプリケーションがコールして、認証、アカウント管理、資格証
明の確立、セッション管理、パスワード変更を実行します。libpamライブラリにはマスター構成ファイル

（pam.conf）がインポートされます。ここには、使用可能なサービスごとにPAMモジュール要件が指定さ
れています。libpamライブラリにはサービス・プロバイダ・インタフェース（SPI ）であるpam_sm

（3PAM）もインポートされます。これは、サービス・モジュールからエクスポートされるものです。 

RHELとOracle Solaris 11のPAMインフラストラクチャは類似しています。両方のプラットフォームで類似し
た機能を使用できますが、2つの実装にはわずかな相違点があります。 
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PAMの構成と相違点 

PAMに関連するシステム管理コマンドのうち、2つのプラットフォームで異なるものを次の表にまとめてあ
ります。 

表9-1：インフラストラクチャの相違点 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

Linux-PAMの構成ファイルは/etc/pam.confにあります。 

また、/etc/pam.d/ディレクトリにある個別の構成ファイルを編集し

てPAMの構成を設定することができます。 

Linux-PAMでは、/etc/pam.dディレクトリが存在すると

/etc/pam.confが無視されます。 

Oracle Solaris 11では、/etc/pam.confという名前の構成ファイルを使

用して、さまざまなシステム・サービスのサービス・モジュールを構成

します。 

Oracle Solarisでは、/etc/pam.confファイル1つを編集すれば、PAM

に関連するすべての構成を完了することができます。 

Oracle Solaris 11に/etc/pam.dディレクトリは不要です。 

pam.confファイルおよび個別のPAM構成ファイルでLinuxに対してサ

ポートされているPAM制御値は次のとおりです。 

required 

requisite 

sufficient 

optional 

include 

substack 

Oracle Solarisの/etc/pam.confファイルでサポートされている制御値

は次のとおりです。 

Required 

requisite 

sufficient 

optional 

include 

binding 

 

注：bindingを指定しておくと、サービス・モジュールからsuccessが返

され、なおかつ先行する必須モジュールのいずれからも失敗が返されて

いなければ、後続のモジュールを一切コールせずに即座にsuccessが返

されます。 

失敗が返された場合は必須モジュールの失敗として処理され、PAMス

タックのプロセスが続行されます。 

制御値substackはOracle Solarisでは使用できません。 

 

開発者の視点から見たカスタムPAMモジュールの移行 

2つのオペレーティング・システム間の実装レベルでの相違点を理解するために、最初にPAMの動作を確認
します。表9-2に、標準的なPAMモジュールの起動時に発生する関数コールのシーケンスをリストします。 
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表9-2：PAM起動時の関数コール・シーケンス 

ステップ・バイ・ステップ・シーケンス 関数コールの実際のシーケンス 

アプリケーションがpam_start()をコールしてライブラリを初期化し

ます。 

サーバーがpam_start(3)をコールしてPAMライブラリを初期化し、

サービス名とターゲット・アカウントを指定し、適した会話関数を登録

します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 Int pam_start(const char *service, const char 

*user, 

 const struct pam_conv *pam_conv, pam_handle_t 

**pamh); 

 トランザクションに関するさまざまな情報（申請者のユーザー名やクラ

イアントが稼働しているホストの名前など）をサーバーが取得し、

pam_set_item(3)を使用してPAMに送信します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 Int pam_set_item(pam_handle_t *pamh, int 

item_type, const void *item); 

 サーバーがpam_authenticate(3)をコールして申請者を認証します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 int pam_authenticate(pam_handle_t *pamh, int 

flags); 

ユーザーが認証されると、この時点でユーザーのログインが許可される

かどうかをpam_acct_mgmt()関数を使用して特定します。 

サーバーはpam_acct_mgmt(3)をコールし、要求されたアカウントが

存在し、かつ有効であることを確認します。パスワードは正しくても有

効期限が切れている場合は、PAM_SUCCESSの代わりに

PAM_NEW_AUTHTOK_REQDがpam_acct_mgmt(3)から返されます 

#include <security/pam_appl.h> 

 int pam_acct_mgmt(pam_handle_t *pamh, int 

flags); 

アカウント管理型のモジュールは、1日または1週間のうちの特定の時間

帯にユーザーのログインを制限する目的や、パスワードを強制的に有効

期限切れにする目的で使用できます。その場合は、pam_chauthtok()

関数を使用してパスワードを正しく更新しない限り、ユーザーはシステ

ムにアクセスできません。 

前の手順でPAM_NEW_AUTHTOK_REQDが返された場合は、ここでサー

バーがpam_chauthtok(3)をコールし、要求されたアカウントの認証

トークンを変更するようクライアントに指示します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 Int pam_chauthtok(pam_handle_t *pamh, const 

int flags); 
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ステップ・バイ・ステップ・シーケンス 関数コールの実際のシーケンス 

PAMで構成できるユーザーIDがpam_setcred()によって設定され、リ

リースされます。IDには、アクセス・チケットや補完的なグループ・メ

ンバーシップなどお資格証明を含めることができます。 

これで申請者が適切に認証されたため、サーバーはpam_setcred(3)を

コールして、要求されたアカウントの資格証明を確立します。このよう

なことができるのは、サーバーが仲介者の代わりに動作して仲介者の資

格証明を保持するためです。 

pam_open_session()とpam_close_session()が、PAMで認証され

たセッションの開始と終了を示します。通常、セッションの初期化と終

了には、ユーザーのホーム・ディレクトリをマウントしてシステム・リ

ソースを使用可能にするタスクや監査証跡を設定するタスクなどが含ま

れます。 

正しい資格証明が確立されると、サーバーはpam_open_session(3)を

コールしてセッションを設定します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 Int pam_open_session(pam_handle_t *pamh, int 

flags); 

 クライアントへのサービス提供を終了したサーバーは、

pam_close_session(3)をコールしてセッションを破棄します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 int pam_close_session(pam_handle_t *pamh, int 

flags); 

ログイン・アプリケーションはpam_end()をコールしてPAMライブラリ

への接続を切ります。PAMはアンロードされ、動的に割り当てられたメ

モリは消去されてシステムに返されます。 

最後に、サーバーはpam_end(3)をコールして、セッションが終了した

ことと、トランザクションの実行中に割り当てられたすべてのリソース

を解放できることをPAMライブラリに通知します。 

#include <security/pam_appl.h> 

 int pam_end(pam_handle_t *pamh, int status); 
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PAMのデータ構造体と関数コールの相違点 

次の表に、2つのプラットフォームのPAMで使用されるデータ構造体の相違点をまとめてあります。 

表9-3：データ構造体と関数コール 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

pam_start()の内部には、構造体pam_messageが次のとおりに定義さ

れています。 

struct pam_message { 

  int msg_style; 

  const char *msg; 

 }; 

Linux-PAMは、msg引数を次のプロトタイプと完全に等価のものとして

解釈します。 

const struct pam_message *msg[] 

Oracle Solarisでは、pam_messageが次のとおりに定義されています。 

struct pam_message{ 

  int msg_style; 

  char *msg; // <~~~~~ Not 

defined as const 

 }; 

Oracle SolarisのPAM実装では、この引数をnum_msg pam_message

構造体の配列へのポインタへのポインタとして解釈します。 

Linuxのpam_set_item()関数とpam_get_item()関数は、

security/pam_modules.hの下に定義されています。 

Oracle Solarisのpam_set_item()関数とpam_get_item関数は

security/pam_appl.hにあります。 

pam_set_item()でサポートされているitem_type値は次のとおりです。 

PAM_AUSER、PAM_AUTHTOK、PAM_CONV、PAM_OLDAUTHTOK、

PAM_RESOURCE、PAM_RHOST、PAM_RUSER、PAM_SERVICE、

PAM_TTY、PAM_USER、PAM_USER_PROMPT、PAM_REPOSITORY 

 

item_type PAM_SERVICEを設定できるのはpam_start()のみで、ア

プリケーションとサーバー・モジュールはいずれもこれを読み取ること

しかできません。 

 

セキュリティ上の理由から、item_type PAM_AUTHTOKと

PAM_OLDAUTHTOKはモジュール・プロバイダのみが使用できます。 

 

 

戻り値PAM_BAD_ITEMはOracle Solarisにはありません。代わり

に、サービス・モジュールの動的ロードの場合にはPAM_OPEN_ERR - 

dlopen() failedが用意されています。 

PAM_SYMBOL_ERRは、シンボルが見つからなかったことを意味します。 

PAM_SERVICE_ERRは、サービス・モジュールにエラーがあったことを

意味します。 

PAM_CONV_ERRは通信障害を示します。 
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必要なコンパイラ・オプション、リンカー・オプション、およびリンクされるラ

イブラリ 

表9-4：コンパイル手順とMAKEFILEの変更 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

# gcc -fPIC -c pam_module.c 

# gcc -shared -o pam_module.so pam_module.o –lpam 

# cc -o pam_module -lpam pam_module.c 

pam_module_conv.c 
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第10章 アプリケーションのパッケージングと配布 
仮想化を使用した統合の傾向が増していることにより、システム管理者は多量のソフトウェアを管理することが
求められています。しかも、多様な組合せのハードウェア・プラットフォーム上で複雑に相互依存していること
がほとんどです。多様なハードウェア・プラットフォーム上でソフトウェアが複雑に相互依存しているシステム
をデータセンターでスムーズに実行し続けることが、日を追うごとに複雑で困難な作業になりつつあります。シ
ステム・ソフトウェアを正しく管理することにより、データセンターにあるさまざまなシステムのすべてで、テ
スト済みで、一貫した周知のシステム状態を確保できます。企業のIT組織のほとんどは、オペレーティング・シ
ステム・ソフトウェアを適切なパッチ・レベルにアップグレードし、バグ修正やセキュリティ更新、新しいハー
ドウェア・ドライバのサポートによる恩恵を享受できるようにすることに多大な労力を注いでいます。 

単純なアプリケーションはごくわずかな実行可能ファイルで構成されている可能性がある一方で、エンター
プライズ・ソフトウェア・アプリケーションのほとんどはもっと複雑です。標準的なアプリケーションやユ
ーティリティは、複数の実行可能ファイル、ライブラリ、スクリプト、構成ファイル、マニュアルやガイド
で構成されています。これらすべてのファイルと、ファイル・システム内でのファイルの配置場所やインス
トールされたシステム上でのファイル・アクセス権に関する情報が、パッケージと呼ばれるものの中に入っ
ています。ソフトウェア・ベンダーがよく使用するパッケージング形式は多数あります。他より使い勝手が
よいものもあります。どのパッケージング・メカニズムを選択するかは、アプリケーション要件やアップグ
レード要件、保守性に関する要件に応じて異なります。tarballなどの単純なパッケージング・メカニズムが
アプリケーションのパッケージング要件に適合する場合もありますが、RPMやIPSなどの複雑かつ高度なパッ
ケージング・メカニズムが必要になる場合もあります。 

RHELでのパッケージング 
RHELでは、パッケージのインストール、アップグレード、削除を実行できるインフラストラクチャを備えた
RPMが強力なパッケージ・マネージャです。通常、パッケージには、アプリケーションとともに、そのアプ
リケーションに関連付けられている必要なバイナリとドキュメントのすべてがバンドルされています。たと
えば、Apache Webサーバーは、多数の構成ファイルと多数のドキュメント・ファイルとApache Webサー
バー本体がセットになっており、このすべてが1つのRPMパッケージに収容されます。RPMシステムの主な
利点の1つは、.rpmファイルごとに完全なパッケージが保持される点です。たとえば、GNU Compiler 
Collectionバージョン4.4が含まれるGCCパッケージを見てみましょう。これは、Cコードをコンパイルする
ために必要となるパッケージです。 

GCCパッケージを保持するこのファイルには、gcc-4.4.5-6.el6.rpmという名前が付けられています。 

RPMのネーミング規則に基づき、このパッケージがGCCパッケージのバージョン4.4.5であり、RPMパッケー
ジの6番目のビルドであり、i686（インテル）アーキテクチャ・システム向けであることを表しています。
RPMマネージャは非常に強力なツールです。.rpmファイルを別のLinuxシステムにコピーし、それをインス
トールしてパッケージの中身をすべて取得するという作業を1つのコマンドで実行できます。また、他のコ
マンドを使用してパッケージの削除や更新ができます。 

RPMファイルには、主に次の4つのセクションが含まれます。 

•  識別領域： 
ファイル・タイプに関する情報（RPMパッケージ、RPMパッケージング・システムのバージョンなど）
が含まれます。 
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• 署名： 
サイズ、チェックサム、およびその他の当該パッケージ署名が含まれます。 

•  タグ付きデータ： 
タグは、ファイルの先頭にあるプリアンブルと呼ばれるセクションにまとめて配置されます。タグ付き
データはパッケージのコンテンツに関する情報を提供します。このセクションには必須情報とオプショ
ン情報（タグ）が含まれます。たとえば、NAMEタグ（必須）にはパッケージ名が、PREタグ（オプショ
ン）にはプレインストール・スクリプト（ファイルのインストールに先だってrpmコマンドによって実
行されるスクリプト）が保持されます。 

パッケージ内のタグは、tag:dataという固有の書式で記述します。タグとタグに関連付けられているデー
タはコロンで区切ります。 

RPMパッケージで使われる代表的なタグの種類には次のようなものがあります。 

−  パッケージ名タグ 

− アーキテクチャ固有のタグ 

− オペレーティング・システム・タグ 

− 依存関係タグ 

− ディレクトリ関連タグ 

− ソースおよびパッチのタグ 

− 説明タグ 

これらの各カテゴリの下にフラグがいくつかある可能性があります。たとえば、依存関係タグのカテゴリ
の下には、requiresタグ、conflictsタグ、providesタグなどがあります。 

• ペイロード： 
このセクションには、ターゲット・システムにインストールされるファイルを指定します。 

RPMパッケージのカテゴリ 

RPMパッケージは次の2つのカテゴリに大きく分けることができます。 

• バイナリ・パッケージ（RPM）： 
バイナリRPMは特定のアーキテクチャ向けにコンパイルされています。たとえば、インテルi686ターゲット
向けにコンパイルされたGCCコンパイラやツールなどがあります。ターゲット・プラットフォームごと
に個別のパッケージが必要です。別のハードウェア・プラットフォーム上で同じパッケージは動作しま
せん。 

• ソース・コード・パッケージ（RPM）： 
これらのRPMパッケージは、他のパッケージのソース・コードを提供します。 
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Oracle Solaris 11でのパッケージング 

Oracle Solaris 11では新しいパッケージ管理方法を採用し、パッチと更新の管理プロセスを大幅に簡素化して
います。そのため、オペレーティング・システムのメンテナンスに関わる問題が発生するリスクが軽減され
ます。Oracle Solaris 10のパッチ適用とアップグレードのプロセスに関して顧客から得られた多数のフィード
バックに基づき、オラクルのエンジニアはOracle Solaris 11のソフトウェア・パッケージング・システムを根
本から設計し直しました。ソフトウェア・パッケージング・モデルがImage Packaging System（IPS）として
新たに生まれ変わったため、システム管理者にはOracle Solaris 11が大幅に変更されたように見えるでしょう。 

Oracle Solarisオペレーティング・システムが進化してOracle Solaris Zones、ZFS、サービス管理機能などの
新規テクノロジーが搭載されたため、これまで使用していたシステム更新やアップグレードの管理プロセス
は一段と複雑になりました。現在の大規模な仮想化データセンターには何千ものオペレーティング・システ
ム・インスタンスがインストールされているところもあるため、手動でパッチを追跡してインストールする
方法では、アプリケーション・サービスの可用性とデータセンターのセキュリティに悪影響を与えるエラー
が発生する可能性があります。 

IPSは、ソフトウェア・ライフ・サイクル全体に対応した包括的なデリバリ・フレームワークで、ソフトウェ
アのインストール、更新、システム・アップグレード、およびソフトウェア・パッケージの削除を処理しま
す。Oracle Solarisの以前のリリースで使用されていたSVR4パッケージング・モデルとは異なり、IPSではパ
ッチを適用する必要がなくなりました。ソフトウェア・リポジトリを使用することで、IPSはシステムやアプ
リケーション・ソフトウェアの管理者による更新方法を劇的に変革します。IPSのデリバリ・メカニズムでは、
ネットワーク経由またはローカルでアクセスできるソフトウェア・リポジトリを使用します。これは、RHEL
などの他のオペレーティング・システムで採用されているソフトウェア更新プログラムの提供方法に似てい
ます。IPSはソフトウェア・パッケージのインストール中に自動依存関係チェックを実行し、必要になる可能
性がある別のパッケージ（ライブラリなど）を追加します。 

管理者は、ネットワークが制限された環境内でOSパッケージやアプリケーション・パッケージをデプロイで
きるようにするローカル・リポジトリを簡単に設定し、管理できます。また、リポジトリは簡単にミラー化
でき、管理者はさらに効率的なアクセスにあわせて最適化できます。 

ネットワーク経由でアクセスできるOracle Solaris 11のデフォルト・リポジトリは、

http://pkg.oracle.com/solaris/releaseにあります。このリポジトリには、新しいOracle Solarisリリースの1つ1
つに対応した更新プログラムが含まれています。重要なバグ修正、セキュリティ更新、および新しいソフト

ウェアは、オラクルの裁量により適宜ユーザーに提供されインストールできるようになります。 
サポート・リポジトリへはhttps://pkg.oracle.com/solaris/supportからアクセスできます。最新のバグ修正と
更新プログラムはサポート・リポジトリから提供されます。現在のOracle Solarisサポート契約を締結してい
るユーザーはアクセスが制限されています。 

パッケージングするアプリケーションの準備 

IPSは、Oracle Solaris 11オペレーティング・システムのソフトウェア・パッケージの一覧表示、検索、イン
ストール、更新、削除ができるフレームワークです。1つのIPSコマンドで、現行のイメージを新しいオペレ
ーティング・システム・リリースに合わせて更新できます。 

アプリケーションのビルドが終わり、パッケージングできる状態になったら、パッケージングの最初の手順
としてマニフェスト・ファイルを作成します。マニフェスト・ファイルにはパッケージに関する基本的なメ
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タデータが含まれます。たとえば、名前、バージョン、カテゴリ、説明、含まれるファイルとディレクトリ、
そのパッケージにインストールされる必要がある依存物などです。システム構成を最新の状態にするために
インストール後に再起動する必要があるサービスを、マニフェスト・ファイルに指定することもできます。
また、パッケージ・インストール・プロセスの一部としてユーザーとグループを作成するといったアクショ
ンも指定できます。 

パッケージのマニフェストは次の3つの部分に分けることができます。 

• パッケージ・メタデータ： 
このセクションは概念的にはRPMパッケージの“タグ付きデータ（ヘッダー）”に似ています。RPMパッケ
ージと同様に、ここには必須の要素とオプションの要素を含めます。パッケージ・メタデータの一部と
して定義される一連の属性のうち、代表的なものを次に示します。 

− pkg.fmri：パッケージの名前とバージョン 

− variant.arch：パッケージがサポートするアーキテクチャ 

− pkg.description：パッケージの説明 

− pkg.summary—パッケージの概要 

− info.classification：パッケージ・マネージャが使用するグルーピング・スキーマ 

• パッケージ・コンテンツ： 
ここには、パッケージの一部としてインストールされるファイル、ディレクトリ、およびリンクを指定
します。ファイルのコピー先であるシステム上のディレクトリ、ユーザー、グループ所有権、アクセス
権なども指定できます。 

•  パッケージの依存関係： 
ここには、このパッケージをインストールする前にシステム上に存在している必要のあるファイルとパ
ッケージのリストを指定できます。通常、依存関係は2つの異なる手順を使用して生成します。まず、こ
のソフトウェアが依存するファイルを特定します。次に、必要なファイルを含むパッケージを特定しま
す。依存関係に関する情報を生成するためのIPSコマンドと検証するためのIPSコマンドがあります。IPS
では、パッケージに対するさまざまなタイプの依存関係を指定できます。 

− Require：このタイプの依存関係が指定されている場合は、依存するパッケージまたはその上位バー
ジョンがインストールされていなければ、このパッケージをインストールすることができません。 

− Optional：このタイプの依存関係が指定されている場合は、依存するパッケージまたはその上位バー
ジョンのインストールが利用可能であれば、それらがインストールされます。 

− Conditional：必要なベース・パッケージがシステム上に存在する場合にオプションのパッケージ拡張
機能をインストールする場合は、このタイプの依存関係がもっともよく使用されます。 

− Group：グループ依存関係は、パッケージ・グループを作成するときに使用します。 

− Origin：この依存関係は、アップグレードに関する問題を解決するときに使用します。 

パッケージングは範囲が広く複雑なテーマです。この章では、RHEL RPMからOracle Solaris 11 IPSへスムーズ
に移行できるように、2つのプラットフォーム間における主な実装上の相違点にテーマを絞って説明します。 
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パッケージングについての実装上の相違点 

両プラットフォームでパッケージングを行う場合の基本的なインフラストラクチャ・レベルの相違点を次の
表にまとめます。 

表10-1：インフラストラクチャの相違点 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

RPMパッケージは圧縮されたアーカイブ・ファイルとして提供されま

す。このファイルには1つ以上のファイルが含まれるほか、インストール

中に各ファイルに適用する必要のある所有権やアクセス権などの、各

ファイルに関するインストール情報を指定した手順が含まれます。 

IPSパッケージは一連のアクションで構成されます。アクションはパッ

ケージのマニフェストに記述されており、パッケージのファイルとディ

レクトリの定義、パッケージ属性の設定、他のパッケージへの依存関係

の宣言、ユーザーとグループの作成、デバイス・ドライバのインストー

ルにこのアクションが使用されます。アクションとは、システム上にあ

るインストール可能なオブジェクトのことです。それぞれのアクション

は主に名前とキー属性で構成されています。バージョン履歴に従うた

め、これらを合わせて一意オブジェクトと呼びます。 

パッケージ・ファイルの名前は4つの部分で構成されており、通常は

kernel-smp-2.6.32.9-3.i686.rpmのようになります。 

このように、ファイル名の4つの部分はダッシュまたはピリオドで区切

ります。パッケージ・ファイル名の構造は、名前-バージョン-リリー

ス.アーキテクチャ.rpmの形を取ります。 

 

各IPSパッケージは障害管理リソース識別子（FMRI）で表現されます。

たとえば、pkg://solaris/system/library@0.5.11,5.11-

0.151.0.1:20101105T004750ZというFMRIは次の一連の情報で構成

されています。 

*  スキーム：pkg 

*  パブリッシャ：Oracle Solaris 

*  カテゴリ：system 

*  パッケージ名：library 

*   4つの要素で構成されるバージョン文字列： 

•  コンポーネントのバージョン：5.11 

•  ビルドのバージョン：5.11 

•  ブランチのバージョン：151.0.1 

 −  ISO-8601基本書式でのタイムスタンプ： 

     20101105T004750Z 

 

パッケージ管理と依存関係およびアップグレード 

表10-2に、2つのプラットフォームでパッケージを管理するときに必要なコマンドと手順の相違点を示します。 
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表10-2：システム管理 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

パッケージをインストールまたはアップグレードする場合は、コマンド

ライン・オプション-Uを使用します。 

#rpm -U filename.rpm 

--testオプションを使用すると、ファイルをインストールせずに 

インストール・プロセスまたはアップグレード・プロセスをテスト 

できます。 

#rpm -U --test filename.rpm 

パッケージをインストールする場合は次のコマンドを使用します。 

#pkg install 

実際にはインストールせずにインストールのプレビューを行う場合は、

次のコマンドを使用します。 

# pkg install -nv package_name 

ライセンス契約がある場合に自動的に承諾して更新するには、次のコマ

ンドを使用します。 

#pkg update --accept 

パッケージを削除（RPM用語での消去）するには、コマンドライン・オ

プション-eを使用します。 

#rpm –e package_name 

パッケージを削除するには、次のコマンドを使用します。 

#sudo pkg uninstall package_name 

 

システムにインストールされているすべてのRPMパッケージをリストす

るには、次のようなコマンドを使用します。 

#rpm –qa 

パッケージをリストする場合は次のコマンドを使用します。 

#pkg list 

 

パッケージがインストールされているかどうかを簡単に検証するには、

rpm -qコマンドを使用します。 

#rpm –q package_name 

パッケージがインストールされているかどうかを検証するには、次のコ

マンドを使用します。 

#pkg verify -v package_name 

rpmの問合せコマンドに-iオプションを付けると、パッケージについて

の説明を出力できます。 

#rpm -qi package_name 

パッケージに関する情報を取得するには、次のコマンドを使用します。 

#pkg info package_name 

 

パッケージに含まれるすべてのファイルを問い合せる場合は、–l

（ell）オプションを使用します。 

#rpm –ql package_name 

パッケージに含まれるファイルをリストするには、次のコマンドを使用

します。 

#pkg contents package_name 

 

Oracle Solarisでのパッケージ作成 

2つのオペレーティング・システム間の実装レベルの相違点を理解するために、新規パッケージを作成して
公開するときに従う必要のある一連の手順について説明します。表10-3にはパッケージの作成に必要な手順、
表10-4にはパッケージの公開に必要な手順を示しています。 
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表10-3：パッケージの作成 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

RHELの場合は、ソースのtarファイルを作成したら、/path 

name/dir-nameディレクトリに配置します。仕様（spec）ファイルを

作成します。このファイルにはパッケージに関する情報を含めます。こ

のとき、次に示すセクションを使用します。 

 prepセクション（prepareの省略形）には、ビルドの準備に必要なコ

マンドを定義します。 

 buildセクションには、ソフトウェアのビルドに必要なコマンドを含め

ます。実際の手順のほとんどはmakefileに記述するため、通常、ここ

に含めるコマンドはごくわずかです。 

 installセクションには、新たにビルドされたアプリケーションまたは

ライブラリのインストールに必要なコマンドを記述します。 

 cleanセクションは、他のセクションのコマンドで作成されたファイ

ルをクリーンアップします。 

 filesセクションには、定義済みのファイル属性とともにバイナリRPM

にパッケージ化されるファイルを記述します。 

サンプル・アプリケーションのパッケージを作成する手順を説明します。 

手順1：Oracle Solaris 11では、最初に作業領域およびパッケージが作成

されるプロトタイプ領域を作成します。oracle@solaris_11:~$ cd 

~/work oracle@solaris_11:~/work$ mkdir proto_inst 

サンプル・アプリケーションのソース・コードを抽出します。 

oracle@solaris_11:~/work$ tar -zxf my_sample_src.tar.gz 

oracle@solaris_11:~/work$ ls 

my_sample_src/ proto_inst/ 

手順2：次のコマンドを使用して、サンプル・アプリケーションを構成、

コンパイル、インストールします。 

oracle@solaris_11:~/work$ cd my_sample_src 

サンプル・アプリケーションをインストールする対象ディレクトリを設定

します。 

oracle@solaris_11:~/work/my_sample_src $ ./configure  

exec_prefix=~/work/proto_inst prefix=/usr 

サンプル・アプリケーションのソースをコンパイルします。

oracle@solaris_11X:~/work/my_sample_src $ make 

サンプル・アプリケーションをインストールします。 

oracle@solaris_11X:~/work/my_sample_src $ make install 

これで、次の手順に進む準備が整いました。次は、たった今proto_install

領域にインストールしたファイルからIPSパッケージを作成します。 

oracle@solaris_11X:~/work/my_sample_src $ cd 

~/work/proto_inst 

oracle@solaris_11X:~/work/proto_inst $ls bin/ doc/ lib/ 

man/ scripts 

oracle@solaris_11X:~/work/proto_inst $ cd ~/work/ 

oracle@solaris_11X:~/work $ 
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 手順3：パッケージ・メタデータを作成します。 

cat > my_sample.txt << EOF 

set name=pkg.fmri 

value=developer/versioning/my_sample@2.4.1,0.1 

set name=pkg.description value="my_sample is a sample 

application" 

set name=pkg.summary value="mysample is a popular 

opensource sample application" 

set name=variant.arch value=$(ARCH) 

set name=info.classification 

value="org.opensolaris.category.2008:Development/sample 

application" 

EOF 

手順4：パッケージの内容を指定します。 

コマンドpkgsend generateを使用してプロトタイプ領域を再帰的に解

析し、パッケージを構成するすべての項目を指定します。 

oracle@solaris_11X:~/work $ pkgsend generate 

proto_install | pkgfmt > my_sample.p5m.1 

/usr/lib/rpmにあるfind-requiresスクリプトとfind-provides

スクリプトは、Perl、Python、およびTclスクリプトの依存関係と、

それ以外のJavaパッケージの依存関係などを自動的に判定できます。 

find- requiresスクリプトはrequiresと指定された依存関係を自動

的に特定し、find- providesスクリプトはprovidesと指定された依

存関係を特定します。 

手順5：pkgdepend generateコマンドを使用してパッケージの依存関

係を生成します。 

oracle@solaris_11X:~/work $ pkgdepend generate -md 

proto_install my_sample.p5m.1|pkgfmt > my_sample_depend 

手順6：次のコマンドを使用してパッケージの依存関係を解決します。 

oracle@solaris_11:~/work $ pkgdepend resolve 

my_sample_depend 

rpmbuildコマンドを使用してRPMをビルドします。$rpmbuild -

bBuildStage spec_file 

バイナリRPMをビルドする場合は、rpmbuildコマンドに–bbオプショ

ンを付けます。$ rpmbuild -bb spec_file 

上のコマンドを実行すると、my_sample_depend.resが作成されます。こ

の時点で、このファイルを使用してIPSリポジトリにパッケージを公開で

きます。 
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表10-4：パッケージの公開 

RHEL ORACLE SOLARIS 11 

パッケージの準備ができたら、Webサーバーに公開できます。そうする

と、エンドユーザーは他のダウンロードと同様にこのパッケージをダウ

ンロードできます。 

example.comという名前のリポジトリがあるとします。 

パッケージを公開する場合は、パッケージのアクセス権を必ずデフォル

ト（読取り専用）ではなく読取り/書込みに設定します。この設定にす

るには、次のコマンドを実行します。oracle@solaris_11:~/work 

$ svccfg -s pkg/server setprop pkg/readonly=false 

変更を適用するためにサーバーを再起動します。

oracle@solaris_11:~/work $ svcadm restart 

pkg/server:default 

パッケージを公開するには、次のコマンドを使用します。

oracle@solaris_11:~/work $ pkgsend publish -s 

http://example.com:9001 -d ./proto_inst 

my_sample_depend 

PUBLISHED 

これで、パッケージの公開作業は正常に終了しました。 

次は、リポジトリのステータスを再度チェックして、パッケージが公開

されているかどうか確認します。 

oracle@solaris_11:~/work $ pkgrepo info -s  

http://example.com:9001 

PUBLISHER PACKAGES STATUS UPDATED 

example.com 1 online date 
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付録A セキュリティと権限 

Oracle Solaris 11でのセキュリティ権限を表A-1に定義します。 

表A-1：ORACLE SOLARIS 11のセキュリティ権限 

権限名 説明 

PRIV_CONTRACT_EVENT プロセスが、イベントの信頼できる配信をイベント・エンドポイントに

リクエストできるようにします。 

プロセスが、ユーザーによって大量に生成される可能性のあるイベント

をテンプレートのクリティカル・イベント設定期間内に含めることがで

きるようにします。 

PRIV_CONTRACT_OBSERVER プロセスが、プロセスの実効ユーザーID以外のユーザーによって作成さ

れ、所有されている契約によって生成された契約イベントを監視できる

ようにします。 

プロセスが、プロセスの実効ユーザーID以外のユーザーによって作成さ

れ、所有されている契約に属する契約イベント・エンドポイントをオー

プンできるようにします。 

PRIV_CPC_CPU プロセスがCPUごとのハードウェア・パフォーマンス・カウンタにアク

セスできるようにします。 

PRIV_DTRACE_KERNEL DTraceのカーネルレベルのトレースを許可します。 

PRIV_DTRACE_PROC DTraceのプロセスレベルのトレースを許可します。プロセスレベルのト

レースのプローブを、ユーザーがアクセス権を持っているプロセス内に

配置し、有効にできるようにします。 

PRIV_DTRACE_USER DTraceのユーザーレベルのトレースを許可します。ユーザーがアクセス

権を持っているプロセスを検査するために、システム・コールおよびプ

ロファイルDTraceプロバイダの使用を許可します。 

PRIV_FILE_CHOWN プロセスがファイルの所有者のユーザーIDを変更できるようにします。

プロセスが、ファイルのグループIDをプロセスの実効グループID以外の

グループIDか、またはプロセスのいずれかの補助グループIDを変更でき

るようにします。 

PRIV_FILE_CHOWN_SELF プロセスが自身のファイルを渡せるようにします。この特権を持つプロ

セスは、{_POSIX_CHOWN_RESTRICTED}が有効でないかのように動作し

ます。 

PRIV_FILE_DAC_EXECUTE プロセスが、通常であればプロセスの実行権を禁止するアクセス権ビッ

トまたはACLを持つ実行可能ファイルを実行できるようにします。 

PRIV_FILE_DAC_READ プロセスが、通常であればプロセスの読取り権を禁止するアクセス権

ビットまたはACLを持つファイルまたはディレクトリを読み取れるよう

にします。 

PRIV_FILE_DAC_SEARCH プロセスが、通常であればプロセスの検索権を許可しないアクセス権

ビットまたはACLを持つファイルまたはディレクトリを検索できるよう

にします。 
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権限名 説明 

PRIV_FILE_DAC_WRITE プロセスが、プロセスの書込み権を許可しないアクセス権ビットまたは

ACLを持つファイルまたはディレクトリを書き込めるようにします。0の

実効UIDが存在しない場合にUID 0によって所有されているファイルに書

き込むには、すべての権限が必要です。 

PRIV_FILE_DOWNGRADE_SL プロセスが、ファイルまたはディレクトリの機密性ラベルを既存の機密

性ラベルより優位でない機密性ラベルに設定できるようにします。この

権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ解釈

されます。 

PRIV_FILE_LINK_ANY プロセスが、プロセスの実効UIDとは異なるUIDによって所有されている

ファイルへのハードリンクを作成できるようにします。 

PRIV_FILE_OWNER ファイルの所有者でないプロセスが、そのファイルのアクセス時刻や変

更時刻を変更できるようにします。ディレクトリの所有者でないプロセ

スが、そのディレクトリのアクセス時刻や変更時刻を変更できるように

します。ファイルまたはディレクトリの所有者でないプロセスが、“実

行後にテキスト・イメージを保存する”（スティッキー）ビットが設定

された親ディレクトリを持つファイルまたはディレクトリの削除または

名前変更を行うことができるようにします。ファイルの所有者でないプ

ロセスが、そのファイル上にnamefsをマウントできるようにします。

ファイルまたはディレクトリの所有者でないプロセスが、そのファイル

またはディレクトリのアクセス権ビットまたはACLを変更できるように

します。 

PRIV_FILE_SETID プロセスが、セットユーザーIDおよびセットグループIDビットをクリア

せずにファイルの所有権を変更したり、ファイルに書き込んだりできる

ようにします。プロセスが、プロセスの実効グループやプロセスのいず

れかの補助グループではないグループに属しているファイルまたはディ

レクトリに、セットグループIDビットを設定できるようにします。プロ

セスが、PRIV_FILE_OWNERが存在する場合に、別の所有権を持つファ

イルにセットユーザーIDビットを設定できるようにします。setuidが0

のファイルを作成または変更する場合は追加の制限が適用されます。 

PRIV_FILE_UPGRADE_SL プロセスが、ファイルまたはディレクトリの機密性ラベルを既存の機密

性ラベルより優位な機密性ラベルに設定できるようにします。 

PRIV_GRAPHICS_ACCESS プロセスがグラフィックス・デバイスに対して特権付きioctlを実行でき

るようにします。通常、この権限を持つ必要があるのはxserverプロセス

だけです。この権限を持つプロセスは、特権付きグラフィックス・デバ

イス・マッピングも実行できます。 

PRIV_GRAPHICS_MAP プロセスがグラフィックス・デバイスから特権付きマッピングを実行で

きるようにします。 

PRIV_IPC_DAC_READ 通常であればプロセスの読取り権を許可しないアクセス権ビットを持つ

System V IPCメッセージ・キュー、セマフォ・セット、または共有メモ

リ・セグメントを、プロセスが読み取れるようにします。 

PRIV_IPC_DAC_WRITE 通常であればプロセスの書込み権を許可しないアクセス権ビットを持つ

System V IPCメッセージ・キュー、セマフォ・セット、または共有メモ

リ・セグメントを、プロセスが書き込めるようにします。 
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権限名 説明 

PRIV_IPC_OWNER System V IPCメッセージ・キュー、セマフォ・セット、または共有メモ

リ・セグメントの所有者でないプロセスが、メッセージ・キュー、セマ

フォ・セット、または共有メモリ・セグメントを削除したり、その所有

権を変更したり、そのアクセス権ビットを変更したりできるようにしま

す。 

PRIV_NET_ACCESS プロセスがTCP、UDP、SDP、またはSCTPネットワーク・エンドポイ

ントをオープンできるようにします。 

PRIV_NET_BINDMLP プロセスが、プロセスのゾーンのマルチレベル・ポート（MLP）として

構成されているポートにバインドできるようにします。この権限は、共

有アドレスとゾーン固有のアドレスの両方のMLPに適用されます。MLP

ポートの構成については、Trusted Extensionsのマニュアル・ペー

ジのtnzonecfg(4)を参照してください。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合

にのみ解釈されます。 

PRIV_NET_ICMPACCESS プロセスがICMPパケットを送受信できるようにします。 

PRIV_NET_MAC_AWARE プロセスが、setpflags(2)を使用してNET_MAC_AWAREプロセス・フ

ラグを設定できるようにします。また、この権限により、プロセスは

setsockopt(3SOCKET)を使用してSO_MAC_EXEMPTソケット・オプ

ションも設定できるようになります。NET_MAC_AWAREプロセス・フラ

グとSO_MAC_EXEMPTソケット・オプションはどちらも、ローカル・プ

ロセスのラベルがピアのデフォルト・ラベルより優位な場合やローカ

ル・プロセスが大域ゾーンで実行されている場合に、ローカル・プロセ

スがラベルの付いていないピアと通信できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合

にのみ解釈されます。 

PRIV_NET_PRIVADDR プロセスが特権ポート番号にバインドできるようにします。特権ポート

番号は1～1023（従来のUNIX特権ポート）です。また、NFSで使用する

ために予約されているポート以外で、udp/tcp_extra_priv_portsと

マークされているポートも特権ポートです。 

PRIV_NET_RAWACCESS プロセスがネットワーク・レイヤーに直接アクセスできるように 

します。 

PRIV_PROC_AUDIT プロセスが監査レコードを生成できるようにします。プロセスが独自の

監査事前選択情報を取得できるようにします。 

PRIV_PROC_CHROOT プロセスが自身のルート・ディレクトリを変更できるようにします。 

PRIV_PROC_CLOCK_HIGHRES プロセスが高精度タイマーを使用できるようにします。 

PRIV_PROC_EXEC プロセスがexec(2)をコールできるようにします。 

PRIV_PROC_FORK プロセスがfork(2)、fork1(2)、またはvfork(2)をコールできるよ

うにします。 

PRIV_PROC_INFO プロセスが、シグナルを送信できるプロセス以外のプロセスのステータ

スを検査できるようにします。検査できないプロセスは/procに表示でき

ないため、存在していないように見えます。 
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権限名 説明 

PRIV_PROC_LOCK_MEMORY プロセスが物理メモリ内のページをロックできるようにします。 

PRIV_PROC_OWNER プロセスが、所有権に関係なく、ほかのプロセスにシグナルを送信した

り、ほかのプロセスにあるプロセスの状態を検査して変更したりできる

ようにします。別のプロセスを変更する場合は、制限がさらに適用され

ます。まず、接続しているプロセスの実効特権セットは、ターゲット・

プロセスの実効セット、許可セット、および継承可能セットのスーパー

セットである必要があります。次に、制限セットは、ターゲットの制限

セットのスーパーセットである必要があります。さらに、ターゲット・

プロセスでいずれかのUIDが0に設定されている場合は、実効UIDが0でな

いかぎり、すべての権限が表明されている必要があります。プロセスが

CPUに任意のプロセスをバインドできるようにします。 

PRIV_PROC_PRIOCNTL プロセスが、自身の優先順位を現在のレベルを超えて引き上げることが

できるようにします。プロセスが、自身のスケジューリング・クラスを

任意のスケジューリング・クラス（RTクラスを含む）に変更できるよう

にします。 

PRIV_PROC_SESSION プロセスが、セッションの外部にシグナルまたはトレース・プロセスを

送信できるようにします。 

PRIV_PROC_SETID UIDを0にする場合はすべての権限を表明する必要があるという前提で、

プロセスのUIDを自由に設定できるようにします。 

PRIV_PROC_TASKID プロセスが、コール元のプロセスに新しいタスクIDを割り当てることが

できるようにします。 

PRIV_PROC_ZONE プロセスがシグナルをトレースしたり、ほかのゾーン内のプロセスに送

信したりできるようにします。zones(5)を参照してください。 

PRIV_SYS_ACCT プロセスが、acct(2)によるアカウンティングを有効または無効にした

り、管理したりできるようにします。 

PRIV_SYS_ADMIN プロセスが、ノードおよびドメイン名の設定や、coreadm(1M)および

nscd(1M)設定の指定などのシステム管理タスクを実行できるようにし

ます。 

PRIV_SYS_AUDIT プロセスが（カーネル）監査デーモンを起動できるようにします。プロ

セスが監査状態（監査ユーザーID、監査端末ID、監査セッションID、監

査事前選択マスク）を表示したり、設定したりできるようにします。プ

ロセスが監査を無効にしたり、有効にしたりできるようにします。プロ

セスが監査パラメータ（キャッシュとキューのサイズ、イベントからク

ラスへのマッピング、およびポリシー・オプション）を構成できるよう

にします。 

PRIV_SYS_CONFIG プロセスがさまざまなシステム構成タスクを実行できるようにします。 

ファイル・システム固有の管理手順（ファイル・システム構成ioctl、割

当て制限のコール、スナップショットの作成と削除、PCFSブート・セ

クターの操作など）を許可します。 
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PRIV_SYS_DEVICES プロセスがデバイス特殊ファイルを作成できるようにします。アクセス

が許可されているかどうかをチェックするために、drv_priv(9F)カー

ネル関数をコールするカーネル・モジュールを正常にコールできるよう

にします。プロセスが、実際のコンソール・デバイスを直接オープンで

きるようにします。プロセスが、排他的に開かれているデバイスをオー

プンできるようにします。 

PRIV_SYS_IPC_CONFIG プロセスが、System V IPCのメッセージ・キューのバッファ・サイズを

大きくすることができるようにします。 

PRIV_SYS_LINKDIR プロセスがディレクトリのリンクを解除したりリンクしたりできるよう

にします。 

PRIV_SYS_MOUNT プロセスが、通常であれば制限されるファイル・システム（つまり、

namefsを除くほとんどのファイル・システム）を、マウントしたりマ

ウント解除したりできるようにします。プロセスがスワップ・デバイス

を追加したり削除したりできるようにします。 

PRIV_SYS_IP_CONFIG プロセスがシステムのネットワーク・インタフェースと経路を構成でき

るようにします。プロセスがnddを使用してTCP/IPのネットワーク・パ

ラメータを構成できるようにします。通常であれば制限されるTCP/IP

情報に、uddを使用してアクセスできるようにします。IPsecを構成で

きるようにします。アンカーが設定されているSTREAMSモジュールのう

ち、一致するzoneidを持つモジュールをポップできるようにします。 

PRIV_SYS_NET_CONFIG プロセスが、PRIV_SYS_IP_CONFIGで許可されるすべての操作に加え

て、次の操作を実行できるようにします。rpcmod STREAMSモジュール

の使用、モジュール・スタックの先頭以外の場所にあるSTREAMSモ

ジュールの挿入および削除、データ・リンク（NIC）の構成。 

PRIV_SYS_NFS プロセスが次のNFSサービスを提供できるようにします。NFSカーネ

ル・スレッドの起動、NFSロック操作の実行、NFS用に予約されている

ポート2049（nfs）およびポート4045（lockd）へのバインド。 

PRIV_SYS_RES_CONFIG プロセスが、プロセッサ・セットの作成および削除、プロセッサ・セッ

トへのCPUの割当て、PSET_NOESCAPEプロパティの上書きができるよ

うにします。プロセスが、p_online(2)を使用してシステム内のCPU

の動作ステータスを変更できるようにします。プロセスがファイル・シ

ステムの割当て制限を構成できるようにします。プロセスがリソース・

プールを構成したり、プールにプロセスをバインドしたりできるように

します。 

PRIV_SYS_RESOURCE プロセスが、setrlimit(2)およびsetrctl(2)によって指定されたリ

ソース制限を無視できるようにします。 

PRIV_SYS_SUSER_COMPAT アクセスが許可されているかどうかをチェックするために、プロセスが

カーネルのsuser()関数をコールするサード・パーティ製のロード可能

なモジュールを正常にコールできるようにします。この権限は、サー

ド・パーティ製のロード可能なモジュールとの互換性を維持するために

のみ存在し、Oracle Solarisの正規モジュールでは使用されません。 
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PRIV_SYS_TIME プロセスが、stime(2)、adjtime(2)、ntp_adjtime(2)のいずれか

適切なシステム・コールを使用してシステム時刻を操作できるようにし

ます。 

PRIV_SYS_TRANS_LABEL プロセスが、プロセスの機密性ラベルより優位ではないラベルと外部の

文字列形式との双方向変換ができるようにします。この権限は、システ

ムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ解釈されます。 

PRIV_WIN_COLORMAP プロセスがカラーマップの制限を上書きできるようにします。 

プロセスがカラーマップをインストールまたは削除できるように 

します。 

プロセスが、ほかのプロセスによって割り当てられたカラーマップ・セ

ル・エントリを取得できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_CONFIG プロセスが、Xサーバーによって永続的に保持されているリソースを構

成または破棄できるようにします。 

プロセスがスクリーンセーバーのタイムアウト値を設定するために

SetScreenSaverを使用できるようにします。 

プロセスがChangeHostsを使用して表示アクセス制御リストを変更でき

るようにします。 

プロセスがGrabServerを使用できるようにします。 

プロセスがSetCloseDownModeリクエストを使用してウィンドウ、ピク

セルマップ、カラーマップ、プロパティ、カーソル、フォント、または

グラフィック・コンテキストの各リソースを保持できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_DAC_READ プロセスが、所有していない（別のユーザーIDを持つ）ウィンドウ・リ

ソースから読み取れるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_DAC_WRITE プロセスが、所有していない（別のユーザーIDを持つ）ウィンドウ・リ

ソースに書き込んだり、このようなウィンドウ・リソースを作成したり

できるようにします。新しく作成されるウィンドウのプロパティは、そ

のウィンドウのユーザーIDを使用して作成されます。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_DEVICES プロセスがウィンドウ入力デバイスに対する操作を実行できるようにし

ます。 

プロセスがキーボードやポインタの制御を取得したり設定したりできる

ようにします。プロセスがポインタ・ボタンやキーのマッピングを変更

できるようにします。この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成

されている場合にのみ解釈されます。 

PRIV_WIN_DGA プロセスが、Xプロトコルの拡張機能であるダイレクト・グラフィック

ス・アクセス（DGA）を使用できるようにします。フレーム・バッファ

へのダイレクト・プロセス・アクセスは引き続き必要です。そのため、

フレーム・バッファへのアクセスを許可するMAC権限およびDAC権限を
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プロセスが持っているか、またはプロセスにフレーム・バッファが割り

当てられている必要があります。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_DOWNGRADE_SL プロセスが、ウィンドウ・リソースの機密性ラベルを既存の機密性ラベ

ルより優位でない機密性ラベルに設定できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_FONTPATH プロセスがフォント・パスを設定できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_MAC_READ プロセスが、プロセスの機密性ラベルと等しくない機密性ラベルを持つ

ウィンドウ・リソースから読み取れるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_MAC_WRITE プロセスが、プロセスの機密性ラベルと等しくない機密性ラベルを持つ

ウィンドウ・リソースを作成できるようにします。新しく作成される

ウィンドウのプロパティは、そのウィンドウの機密性ラベルを使用して

作成されます。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_SELECTION プロセスが、選択確認ダイアログ・ボックスへの入力を要求されない期

間内のデータ移動をリクエストできるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 

PRIV_WIN_UPGRADE_SL プロセスが、ウィンドウ・リソースの機密性ラベルを既存の機密性ラベ

ルより優位な機密性ラベルに設定できるようにします。 

この権限は、システムがTrusted Extensionsで構成されている場合にのみ

解釈されます。 
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付録B GCCとOracle Solaris Studioのコンパイラ・フラグ

の対応 

表B-1に示すコンパイラ・フラグは、GCCでもOracle Solaris Studioでも同じです。 

表B-1：変更のないコンパイラ・フラグ 

GCCのオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-### -### -#と類似していますが、ステージは実際には

実行されません。 

-A name=token -Aname[ (token)] #assert前処理ディレクティブによって関連

付けられたかのように、名前を述語として指定

のtokenに関連付けます。 

-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。 

-c -c リンクを行わず、コンパイルだけを実行するよ

うにコンパイラに指示します。 

-Dname[ =val] -Dname[ =val] プリプロセッサ・マクロを定義します。 

-E -E ソース・ファイルに対してのみプリプロセッサ

を実行します。 

-Wc, arg -Wc, arg cで指定したツールに引数としてargを渡すよ

う、コンパイラに指示します。 

-w -w 警告メッセージを出力しません。 

-S -S アセンブリ・ソース・ファイルを作成するよ

う、コンパイラに指示します。 

-s -s 出力ファイルからシンボリック・デバッグのた

めの情報をすべて削除します。 

インテルの場合は、実行可能ファイルに対して

Linuxのstripユーティリティを使用します。 

-Uname -Uname プリプロセッサ・シンボルnameの定義を削除

します。 

-lname -lname library libname .a（または.so）とリンク

します。 

-O -O デフォルトの最適化レベル（Oracle Solarisの

場合は-xO2、GCCの場合は-O1、インテルの

場合は-O2）を有効にします。 

-o file -o file 出力ファイルを指定します。 

-p -p prof(1)によるプロファイル処理に使用する

データを収集するオブジェクト・コードを準備

します。 
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GCCのオプション ORACLE SOLARIS STUDIO 12.3のオプション 説明 

-Ldir -Ldir ライブラリ検索ディレクトリにdirを追加 

します。 

-g -g デバッグ情報を生成します。 

-H -H コンパイルされる各ヘッダー・ファイルのパス

名を出力します。 

-I[ dir] -I[ dir] インクルード・ファイルを検索するディレクト

リを追加します。 

-I- -I- -I-オプションの前に–Iオプションで指定した

ディレクトリは、#include "file"の場合の

み検索され、#include <file>の場合は検索

されません。 

-O[ n] -xO[ n] 最適化レベルを選択します。 
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