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はじめに

このマニュアルは、dmake(1)のマニュアルページと同じ内容を含んでいます。

サポートされるプラットフォーム
このOracle Solaris Studioリリースは、Oracle Solarisオペレーティングシステムを実行
する SPARCファミリーのプロセッサアーキテクチャーを使用するプラットフォーム
と、Oracle Solarisまたは特定の Linuxシステムを実行する x86ファミリーのプロ
セッサアーキテクチャーを使用するプラットフォームをサポートします。

このマニュアルでは x86プラットフォーム間の違いを示すために、次の用語が使用さ
れています。

■ 「x86」は、64ビットおよび 32ビットの x86互換製品を指します。
■ 「x64」は、特定の 64ビットの x86互換CPUを指します。
■ 「32ビット x86」は、x86ベースシステムで特定の 32ビット情報を指します。

Linuxシステムに固有の情報は、サポートされる Linux x86プラットフォームのみを
指し、Oracle Solarisシステムに固有の情報は、SPARCおよび x86システム上のサ
ポートされるOracle Solarisプラットフォームのみを指します。

サポートされるハードウェアプラットフォームとオペレーティングシステムリ
リースの完全なリストについては、Oracle Solaris Studio 12.3リリースノートを参照し
てください。

Oracle Solaris Studioドキュメント
Oracle Solaris Studioソフトウェアの完全なドキュメントは次のようにして見つけるこ
とができます。

■ 製品ドキュメントはOracle Solaris Studio documentation Webサイトにあり、リ
リースノート、リファレンスマニュアル、ユーザーガイド、およびチュートリア
ルが含まれています。
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■ コードアナライザ、パフォーマンスアナライザ、スレッドアナライ
ザ、dbxtool、DLight、および IDEのオンラインヘルプは、これらのツール内
の「ヘルプ」メニューだけでなく、F1キー、および多くのウィンドウやダイアロ
グボックスにある「ヘルプ」ボタンを使用してアクセスできます。

■ コマンド行ツールのマニュアルページでは、ツールのコマンドオプションが説明
されています。

関連するサードパーティのWebサイトリファレンス
このマニュアルには、詳細な関連情報を提供するサードパーティのURLが記載され
ています。

注 –このマニュアルで紹介するサードパーティWebサイトが使用可能かどうかにつ
いては、Oracleは責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれ
らを経由して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料について
も、Oracleは保証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトや
リソースから直接あるいは経由することで利用できるコンテンツ、商品、サービス
の使用または依存が直接のあるいは関連する要因となり実際に発生した、あるいは
発生するとされる損害や損失についても、Oracleは一切の法的責任を負いません。

開発者向けのリソース
Oracle Solaris Studioを使用する開発者のための次のリソースを見つけるには、Oracle
Technical Network Webサイトにアクセスしてください。

■ リソースは頻繁に更新されます。
■ ソフトウェアの最新リリースのための完全なドキュメントへのリンク
■ サポートレベルに関する情報
■ ユーザーディスカッションフォーラム。

Oracleサポートへのアクセス
Oracleの顧客はMy Oracle Supportを通じた電子的なサポートにアクセスできます。詳
細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoにアクセスしてく
ださい。聴覚に障害がある方は、http://www.oracle.com/pls/topic/

lookup?ctx=acc&id=trsにアクセスしてください。

はじめに
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表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用し
ます。

表P–1 表記上の規則

字体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレク
トリ名、画面上のコンピュータ出
力、コード例を示します。

.loginファイルを編集します。

ls -aを使用してすべてのファイルを
表示します。

system%

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面上
のコンピュータ出力と区別して示し
ます。

system% su

password:

AaBbCc123 変数を示します。実際に使用する特
定の名前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、rm filename
と入力します。

『』 参照する書名を示します。 『コードマネージャ・ユーザーズガイ
ド』を参照してください。

「」 参照する章、節、ボタンやメ
ニュー名、強調する単語を示しま
す。

第 5章「衝突の回避」を参照してくだ
さい。

この操作ができるの
は、「スーパーユーザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキスト
がページ行幅を超える場合に、継続
を示します。

sun% grep ‘^#define \

XV_VERSION_STRING’

Oracle Solaris OSに含まれるシェルで使用する、UNIXのデフォルトのシステムプロン
プトとスーパーユーザープロンプトを次に示します。コマンド例に示されるデ
フォルトのシステムプロンプトは、Oracle Solarisのリリースによって異なります。

■ Cシェル

machine_name% command y|n [filename]
■ Cシェルのスーパーユーザー

machine_name# command y|n [filename]
■ Bashシェル、Kornシェル、および Bourneシェル

$ command y|n [filename]
■ Bashシェル、Kornシェル、および Bourneシェルのスーパーユーザー

はじめに
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# command y|n [filename]

[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filenameは省略してもよいことを示し
ています。

|は区切り文字 (セパレータ)です。この文字で分割されている引数のうち 1つだけを
指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shiftキーを押しま
す)。ただし、キーボードによっては Enterキーが Returnキーの動作をします。

ダッシュ (-)は 2つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-Dは
Controlキーを押したまま Dキーを押すことを意味します。

はじめに
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分散メイク (dmake)

このマニュアルは、dmake(1)のマニュアルページと同じ内容を含んでいます。

■ 9ページの「形式」
■ 9ページの「機能説明」
■ 10ページの「オプション」
■ 12ページの「使用法」
■ 16ページの「使用するリモートシェルを指定する」
■ 17ページの「環境/マクロ」
■ 19ページの「ファイル」
■ 19ページの「関連項目」

形式
dmake [-c dmake_rcfile] [-g dmake_group] [-j dmake_max_jobs] [-m serial |

parallel | distributed | grid] [-o dmake_odir]

機能説明
このマニュアルページはOracle Solaris makeユーティリティーのマニュアルページを
補足します。dmakeユーティリティーは Linuxオペレーティングシステム上で動作し
ますが、dmakeオプションはほかの makeユーティリティーとは無関係です。

分散メイク (dmake)はメイクファイルを解析し、並行して構築可能なターゲットを特
定し、設定された多数のホストにそれらのターゲットの構築を分散します。

標準的な makeユーティリティーをOracle Solarisオペレーティングシステム上で使用
している場合は、dmakeへの切り替えに伴ってメイクファイルに変更を加える必要が
あるとしても、変更はわずかです。dmakeは、Oracle Solaris makeユーティリティーの
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超集合で、Oracle Solarisおよび Linuxの両方のプラットフォーム上で使用できま
す。makeが入れ子になっていて、最上位のメイクファイルが「make」を呼び出す場
合、$(MAKE)を使用する必要があります。

ユーザーは dmakeを dmakeホスト上で実行し、ジョブを構築サーバーに分散します。

ジョブを dmakeホストに分散することもでき、その場合は dmakeホストも構築
サーバーになります。dmakeは、(メイクファイルに基づいて)同時に構築可能である
と dmakeが判断したメイクファイルターゲットに基づいてジョブを分散します。

次の要件を満たしていれば、どのマシンも構築サーバーとして使用できます。

■ dmakeホスト (使用中のマシン)から、構築サーバー上でコマンドをリモート実行
するためのパスワードを要求されることなく、rshまたは sshを使用できる必要
があります。

次の例は、Oracle Solarisオペレーティングシステムが動作するマシン上で、which

コマンドと一緒に rshまたは sshをテストとして使用した結果を示しています。

demo% rsh machine_name which dmake

/bin/dmake

demo% ssh machine_name which dmake

/bin/dmake

rshまたは sshの呼び出しは、追加の出力が返されないクリーンな状態である必
要があります。

■ dmakeソフトウェアがインストールされている binディレクトリに構築サーバーか
らアクセスできる必要があります。デフォルトでは、dmakeは構築サーバー上の
dmake実行可能ファイルへの論理パスが dmakeホストと同じであると仮定しま
す。この仮定は、実行時構成ファイルのホストエントリの属性としてパス名を指
定することによって無効にできます。

dmakeホストから、使用される構築サーバーや、各構築サーバーに割り当てられる
dmakeジョブの数を制御できます。

特定の構築サーバー上で実行できる dmakeジョブの数も、そのサーバー上で制限でき
ます。

オプション
このマニュアルページで以下に説明するこれらのオプション、環境変数、およびメ
イクファイルマクロは、同じ動作を変更します。

優先順位は次のように定義されます。

1. コマンド行オプション
2. メイクファイルマクロ

オプション
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3. 環境変数
4. dmakeのデフォルト

-c dmake_rcfile
代替の実行時構成ファイルを指定します。

デフォルトの実行時構成ファイルは $(HOME)/.dmakercです。

-g dmake_group
ジョブの分散先にする構築サーバーグループの名前を指定します。

サーバーグループは実行時構成ファイル内に定義します。

デフォルトのサーバーグループは、実行時構成ファイル内の最初のグループです。

-j dmake_max_jobs
実行時構成ファイル内で指定された構築サーバーのグループに対して分散される最
大のジョブ総数を指定します。

ジョブの最大数のデフォルトは、構築サーバーグループ内で指定されたすべての
ジョブの合計です。

ジョブは、ホストが実行時構成ファイル内で表示される順に、ホストから 1つずつ
減算または加算されます。

たとえば、実行時構成ファイル内で指定されるすべてのジョブの合計が、次のよう
に 8つだとします。

host earth { jobs = 3 }

host mars { jobs = 5 }

ここで、dmake_max_jobsが 11に指定された場合、dmakeは次のようにして、現在の
ジョブの総数の最大値 (8つ)にジョブをあと 3つ追加します。

host earth { jobs = 5 }

host mars { jobs = 6 }

また、dmake_max_jobsが 4に指定された場合、dmakeは次のようにして 4つのジョブ
を (元の 8から)減算します。

host earth { jobs = 1 }

host mars { jobs = 3 }

オプション
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-m {serial | parallel | distributed | grid}
次のいずれかのキーワードを指定します。

■ serial: dmakeは makeの標準の逐次バージョンのように動作します。
■ parallel: dmakeはジョブを dmakeホストにのみ分散させます。
■ distributed: dmakeは完全な分散モードで動作します。これが dmakeのデフォルト
です。

■ grid: dmakeを、Oracle Grid Engine (以前は Solaris Grid Engineとして知られていまし
た)を使用して構築ジョブを分散するようにします。

-o dmake_odir
dmakeが一時出力ファイルを書き込んだり、一時出力ファイルを読み取ったりできる
共通の物理ディレクトリを指定します。使用されるディレクトリは $(HOME)/.dmake

で、このディレクトリまたは指定されるディレクトリは、すべての構築サーバーか
ら表示できる必要があります。

このオプションは、ローカルホスト上の $(HOME)ディレクトリと、すべてのリモート
ホスト上の $(HOME)ディレクトリが同一の物理 $(HOME)ディレクトリでない場合にの
み使用します。たとえば、rootユーザーがこのオプションを使用します。

使用法

特殊な目的のターゲット
dmakeによって、いくつかの構築サーバー上にターゲットを同時に構築できます。並
行処理によって、大規模なシステムまたはプロジェクトを構築するのに必要な時間
が大幅に削減されます。dmakeは、並行性とタイミングを制御するために次の特殊な
メイクファイルターゲットを提供します。

■ .NO_PARALLEL

逐次に処理するターゲットを示すには、このターゲットを使用します。
■ .PARALLEL

並列で処理するターゲットを示すには、このターゲットを使用します。
■ .LOCAL

ローカルホスト上で逐次に処理するターゲットを示すには、このターゲットを使
用します。

■ .WAIT

使用法
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依存関係リストにこのターゲットを指定すると、処理が並列の場合であって
も、dmakeはターゲットより優先される依存関係が完了するまで待機したあ
と、後続のターゲットを処理します。

これらのターゲットを使用して記述したメイクファイルは、Oracle Solarisとともに配
布される makeの標準バージョンと互換性を保ちます。標準の makeは、エラーを出さ
ずに (かつ処理を行わずに)これらのターゲットを受け入れます。

dmakeジョブの制御
dmakeジョブの分散は、次の 2つの方法で制御されます。

1. dmakeホスト上の dmakeユーザーは、構築サーバーとして使用するマシンと、各構
築サーバーに分散するジョブの数を指定できます。

2. 構築サーバーの所有者 (/etc/opt/SPROdmake/dmake.confファイルを変更できる
ユーザー)は、その構築サーバーに分散できる dmakeジョブの最大の総数を制御で
きます。

dmakeホスト
dmakeは実行を開始すると、ジョブの分散先を知るために、実行時構成ファイルを検
索します。

このファイルは通常、dmakeホストのホームディレクトリにあり、.dmakercという名
前が付いています。

dmakeは次の場所の実行時構成ファイルを次の順序で検索します。

1. コマンド行で -cオプションを使用して指定したパス名
2. DMAKE_RCFILEメイクファイルマクロを使用して指定したパス名
3. DMAKE_RCFILE環境変数を使用して指定したパス名
4. $(HOME)/.dmakerc内

実行時構成ファイルが見つからない場合、dmakeは並列モードに切り替わり、dmake

ホストに 2つのジョブ (デフォルト)を分散します。これは、-jオプション
か、DMAKE_MAX_JOBSを使用して変更できます。

実行時構成ファイルには、構築サーバーのリストと、各構築サーバーに分散する
ジョブの数を含めることができます。

次は、単純な実行時構成ファイルのサンプルです。

# My machine. This entry causes dmake to distribute to it

falcon { jobs = 1 }

hawk

使用法
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eagle { jobs = 3 }

# Manager’s machine. She’s usually at meetings

heron { jobs = 4 }

avocet

エントリ falcon、hawk、eagle、heron、および avocetは、構築サーバーとしてリス
トされています。

各構築サーバーに分散するジョブの数を指定できます。ジョブのデフォルト数は 2
です。

"#"文字で始まる任意の行は、コメントとして解釈されます。

注 –この構築サーバーの一覧には、dmakeホストでもある falconが含まれていま
す。dmakeホストは構築サーバーとして指定することもできます。これを実行時構成
ファイルに含めない場合、dmakeジョブはこれに対して分散されません。

また、実行時構成ファイル内に構築サーバーのグループを構築することもできま
す。これは、状況に応じて、構築サーバーの異なるグループを容易に切り替える柔
軟性を提供します。たとえば、異なるオペレーティングシステムのビルド用に異な
る構築サーバーのグループを定義したり、特殊なソフトウェアがインストールされ
ている構築サーバーのグループを定義したりすることができます。構築サーバーは
すべて同じアーキテクチャーで、同じOSがインストールされている必要がありま
す。

次の実行時構成ファイルにはグループが含まれています。

earth { jobs = 2 }

mars { jobs = 3 }

group lab1 {

host falcon { jobs = 3 }

host hawk

host eagle { jobs = 3 }

}

group lab2 {

host heron

host avocet { jobs = 3 }

host stilt { jobs = 2 }

group labs {

group lab1

group lab2

}

group sunos5.x {

group labs

host jupiter

host venus { jobs = 2 }

使用法
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host pluto { jobs = 3 }

}

ユーザーコマンド
形式上のグループは group指令で指定され、グループの構成要素の一覧は中括弧 ({
})で区切られます。

グループの構成要素である構築サーバーは、省略可能な host指令によって指定され
ます。

グループはほかのグループの構成要素となることができます。

個々の構築サーバーは、構築サーバーのグループも含んでいる実行時構成ファイル
内にリストできます。この場合、dmakeはこれらの構築サーバーを、名前の付いてい
ないグループの構成要素として扱います。

dmakeは、次の一覧によって指定されるホストの単一グループに、1から 4の優先順
位でジョブを分散させます。

1. コマンド行で -gオプションの引数として指定されたグループ。
2. DMAKE_GROUPメイクファイルマクロで指定されたグループ。
3. DMAKE_GROUP環境変数で指定されたグループ。
4. 実行時構成ファイルにリストされている先頭の形式上のグループ。

実行時構成ファイル内で指定されるグループおよびホストの名前は、二重引用符で
囲むことができます。これにより、グループおよびホストの名前の一部として表示
される文字シーケンスに関して、高い柔軟性を得ることができます。たとえば、グ
ループの名前が数字で始まる場合、次のように二重引用符で囲むようにしてくださ
い。

group "123_sparc"

上記のとおり、dmakeソフトウェアがインストールされている binディレクトリに構
築サーバーからアクセスできる必要があります。デフォルトでは、dmakeは構築
サーバー上の dmake実行可能ファイルへの論理パスが dmakeホストと同じであると仮
定します。この仮定は、実行時構成ファイルのホストエントリの属性としてパス名
を指定することによって無効にできます。例:

group sparc-cluster {

host wren { jobs = 10 , path = "/export/solstudio/bin" }

host stimpy { path = "/bin" }

}

使用法
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構築サーバー
/etc/opt/SPROdmake/dmake.confファイルは構築サーバーのファイルシステムにあり
ます。

このファイルを使用して次を指定します。

■ 必須:その構築サーバー上で同時に実行できる (すべてのユーザーからの) dmake
ジョブの最大の総数。

■ 省略可能:すべての dmakeジョブが実行される優先順位。

次は、dmake.confファイルのサンプルです。

max_jobs: 8

nice_prio: 5

このファイルは、構築サーバー上で実行が許可される (すべての dmakeユーザーから
の) dmakeジョブの最大数を 8に設定します。実行されるジョブの優先順位
は、nice_prioコマンドを使用して変更できます。nice(1)を参照してください。

注 –構築サーバー上に /etc/opt/SPROdmake/dmake.confファイルが存在しない場
合、そのサーバー上で dmakeジョブは実行を許可されません。

使用するリモートシェルを指定する
リモートシェルのパスは .dmakercファイルに指定できます。

例:

host earth { jobs = 3 }

host mars { jobs = 5 , rsh = "/bin/ssh" }

rsh =が指定されない場合、dmakeはデフォルトで /bin/rshを使用します。

rshと同様に、sshがパスワードを必要とせずにリモートホストにログインでき、警
告またはエラーを出さないようにする必要があります。

使用するリモートシェルを指定する
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環境/マクロ
環境変数またはメイクファイルマクロのいずれかとして次を定義できます。

DMAKE_RCFILE
代替の実行時構成ファイルを定義します。デフォルトの実行時構成ファイルは
$(HOME)/.dmakercです。

DMAKE_GROUP
ジョブの分散先となる構築サーバーグループの名前を定義します。サーバーグ
ループは実行時構成ファイル内で定義されます。デフォルトのサーバーグループ
は、実行時構成ファイル内の最初のグループです。

DMAKE_MAX_JOBS
実行時構成ファイル内で指定された構築サーバーのグループに対して分散される最
大のジョブ総数を定義します。ジョブの最大数のデフォルトは、構築サーバーグ
ループ内で指定されたすべてのジョブの合計です。ジョブは、ホストが実行時構成
ファイル内で表示される順に、ホストから 1つずつ減算または加算されます。

例については、このマニュアルページの -jオプションを参照してください。

DMAKE_ADJUST_MAX_JOBS
次のいずれかのキーワードを含むことができます。

■ YES: dmakeはシステムの現在の負荷に応じて並列ジョブの制限を調整できま
す。システムが過負荷でない場合、dmakeはユーザーによって定義された制限を
使用します。システムが過負荷な場合、dmakeは「現在の」制限を、ユーザーに
よって定義された制限よりも小さく設定します。

この変数が設定されない場合、dmakeはシステムの現在の負荷に応じて並列
ジョブの制限を調整します。これが dmakeのデフォルトです。

■ NO: dmakeの自動調整メカニズムをオフにします。

環境/マクロ
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DMAKE_MODE
次のいずれかのキーワードを含むことができます。

■ serial: dmakeは makeの標準の逐次バージョンのように動作します。
■ parallel: dmakeはジョブを dmakeホストにのみ分散させます。
■ distributed: dmakeは完全な分散モードで動作します。これが dmakeのデフォルト
です。

■ grid: dmakeはOracle Grid Engineを使用して構築ジョブを分散します。

DMAKE_ODIR
dmakeが一時出力ファイルを書き込んだり、一時出力ファイルを読み取ったりできる
共通の物理ディレクトリを定義します。

この環境変数またはマクロは、ローカルホスト上の $(HOME)ディレクトリと、すべて
のリモートホスト上の $(HOME)ディレクトリが同一の物理的 $(HOME)ディレクトリで
ない場合のみ使用します。たとえば、rootユーザーがこのオプションを使用しま
す。

DMAKE_OUTPUT_MODE
ログファイルの形式を定義します。次のいずれかのキーワードを含むことができま
す。

■ TEXT1:各構築ジョブが開始されると、dmakeはシステムとコマンドの名前をログ
ファイルに出力します。

また、コマンドそれ自身から何らかの出力がある場合、ジョブが完了したと
き、dmakeはコマンド出力とともに、システムとコマンドの名前をふたたびログ
ファイルに出力します。

例:

host1 --> 1 job

echo "Done host1"
host2 --> 1 job

echo

"Done host2"
host1 --> Job output

echo "Done host1"
Done host1

host2 --> Job output

echo "Done host2"
Done host2

これが dmakeのデフォルトです。

環境/マクロ
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■ TEXT2: dmakeは並列ジョブの出力を直列化でき、ログファイルが読みやすくなりま
す。このモードでは、各ジョブが完了すると、dmakeはコマンドを 1度だけ出力
し、コマンド出力がその直後に続きます。

例:

echo "Done host1"
Done host1

echo "Done host2"
Done host2

ファイル
■ $(HOME)/.dmakerc:デフォルトの実行時構成ファイル。構築サーバーと構築
サーバーのグループの名前が含まれています。

■ /etc/opt/SPROdmake/dmake.conf:このファイルは構築サーバー上にあり、すべて
の dmakeユーザーによってそのサーバーに分散できる最大のジョブ総数を指定す
るために使用されます。また、すべての dmakeジョブが実行される際の優先順位
を指定するためにも使用されます。

関連項目
Web上の次のサイトにあるOracle Solaris Studioの完全なドキュメントを参照してくだ
さい。http://www.oracle.com/

technetwork/server-storage/solarisstudio/documentation/index.html

追加情報については、次のマニュアルページを参照してください。

■ make(1)
■ rsh(1)
■ ssh(1)
■ hosts(4)
■ hosts.equiv(4)
■ attributes(5)
■ largefile(5)

関連項目
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