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git for OpenFOAMer



自己紹介

kurenaif(twitter: @fwarashi, それ以外は kurenaif)

3 年ほど OpenFOAM で流体計算してました

(今は CAE 界隈を離れ別の場所で開発をしています )

最近はエディタや terminal の便利な

使い方や暗号理論に関する

Youtube の動画を投稿しています



本日の目標

対象 :git の名前は聞いたことはあるけど使ったことないレベルの人

目標 :

・git を使い簡単なバージョン管理であれば自走できる

・エラーメッセージが出ても怖がらない

・簡単なトラブルシュート経験を積んでいただき、今後に

生かしていただく



本日の流れ

・git を使うモチベーション

・git を使った大まかな開発の流れ

・git 周辺のツール紹介

・git の基礎的なコマンド (add, commmit, push, reset, checkout)

・git を使った複数人開発の基礎 (branch, checkout(switch)

,Pull Request,)

・git のトラブルシュート (コンフリクト、コードにバグが起きたときの

git の使い方など )

・git の便利な機能 (gitignore, alias)



本日の流れ

・git を使うモチベーション

・git を使った大まかな開発の流れ

・git 周辺のツール紹介

・git の基礎的なコマンド (add, commmit, push, reset, checkout)
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・git のトラブルシュート (コンフリクト、コードにバグが起きたときの

git の使い方など )

・git の便利な機能 (gitignore, alias)

座学

演習



git を使うモチベーション

このような経験はありませんか？

・今後のために過去の変更履歴を残したい ...

・今より過去のほうがいいことがあるかもしれない…

・編集するたびに上書きしてしまう恐怖感

・「変更履歴」という解析に便利な情報が抜け落ちる



git を使うモチベーション 2

レビュー修正

しました。

確認お願いします

変更箇所どこ…？

この変更はなんで

なんでやったんだ…？



git を使うモチベーション 2

レビュー修正

しました。

確認お願いします

変更箇所どこ…？

この変更は

何故やったんだ…？

すべての変更には

何かしらの理由が

あるはずで、

その理由が伝わり

にくい



git を使うとできること

過去のすべてのバージョンを管理することができる。

→ 上書きをしても過去履歴をさかのぼり復元することができる。

→ 恐れながら行っていた変更を躊躇なく実行することができる。

すべての変更に名前を付ける必要がある。

→reviewer は変更理由と変更内容を知ることができる。

→レビューを円滑にすすめることができる。



git を使ったよくある大まかな開発の流れ

master/main

initial commit

xxxx の機能追加

yyyy のバグ修正

master branch: 諸々のレビューやテスト

が終わりイイね！となった変更が乗るブランチ。

みんなが安心して使える状態を維持することが多い。



git を使ったよくある大まかな開発の流れ

master

new_feature1

aaaa の機能追加

レビュー済み

安心

レビューしてない

安心できない



git を使ったよくある大まかな開発の流れ

master

new_feature1

aaaa の機能追加

bbbb の機能追加

master に取り込みたいんですけど…

(pull request)



master

new_feature1

aaaa の機能追加

bbbb の機能追加

master に取り込みたいんですけど…

(pull request)

git を使ったよくある大まかな開発の流れ
1. 自動テスト

2. 目視に

よる変更履歴

確認

3. 修正依頼

(高確率で

修正アリ )

4. 何人かで

確認して

よかったら

master に

取り込み

git を使ったよくある大まかな開発の流れ



master

new_feature1

aaaa の機能追加

bbbb の機能追加

master に取り込みたいんですけど…

(pull request)

1. 自動テスト

2. 目視に

よる変更履歴

確認

3. 修正依頼

(高確率で

修正アリ )

4. 何人かで

確認して

よかったら

master に

取り込み

git を使ったよくある大まかな開発の流れ

< ここ直してもらえますか？



master

new_feature1

aaaa の機能追加

bbbb の機能追加

レビュー修正

git を使ったよくある大まかな開発の流れ



master

new_feature1

aaaa の機能追加

bbbb の機能追加

git を使ったよくある大まかな開発の流れ

レビュー修正

直しました？

いいですか？

確認しました

問題ないです

口で説明してもわかりにくいのでハンズオンで

ハ
ン
ズ
オ
ン



new_feature1

複数人同時に開発していた場合は？

new_feature2

master



new_feature1 new_feature2

master

複数人同時に開発していた場合は？

先に取り込み



new_feature1

master

複数人同時に開発していた場合は？

取り込みたいんだけど

new_feature2 が先に入っちゃった…

変更履歴の起点がかわっちゃった…

ハ
ン
ズ
オ
ン

コンフリクト修正

などが入る場合がある



new_feature1

master

複数人同時に開発していた場合は？

取り組んだけどバグってしまった！！！

戻したい！

ハ
ン
ズ
オ
ン

みんなでレビューして見つけられなかったから

みんな悪いよね どうすれば防げたか

みんなで考えよう
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まとめ

master ブランチは安心して使えるバージョンを保持するところ

安心して使えるバージョンを保持するための運用ルールがある

・レビューをしないと master に取り込めない

・マージ方法など

バージョン管理をしようとするとどうしてもトラブルは発生する

・よほど変なことをしない限りは master への force push はしなくて良い。



git 周辺のツール紹介

・git コマンド

メリット : どの環境でも共通のインターフェイスで使うことができる

(GUI が使えない環境等でも強い )

デメリット : 補完等の環境が快適でないとブランチ切り替えが面倒

現在のブランチの把握がめんどくさい

すべて CUI での操作になるため慣れない人は慣れない



git 周辺のツール紹介

・tig

あまり使いこなせていない

(自分の開発手法的になかなか活躍しにくい )

CUI で GUI に近いインターフェイスで使用可能



git 周辺のツール紹介

・github Desktop

GUI で使えるがまだ経験が少なくどうとも言えない。



git 周辺のツール紹介

・sourcetree

やりたいことができなかったということは今までなかった。

が、「リセット」という言葉が CUI 版 git と意味合いが違っていたり、

ログが少し見にくかったりと込み入ったことをしようとすると

少しやりにくいように感じた。(個人の感想です )



本日使用するツール

・CUI 版 git コマンド

kurenaif が一番使い慣れているツールで指導しやすいため。

他のツールにできて git でできないことが考えにくいため。

エラーメッセージ等が見やすくトラブル等に対処しやすいため。
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ハンズオン

・問題を解き進めていく形式で考えています。

・質問等あれば slack にエラーメッセージと共に教えて下さい。



Q1, Q2: はじめの一歩

Q1, Q2: 初めて git を使う人向けのチュートリアル。

変更履歴に名前をつけて、サーバーにアップロードしてみよう



Q1. initial commit

new Project ボタンを押す



Q1. initial commit

Create blank object



Q1. initial commit

よしなに入力 (cavity 流れに関するケースファイルを置きます。)

ここ一応 public でお願いします



gitlab のログインが辛い場合は

教えて下さい。

Q1 initial commit

git clone https://gitlab.com/neotokyo/[project 名 ]

各々ページの内容に従ってください。

git clone のみで大丈夫です。



Q1 initial commit

$ cd path/to/gitのリポジトリ 

$ cp -r  ~/OpenFOAM-*/tutorials/incompressi

ble/icoFoam/cavity/cavity/* .

$ git add --all

$ git commit -m “initial commit”

$ git push origin master



Q2 変更の push

$ blockMesh

$ icoFoam

$ git status

これらのファイルは

バージョン管理に含めるべきか？



Q2 変更の push

含めない場合も多い。

デメリット

・テキストファイルの差分を管理しても嬉しいことがあまりない。

・コンフリクト時にうまくマージをすることができない。

・差分管理がうまく行かずリポジトリが肥大化する

メリット

・ビルドや実行をしなくても結果をすぐさま確認できることができる

・どうしても必要なバイナリファイルはある

今回は実行結果はコミットログに含めないようにする。



Q2 変更の push

system/blockMeshDict の分割数を変更し、push してみよう。



Q2 変更の push

まだバージョン管理してない

ファイルだよ

変更されたよ

$ git status



Q2 変更の push

まだバージョン管理してない

ファイルだよ

これだけ push したい



Q2 変更の push

$ git diff system/blockMeshDict

$ git add system/blockMeshDict

$ git commit -m “メッシュを細かくした”
$ git push origin master

add, commit, push の流れが git を使う上で最初に

必要になる 4コマンドです。

・diff で差分確認

・add でファイルを選択

・commit で変更に名前をつける

・push でリモートに送信する。



Q2 変更の push

$ git diff system/blockMeshDict

$ git add system/blockMeshDict

$ git commit -m “メッシュを細かくした”
$ git push origin master

add, commit, push の流れが git を使う上で最初に

必要になる 3コマンドです。

・add でファイルを選択

・commit で変更に名前をつける

・push でリモートに送信する。

大事になるので、慣れていない人はここで何度か繰り返し

行ってみましょう。



Q3, Q4: コミットしていない変更のリセット

Q3, Q4: まだコミットしたことない間違った変更を元の状態に

戻してみよう



Q3 checkout

試しに変更してみたけど計算に失敗した。

前回のコミットまで戻したい。 0/U を 100m/s に設定



Q3 checkout

試しに変更してみたけど計算に失敗した。

前回のコミットまで戻したい。 0/U を 100m/s に設定

この変更を復元したい。



Q3 checkout

$ git checkout 0/U

$ git status

$ 任意のエディタ 0/U
→差分が消滅していることを確認



Q4 reset

$ なにかのファイルを好きに変更
$ git add 好きなファイル
$ git status

$ git reset

$ git status

add した内容の取り消し



Q5, Q6: コミットした内容の変更

Q5, Q6: 過去のコミットを修正したくなった。コミットが間違っていた

場合の対処法



Q5: 直前のコミットを編集したい

$ 0/Uを再び 100m/sに設定
$ [0/Uを addして commitする ]

$ 0/U にコメントを追加する
(コメント追加だけのコミットを作りたくない )

$ git add 0/U

$ git commit --amend 

add せずに amend すると

コミットメッセージのみの変更も可能です！



Q5: amend の注意事項

local remote local remote

赤丸を書き換えると

不整合→force push が必要になります

当然 push していなければ force push はいらなくなります。

kurenaif の運用では amend を多用するので push は時々

しか行いません。



Q6: reset

$ git reset HEAD^

とすると、現在あるファイルの状態はそのままで、最新のコミットを

なかったことにする。

主な使用例 :コミットしてしまったけどやっぱり細分化して

コミットし直したいなど。



Q6: reset

$ git reset --hard HEAD^

最新のコミットをなかったことにする。

ファイルも戻す。

主な使用例 :コミットしたけどやっぱり間違っていたなど。

前ページとの違い、わかりますか？



Q6: reset

$ git reset HEAD^

0/U を 100m/s にしたコミットを取り消してみよう。

hard と soft の挙動の違いを確認しよう。

$ git reset --hard HEAD^



Q6: reset: もっと戻りたい場合

この commit hash を使って reset できます。

$ git reset [commit-hash]



Q1~Q6 までのまとめ

add commit

add の取り消し

  git reset

commit の取り消し :

  git reset (--hard) [commit-hash]

直前の commit の変更

  git commit --amend

サーバー

サーバーへ送信

git push origin master



branch の運用方法

Q7, Q8, Q9: 複数人開発の礎

branch とマージ、マージリクエストの基本



Q7 branch を切る マージする

$ cd 新しく clone したフォルダ
$ git branch fine-mesh

$ git checkout fine-mesh

$ git branch

$ git checkout -b fine-mesh

$ git branch



Q7 branch を切る マージする

メッシュを細かくするなどの変更をしてコミットしてみよう！

コミットしたら ...
$ git push origin fine-mesh



Branches をクリック
新しいブランチが

できていることを確認

新しいブランチで新しいコミットがされていることを確認

Q7 branch を切る マージする



Merge Requests をクリックし

New merge request をクリック

Q7 branch を切る マージする



fine-mesh -> master へ

一旦 Submit merge request

Q7 branch を切る マージする



このマージリクエストを複数人開発の場合は

「レビューする」

Changes で履歴を確認して、問題なければ

Approve

複数人から承認が得られれば Merge する

Q7 branch を切る マージする



remote は新しい変更を反映local はまだ

Q7 branch を切る マージする



$ git pull origin master

ローカルに取り組めた。

この流れも重要なので

自分でもう 1ループやってみよう！

Q7 branch を切る マージする

pull したローカルブランチは

消して大丈夫です

git branch -d fine-mesh



Q8 レビューした結果が間違っていた切り戻したい場合

もう一度 Merge Request を開き



Revert を押す

Q8 レビューした結果が間違っていた切り戻したい場合



打ち消すためのマージリクエストが自動生成される

打ち消すための commit が生成される

Q8 レビューした結果が間違っていた切り戻したい場合



もとに戻る

→ pull して local の環境を更新しよう

Q8 レビューした結果が間違っていた切り戻したい場合



Q9 コンフリクト解消

２つブランチを作成して、同じ場所を２つ異なる内容で

編集してみる。

例 : fine-mesh-1 はメッシュの分割数 120

fine-mesh-2 はメッシュの分割数 1000

Q9 コンフリクト解消

２つブランチを作成して、同じ場所を２つ異なる内容で

編集してみる。

例 : fine-mesh-1 はメッシュの分割数 120

fine-mesh-2 はメッシュの分割数 1000



Q9 コンフリクト解消

先に fine-mesh-1 をマージする。



Q9 コンフリクト解消

fine-mesh-2 をマージしようとすると？

コンフリクトしてるからマージできないよと出てくる。

コンフリクト対応が必要になる



Q9 コンフリクト解消

gitlab で解消することも多いがローカルのエディタ等で

解消することが多い (何かと多機能で便利 )

$ git checkout master

$ git pull origin master

$ git checkout [コンフリクトしたブランチ ]

$ git merge master

system/blockMeshDict

が both modified だよと言っている



Q9 コンフリクト解消

gitlab で解消することも多いがローカルのエディタ等で

解消することが多い (何かと多機能で便利 )

$ git checkout master

$ git pull origin master

$ git checkout [コンフリクトしたブランチ ]

$ git merge master

system/blockMeshDict

が both modified だよと言っている



Q9 コンフリクト解消

ファイルを開いてみるとこのような内容が

複数人で確認しながら慎重にコンフリクトを解消していく事が多い。



Q9 コンフリクト解消

$ git add system/blockMeshDict

$ git commit -m “コンフリクト解消 など”
$ git push origin fine-mesh-2



Q9 コンフリクト解消

Merge ができるようになった



Q9 コンフリクト解消

同じファイル、同じ箇所を変更しなければコンフリクトしない。

git がいい感じに処理してくれます。

コンフリクトせずにマージできるバージョンを試してみよう！

(別々の場所を二箇所変更してマージしてみてください )



note: マージリクエストや issue

issue を切って assignee を割り当てたり、pull request に

assignee を割り当てたりすることができます。

「チケット」を使ってタスク管理をする手法でよく使われます。



git をより便利に扱うために

・今いるブランチがわからなて不安

・変更履歴に追加しないファイルが git status に現れて邪魔

・commit とタイピングするのがめんどくさい



自分の terminal 環境

今いるのは test ブランチだよ

リモートより 1commit 進んでいるよ

1ファイル add されているよ

?: Untracked file があるよ

このようなステータスを表示すると便利なのでやっておくと

おすすめです。(環境ごとに設定方法が違うので今日は省略 )



.gitignore

こいつらは commit する気がないのにずっと出てきて邪魔



.gitignore

以下の画像のように .gitignore を追加すると黙らせることができる

.gitignore は commit する必要があります。



.gitignore

以下の画像のように .gitignore を追加すると黙らせることができる

.gitignore は commit する必要があります。



.gitconfig

gitconfig に以下のような設定を書くと alias を貼ることができる

→実演



まだ時間が余る？

・ 補完周りの設定

・ git rebase

・ リモートのブランチを手元に持ってくる方法

・ git blame

・ 昨今の git 事情 : git switch、master ブランチ問題

・ git stash

・ pull は fetch & merge の略ということの説明

・ add したファイルの diff の見方

・ tig を使って部分的に commit する (u コマンド )

・ 補完を使って便利に checkout する あたりを口頭で説明します


