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はじめに

『のシステム管理 (IPサービス)』は、Oracle Solarisシステム管理情報についての重
要な情報を説明する 9巻から成るマニュアルセットの 1巻です。このマニュアルの記
述は、Oracle Solaris 10がインストール済みであることが前提です。さらに、ネット
ワークを構成できる状態であり、そのネットワークに必要なネットワークソフト
ウェアを構成できる状態である必要があります。Oracle Solaris 10はOracle Solarisプロ
ダクトファミリに含まれ、Java Desktop Systemもこのプロダクトファミリに含まれま
す。また、Oracle Solarisは、AT&T System Vリリース 4オペレーティングシステムに
準拠しています。

注 –このOracle Solarisのリリースでは、SPARCおよび x86系列のプロセッサアーキテ
クチャーをサポートしています。サポートされるシステムについては、Solaris OS:
Hardware Compatibility Lists (http://www.sun.com/bigadmin/hcl)を参照してくださ
い。本書では、プラットフォームにより実装が異なる場合は、それを特記します。

本書の x86に関連する用語については、以下を参照してください。

■ 「x86」は、64ビットおよび 32ビットの x86互換製品系列を指します。
■ 「x64」は、具体的には 64ビット x86互換CPUを指します。
■ 「32ビット x86」は、x86をベースとするシステムに関する 32ビット特有の情報
を指します。

サポートされるシステムについては、Solaris OS: Hardware Compatibility Listを参照し
てください。

対象読者
このマニュアルは、Oracle Solarisが動作しており、ネットワークに構成されているシ
ステムを管理する責任がある人を対象としています。このマニュアルを利用するに
あたっては、UNIXのシステム管理について少なくとも 2年の経験が必要で
す。UNIXシステム管理のトレーニングコースに参加することも役に立ちます。
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Solarisシステム管理マニュアルセットの構成
システム管理マニュアルセットに含まれる各マニュアルとその内容は、次のとおり
です。

マニュアルのタイトル トピック

『Solarisのシステム管理 (基本編)』 ユーザーアカウントとグループ、サーバーとクライアント
のサポート、システムのシャットダウンとブート、および
サービスの管理

『Solarisのシステム管理 (上級編)』 端末とモデムの設定、システムリソースの管理 (ディスク
割り当て、アカウンティング、および crontabファイルの
管理)、システムプロセスの管理、およびOracle Solarisソ
フトウェアの障害追跡

『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』 リムーバブルメディア、ディスクとデバイス、ファイルシ
ステム、およびデータのバックアップと復元

『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』 TCP/IPネットワーク管理、IPv4と IPv6アドレス管
理、DHCP、IPsec、IKE、Oracle Solaris IPフィルタ、モバ
イル IP、IPネットワークマルチのパス化 (IPMP)、および
IPQoS

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』

DNS、NIS、および LDAPのネーミングとディレクトリ
サービス (NISから LDAPへの移行、およびNIS+から
LDAPへの移行を含む)

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : NIS+編)』

NIS+のネーミングとディレクトリサービス

『Solarisのシステム管理 (ネットワークサービス)』 Webキャッシュサーバー、時間関連サービス、ネット
ワークファイルシステム (NFSと
Autofs)、メール、SLP、および PPP

『Solarisのシステム管理 (印刷)』 印刷に関するトピックや、サービス、ツール、プロトコ
ル、およびテクノロジを使って印刷サービスおよびプリン
タを設定および管理する方法

『Solarisのシステム管理 (セキュリティサービス)』 監査、デバイス管理、ファイルセキュリ
ティー、BART、Kerberosサービス、PAM、Solaris暗号化
フレームワーク、特権、RBAC、SASL、および Solaris
Secure Shell

『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisコンテナ :資
源管理とOracle Solarisゾーン)』

リソース管理に関連する計画と作業、拡張アカウンティン
グ、リソース制御、フェアシェアスケジューラ (FSS)、資
源上限デーモン (rcapd)による物理メモリーの制御、およ
び資源プール (Solaris Zonesソフトウェア区分技術と lxブ
ランドゾーンによる仮想化)
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マニュアルのタイトル トピック

『Oracle Solaris ZFS管理ガイド』 ZFSストレージプールおよびファイルシステムの作成と管
理、スナップショット、クローン、バックアップ、アクセ
ス制御リスト (ACL)による ZFSファイルの保護、ゾーンが
インストールされた Solarisシステム上での ZFSの使用、エ
ミュレートされたボリューム、およびトラブル
シューティングとデータ回復

『Oracle Solaris Trusted Extensions管理の手順』 Oracle Solaris Trusted Extensions機能固有のシステム管理

『Oracle Solaris Trusted Extensions構成ガイド』 Solaris 10 5/08リリース以降での、Oracle Solaris Trusted
Extensions機能の計画、有効化、および初期設定の方法

関連情報
このマニュアルは、次のマニュアルを参照します。

■ Stevens, W. Richard著『TCP/IP Illustrated, Volume 1, The Protocols』Addison Wesley
発行、1994年

■ Hunt Craig著『TCP/IP Network Administration, 3rd Edition』O'Reilly発行、2002年
■ 『Mobile IP Design Principles and Practices』、Perkins, Charles E.
著、Massachusetts、Addison-Wesley Publishing Company発行、1998年

■ 『Mobile IP: The Internet Unplugged』、Solomon, James D.著、New
Jersey、Prentice-Hall, Inc.発行、1998年

■ Ferguson, PaulおよびGeoff Huston著『Quality of Service』John Wiley & Sons, Inc.発
行、1998年

■ Kilkki, Kalevi著『Differentiated Services for the Internet』Macmillan Technical
Publishing発行、1999年

関連する Sun以外のWebサイト情報
このマニュアルでは、Sun以外のURLを挙げ、関連する補足情報を示す場合があり
ます。
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注 –このマニュアル内で引用する第三者のWebサイトの可用性について Sunは責任
を負いません。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを通じて利用可能
な、コンテンツ、広告、製品、その他の素材について、Sunは推奨しているわけでは
なく、Sunはいかなる責任も負いません。Sunは、これらのサイトあるいはリソース
に関する、あるいはこれらのサイトから利用可能であるコンテンツ、製品、サービ
スのご利用あるいは信頼によって、あるいはそれに関連して発生するいかなる損
害、損失、申し立てに対する一切の責任を負いません。

Oracle Solaris IPフィルタは、オープンソースの IP Filterソフトウェアをベースにして
います。IPフィルタのライセンス条項、帰属、および著作権声明については、
/usr/lib/ipf/IPFILTER.LICENCEを参照してください (デフォルト)。Oracle Solarisがデ
フォルト以外の場所にインストールされている場合は、所定のパスを修正して、イ
ンストールした場所にあるファイルにアクセスします。

マニュアル、サポート、およびトレーニング
追加リソースについては、次のWebサイトを参照してください。

■ マニュアル (http://docs.sun.com)
■ サポート (http://www.oracle.com/us/support/systems/index.html)
■ トレーニング (http://education.oracle.com) –左のナビゲーション
バーで「Sun」のリンクをクリックします。

Oracleへのご意見
Oracleはドキュメントの品質向上のために、お客様のご意見やご提案をお待ちして
います。誤りを見つけたり、改善に向けた提案などがある場合は、http://

docs.sun.comで「Feedback」をクリックしてください。可能な場合には、ドキュメン
トのタイトルやパート番号に加えて、章、節、およびページ番号を含めてくださ
い。返信を希望するかどうかもお知らせください。

Oracle Technology Network (http://www.oracle.com/technetwork/index.html)で
は、Oracleソフトウェアに関する広範なリソースが提供されています。

■ ディスカッションフォーラム (http://forums.oracle.com)で技術的な問題や解決
策を話し合う。

■ Oracle By Example (http://www.oracle.com/technology/obe/start/index.html)の
チュートリアルで、手順に従って操作を体験する。

■ サンプルコード (http://www.oracle.com/technology/sample_code/index.html)を
ダウンロードする。
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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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システム管理の概要: IPサービス
ここでは、TCP/IPプロトコル群と、Oracle Solarisにおけるその実装についての概
要情報を示します。

パ ー ト I
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Oracle Solaris TCP/IPプロトコル群 (概要)

この章では、Oracle Solaris実装のTCP/IPネットワークプロトコル群を紹介しま
す。ここでの説明は、TCP/IPの基本概念をまだよく理解していないシステム管理者
およびネットワーク管理者を対象としています。このマニュアルの残りの部分で
は、読者がそれらの概念をよく理解していることを前提としています。

この章では、次の内容について説明します。

■ 37ページの「TCP/IPプロトコル群の概要」
■ 45ページの「TCP/IPプロトコルがデータ通信を行う方法」
■ 49ページの「TCP/IPとインターネットについてもっと詳しく知るには」

このリリースの最新情報
Solaris 10 5/08以降では、モバイル IP機能が削除されました。モバイル IPは、Solaris
10 OS 8/07以前のリリースで利用できます。

TCP/IPプロトコル群の概要
この節では、TCP/IPに含まれるプロトコルについて詳しく説明します。ここに示す
情報は概念的なものですが、各プロトコルの名前を学習できます。また、各プロト
コルがどのように機能するかも理解できます。

「TCP/IP」は、「インターネットプロトコル群」を形成するネットワークプロトコ
ルの集合を示す頭字語です。多くの書籍では、「インターネット」という用語
は、プロトコル群と広域ネットワークの両方を表すものとして使用されていま
す。このマニュアルでは、「TCP/IP」は特にインターネットプロトコル群を表
し、「インターネット」は広域ネットワークとインターネットを運営する組織を表
すものとします。

1第 1 章
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TCP/IPネットワークとほかのネットワークを相互接続するには、そのネットワーク
用に一意の IPアドレスを取得する必要があります。このマニュアルの執筆時点で
は、このアドレスはインターネットサービスプロバイダ (ISP)から取得します。

ネットワーク上のホストがインターネットのドメインネームシステム (DNS)に参加
する場合は、一意のドメイン名を取得して登録する必要があります。InterNIC
は、世界中のレジストリのグループによってドメイン名の登録を調整します。DNS
についての詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

プロトコル層および開放型相互接続モデル
大部分のネットワークプロトコル群は一連の層から構成されており、まとめて「プ
ロトコルスタック」と呼ばれる場合もあります。各層はそれぞれ特定の目的のため
に設計されていて、送信側システムと受信側システムの両方に存在しています。1台
のシステムの特定の層は、別のシステムの「ピアプロセス」が送受信するのと
まったく同じオブジェクトを送受信します。このような動作は、問題の層の上下の
層で進行していることとは独立して行われます。つまり、システムの各層は、同じ
システムのほかの層から独立して、ほかのシステムの同じ層と協調して働きます。

OSI参照モデル
ほとんどのネットワークプロトコル群は層状に構造化されています。国際標準化機
構 (ISO)は構造化された層を使用する開放型相互接続 (OSI)参照モデルを設計しまし
た。OSIモデルは、ネットワーク活動が 7つの層から成る構造を持つものと規定して
います。各層には、1つ以上のプロトコルが関連付けられています。層は、連携す
るネットワーク相互間でのすべての種類のデータ転送に共通するデータ転送操作を
表します。

OSIモデルでは、プロトコル層を上 (第 7層)から下 (第 1層)へ並べて表します。次の
表にOSI参照モデルを示します。

表 1–1 OSI (開放型相互接続)参照モデル

層番号 層の名前 説明

7 アプリ
ケーション

誰でも使用できる標準の通信サービスとアプリケーション
で構成されています。

6 プレゼン
テーション

情報が解読可能な形で受信側システムに渡されるようにし
ます。

5 セッション 連携システム間の接続と終了を管理します。

4 トランスポート データの転送を管理します。また、受信されたデータと送
信されたデータが同じになることを保証します。

TCP/IPプロトコル群の概要
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表 1–1 OSI (開放型相互接続)参照モデル (続き)
層番号 層の名前 説明

3 ネットワーク ネットワーク間でのデータのアドレス指定と配送を管理し
ます。

2 データリンク ネットワークメディアを通過するデータの転送を取り扱い
ます。

1 物理 ネットワークハードウェアの特性を定義します。

OSIモデルで定義する概念上の操作は、特定のネットワークプロトコル群に固有のも
のではありません。たとえば、OSIネットワークプロトコル群は、OSIモデルの 7つ
の層をすべて実装しています。TCP/IPは、OSIモデル層のいくつかを使用し、その
他の層を合併しています。その他のネットワークプロトコル、たとえば SNAでは、8
番目の層が追加されています。

TCP/IPプロトコルアーキテクチャーモデル
OSIモデルは、一群のプロトコルによる理想的なネットワーク通信を定義しま
す。TCP/IPは、このモデルに直接対応するわけではありません。TCP/IPでは、複数
のOSI層が 1つに合併されたり、まったく使用されない層があったりします。次の表
は、Oracle Solaris実装のTCP/IPの層を示しています。最上位層 (アプリケーション)
から最下位層 (物理ネットワーク)まで並べてあります。

表 1–2 TCP/IPプロトコルスタック

OSI参照の層番号 対応するOSI層 TCP/IP層 TCP/IPプロトコルの例

5、6、7 アプリ
ケーション、セッション、プ
レゼン
テーション

アプリ
ケーション

NFS、NIS、DNS、LDAP、telnet、ftp、rlogin、rsh、rcp、
RIP、RDISC、SNMP、その他

4 トランス
ポート

トランス
ポート

TCP、UDP、SCTP

3 ネットワーク イン
ターネット

IPv4、IPv6、ARP、ICMP

2 データリンク データリンク PPP、IEEE 802.2

1 物理 物理ネット
ワーク

Ethernet (IEEE 802.3)トークンリン
グ、RS-232、FDDI、その他

TCP/IPプロトコル群の概要
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TCP/IPプロトコル層と相当するOSIモデルを表に示します。また、TCP/IPプロトコ
ルスタックの各レベルで使用可能なプロトコルの例も示します。通信トランザク
ションに関与する各システムは、それぞれ固有の実装によるプロトコルスタックを
実行します。

物理ネットワーク層
「物理ネットワーク層」は、ネットワークで使用されるハードウェアの特性を規定
します。たとえば、通信メディアの物理特性を規定します。TCP/IPの物理層は
ハードウェア規格を意味しています。たとえば、Ethernetネットワークメディアの仕
様である IEEE 802.3や、標準ピンコネクタの仕様であるRS-232などです。

データリンク層
「データリンク層」は、パケットのネットワークプロトコルの種類 (この例で
はTCP/IP)を識別します。データリンク層は、エラー制御と「フレーミング」も行い
ます。データリンク層プロトコルの例としては、Ethernet IEEE 802.2フレーミングお
よびポイントツーポイントプロトコル (PPP)フレーミングがあります。

インターネット層
「ネットワーク層」または「IP層」とも呼ばれるインターネット層は、ネット
ワークのためにパケットを送受信します。この層には、強力なインターネットプロ
トコル (IP)、アドレス解決プロトコル (ARP)、インターネット制御メッセージプロト
コル (ICMP)が組み込まれています。

IPプロトコル
IPプロトコルとその関連する経路制御プロトコルは、TCP/IP群全体でもっとも重要
であると言えるかもしれません。IPは次の機能を受け持ちます。

■ IPアドレス指定 – IPアドレス指定規約は、IPプロトコルの一部です。58ページ
の「IPv4アドレス指定スキーマの設計」は IPv4アドレス指定を紹介し、76
ページの「IPv6アドレス指定の概要」は IPv6アドレス指定を紹介します。

■ ホスト間通信 – IPは、受信側システムの IPアドレスに基づいてパケットが通る必
要のあるパスを決定します。

■ パケットの形式設定 – IPは、パケットを「データグラム」と呼ばれる単位にまと
めます。データグラムについては、48ページの「インターネット層:パケットの
送信準備」に詳しい説明があります。

■ 断片化 –ネットワークメディアで転送するにはパケットが大きすぎる場合、送信
側システムの IPは、パケットを小さなフラグメントに分割します。受信側システ
ムの IPは、これらのフラグメントを組み立てて元のパケットに戻します。

Oracle Solarisは、IPv4アドレス指定形式と IPv6アドレス指定の両方をサポートして
います。これらの形式については、このマニュアルで説明します。インターネット
プロトコルについて言及するときに混乱を避けるため、次の規則を適用します。

TCP/IPプロトコル群の概要
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■ 「IP」という用語を使用している場合、その説明は IPv4と IPv6の両方に適用され
ます。

■ 「IPv4」という用語を使用している場合、その説明は IPv4のみに適用されます。
■ 「IPv6」という用語を使用している場合、その説明は IPv6のみに適用されます。

ARPプロトコル
アドレス解決プロトコル (ARP)は、概念上、データリンク層とインターネット層の
間に存在します。ARPは、Ethernetアドレス (48ビット長)を既知の IPアドレス (32
ビット長)にマッピングし、IPはこの情報に基づいてデータグラムを正しい受信側シ
ステムに向けることができます。

ICMPプロトコル
インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP)は、ネットワークのエラー状況を
検出し、レポートします。ICMPは次の事項について報告します。
■ ドロップされたパケット –速く到着しすぎたために、処理できないパケット
■ 接続障害 –宛先システムに到達できない
■ 方向の変更 –送信側システムが別のルーターを使用するように変更する

第 8章「TCP/IPネットワークの管理 (手順)」には、ICMPをエラー検出に使用する
Oracle Solarisコマンドに関するより詳しい情報が含まれています。

トランスポート層
TCP/IPの「トランスポート層」は、データ受信の肯定応答を交換し、消失したパ
ケットを再送することによって、パケットが順番にかつエラーなしで到着すること
を保証します。このような通信は、「エンドツーエンド」と呼ばれます。このレベ
ルのトランスポート層プロトコルには、伝送制御プロトコル (TCP)、ユーザーデータ
グラムプロトコル (UDP)、およびストリームコントロール伝送プロトコル (SCTP)が
あります。TCPと SCTPは、信頼性の高いエンドツーエンドサービスを提供しま
す。UDPは、信頼性の低いデータグラムサービスを提供します。

TCPプロトコル
TCPを使用すると、アプリケーションは物理回路で接続されているかのように、互
いに通信できます。TCPは、独立したパケットの形ではなく、文字単位で転送され
ているような形でデータを送信します。この転送は、次の点で構成されます。

■ 接続を開始する開始点
■ バイト順の転送全体
■ 接続を終了する終了点

TCPは、転送するデータにヘッダーを添付します。このヘッダーには、送信側シス
テム上のプロセスが受信側システム上の対等プロセスに接続できるようにするため
の、多数のパラメータが含まれています。

TCP/IPプロトコル群の概要
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TCPは、送信側ホストと受信側ホストとの間に終端間接続を確立することによ
り、パケットが宛先に到達したことを確認します。したがって、TCPは、「信頼性
の高い接続指向型」プロトコルとみなすことができます。

SCTPプロトコル

SCTPは、TCPから使用可能なアプリケーションに同じサービスを提供する、信頼性
の高い接続指向のトランスポート層プロトコルです。さらに、SCTPは、複数のアド
レスを持つ、つまり「マルチホーム」のシステム間の接続をサポートできます。送
信側システムと受信側システム間の SCTP接続は、「アソシエーション」と呼ばれま
す。アソシエーションのデータは、グループ別に整理されます。SCTPはマルチ
ホームをサポートしているため、一部のアプリケーション、特に電気通信業界で使
用されるアプリケーションは、TCPではなく SCTPで実行する必要があります。

UDPプロトコル

UDPは、データグラム送信サービスを提供します。UDPは、受信側ホストと送信側
ホストとの間の接続の検査は行いません。UDPは接続の確立と検査を省略するの
で、少量のデータを送信するアプリケーションは、UDPを使用します。

アプリケーション層
「アプリケーション層」は、だれでも使用できる標準インターネットサービスと
ネットワークアプリケーションを定義します。これらのサービスとトランスポート
層の両方の働きにより、データの送受信が行われます。アプリケーション層のプロ
トコルは多数存在します。次に、アプリケーション層プロトコルの例を示します。

■ 標準TCP/IPサービス。たとえば、ftp、tftp、telnetコマンドなど
■ UNIXの “r” (リモート)コマンド。たとえば、 rloginや rshなど
■ ネームサービス。たとえば、NISやドメインネームシステム (DNS)など
■ ディレクトリサービス (LDAP)
■ ファイルサービス。たとえばNFSサービスなど
■ SNMP (ネットワーク管理用プロトコルの一種。Simple Network Mamagement

Protocolの略)
■ ルーター発見サーバープロトコル (RDISC)と経路制御情報プロトコル (RIP)の経
路制御プロトコル

標準TCP/IPサービス
■ FTPと匿名 FTP –ファイル転送プロトコル (FTP)は、リモートネットワークとの
間でファイルを送受信します。このプロトコルには、ftpコマンドと in.ftpd

デーモンが含まれます。ユーザーは、リモートホストの名前とファイル転送コマ
ンドのオプションを、ローカルホストのコマンド行に指定します。リモートホス
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ト上の in.ftpdデーモンがそのあとローカルホストからの要求を処理します。 rcp

とは違って、ftpは、リモートコンピュータのオペレーティングシステムがUNIX
ベースでない場合でも動作します。リモートシステムが匿名 FTPを認めるように
構成されている場合を除いて、ftp接続を行うときにユーザーはリモートシステ
ムにログインする必要があります。

インターネットに接続されている「匿名 FTPサーバー」からは、莫大な量の資料
を入手できます。大学その他の研究機関がこれらのサーバーを設定して、ソフト
ウェア、研究報告、その他の情報をパブリックドメインに公開しています。この
ようなサーバーにログインするときは、anonymousというログイン名を使用する
ため、「匿名 (anonymous) FTPサーバー」と呼ばれます。
匿名 FTPの使用法と匿名 FTPサーバーの設定については、このマニュアルでは説
明しません。しかし、たとえば『The Whole Internet User's Guide & Catalog』な
ど、匿名 FTPについて詳しく説明している多数の書籍が市販されています。FTP
の使用手順については、『Solarisのシステム管理 (ネットワークサービス)』に記
載されています。ftp(1)のマニュアルページには、コマンドインタプリタに
よって呼び出されるすべての ftpコマンドオプションについての説明がありま
す。ftpd(1M)のマニュアルページには、in.ftpdデーモンが提供するサービスに
ついての説明があります。

■ Telnet – Telnetプロトコルを使用すると、TCP/IPを実行しているネットワーク上
で端末および端末指向のプロセスが通信できます。このプロトコルは、ローカル
システムでは telnetプログラムとして、リモートマシンでは in.telnetdデーモ
ンとして実装されます。Telnetは、2つのホストが文字単位または行単位で通信
できるようなユーザーインタフェースを提供します。Telnetにはコマンドの
セットが含まれていますが、これについては、telnet(1)のマニュアルページに詳
しい説明があります。

■ TFTP –簡易ファイル転送プロトコル (tftp)は、ftpと同じような機能を提供しま
すが、ftpのような相互接続は確立しません。したがって、ユーザーは、ディレ
クトリの内容を表示したり、ディレクトリを変更したりすることはできませ
ん。ユーザーは、コピーするファイルのフルネームを知っている必要がありま
す。tftpのコマンドセットについては、tftp(1)のマニュアルページに説明があり
ます。

UNIXの“r”(リモート)コマンド

UNIXの “r”コマンドを使用すると、ユーザーは自分のローカルマシンからコマンド
を発行して、そのコマンドをリモートホストで実行できます。この種のコマンドに
は次のものがあります。

■ rcp

■ rlogin

■ rsh

これらのコマンドの使用方法は、rcp(1)、rlogin(1)、および rsh(1)のマニュアル
ページに記載があります。
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ネームサービス

Oracle Solarisは、次のネームサービスを提供します。

■ DNS –ドメインネームシステム (DNS)は、インターネットがTCP/IPネットワーク
用に提供するネームサービスです。DNSは、ホスト名から IPアドレスに変換する
サービスを提供します。また、メール管理用のデータベースとしての働きもしま
す。このサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。resolver(3RESOLV)のマ
ニュアルページも参照してください。

■ /etcファイル -ホストベースのUNIXネームシステムは、最初はスタンドアロン
のUNIXマシン用に開発されたあと、ネットワークで使用されるように改良され
ました。UNIXオペレーティングシステムの旧バージョンの多くやUNIXマシン
では、現在でもこのシステムが使用されていますが、大規模で複雑なネット
ワークにはあまり適切ではありません。

■ NIS –ネットワーク情報サービス (NIS)はDNSとは独立して開発され、目的はや
や異なっています。DNSは数値 IPアドレスの代わりにマシン名を使うことに
よって、通信を簡略化することに焦点を当てているのに対して、NISの場合
は、多様なネットワーク情報を集中管理することによりネットワーク管理機能を
高めることに焦点を絞っています。NISには、マシンの名前とアドレ
ス、ユーザー、ネットワークそのもの、ネットワークサービスについての情報も
格納されます。NIS名前空間情報はNISマップに格納されています。NISアーキテ
クチャーとNIS管理の詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクト
リサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

ディレクトリサービス

Oracle Solarisは、Sun ONE (Sun Open Net Environment)およびほかの LDAP Directory
Serverを使用する場合、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)をサポートしま
す。ネームサービスとディレクトリサービスの違いは、拡張機能の差です。ディレ
クトリサービスはネームサービスと同じ機能のほかに、追加機能を提供しま
す。『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

ファイルサービス

NFSアプリケーション層プロトコルは、Oracle Solaris用にファイルサービスを提供し
ます。NFSサービスに関する詳しい情報は、『Solarisのシステム管理 (ネットワーク
サービス)』に記載されています。

ネットワーク管理

シンプルネットワーク管理プロトコル (SNMP)を使用すると、ネットワークのレイア
ウトおよび主要マシンの状態を参照できます。また、グラフィカルユーザーインタ
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フェース (GUI)ベースのソフトウェアで複雑なネットワーク統計情報を参照できま
す。多くの企業が、SNMPを実装するネットワーク管理パッケージを提供していま
す。

経路制御プロトコル

経路制御情報プロトコル (RIP)およびルーター発見サーバープロトコル (RDISC)
は、2つとも、TCP/IPネットワーク用の経路制御プロトコルです。Oracle Solaris 10で
使用できる経路制御プロトコルの一覧については、表 5–1および表 5–2を参照してく
ださい。

TCP/IPプロトコルがデータ通信を行う方法
ユーザーがTCP/IPアプリケーション層プロトコルを使用するコマンドを発行する
と、一連のイベントが開始されます。ユーザーのコマンドまたはメッセージは
ローカルシステム上のTCP/IPプロトコルスタックを通過します。次に、ネット
ワークメディアを通過して、リモートシステムのプロトコルに到達します。送信側
ホストの各層のプロトコルにより、オリジナルのデータに情報が付加されていきま
す。

送信側ホストの各層のプロトコルは、受信側ホストのそれぞれの対等プロトコルと
の間で対話します。図 1–1に、この対話を示します。

データのカプセル化とTCP/IPプロトコルスタック
パケットとは、ネットワーク間で転送される情報の基本単位のことです。基本パ
ケットは、送信側システムと受信側システムのアドレスを含むヘッダー、転送され
るデータを含む本体、つまり「ペイロード」で構成されます。パケットがTCP/IPプ
ロトコルスタックを通過するとき、各層のプロトコルは、基本ヘッダーにフィール
ドを追加したり、そこからフィールドを削除したりします。送信側システムのプロ
トコルがパケットヘッダーにデータを追加する場合、そのプロセスを「データのカ
プセル化」と呼びます。また、変更後のパケットを表す言葉は、次の図に示すよう
に層によって異なります。
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この節では、パケットのライフサイクルについて要約します。ライフサイクル
は、ユーザーがコマンドを発行するか、またはメッセージを送信することによって
開始します。受信側システムの該当アプリケーションがパケットを受信するとライ
フサイクルは終了します。

アプリケーション層:通信の発生
パケットの処理は、あるシステム上のユーザーがリモートシステムへのアクセスを
必要とするメッセージの送信やコマンドの発行をしたときから始まります。アプリ
ケーションプロトコルは、対応するTCPかUDPのどちらかのトランスポート層プロ
トコルがそのパケットを取り扱えるように、パケットの形式を設定します。

たとえば、あるユーザーが rloginコマンドを発行して、リモートシステムにログイ
ンしようとしたとします (図 1–1を参照)。rloginコマンドはTCPトランスポート層
プロトコルを使用します。TCPは、コマンド内の情報を含むデータをバイトスト
リーム形式で受け取るものと仮定しています。したがって、rloginはこのデータを
TCPストリームとして送信します。

図 1–1 パケットがTCP/IPスタックを通過する方法
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トランスポート層:データのカプセル化の開始
データがトランスポート層に到達すると、トランスポート層のプロトコル
は、データのカプセル化プロセスを開始します。トランスポート層は、アプリ
ケーションデータをトランスポートプロトコルのデータ単位にカプセル化します。

トランスポート層プロトコルは、転送ポート番号で区別される送信側アプリ
ケーションと受信側アプリケーション間に仮想のデータフローを作成しま
す。ポート番号は、メモリー内のデータ送受信専用の場所である「ポート」を識別
します。さらに、トランスポートプロトコル層は、信頼性の高い順序どおりの
データ転送など、その他のサービスを提供する場合もあります。最終的な結果
は、TCP、SCTPまたはUDPのどれで情報を処理したかによって異なります。

TCPのセグメンテーション
TCPはデータを確実に受信側ホストに送信できるため、「接続指向」のプロトコル
と呼ばれます。図 1–1は、TCPプロトコルがどのように rloginコマンドからのスト
リームを受信するかを示しています。次にTCPは、アプリケーション層から受け
取ったデータをセグメントに分割し、各セグメントにヘッダーを添付します。

セグメントヘッダーには、送信側と受信側のポート、セグメント順序に関する情
報、「検査合計」と呼ばれるデータフィールドが含まれています。両方のホストの
TCPプロトコルがこの検査合計データを使用して、データがエラーなしに転送され
たかどうかを判別します。

TCP接続の確立
TCPは、受信側システムでデータを受信する準備ができているかどうかを、セグメ
ントを使用して判断します。まず、送信側TCPは「SYN」というセグメントを受信
側ホストのTCPプロトコルに送信して、接続を確立することを知らせます。次
に、受信側TCPは「ACK」というセグメントを戻して、セグメントを正しく受信し
たことを知らせます。送信側TCPは新たなACKセグメントを送信して、それから
データの送信を開始します。このような制御情報の交換を「3相ハンドシェーク」と
呼びます。

UDPパケット
UDPは「接続のない」プロトコルです。TCPの場合と異なり、UDPは、受信側ホス
トにデータが到達したかどうかを確認しません。その代わりに、UDPは、アプリ
ケーション層から受信したメッセージを「UDPパケット」の形式に設定しま
す。UDPは、各パケットにヘッダーを付加します。ヘッダーには、送信側ポートと
受信側ポート、パケットの長さを示すフィールド、検査合計が含まれます。

送信側のUDPプロセスは、受信側ホストのピアUDPプロセスにパケットを送信しよ
うとします。アプリケーション層は、受信側UDPプロセスが、パケットを受信した
ことを示す肯定応答を戻すかどうかを判別します。UDPは受領の通知を必要としま
せん。UDPは 3相ハンドシェークを使用しません。
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インターネット層:パケットの送信準備
トランスポートプロトコルTCP、UDP、および SCTPがセグメントとパケットをイン
ターネット層に渡すと、これらのセグメントとパケットはインターネット層の IPプ
ロトコルによって処理されます。IPは、これらのセグメントとパケットを「IP
データグラム」と呼ばれる単位に形式化して、送信できるように準備します。次
に、IPはデータグラムの IPアドレスを判別して、受信側ホストへの効率的な配送が
できるようにします。

IPデータグラム

IPは、TCPやUDPが追加した情報に加えて、「IPヘッダー」をセグメントまたはパ
ケットのヘッダーに添付します。 IPヘッダーには、送信側ホストと受信側ホストの
IPアドレス、データグラムの長さ、データグラムのシーケンス番号が含まれま
す。これらの情報が付加されるのは、データグラムがネットワークパケットとして
の許容バイトサイズを超過してフラグメント化が必要になった場合に備えるためで
す。

データリンク層:フレーミングの実行
データリンク層のプロトコル (PPPなど)は、IPデータグラムを「フレーム」という
形式に設定します。これらのプロトコルは、第 3のヘッダーとフッターを付加する
ことにより、データグラムを「フレーミング」します。フレームヘッダーには、フ
レームがネットワークメディアを通過するときのエラーを検査するための、「巡回
冗長検査」(CRC)フィールドが含まれています。次に、データリンク層は物理層に
フレームを渡します。

物理ネットワーク層:フレームの送受信
送信側ホストの物理ネットワーク層は、フレームを受信し、IPアドレスをネット
ワークメディアに適切なハードウェアアドレスに変換します。次に、物理ネット
ワーク層は、フレームをネットワークメディアに送り出します。

受信側ホストでのパケットの取り扱い
受信側ホストに到着したパケットは、送信されたときとは逆の順番で、TCP/IPプロ
トコルスタックを通り抜けます。このパスを図 1–1に示します。受信側ホストの各
プロトコルは、送信側ホストの対等プロトコルがパケットに付加したヘッダー情報
を取り除きます。この処理の順序を次に示します。

1. 物理ネットワーク層は、フレーム形式のパケットを受信します。パケットのCRC
を計算し、データリンク層にフレームを送信します。

2. データリンク層は、フレームのCRCが正しいことを確認すると、フレームの
ヘッダーとそのCRCを取り除きます。最後に、データリンクプロトコルは、イン
ターネット層にフレームを送ります。
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3. インターネット層は、ヘッダーにある情報を読み取って、転送を識別します。そ
して、パケットがフラグメントであるかどうかを判別します。その転送がフラグ
メントである場合は、IPは、フラグメントを組み立て直して、オリジナルの
データグラムに戻します。そして、IPヘッダーを取り除いてから、データグラム
をトランスポート層プロトコルに渡します。

4. トランスポート層 (TCP、SCTPおよびUDP)は、ヘッダーを読み取って、どのア
プリケーション層プロトコルでデータを受信する必要があるかを決定します。次
に、TCP、SCTPまたはUDPは、自分に関連するヘッダーを取り除
き、メッセージまたはストリームを受信アプリケーションに送信します。

5. アプリケーション層はメッセージを受信して、送信側ホストから要求された操作
を実行します。

TCP/IP内部トレース機能
TCP/IPは、RSTパケットにより接続が終了したときに、TCP通信のログを記録する
ことで内部トレースをサポートします。RSTパケットが送信または受信されたとき
に、直前に送受信された最大 10パケットの情報が接続情報とともにログに記録され
ます。

TCP/IPとインターネットについてもっと詳しく知るには
TCP/IPやインターネットに関する情報は、幅広く入手できます。このマニュアルで
説明していない特別な情報は、次に挙げる情報源からも入手できます。

TCP/IPに関するコンピュータ関連の書籍
TCP/IPとインターネットに関する市販の書籍は、お近くの書店またはオンライン書
店で入手できます。次の 2冊は、TCP/IPに関する基本的な書籍と考えられていま
す。

■ Craig Hunt著『TCP/IP Network Administration』 -異種TCP/IPネットワークの管理
について、ある程度の理論と、豊富な実践的情報が含まれています。

■ W. Richard Stevens著『TCP/IP Illustrated, Volume I』 - TCP/IPのプロトコルが詳細に
解説されています。これは、TCP/IPに関する技術的な背景知識を必要とする
ネットワーク管理者およびネットワークプログラマにとって最適です。

TCP/IPとネットワーク設定に関するWebサイト
インターネットには、TCP/IPプロトコルとその管理に特化した多数のWebサイトお
よびユーザーグループがあります。Oracle Corporationなどの多くの製造元は、一般

TCP/IPとインターネットについてもっと詳しく知るには
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的なTCP/IP情報に関するWebベースの参考情報を提供しています。次に、TCP/IP
情報と一般的なシステム管理情報に関する有益なWeb上の参考情報を示します。次
の表に、関連するWebサイトの一覧と、各サイトが提供するネットワーク情報につ
いての説明を示します。

Webサイト 説明

The Internet Engineering Task Force (IETF)のWebサイト (http://www.ietf.org/
home.html)

IETFは、インターネットのアーキテク
チャーおよび管理に対して責任を負う
団体です。IETFのWebサイトに
は、IETFのさまざまな活動に関する情
報が含まれています。また、IETFの主
な出版物へのリンクも含まれていま
す。

Oracle Corporationの BigAdminポータル (http://www.sun.com/bigadmin/home/
index.jsp)

BigAdminは、Sunコンピュータの管理
に関する情報を提供しています。この
サイトには、FAQ、参考情報、ディス
カッション、文書へのリンクな
ど、ネットワーク設定を含めたOracle
Solaris 10の管理に関する情報がありま
す。

RFCと Internet Draft
インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF)ワーキンググループ
は、「Requests for Comments」(RFC)として知られる標準文書を公開しています。作
成途中の標準は、「Internet Draft」で公開されています。IAB (Internet Architecture
Board)は、パブリックドメインで公開する前にすべてのRFCを承認する必要があり
ます。通常、RFCと Internet Draftは、開発者および非常に技術力の高い読者向けで
す。しかしながら、TCP/IPに関する項目に関係するRFCの多くには、システム管理
者にとって有益な情報が含まれています。これらのRFCは、このマニュアルのさま
ざまな場所で引用されています。

通常、参考情報 (FYI)文書はRFCのサブセットとして公開されています。FYIに
は、インターネット規格を取り扱うような内容は含まれていません。むしろ、イン
ターネットのもっと一般的な性格に関する情報を扱うものです。たとえば、FYI文書
には、TCP/IPの入門書や資料の目録、また、あらゆるインターネット関連のソフト
ウェアツールを網羅した要覧、インターネットと一般的なネットワーキングに関す
る用語集などが含まれています。

このマニュアルおよびOracle Solaris System Administrator Collectionのほかのマニュア
ルのさまざまな場所に、関連するRFCへの参照が含まれています。

TCP/IPとインターネットについてもっと詳しく知るには
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TCP/IPの管理
このパートでは、TCP/IPネットワークを構成、管理、および障害追跡するため
の手順および概念情報について説明します。

パ ー ト I I
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TCP/IPネットワークの計画 (手順)

この章では、コスト効率のよい整然とした方法でネットワークを構築するために解
決しておく必要のある事柄について説明します。これらの事柄を解決後、ネット
ワークを設定し管理するための計画を立てることができます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 55ページの「ネットワークハードウェアの決定」
■ 58ページの「ネットワークの IP番号の取得」
■ 55ページの「ネットワークの IPアドレス指定形式の決定」
■ 64ページの「ネットワーク上のエンティティーへの名前付け」
■ 67ページの「ネットワーク上でのルーターの計画」

ネットワークを構成する手順については、第 5章「TCP/IPネットワークサービスと
IPv4アドレス指定の構成 (作業)」を参照してください。

ネットワーク計画 (作業マップ)
次の表に、ネットワークを構成するための各種作業の一覧を示します。表では、各
作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明されて
いる現在のマニュアル内の節を示しています。

2第 2 章
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作業 説明 参照先

1.ハードウェア要件とネット
ワークトポロジを計画します

必要な機器の種類とサイトの機
器レイアウトを決定します。

■ ネットワークトポロジに関
する一般的な疑問点につい
ては、55ページの「ネット
ワークハードウェアの決
定」を参照してください。

■ IPv6トポロジの計画につい
ては、91ページの「IPv6を
サポートするためのネット
ワークトポロジの準備」を
参照してください。

■ 特定の種類の機器について
は、機器メーカの文書を参
照してください。

2.ネットワークの登録 IPアド
レスを取得します

インターネットなど、自分の
ローカルネットワークの外部と
通信を行う計画の場合、ネット
ワークには一意の IPアドレス
が必要となります。

58ページの「ネットワークの
IP番号の取得」を参照してく
ださい。

3. IPv4ネットワーク接頭辞また
は IPv6サイト接頭辞に基づい
たシステムの IPアドレス指定
スキームを作成します。

サイトでのアドレスの割り振り
を決定します。

58ページの「IPv4アドレス指
定スキーマの設計」または
95ページの「IPv6アドレス指
定計画の準備」を参照してくだ
さい。

4.ネットワーク上のすべてのマ
シンの IPアドレスとホスト名
を含むリストを作成します。

このリストを使用してネット
ワークデータベースを構築しま
す

65ページの「ネットワーク
データベース」を参照してくだ
さい

5.ネットワークで、どのネーム
サービスを使用するかを決定し
ます。

ローカルの /etcディレクトリ
で、NIS、LDAP、DNS、または
ネットワークデータベースを使
用するかどうかを決定します。

65ページの「ネームサービス
とディレクトリサービスの選
択」を参照してください

6.必要に応じて、管理作業を分
担するための区分を設定しま
す。

サイトで、管理作業を分担する
ための区分にネットワークを分
割する必要があるかどうかを決
定します

66ページの「管理作業の分
化」を参照してください

7.ネットワーク設計での
ルーターの位置を決定します。

ネットワークがルーターを必要
とする大きさの場合
は、ルーターをサポートする
ネットワークトポロジを作成し
ます。

67ページの「ネットワーク上
でのルーターの計画」を参照し
てください

ネットワーク計画 (作業マップ)
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作業 説明 参照先

8.必要な場合、サブネット戦略
を策定します。

IPアドレス空間を管理するた
めや、ユーザーが使用できる
IPアドレスを増やすため
に、サブネットの作成が必要な
場合があります。

IPv4でのサブネット計画につい
ては、254ページの「サブ
ネット化とは」を参照してくだ
さい

IPv6サブネットの計画について
は、96ページの「サブネット
用の番号付けスキームの作
成」を参照してください

ネットワークハードウェアの決定
ネットワークを設計するときは、自分の組織のニーズに一番合った種類のネット
ワークを選ばなければなりません。計画段階の決定事項には、次のネットワーク
ハードウェアを含めてください。

■ ネットワークトポロジ、ネットワークハードウェアのレイアウトと接続
■ ネットワークがサポートするホストシステムの数
■ ネットワークがサポートするホストの種類
■ 必要になる可能性があるサーバーの種類
■ 使用するネットワークメディアの種類。たとえば、Ethernet、トークンリン
グ、FDDIなど

■ このメディアを拡張してローカルネットワークを外部ネットワークに接続するた
めにブリッジまたはルーターが必要かどうか

■ いくつかのシステムで、組み込みインタフェースに加えて別途購入したインタ
フェースが必要かどうか

これらの要因に基づいて、ローカルエリアネットワークのサイズを決定できます。

注 –ネットワークハードウェアの計画方法については、このマニュアルでは取り上げ
ません。ハードウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
サポート予定のシステムの数によって、ネットワークの構成方法が変わります。組
織によっては、1つの階または 1つのビルの中にある数十台のスタンドアロンシステ
ムから成る小さいネットワークが必要な場合もあります。また、複数のビルに散在
する 1000以上のシステムを持つネットワークの設定が必要な場合もあります。この
ような大きい設定の場合は、ネットワークを「サブネット」と呼ばれる小区分に分
割することが必要になる場合もあります。

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
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ネットワークアドレス指定スキームを計画する場合は、次の要因を考慮してくださ
い。

■ 使用する IPアドレスの種類 (IPv4または IPv6)
■ ネットワーク上の潜在的なシステムの数
■ 各インタフェースに IPアドレスを必要とするマルチホームのシステムまたは
ルーターの数

■ ネットワークでプライベートアドレスを使用するかどうか
■ IPv4アドレスのプールを管理するDHCPサーバーを使用するかどうか

1990年以来、世界中にインターネットが広まり、使用可能な IPアドレスが不足して
きました。この状況を改善するために、インターネットエンジニアリングタスク
フォース (IETF)は、多数の代替 IPアドレス指定を開発してきました。今日使用され
ている IPアドレスの種類には、次のようなものがあります。

組織に 2つ以上のネットワーク用 IPアドレスが割り当てられている、または組織が
サブネットを使用している場合は、組織内の中央の管理者にネットワーク IPアドレ
スの割り当てを担当させます。この責任者が、割り当てられたネットワーク IPアド
レスのプールを管理する権限を保持し、ネットワーク、サブネット、ホストアドレ
スを必要に応じて割り当てます。問題の発生を避けるために、組織内に重複した
ネットワーク番号や無秩序なネットワーク番号が生じないことを確認してくださ
い。

IPv4アドレス
この 32ビットのアドレスは、TCP/IP向けに設計された元々の IPアドレス指定書式
です。元来、IPネットワークには 3つのクラス、A、B、Cがあります。ネット
ワークに割り当てられた「ネットワーク番号」は、このクラス指定とホストを表す 8
以上のビットを反映しています。クラスベースの IPv4アドレスでは、ネットワーク
番号のネットマスクを構成する必要があります。さらに、ローカルネットワーク上
のシステムで使用可能なアドレスを増やす目的で、これらのアドレスは、多くの場
合サブネットに分割されます。

今日、IPアドレスは「IPv4アドレス」と呼ばれます。ISPからクラスベースの IPv4
ネットワーク番号を入手することはできなくなりましたが、既存ネットワークの多
くは、まだこの番号を持っています。IPv4アドレスの管理については、60ページ
の「IPv4アドレス指定スキーマの設計」を参照してください。

CIDR書式の IPv4アドレス
IETFは、短期または中期的に IPv4アドレスの不足に対処するためにCIDR (Classless
Inter-Domain Routing)アドレスを開発しました。さらに、CIDR書式は、世界的なイ
ンターネット経路制御テーブルの容量不足の解決も意図しています。CIDR表記の

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
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IPv4アドレスは、長さが 32ビットで、同じドット付き 10進数の書式を持っていま
す。ただし、CIDRは、IPv4アドレスのネットワーク部を定義するために、右端のバ
イトのあとに接頭辞指定を追加します。詳細については、61ページの「IPv4 CIDR
アドレス指定スキーマの設計」を参照してください。

DHCPアドレス
動的ホスト構成プロトコル (DHCP)を使用すると、システムは、起動プロセスの一環
として、IPアドレスなどの構成情報をDHCPサーバーから受け取ることができま
す。DHCPサーバーは、DHCPクライアントに割り当てるアドレスの入った IPアド
レスのプールを格納しています。そのため、DHCPを使用する 1つのサイト用の IP
アドレスプールは、すべてのクライアントに常時 IPアドレスを割り当てた場合に比
べて、小さくなります。Oracle Solaris DHCPサービスを設定すると、サイトの IPア
ドレスまたはアドレスの一部を管理できます。詳細は、第 12章「Oracle Solaris DHCP
について (概要)」を参照してください。

IPv6アドレス
使用可能な IPv4アドレスの不足の長期的解決策として、IETFは 128ビットの IPv6ア
ドレスを導入しました。IPv6アドレスは、IPv4で使用できるものより大きなアドレ
ス空間を提供します。Oracle Solarisでは、デュアルスタックTCP/IPを使用すること
で、同一ホスト上に IPv4と IPv6のアドレス指定を行うことができます。CIDR形式
の IPv4アドレスと同様、IPv6アドレスにはネットワーククラスまたはネットマスク
の考え方はありません。CIDRと同様、IPv6アドレスは接頭辞を使用して、サイトの
ネットワークを定義するアドレスの部分を指定します。IPv6の紹介については、76
ページの「IPv6アドレス指定の概要」を参照してください。

プライベートアドレスと文書の接頭辞
IANAでは、プライベートネットワークで使用するために、IPv4アドレスのブロック
と IPv6サイト接頭辞が予約されています。これらのアドレスは、企業ネットワーク
内のシステムに割り振ることができますが、プライベートアドレスを持つパケット
は、インターネットでは経路制御できないことに注意してください。プライベート
アドレスの詳細については、63ページの「プライベート IPv4アドレスの使用」を参
照してください。

注 –プライベート IPv4アドレスは、文書化目的でも予約されています。このマ
ニュアルの例では、プライベート IPv4アドレスと予約 IPv6文書接頭辞を使用しま
す。

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
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ネットワークの IP番号の取得
IPv4ネットワークは、IPv4ネットワーク番号とネットワークマスク、つま
り「ネットマスク」を組み合わせて定義されます。IPv6ネットワークは、「サイト
接頭辞」、およびサブネット化されている場合は、「サブネット接頭辞」で定義さ
れます。

ネットワークを永遠にプライベートにするつもりでない限り、そのネットワークの
ローカルユーザーは、大部分の場合、ローカルネットワークの外と通信する必要が
あります。したがって、ネットワークが外部と通信できるように、適切な組織から
ネットワークの登録 IP番号を取得する必要があります。取得したアドレスが、IPv4
アドレス指定スキームのネットワーク番号または IPv6アドレス指定スキームのサイ
ト接頭辞となります。

インターネットサービスプロバイダは、複数のサービスレベルを基準にした課金体
系によって、ネットワークの IPアドレスを提供します。各 ISPを調査して、どこが
自分のネットワークに最も合ったサービスを提供しているのかを決定します。一般
的に ISPは、企業に対して動的に割り当てられるアドレスまたは静的 IPアドレスを
提供します。IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を提供する ISPもあります。

自分が ISPの場合は、自分のロケールのインターネットレジストリ (IR)から、顧客用
の IPアドレスを取得します。インターネットアサインドナンバーオーソリティー
(IANA)は、世界中で登録 IPアドレスの IRへの委託に対して最終的な責任を負いま
す。各 IRには、IRがサービスを提供するロケールの登録情報とテンプレートが含ま
れています。IANAとその IRについては、IANAの IP Address Serviceのページ
(http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm)を参照してください。

注 –現在、使用しているネットワークを外部のTCP/IPネットワークに接続していな
くても、勝手な IPアドレスを割り当てないでください。代わりに、63ページの「プ
ライベート IPv4アドレスの使用」に説明があるプライベートアドレスを使用してく
ださい。

IPv4アドレス指定スキーマの設計

注 – IPv6アドレスの計画については、95ページの「IPv6アドレス指定計画の準
備」を参照してください。

この節では、IPv4アドレス指定計画を立てるにあたって役立つ IPv4アドレス指定の
概要を紹介します。IPv6アドレスについては、76ページの「IPv6アドレス指定の概
要」を参照してください。DHCPアドレスについては、第 12章「Oracle Solaris DHCP
について (概要)」を参照してください。

ネットワークの IP番号の取得
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各 IPv4ベースのネットワークには次の要素が必要です。

■ ISP、IRによって、または IANAで登録された旧式のネットワークに対して割り当
てられた一意のネットワーク番号。プライベートアドレスを使用する予定の場
合、作成するネットワーク番号は組織内で一意でなければなりません。

■ ネットワーク上の各システムのインタフェースの一意の IPv4アドレス。
■ ネットワークマスク。

IPv4アドレスは 32ビットの数値で、63ページの「ネットワークインタフェースへの
IPアドレスの適用法」に説明されているように、システム上のネットワークインタ
フェースを一意に識別します。IPv4アドレスは 10進数で表され、ピリオドで区
切った 4つの 8ビットフィールドに分割されます。個々の 8ビットフィールドは、そ
れぞれ IPv4アドレスの 1バイトを表します。このような形式で IPv4アドレスのバイ
トを表す方式を「ドット化 10進形式」と呼びます。

次の図に、IPv4アドレス 172.16.50.56のコンポーネント部を示します。

172.16 登録 IPv4ネットワーク番号。クラスベースの IPv4表記では、この番号が
IPネットワーククラスも定義します。この例では、クラスは、IANAに
よって登録されたクラス Bです。

50.56 IPv4アドレスのホスト部。ホスト部は、ネットワーク上のシステムのイン
タフェースを一意に識別します。ローカルネットワーク上の各インタ
フェースについて、アドレスのネットワーク部は同じで、ホスト部はそれ
ぞれ異なる必要があります。

クラスベースの IPv4ネットワークをサブネット化する予定の場合は、サブネットマ
スク、つまり、「ネットマスク」を定義する必要があります (254ページ
の「netmasksデータベース」を参照)。

次の例は、CIDR形式のアドレス 192.168.3.56/22を示します。

図 2–1 IPv4アドレス形式
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192.168.3 ISPまたは IRから受け取った IPv4ネットワーク番号で構成される
ネットワーク部。

56 システムのインタフェースに割り当てるホスト部。

/22 ネットワーク番号を構成するアドレスのビット数を定義するネット
ワーク接頭辞。ネットワーク接頭辞は、IPアドレスのサブネットマス
クも提供します。また、ISPまたは IRによっても割り当てられます。

Oracle Solarisベースのネットワークでは、標準の IPv4アドレス、CIDR形式の IPv4ア
ドレス、DHCPアドレス、IPv6アドレス、およびプライベート IPv4アドレスを組み
合わせることができます。

IPv4アドレス指定スキーマの設計
この節では、標準 IPv4アドレスを整理するクラスについて説明します。IANAはクラ
スベースのネットワーク番号の配布をやめていますが、これらのネットワーク番号
は今でも多くのネットワークで使用されています。クラスベースのネットワーク番
号を持つサイトでは、アドレス空間の管理が必要な場合もあります。IPv4ネット
ワーククラスの詳細については、268ページの「ネットワーククラス」を参照してく
ださい。

次の表は、標準 IPv4アドレスがどのようにネットワークアドレス空間とホストアド
レス空間に分かれるかを示しています。どのクラスについても、「範囲」の欄
は、ネットワーク番号の最初のバイトの 10進数値の範囲を示しています。「ネット
ワークアドレス」は、IPv4アドレスの中でネットワーク部の働きをするバイト数を
示します。 xxxは 1バイトを表します。「ホストアドレス」は、アドレスのホスト部
を表すバイト数を示します。たとえばクラスAネットワークアドレスの場合は、最
初の 1バイトがネットワーク番号で、残りの 3バイトがホスト番号です。クラスC
ネットワークの場合はこの関係が逆になり、最初の 3バイトがネットワーク番号
で、残りの 1バイトがホスト番号です。

表 2–1 IPv4クラスの分割

クラス バイトの範囲 ネットワーク番号 ホストアドレス

A 0 127 xxx xxx.xxx. xxx

B 128 191 xxx.xxx xxx.xxx

図 2–2 CIDR形式の IPv4アドレス
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表 2–1 IPv4クラスの分割 (続き)
クラス バイトの範囲 ネットワーク番号 ホストアドレス

C 192 223 xxx.xxx. xxx xxx

IPv4アドレスの最初のバイトが示す数字は、そのネットワークがクラスA、B、Cの
どれなのかを定義します。残りの 3バイトは 0から 255までの数字です。0と 255の 2
つは予約されています。1から 254までの数字は、IANAによってネットワークに割
り当てられたネットワーククラスに従って、各バイトに割り当てることができま
す。

次の表は、IPv4アドレスのどのバイトがユーザーに割り当てられているかを示して
います。また、ホストへの割り当てが可能な、各バイト内の値の範囲を示します。

表 2–2 割り当て可能な IPv4クラスの範囲

ネットワーククラス バイト 1の範囲 バイト 2の範囲 バイト 3の範囲 バイト 4の範囲

A 0 127 1 254 1 254 1 254

B 128 191 IANAによって事
前割り当て

1 254 1 254

C 192 223 IANAによって事
前割り当て

IANAによって事
前割り当て

1 254

IPv4サブネット番号
多数のホストを持つローカルネットワークは、サブネットに分割される場合があり
ます。IPv4ネットワーク番号をサブネットに分割した場合は、ネットワーク識別子
を各サブネットに割り当てる必要があります。IPv4アドレスのホスト部の一部の
ビットをネットワーク識別子として使用することで、IPv4アドレス空間の有効率を
最大限にできます。ネットワーク識別子として使用した場合、アドレスの指定した
部分がサブネット番号になります。サブネット番号は、ネットマスクを使って作成
します。ネットマスクは、IPv4アドレスのネットワーク部とサブネット部を選択す
るビットマスクです。詳細は、255ページの「IPv4アドレス用のネットワークマスク
の作成」を参照してください。

IPv4 CIDRアドレス指定スキーマの設計
元々 IPv4を構成していたネットワーククラスは、現在インターネットでは使用され
ていません。現在は、IANAは、クラスを持たないCIDR形式のアドレスを世界中の
レジストリに配布しています。ISPから提供される IPv4アドレスはすべてCIDR形式
です (図 2–2を参照)。
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CIDRアドレスのネットワーク接頭辞は、ネットワーク上のホストに対して割り当て
可能な IPv4アドレスの数を示しています。これらのホストアドレスは、ホストのイ
ンタフェースに割り当てられます。ホストに複数の物理インタフェースがある場合
は、使用されているすべての物理インタフェースにホストアドレスを割り当てる必
要があります。

CIDRアドレスのネットワーク接頭辞は、サブネットマスクの長さも定義します。大
部分のOracle Solaris 10コマンドは、ネットワークのサブネットマスクのCIDR接頭辞
の指定を認識します。ただし、Oracle Solarisインストールプログラムおよび
/etc/netmaskファイルでは、ドット付き 10進数表現を使用して、サブネットマスク
を設定する必要があります。この 2つの場合、次の表に示されているように、CIDR
ネットワーク接頭辞のドット付き 10進数表現を使用してください。

表 2–3 CIDR接頭辞と 10進数での表現

CIDRネットワーク接頭辞 割り当て可能な IPアドレス ドット付き 10進数でのサブネット表現

/19 8,192 255.255.224.0

/20 4,096 255.255.240.0

/21 2,048 255.255.248.0

/22 1024 255.255.252.0

/23 512 255.255.254.0

/24 256 255.255.255.0

/25 128 255.255.255.128

/26 64 255.255.255.192

/27 32 255.255.255.224

CIDRアドレスについては、次の文書を参照してください。

■ CIDRの技術的な詳細については、RFC 1519, Classless Inter-Domain Routing (CIDR):
an Address Assignment and Aggregation Strategy (http://www.ietf.org/rfc/
rfc1519.txt?number=1519)を参照してください。

■ CIDRに関するより一般的な情報は、Pacific BellのサイトのClassless Inter-Domain
Routing (CIDR) Overview (http://www.wirelesstek.com/cidr.htm)で入手できます。

■ Wikipediaの記事『"Classless inter-domain routing" (http://en.wikipedia.org/wiki/
Classless_inter-domain_routing)』にもCIDRの概要が記載されています。
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プライベート IPv4アドレスの使用
IANAは、企業がプライベートネットワークのために使用できるように IPv4アドレス
の 3つのブロックを予約しています。これらのアドレスは、RFC 1918, Address
Allocation for Private Internets (http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt?number=1918)に
定義されています。1918アドレスとしても知られるこれらの「プライベートアドレ
ス」は、企業のイントラネット内のローカルネットワーク上のシステムに使用でき
ます。ただし、インターネット上ではプライベートアドレスは無効です。ローカル
ネットワークの外部とも通信する必要があるシステムでは使用しないでください。

次の表に、プライベート IPv4アドレスの範囲と、各範囲に対応するネットマスクの
一覧を示します。

IPv4アドレス範囲 ネットマスク

10.0.0.0 - 10.255.255.255 10.0.0.0

172.16.0.0 - 172.31.255.255 172.16.0.0

192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.0.0

ネットワークインタフェースへの IPアドレスの適
用法
ネットワークと接続するには、システムに 1つ以上の「物理ネットワークインタ
フェース」が必要になります。各ネットワークインタフェースは、それぞれ一意な
IPアドレスを持っていなければなりません。Oracle Solarisのインストール時には、イ
ンストールプログラムが最初に検出したインタフェースの IPアドレスを設定する必
要があります。通常、そのインタフェースは、eri0または hme0などの device-name0
という名前を持ちます。このインタフェースは、「一次ネットワークインタ
フェース」とみなされます。

ホストに 2番目のネットワークインタフェースを追加する場合は、そのインタ
フェースにも一意の IPアドレスが必要です。2番目のネットワークインタフェース
を追加すると、ホストは「マルチホーム」になります。一方、2番目のネットワーク
インタフェースをホストに追加し、IP転送を有効にした場合は、そのホストは
ルーターになります。説明は、124ページの「IPv4ルーターの構成」を参照してくだ
さい。

/devicesディレクトリには、各ネットワークインタフェースのデバイス名、デバイ
スドライバ、関連するデバイスファイルが入っています。ネットワークインタ
フェースのデバイス名には、たとえば le0または smc0などがあります。これら
は、よく使用される 2つの Ethernetインタフェースのデバイス名です。
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インタフェースに関する情報および作業については、145ページの「Solaris 10 3/05の
管理インタフェース」または第 6章「ネットワークインタフェースの管理 (作業)」を
参照してください。

注 –このマニュアルは、システムにEthernetネットワークインタフェースがあること
を想定しています。別のネットワークメディアを使用する予定の場合は、その
ネットワークインタフェースのマニュアルの中の構成に関する情報を参照してくだ
さい。

ネットワーク上のエンティティーへの名前付け
割り当てられたネットワーク IPアドレスを受け取り、その IPアドレスをシステムに
指定すると、次の作業はホストへ名前を割り当てることです。ここで、ネット
ワーク上のネームサービスをどのように扱うかを決める必要があります。これらの
名称は最初にネットワークを設定する場合や、後日ルーター、ブリッジまたは PPP
を使ってネットワークを拡張する場合に使います。

TCP/IPは、ネットワーク上の特定のシステムを見つけるときに、そのシステムの IP
アドレスを使用します。ただし、認識可能な名前を使用すると、そのシステムを簡
単に識別できます。したがって、TCP/IPプロトコル (およびOracle Solaris)では、シ
ステムを一意なものとして識別するために、IPアドレスとホスト名の両方が必要で
す。

TCP/IPの視点から見れば、ネットワークは名前が付けられたエンティティーの集合
です。ホストは名前が付けられた 1個のエンティティーです。ルーターも名前が付
けられた 1個のエンティティーです。さらに、ネットワークも名前が付けられた 1個
のエンティティーです。ネットワークがインストールされているグループや部門に
も、名前を付けることができます。部課、地区、会社も同様です。理論的に
は、ネットワークを識別するために使用できる名前の階層については、事実上
まったく制限はありません。このドメイン名で「ドメイン」が特定されます。

ホスト名の管理
多くのサイトでは、ユーザーはマシンのホスト名を選択できます。サーバーにも少
なくとも 1つのホスト名が必要で、このホスト名は一次ネットワークインタ
フェースの IPアドレスに関連付けられます。

システム管理者は、自己の管轄ドメイン内のすべてのホスト名が一意なものである
ことを確認する必要があります。言い換えると、ネットワーク上の 2つのマシンが
同じ「fred」という名前を持つことはできません。ただし、「fred」というマシンが
複数の IPアドレスを持つことは可能です。
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ネットワークの計画を立てるときは、IPアドレスとそれぞれのホスト名のリストを
作って、設定工程中に各マシンに簡単にアクセスできるようにしてください。この
リストは、すべてのホスト名が一意かどうかを検査するために役立ちます。

ネームサービスとディレクトリサービスの選択
Oracle Solarisを使用すると、3種類のネームサービスを使用できます。3つのネーム
サービスとは、ローカルファイル、NIS、DNSです。ネームサービスは、ネット
ワーク上のマシンに関する重要な情報、たとえばホスト名、IPアドレス、Ethernetア
ドレスなどを保持しています。Oracle Solarisでは、ネームサービスに加えて、または
ネームサービスの代わりに LDAPディレクトリサービスを使用することもできま
す。Oracle Solarisのネームサービスについては、『Solarisのシステム管理 (ネーミン
グとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』のパート I「ネームサービスと
ディレクトリサービスについて」を参照してください。

ネットワークデータベース
オペレーティングシステムをインストールするときに、手順の一環とし
て、サーバー、クライアント、スタンドアロンシステムのホスト名および IPアドレ
スを指定します。Oracle Solarisインストールプログラムは、この情報を hostsに追加
し、Solaris 10 11/06以前の Solaris 10リリースでは ipnodesネットワークデータベース
にも追加します。このデータベースは、ネットワーク上のTCP/IPの動作に必要な情
報を含んでいるネットワークデータベースセットの一部です。管理者が自己の
ネットワーク用として選択したネームサービスは、これらのデータベースを読み取
ります。

ネットワークデータベースの設定は重要です。したがって、ネットワーク計画工程
の一環として、どのネームサービスを使用するかを決定する必要がありま
す。ネームサービスの使用の決定は、ネットワークを管理ドメインとして編成する
かどうかにも影響を与えます。258ページの「ネットワークデータベースと
nsswitch.confファイル」は、ネットワークデータベースのセットを詳細に説明して
います。

ネームサービスとしてのNISまたはDNSの使用
NISおよびDNSネームサービスは、ネットワーク上の複数のサーバーのネット
ワークデータベースを格納しています。これらのネームサービス、およびデータ
ベースの設定方法については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。このガイドでは、「名前空
間」と「管理ドメイン」の概念についても詳しく説明されています。
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ネームサービスとしてのローカルファイルの使用
NIS、LDAPまたはDNSを実行しないと、ネットワークは、「ローカルファイル」を
使用してネームサービスを提供します。「ローカルファイル」とは、ネットワーク
データベースが使用するためのものとして /etcディレクトリに入っている一連の
ファイルのことです。このマニュアルに示す手順では、特に断らない限り、ネーム
サービスとしてローカルファイルを使用しているものとします。

注 –ネットワーク用のネームサービスとしてローカルファイルを使用することに決め
た場合、後日、別のネームサービスを設定することもできます。

ドメイン名
多くのネットワークは、ホストとルーターを管理ドメインの階層で整理していま
す。NISまたはDNSのネームサービスを使用する場合は、所属組織のドメイン名と
して、全世界の中で一意な名前を選択する必要があります。ドメイン名が一意であ
ることを確認するには、そのドメイン名を InterNICに登録する必要がありま
す。DNSを使う予定がある場合は、必ず選択したドメイン名も登録します。

ドメイン名は階層構造になっています。一般に、新規のドメインは、既存の関連す
るドメインの下に配置されます。たとえば、子会社のドメイン名はその親会社のド
メイン名の下に配置されます。特にほかとの関連性のない組織のドメイン名は、既
存の最上位ドメインのいずれかの下に直接配置できます。

次に最上位ドメインの例を 2、3示します。

■ .com –民間企業 (世界規模)
■ .edu –教育機関 (世界規模)
■ .gov –アメリカ政府機関
■ .fr –フランス

その名前が一意であるという制限を守って、自分の組織を識別する名前を選択しま
す。

管理作業の分化
管理作業の分業化の問題は、規模と制御の問題に関係します。ネットワーク内のホ
ストとサーバーの数が増えるに従って、管理作業はますます複雑になります。この
ような状況に対処するための方法としては、管理部門を増設することが考えられま
す。そのためには、特定のクラスのネットワークを増設したり、既存のネット
ワークをサブネットに分割したりします。ネットワーク管理の作業を分化するかど
うかは、次の要因によって判断します。

■ ネットワークの規模
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数百台のホストから構成される単一のネットワークは、すべてのホストが物理的
に同じ場所にありしかも同じ管理サービスを必要とする場合は、1つの管理部門
で対処できます。しかし、場合によっては、複数の管理部門を設立する必要があ
ります。サブネットを持つ小規模ネットワークが地理的に広い範囲に散在してい
る場合は、複数の管理部門を設立する方法が効率的です。

■ ネットワーク上のユーザーのニーズが共通しているかどうか

たとえば、1つのビル内にあり、比較的少数のマシンをサポートするネット
ワークを使用しているとします。これらのマシンはいくつかのサブネットワーク
に分割されています。各サブネットワークは、異なるニーズを持つユーザーのグ
ループをサポートします。このような場合は、サブネットごとに管理部門を設立
するとよいでしょう。

ネットワーク上でのルーターの計画
TCP/IPでは、ネットワークに 2種類のエンティティーがあったことを思い出してく
ださい。つまりホストとルーターだけです。ホストはすべてのネットワークに必要
ですが、ルーターはすべてのネットワークに必要なわけではありません。ネット
ワークの物理的なトポロジによってルーターを使用する必要があるかどうかが決ま
ります。この節では、ネットワークトポロジと経路制御の概念を紹介します。これ
らの概念は、既存のネットワーク環境に別のネットワークを追加すると決めた場合
に重要になります。

注 – IPv4ネットワークでのルーター構成の詳細と手順については、117ページ
の「IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御」を参照してください。IPv6
ネットワークでのルーター構成の詳細と手順については、189ページの「IPv6
ルーターの構成」を参照してください。

ネットワークトポロジの概要
ネットワークトポロジは、ネットワークの組み合わせ方を定義しま
す。ルーターは、ネットワークを相互に接続するエンティティーで
す。ルーターは、複数のネットワークインタフェースを持ち、IP転送を実行するマ
シンです。ただし、124ページの「IPv4ルーターの構成」で説明されているとおりに
正しく設定されるまで、システムはルーターとして機能できません。

ルーターは、複数のネットワークに接続して、より大きなインターネットワークを
形成します。ルーターは、隣接する 2つのネットワーク間でパケットの受け渡しを
するように構成する必要があります。さらに、隣接するネットワークを越えた位置
にあるネットワークに、パケットを渡す機能も備えられている必要があります。

次の図に、ネットワークトポロジの基本部分を示します。最初の図は、2つのネット
ワークを 1台のルーターで接続した単純な構成です。2番目の図は、3つのネット
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ワークを 2台のルーターで相互接続した構成を示しています。最初の例で
は、ルーターRがネットワーク 1とネットワーク 2を連結して、より大きなイン
ターネットワークを作っています。2番目の例では、ルーターR1はネットワーク 1
と 2に接続し、ルーターR2は、ネットワーク 2と 3に接続しています。この接続
で、ネットワーク 1、2、3を含むネットワークが形成されます。

ネットワークをインターネットワークに結合したあと、ルーターは、宛先ネット
ワークのアドレスを基にネットワーク間でパケットの経路制御を行います。イン
ターネットワークがより複雑になるにつれて、ルーターがパケットの宛先を決定す
る回数は増加します。

次の図に、より複雑な例を示します。ルーターR3は、ネットワーク 1と 3に直接接
続されており、この冗長性によって信頼性が向上します。ネットワーク 2が停止し
ても、ルーターR3は、ネットワーク 1と 3の間にルートを提供できます。多くの
ネットワークを相互接続することが可能です。ただし、相互接続するネットワーク
は、同じネットワークプロトコルを使う必要があります。

図 2–3 基本的なネットワークトポロジ
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ルーターがどのようにパケットを転送するか
パケットヘッダーの一部である受信側の IPアドレスによって、パケットの経路制御
方法が決まります。このアドレスにローカルネットワークのネットワーク番号が含
まれている場合は、その IPアドレスを持つホストに直接パケットが送られま
す。ネットワーク番号がローカルネットワークではない場合は、パケットはローカ
ルネットワーク上のルーターに送られます。

ルーターは、「経路制御テーブル」に経路制御情報を格納します。このテーブルに
は、ルーターが接続されているネットワーク上のホストとルーターの IPアドレスが
含まれています。また、それらのネットワークを指すポインタも含まれていま
す。ルーターは、パケットを受信すると、経路制御テーブルを調べて、ヘッダー内
の宛先アドレスがテーブルにリストされているかどうかを確認します。テーブルに
その宛先アドレスが含まれていない場合は、ルーターは、経路制御テーブルにリス
トされているほかのルーターにパケットを転送します。ルーターの詳細について
は、124ページの「IPv4ルーターの構成」を参照してください。

次の図は、2つのルーターにより接続された 3つのネットワークのネットワークトポ
ロジを示します。

図 2–4 ネットワーク間に追加パスを提供するネットワークトポロジ
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ルーターR1は、ネットワーク 192.9.200と 192.9.201に接続しています。ルーター
R2は、ネットワーク 192.9.201とネットワーク 192.9.202と接続しています。ネット
ワーク 192.9.200のホストAがネットワーク 192.9.202のホスト Bにメッセージを送
る場合、次のイベントが発生します。

1. ホストAは、ネットワーク 192.9.200にパケットを送り出します。パケット
ヘッダーには、受信側ホスト Bの IPv4アドレスである 192.9.202.10が含まれて
います。

2. ネットワーク 192.9.200には、192.9.202.10の IPv4アドレスを持つマシンはあり
ません。したがって、ルーターR1がパケットを受け取ります。

3. ルーターR1は自己の経路制御テーブルを調べます。ネットワーク 192.9.201に
は、アドレスが 192.9.202.10であるマシンはありません。ただし、経路制御
テーブルにはルーターR2がリストされています。

4. R1は「次のホップ」ルーターとしてR2を選択し、パケットをR2に送信します。
5. R2は、ネットワーク 192.9.201を 192.9.202に接続します。R2は、ホスト Bの経
路制御情報を持っており、パケットをネットワーク 192.9.202に転送します。こ
こで、ホスト Bがパケットを受諾します。

図 2–5 3つの相互接続ネットワークを持つネットワークトポロジ
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IPv6の紹介(概要)

この章では、Oracle Solaris Internet Protocol version 6 (IPv6)実装の概要について説明し
ます。この実装には、IPv6アドレス空間をサポートする関連のデーモンや
ユーティリティーも含まれます。

IPv6アドレスと IPv4アドレスはOracle Solarisネットワーク環境に共存します。IPv4
アドレスがすでに存在する場合、IPv6アドレスで構成されたシステムは IPv4アドレ
スを保持します。IPv6アドレスに関連する操作が IPv4アドレスに悪影響を与えるこ
とはなく、その逆もありません。

この章では、主に次の内容について説明します。

■ 72ページの「IPv6の主な特長」
■ 74ページの「IPv6ネットワークの概要」
■ 76ページの「IPv6アドレス指定の概要」
■ 83ページの「IPv6近傍検索プロトコルの概要」
■ 84ページの「IPv6アドレスの自動構成」
■ 85ページの「IPv6トンネルの概要」

IPv6の詳細については、次の章を参照してください。

■ IPv6ネットワークの計画 –第 4章「IPv6ネットワークの計画 (手順)」
■ IPv6関連の作業 –第 7章「IPv6ネットワークの構成 (手順)」および
第 8章「TCP/IPネットワークの管理 (手順)」

■ IPv6の詳細 –第 11章「IPv6の詳細 (リファレンス)」
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IPv6の主な特長
IPv6の主な特長は、IPv4と比べてアドレス空間が増えたことです。IPv6はまた、イ
ンターネット機能をさまざまな分野で強化します。この節では、この強化された機
能について概説します。

拡張されたアドレス
IPv6では、IPアドレスのサイズが IPv4の 32ビットから 128ビットに拡張され、より
多くのレベルの指定階層をサポートできます。IPv6はさらに、より多くのアドレス
可能な IPv6システムを提供します。詳細については、76ページの「IPv6アドレス指
定の概要」を参照してください。

アドレスの自動構成と近傍検索
IPv6の「近傍検索 (ND)」プロトコルは、IPv6アドレスの自動構成を容易にしま
す。「自動構成」とは、IPv6ホストが自分の IPv6アドレスを自動的に生成できると
いう機能のことです。自動構成を使用すると、アドレス管理が簡単になり、時間も
かからなくなります。詳細については、84ページの「IPv6アドレスの自動構成」を
参照してください。

近傍検索プロトコルは、次に示す IPv4プロトコルの組み合わせに対応します。つま
り、Address Resolution Protocol (ARP)、Internet Control Message Protocol
(ICMP)、Router Discovery (RDISC)、および ICMP Redirectです。IPv6ルーターは近傍
検索を使用して、IPv6サイト接頭辞を通知します。IPv6ホストは、さまざまな目的
のために近傍検索を使用します。これには、IPv6ルーターからの接頭辞の要請が含
まれます。詳細については、83ページの「IPv6近傍検索プロトコルの概要」を参照
してください。

ヘッダーフォーマットの簡略化
IPv6ヘッダーフォーマットは、一部の IPv4のヘッダーフィールドを削除したり、任
意にしたりします。IPv6のアドレスのサイズは増えました
が、ヘッダーフォーマットの簡略によって、IPv6のヘッダーのサイズは極力減りま
した。IPv6アドレスの長さは、IPv4アドレスの 4倍ですが、IPv6ヘッダーのサイズ
は IPv4の 2倍に抑えられています。

IPv6の主な特長
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IPヘッダーオプションのサポートの強化
IPヘッダーオプションをコード化する方法を変更したため、転送がより効率よく行
われるようになりました。また、IPv6オプションの長さに関する制限が緩和されま
した。この変更によって、将来新しいオプションを導入する際の柔軟性が高くなり
ました。

IPv6アドレス指定のアプリケーションのサポート
多くのOracle Solarisの重要なネットワークサービスは、IPv6アドレスを認識および
サポートします。

■ たとえば、DNS、LDAP、およびNISなどのネームサービスです。これらのネーム
サービスにおける IPv6のサポートの詳細については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してくださ
い。

■ 認証および機密アプリケーション。IP Security Architecture (IPsec)や Internet Key
Exchange (IKE)など。詳細については、パート IV「IPセキュリティー」を参照し
てください。

■ 差別化サービス。IP Quality of Service (IPQoS)で提供されます。詳細について
は、パートVII「IPサービス品質 (IPQoS)」を参照してください。

■ フェイルオーバー検出。IPネットワークマルチパス (IPMP)で提供されます。詳
細については、パートVI「IPMP」を参照してください。

IPv6に関する追加情報
このパートのほかにも、IPv6については、次の情報も参照してください。

IPv6 RFCと Internet Draft
IPv6については、多数のRFCが入手可能です。次の表に、本書執筆時点での IPv6に
関する主な記事と、その記事が掲載されている IETF (Internet Engineering Task Force)
のWebサイトを示します。

表 3–1 IPv6関連のRFCと Internet Draft

RFCまたは Internet Draft 件名 場所

RFC 2461、Neighbor
Discovery for IP Version
6 (IPv6)

IPv6近傍検索プロトコル
の特長と機能について説
明します。

http://www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt$number=2461 (http://
www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt?number-2461)
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表 3–1 IPv6関連のRFCと Internet Draft (続き)
RFCまたは Internet Draft 件名 場所

RFC
3306、Unicast—Prefix—Based
IPv6 Multicast
Addresses

IPv6マルチキャストアド
レスのフォーマットとタ
イプについて説明しま
す。

ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3306.txt (ftp://ftp.rfc-editor.org/
in-notes/rfc3306.txt)

RFC 3484: Default
Address Selection for
Internet Protocol
version 6 (IPv6)

IPv6のデフォルトのアド
レスを選択するときに使
用されるアルゴリズムに
ついて説明します。

http://www.ietf.org/rfc/rfc3484?number=3484 (http://www.ietf.org/
rfc/rfc3484.txt?number=3484)

RFC 3513、Internet
Protocol version 6
(IPv6) Addressing
Architecture

IPv6アドレスのタイプに
ついて詳細に説明し、そ
の例を示します。

http://www.ietf.org/rfc/rfc3513.txt?number=3513 (http://
www.ietf.org/rfc/rfc3513.txt?number=3513)

RFC 3587、 IPv6 Global
Unicast Address Format

IPv6ユニキャストアドレ
スの標準フォーマットを
定義します。

http://www.ietf.org/rfc/rfc3587.txt?number=3587 (http://
www.ietf.org/rfc/rfc3587.txt?number=3587)

Webサイト
次のWebサイトには、IPv6に関する有用な情報があります。

表 3–2 IPv6関連のWebサイト

Webサイト 説明 場所

IPv6 Forum このWebサイトからは、世界
中の IPv6関連のプレゼン
テーション、イベント、クラ
ス、および実装へのリンクが利
用できます。

http://www.ipv6forum.com

Internet Educational
Task Force IPv6
Working Group

このWebサイトからは、すべ
ての関連する IPv6 RFCおよび
Internet Draftへのリンクが利用
できます。

http://www.ietf.org/html.charters/ipv6-charter.html

IPv6ネットワークの概要
この節では、IPv6ネットワークトポロジの基本である用語を紹介します。次の図
に、IPv6ネットワークの基本部分を示します。

IPv6ネットワークの概要
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この図は、IPv6ネットワークとその ISPへの接続を示します。内部ネットワークはリ
ンク 1、リンク 2、リンク 3、およびリンク 4から構成されます。各リンクはホスト
によって生成され、ルーターによって終了します。リンク 4は内部ネットワークの
DMZであり、片方の終端は境界ルーターによって終了します。境界ルーターは ISP
への IPv6トンネルを実行して、内部ネットワークにインターネット接続を提供しま
す。リンク 2とリンク 3はサブネット 8aとして管理されます。サブネット 8bはリン
ク 1上のシステムだけから構成されます。サブネット 8cはリンク 4でDMZにつなが
ります。

図 3–1に示すとおり、IPv6ネットワークの構成要素は IPv4と本質的に同じです。し
かし、IPv6の専門用語は IPv4と少しだけ異なります。次に、IPv6で使用される
ネットワーク構成要素の専門用語を示します。

ノード IPv6アドレスと IPv6サポート用に構成されたインタフェースを
持つシステム。この用語は汎用であり、ホストとルーターの両
方に使用されます。

IPv6ルーター IPv6パケットを転送するノード。少なくとも、ルーターのイン
タフェースの 1つは IPv6サポート用に構成されている必要があ
ります。また IPv6ルーターは、内部ネットワーク経由で、企業
の登録済み IPv6サイト接頭辞を通知できます。

図 3–1 IPv6ネットワークの基本部分

IPv6ネットワークの概要
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IPv6ホスト IPv6アドレスを持つノード。IPv6ホストは、IPv6サポート用に
構成されたインタフェースを複数持つことができます。IPv4と
同様に、IPv6ホストはパケットを転送しません。

リンク 単一の連続するネットワークメディア。一方の終端に
ルーターが存在します。

近傍 ローカルノードと同じリンク上にある IPv6ノード。

IPv6サブネット IPv6ネットワークの管理セグメント。IPv4と同様に、IPv6サブ
ネットの構成要素はリンク上のすべてのノードに直接対応付け
ることができます。必要に応じて、リンク上のノードは別個の
サブネット内で管理できます。さらに、IPv6はマルチリンクサ
ブネットをサポートします。マルチリンクサブネットでは、複
数のリンク上の複数のノードを単一のサブネットの構成要素に
できます。図 3–1のリンク 2とリンク 3は、マルチリンクサブ
ネット 8aの構成要素です。

IPv6トンネル ある IPv6ノードとほかの IPv6ノードのエンドポイント間に仮想
P2Pパスを提供するトンネル。IPv6は、手動構成可能なトンネル
と自動 6to4トンネルをサポートします。

境界ルーター ネットワークの終端にあり、IPv6トンネルの片側をローカル
ネットワーク外のエンドポイントに提供するルーター。境界
ルーターは、内部ネットワークへの IPv6インタフェースを少な
くとも 1つ持っている必要があります。外部ネットワークの
ルーターは、IPv6インタフェースまたは IPv4インタフェースの
どちらを持っていてもかまいません。

IPv6アドレス指定の概要
1つのノードが複数のインタフェースを持つことができるため、IPv6アドレス
は、ノードではなく、インタフェースに割り当てます。さらに、1つのインタ
フェースに複数の IPv6アドレスを割り当てることも可能です。

注 – IPv6アドレスフォーマットについての技術的な詳細情報については、RFC 2374、
IPv6 Global Unicast Address Format (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2374.txt?number=2374)を参照してください。

IPv6は 3つのタイプのアドレスを定義します。

ユニキャスト 個々のノードの 1つのインタフェースを識別します。

IPv6アドレス指定の概要
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マルチキャスト 複数のインタフェースの 1つのグループ (通常は、異なるノード
にある)を識別します。マルチキャストアドレスに送信されたパ
ケットは、この「マルチキャストグループ」のすべてのメン
バーに送信されます。

エニーキャスト 複数のインタフェースの 1つのグループ (通常は、異なるノード
にある)を識別します。エニーキャストアドレスに送信されたパ
ケットは、この「エニーキャストグループ」のうち、送信者に物
理的に最も近いメンバーに送信されます。

IPv6アドレスの構成部分
IPv6アドレスは、長さが 128ビットで、8つの 16ビットフィールドから構成さ
れ、各フィールドはコロンで区切られます。各フィールドには、IPv4アドレスの
ドット区切り表記ではなく、16進数値で指定する必要があります。次の図におい
て、xは 16進数値を表します。

左の 3つのフィールド (48ビット)には、「サイト接頭辞」が含まれます。サイト接
頭辞は「公開トポロジ」を表します。公開トポロジは、通常、ISPまたはRIR
(Regional Internet Registry)がサイトに割り当てます。

真ん中の 1つのフィールド (16ビット)には、「サブネット ID」が入ります。サブ
ネット IDは、管理者 (またはほかの管理者)が自分のサイトに割り当てます。サブ
ネット IDは「プライベートトポロジ」を表します。サイトの内部を示すため、「サ
イトトポロジ」と呼ぶこともあります。

図 3–2 基本的な IPv6アドレスフォーマット
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右の 4つのフィールド (64ビット)には「インタフェース ID」が含まれます。これ
は「トークン」と呼ばれることもあります。インタフェース IDは、インタフェース
のMACアドレスから自動的に構成されるか、EUI-64フォーマットで手動で構成され
ます。

もう一度、図 3–2を見てください。

2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b

この例は、IPv6アドレスの 128ビットすべてを示します。最初の 48ビット
2001:0db8:3c4dはサイト接頭辞を含み、公開トポロジを表します。次の 16ビット
0015はサブネット IDを含み、そのサイトのプライベートトポロジを表します。右端
の最後の 64ビット 0000:0000:1a2f:1a2bはインタフェース IDを含みます。

IPv6アドレスの省略
ほとんどの IPv6アドレスは、128ビットすべてが使用されるわけではありませ
ん。結果として、フィールド内の使用されていないビットはゼロで埋められます (ゼ
ロだけが含まれます)。

IPv6アドレスアーキテクチャーでは、2つのコロン (: : )表記で、連続するゼロだけの
16ビットフィールドを表すことができます。たとえば、図 3–2の IPv6アドレスで
は、インタフェース IDの 2つの連続するゼロだけのフィールドは 2つのコロンで表
現できます。したがって、 2001:0db8:3c4d:0015::1a2f:1a2bのようになります。そ
の他のゼロだけのフィールドは、単一の 0として表現できます。また、フィールド
内の先頭のゼロは省略できます。たとえば、0db8は db8のように省略できます。

したがって、2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2bというアドレス
は、2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2bのように省略できます。

2つのコロン表記を使用すると、IPv6アドレス内のゼロだけの連続するフィールドを
表現できます。たとえば、 2001:0db8:3c4d:0015:0000:d234::3eee:0000という IPv6
アドレスは 2001:db8:3c4d:15:0:d234:3eee::のように省略できます。

IPv6の接頭辞
IPv6アドレスの左側は接頭辞を含みます。この接頭辞は、IPv6パケットの経路制御
に使用されます。IPv6接頭辞のフォーマットは次のとおりです。

接頭辞/長さ (ビット数)

接頭辞の長さはCIDR (クラスレス相互ドメイン経路制御)表記で表現されま
す。CIDR表記とは、アドレスの終わりにスラッシュを付けて、その後ろに接頭辞の
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長さ (ビット数)を表します。CIDRフォーマットの IPアドレスについては、
61ページの「IPv4 CIDRアドレス指定スキーマの設計」を参照してください。

IPv6アドレスの「サイト接頭辞」は、IPv6アドレスの左側の 48ビット (最大)で
す。たとえば、2001:db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b/48という IPv6アドレスの
サイト接頭辞は、左側の 48ビットである 2001:db8:3c4dに含まれています。この接
頭辞を表現するには、ゼロを圧縮して、次のような表記を使用します。

2001:db8:3c4d::/48

注 – 2001:db8::/32という接頭辞は、この例だけで使用される特別な IPv6接頭辞で
す。

「サブネット接頭辞」を指定すると、ルーターまでの内部ネットワークトポロジも
定義できます。次に、IPv6のサブネット接頭辞の例を示します。

2001:db8:3c4d:15::/64

サブネット接頭辞は常に 64ビットを含んでいます。サブネット接頭辞の 64ビットに
は、サイト接頭辞の 48ビットとサブネット IDの 16ビットが含まれます。

次の接頭辞は、特別な目的のために予約されています。

2002::/16 6to4経路制御接頭辞が続くことを示します。

fe80::/10 リンクローカルアドレスが続くことを示します。

ff00::/8 マルチキャストアドレスが続くことを示します。

ユニキャストアドレス
IPv6のユニキャストアドレスには、2つの種類があります。

■ グローバルユニキャストアドレス
■ リンクローカルアドレス

ユニキャストアドレスの種類は、アドレス内の左側の連続するビット (接頭辞が含ま
れるところ)によって判断されます。

ユニキャストアドレスフォーマットは、次の階層から構成されます。

■ 公開トポロジ
■ サイト (プライベート)トポロジ
■ インタフェース ID
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グローバルユニキャストアドレス
グローバルユニキャストアドレスはインターネット内でグローバルに一意です。
78ページの「IPv6の接頭辞」に、グローバルユニキャストアドレスである IPv6アド
レスの例を示します。次の図に、IPv6アドレスの一部と比較して、グローバルユニ
キャストアドレスの有効範囲を示します。

公開トポロジ

サイト接頭辞は、ルーターまでのネットワークの「公開トポロジ」を定義しま
す。企業のサイト接頭辞は、ISPまたはRIR (Regional Internet Registry)から取得しま
す。

サイトトポロジと IPv6サブネット

IPv6では、「サブネット ID」はネットワークの管理サブネットを定義し、その長さ
は 16ビット (最大)です。サブネット IDは、IPv6ネットワーク構成の一部として割
り当てます。「サブネット接頭辞」は、サブネットが割り当てられる特定のリンク
を指定することによって、ルーターへのサイトトポロジを定義します。

IPv6サブネットは、概念的には IPv4サブネットと同じであり、各サブネットは通
常、単一のハードウェアリンクに関連付けられます。しかし、IPv6サブネット ID
は、ドット付き 10進数表記ではなく、16進数表記で表現されます。

インタフェース ID

「インタフェース ID」は、特定のノードのインタフェースを識別します。インタ
フェース IDはサブネット内で一意である必要があります。IPv6ホストは、近傍検索
プロトコルを使用して、自分のインタフェース IDを自動的に生成します。近傍検索
は、ホストのインタフェースのMACアドレスまたは EUI-64アドレスに基づい
て、インタフェース IDを自動的に生成します。インタフェース IDは手動でも割り
当てることができます。IPv6ルーターと、IPv6が有効なサーバーには、インタ

図 3–3 グローバルユニキャストアドレスの一部
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フェース IDを手動で割り当てることが推奨されます。手動で EUI-3513アドレスを作
成する方法については、RFC 3513、Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing
Architectureを参照してください。

移行用グローバルユニキャストアドレス
移行のため、IPv6プロトコルは IPv4アドレスを IPv6アドレス内に埋め込む機能を
持っています。この種類の IPv4アドレスは、既存の IPv4ネットワークへの IPv6パ
ケットのトンネルを容易にします。移行用グローバルユニキャストアドレスの例と
しては、6to4アドレスがあります。6to4アドレスの詳細については、305ページ
の「6to4自動トンネル」を参照してください。

リンクローカルユニキャストアドレス
リンクローカルユニキャストアドレスを使用できるのは、ローカルネットワークリ
ンク上だけです。リンクローカルアドレスは、企業の外では有効でなく、認識され
ません。次に、リンクローカルアドレスのフォーマットの例を示します。

例 3–1 リンクローカルユニキャストアドレスの一部

「リンクローカル接頭辞」のフォーマットは、次のとおりです。

fe80::interface-ID/10

次に、リンクローカルアドレスの例を示します。

fe80::23a1:b152

fe80 10ビットの 2進数接頭辞 1111111010の 16進数表記。この接頭辞
は、IPv6アドレスの種類がリンクローカルであると識別します。

interface-ID インタフェースの 16進数アドレス。通常は 48ビットのMACアドレ
スから生成されます。

Oracle Solarisインストール中に IPv6を有効にした場合、ローカルマシン上の最も低
い番号のインタフェースはリンクローカルアドレスで構成されます。ローカルリン
クにおいて、あるリンクをほかのリンクから識別するために、各インタフェースは
少なくとも 1つのリンクローカルアドレスを必要とします。したがって、ノードに
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インタフェースを追加した場合、リンクローカルアドレスを手動で構成する必要が
あります。構成後、このノードはそのリンクローカルアドレスを使用して、アドレ
スの自動構成や近傍検索を行います。

マルチキャストアドレス
IPv6は、マルチキャストアドレスの使用をサポートします。マルチキャストアドレ
スは、「マルチキャストグループ」を識別します。マルチキャストグループと
は、通常は異なるノード上にあるインタフェースのグループのことです。1つのイン
タフェースが所属できるマルチキャストグループは複数設定できます。IPv6アドレ
スの最初の 16ビットが ff00 nである場合、そのアドレスはマルチキャストアドレス
です。

マルチキャストアドレスは、マルチキャストグループのメンバーとして定義されて
いるすべてのインタフェースに情報やサービスを送信するのに使用されます。たと
えば、ローカルリンク上のすべての IPv6ノードと通信するときなどです。

あるインタフェースに IPv6ユニキャストアドレスを作成するとき、カーネルは自動
的にそのインタフェースを特定のマルチキャストグループのメンバーにします。た
とえば、カーネルはすべてのノードを Solicited Nodeマルチキャストグループのメン
バーにします。このグループは、近傍検索プロトコルが到達できるかどうかを検出
するときに使用されます。また、カーネルはすべてのノードをAll-NodesまたはAll
Rutersマルチキャストグループのメンバーにします。

マルチキャストアドレスの詳細については、274ページの「IPv6マルチキャストアド
レスの詳細」を参照してください。技術的な情報については、RFC 3306,
Unicast-Prefix-based IPv6 Multicast Addresses (ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/
rfc3306.txt)を参照してください。このRFCは、マルチキャストアドレスの
フォーマットについて説明します。マルチキャストアドレスとマルチキャストグ
ループの適切な使用方法の詳細については、RFC 3307, Allocation Guidelines for IPv6
Multicast Addresses (ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3307.txt)を参照してくだ
さい。

エニーキャストアドレスとエニーキャストグ
ループ
IPv6エニーキャストアドレスは、異なる IPv6ノード上のインタフェースのグループ
を識別します。このようなインタフェースの各グループのことを「エニーキャスト
グループ」と呼びます。エニーキャストアドレスにパケットが送信されると、エ
ニーキャストグループのうち、送信者に物理的に最も近いメンバーがそのパケット
を受信します。
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注 – IPv6のOracle Solaris実装は、エニーキャストアドレスやグループの作成をサ
ポートしていません。しかし、Oracle Solaris IPv6ノードはエニーキャストアドレスに
パケットを送信できます。詳細については、307ページの「6to4リレールーターとの
間のトンネルについての考慮事項」を参照してください。

IPv6近傍検索プロトコルの概要
IPv6は近傍検索機能を導入します。近傍検索機能は、メッセージングを近傍ノード
間の対話を処理する手段として使用します。「近傍ノード」とは、同じリンク上に
ある IPv6ノードのことです。たとえば、近傍検索関係のメッセージを発行する
と、ノードは近傍ノードのリンクローカルアドレスを知ることができます。近傍検
索は、主に、次のような IPv6ローカルリンク上の活動を制御します。

■ ルーターの発見 –ホストがローカルリンク上のルーターを検出できるようにしま
す。

■ アドレスの自動構成 –ノードが自分のインタフェースの IPv6アドレスを自動構成
できるようにします。

■ 接頭辞の検出 –ノードがリンクに割り当てられている既知のサブネット接頭辞を
検出できるようにします。ノードはサブネット接頭辞を使用して、ローカルリン
ク上の宛先と、ルーター経由でのみ到達可能な宛先を区別します。

■ アドレスの解決 –ノードが宛先の IPアドレスだけから近傍ノードのリンクローカ
ルアドレスを判断できるようにします。

■ 次のホップの判断 –ノードがローカルリンク外のパケット受信ノードの IPアドレ
スを判断できるようにします。次のホップは、ルーターまたは宛先ノードのどち
らかである可能性があります。

■ 近傍不到達の検索 –ノードが近傍に到達できないことを判断できるようにしま
す。ルーターとホストの場合、アドレスの解決は繰り返すことができます。

■ 重複アドレスの検出 –使用したいアドレスが使用中でないことを、ノードが判断
できるようにします。

■ リダイレクト –特定の宛先に到達するために使用するとよい最初のホップノード
を、ルーターがホストに通知できるようにします。

近傍検索は、リンク上のノード間で通信するとき、次の ICMPメッセージタイプを
使用します。

■ ルーターの要請
■ ルーター広告 (RA: Router Advertisement)
■ 近傍の要請
■ 近傍の通知
■ リダイレクト
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近傍検索メッセージや近傍検索プロトコルの詳細については、293ページの「IPv6近
傍検索プロトコル」を参照してください。近傍検索の技術的な情報については、
RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2461.txt?number=2461)を参照してください。

IPv6アドレスの自動構成
IPv6の主な特長は、ホストがインタフェースを自動構成できることです。ホストは
近傍検索を使用して、ローカルリンク上の IPv6ルーターを見つけて、サイト接頭辞
を要求します。自動構成プロセスの一部として、ホストは次のことを行います。

■ 各インタフェースのリンクローカルアドレスを作成します。リンク上に
ルーターは必要ありません。

■ リンク上におけるアドレスの一意性を確認します。リンク上にルーターは必要あ
りません。

■ グローバルアドレスを取得するときに、ステートレス機構、ステートフル機
構、またはその両方の機構を使用するかどうかを判断します。リンク上に
ルーターが必要です。

ステートレス自動構成の概要
ステートレス自動設定では、手動によるホストの設定は不要です。ルーターは最小
限の設定 (あれば)ですみ、サーバーの追加も不要です。ステートレス機構によ
り、ホストは独自のアドレスを生成できます。ステートレス機構は、アドレスを生
成するために、ローカルな情報とルーターが通知する情報を使用します。

インタフェースには、一時アドレスを実装できます。この一時アドレスも自動構成
されます。一時アドレストークンは、ホスト上の 1つまたは複数のインタフェース
に対して有効にできます。しかし、標準の自動構成された IPv6アドレスとは異な
り、一時アドレスは、サイト接頭辞とランダムに生成された 64ビット数から構成さ
れます。このランダムな数は、IPv6アドレスのインタフェース ID部分になりま
す。リンクローカルアドレスでは、一時アドレスはインタフェース IDとしては生成
されません。

ルーターは、リンクに割り当てられているすべての接頭辞を通知します。IPv6ホス
トは近傍検索を使用して、ローカルルーターからサブネット接頭辞を取得しま
す。ホストは、インタフェースのMACアドレスから生成されたインタフェース ID
とサブネット接頭辞を組み合わせることによって、自動的に IPv6アドレスを作成し
ます。ルーターがない場合、ホストはリンクローカルアドレスだけを生成しま
す。リンクローカルアドレスは、同じリンク上のノード間の通信でのみ使用できま
す。
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注 –ステートレス自動構成を使用して、サーバーの IPv6アドレスを作成しないでく
ださい。ホストは、自動構成中、ハードウェア固有の情報に基づいて、インタ
フェース IDを自動的に生成します。既存のインタフェースが新しいインタフェース
に切り替わると、現在のインタフェース IDは無効になる可能性があります。

IPv6トンネルの概要
ほとんどの企業では、既存の IPv4ネットワークに IPv6を導入するとき、徐々に段階
的に行う必要があります。Oracle Solarisのデュアルスタックネットワーク環境は IPv4
と IPv6の両方の機能をサポートします。ほとんどのネットワークは IPv4プロトコル
を使用するため、現在のところ、IPv6ネットワークは IPv6ネットワークの境界を越
えて通信する方法を持つ必要があります。この通信のためには、IPv6ネットワーク
はトンネルを使用します。

ほとんどの IPv6トンネルシナリオでは、送信される IPv6パケットは IPv4パケット内
にカプセル化されます。IPv6ネットワークの境界ルーターは、宛先 IPv6ネット
ワークの境界ルーターに向かうさまざまな IPv4ネットワークにポインツーポイント
トンネルを設定します。パケットはトンネルを通って、宛先ネットワークの境界
ルーターに到着し、その境界ルーターでカプセル化が解除されます。次に、その境
界ルーターは個々の IPv6パケットを宛先のノードに転送します。

Oracle Solaris IPv6実装がサポートするトンネルシナリオは、次のとおりです。

■ IPv4ネットワーク経由で、2つの IPv6ネットワーク間に手動でトンネルを構成す
る場合。この場合、IPv4ネットワークはインターネットでも、企業内のローカル
ネットワークでもかまいません。

■ IPv6ネットワーク経由で、IPv4ネットワーク間に手動でトンネルを構成する場合
(通常は企業内)。

■ 企業の IPv4ネットワークまたはインターネット経由で、2つの IPv6ネットワーク
間に自動 6to4トンネルを動的に構成する場合。

IPv6トンネルの詳細については、301ページの「IPv6トンネル」を参照してくださ
い。IPv4- to-IPv4トンネルとVPNについては、523ページの「仮想プライベート
ネットワークと IPsec」を参照してください。

IPv6トンネルの概要
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IPv6ネットワークの計画 (手順)

新しいネットワークまたは既存のネットワークに IPv6を配備するには、大規模な計
画を立案する必要があります。この章では、IPv6を自分のサイトに構成する前に行
う必要がある計画作業について説明します。既存のネットワークへの IPv6の配備
は、ゆっくりと着実に行う必要があります。この章では、IPv4専用ネットワークに
IPv6を段階的に導入する方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 87ページの「IPv6の計画 (作業マップ)」
■ 89ページの「IPv6ネットワークトポロジのシナリオ」
■ 90ページの「IPv6をサポートするための既存のネットワークの準備」
■ 95ページの「IPv6アドレス指定計画の準備」

IPv6の概念については、第 3章「IPv6の紹介(概要)」を参照してください。IPv6の詳
細については、第 11章「IPv6の詳細 (リファレンス)」を参照してください。

IPv6の計画 (作業マップ)
次の作業マップに、IPv6の配備に必要な計画作業を達成するための作業を順番に示
します。

次の表に、IPv6ネットワークを構成するための各種作業の一覧を示します。表で
は、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明
されている現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

1. IPv6をサポートするように
ハードウェアを準備しま
す。

IPv6をサポートできるようにハードウェア
をアップグレードします。

91ページの「IPv6をサポートするための
ネットワークトポロジの準備」
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作業 説明 説明

2. IPv6をサポートする ISPを
取得します。

現在利用している ISPが IPv6をサポートし
ていることを確認します。サポートしてい
ない場合は、IPv6をサポートできる ISPを
探してください。IPv6での通信用に 1
つ、IPv4通信用に 1つと、2つの ISPを利
用してもかまいません。

3.アプリケーションが IPv6
をサポートすることを確認
します。

使用するアプリケーションが IPv6環境で
動作できることを確認します。

92ページの「IPv6をサポートするために
ネットワークサービスを準備する方法」

4.サイト接頭辞を取得しま
す。

ISPまたは最も近いRIRから、当該サイト
用の 48ビットのサイト接頭辞を取得しま
す。

95ページの「サイト接頭辞の取得」

5.サブネットのアドレス指定
を計画します。

IPv6をネットワーク上のさまざまなノード
に構成する前に、全体的な IPv6ネット
ワークトポロジとアドレス指定スキームを
計画する必要があります。

96ページの「サブネット用の番号付けス
キームの作成」

6.トンネルの使用について計
画します。

ほかのサブネットまたは外部ネットワーク
へのトンネルを実行するルーターを判断し
ます。

94ページの「ネットワークトポロジにおけ
るトンネルの計画」

7.ネットワーク上のエン
ティティーへのアドレス指
定を計画します。

IPv6を構成する前
に、サーバー、ルーター、およびホストへ
のアドレス指定スキームを計画する必要が
あります。

96ページの「ノードの IPv6アドレス指定
計画の立案」

8. IPv6セキュリティーポリ
シーを開発します。

IPv6セキュリティーポリシーを開発すると
同時に、IP Filter、IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (IPsec)、Internet
Key Exchange (IKE)などのOracle Solarisセ
キュリティー機能を調査します。

パート IV「IPセキュリティー」

9. (任意) DMZを設定しま
す。

IPv6を構成する前に、セキュリティーのた
め、DMZおよびそのエンティティーへの
アドレス指定を計画する必要があります。

94ページの「IPv6実装のセキュリティーに
ついて」

10. IPv6をサポートするよう
にノードを有効にします。

すべてのルーターおよびホスト上で IPv6
を構成します。

189ページの「IPv6ルーターの構成 (作業
マップ)」

11.ネットワークサービスを
起動します。

既存のサーバーが IPv6をサポートできる
ことを確認します。

215ページの「主なTCP/IP管理作業 (作業
マップ)」

12. IPv6をサポートするよう
にネームサーバーを更新し
ます。

新しい IPv6アドレスをサポートするよう
に、DNS、NIS、および LDAPサーバーが
更新されていることを確認します。

211ページの「ネームサービスの IPv6サ
ポート用の構成」

IPv6の計画 (作業マップ)
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IPv6ネットワークトポロジのシナリオ
この章では、典型的な企業ネットワークで IPv6サービスを計画する方法について説
明します。次の図に、この章の説明で使用するネットワークを示します。実際に計
画しようとしている IPv6ネットワークには、この図で示されるネットワークリンク
のすべてが含まれるとは限りません。

図 4–1 IPv6ネットワークトポロジのシナリオ

IPv6ネットワークトポロジのシナリオ
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この企業ネットワークシナリオでは、既存の IPv4アドレスを持つサブネットが 5つ
あります。ネットワークのリンクは管理サブネットに直接対応します。4つの内部
ネットワークは、RFC 1918スタイルの IPv4専用アドレスで表されています。このア
ドレスは、IPv4アドレスの不足に対応するための一般的な解決方法です。このよう
な内部ネットワークのアドレス指定スキームは次のとおりです。

■ Subnet 1は内部ネットワークバックボーン 192.168.1です。

■ Subnet 2は内部ネットワーク 192.168.2であり、LDAP、sendmail、およびDNS
サーバーが含まれます。

■ Subnet 3は内部ネットワーク 192.168.3であり、企業のNFSサーバーが含まれま
す。

■ Subnet 4は内部ネットワーク 192.168.4であり、企業の従業員用のホストが含まれ
ます。

外部の公開ネットワーク 172.16.85は、企業のDMZとして機能します。このネット
ワークには、Webサーバーや匿名 FTPサーバーなど、企業が外部に提供するリ
ソースが含まれます。Router 2はファイアウォールを実行して、公開ネットワーク
172.16.85を内部バックボーンから分離します。DMZのもう一方の終端では、Router
1がファイアウォールを実行して、企業の境界サーバーとして機能します。

図 4–1では、公開DMZはRFC 1918専用アドレス 172.16.85を持っています。実際に
は、公開DMZは登録済み IPv4アドレスを持っている必要があります。ほとんどの
IPv4サイトは、公開アドレスとRFC 1918専用アドレスの組み合わせを使用しま
す。しかし、IPv6を導入すると、公開アドレスと専用アドレスの概念が変わりま
す。 IPv6は巨大なアドレス空間を持つため、専用ネットワークにも、公開ネット
ワークにも、IPv6公開アドレスを使用します。

IPv6をサポートするための既存のネットワークの準備

注 – Oracle Solarisデュアルプロトコルスタックは、IPv4と IPv6の並行動作をサポート
します。IPv6をネットワークに配備している間も、そのあとでも、IPv4関連の操作
は正常に実行できます。

IPv6は、既存のネットワークに新しい機能を追加します。したがって、IPv6を初め
て配備するときには、IPv4関連の操作が中断されないことを確認する必要がありま
す。この節では、IPv6を着実に既存のネットワークに導入する方法について説明し
ます。

IPv6をサポートするための既存のネットワークの準備
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IPv6をサポートするためのネットワークトポロジ
の準備
IPv6配備の最初の手順では、ネットワーク上の既存のエンティティーが IPv6をサ
ポートできるかどうかを判断することです。ほとんどの場合、ネットワークトポロ
ジ、つまり、ワイヤー、ルーター、およびホストは、IPv6の実装時に変更する必要
はありません。ただし、既存のハードウェアおよびアプリケーションについて
は、実際に IPv6アドレスをネットワークインタフェースに構成する前に、IPv6をサ
ポートするための準備を行う必要がある場合があります。

ネットワーク上のどのハードウェアを IPv6向けにアップグレードできるかを確認し
ます。たとえば、次のクラスのハードウェアについては、メーカーのマニュアルで
IPv6対応状況を調べてください。

■ ルーター
■ ファイアウォール
■ サーバー
■ スイッチ

注 –このパートで説明するすべての手順では、すべての装置 (特に、ルーター)が IPv6
向けにアップグレードできると仮定します。

IPv6向けにアップグレードできないルーターモデルもあります。詳細と回避方法に
ついては、243ページの「IPv4ルーターを IPv6用にアップグレードできない」を参照
してください。

IPv6をサポートするためのネットワークサービス
の準備
現在のOracle Solarisリリースにおいて、次の典型的な IPv4ネットワークサービスは
IPv6をサポートできます。

■ sendmail

■ NFS
■ HTTP (Apache 2.xまたはOrion)
■ DNS
■ LDAP

IMAPメールサービスは IPv4専用です。

IPv6向けに構成されたノードでも IPv4サービスは実行できます。IPv6を有効にして
も、必ずしもすべてのサービスが IPv6接続を受け入れるわけではありません。IPv6

IPv6をサポートするための既存のネットワークの準備
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向けに移植されたサービスだけが IPv6接続を受け入れます。IPv6向けに移植されて
いないサービスは、プロトコルスタックの IPv4部分を使用して機能し続けることが
できます。

IPv6向けにアップグレードしたあとで、いくつかの問題が発生する可能性がありま
す。詳細については、243ページの「サービスを IPv6用にアップグレードしたあとの
問題」を参照してください。

IPv6をサポートするためのサーバーの準備
サーバーは IPv6ホストであると考えられるため、デフォルトでは、IPv6アドレスは
自動的に近傍検索プロトコルによって構成されます。しかし、多くのサーバーは複
数のNIC (Network Interface Card)を持っており、保守のために、そのいくつかを交換
したい場合もあります。あるNICを交換すると、近傍検索プロトコルは自動的
に、そのNICに新しいインタフェース IDを生成します。サーバーによっては、この
動作を受け入れることができない場合があります。

このような場合は、サーバーのインタフェースごとに、IPv6アドレスのインタ
フェース ID部分を手動で構成する方法を考えてください。手順については、198
ページの「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。そ
のあとで既存のNICを交換する必要がある場合、そのNICには以前構成した IPv6ア
ドレスが適用されます。

▼ IPv6をサポートするためにネットワークサービス
を準備する方法

IPv6をサポートするには、次のネットワークサービスを更新します。

■ メールサーバー

■ NISサーバー
■ NFS

注 – LDAPは IPv6をサポートします。IPv6固有な構成作業は必要ありません。

ファイアウォールハードウェアが IPv6をサポートできるかどうかを確認します。

この手順については、ファイアウォール関連の適切なマニュアルを参照してくださ
い。

1

2

IPv6をサポートするための既存のネットワークの準備
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ネットワーク上のほかのサービスが IPv6向けに移植されているかどうかを確認しま
す。

詳細については、ソフトウェアに付属するマニュアルや関連するマニュアルを参照
してください。

次のサービスを配備しているサイトでは、これらのサービスを適切に評価している
かどうかを確認します。

■ ファイアウォール

IPv6をサポートするために、IPv4向けに作成したポリシーを強化することを考え
てください。セキュリティーの詳しい考慮事項については、94ページの「IPv6
実装のセキュリティーについて」を参照してください。

■ 郵便

DNSのMXレコードにおいて、メールサーバーの IPv6アドレスを追加することを
考えてください。

■ DNS

DNS固有の問題点については、93ページの「IPv6をサポートするためにDNSを
準備する方法」を参照してください。

■ IPQoS

ホストで IPv4向けに使用していたのと同じDiffservポリシーを使用します。詳細
については、901ページの「クラシファイアモジュール」を参照してください。

ノードを IPv6向けに変更する前に、そのノードが提供するネットワークサービスを
評価します。

▼ IPv6をサポートするためにDNSを準備する方法
現在のOracle Solarisのリリースは、クライアント側とサーバー側の両方におい
て、DNSによる名前解決をサポートします。IPv6をサポートするためにDNSサービ
スを準備するには、次の手順を行います。

IPv6のDNSサポートに関連する詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミン
グとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

再帰的な名前解決を実行するDNSサーバーがデュアルスタックであるか (つま
り、IPv4と IPv6両用であるか)、あるいは、IPv4専用であるかを判断します。

DNSサーバーでは、関連する IPv6データベースAAAAレコードを前進ゾーンで使用し
て、DNSデータベースを作成します。

3

4

5

1

2
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注 –複数の基幹系のサービスを実行しているサーバーには、特に注意する必要があり
ます。ネットワークが適切に機能していることを確認します。また、すべての基幹
系のサービスが IPv6向けに移植されていることを確認します。次に、その
サーバーの IPv6アドレスをDNSデータベースに追加します。

AAAAレコードの関連するPTRレコードを逆進ゾーンに追加します。

IPv4専用データまたは IPv6と IPv4両用データを、ゾーンを記述するNSレコードに追
加します。

ネットワークトポロジにおけるトンネルの計画
IPv6実装は、IPv4と IPv6が混在するネットワークへの移行機構として、多数のトン
ネル構成をサポートします。トンネルを使用すると、孤立した IPv6ネットワークど
うしが通信できるようになります。ほとんどのインターネットは IPv4で動作してい
るため、自分のサイト (IPv6ネットワーク)から宛先のサイト (IPv6ネットワーク)に
IPv6パケットを送信するためには、インターネットにトンネルを開けて、そこを通
す必要があります。

次に、IPv6ネットワークトポロジにおいてトンネルを使用するいくつかのシナリオ
を示します。

■ ISPから IPv6サービスを購入すると、自分のサイトの境界ルーターから ISP
ネットワークにトンネルを作成できます。図 4–1に、このようなトンネルを示し
ます。このようなシナリオの場合は、手動の IPv6 over IPv4トンネルを実行しま
す。

■ 大規模な分散ネットワークを IPv4接続で管理している場合。IPv6を使用する分散
サイトに接続するには、各サブネットの境界ルーターから自動 6to4トンネルを実
行します。

■ 自分のインフラストラクチャー内のルーターを IPv6向けにアップグレードできな
いこともあります。このような場合には、2つの IPv6ルーターをエンドポイント
として、IPv4ルーターに手動トンネルを作成できます。

トンネルを構成する手順については、201ページの「IPv6サポート用にトンネルを構
成するための作業 (作業マップ)」を参照してください。トンネルに関する概念の情
報については、301ページの「IPv6トンネル」を参照してください。

IPv6実装のセキュリティーについて
IPv6を既存のネットワークに導入するとき、サイトのセキュリティーを損なわない
ように注意する必要があります。IPv6を導入するときには、次のセキュリティーの
問題点に注意してください。

3

4
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■ IPv6パケットと IPv4パケットには、両方とも、同じ量のフィルタリンクが必要で
す。

■ IPv6パケットは頻繁にファイアウォールにトンネルを開けます。したがって、次
のシナリオのどちらかを実装する必要があります。
■ ファイアウォールでトンネル内部のコンテンツを検査すること。
■ トンネルの反対側にあるエンドポイントでも、同じような規則の IPv6ファイ
アウォールを設置すること。

■ IPv6 over UDP over IPv4トンネルを使用するような移行機構もあります。しか
し、このような機構はファイアウォールを通らないため、危険であることが証明
されています。

■ IPv6ノードは企業ネットワークの外からグローバルに到達できます。セキュリ
ティーポリシーで公開アクセスを禁止する場合、ファイアウォールに対して、よ
り厳しい規則を確立する必要があります。たとえば、ステートフルなファイア
ウォールを考えてください。

このマニュアルでは、IPv6実装で使用できるセキュリティーについても説明してい
ます。

■ IPセキュリティーアーキテクチャー (IPsec)機能を使用すると、IPv6パケットを暗
号化で保護できます。詳細については、第 19章「IPセキュリティーアーキテク
チャー (概要)」を参照してください。

■ Internet Key Exchange (IKE)機能を使用すると、IPv6パケットに公開鍵認証を使用
できます。詳細については、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照し
てください。

IPv6アドレス指定計画の準備
IPv4から IPv6への移行の大部分は、アドレス指定計画の立案です。この作業に
は、次の前準備が必要です。

■ 95ページの「サイト接頭辞の取得」
■ 96ページの「IPv6番号付けスキームの作成」

サイト接頭辞の取得
IPv6を構成する前に、サイト接頭辞を取得する必要があります。サイト接頭辞
は、自分の IPv6実装におけるすべてのノードの IPv6アドレスを抽出するときに使用
します。サイト接頭辞の概要については、78ページの「IPv6の接頭辞」を参照して
ください。

IPv6をサポートする ISPは、48ビットの IPv6サイト接頭辞を提供できます。現在の
ISPが IPv4しかサポートしない場合、現在の ISPを IPv4サポート用に残したまま、別

IPv6アドレス指定計画の準備
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の ISPを IPv6サポート用に使用できます。このような場合の回避方法は複数ありま
す。詳細については、244ページの「現在の ISPが IPv6をサポートしない」を参照し
てください。

企業自身が ISPである場合、顧客のサイト接頭辞は適切なインターネットレジストリ
から取得します。詳細については、Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
(http://www.iana.org)を参照してください。

IPv6番号付けスキームの作成
IPv6ネットワークがまったく新しいものでない限り、既存の IPv4トポロジを IPv6番
号付けスキームとして使用します。

サブネット用の番号付けスキームの作成
番号付けスキームを開始するには、まず、既存の IPv4サブネットを等価な IPv6サブ
ネットにマッピングします。たとえば、図 4–1で示したサブネットを考えてくださ
い。サブネット 1からサブネット 4までは、RFC 1918の IPv4専用アドレス指定を使
用して、アドレスの最初の 16ビットを指定し、さらに、1から 4までの数字を使用
して、サブネットを指定しています。この例では、IPv6接頭辞 2001:db8:3c4d/48が
サイトに割り当てられていると仮定します。

次の表に、専用アドレスの IPv4接頭辞から IPv6接頭辞にマッピングする方法を示し
ます。

IPv4サブネット接頭辞 等価な IPv6サブネット接頭辞

192.168.1.0/24 2001:db8:3c4d:1::/64

192.168.2.0/24 2001:db8:3c4d:2::/64

192.168.3.0/24 2001:db8:3c4d:3::/64

192.168.4.0/24 2001:db8:3c4d:4::/64

ノードの IPv6アドレス指定計画の立案
ほとんどのホストにおいて、インタフェースに IPv6アドレスを構成するのに適切で
時間がかからない戦略は、ステートレス自動構成です。ホストが最も近い
ルーターからサイト接頭辞を受信したとき、近傍検索プロトコルは自動的に、ホス
トの各インタフェースに IPv6アドレスを生成します。

サーバーは安定した IPv6アドレスを持つ必要があります。サーバーの IPv6アドレス
を手動で構成しない場合、サーバーのNICカードを交換したときには、新しい IPv6
アドレスが自動構成されます。サーバーのアドレスを作成するときには、次のこと
を覚えておいてください。

IPv6アドレス指定計画の準備
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■ サーバーには意味のある安定したインタフェース IDを指定してください。イン
タフェース IDの番号付けスキームを使用するときには、1つの戦略だけを使用し
ます。たとえば、図 4–1の LDAPサーバーの内部インタフェースは
2001:db8:3c4d:2::2になります。

■ あるいは、IPv4ネットワークの番号を定期的に変更しない場合、ルーターおよび
サーバーの既存の IPv4アドレスをそのインタフェース IDとして使用することを
考えてください。図 4–1では、Router 1のDMZへのインタフェースは IPv4アドレ
ス 123.456.789.111を持っていると仮定します。この IPv4アドレスを 16進数に変
換すると、その結果をインタフェース IDとして使用できます。つまり、新しい
インタフェース IDは ::7bc8:156Fになります。

この方法は、ISPから IPv4アドレスを取得したのではなく、登録済み IPv4アドレ
スを所有しているときだけに使用するようにしてください。ISPから取得した
IPv4アドレスを使用している場合、依存関係が発生し、ISPを変更する場合に問
題が発生します。

IPv4アドレスの数には制限があるため、ネットワーク設計者は、既に登録済みのグ
ローバルアドレスやRFC 1918専用アドレスをどのように使用するかを考える必要が
ありました。しかし、IPv4のグローバルアドレスや専用アドレスの表記は IPv6アド
レスには適用されません。サイト接頭辞を含むグローバルユニキャストは、ネット
ワークのすべてのリンクで使用できます (公開DMZを含む)。

IPv6アドレス指定計画の準備
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TCP/IPネットワークサービスと IPv4アド
レス指定の構成 (作業)

TCP/IPネットワークの管理は、2つの段階で行います。最初の段階ではハード
ウェアを組み立てます。次に、TCP/IPプロトコルを実装するデーモンや、ファイ
ル、サービスを構成します。

この章では、IPv4アドレス指定とサービスを実装するTCP/IPをネットワークで構成
する方法について説明します。

注 –この章の作業の多くは、IPv4のみをサポートするネットワークにも、IPv6が有効
なネットワークにも適用されます。構成作業が 2つのアドレス指定形式の間で異な
る場合、この章には IPv4の構成手順が記載されています。この章の作業では、同等
の IPv6作業 (第 7章「IPv6ネットワークの構成 (手順)」)を相互参照します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 100ページの「IPv4ネットワークを構成する前に (作業マップ)」
■ 101ページの「ホスト構成モードの決定」
■ 104ページの「ネットワークにサブネットを追加する (作業マップ)」
■ 106ページの「ローカルネットワーク上でのシステム構成」
■ 105ページの「ネットワークを構成する (作業マップ)」
■ 117ページの「IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御」
■ 140ページの「トランスポート層サービスの監視と変更」
■ 145ページの「Solaris 10 3/05の管理インタフェース」

5第 5 章
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この章で説明する新機能
Solaris 10 8/07には、次の変更が加えられています。

■ routeadmコマンドを使用する代わりに、サービス管理機能 (SMF)を介して経路制
御を設定および管理できます。手順については、117ページの「IPv4ネット
ワーク上でのパケット転送と経路制御」の例および routeadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

■ /etc/inet/ipnodesファイルは廃止されました。個々の手順で説明されているとお
り、/etc/inet/ipnodesは以前のOracle Solaris 10リリースにのみ使用してくださ
い。

IPv4ネットワークを構成する前に (作業マップ)
TCP/IPを構成する前に、次の表に示す作業を完了してください。表では、各作業で
実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明されている現
在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

1.ネットワーク設計者の場合
は、ネットワークトポロジを設
計します。

ネットワークの物理レイアウト
を決めます。

67ページの「ネットワークト
ポロジの概要」および
121ページの「IPv4自律システ
ムのトポロジ」

2. ISPまたはRegional Internet
Registry (RIR)からネットワーク
番号を入手します。

このサイトのシステムが外部と
通信できるようにするため
に、登録されているネット
ワーク番号を入手します。

60ページの「IPv4アドレス指
定スキーマの設計」

3.ネットワークに対する IPv4
アドレス指定スキーマの計画を
立てます。必要に応じて、サブ
ネットアドレス指定の計画も含
めます。

ネットワーク番号をアドレス指
定計画のベースとして使用しま
す。

60ページの「IPv4アドレス指
定スキーマの設計」

4.ネットワークトポロジに
従ってネットワークハード
ウェアを組み立てます。ハード
ウェアが正しく動作することを
確認します。

ネットワークトポロジの設計に
従ってシステムやネットワーク
メディア、ルーター、ス
イッチ、ハブ、ブリッジを
セットアップします。

ハードウェアマニュアルと
67ページの「ネットワークト
ポロジの概要」

5.ネットワークのすべてのシス
テムに IPv4アドレスとホスト
名を割り当てます。

Oracle Solarisのインストール時
かインストール後に IPv4アド
レスを適切なファイルで指定し
ます。

60ページの「IPv4アドレス指
定スキーマの設計」および
112ページの「IPv4アドレスお
よびその他のネットワーク構成
パラメータを変更する方法」

この章で説明する新機能
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作業 説明 説明

6.ネットワークインタフェース
とルーターが必要とする構成ソ
フトウェアがあれば、それを実
行します。

ルーターとマルチホームホスト
を構成します。

ルーターについては、
67ページの「ネットワーク上
でのルーターの計画」と
124ページの「IPv4ルーターの
構成」を参照してください。

7.ネットワークでどのネーム
サービスまたはディレクトリ
サービスを使用するのかを指定
します。
(NIS、LDAP、DNS、または
ローカルファイル)。

選択したネームサービスまたは
ディレクトリサービス (または
その両方)を構成します。

『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP
編)』

8.必要なら、ネットワークで使
用するドメイン名を選択しま
す。

ネットワークのドメイン名を選
択し、InterNICに登録します。

『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP
編)』

ホスト構成モードの決定
ネットワーク管理者として、ホストやルーター (該当する場合)でTCP/IPが動作する
ように構成します。これらのシステムは、ローカルシステム上のファイルまたは
ネットワーク上のほかのシステムにあるファイルから構成情報を入手するように構
成できます。必要な構成情報を次に示します。

■ 各システムのホスト名
■ 各システムの IPアドレス
■ 各システムが属しているドメインの名前
■ デフォルトルーター
■ 各システムのネットワークで使用されている IPv4ネットマスク

TCP/IP構成情報をローカルファイルから入手するシステムは「ローカルファイル
モード」で動作します。TCP/IP構成情報をリモートネットワークサーバーから入手
するシステムは「ネットワーククライアントモード」で動作します。

ローカルファイルモードで実行するシステム
システムがローカルファイルモードで動作するには、TCP/IP構成ファイルのローカ
ルコピーを持っている必要があります。これらの構成ファイルについては、247
ページの「TCP/IP構成ファイル」を参照してください。このシステムが専用の
ディスクを持っていることが望ましいですが、不可欠というわけではありません。

ほとんどのサーバーはローカルファイルモードで実行します。このような
サーバーの一部を次に示します。

ホスト構成モードの決定
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■ ネットワーク構成サーバー
■ NFSサーバー
■ NIS、LDAP、またはDNSのサービスを提供するネームサーバー
■ メールサーバー

また、ルーターはローカルファイルモードで実行する必要があります。

システムがプリントサーバー専用の場合は、ローカルファイルモードで実行する必
要はありません。個々のホストをローカルファイルモードで実行する方がよいかど
うかは、ネットワークの規模によって異なります。

ネットワークがきわめて小さい場合は、個々のホストのファイルを管理する作業は
比較的簡単です。しかし、数百のホストから成るネットワークの場合は、その
ネットワークがいくつかの管理サブドメインに分割されていたとしても、この作業
は困難なものとなります。したがって、規模の大きいネットワークの場合
は、ローカルファイルモードを使用しても一般に効率は上がりません。ただ
し、ルーターとサーバーはそれぞれ自身で構成されるものなので、ローカルファイ
ルモードで構成する必要があります。

ネットワーク構成サーバー
「ネットワーク構成サーバー」とは、ネットワーククライアントモードで構成され
ているホストにTCP/IP構成情報を提供するサーバーのことです。この種の
サーバーは、次の 3つのブートプロトコルをサポートしています。
■ RARP – Reverse Address Resolution Protocol (RARP)では、Ethernetアドレス (48
ビット)を IPv4アドレス (32ビット)にマップします。この操作はARPの逆で
す。ネットワーク構成サーバーでRARPを実行すると、ネットワーククライアン
トモードで動作しているホストは、各自の IPアドレスとTCP/IP構成ファイルを
そのネットワーク構成サーバーから入手します。RARPサービスは、in.rarpd

デーモンを使用して使用可能にできます。詳細は、in.rarpd(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

■ TFTP – Trivial File Transfer Protocol (TFTP)は、リモートシステム間でファイルを転
送するアプリケーションです。in.tftpdデーモンがTFTPサービスを実施し、そ
の結果、ネットワーク構成サーバーとそれぞれのネットワーククライアントとの
間のファイル転送が可能になります。詳細は、in.tftpd(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

■ Bootparams – Bootparamsプロトコルでは、ネットワークからブートされるクライ
アントに不可欠なブート用パラメータを提供します。このサービスを実行するの
は rpc.bootparamdデーモンです。詳細は、bootparamd(1M)のマニュアルページを
参照してください。

ネットワーク構成サーバーは、NFSファイルサーバーとしても使用できます。

いずれかのホストをネットワーククライアントとして構成する場合は、さら
に、ネットワーク上の少なくとも 1つのシステムをネットワーク構成サーバーとし

ホスト構成モードの決定
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て構成する必要があります。ネットワークをサブネット化する場合は、ネット
ワーククライアントを持つ各サブネットについて、ネットワーク構成サーバーが少
なくとも 1つは必要です。

ネットワーククライアントとしてのシステム
構成情報をネットワーク構成サーバーから入手するホストは、いずれもネット
ワーククライアントモードで動作します。ネットワーククライアントとして構成さ
れているシステムには、TCP/IP構成ファイルのローカルコピーは必要ありません。

「ネットワーククライアントモード」を使用すると、大規模ネットワークの管理が
大幅に簡素化されます。さらに、個々のホストで行う構成作業が最小限の量で済
み、ネットワーク上のすべてのシステムが同じ構成標準に従っていることが保証さ
れます。

ネットワーククライアントモードは、あらゆるタイプのコンピュータに構成できま
す。たとえば、スタンドアロンシステムでネットワーククライアントモードを構成
できます。

混合構成
構成をローカルファイルモードだけに限ったり、ネットワーククライアントモード
だけに限ったりする必要はありません。ルーターとサーバーは常にローカルモード
で構成する必要があります。ホストについては、ローカルファイルモードとネット
ワーククライアントモードを任意に組み合わせて使用できます。

IPv4ネットワークトポロジのシナリオ
図 5–1は、ネットワーク番号が 192.9.200である架空のネットワークで動作するホス
トを示しています。このネットワークには、saharaというネットワーク構成
サーバーが 1つあります。tenereと nubianの 2つのホストはそれぞれ独自にディス
クを持っており、ローカルファイルモードで動作します。ホスト faiyumもディスク
を持っていますが、このシステムはネットワーククライアントモードで動作しま
す。

最後に、システム timbuktuはルーターとして構成されています。このシステムには
2つのネットワークインタフェースが組み込まれています。最初のインタフェースは
timbuktuという名前です。このインタフェースはネットワーク 192.9.200に属してい
ます。残りの 1つは timbuktu-201という名前です。このインタフェースはネット
ワーク 192.9.201に属しています。どちらのネットワークも、組織ドメイン
deserts.worldwide.comに含まれています。このドメインは、ローカルファイルを
ネームサービスとして使用します。

ホスト構成モードの決定
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ネットワークにサブネットを追加する (作業マップ)
サブネットを使用しないネットワークを、サブネットを使用するネットワークに変
更する場合は、次の作業マップに示す作業を行います。

注 –この節の情報は IPv4サブネットだけに適用されます。IPv6サブネットの計画に
ついては、91ページの「IPv6をサポートするためのネットワークトポロジの準
備」と96ページの「サブネット用の番号付けスキームの作成」を参照してくださ
い。

次の表は、サブネットを現在のネットワークに追加するための各種作業の一覧で
す。表では、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳
しく説明されている現在のマニュアル内の節を示しています。

図 5–1 IPv4ネットワークトポロジに属するホストのシナリオ

ネットワークにサブネットを追加する (作業マップ)
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作業 説明 説明

1.そのネットワークトポロジで
サブネットが必要かどうかを決
めます。

ルーターやホストをそれぞれの
サブネットのどこに置くかな
ど、新しいサブネットトポロジ
を決めます。

67ページの「ネットワーク上
でのルーターの計画」、
254ページの「サブネット化と
は」、および 268ページ
の「ネットワーククラス」

2.新しいサブネット番号を持つ
一連の IPアドレスをシステム
に割り当ててサブネットのメン
バーになります。

Oracle Solarisのインストール時
かそのあとに、新しいサブ
ネット番号を使用する IPアド
レスを /etc/hostname.interface
ファイルに構成します。

55ページの「ネットワークの
IPアドレス指定形式の決定」

3.サブネットで使用する可能性
があるすべてのシステムに対し
てサブネットのネットワークマ
スクを構成します。

ネットワーククライアントを手
動で構成する場合
は、/etc/inet/netmasksファイ
ルを変更します。あるい
は、Oracle Solarisインストール
プログラムにネットマスクを渡
します。

254ページの「netmasksデータ
ベース」と255ページの「IPv4
アドレス用のネットワークマス
クの作成」

4.サブネットに属するすべての
システムの新しい IPアドレス
をデータベースに追加します。

新しいホストアドレスを反映さ
せるために、すべてのホスト上
で /etc/inet/hostsファイルお
よび /etc/inet/ipnodesファイ
ル (Solaris 10 11/06以前のリ
リースの場合)を変更します。

250ページの「hostsデータ
ベース」

5.すべてのシステムをリブート
します。

ネットワークを構成する (作業マップ)
次の表は、サブネットなしのネットワーク構成からサブネットを使用するネット
ワークに変更したあとに実行する追加作業の一覧です。表では、各作業で実行する
内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明されている現在のマ
ニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

ホストをローカルファイル
モード用に構成します

nodename、hostname、hosts、
defaultdomain、
defaultrouter、および
netmasksファイルを編集します

107ページの「ローカルファイ
ルモードの場合のホストの構成
方法」

ネットワークを構成する (作業マップ)
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作業 説明 説明

ネットワーク構成サーバーを
セットアップします

in.tftpデーモンをオンに設定
し、 hosts、 ethers、および
bootparamsファイルを編集しま
す

109ページの「ネットワーク構
成サーバーの設定方法」

ホストをネットワーククライア
ントモード用に構成します

hostnameファイルを作成
し、hostsファイルを編集しま
す。また、nodenameファイルと
defaultdomainファイルがある
場合はこれらを削除します

111ページの「ネットワークク
ライアントモードの場合のホス
トの構成方法」

ネットワーククライアントの経
路制御戦略を指定します

ホストで静的経路制御を使用す
るか動的経路制御を使用するか
を決めます。

136ページの「単一インタ
フェースホストで静的経路制御
を有効にする方法」および
138ページの「単一インタ
フェースホストで動的経路制御
を有効にする方法」

既存のネットワーク構成を変更
します

インストール時に設定され
た、またはそれ以降に構成され
たホスト名、IPアドレス、お
よびその他のパラメータを変更
します。

112ページの「IPv4アドレスお
よびその他のネットワーク構成
パラメータを変更する方法」

ローカルネットワーク上でのシステム構成
オペレーティングシステムのソフトウェアをインストールするときに、同時に
ネットワークのソフトウェアもインストールされます。そのときに、いくつかの IP
構成パラメータを対応するファイルに格納して、ブート時に読み取れるようにして
おく必要があります。

ネットワークの構成処理では、ネットワーク構成ファイルを作成または編集する必
要があります。システムのカーネルが構成情報をどのように入手するかは、設定に
よって異なります。これらのファイルがローカルに格納されているか (ローカル
ファイルモード)ネットワーク構成サーバーから入手するか (ネットワーククライア
ントモード)によって提供方法が変わります。

ネットワーク構成時に提供されるパラメータは次のとおりです。

■ すべてのシステムの各ネットワークインタフェースの IPアドレス。
■ ネットワークにある各システムのホスト名。ホスト名は、ローカルファイルまた
はネームサービスデータベースに入力できます。

■ システムが設置されている、NIS、LDAP、またはDNSのドメイン名 (該当する場
合)。
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■ デフォルトのルーターアドレス。この情報は、各ネットワークにルーターが 1つ
しか接続していないような単純なネットワークトポロジの場合、または
ルーターがRDISC (Router Discovery Protocol)やRIP (Routing Information Protocol)な
どの経路制御プロトコルを実行しない場合に指定します。デフォルトルーターの
詳細は、117ページの「IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御」を参
照してください。Oracle Solarisでサポートされている経路制御プロトコルのリス
トについては、表 5–1を参照してください。

■ サブネットマスク (サブネットを持つネットワークの場合に限り必要)。

システムでOracle Solarisインストールプログラムが複数のインタフェースを検出し
た場合は、追加のインタフェースをインストール時に構成することもできます。詳
しい説明は、『Oracle Solaris 10 9/10インストールガイド (基本編)』を参照してくださ
い。

ここでは、ローカル構成ファイルを作成および編集する手順を説明していま
す。ネームサービスデータベースを使用した動作については、『Solarisのシステム
管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してくださ
い。

▼ ローカルファイルモードの場合のホストの構成方
法
ローカルファイルモードで動作するホスト上のTCP/IPを構成するための手順は、次
のとおりです。

Primary Administratorの役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

/etcディレクトリに移動します。

/etc/nodenameファイルに正しいホスト名が設定されていることを確認します。

Oracle Solarisのインストール時にシステムのホスト名を指定したときは、そのホスト
名は /etc/nodenameファイルに入ります。そのノード名エントリがシステムの正しい
ホスト名であることを確認します。

/etc/hostname.interfaceファイルがシステムのネットワークインタフェースごとに存
在することを確認します。

/etc/hostname. interfaceファイルのファイル構文および基本情報については、162
ページの「物理インタフェースの管理の基礎」を参照してください。
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Oracle Solarisインストールプログラムでは、インストール時に少なくとも 1つのイン
タフェースを構成する必要があります。最初に構成するインタフェースが、自動的
に「一次ネットワークインタフェース」になります。インストールプログラム
は、一次ネットワークインタフェースと、インストール時に任意で構成するその他
のインタフェースの /etc/hostname.interfaceファイルを作成します。

インストール時に追加のインタフェースを構成した場合は、各インタフェースに対
応する /etc/hostname.interfaceファイルがあることを確認してください。Oracle
Solarisのインストール時に複数のインタフェースを構成する必要はありません。た
だし、あとでインタフェースをシステムに追加する場合は、それらを手動で構成す
る必要があります。

インタフェースを手動で構成する手順については、145ページの「Solaris 10 3/05の管
理インタフェース」または 157ページの「システムインストール後に物理インタ
フェースを構成する方法」(Solaris 10 1/06以降のリリースの場合)を参照してくださ
い。

Solaris 10 11/06以前のリリースの場合は、/etc/inet/ipnodesファイルのエントリが最
新であることを確認します。
Oracle Solaris 10インストールプログラムは、/etc/inet/ipnodesファイルを作成しま
す。このファイルには、インストール時に構成されたすべてのインタフェースの
ノード名と IPv4アドレス、および IPv6アドレス (使用される場合)が含まれます。

/etc/inet/ipnodesファイルのエントリには、次の書式を使用します。
IP-address node-name nicknames...

nicknamesは、インタフェースを識別するための追加の名前です。

/etc/inet/hostsファイルのエントリが最新であることを確認します。
Oracle Solarisインストールプログラムは、一次ネットワークインタフェース、ループ
バックアドレス、およびインストール時に構成された追加インタフェース (該当する
場合)に対する各エントリを作成します。

a. /etc/inet/hostsファイルにすでに存在するエントリが最新であることを確認しま
す。

b. (省略可能)インストール後にローカルホストに追加されたネットワークインタ
フェースの IPアドレスとそれに対応する名前を追加します。

c. (省略可能) /usrファイルシステムをNFSマウントする場合は、ファイル
サーバーの IPアドレス (1つまたは複数)を追加します。

ホストの完全修飾ドメイン名を /etc/defaultdomainファイルに入力します。
たとえば、ホスト tenereがドメイン deserts.worldwide.comに所属していたとしま
す。その場合は、/etc/defaultdomainに deserts.worldwide.comを入力します。詳細
は、249ページの「/etc/defaultdomainファイル」を参照してください。
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ルーターの名前を /etc/defaultrouterファイルに入力します。
このファイルについては、249ページの「/etc/defaultrouterファイル」を参照して
ください。

デフォルトのルーターの名前とその IPアドレスを /etc/inet/hostsファイルに入力し
ます。
追加の経路制御オプションについては、111ページの「ネットワーククライアント
モードの場合のホストの構成方法」を参照してください。これらのオプション
は、ローカルファイルモード構成にも適用できます。

該当する場合は、ネットワークのネットワークマスクを追加します。

■ ホストがその IPアドレスをDHCPサーバーから入手する場合は、ネットワークマ
スクを指定する必要はありません。

■ このクライアントと同じネットワークにNISサーバーをすでに設定している場合
は、そのサーバーの適切なデータベースに netmask情報を追加できます。

■ それ以外の場合は、次のことを行います。

a. ネットワーク番号とネットマスクを /etc/inet/netmasksファイルに入力します。
次の書式で入力します。
network-number netmask

たとえば、Class Cネットワーク番号 192.168.83の場合は、次のように入力しま
す。

192.168.83.0 255.255.255.0

CIDRアドレスの場合は、ネットワークの接頭辞をそれと同等の 10進ドット表記
に変換します。ネットワーク接頭辞とその 10進ドット表記については、表 2–3を
参照してください。たとえば、192.168.3.0/22というCIDRネットワーク接頭辞
を表現するには、次のような表記を使用します。

192.168.3.0 255.255.252.0

b. ローカルファイルが最初に検索されるように、/etc/nsswitch.confでのネットマ
スクの検索順序を変更します。
netmasks: files nis

システムをリブートします。

▼ ネットワーク構成サーバーの設定方法
インストールサーバーやブートサーバーの設定方法については、『Oracle Solaris 10 9/
10インストールガイド (基本編)』を参照してください。
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Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

ネットワーク構成サーバーとなるサーバーの root (/)ディレクトリに移ります。

/tftpbootディレクトリを作成することによって、in.tftpdデーモンをオンに設定し
ます。
# mkdir /tftpboot

このコマンドにより、システムは、TFTP、bootparams、RARPのサーバーに構成され
ます。

手順 2で作成したディレクトリに対するシンボリックリンクを作成します。
# ln -s /tftpboot/. /tftpboot/tftpboot

/etc/inetd.confファイルの tftp行を有効にします。

エントリが次のようになっているか確認します。

tftp dgram udp6 wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd -s /tftpboot

これによって、in.tftpdは、/tftpbootにあるファイルだけから読み取られます。

hostsデータベースを編集します。

ネットワーク上のすべてのクライアントのホスト名と IPアドレスを追加します。

ethersデータベースを編集します。

ネットワーククライアントモードで実行するネットワーク上のすべてのホストにつ
いてエントリを作成します。

bootparamsデータベースを編集します。

詳細は、263ページの「bootparamsデータベース」を参照してください。ワイルド
カードエントリを作成するか、またはネットワーククライアントモードで実行する
すべてのホストについてエントリを作成します。

/etc/inetd.confエントリをサービス管理機能 (SMF)のサービスマニフェストに変換
し、それによって得られるサービスを使用可能にします。
# /usr/sbin/inetconv

in.tftpdが正しく動作しているか確認します。
# svcs network/tftp/udp6
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次のような出力が表示されます。

STATE STIME FMRI

online 18:22:21 svc:/network/tftp/udp6:default

in.tftpdデーモンの管理

in.tftpdデーモンはサービス管理機能によって管理されます。in.tftpdに対する管
理アクション (有効化、無効化、再起動など)を実行するには、svcadmコマンドを使
用します。このサービスを起動したり、再起動したりする責任は inetdに委譲されて
います。in.tftpdの構成を変更したり、構成情報を表示したりするには、inetadmコ
マンドを使用します。このサービスのステータスを照会するには、svcsコマンドを
使用します。サービス管理機能の概要については、『Solarisのシステム管理 (基本
編)』の第 18章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。

ネットワーククライアントの構成
ネットワーククライアントは、その構成情報をネットワーク構成サーバーから受け
取ります。したがって、あるホストをネットワーククライアントとして構成すると
きは、このネットワーク用として、ネットワーク構成サーバーが少なくとも 1つは
設定されていることを確認してください。

▼ ネットワーククライアントモードの場合のホスト
の構成方法
ネットワーククライアントモードで構成する必要のある各ホストについて、次の手
順を行います。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

/etcディレクトリで nodenameファイルを検索します。

ある場合は、このファイルを削除してください。

/etc/nodenameを削除すると、システムは hostconfigプログラムを使用して、ネット
ワーク構成サーバーから、ホスト名、ドメイン名、ルーターアドレスを入手するよ
うになります。106ページの「ローカルネットワーク上でのシステム構成」を参照し
てください。

参考
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/etc/hostname.interfaceファイルが存在しない場合は、このファイルを作成します。
そのファイルが空であることを確認してください。/etc/hostname.interfaceファイル
が空であれば、システムは IPv4アドレスをネットワーク構成サーバーから入手しま
す。

/etc/inet/hostsファイルにループバックネットワークインタフェースの localhost

名と IPアドレスだけが含まれていることを確認します。
# cat /etc/inet/hosts

# Internet host table

#

127.0.0.1 localhost

この IPv4ループバックインタフェースの IPアドレスは 127.0.0.1です。

詳細は、251ページの「ループバックアドレス」を参照してください。このファイル
には、ローカルホスト (一次ネットワークインタフェース)の IPアドレスとホスト名
が含まれていてはいけません。

/etc/defaultdomainファイルが存在するかどうかを確認します。

ある場合は、このファイルを削除してください。

hostconfigプログラムはドメイン名を自動的に設定します。hostconfigプログラム
が設定したドメイン名を無効にするには、代わりのドメイン名を
/etc/defaultdomainファイルに入力します。

クライアントの /etc/nsswitch.confファイルに指定されている検索パスがネット
ワークのネームサービス要件を満たしていることを確認します。

▼ IPv4アドレスおよびその他のネットワーク構成パ
ラメータを変更する方法
この手順では、すでにインストールされているシステムの IPv4アドレス、ホスト
名、およびその他のネットワークパラメータを変更する方法について説明しま
す。サーバーまたはネットワーク接続されたスタンドアロンシステムの IPアドレス
を変更する場合は、この手順を使用します。この手順は、ネットワーククライアン
トやネットワーク機器には適用されません。この手順で作成する構成は、リブート
後も保持されます。

注 –ここで説明する手順は、一次ネットワークインタフェースの IPv4アドレスを変
更する場合にのみ適用されます。別のインタフェースをシステムに追加する場合
は、157ページの「システムインストール後に物理インタフェースを構成する方
法」を参照してください。
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次の手順では、IPv4アドレスとサブネットマスクを指定するときに、ほとんどの場
合は IPv4で一般的な 10進ドット表記を使用しています。この手順で使用されるすべ
てのファイルでは、CIDR表記を使用して IPv4アドレスを指定することもできま
す。CIDR表記の概要については、56ページの「CIDR書式の IPv4アドレス」を参照
してください。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Solaris 10 11/06以前のリリースの場合のみ、/etc/inet/ipnodesファイルまたは同等の
ipnodesデータベースで、IPアドレスを変更します。
システムに追加するすべての IPアドレスに、次の構文を使用します。
IP-address host-name, nicknames
IP-address interface-name, nicknames

最初のエントリには、一次ネットワークインタフェースの IPアドレスとシステムの
ホスト名を含めるようにしてください。ホスト名のニックネームを追加することも
できます。物理インタフェースをシステムに追加するときは、/etc/inet/ipnodesに
それらのインタフェースの IPアドレスとそれらに関連付ける名前のエントリを作成
してください。

システムのホスト名を変更する必要がある場合は、/etc/nodenameファイルのホスト
名エントリを変更します。

/etc/inet/hostsファイルまたは同等の hostsデータベースで、IPアドレスとホスト
名を必要に応じて変更します。

一次ネットワークインタフェースの /etc/hostname.interfaceファイルで、IPアドレス
を変更します。
/etc/hostname.interfaceファイルの一次ネットワークインタフェースエントリに
は、次のいずれかを使用できます。

■ 一般的な 10進ドット形式の IPv4アドレス
構文は次のとおりです。

IPv4 address subnet mask

ネットマスクエントリは省略可能です。指定しなかった場合は、デフォルトの
ネットマスクが指定されていると見なされます。

次に例を示します。

# vi hostname.eri0

10.0.2.5 netmask 255.0.0.0

■ CIDR表記の IPv4アドレス (ネットワーク構成で使用されている場合)。
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IPv4 address/network prefix

次に例を示します。

# vi hostname.eri0

10.0.2.5/8

CIDR接頭辞には、その IPv4アドレスに対応するネットマスクを指定します。た
とえば、前述の /8は 255.0.0.0というネットマスクになります。

■ ホスト名。

/etc/hostname.interfaceファイルでシステムのホスト名を使用する場合は、そのホ
スト名とそれに関連付けられている IPv4アドレスが hostsデータベースにも指定
されていることを確認します。

サブネットマスクが変更されている場合は、次のファイルにあるサブネットエント
リを変更します。

■ /etc/netmasks

■ (省略可能) /etc/hostname.interface

サブネットアドレスが変更されている場合は、/etc/defaultrouterファイルに指定
されているデフォルトルーターの IPアドレスを新しいサブネットのデフォルト
ルーターの IPアドレスに変更します。

システムを再起動します。
# reboot -- -r

リブート後も保持する方法で IPv4アドレスとその他のネットワークパ
ラメータを変更する

この例では、別のサブネットに移動されたシステムについて、次のネットワークパ
ラメータをどのように変更するかを示しています。

■ 一次ネットワークインタフェース eri0の IPアドレス (10.0.0.14から
192.168.55.14に変更)。

■ ホスト名 (myhostから mynewhostnameに変更)。
■ ネットマスク (255.0.0.0から 255.255.255.0に変更)。
■ デフォルトルーターのアドレス (192.168.55.200に変更)。

システムの現在の状態を確認します。

# hostname

myhost

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

6

7

8
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inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.14 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

次に、システムのホスト名と eri0の IPアドレスを各ファイルで変更します。

# vi /etc/nodename

mynewhostname

In Solaris 10 11/06 and earlier Solaris 10 releases only, do the following:

# vi /etc/inet/ipnodes

192.168.55.14 mynewhostname #moved system to 192.168.55 net

# vi /etc/inet/hosts

#

# Internet host table

#

127.0.0.1 localhost

192.168.55.14 mynewhostname loghost

# vi /etc/hostname.eri0

192.168.55.14 netmask 255.255.255.0

最後に、ネットマスクおよびデフォルトルーターの IPアドレスを変更します。

# vi /etc/netmasks.

.

.

192.168.55.0 255.255.255.0

# vi /etc/defaultrouter

192.168.55.200 #moved system to 192.168.55 net

#

これらの変更が完了したら、システムをリブートします。

# reboot -- -r

設定したばかりの構成がリブート後も保持されていることを確認します。

# hostname

mynewhostname

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.55.14 netmask ffffff00 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

現在のセッションの IPアドレスとホスト名を変更する

この例では、現在のセッションだけに適用するために、ホストの名前、一次ネット
ワークインタフェースの IPアドレス、およびサブネットマスクを変更する方法を示
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しています。システムをリブートすると、以前の IPアドレスとサブネットマスクに
戻ります。一次ネットワークインタフェース eri0の IPアドレスが 10.0.0.14から
192.168.34.100に変わります。

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.14 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

# ifconfig eri0 192.168.34.100 netmask 255.255.255.0 broadcast + up

# vi /etc/nodename

mynewhostname

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.34.100 netmask ffffff00 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

# hostname

mynewhostname

現在のセッションの IPv4アドレスを変更する (CIDR表記を使用)

この例では、現在のセッションだけに適用するために、CIDR表記を使用してホスト
名と IPアドレスを変更する方法を示しています。システムをリブートすると、以前
の IPアドレスとサブネットマスクに戻ります。一次ネットワークインタフェース
eri0の IPアドレスが 10.0.0.14から 192.168.6.25/27に変わります。

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.14 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

# ifconfig eri0 192.168.6.25/27 broadcast + up

# vi /etc/nodename

mynewhostname

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.06.25 netmask ffffffe0 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

# hostname

mynewhostname

IPv4アドレスにCIDR表記を使用するときは、ネットマスクを指定する必要はありま
せん。ifconfigは、指定されたネットワーク接頭辞を使用して、ネットマスクを決
定します。たとえば、ifconfigは、192.168.6.0/27ネットワークに対して ffffffe0
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というネットマスクを設定します。より一般的な /24接頭辞指定を使用した場合
は、ffffff00というネットマスクが設定されます。新しい IPアドレスを構成すると
きに、ifconfigに /24接頭辞指定を使用することとネットマスク 255.255.255.0を指
定することは同等です。

一次ネットワークインタフェース以外のインタフェースの IPアドレスを変更する場
合は、『Solarisのシステム管理 (基本編)』と 157ページの「システムインストール後
に物理インタフェースを構成する方法」を参照してください。

IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御
この節では、IPv4ネットワーク上のルーターとホストに対して転送と経路制御を設
定する手順および例を示します。

「パケット転送」は、ネットワーク上のシステム間で情報を共有するための基本的
な方法です。転送元インタフェースと転送先インタフェース間で、パケットが転送
されます。通常、2つのインタフェースのシステムは異なります。ローカルでないイ
ンタフェースにコマンドを発行するかメッセージを送信すると、システムによりこ
れらのパケットがローカルネットワーク上に転送されます。その後、パケット
ヘッダー内に指定された宛先 IPアドレスを持つインタフェースが、ローカルネット
ワークからパケットを取得します。着信先アドレスがローカルネットワーク上に存
在しない場合、パケットは隣接するネットワークに転送 (ホップ)されます。デ
フォルトでは、パケット転送はOracle Solarisのインストール時に自動的に設定され
ます。

「経路制御」は、システムがパケットの送信先を決定する処理のことです。システ
ム上の経路制御プロトコルは、ローカルネットワーク上のほかのシステムを「検
出」します。送信元システムと送信先システムが同じローカルネットワーク上にあ
る場合、これらのシステム間でパケットが通過する経路は「直接ルート」と呼ばれ
ます。パケットが送信元システムのあとに少なくとも 1つのホップを通過しなけれ
ばならない場合、送信元システムと送信先システムの間の経路は「間接ルート」と
呼ばれます。経路制御プロトコルは、転送先インタフェースへのパスを取得し
て、既知の送信ルートに関するデータをシステムの「経路制御テーブル」内に保持
します。

「ルーター」は、複数の物理インタフェースを備える、特別に構成されたシステム
です。ルーターは、この物理インタフェースを介して複数のローカルネットワーク
に接続されます。このため、ルーターは、経路制御プロトコルを実行するかどうか
に関係なく、ホームの LANを越えてパケットを転送できます。ルーターによるパ
ケット転送方法の詳細は、67ページの「ネットワーク上でのルーターの計画」を参
照してください。

「経路制御プロトコル」は、システムでの経路制御活動を処理し、経路制御情報を
ほかのホストと交換することで、リモートネットワークへの既知のルートを維持管
理します。経路制御プロトコルはルーターとホストの両方で実行できます。ホスト

参照
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の経路制御プロトコルは、ほかのルーターやホストの経路制御デーモンと通信しま
す。ホストはこれらのプロトコルを利用して、パケットの転送先を決定しま
す。ネットワークインタフェースが使用可能な場合、システムは経路制御デーモン
との通信を自動的に行います。これらのデーモンは、ネットワーク上のルーターの
状態を監視し、ローカルネットワーク上のホストにルーターのアドレスを通知しま
す。すべてではありませんが、一部の経路制御プロトコルは統計情報も保持しま
す。この統計を使って、経路制御パフォーマンスを計測できます。パケット転送と
は異なり、Oracle Solarisシステム上で経路制御を明示的に設定する必要があります。

この節では、パケット転送の管理および IPv4ルーターとホスト上での経路制御のタ
スクについて説明します。IPv6が有効なネットワークでの経路制御については、189
ページの「IPv6ルーターの構成」を参照してください。

Oracle Solarisでサポートされている経路制御プロ
トコル
経路制御プロトコルは、内部ゲートウェイプロトコル (IGP)、外部ゲートウェイプロ
トコル (EGP)、またはそれらの組み合わせに分類されます。「内部ゲートウェイプロ
トコル」は、一般的な管理制御下で、ネットワーク上のルーター間で経路制御情報
を交換します。図 5–3は、ルーターが経路制御情報を交換するために IGPを実行す
るネットワークトポロジを示します。「外部ゲートウェイプロトコル」を使用する
と、ローカルのインターネットワークを外部ネットワークに接続する
ルーターは、外部ネットワーク上の別のルーターと情報を交換できます。たとえ
ば、企業ネットワークを ISPに接続するルーターは、EGPを実行して、ISPの対応す
るルーターと経路制御情報を交換します。BGP (Border Gateway Protocol)は、さまざ
まな組織や IGP間での経路制御情報送信に使用される、一般的な EGPです。

次の表に、Oracle Solaris経路制御プロトコルおよび各プロトコルに関連するマニュア
ルの場所についての情報を示します。

表 5–1 Oracle Solaris経路制御プロトコル

プロトコル 関連するデーモン 説明 説明

経路制御情報プロト
コル (RIP)

in.routed IPv4パケットの経路制御および経路
制御テーブルの維持を行う IGP

124ページの「IPv4ルーターの構成方
法」

ICMP (Internet
Control Message
Protocol)ルーター発
見

in.routed ホストがネットワーク上の
ルーターの存在を検索するために使
用します

136ページの「単一インタフェースホ
ストで静的経路制御を有効にする方
法」および 138ページの「単一インタ
フェースホストで動的経路制御を有
効にする方法」
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表 5–1 Oracle Solaris経路制御プロトコル (続き)
プロトコル 関連するデーモン 説明 説明

RIPng (Routing
Information Protocol,
next generation)プロ
トコル

in.ripngd IPv6パケットの経路制御および経路
制御テーブルの維持を行う IGP

190ページの「IPv6対応のルーターを
構成する方法」

ND (Neighbor
Discovery)プロトコ
ル

in.ndpd IPv6ルーターの存在を通知
し、ネットワーク上の IPv6ホストの
存在を検索します

183ページの「IPv6インタフェースの
構成」

Oracle Solaris 10では、オープンソースのQuagga経路制御プロトコル群もサポートさ
れます。これらのプロトコルは、SFW統合ディスクから入手できますが、メインの
Oracle Solarisディストリビューションには含まれていません。次の表に、Quaggaプ
ロトコルを示します。

表 5–2 OpenSolaris Quaggaプロトコル

プロトコル デーモン 説明

RIPプロトコル ripd IPv4距離ベクトル型 IGP。IPv4パケットの経路制
御および近傍への経路制御テーブルの通知を行い
ます。

RIPng ripngd IPv6距離ベクトル型 IGP。IPv6パケットの経路制
御および経路制御テーブルの維持を行います。

OSPF (Open Shortest Path First)
プロトコル

ospfd パケットの経路制御および高可用性ネットワーク
のための IPv4リンク状態型 IGP。

BGP (Border Gateway Protocol) bgpd 管理ドメインを越える経路制御のための IPv4お
よび IPv6 EGP。

次の図に、Quagga経路制御プロトコルを使用する自律システムを示します。
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この図は、2つの経路制御ドメインAと Bに分割された企業ネットワークの自律シス
テムを示しています。「経路制御ドメイン」とは、管理上の目的で、あるいはドメ
インで単一の経路制御プロトコルが使用されているという理由から、密接した経路
制御ポリシーを持っているインターネットワークのことです。この図のドメインは
どちらも、Quaggaプロトコル群の経路制御プロトコルを実行します。

経路制御ドメインAはOSPFドメインであり、単一のOSPFドメイン IDで管理され
ます。このドメイン内のシステムはすべて、内部ゲートウェイプロトコルとして
OSPFを実行します。内部のホストおよびルーターに加え、ドメインAには 2つの
ボーダールーターがあります。

図 5–2 Quaggaプロトコルを実行する企業ネットワーク
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ボーダールーターR1は、企業ネットワークを ISPに接続し、最終的にはイン
ターネットに接続します。企業ネットワークと外部の間の通信を容易にするため
に、R1はその外部に面したネットワークインタフェース上で BGPを実行しま
す。ボーダールーターR5は、ドメインAとドメイン Bを接続します。ドメイン Bの
システムはすべて、内部ゲートウェイプロトコルとしてRIPを使用して管理されま
す。したがって、ボーダールーターR5は、ドメインAに面したインタフェース上で
はOSPFを実行し、ドメイン Bに面したインタフェース上ではRIPを実行する必要が
あります。

Quaggaプロトコルの詳細は、Open Solaris Quagga (http://hub.opensolaris.org/bin/
view/Project+quagga/)を参照してください。これらのプロトコルの構成手順につい
ては、Quaggaのマニュアル (http://quagga.net/docs/docs-info.php)を参照してくだ
さい。

IPv4自律システムのトポロジ
複数のルーターとネットワークを持つサイトでは、通常そのネットワークトポロジ
は単一の経路制御ドメイン、つまり「自律システム (AS: Autonomous System)」として
管理されます。次の図に、小規模なASと見なすことのできる典型的なネットワーク
トポロジを示します。この節では、すべての例にこのトポロジを使用します。
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この図は、3つのローカルネットワーク 10.0.5.0、172.20.1.0、および 192.168.5に
分割されたASを示しています。4台のルーターが、パケット転送と経路制御の役目
を分担しています。このASには、次の種類のシステムが含まれています。

■ 「ボーダールーター」は、インターネットなどの外部ネットワークにASを接続
します。ボーダールーターは、ローカルAS上で実行中の IGP外部のネット
ワークとの相互接続を行います。ボーダールーターは、BGP (Border Gateway
Protocol)などの EGPを実行して、ISPのルーターなどの外部ルーターと情報を交
換できます。図 5–3では、ボーダールーターのインタフェースは、内部ネット
ワーク 10.0.5.0およびサービスプロバイダへの高速ルーターに接続されていま
す。

図 5–3 複数の IPv4ルーターを備えた自律システム
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ボーダールーターの構成については、オープンソースのQuaggaのマニュアル
(http://www.quagga.net/docs/docs-info.php#SEC72)で BGPに関する部分を参照し
てください。

BGPを使用してASをインターネットに接続する場合は、地域のインターネット
レジストリから自律システム番号 (ASN)を取得するようにしてください。ASNの
取得方法に関するガイドラインは、American Registry for Internet Numbers (ARIN)
などの地域レジストリから提供されています。たとえば、ARIN Number Resource
Policy Manual (https://www.arin.net/policy/nrpm.html#five)には、米国およびカ
ナダの自律システムのASNを取得する方法が記載されています。または、使用し
ている ISPがASNを代行取得できる場合もあります。

■ 「デフォルトルーター」は、ローカルネットワーク上のすべてのシステムに関す
る経路制御情報を維持管理します。通常、これらのルーターは、RIPなどの IGP
を実行します。図 5–3では、ルーター 1のインタフェースは内部ネットワーク
10.0.5.0および内部ネットワーク 192.168.5に接続されています。ルーター 1
は、192.168.5のデフォルトルーターとしても機能します。ルーター1
は、192.168.5上の全システムの経路制御情報を維持し、ボーダールーターなど
のほかのルーターへの経路制御を行います。ルーター 2のインタフェースは、内
部ネットワーク 10.0.5.0および内部ネットワーク 172.20.1に接続します。

デフォルトルーターを構成する例については、例 5–4を参照してください。
■ 「パケット転送ルーター」は、パケットを転送しますが、経路制御プロトコルは
実行しません。このタイプのルーターは、ある単一のネットワークに接続された
インタフェースのひとつからパケットを受信します。その後、これらのパケット
は、ルーターの別のインタフェースを経由して別のローカルネットワークに転送
されます。図 5–3では、ルーター 3はパケット転送ルーターで、ネットワーク
172.20.1および 192.168.5に接続されています。

■ 「マルチホームホスト」は、同一のネットワークセグメントに接続された複数の
インタフェースを備えています。マルチホームホストはパケットの転送が可能で
す。これは、Oracle Solarisを実行するすべてのシステムでデフォルトに設定され
ています。図 5–3のマルチホームホストは、両方のインタフェースがネット
ワーク 192.168.5に接続されています。マルチホームホストを構成する例につい
ては、例 5–6を参照してください。

■ 「単一インタフェースホスト」は、パケット転送だけでなく、重要な構成情報の
受信もローカルルーターに依存します。図 5–3では、192.168.5ネットワーク上の
ホストAは動的経路制御を実装しており、172.20.1ネットワーク上のホスト Bは
静的経路制御を実装しています。動的経路制御を実行するホストを構成する方法
については、138ページの「単一インタフェースホストで動的経路制御を有効に
する方法」を参照してください。静的経路制御を実行するホストを構成する方法
については、136ページの「単一インタフェースホストで静的経路制御を有効に
する方法」を参照してください。
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IPv4ルーターの構成
この節では、IPv4ルーターを構成する手順と例を説明します。IPv6対応の
ルーターを構成する方法については、190ページの「IPv6対応のルーターを構成する
方法」を参照してください。

ルーターは複数のネットワーク間のインタフェースを提供するため、ルーターの物
理ネットワークインタフェースごとに一意の名前および IPアドレスを割り当てる必
要があります。これで、各ルーターは、その一次ネットワークインタフェースのホ
スト名と IPアドレスに加えて、増設した各ネットワークインタフェースについて少
なくとも 1つずつ、一意な名前と IPアドレスを持つことになります。

次の手順を使えば、物理インタフェースが 1つだけのシステム (デフォルトではホス
ト)をルーターとして構成することもできます。システムを PPPリンクの 1つのエン
ドポイントとして使用するような場合、単一インタフェースのシステムを
ルーターとして構成する場合があります (『Solarisのシステム管理 (ネットワーク
サービス)』の「ダイアルアップ PPPリンクの計画」を参照)。

注 – Oracle Solarisシステムのインストール時にルーターのすべてのインタフェースを
構成できます。手順については、『Oracle Solaris 10 9/10インストールガイド (基本
編)』を参照してください。

▼ IPv4ルーターの構成方法
次の手順では、システムのインストール後にルーターのインタフェースを構成して
いることを想定しています。

ルーターをネットワークに物理的に設置してから、ローカルファイルモードで動作
するようにルーターを構成します。詳細は、107ページの「ローカルファイルモード
の場合のホストの構成方法」を参照してください。これで、ネットワーク構成
サーバーがダウンしても、ルーターが確実にブートされるようになります。

ルーターとして構成されるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Solaris 10 1/06リリース以降では、dladm show-linkコマンドを使って、ルーターに物
理的に取り付けられているインタフェースを判定します。
# dladm show-link

始める前に

1
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次の dladm show-linkコマンドの出力例は、4つのインタフェースを持つ qfe NICと 2
つの bgeインタフェースがシステム上で物理的に使用可能であることを示していま
す。

qfe0 type: legacy mtu: 1500 device: qfe0

qfe1 type: legacy mtu: 1500 device: qfe1

qfe2 type: legacy mtu: 1500 device: qfe0

qfe3 type: legacy mtu: 1500 device: qfe1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

インストール時に、ルーター上のどのインタフェースが構成され、plumbされたのか
を確認します。
# ifconfig -a

次の ifconfig -aコマンドの出力例は、インストール時にインタフェース qfe0が構
成されたことを示しています。このインタフェースは 172.16.0.0ネットワークにあ
ります。qfe NICの残りのインタフェースである qfe1 - qfe3、および bgeインタ
フェースは構成されていません。

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 172.16.26.232 netmask ffff0000 broadcast 172.16.26.255

ether 0:3:ba:11:b1:15

別のインタフェースを構成してplumbします。
# ifconfig interface plumb up

たとえば、qfe1の場合は、次のように入力します。

# ifconfig qfe1 plumb up

注 – ifconfigコマンドを使用して明示的に構成されたインタフェースは、リブート後
には保持されません。

インタフェースに IPv4アドレスとネットマスクを割り当てます。

注意 – IPv4ルーターがその IPアドレスをDHCP経由で受け取るように構成すること
もできますが、これは十分に経験を積んだDHCPシステム管理者だけが行うように
してください。

# ifconfig interface IPv4-address netmask+netmask

たとえば、IPアドレス 192.168.84.3を qfe1に割り当てるには、次のいずれかを実行
します。

3
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■ 従来の IPv4の表記法を使用して、次のように入力します。

# ifconfig qfe1 192.168.84.3 netmask + 255.255.255.0

■ CIDRの表記法を使用して、次のように入力します。

# ifconfig qfe1 192.168.84.3/24

接頭辞 /24により、自動的にネットマスク 255.255.255.0が qfe1に割り当てられ
ます。CIDRの接頭辞と、それと同等の 10進ドット表記のネットマスクの表につ
いては、図 2–2を参照してください。

(省略可能)リブート後もインタフェースの構成が保持されるようにするには、追加の
物理インタフェースごとに /etc/hostname.interfaceファイルを作成します。
たとえば、/etc/hostname.qfe1ファイルと /etc/hostname.qfe2ファイルを作成しま
す。次に、ホスト名 timbuktuを /etc/hostname.qfe1ファイルに入力し、ホスト名
timbuktu-201を /etc/hostname.qfe1ファイルに入力します。個々のインタフェース
を構成する方法の詳細については、157ページの「システムインストール後に物理イ
ンタフェースを構成する方法」を参照してください。

このファイルを作成したあとは、必ず構成リブートを実行してください。
# reboot -- -r

各インタフェースのホスト名と IPアドレスを /etc/inet/hostsファイルに追加しま
す。
次に例を示します。
172.16.26.232 deadsea #interface for network 172.16.0.0

192.168.200.20 timbuktu #interface for network 192.168.200

192.168.201.20 timbuktu-201 #interface for network 192.168.201

192.168.200.9 gobi

192.168.200.10 mojave

192.168.200.110 saltlake

192.168.200.12 chilean

インタフェース timbuktuと timbuktu-201は、同じシステムにありま
す。timbuktu-201のネットワークアドレスが、timbuktuのネットワークインタ
フェースとは異なる点に注意してください。この違いは、ネットワーク 192.168.201

の物理ネットワークメディアが timbuktu-201ネットワークインタフェースに接続さ
れているのに対し、ネットワーク 192.168.200のメディアは timbuktuインタ
フェースに接続されているためです。

Solaris 10 11/06以前の Solaris 10リリースの場合のみ、新しいインタフェースのそれぞ
れの IPアドレスとホスト名を、/etc/inet/ipnodesファイルまたは同等の ipnodes

データベースに追加します。
次に例を示します。
vi /etc/inet/ipnodes

172.16.26.232 deadsea #interface for network 172.16.0.0

192.168.200.20 timbuktu #interface for network 192.168.200

192.168.201.20 timbuktu-201 #interface for network 192.168.201
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このルーターがサブネット化されたいずれかのネットワークに接続されている場合
は、ネットワーク番号とネットマスクを /etc/inet/netmasksファイルに追加しま
す。

■ 192.168.83.0など、従来の IPv4アドレス表記法の場合は、次のように入力しま
す。

192.168.83.0 255.255.255.0

■ CIDRアドレスの場合は、/etc/inet/netmaskファイルのエントリに接頭辞の 10進
ドット表記のバージョンを使用します。ネットワークの接頭辞とそれと同等の 10
進ドット表記については、図 2–2を参照してください。たとえ
ば、192.168.3.0/22というCIDRネットワーク接頭辞を表現するに
は、/etc/netmasksファイルで次のエントリを使用します。

192.168.3.0 255.255.252.0

ルーターで IPv4パケット転送を使用可能にします。

次のいずれかのコマンドを使用して、パケット転送を有効にします。

■ routeadmコマンドを次のように使用します。

# routeadm -e ipv4-forwarding -u

■ 次のサービス管理機能 (SMF)コマンドを使用します。

# svcadm enable ipv4-forwarding

これで、ルーターは、ローカルネットワークの外にもパケットを転送できます。さ
らにルーターは、ルートを手動で経路制御テーブルに追加できる機能である、「静
的経路制御」もサポートします。このシステムで静的経路制御を使用する場合は、
ルーターの構成はこれで終わりです。ただし、システム経路制御テーブル
で、ルートを維持管理する必要があります。ルートの追加方法については、130
ページの「ルートの設定」および route(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

(任意)経路制御プロトコルを起動する。

経路制御デーモン /usr/sbin/in.routedは自動的に経路制御テーブルを更新しま
す。このプロセスのことを「動的経路制御」と呼びます。次のいずれかの方法
で、デフォルトの IPv4経路制御プロトコルをオンに設定します。

■ routeadmコマンドを次のように使用します。

# routeadm -e ipv4-routing -u

■ 次の SMFコマンドを使用して、RIPなどの経路制御プロトコルを起動します。

# svcadm enable route:default

in.routedデーモンに関連付けられている SMF FMRIは
svc:/network/routing/routeです。
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routeadmコマンドの詳細については、routeadm(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

ネットワークのデフォルトルーターを構成する

この例では、複数のインタフェースを持つシステムを、デフォルトルーターに
アップグレードする方法を示します。目標は、図 5–3に示されたルーター 2
を、ネットワーク 172.20.1.0のデフォルトルーターにすることです。ルーター 2に
は有線ネットワーク接続が 2つあり、1つはネットワーク 172.20.1.0、もう 1つは
ネットワーク 10.0.5.0に接続されています。この例では、ルーターはローカル
ファイルモードで動作するものとします。このモードについては、107ページ
の「ローカルファイルモードの場合のホストの構成方法」を参照してください。

スーパーユーザーになるか、同等の役割になったあと、システムのインタフェース
の状態を調べます。Solaris 10 1/06以降では、dladmコマンドを次のように使用できま
す。

# dladm show-link

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 172.20.1.10 netmask ffff0000 broadcast 172.20.10.100

ether 8:0:20:c1:1b:c6

dladm show-linkの出力は、システムで 3つのリンクが使用可能であることを示して
います。ce0インタフェースだけが plumbされています。デフォルトルーターの構成
を始めるために、まず bge0インタフェースを 10.0.5.0ネットワークに物理的に接続
します。次に、このインタフェースを plumbし、リブート後も保持されるようにし
ます。

# ifconfig bge0 plumb up

# ifconfig bge0 10.0.5.10

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 172.20.1.10 netmask ffff0000 broadcast 172.255.255.255

ether 8:0:20:c1:1b:c6

bge0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.5.10 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:e5:95:c4

# vi /etc/hostname.bge0

10.0.5.10

255.0.0.0

再構成用ブートコマンドを使用して、システムをリブートします。

例5–4
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# reboot -- -r

続いて、新たに plumbしたこのインタフェースの情報とその接続先ネットワークの
情報を使用して、次のネットワークデータベースを設定します。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

172.20.1.10 router2 #interface for network 172.20.1

10.0.5.10 router2-out #interface for network 10.0.5

# vi /etc/inet/netmasks

172.20.1.0 255.255.0.0

10.0.5.0 255.0.0.0

最後に、SMFを使用してパケット転送を有効にしてから、in.routed経路制御デーモ
ンを有効にします。

# svcadm enable ipv4-forwarding

# svcadm enable route:default

これで、IPv4パケット転送とRIPによる動的経路制御がルーター 2で有効になりまし
た。ただし、ネットワーク 172.20.1.0のデフォルトルーターの構成はまだ完了して
いません。次の作業を行う必要があります。

■ 172.10.1.10の各ホストを変更して、それぞれの経路制御情報をこの新しいデ
フォルトルーターから取得するようにします。詳細については、136ページ
の「単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にする方法」を参照してく
ださい。

■ ルーター 2の経路制御テーブルで、ボーダールーターへの静的ルートを定義しま
す。詳細については、129ページの「経路制御テーブルと経路制御の種類」を参
照してください。

経路制御テーブルと経路制御の種類
ルーターとホストの両方で「経路制御テーブル」が管理されます。各システムの経
路制御デーモンは、すべての既知のルートを使用してテーブルを更新します。シス
テムのカーネルは、パケットをローカルネットワークに転送する前に、経路制御
テーブルを読み取ります。経路制御テーブルには、システムのデフォルトのローカ
ルネットワークも含め、システムで知られているネットワークの IPアドレスがリス
トされています。このテーブルには、既知の各ネットワークに対するゲートウェイ
システムの IPアドレスもリストされています。「ゲートウェイ」とは、発信される
パケットを受け取り、ローカルネットワークより 1つ外側のホップに転送するシス
テムのことです。次に、IPv4専用ネットワーク上にあるシステムの単純な経路制御
テーブルを示します。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------
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default 172.20.1.10 UG 1 532 ce0

224.0.0.0 10.0.5.100 U 1 0 bge0

10.0.0.0 10.0.5.100 U 1 0 bge0

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0

Oracle Solarisシステムでは、2種類の経路制御を設定できます。静的なものと動的な
ものです。1つのシステムに、これらの経路制御のどちらか一方を設定すること
も、両方を設定することもできます。「動的経路制御」を実装するシステム
は、IPv4ネットワークの場合はRIP、IPv6ネットワークの場合はRIPngなどの経路制
御プロトコルを利用して、経路制御テーブルを管理します。「静的経路制御」だけ
を実行するシステムは、経路制御情報の取得や経路制御テーブルの更新を経路制御
プロトコルに依存しません。その代わり、システムの既知のルートを、routeコマン
ドを使って手動で管理する必要があります。詳細は、route(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

ローカルネットワークまたは自律システムの経路制御を設定するときは、特定の
ルーターやホストでどの種類の経路制御をサポートするかを検討してください。

次の表に、経路制御の種類と、それぞれの種類の経路制御を適用するのに最も適し
たネットワークの条件を示します。

経路制御の種類 最適な使用対象

静的 小規模なネットワーク、デフォルトルーターから経路を取得するホス
ト、および、隣接する数ホップの範囲にある 1つか 2つのルーターに関す
る情報のみを必要とするデフォルトルーター。

動的 より規模の大きいインターネットワーク、多数のホストを含むローカル
ネットワーク上のルーター、および、大規模な自律システム上のホス
ト。動的経路制御は、ほとんどのネットワークのシステムに最適です。

静的経路制御と動的
経路制御の組み合わ
せ

静的に経路制御されるネットワークと動的に経路制御されるネットワーク
を接続するルーター、および、内部の自律システムと外部のネットワーク
を接続するボーダールーター。1つのシステムで静的経路制御と動的経路
制御の両方を組み合わせることは、一般的に行われています。

図 5–3に示されたASは、静的経路制御と動的経路制御の両方を組み合わせて使用し
ています。

ルートの設定
IPv4ネットワークに動的経路制御を実装するには、routeadmコマンドまたは svcadm

コマンドを使用して in.routed経路制御デーモンを起動します。手順については、
124ページの「IPv4ルーターの構成方法」を参照してください。動的経路制御は、ほ
とんどのネットワークおよび自律システムに最適な方法です。ただし、使用してい
るネットワークトポロジやネットワーク上の特定のシステムで、静的経路制御が必
要になる場合もあります。その場合は、システムの経路制御テーブルを手動で編集
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して、ゲートウェイへの既知のルートを反映させる必要があります。次の手順
は、静的ルートを追加する方法を示しています。

注 –同じ宛先へのルートが 2つあっても、システムで負荷分散やフェイルオーバーが
自動的に行われるわけではありません。これらの機能が必要な場合
は、第 30章「IPMPの紹介 (概要)」に説明されている IPMPを使用します。

▼ 経路制御テーブルに静的ルートを追加する方法

経路制御テーブルの現在の状態を表示します。

通常のユーザーアカウントを使用して、次の形式の netstatコマンドを実行します。
% netstat -rn

次のような出力が表示されます。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------

192.168.5.125 192.168.5.10 U 1 5879 ipge0

224.0.0.0 198.168.5.10 U 1 0 ipge0

default 192.168.5.10 UG 1 91908

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 811302 lo0

Primary Administratorの役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

(省略可能)経路制御テーブル内の既存のエントリを消去します。
# route flush

リブート後も保持されるルートを追加します。
# route -p add -net network-address -gateway gateway-address

-p リブート後も保持される必要のあるルートを作成しま
す。現在のセッションだけに有効なルートを作成する場
合は、-pオプションを使用しないでください。

add そのあとに指定されているルートを追加することを示し
ます。

-net network-address network-addressで指定されたアドレスを持つネット
ワークへのルートであることを示します。

-gateway gateway-address 指定されたルートのゲートウェイシステムの IPアドレス
が gateway-addressであることを示します。
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経路制御テーブルに静的ルートを追加する

次の例は、システムに静的ルートを追加する方法を示しています。このシステム
は、図 5–3で示されている、172.20.1.0ネットワークのデフォルトルーターである
ルーター 2です。例 5–4では、ルーター 2は動的経路制御用に構成されていま
す。ネットワーク 172.20.1.0上のホストのデフォルトルーターとしてルーター 2の
機能を向上させるには、ASのボーダールーター 10.0.5.150への静的ルートを追加す
る必要があります。

ルーター 2の経路制御テーブルを表示するために、次の手順を実行します。

# netstat -rn

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------

default 172.20.1.10 UG 1 249 ce0

224.0.0.0 172.20.1.10 U 1 0 ce0

10.0.5.0 10.0.5.20 U 1 78 bge0

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0

この経路制御テーブルは、ルーター 2に既知のルートが 2つあることを示していま
す。デフォルトのルートは、ルーター 2の 172.20.1.10インタフェースをゲート
ウェイとして使用します。2番目のルート 10.0.5.0は、ルーター 2で実行中の
in.routedデーモンによって検出されました。このルートのゲートウェイはルーター
1で、その IPアドレスは 10.0.5.20です。

ネットワーク 10.0.5.0にはボーダールーターとして機能するゲートウェイがありま
す。このネットワークへのルートをもう 1つ追加するには、次の手順を実行しま
す。

# route -p add -net 10.0.5.0/24 -gateway 10.0.5.150/24

add net 10.0.5.0: gateway 10.0.5.150

これで、IPアドレス 10.0.5.150/24を持つボーダールーターへのルートが、経路制御
テーブルに追加されました。

# netstat -rn

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------

default 172.20.1.10 UG 1 249 ce0

224.0.0.0 172.20.1.10 U 1 0 ce0

10.0.5.0 10.0.5.20 U 1 78 bge0

10.0.5.0 10.0.5.150 U 1 375 bge0

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0
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マルチホームホストの構成
Oracle Solarisでは、複数のインタフェースを持つシステムは「マルチホームホス
ト」であると見なされます。マルチホームホストは IPパケットを転送しません。た
だし、経路制御プロトコルを実行するようにマルチホームホストを構成することは
できます。一般に、次のような種類のシステムをマルチホームホストとして構成し
ます。

■ NFSサーバー、特に大規模なデータセンターとして機能するNFSサーバーを複数
のネットワークに接続することによって、多数のユーザー間でファイルを共有で
きるようになります。この種のサーバーは経路制御テーブルを備えている必要は
ありません。

■ データベースサーバーは、NFSサーバーと同様に、多数のユーザーに資源を提供
する目的で複数のネットワークインタフェースを持つことができます。

■ ファイアウォールゲートウェイは、企業のネットワークとインターネットなどの
公共ネットワークとの間の接続を提供するシステムです。管理者は、セキュリ
ティーの手段としてファイアウォールを設定します。ファイアウォールとして構
成されたホストは、ホストのインタフェースに接続されたネットワーク間でのパ
ケット交換を行いません。ただしこの場合でも、承認ユーザーに対する sshな
ど、ホストは標準的なTCP/IPサービスを提供します。

注 –いずれかのインタフェース上に異なる種類のファイアウォールがあるマルチ
ホームホストの場合は、ホストのパケットが意図せずに中断されることがないよ
う注意してください。この問題は、特にステートフルなファイアウォールで発生
します。解決策の 1つは、ステートレスなファイアウォールを構成することで
す。ファイアウォールの詳細は、『Solarisのシステム管理 (セキュリティサービ
ス)』の「ファイアウォールシステム」またはサードパーティーのファイア
ウォールのマニュアルを参照してください。

▼ マルチホームホストの作成方法

予定するマルチホームホストで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Oracle Solarisインストールの一部として構成されなかった追加の各ネットワークイン
タフェースを、構成してplumbします。
詳細は、157ページの「システムインストール後に物理インタフェースを構成する方
法」を参照してください。

1

2

IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御

第 5章 • TCP/IPネットワークサービスと IPv4アドレス指定の構成 (作業) 133

http://docs.sun.com/doc/819-0383/concept-25?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0383/concept-25?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view


マルチホームホストで IP転送が使用可能になっていないことを確認します。
# routeadm

オプションを指定せずに routeadmコマンドを実行すると、経路制御デーモンの状態
が報告されます。次の routeadmの出力は、IPv4転送が有効になっていることを示し
ています。

Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding enabled disabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

システムでパケット転送が有効になっている場合は、パケット転送をオフに設定し
ます。

次のコマンドのいずれかを使用します。

■ routeadmコマンドの場合は、次のように入力します。

# routeadm -d ipv4-forwarding -u

■ SMFを使用する場合は、次のように入力します。

# svcadm disable ipv4-forwarding

(省略可能)マルチホームホストの動的経路制御をオンに設定します。
次のいずれかのコマンドを使用して、in.routedデーモンを有効にします。

■ routeadmコマンドの場合は、次のように入力します。

# routeadm -e ipv4-routing -u

■ SMFを使用する場合は、次のように入力します。

# svcadm enable route:default

マルチホームホストの構成

次の例は、図 5–3に示されているマルチホームホストを構成する方法を示していま
す。この例で、システムのホスト名は hostcです。このホストには 2つのインタ
フェースがあり、両方ともネットワーク 192.168.5.0に接続されています。

まず、システムのインタフェースの状態を表示します。

# dladm show-link

hme0 type: legacy mtu: 1500 device: hme0

qfe0 type: legacy mtu: 1500 device: qfe0
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qfe1 type: legacy mtu: 1500 device: qfe1

qfe2 type: legacy mtu: 1500 device: qfe2

qfe3 type: legacy mtu: 1500 device: qfe3

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.5.82 netmask ff000000 broadcast 192.255.255.255

ether 8:0:20:c1:1b:c6

dladm show-linkコマンドの報告は、hostcにはインタフェースが 2つあり、可能なリ
ンクが合計 5つあることを示しています。ただし、hme0だけが plumbされていま
す。hostcをマルチホームホストとして構成するには、qfe NICの qfe0または別のリ
ンクを追加する必要があります。まず、qfe0インタフェースを 192.168.5.0ネット
ワークに物理的に接続します。次に、qfe0インタフェースを plumbし、リブート後
も保持されるようにします。

# ifconfig qf0 plumb up

# ifconfig qfe0 192.168.5.85

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.5.82 netmask ff0000 broadcast 192.255.255.255

ether 8:0:20:c1:1b:c6

qfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.5.85 netmask ff000000 broadcast 192.255.255.255

ether 8:0:20:e1:3b:c4

# vi /etc/hostname.qfe0

192.168.5.85

255.0.0.0

再構成用ブートコマンドを使用して、システムをリブートします。

# reboot -- -r

次に、qfe0インタフェースを hostsデータベースに追加します。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

192.168.5.82 host3 #primary network interface for host3

192.168.5.85 host3-2 #second interface

その後、host3でのパケット転送と経路制御の状態を確認します。

# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing enabled enabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding enabled enabled

IPv6 forwarding disabled disabled
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Routing services "route:default ripng:default"

routeadmコマンドの報告は、in.routedデーモンによる動的経路制御とパケット転送
が現在有効になっていることを示しています。ただし、パケット転送を無効にする
必要があります。

# svcadm disable ipv4-forwarding

133ページの「マルチホームホストの作成方法」で説明されているように、routeadm

コマンドを使用してパケット転送をオフに設定することもできます。パケット転送
を無効にすると、host3はマルチホームホストになります。

単一インタフェースシステムの経路制御の設定
単一インタフェースホストは、何らかの形式の経路制御を実装する必要がありま
す。ホストがそのルートを 1つ以上のローカルデフォルトルーターから取得する場
合は、静的経路制御を使用するようにホストを構成する必要があります。それ以外
の場合は、ホストで動的経路制御を使用することをお勧めします。次の手順で
は、両方の種類の経路制御を有効にする方法を示します。

▼ 単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にする方法
この手順は、単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にします。静的経路
制御を使用するホストは、RIPなどの動的経路制御プロトコルをいっさい実行しませ
ん。代わりに、ホストはデフォルトルーターのサービスを利用して経路制御情報を
取得する必要があります。121ページの「IPv4自律システムのトポロジ」の図に
は、いくつかのデフォルトルーターとそのクライアントホストが示されていま
す。特定のホストをインストールするときにデフォルトルーターの名前を指定した
場合、そのホストはすでに、静的経路制御を使用するように構成されています。

注 –次の手順を使用して、マルチホームホストで静的経路制御を設定することもでき
ます。

/etc/defaultrouterファイルの詳細については、249ページの「/etc/defaultrouter

ファイル」を参照してください。静的経路制御と経路制御テーブルの詳細について
は、129ページの「経路制御テーブルと経路制御の種類」を参照してください。
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単一インタフェースのホスト上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

ホストに /etc/defaultrouterファイルが存在するかどうかを確認します。
# cd /etc

# ls | grep defaultrouter

テキストエディタを開き、/etc/defaultrouterファイルを作成または変更します。

デフォルトルーターのエントリを追加します。
# vi /etc/defaultrouter

router-IP

ここで、router-IPは、ホストが使用するデフォルトルーターの IPアドレスを示して
います。

経路制御とパケット転送がホストで実行されていないことを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding disabled disabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

デフォルトルーターのエントリをローカルの /etc/inet/hostsファイルに追加しま
す。

/etc/inet/hostsの構成については、112ページの「IPv4アドレスおよびその他の
ネットワーク構成パラメータを変更する方法」を参照してください。

単一インタフェースホストのデフォルトルーターと静的経路制御を設
定する

次の例は、単一インタフェースホスト hostbに静的経路制御を設定する方法を示して
います。このホストは、図 5–3に示されているネットワーク 172.20.1.0上にありま
す。hostbは、そのデフォルトルーターとしてルーター 2を使用する必要がありま
す。
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まず、スーパーユーザーまたは同等の役割として hostbにログインします。次に、ホ
ストに /etc/defaultrouterファイルが存在するかどうかを調べます。

# cd /etc

# ls | grep defaultrouter

grepで検出されなかったので、/etc/defaultrouterファイルを作成する必要があり
ます。

# vi /etc/defaultrouter

172.20.1.10

/etc/defaultrouterファイルのエントリは、172.20.1.0ネットワークに接続されて
いるルーター 2のインタフェースの IPアドレスです。次に、ホストでパケット転送
や経路制御が現在有効になっているかどうかを確認します。

# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding enabled enabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

この特定のホストでは、パケット転送が有効になっています。次のように、これを
オフに設定します。

# svcadm disable ipv4-forwarding

最後に、ホストの /etc/inet/hostsファイルにこの新しいデフォルトルーターのエン
トリが存在することを確認します。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

172.20.1.18 host2 #primary network interface for host2

172.20.1.10 router2 #default router for host2

▼ 単一インタフェースホストで動的経路制御を有効にする方法
動的経路制御は、ホストで経路制御を管理するためのもっとも簡単な方法です。動
的経路制御を使用するホストは、IPv4の場合は in.routedデーモンで提供される経路
制御プロトコルを実行し、IPv6の場合は in.ripngdデーモンで提供される経路制御プ
ロトコルを実行します。単一インタフェースホストで IPv4動的経路制御を有効にす
るには、次の手順を使用します。動的経路制御の詳細は、117ページの「IPv4ネット
ワーク上でのパケット転送と経路制御」を参照してください。
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ホスト上で、Primary Administratorの役割を引き受けるか、スーパーユーザーになり
ます。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

/etc/defaultrouterファイルがあることを確認します。
# cd /etc

# ls | grep defaultrouter

/etc/defaultrouterが存在する場合は、その中のエントリをすべて削除します。

/etc/defaultrouterファイルが空の場合、ホストは自動的に動的経路制御を使用し
ます。

ホストでパケット転送と経路制御が有効になっているかどうかを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding enabled enabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

パケット転送が有効になっている場合は、パケット転送をオフに設定します。

次のコマンドのいずれかを使用します。

■ routeadmコマンドの場合は、次のように入力します。

# routeadm -d ipv4-forwarding -u

■ SMFを使用する場合は、次のように入力します。

# svcadm disable ipv4-forwarding

ホストで経路制御プロトコルを有効にします。

次のコマンドのいずれかを使用します。

■ routeadmコマンドの場合は、次のように入力します。

# routeadm -e ipv4-routing -u

■ SMFを使用する場合は、次のように入力します。

# svcadm enable route:default

これで、IPv4動的経路制御が有効になりました。ホストの経路制御テーブル
は、in.routedデーモンによって動的に管理されます。
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単一インタフェースホストで動的経路制御を実行する

次の例は、単一インタフェースホスト hostaに動的経路制御を設定する方法を示して
います。このホストは、図 5–3に示されているネットワーク 192.168.5.0上にありま
す。hostaは、そのデフォルトルーターとしてルーター 1を現在使用しています。た
だし、これからは hostaで動的経路制御を実行する必要があります。

まず、スーパーユーザーまたは同等の役割として hostaにログインします。次に、ホ
ストに /etc/defaultrouterファイルが存在するかどうかを調べます。

# cd /etc

# ls | grep defaultrouter

defaultrouter

grepで検出されたので、hostaには /etc/defaultrouterファイルが存在します。

# vi /etc/defaultrouter

192.168.5.10

このファイルには 192.168.5.10というエントリがあります。これはルーター 1の IP
アドレスです。静的経路制御を有効にするには、このエントリを削除します。次
に、ホストでパケット転送と経路制御がすでに有効になっているかどうかを確認す
る必要があります。

# routeadm Configuration Current Current

Option Configuration System State

---------------------------------------------------------------

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding disabled disabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

hostaでは、経路制御とパケット転送の両方がオフに設定されています。次のように
経路制御をオンに設定して、hostaの動的経路制御の設定を完了します。

# svcadm enable route:default

トランスポート層サービスの監視と変更
トランスポート層プロトコルTCP、SCTP、およびUDPは、Oracle Solarisの標準
パッケージの一部です。通常、これらのプロトコルは、ユーザーの介入なしで正常
に動作します。ただし、サイトの条件によっては、トランスポート層プロトコルの
上で動作するサービスをログまたは変更しなければならない場合があります。次
に、サービス管理機能 (SMF)を使ってこれらのサービスのプロファイルを変更する
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必要があります。SMFについては、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18
章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。

inetdデーモンは、システムが起動されると、標準的なインターネットサービスを起
動します。これらのサービスは、TCPや SCTP、UDPをそのトランスポート層プロト
コルとして使用するアプリケーションなどです。SMFコマンドを使えば、既存のイ
ンターネットサービスの組み合わせを変更したり、新しいサービスを追加したりで
きます。inetdについての詳細は、258ページの「inetdインターネットサービス
デーモン」を参照してください。

トランスポート層プロトコルが関係する操作には、次の操作があります。

■ すべての着信TCP接続を記録する
■ トランスポート層プロトコル (たとえば、SCTP)の上で動作するサービスを追加す
る

■ アクセス制御のためにTCPラッパー機能を構成する

inetdデーモンの詳細は、inetd(1M)のマニュアルページを参照してください。

▼ すべての着信TCP接続の IPアドレスを記録する方
法

ローカルシステムで「ネットワーク管理者」役割になるか、スーパーユーザーにな
ります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

inetdで管理されるすべてのサービスに対してTCPトレースを使用可能にします。
# inetadm -M tcp_trace=TRUE

▼ SCTPプロトコルを使用するサービスを追加する
方法
SCTPトランスポートプロトコルは、TCPに類似した方法でアプリケーション層プロ
トコルにサービスを提供します。ただし、SCTPでは 2つのシステム間での通信が可
能です。これらのシステムは、片方または両方がマルチホームであってもかまいま
せん。SCTP接続は「アソシエーション」と呼ばれます。アソシエーションでは、ア
プリケーションがデータを分割し、1つまたは複数のメッセージストリームとして伝
送します (マルチストリーム化)。SCTP接続は、複数の IPアドレスを持つエンドポイ
ントに到達できます。これは、テレフォニーアプリケーションにとって特に重要で
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す。IP Filterや IPsecを使用する場合、SCTPのマルチホーム機能はセキュリティーの
点で考慮を要します。考慮点については、sctp(7P)のマニュアルページを参照して
ください。

デフォルトで SCTPはOracle Solarisに組み込まれています。したがって、構成を別に
行う必要はありません。ただし、SCTPを使用するためには、一定のアプリ
ケーション層サービスを明示的に構成しなければならない場合があります。このよ
うなアプリケーションの例としては、echoや discardがあります。次の手順は、ワ
ンツーワンスタイルの SCTPソケットを使用する echoサービスの追加方法を示して
います。

注 –さらに、次の手順を使えば、TCPやUDPのトランスポート層プロトコル用の
サービスを追加できます。

次の作業では、inetdデーモンによって管理される SCTP inetサービスを SMFリポジ
トリに追加します。さらに、作業の後半では、サービス管理機能 (SMF)コマンドを
使ってこのサービスを追加します。

■ SMFコマンドについては、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の「SMFコマンド
行管理ユーティリティー」を参照してください。

■ 構文については、SMFコマンドのマニュアルページを参照してください (手順を
参照)。

■ SMFの詳細は、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

次の手順を実行する前に、サービスのマニフェストファイルを作成してくださ
い。この手順では、例として、echoサービス用のマニフェスト echo.sctp.xmlを使用
します。

システムファイルに対する書き込みアクセス権を持つユーザーアカウントでローカ
ルシステムにログインします。

/etc/servicesファイルを編集し、新しいサービスの定義を追加します。

サービスを定義する構文は次のとおりです。
service-name |port/protocol | aliases

新しいサービスを追加します。

サービスマニフェストが格納されているディレクトリに移り、次のように入力しま
す。
# cd dir-name
# svccfg import service-manifest-name

始める前に
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svccfgの詳しい構文については、svccfg(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

現在 service.dirディレクトリにあるマニフェスト echo.sctp.xmlを使用して、SCTP
の新しい echoサービスを追加するとします。その場合、次のように入力します。

# cd service.dir

# svccfg import echo.sctp.xml

サービスマニフェストが追加されているか確認します。
# svcs FMRI

FMRI引数には、サービスマニフェストの Fault Managed Resource Identifier (FMRI)を
使用します。たとえば、SCTPの echoサービスの場合は、次のコマンドを使用しま
す。

# svcs svc:/network/echo:sctp_stream

次のような出力が表示されます。

STATE STIME FMRI

disabled 16:17:00 svc:/network/echo:sctp_stream

svcsコマンドの詳細は、svcs(1)のマニュアルページを参照してください。

出力は、新しいサービスマニフェストが使用不可になっていることを示していま
す。

サービスの属性をリストして、変更を加える必要があるかどうかを決めます。
# inetadm -l FMRI

inetadmコマンドの詳細は、inetadm(1m)のマニュアルページを参照してください。

たとえば、SCTP echoサービスの場合は、次のように入力します。

# inetadm -l svc:/network/echo:sctp_stream

SCOPE NAME=VALUE

name="echo"
endpoint_type="stream"
proto="sctp"
isrpc=FALSE

wait=FALSE

exec="/usr/lib/inet/in.echod -s"
.

.

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE

新しいサービスを使用可能にします。
# inetadm -e FMRI
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サービスが使用可能になっていることを確認します。

たとえば、新しい echoサービスの場合、次のように入力します。
# inetadm | grep sctp_stream

.

.

enabled online svc:/network/echo:sctp_stream

SCTPトランスポートプロトコルを使用するサービスの追加

次の例では、使用するコマンドと、echoサービスで SCTPトランスポート層プロトコ
ルを使用するために必要なファイルエントリを示します。

$ cat /etc/services

.

.

echo 7/tcp

echo 7/udp

echo 7/sctp

# cd service.dir

# svccfg import echo.sctp.xml

# svcs network/echo*

STATE STIME FMRI

disabled 15:46:44 svc:/network/echo:dgram

disabled 15:46:44 svc:/network/echo:stream

disabled 16:17:00 svc:/network/echo:sctp_stream

# inetadm -l svc:/network/echo:sctp_stream

SCOPE NAME=VALUE

name="echo"
endpoint_type="stream"
proto="sctp"
isrpc=FALSE

wait=FALSE

exec="/usr/lib/inet/in.echod -s"
user="root"

default bind_addr=""
default bind_fail_max=-1

default bind_fail_interval=-1

default max_con_rate=-1

default max_copies=-1

default con_rate_offline=-1

default failrate_cnt=40

default failrate_interval=60

default inherit_env=TRUE

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE

# inetadm -e svc:/network/echo:sctp_stream

# inetadm | grep echo

disabled disabled svc:/network/echo:stream
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disabled disabled svc:/network/echo:dgram

enabled online svc:/network/echo:sctp_stream

▼ TCPラッパーを使ってTCPサービスのアクセスを
制御する方法
「TCPラッパー」は tcpdプログラムによって実装されます。TCPラッパーは、送ら
れてくるサービス要求とサービスデーモンの間で動作することによって、ftpdなど
のサービスデーモンにセキュリティー対策を追加します。TCPラッパーは、正常お
よび異常な接続の試みを記録します。さらに、TCPラッパーはアクセス制御の機能
を備えています。したがって、要求の発行元がどこかによって接続を許可すること
も拒否することもできます。TCPラッパーを使えば、SSH、Telnet、FTPなどの
デーモンを保護できます。さらに、sendmailアプリケーションでもTCPラッパーを
使用できます。詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネットワークサービ
ス)』の「sendmailの version 8.12からのTCPラッパーのサポート」を参照してくださ
い。

ローカルシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

TCPラッパーを使用可能にします。
# inetadm -M tcp_wrappers=TRUE

TCPラッパーのアクセス制御ポリシーを構成します (hosts_access(3)のマニュアル
ページを参照)。
このマニュアルページは、Oracle Solaris CD-ROMと一緒にパッケージ化されている
SFW CD-ROMの /usr/sfw/manディレクトリにあります。

Solaris 10 3/05の管理インタフェース
この節では、物理インタフェースの管理に必要な次の作業について説明します。

■ システムをインストールしたあとで物理インタフェースを追加する。
■ ネットワークアダプタに仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)を追加する。
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この節で説明する新機能
この節では、Solaris 10 3/05 OSユーザーのみを対象として、インタフェースの構成情
報について説明します。Oracle Solaris 10の更新を使用している場合は、Chapter 6,
ネットワークインタフェースの管理 (作業)を参照してください。Oracle Solarisの新機
能すべての一覧やOracle Solarisリリースの説明については、『Oracle Solaris 10 9/10の
新機能』を参照してください。

Solaris 10 3/05での物理インタフェースの構成
Oracle Solarisベースのシステムには通常、物理インタフェースと論理インタフェース
の 2つのタイプのインタフェースがあります。「物理インタフェース」はドライバ
とコネクタからなり、コネクタには、Ethernetケーブルなどのネットワークメディア
を接続します。「論理インタフェース」は、既存の物理インタフェースの上に論理
的に構成されます。既存の物理インタフェースとは、トンネル用に構成されたイン
タフェースや IPv6アドレスを使用するように構成されたインタフェースなどで
す。この節では、インストールされた物理インタフェースの構成方法について説明
します。論理インタフェースの構成方法の説明は、論理インタフェースを必要とす
る機能のための作業に含まれています。たとえば、202ページの「IPv6 over IPv4トン
ネルを手動で構成する方法」を参照してください。

物理インタフェースのタイプには、システムに組み込まれているインタフェース
も、別個に購入したインタフェースも含まれます。それぞれのインタフェース
は「ネットワークインタフェースカード」(NIC)の上で動作します。

「組み込みNIC」は、システムの購入時にすでにシステムに組み込まれていま
す。組み込みNICで動作するインタフェースの例としては、eri0や hme0などの「一
次ネットワークインタフェース」があります。システムの一次ネットワークインタ
フェースは、インストール時に構成する必要があります。

eriや hmeなどのNICにはインタフェースが 1つしかありません。ただし、多くの種
類のNICには複数のインタフェースがあります。qfeカードなどの複数インタ
フェースNICには、qfe0から qfe3まで 4つのインタフェースがあります。Oracle
Solarisインストールプログラムは、インストール時に存在するすべてのインタ
フェースを検出し、それらを構成するかどうか確認します。これらのインタ
フェースの構成は、ブート時に行うことも、後日に行うこともできます。

注 – NICは「ネットワークアダプタ」とも呼ばれます。

システムには、組み込みNICのほかに、別個に購入したNICを追加できます。別個
に購入したNICは、製造元のマニュアルに従って物理的に取り付けてください。次
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に、NICで動作するインタフェースを構成し、それらのインタフェースをデータト
ラフィックの受け渡しに使用できるようにします。

次に、インストール後に追加インタフェースをシステム上に構成する理由を示しま
す。

■ システムをアップグレードしてマルチホームホストにする。マルチホームホスト
についての詳細は、133ページの「マルチホームホストの構成」を参照してくだ
さい。

■ ホストをルーターに変更する。ルーターの構成については、124ページの「IPv4
ルーターの構成」を参照してください。

■ IPMPグループにインタフェースを追加する。IPMPグループに属するインタ
フェースについては、785ページの「IPMPインタフェースの構成」を参照してく
ださい。

▼ インストール後に物理インタフェースを追加する方法 (Solaris 10
3/05のみ)
追加インタフェース用に使用する IPv4アドレスを決めます。

構成する物理インタフェースはシステム上に存在していなければなりません。別個
に購入したNICハードウェアのインストールについては、NICに添付されている製
造元のマニュアルを参照してください。

次の手順では、新しいインタフェースを物理的に取り付けたあと、すでに再起動
(boot-r)を実行してあるとします。

注 –次の手順は Solaris 10 3/05 OSのユーザーにのみ該当します。Oracle Solaris 10の更
新を使用している場合は、157ページの「システムインストール後に物理インタ
フェースを構成する方法」を参照してください。

インタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

別のインタフェースを構成してplumbします。
# ifconfig interface plumb up

たとえば、qfe0の場合は、次のように入力します。

# ifconfig qfe0 plumb up

始める前に
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注 – ifconfigコマンドを使用して明示的に構成されたインタフェースは、リブート後
には保持されません。

インタフェースに IPv4アドレスとネットマスクを割り当てます。
# ifconfig interface IPv4-address netmask+netmask

たとえば、qfe0の場合は、次のように入力します。

# ifconfig qfe0 10.0.0.32 netmask + 255.255.255.0

新しく構成したインタフェースがplumbされて構成済みの状態 (「UP」)であることを
確認します。
# ifconfig -a

表示される各インタフェースの状態行を確認します。たとえば次のように出力の状
態行に UPフラグが含まれていることを確認します。

qfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

(省略可能)リブート後もインタフェースの構成が保持されるようにするには、次の手
順を実行します。

a. 構成するインタフェースごとに、/etc/hostname.interfaceファイルを作成します。
たとえば、qfe0インタフェースを追加する場合には、次のファイルを作成しま
す。
# vi /etc/hostname.qfe0

b. /etc/hostname.interfaceファイルを編集します。
少なくとも、インタフェースの IPv4アドレスをファイルに追加します。ネットマ
スクやほかの構成情報もファイルに追加できます。

注 –インタフェースに IPv6アドレスを追加するには、193ページの「ホストと
サーバーの IPv6インタフェース構成の変更」を参照してください。

c. 新しいインタフェース用のエントリを /etc/inet/hostsファイルに追加します。

d. 再構成用ブートを実行します。
# reboot -- -r

e. /etc/hostname.interfaceファイルで作成したインタフェースが構成されていること
を確認します。
# ifconfig -a
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システムのインストール後にインタフェースを構成

次の例では、2つのインタフェース qfe0と qfe1を追加します。これらのインタ
フェースは、一次ネットワークインタフェース hme0と同じネットワークに接続され
ます。これらのインタフェース構成は、システムの次回リブート時まで保持されま
す。リブート後も保持されるインタフェースを構成する方法の例は、例 6–2を参照
してください。ただし、その例で使用されている dladmコマンドは Solaris 10 1/06 OS
以降でのみ使用できます。

# ifconfig qfe0 plumb up

# ifconfig qfe1 plumb up

# ifconfig qfe0 10.0.0.32 netmask 255.0.0.0

# ifconfig qfe1 10.0.0.33 netmask 255.0.0.0

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.14 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

qfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

inet 10.0.0.32 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c8:f4:1d

qfe1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4

inet 10.0.0.33 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c8:f4:1e

■ IPv6アドレスをインタフェースに構成する場合は、184ページの「現在の
セッションの IPv6インタフェースを有効にする方法」を参照してください。

■ Network Multipathing (IPMP)を使用するインタフェースに対してフェイル
オーバー検出とフェイルバックを設定する場合は、第 31章「IPMPの管理 (手
順)」を参照してください。

▼ 物理インタフェースを削除する方法 (Solaris 10 3/05のみ)

注 –次の手順は Solaris 10 3/05 OSのユーザーにのみ該当します。Oracle Solaris 10の更
新を使用している場合は、160ページの「物理インタフェースを削除する方法」を参
照してください。

削除するインタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

例5–10

参照
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物理インタフェースを削除します。

次の形式の ifconfigコマンドを使用します。
# ifconfig interfacedown unplumb

たとえば、eri1を削除する場合には、次のように入力します。

# ifconfig eri1 down unplumb

VLANの構成 (Solaris 10 3/05のみ)

注 –この節では、Solaris 10 3/05 OSユーザーのみを対象として、VLANの構成情報に
ついて説明します。Oracle Solaris 10の更新を使用している場合は、164ページの「仮
想ローカルエリアネットワークの管理」を参照してください。

仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)は通常、一連のネットワークユーザーグ
ループを管理可能なブロードキャストドメインに分割し、作業グループからなる一
連の論理セグメントを作成し、各論理セグメントにセキュリティーポリシーを適用
するために使用されます。アダプタに複数のVLANを定義すれば、1つのアダプタを
持つサーバーが複数の IPサブネットに論理的に存在できます。デフォルトで
は、サーバーにあるVLAN対応の各アダプタに 512のVLANを定義できます。

ネットワークに複数のVLANが必要ない場合は、デフォルト構成を使用できま
す。その場合には、それ以上の構成は必要ありません。

VLANの概要については、165ページの「VLANトポロジの概要」を参照してくださ
い。

VLANはさまざまな基準に従って作成できますが、各VLANにはVLANタグ、つま
りVLAN ID (VID)を割り当てる必要があります。VIDは、固有のVLANを識別する 1
から 4094までの 12ビット識別子です。ネットワークインタフェース (たとえ
ば、ce0、ce1、ce2など)ごとに、最大で 512個のVLANを作成できます。一般には
IPサブネットが広く使用されているため、VLANネットワークインタフェースを設
定する際には IPサブネットを使用します。したがって、物理ネットワークインタ
フェースのVLANインタフェースに割り当てられた各VIDは異なるサブネットに属
します。

Ethernetフレームにタグを付けるためには、フレームにタグヘッダーを追加する必要
があります。ヘッダーは、宛先MACアドレスとソースMACアドレスのすぐあとに
挿入されます。タグヘッダーは、2バイトの Ethernet Tag Protocol Identifier (TPID,
0x8100)と 2バイトのTag Control Information (TCI)からなります。次の図は Ethernet
Tag Headerの形式を示しています。
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▼ 静的VLANを構成する方法 (Solaris 10 3/05のみ)

注 –この節では、Solaris 10 3/05 OSユーザーのみを対象として、VLANの構成情報に
ついて説明します。Oracle Solaris 10の更新を使用している場合は、169ページ
の「VLANを構成する方法」を参照してください。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

システムでどのようなタイプのインタフェースが使用されているか判別します。

システムによっては、VLANに必要な ceという文字がネットワークアダプタに使用
されていない場合があります。
# ifconfig -a

lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4>

mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>

mtu 1500 index 2

inet 129.156.200.77 netmask ffffff00 broadcast

129.156.200.255

サーバーの各アダプタに構成するVLANごとに 1つの hostname.cenumファイル (IPv6
の場合、hostname6.cenumファイル)を作成します。
名前には、VIDと物理接続点 (PPA)の両方を含む、次のような命名形式を使用しま
す。

VLAN logical PPA = 1000 * VID + Device PPA ce123000 = 1000*123 + 0

次の例を参照してください。 hostname.ce123000

図 5–4 Ethernet Tag Headerの形式

1
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VLAN logical PPA = 1000 * VID + Device PPA ce11000 = 1000*11 + 0

次の例を参照してください。 hostname.ce11000

この形式で構成できる PPAの最大数 (インスタンス数)は /etc/path_to_instで 1000
に限定されます。

たとえば、あるサーバーが Sun Gigabit Ethernet/P 3.0アダプタ (インスタンスは 0)を持
ち、2つのVLAN (VIDは 123と 224)に属している場合、2つのVLANの PPAとしてそ
れぞれ、ce123000と ce224000を使用します。

VLAN仮想デバイスを構成します。
たとえば、次の ifconfigの例を使用できます。
# ifconfig ce123000 plumb up

# ifconfig ce224000 plumb up

VLANデバイス ce123000と ce224000を持つシステム上で ifconfig -aを実行した場
合、次のようなメッセージが表示されます。

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 129.144.131.91 netmask ffffff00 broadcast 129.144.131.255

ether 8:0:20:a4:4f:b8

ce123000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

inet 199.199.123.3 netmask ffffff00 broadcast 199.199.123.255

ether 8:0:20:a4:4f:b8

ce224000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4

inet 199.199.224.3 netmask ffffff00 broadcast 199.199.224.255

ether 8:0:20:a4:4f:b8

スイッチで、VLANのタグ付けとVLANポートを、サーバーに設定したVLANと一致す
るように設定します。

手順 4の例では、スイッチにVLANポート 123と 224またはVLANポート 10と 11を
設定します。

VLANタグとポートの具体的な設定方法については、スイッチに添付されているマ
ニュアルを参照してください。
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ネットワークインタフェースの管理 (作
業)

この章には、ネットワークインタフェースに関する作業と関連情報を記載します。

■ 154ページの「インタフェースの管理 (作業マップ)」
■ 162ページの「物理インタフェースの管理の基礎」
■ 155ページの「個々のネットワークインタフェースの管理」

ネットワークインタフェースの管理の新機能
この章では、Solaris 10 1/06リリース以降のインタフェースの構成について説明しま
す。Solaris 10のオリジナルリリース (10 3/05)を使用している場合は、145ページ
の「Solaris 10 3/05の管理インタフェース」を参照してください。Oracle Solarisの新機
能すべての一覧やOracle Solarisリリースの説明については、『Oracle Solaris 10 9/10の
新機能』を参照してください。

Solaris 10 1/06では、次の新機能が導入されました。

■ インタフェースの状態を表示するための新しい dladmコマンドについては、157
ページの「システムインストール後に物理インタフェースを構成する方法」で概
要を説明しています。

■ VLANサポートがGLDv3インタフェースに拡張されています。164ページの「仮
想ローカルエリアネットワークの管理」の説明を参照してください。

■ リンク集積のサポートの概要は、171ページの「リンク集積の概要」で説明して
います。

Solaris 10 7/07では、/etc/inet/ipnodesファイルは廃止されました。個々の手順で説
明されているとおり、/etc/inet/ipnodesは以前の Solaris 10リリースにのみ使用して
ください。
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インタフェースの管理 (作業マップ)
次の表に、ネットワークインタフェースを構成するための各種作業の一覧を示しま
す。VLANやリンク集積などの特殊な構成のための作業も含まれます。表では、各
作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明されて
いる現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

システムのインタフェースの状
態を確認します。

システムのすべてのインタ
フェースを一覧表示し、すでに
plumbされているインタ
フェースを確認します。

155ページの「インタフェース
の状態を取得する方法」

システムをインストールしたあ
とで、1つのインタフェースを
追加します。

別のインタフェースを構成する
ことによってシステムをマルチ
ホームホストまたはルーターに
変更します。

157ページの「システムインス
トール後に物理インタフェース
を構成する方法」

SPARC:インタフェースのMAC
アドレスが一意であることを確
認します。

インタフェースが、システムの
MACアドレスではなく、出荷
時に設定されたMACアドレス
を使用して構成されていること
を確認します (SPARCのみ)。

160ページの「SPARC:インタ
フェースのMACアドレスが一
意であることを確認する方法」

仮想ローカルエリアネット
ワーク (VLAN)を計画します。

VLANを作成する前に必要な計
画作業を実行します。

168ページの「VLAN構成を計
画する方法」

VLANを構成します。 ネットワーク上でVLANを作成
および変更します。

169ページの「VLANを構成す
る方法」

集積を計画します。 集積を構成する前に、集積を設
計し、必要な計画作業を実行し
ます。

171ページの「リンク集積の概
要」

集積を構成します。 リンク集積に関連するさまざま
な作業を実行します。

175ページの「リンク集積を作
成する方法」

IPMPグループを計画および構
成します。

IPMPグループのメンバーに
なっているインタフェースの
フェイルオーバーおよびフェイ
ルバックを構成します。

797ページの「IPMPグループ
の計画を立てる方法」

799ページの「複数のインタ
フェースを持つ IPMPグループ
を構成する方法」
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個々のネットワークインタフェースの管理
Oracle Solarisのインストール後に、次の目的でシステム上のインタフェースを構
成、管理する場合があります。

■ システムをアップグレードしてマルチホームホストにする。詳細については、
133ページの「マルチホームホストの構成」を参照してください。

■ ホストをルーターに変更する。ルーターの構成については、124ページの「IPv4
ルーターの構成」を参照してください。

■ インタフェースをVLANの一部として構成する。詳細については、164ページ
の「仮想ローカルエリアネットワークの管理」を参照してください。

■ インタフェースを集積のメンバーとして構成する。詳細については、171ページ
の「リンク集積の概要」を参照してください。

■ IPMPグループにインタフェースを追加する。IPMPグループを構成する手順につ
いては、797ページの「IPMPグループの構成」を参照してください。

この節では、Solaris 10 1/06リリース以降での個々のネットワークインタフェースの
構成について説明します。次のいずれかのグループに含めるインタフェースを構成
する方法については、次の節を参照してください。

■ VLANに含めるインタフェースを構成する方法については、164ページの「仮想
ローカルエリアネットワークの管理」を参照してください。

■ 集積に含めるインタフェースを構成する方法については、171ページの「リンク
集積の概要」を参照してください。

■ IPMPグループのメンバーとしてインタフェースを構成する方法については、797
ページの「IPMPグループの構成」を参照してください。

▼ インタフェースの状態を取得する方法
Solaris 10 1/06以降、この手順では、システム上で現在使用可能なインタフェースと
それらの状態を調べる方法について説明します。この手順では、現在 plumbされて
いるインタフェースを表示する方法も示します。以前の Solaris 10 3/05リリースを使
用している場合は、217ページの「特定のインタフェースに関する情報を入手する方
法」を参照してください。

インタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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現在システムにインストールされているインタフェースを調べます。
# dladm show-link

この手順で使用する dladmコマンドの詳細は、dladm(1M)のマニュアルページを参照
してください。このコマンドは、それらのインタフェースが現在構成されているか
どうかに関係なく、検出したすべてのインタフェースドライバについて報告しま
す。

システム上で現在plumbされているインタフェースを調べます。
# ifconfig -a

ifconfigコマンドには、インタフェースを plumbする機能など数多くの追加の機能
があります。詳細については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照してくださ
い。

dladmコマンドを使用したインタフェースの状態の取得

次の例は、 dladmコマンドによる状態の表示を示しています。

# dladm show-link

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

ce1 type: legacy mtu: 1500 device: ce1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

bge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge2

dladm show-linkの出力は、ローカルホストで 4つのインタフェースドライバが使用
可能であることを示しています。ceインタフェースと bgeインタフェースは、どち
らも VLAN用に構成できます。ただし、リンク集積で使用できるのは、非 VLANタイ
プのGLDV3インタフェースのみです。

次の例は、ifconfig -aコマンドによる状態の表示を示しています。

# ifconfig -a

lo0: flags=2001000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu

8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>mtu 1500 index 3

inet 192.168.84.253 netmask ffffff00 broadcast 192.168.84.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

bge0: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DHCP,IPv4>mtu 1500 index 2

inet 10.8.57.39 netmask ffffff00 broadcast 10.8.57.255

ether 0:3:ba:29:fc:cc

ifconfig -aコマンドの出力には、ce0と bge0という 2つのインタフェースの統計の
みが表示されます。この出力は、ce0と bge0のみが plumbされ、ネットワークトラ
フィックで使用可能なことを示しています。これらのインタフェースはVLANで使
用できます。bge0は plumbされているので、このインタフェースを集積で使用する
ことはできません。
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▼ システムインストール後に物理インタフェースを
構成する方法
インタフェースを構成するには、次の手順に従います。Solaris 10 3/05リリースを使
用している場合は、147ページの「インストール後に物理インタフェースを追加する
方法 (Solaris 10 3/05のみ)」に記載された手順を使用してください。

■ 追加のインタフェースで使用する IPv4アドレスを決定します。
■ 構成する物理インタフェースが、システムに物理的に取り付けられていることを
確認します。別個に購入したNICハードウェアのインストールについては、NIC
に付属している製造元のマニュアルを参照してください。

■ インタフェースをインストールした直後の場合は、次の作業に進む前に、再起動
を実行してください。

インタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

現在システムにインストールされているインタフェースを調べます。
# dladm show-link

別のインタフェースを構成してplumbします。
# ifconfig interface plumb up

たとえば、qfe0の場合は、次のように入力します。

# ifconfig qfe0 plumb up

注 – ifconfigコマンドを使用して明示的に構成されたインタフェースは、リブート後
には保持されません。

インタフェースに IPv4アドレスとネットマスクを割り当てます。
# ifconfig interface IPv4-address netmask+netmask

たとえば、qfe0の場合は、次のように入力します。

# ifconfig

qfe0 192.168.84.3 netmask + 255.255.255.0

注 – IPv4アドレスは、一般的な IPv4表記またはCIDR表記で指定できます。

始める前に

1

2

3

4

個々のネットワークインタフェースの管理

第 6章 • ネットワークインタフェースの管理 (作業) 157

http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view


新しく構成したインタフェースがplumbされて構成済みの状態 (「UP」)であることを
確認します。
# ifconfig

-a

表示される各インタフェースの状態行を確認します。たとえば次のように出力の状
態行に UPフラグが含まれていることを確認します。

qfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>

mtu 1500 index 2

(省略可能)リブート後もインタフェースの構成が保持されるようにするには、次の手
順を実行します。

a. 構成するインタフェースごとに、/etc/hostname.interfaceファイルを作成します。
たとえば、qfe0インタフェースを追加する場合には、次のファイルを作成しま
す。
# vi /etc/hostname.qfe0

注 –同じインタフェース用に別のホスト名ファイルを作成する場合、そのホスト
名ファイルの名前も hostname.[0–9]*の形式 (hostname.qfe0.a123など)にする必要
があります。hostname.qfe0.bakや hostname.qfe0.oldのような名前は無効であ
り、システムの起動中にスクリプトに無視されます。

また、特定のインタフェースに対応するホスト名ファイルは 1つだけにする必要
があります。/etc/hostname.qfeと /etc/hostname.qfe.a123のように、インタ
フェースの代替ホスト名ファイルを有効なファイル名で作成した場合、ブートス
クリプトは両方のホスト名ファイルの内容を参照することによって構成を試みる
ため、エラーが発生します。これらのエラーを回避するには、特定の構成で使用
したくないホスト名ファイルに無効なファイル名を付けます。

b. /etc/hostname.interfaceファイルを編集します。
少なくとも、インタフェースの IPv4アドレスをファイルに追加します。インタ
フェースの IPアドレスを指定するときには、一般的な IPv4表記またはCIDR表記
を使用できます。ネットマスクやほかの構成情報もファイルに追加できます。

注 –インタフェースに IPv6アドレスを追加するには、193ページの「ホストと
サーバーの IPv6インタフェース構成の変更」を参照してください。

c. Solaris 10 11/06以前のOracle Solaris 10リリースの場合は、新しいインタフェース用
のエントリを /etc/inet/ipnodesファイルに追加します。

d. 新しいインタフェース用のエントリを /etc/inet/hostsファイルに追加します。
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e. 再構成用ブートを実行します。
# reboot -- -r

f. /etc/hostname.interfaceファイルで作成したインタフェースが構成されていること
を確認します。
# ifconfig -a

例については、例 6–2を参照してください。

持続的なインタフェース構成の追加

この例は、qfe0インタフェースと qfe1インタフェースをホストに対して構成する方
法を示しています。これらのインタフェースは、リブート後も保持されます。

# dladm show-link

eri0 type: legacy mtu: 1500 device: eri0

qfe0 type: legacy mtu: 1500 device: qfe0

qfe1 type: legacy mtu: 1500 device: qfe1

qfe2 type: legacy mtu: 1500 device: qfe2

qfe3 type: legacy mtu: 1500 device: qfe3

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

# vi /etc/hostname.qfe0

192.168.84.3 netmask 255.255.255.0

# vi /etc/hostname.qfe1

192.168.84.72 netmask 255.255.255.0

# vi /etc/inet/hosts

# Internet host table

#

127.0.0.1 localhost

10.0.0.14 myhost

192.168.84.3 interface-2

192.168.84.72 interface-3

For Solaris 10 11/06 and earlier releases:# vi /etc/inet/ipnodes

10.0.0.14 myhost

192.168.84.3 interface-2

192.168.84.72 interface-3

この時点でシステムをリブートします。

# reboot -- -r

システムが起動されたら、インタフェースの構成を確認します。

ifconfig -a

# ifconfig -a lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu

8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

eri0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.14netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c1:8b:c3

qfe0:flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

inet 192.168.84.3 netmask ffffff00 broadcast 192.255.255.255

ether 8:0:20:c8:f4:1d

例6–2
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qfe1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>mtu 1500 index 4

inet 192.168.84.72 netmask ffffff00 broadcast 10.255.255.255

ether 8:0:20:c8:f4:1e

■ IPv6アドレスをインタフェースに構成する場合は、184ページの「現在の
セッションの IPv6インタフェースを有効にする方法」を参照してください。

■ IPネットワークマルチパス (IP Network Multipathing、IPMP)を使用するインタ
フェースに対してフェイルオーバー検出とフェイルバックを設定する場合
は、第 31章「IPMPの管理 (手順)」を参照してください。

▼ 物理インタフェースを削除する方法
物理インタフェースを削除するには、次の手順に従います。以前の Solaris 10 3/05リ
リースを使用している場合は、149ページの「物理インタフェースを削除する方法
(Solaris 10 3/05のみ)」を参照してください。

削除するインタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

物理インタフェースを削除します。
# ifconfig interface down unplumb

たとえば、qfe1インタフェースを削除するには、次のように入力します。

# ifconfig qfe1 down unplumb

▼ SPARC:インタフェースのMACアドレスが一意で
あることを確認する方法
MACアドレスを構成するには、次の手順に従います。

アプリケーションによっては、ホスト上のすべてのインタフェースでそれぞれ一意
のMACアドレスが使用されている必要があります。ただし、すべての SPARC
ベースのシステムは、システム共通MACアドレスを持っており、デフォルトではす
べてのインタフェースがこのアドレスを使用します。次の 2つの状況では、SPARC
システム上のインタフェースに出荷時に設定されたMACアドレスを構成する場合が
あります。

■ リンク集積の場合、集積構成では出荷時に設定されたインタフェースのMACア
ドレスを使用してください。

参照
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■ IPMPグループの場合、グループ内の各インタフェースで一意のMACアドレスを
使用する必要があります。これらのインタフェースでは出荷時に設定された
MACアドレスを使用する必要があります。

EEPROMパラメータ local-mac-address?によって、SPARCシステム上のすべてのイ
ンタフェースがシステム共通MACアドレスまたは一意のMACアドレスのどちらを
使用しているかを判別します。次の手順では、eepromコマンドを使用し
て、local-mac-address?の現在値をチェックし、必要に応じて変更する方法を示し
ます。

インタフェースがあるシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

システム上のすべてのインタフェースがシステム共通MACアドレスを現在使用して
いるかどうかを判断します。
# eeprom local-mac-address?

local-mac-address?=false

この例では、eepromコマンドの応答の local-mac-address?=falseによって、すべて
のインタフェースがシステム共通MACアドレスを使用していることが示されていま
す。local-mac-address?=falseの値は、インタフェースを IPMPグループのメン
バーにする前に、local-mac-address?=trueに変更する必要があります。集積の場合
にも、local-mac-address?=falseを local-mac-address?=trueに変更してください。

必要に応じて、local-mac-address?の値を次のように変更します。
# eeprom local-mac-address?=true

システムをリブートすると、出荷時に設定されたMACアドレスを持つインタ
フェースは、システム共通MACアドレスの代わりに、その出荷時の設定を使用しま
す。出荷時に設定されたMACアドレスを持たないインタフェースは、システム共通
MACアドレスを引き続き使用します。

システム上のすべてのインタフェースのMACアドレスをチェックします。
複数のインタフェースが同じMACアドレスを持つ場合がないかどうかを調べてくだ
さい。この例では、すべてのインタフェースがシステム共通MACアドレス
8:0:20:0:0:1を使用しています。
ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

hme0: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.112 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127

ether 8:0:20:0:0:1

ce0: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.114 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127
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ether 8:0:20:0:0:1

ce1: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.118 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127

ether 8:0:20:0:0:1

注 –同じMACアドレスを持つ複数のネットワークインタフェースがまだ残っている
場合だけ、次の手順を続けます。それ以外の場合は、最後の手順に進んでくださ
い。

すべてのインタフェースが一意のMACアドレスを持つように、必要に応じて、残り
のインタフェースを手動で構成します。

/etc/hostname.interfaceファイル内で、特定のインタフェースに対して一意のMAC
アドレスを指定します。

手順 4の例では、ce0と ce1をローカルで管理されているMACアドレスで構成する
必要があります。たとえば、ローカルで管理されているMACアドレス
06:05:04:03:02で ce1を再構成するには、次の行を /etc/hostname.ce1に追加しま
す。

ether 06:05:04:03:02

注 –手動で構成したMACアドレスがネットワークのほかのMACアドレスと衝突する
危険を避けるために、「ローカルで管理される」MACアドレスは、必ず IEEE 802.3
標準の定義に従って構成してください。

ifconfig etherコマンドを使用して、現在のセッションに対してインタフェースの
MACアドレスを構成することもできます。ただし、リブート後は ifconfigで直接行
われた変更の内容は失われます。詳細は ifconfig(1m)のマニュアルページを参照し
てください。

システムを再起動します。

物理インタフェースの管理の基礎
「ネットワークインタフェース」は、システムとネットワークの間の通信を提供し
ます。Oracle Solarisベースのシステムには、物理インタフェースと論理インタ
フェースという 2つのタイプのインタフェースがあります。「物理インタ
フェース」はソフトウェアドライバとコネクタから成り、コネクタには、Ethernet
ケーブルなどのネットワークメディアを接続します。物理インタフェースは、管理
効率と可用性を高めるためにグループ化できます。「論理インタフェース」は、既
存の物理インタフェースの上に論理的に構成され、通常、物理インタフェース上の
アドレスの追加やトンネルの終端の作成に使用されます。
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注 –論理ネットワークインタフェースについては、論理ネットワークインタフェース
を使用する作業で説明します。たとえば、IPv6、IPMP、DHCPなどに関する作業に
含まれています。

ほとんどのコンピュータシステムでは、製造元によってメインシステムボードに少
なくとも 1つの物理インタフェースが組み込まれています。複数のインタフェース
が組み込まれたシステムもあります。

システムには、組み込みインタフェースのほかに別個に購入したインタフェースを
追加できます。別個に購入したインタフェースは、「ネットワークインタフェース
カード」(NIC)と呼ばれます。NICは製造元の指示に従って物理的に取り付けてくだ
さい。

注 – NICは「ネットワークアダプタ」とも呼ばれます。

システムのインストール中に、Oracle Solarisインストールプログラムは、物理的に取
り付けられたすべてのインタフェースを検出し、各インタフェースの名前を表示し
ます。インタフェースのリストから少なくとも 1つのインタフェースを構成する必
要があります。インストール中に最初に構成されるインタフェースが、「一次
ネットワークインタフェース」になります。一次ネットワークインタフェースの IP
アドレスは、/etc/nodenameファイルに保存されているシステムの構成済みのホスト
名に関連付けられます。ただし、インストール中またはインストール後に、追加の
インタフェースを構成できます。

ネットワークインタフェース名
各物理インタフェースは、一意のデバイス名によって識別されます。デバイス名の
構文は、次のとおりです。

<driver-name><instance-number>

Oracle Solarisシステム上のドライバ名には、ce、 hme、bge、 e1000gなどの数多くの
ドライバ名があります。instance-number変数には、システムにインストールされて
いるドライバタイプのインタフェースの数に応じて、0から nまでの値を指定できま
す。

たとえば、ホストシステムとサーバーシステムの両方で一次ネットワークインタ
フェースとして使用されることが多い 100BASE-TX Fast Ethernetインタフェースにつ
いて考えてみます。このインタフェースの一般的なドライバ名として、eri、
qfe、hmeなどがあります。Fast Ethernetインタフェースを一次ネットワークインタ
フェースとして使用する場合、eri0や qfe0などのデバイス名が使用されます。
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eriや hmeなどのNICにはインタフェースが 1つしかありません。ただし、多くの種
類のNICには複数のインタフェースがあります。たとえば、Quad Fast Ethernet (qfe)
カードには qfe0から qfe3まで 4つのインタフェースがあります。

インタフェースをplumbする
インタフェースがシステムとネットワーク間のトラフィックを受け渡しできるよう
にするには、その前にインタフェースを「plumbする」必要があります。plumbする
ときには、インタフェースにデバイス名を関連付けます。次に、IPプロトコルでイ
ンタフェースを使用できるようにストリームをセットアップします。物理インタ
フェースと論理インタフェースの両方を plumbする必要があります。インタ
フェースは、起動手順の一部として plumbされるか、ifconfigコマンドの適切な構
文を使用して明示的に plumbされます。

インストール中にインタフェースを構成する場合、インタフェースは自動的に
plumbされます。インストール中にシステムで追加のインタフェースを構成しない
場合、それらのインタフェースは plumbされません。

Oracle Solarisインタフェースタイプ
Solaris 10 1/06リリース以降、Oracle Solarisでは次の 2つのタイプのインタフェースが
サポートされています。

■ 旧式インタフェース –これらのインタフェースは、DLPIインタフェースとGLDv2
インタフェースです。旧式インタフェースのタイプには、eri、qfe、ceなどがあ
ります。dladm show-linkコマンドを使用してインタフェースの状態を確認する
と、これらのインタフェースは、「legacy」(旧式)として報告されます。

■ 非VLANインタフェース –これらのインタフェースはGLDv3インタフェースで
す。

注 –現在、GLDv3は、次のインタフェースタイプでサポートされています。
bge、xge、および e1000gです。

仮想ローカルエリアネットワークの管理

注 – Solaris 3/05より前のリリースを使用している場合は、150ページの「VLANの構
成 (Solaris 10 3/05のみ)」を参照してください。
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「仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)」は、ローカルエリアネットワークを
TCP/IPプロトコルスタックのデータリンク層で分割したものです。スイッチテクノ
ロジを使用するローカルエリアネットワークのVLANを作成できます。ユーザーの
グループをVLANに割り当てることで、ローカルネットワーク全体のネットワーク
管理とセキュリティーを改善できます。さらに、同じシステム上のインタフェース
を異なるVLANに割り当てることもできます。

次の作業を行う必要がある場合は、ローカルネットワークをVLANに分割すること
を検討してください。

■ 作業グループの論理的な分割を作成する。

たとえば、ある建物の 1つの階に置かれたすべてのホストが 1つのスイッチ
ベースのローカルネットワークに接続されているとします。この階の各作業グ
ループ用に個別のVLANを作成できます。

■ 作業グループに異なるセキュリティーポリシーを適用する。

たとえば、財務部門と情報技術部門のセキュリティーニーズはまったく異なりま
す。両方の部門のシステムが同じローカルネットワークを共有している場合、各
部門用の個別のVLANを作成できます。そのあとで、適切なセキュリティーポリ
シーをVLANごとに適用できます。

■ 作業グループを管理可能なブロードキャストドメインに分割する。

VLANを使用すると、ブロードキャストドメインのサイズが小さくなり、ネット
ワークの効率が向上します。

VLANトポロジの概要
スイッチ LANテクノロジを使用すると、ローカルネットワーク上のシステムを
VLANに編成できます。ローカルネットワークをVLANに分割する前に、VLANテク
ノロジをサポートするスイッチを入手する必要があります。VLANトポロジの設計
に応じて、スイッチ上のすべてのポートで単一のVLANを処理するか、複数の
VLANを処理するように構成できます。スイッチのポートを構成する手順はス
イッチの製造元によって異なります。

次の図は、サブネットアドレス 192.168.84.0を使用するローカルエリアネット
ワークを示しています。この LANは、RED、YELLOW、および BLUEという 3つの
VLANに分割されています。
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LAN 192.168.84.0の接続は、スイッチ 1とスイッチ 2によって処理されます。財務作
業グループのシステムはRED VLANに含まれています。人事作業グループのシステ
ムはYELLOW VLAN上にあります。情報技術作業グループのシステムは BLUE VLAN
に割り当てられています。

VLANタグと物理接続点
ローカルエリアネットワーク内の各VLANは、VLANタグ、つまり「VID (VLAN
ID)」によって識別されます。VIDは、VLANの構成時に割り当てられます。VID
は、1から 4094までの 12ビットの識別子で、各VLANを一意に識別します。図 6–1
では、BLUE VLANがVID 123、YELLOW VLANがVID 456、RED VLANがVID 789を
それぞれ持ちます。

VLANをサポートするスイッチを構成する場合は、各ポートにVIDを割り当てる必
要があります。次の図に示すように、ポートに割り当てるVIDは、ポートに接続さ
れるインタフェースに割り当てるVIDと同じにする必要があります。

図 6–1 3つのVLANを含むローカルエリアネットワーク
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図 6–2は、異なるVLANに接続された複数のホストを示しています。同じVLANに 2
つのホストが属しています。この図では、3つのホストの一次ネットワークインタ
フェースがスイッチ 1に接続されています。ホストAは BLUE VLANのメンバーで
す。そのため、ホストAのインタフェースはVID 123で構成されています。このイ
ンタフェースはスイッチ 1のポート 1に接続され、このポートはVID 123で構成され
ています。ホストBはYELLOW VLANのメンバーで、VID 456で構成されていま
す。ホストBのインタフェースはスイッチ 5のポート 1に接続され、このポートは
VID 456で構成されています。最後に、ホストCのインタフェースはスイッチ 1の
ポート 9に接続されています。BLUE VLANはVID 123で構成されています。

また、この図で示されているとおり、1つのホストが複数のVLANに属すこともでき
ます。たとえば、ホストAにはホストのインタフェースを通じて 2つのVLANが構
成されています。2番目のVLANはVID 456で構成され、ポート 3に接続されていま
す。このポートもVID 456で構成されています。したがって、ホストAは Blue VLAN
とYellow VLANの両方のメンバーになっています。

VLANの構成時に、VLANの「物理接続点 (PPA、physical point of attachment)」を指定
する必要があります。PPA値を取得するには、次の数式を使用します。

driver-name + VID * 1000 + device-instance

device-instanceの数値は 1000未満である必要があります。

図 6–2 VLANを使用するネットワークのスイッチの構成

仮想ローカルエリアネットワークの管理

第 6章 • ネットワークインタフェースの管理 (作業) 167



たとえば、次のようなVLAN 456の一部として構成される ce1インタフェースの PPA
を作成します。

ce + 456 * 1000 + 1= ce456001

ネットワーク上のVLANの計画
ネットワーク上のVLANを計画するには、次の手順に従います。

▼ VLAN構成を計画する方法

ローカルネットワークのトポロジを調べて、VLANへの分割が適切かどうかを判断し
ます。

このようなトポロジの基本的な例については、図 6–1を参照してください。

VIDの番号指定スキーマを作成し、各VLANにVIDを割り当てます。

注 – VLANの番号指定スキーマは、ネットワーク上にすでに存在している場合があり
ます。その場合は、既存のVLAN番号指定スキーマに従ってVIDを作成する必要が
あります。

各システム上で、特定のVLANのメンバーにするインタフェースを決定します。

a. システム上で構成されているインタフェースを調べます。
# dladm show-link

b. システム上の各データリンクに関連付けるVIDを判別します。

c. VLANで構成する各インタフェースのPPAを作成します。

システムのすべてのインタフェースを同じVLAN上で構成する必要はありません。

インタフェースとネットワークのスイッチの接続を確認します。

各インタフェースと各インタフェースが接続されているスイッチポートのVIDを書
き留めます。

スイッチの各ポートのVIDをポートが接続されるインタフェースと同じVIDに構成し
ます。

構成手順については、スイッチの製造元のマニュアルを参照してください。

1
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VLANの構成

注 –以前の Solaris 10 3/05リリースを使用している場合は、150ページの「VLANの構
成 (Solaris 10 3/05のみ)」を参照してください。

Oracle Solarisは現在、次のタイプのインタフェース上でVLANをサポートします。

■ ce

■ bge

■ xge

■ e1000g

旧式インタフェースタイプのうち、ceインタフェースのみがVLANのメンバーにな
ることができます。同じVLAN内に異なるタイプのインタフェースを構成できま
す。

注 – 1つの IPMPグループ内に複数のVLANを構成できます。IPMPグループについて
の詳細は、785ページの「IPMPインタフェースの構成」を参照してください。

▼ VLANを構成する方法
Solaris 10 3/05リリースを使用している場合は、151ページの「静的VLANを構成する
方法 (Solaris 10 3/05のみ)」に記載されている手順を使用してください。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

システムでどのようなタイプのインタフェースが使用されているか判別します。
# dladm show-link

使用可能なインタフェースのタイプが出力されます。

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

ce1 type: legacy mtu: 1500 device: ce1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

bge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge2

VLANの一部としてインタフェースを構成します。
# ifconfig interface-PPA plumb IP-address up

1

2
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たとえば次のコマンドを使用して、新しい IPアドレス 10.0.0.2のインタフェース
ce1を、VID 123のVLAN内に構成します。

# ifconfig ce123001 plumb 10.0.0.2

up

注 –ほかのインタフェースの場合と同様に、VLANには IPv4アドレスと IPv6アドレ
スを割り当てることができます。

(省略可能) VLANの設定がリブート後も保持されるようにするには、VLANの一部とし
て構成される各インタフェース用に hostname.interface-PPAファイルを作成します。
# cat hostname.interface-PPA
IPv4-address

スイッチで、VLANのタグ付けとVLANポートを、システムに設定したVLANと一致す
るように設定します。

VLANの構成

この例は、デバイス bge1と bge2をVID 123でVLAN内に構成する方法を示していま
す。

# dladm show-link

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

ce1 type: legacy mtu: 1500 device: ce1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

bge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge2

# ifconfig bge123001 plumb 10.0.0.1 up

# ifconfig bge123002 plumb 10.0.0.2 up

# cat hostname.bge123001 10.0.0.1

# cat hostname.bge123002 10.0.0.2

# ifconfig -a

lo0: flags=2001000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

bge123001: flags=201000803<UP,BROADCAST,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.1 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

bge123002:flags=201000803 <UP,BROADCAST,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index 3

inet 10.0.0.2 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>mtu 1500 index 4

inet 192.168.84.253 netmask ffffff00 broadcast 192.168.84.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

# dladm show-link

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

ce1 type: legacy mtu: 1500 device: ce1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

bge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge2

bge123001 type: vlan 123 mtu: 1500 device: bge1

bge123002 type: vlan 123 mtu: 1500 device: bge2

4

5
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リンク集積の概要

注 –オリジナルのOracle Solaris 10リリースと以前のバージョンのOracle Solarisはリン
ク集積をサポートしていません。これらの以前のOracle Solarisリリースでリンク集
積を作成するには、『Sun Trunking 1.3 Installation and Users Guide』で説明されている
ように、Sun Trunkingを使用します。

Oracle Solarisでは、ネットワークインタフェースをリンク集積に編成できます。「リ
ンク集積」は、単一の論理的なユニットとして構成されるシステム上の複数のイン
タフェースで構成されます。リンク集積は「Trunking」とも呼ばれ、IEEE 802.3ad
Link Aggregation Standard (http://www.ieee802.org/3/index.html)で定義されていま
す。

IEEE 802.3ad Link Aggregation Standardには、複数の全二重 Ethernetリンクの伝送容量
を単一の論理リンクに統合する方法が記載されています。このリンク集積グループ
は、事実上単一のリンクであるかのように扱われます。

次にリンク集積の機能を示します。

■ 帯域幅の増加 –複数のリンクの伝送容量が 1つの論理的なリンクに統合されま
す。

■ 自動フェイルオーバーまたは自動フェイルバック –障害が発生したリンクのトラ
フィックが集積内の正常なリンクにフェイルオーバーされます。

■ 負荷分散 –受信と送信の両方のトラフィックが、送信元と送信先のMACアドレ
スまたは IPアドレスなどのユーザーが選択した負荷分散ポリシーに従って分散さ
れます。

■ 冗長性のサポート –並列集積を使用して 2つのシステムを構成できます。
■ 管理効率の向上 –すべてのインタフェースが単一のユニットとして管理されま
す。

■ ネットワークアドレスプールのアドレスの節約 –集積全体に 1つの IPアドレスを
割り当てることができます。

リンク集積の基本
基本的なリンク集積のトポロジには、一連の物理インタフェースで構成された単一
の集積が含まれます。基本的なリンク集積は、次のような状況で使用します。

■ 分散された多くのトラフィックを処理するアプリケーションを実行するシステム
の場合、集積をそのアプリケーションのトラフィック専用で使用できます。

■ IPアドレス空間が制限されていながら大容量の帯域幅が必要なサイトの場合、大
規模なインタフェースの集積でも 1つの IPアドレスのみで済みます。
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■ 内部インタフェースの存在を隠す必要があるサイトの場合、集積の IPアドレスに
よって、内部インタフェースを外部アプリケーションから隠します。

図 6–3に、有名なWebサイトをホストするサーバーの集積を示します。このサイト
では、インターネット顧客とサイトのデータベースサーバーの間の照会トラ
フィックのために帯域幅を増やす必要があります。セキュリティー上の理由
で、サーバー上の各インタフェースの存在を外部アプリケーションから隠す必要が
あります。解決策として、 IPアドレス 192.168.50.32で集積 aggr1を使用します。こ
の集積は、bge0 - bge2の 3つのインタフェースで構成されます。これらのインタ
フェースは、顧客の照会に答えるためのトラフィックの送信専用で使用されま
す。すべてのインタフェースからのパケットトラフィック上の送信アドレス
は、aggr1の IPアドレスである 192.168.50.32です。

図 6–4は、それぞれに集積が構成された 2つのシステムを含むローカルネットワーク
を示しています。2つのシステムはスイッチによって接続されています。スイッチ経
由で集積を実行する必要がある場合は、そのスイッチが集積テクノロジをサポート
している必要があります。このタイプの構成は、高可用性と冗長性を持つシステム
を実現するために特に有効です。

図では、システムAが bge0と bge1という 2つのインタフェースで構成される集積を
使用しています。これらのインタフェースは、集積に入れられたポートを介してス
イッチに接続されています。システム Bは、e1000g0 - e1000g3という 4つのインタ
フェースの集積を使用しています。これらのインタフェースもスイッチの集積に入
れられたポートに接続されています。

図 6–3 基本的なリンク集積トポロジ

aggr1
192.168.50.32

bge0

bge1

bge2
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バックツーバックリンク集積
バックツーバックリンク集積のトポロジには、次の図に示すように、相互に直接
ケーブル接続された 2台の別個のシステムが含まれます。これらのシステムでは並
列集積が実行されます。

この図では、システムA上のデバイス bge0が、システム B上の bge0に直接リンクさ
れ、ほかのデバイスも同様にリンクされています。この方法では、システムAとシ
ステム Bは、冗長性と高可用性を提供し、さらに両方のシステム間での高速通信を

図 6–4 スイッチを使用したリンク集積のトポロジ

図 6–5 基本的なバックツーバック集積のトポロジ
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サポートできます。各システムではさらに、ローカルネットワーク内のトラ
フィックフロー用の ce0インタフェースも構成されています。

バックツーバックリンク集積のもっとも一般的なアプリケーションはミラー化され
たデータベースサーバーです。両方のサーバーを同時に更新する必要があるた
め、大きな帯域幅、高速のトラフィックフロー、および信頼性が必要になりま
す。バックツーバックリンク集積のもっとも一般的な使用場所としてデータセン
ターがあります。

ポリシーと負荷分散
リンク集積を使用する予定の場合は、送信トラフィック用のポリシーを定義するこ
とを検討してください。このポリシーでは、使用可能な集積のリンク全体にパ
ケットを分散する方法を指定し、負荷分散を確立することができます。次に、使用
可能な層指定子と集積ポリシーに対するそれらの意味について説明します。

■ L2 –各パケットのMAC (L2)ヘッダーをハッシュすることで送信リンクを決定し
ます

■ L3 –各パケットの IP (L3)ヘッダーをハッシュすることで送信リンクを決定します
■ L4 –各パケットのTCP、UDP、またはほかのULP (L4)ヘッダーをハッシュするこ
とで送信リンクを決定します

これらのポリシーを任意に組み合わせて使用することもできます。デフォルトのポ
リシーは L4です。詳細は、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。

集積モードとスイッチ
集積トポロジにスイッチ経由の接続が含まれている場合は、スイッチが「LACP (Link
Aggregation Control Protocol)」をサポートするかどうかに注意する必要があります。ス
イッチが LACPをサポートしている場合は、スイッチと集積の LACPを構成する必要
があります。ただし、次のいずれかの LACPの動作「モード」を定義できます。

■ オフモード –集積のデフォルトのモード。「LACPDU」と呼ばれる LACPパ
ケットは生成されません。

■ アクティブモード –ユーザーが指定可能な間隔でシステムによって LACPDUが定
期的に生成されます。

■ 受動モード –システムは、スイッチから LACPDUを受け取った場合のみ LACPDU
を生成します。集積とスイッチの両方が受動モードで構成されている場合、それ
らの間で LACPDUを交換することはできません。

構文については、dladm(1M)のマニュアルページとスイッチの製造元のマニュアルを
参照してください。
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リンク集積の要件
リンク集積の構成には次のような要件があります。

■ dladmコマンドを使用して集積を構成する必要があります。
■ すでに plumbされているインタフェースを集積のメンバーにすることはできませ
ん。

■ インタフェースは、次のGLDv3タイプである必要があります。 xge、e1000g、お
よび bgeです。

■ 集積内のすべてのインタフェースは、同じ速度で全二重モードで実行されている
必要があります。

■ EEPROMパラメータ local-mac-address?内で、MACアドレスの値を「true」に設
定する必要があります。手順の詳細は、インタフェースのMACアドレスが一意
であることを確認する方法を参照してください。

▼ リンク集積を作成する方法

注 –リンク集積は、同一の速度で稼働する全二重のポイントツーポイントリンク上で
のみ機能します。集積内のインタフェースがこの要件を満たしていることを確認し
てください。

集積トポロジ内でスイッチを使用している場合は、スイッチ上で次の操作を行
なったことを確認してください。

■ 集積として使用されるようにポートを構成します。
■ スイッチが LACPをサポートしている場合は、LACPをアクティブモードまたは
受動モードで構成します。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

現在システムにインストールされているインタフェースを調べます。
# dladm show-link

plumbされているインタフェースを判別します。
# ifconfig -a

集積を作成します。
# dladm create-aggr -d interface -d interface [...]key

始める前に
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interface 集積の一部になるインタフェースのデバイス名を表します。

key 集積を識別する番号です。最小のキー番号は1です。0はキーには使用で
きません。

次に例を示します。

# dladm create-aggr -d bge0 -d bge1 1

新しく作成した集積を構成してplumbします。
# ifconfig aggrkey plumb IP-address up

次に例を示します。

# ifconfig aggr1 plumb 192.168.84.14 up

作成した集積の状態を確認します。
# dladm show-aggr

画面に次のような出力が表示されます。

key: 1 (0x0001) policy: L4 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

bge1 0:3:ba:8:22:3b 0 Mbps unknown down standby

この出力は、キーが 1でポリシーが L4の集積が作成されたことを示しています。

(省略可能)リンク集積の IP構成は、リブート後も保持されるようにします。

a. IPv4アドレスベースのリンク集積の場合は、/etc/hostname.aggr.keyファイルを
作成します。IPv6ベースのリンク集積の場合は、/etc/hostname6.aggr.keyファイ
ルを作成します。

b. リンク集積の IPv4または IPv6アドレスをファイルに入力します。
たとえば、この処理で作成される集積の場合、次のファイルを作成します。
# vi /etc/hostname.aggr1

192.168.84.14

c. 再構成用ブートを実行します。
# reboot -- -r

d. /etc/hostname.aggrkeyファイルに入力したリンク集積構成が構成済みであること
を確認します。
# ifconfig -a

.

.

aggr1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

5
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inet 192.168.84.14 netmask ff000000 broadcast 192.255.255.

リンク集積の作成

この例は、bge0と bge1という 2つのデバイスを含むリンク集積を作成するために使
用するコマンドと、その出力結果を示しています。

# dladm show-link

ce0 type: legacy mtu: 1500 device: ce0

ce1 type: legacy mtu: 1500 device: ce1

bge0 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge0

bge1 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge1

bge2 type: non-vlan mtu: 1500 device: bge2

# ifconfig -a

lo0: flags=2001000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.84.253 netmask ffffff00 broadcast 192.168.84.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

# dladm create-aggr -d bge0 -d bge1 1

# ifconfig aggr1 plumb 192.168.84.14 up

# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L4 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

bge1 0:3:ba:8:22:3b 0 Mbps unknown down standby

# ifconfig -a

lo0: flags=2001000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

ce0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.84.253 netmask ffffff00 broadcast 192.168.84.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

aggr1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3

inet 192.168.84.14 netmask ff000000 broadcast 192.255.255.255

ether 0:3:ba:7:84:5e

集積に使用された 2つのインタフェースは、 ifconfigによって事前に plumbされて
いません。

▼ 集積を変更する方法
この手順では、集積の定義に次の変更を加える方法を示します。

■ 集積のポリシーの変更
■ 集積のモードの変更

例6–4
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Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

集積のポリシーを変更します。
# dladm modify-aggr -Ppolicy key

policy 174ページの「ポリシーと負荷分散」で説明されているように 1つ以上のポ
リシー L2、L3、および L4を表します。

key 集積を識別する番号です。最小のキー番号は 1です。0はキーには使用でき
ません。

集積内のデバイスが接続されているスイッチ上で LACPが実行されている場合
は、LACPをサポートするように集積を変更します。
スイッチ上で受動モードで LACPが実行されている場合は、集積用にアクティブ
モードに構成したことを確認してください。
# dladm modify-aggr -l LACP mode -t timer-value key

-l LACP mode 集積が実行される LACPモードを示します。値
は、active、passive、および offです。

-t timer-value LACPタイマー値を示します。値は、shortまたは longです。

key 集積を識別する番号です。最小のキー番号は 1です。0はキーには
使用できません。

リンク集積の変更

この例は、集積 aggr1のポリシーを L2に変更し、LACPモードをアクティブにする方
法を示しています。

# dladm modify-aggr -P L2 1

# dladm modify-aggr -l active -t short 1

# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L2 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

bge1 0:3:ba:8:22:3b 0 Mbps unknown down standby

1
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▼ 集積からインタフェースを削除する方法
Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

集積からインタフェースを削除します。
# dladm remove-aggr -d interface

集積からのインタフェースの削除

この例は、集積 aggr1からインタフェースを削除する方法を示しています。

# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L2 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

bge1 0:3:ba:8:22:3b 0 Mbps unknown down standby

# dladm remove-aggr -d bge1 1

# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L2 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

▼ 集積を削除する方法
Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

集積を削除します。
# dladm delete-aggr key

key 集積を識別する番号です。最小のキー番号は 1です。0はキーには使用できま
せん。

集積を削除する方法

この例は、集積 aggr1を削除する方法を示しています。

1

2
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# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L2 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

# dladm delete-aggr -d 1

▼ リンク集積上にVLANを構成する方法
インタフェース上にVLANを構成する場合と同じ方法で、リンク集積上にVLANを
作成することもできます。VLANについては、164ページの「仮想ローカルエリア
ネットワークの管理」を参照してください。ここでは、VLANとリンク集積の構成
について説明します。

まず、有効な IPアドレスを使用してリンク集積を構成します。集積の keyの値を書
き留めます。この値は、集積上にVLANを作成する際に必要になります。リンク集
積を作成する場合は、175ページの「リンク集積を作成する方法」を参照してくださ
い。

リンク集積がすでに作成されている場合は、その集積の鍵を取得します。
# dladm show-aggr

リンク集積上にVLANを作成します。
# ifconfig aggrVIDkey plumb

次に、各引数について説明します。

VID VLANの ID

key VLANを作成するリンク集積の鍵。鍵は 3桁の形式でなければいけませ
ん。たとえば、集積の鍵が 1の場合、VLANの名前に含まれる鍵の番号は
001となります。

手順 2を繰り返して、集積上にほかのVLANも作成します。

有効な IPアドレスを使用してVLANを構成します。

持続的なVLAN構成を作成するには、対応する /etc/hostname.VLAN構成ファイルに
IPアドレス情報を追加します。

リンク集積上に複数のVLANを構成する

この例では、リンク集積上に 2つの VLANを構成します。dladm show-aggrコマンド
の出力で、リンク集積の鍵は 1であることが示されています。VLANにはVID 193と
194がそれぞれ割り当てられます。

始める前に
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# dladm show-aggr

key: 1 (0x0001) policy: L4 address: 0:3:ba:7:84:5e (auto)

device address speed duplex link state

bge0 0:3:ba:7:b5:a7 1000 Mbps full up attached

bge1 0:3:ba:8:22:3b 0 Mbps unknown down standby

# ifconfig aggr193001 plumb

# ifconfig aggr193001 192.168.10.5/24 up

# ifconfig aggr194001 plumb

# ifconfig aggr194001 192.168.10.25/24 up

# vi /etc/hostname.aggr193001

192.168.10.5/24

# vi /etc/hostname.aggr194001

192.168.10.25/24

リンク集積の概要
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IPv6ネットワークの構成 (手順)

この章では、IPv6をネットワークに構成する作業について説明します。この章で説
明する内容は次のとおりです。

■ 183ページの「IPv6インタフェースの構成」
■ 184ページの「IPv6をインタフェース上で有効にする方法 (作業マップ)」
■ 189ページの「IPv6ルーターの構成」
■ 193ページの「ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更」
■ 194ページの「IPv6インタフェース構成の変更 (作業マップ)」
■ 202ページの「IPv6サポート用のトンネルの構成」
■ 201ページの「IPv6サポート用にトンネルを構成するための作業 (作業マップ)」
■ 211ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」

IPv6の概念については、第 3章「IPv6の紹介(概要)」を参照してください。IPv6の計
画作業については、第 4章「IPv6ネットワークの計画 (手順)」を参照してくださ
い。この章の作業の参照情報を見つけるには、第 11章「IPv6の詳細 (リファレン
ス)」を参照してください。

IPv6インタフェースの構成
IPv6を構成するときには、最初にインタフェース上で IPv6を有効にします。IPv6の
サポートは、Oracle Solaris 10のインストール中に有効にするか、またはインス
トール済みのシステムのインタフェース上で IPv6を構成することで有効にします。

Oracle Solaris 10をインストールするときに、その 1つまたは複数のインタフェース上
で IPv6を有効にすることができます。インストールが完了すると、IPv6に関連する
次のファイルとテーブルが設定されます。

■ IPv6を有効にしたインタフェースごとに、/etc/hostname6.interfaceファイル (たと
えば、hostname6.dmfe0)が関連付けられます。

7第 7 章
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■ Solaris 10 11/06以前のリリースの場合は、/etc/inet/ipnodesファイルが作成され
ています。インストール後、このファイルには通常、IPv6ループバックアドレス
および IPv4ループバックアドレスだけが含まれます。

■ /etc/nsswitch.confファイルは、IPv6アドレスを使用して検索できるように変更
されます。

■ IPv6アドレス選択ポリシーテーブルが作成されます。このテーブルは、IPv6が有
効なインタフェース経由の転送で使用される IPアドレス書式に優先順位を付けま
す。

この節では、インストール済みシステムのインタフェース上で IPv6を有効にする方
法について説明します。

IPv6をインタフェース上で有効にする方法 (作業
マップ)
次の表に、IPv6インタフェースを構成するための各種作業の一覧を示します。表で
は、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説明
されている現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 参照先

Oracle Solaris 10にすでにインス
トールされているシステムイン
タフェースで IPv6を有効にし
ます。

この作業では、Oracle Solaris 10
をインストールしたあとに、イ
ンタフェースの IPv6を有効に
します。

184ページの「現在の
セッションの IPv6インタ
フェースを有効にする方法」

IPv6が有効なインタフェースが
リブート後も保持されるように
します。

この作業では、インタフェース
の IPv6アドレスを持続する設
定にします。

186ページの「持続する IPv6イ
ンタフェースを有効にする方
法」

IPv6アドレスの自動構成を無効
にします。

この作業は、IPv6アドレスのイ
ンタフェース ID部分を手動で
構成する必要がある場合に使用
します。

188ページの「IPv6アドレスの
自動構成を無効にする方法」

▼ 現在のセッションの IPv6インタフェースを有効に
する方法
IPv6を構成する手順は、IPv6ノードになるすべてのシステムインタフェースで IPv6
を有効にすることから始まります。それらのインタフェースは最初に、自動構成プ
ロセスによって IPv6アドレスを取得します (84ページの「IPv6アドレスの自動構
成」を参照)。それらのノードの構成は、IPv6ネットワーク上の機能 (ホス
ト、サーバー、またはルーター)に基づいて調整できます。

IPv6インタフェースの構成
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注 –インタフェースと同じリンク上に IPv6接頭辞を現在通知しているルーターが存
在する場合、そのインタフェースは自動構成アドレスの一部としてそのサイトの接
頭辞を取得します。詳細については、190ページの「IPv6対応のルーターを構成する
方法」を参照してください。

次の手順では、Oracle Solaris 10のインストール後に追加されたインタフェースの
IPv6を有効にする方法について説明します。

IPv6ネットワークの計画作業を完了します。たとえば、ハードウェアとソフト
ウェアのアップグレードや、アドレス指定計画の準備などです。詳細は、87ページ
の「IPv6の計画 (作業マップ)」を参照してください。

IPv6ノードになるノードにPrimary Administratorまたはスーバーユーザーとしてログ
インします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

インタフェースの IPv6を有効にします。
# ifconfig inet6 interface plumb up

IPv6デーモン in.ndpdを起動します。
# /usr/lib/inet/in.ndpd

注 –特定のノード上で、IPv6が有効なインタフェースの状態は、ifconfig -a6コマン
ドを使用して表示できます。

インストール後に IPv6インタフェースを有効にする方法

この例では、 qfe0インタフェースの IPv6を有効にする方法を示します。作業を始め
る前に、システムに構成されているすべてのインタフェースの状態を確認します。

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1000863 <UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500

index 2

inet 172.16.27.74 netmask ffffff00 broadcast 172.16.27.255

ether 0:3:ba:13:14:e1

このシステムに現在構成されているインタフェースは、qfe0だけです。このインタ
フェースの IPv6を次のように有効にします。

始める前に
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# ifconfig inet6 qfe0 plumb up

# /usr/lib/inet/in.ndpd

# ifconfig -a6

lo0: flags=2000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

qfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 0:3:ba:13:14:e1

inet6 fe80::203:baff:fe13:14e1/10

この例では、qfe0が、IPv6が有効になる前後のシステムインタフェースの状態を表
示しています。ifconfigに -a6オプションを指定すると、qfe0とループバックイン
タフェースの IPv6情報だけが表示されます。出力は、リンクのローカルアドレス
(fe80::203:baff:fe13:14e1/10)だけが qfe0に構成されたことを示しています。この
アドレスは、ノードのローカルリンク上のルーターが現時点ではまだサイト接頭辞
を通知していないことを示しています。

IPv6を有効にしたあとに ifconfig -aコマンドを使用して、システム上のすべてのイ
ンタフェースの IPv4アドレスと IPv6アドレスを表示することができます。

■ IPv6ノードをルーターとして構成する方法については、189ページの「IPv6
ルーターの構成」を参照してください。

■ リブート後も IPv6インタフェース構成を保持する方法については、186ページ
の「持続する IPv6インタフェースを有効にする方法」を参照してください。

■ ノード上でのアドレスの自動構成を無効にする方法については、188ページ
の「IPv6アドレスの自動構成を無効にする方法」を参照してください。

■ ノードをサーバーとして調整する方法については、200ページの「サーバー上で
の IPv6が有効なインタフェースの管理」を参照してください。

▼ 持続する IPv6インタフェースを有効にする方法
この手順では、IPv6インタフェースを有効にするときに自動的に構成した IPv6アド
レスが、リブート後も保持されるように設定する方法について説明します。

注 –インタフェースと同じリンク上に IPv6接頭辞を現在通知しているルーターが存
在する場合、そのインタフェースは自動構成アドレスの一部としてそのサイトの接
頭辞を取得します。詳細については、190ページの「IPv6対応のルーターを構成する
方法」を参照してください。

IPv6ノードにPrimary Administratorまたはスーバーユーザーとしてログインします。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

次の手順
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インストール後に追加されたインタフェースの IPv6アドレスを作成します。

a. 構成ファイルを作成します。
# touch /etc/hostname6.interface

b. アドレスを構成ファイルに追加します。
inet6 ipv6-address up

addif inet6 ipv6-address up

...

静的 IPv6デフォルトルートを作成します。
# /usr/sbin/route -p add -inet6 default ipv6-address

(省略可能)ノード上でインタフェース変数のパラメータを定義す
る/etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。

ホストのインタフェースに一時アドレスを作成する必要がある場合は、194ページ
の「インタフェースに対する一時アドレスの使用」を参照してくださ
い。/etc/inet/ndpd.confの詳細については、ndpd.conf(4)のマニュアルページおよ
び 278ページの「ndpd.conf設定ファイル」を参照してください。

ノードをリブートします。
# reboot -- -r

リブートすると、ルーター発見パケットが送信されます。ルーターがサイト接頭辞
を返す場合は、ノードに対応する /etc/hostname6.interfaceファイルに、グローバル
IPv6アドレスを持つ任意のインタフェースを構成できます。そうでない場合
は、IPv6が有効なインタフェースにリンクのローカルアドレスだけが構成されま
す。リブートすると、in.ndpdおよびその他のネットワークデーモンも IPv6モードで
再起動します。

リブート後も IPv6インタフェースが持続するように設定する

この例では、リブート後も qfe0インタフェースの IPv6構成が持続するように設定す
る方法を示します。この例では、ローカルリンク上のルーターから、サイト接頭辞
とサブネット ID 2001:db8:3c4d:15/64が通知されます。

最初に、システムのインタフェースの状態を確認します。

# ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1000863 <UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500

index 2

inet 172.16.27.74 netmask ffffff00 broadcast 172.16.27.255

ether 0:3:ba:13:14:e1
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# touch /etc/hostname6.qfe0

# vi /etc/hostname6.qfe0

inet6 fe80::203:baff:fe13:1431/10 up

addif inet6 2001:db8:3c4d:15:203:baff:fe13:14e1/64 up

# route -p add -inet6 default fe80::203:baff:fe13:1431

# reboot -- -r

構成した IPv6アドレスがまだ qfe0インタフェースに適用されていることを確認しま
す。

# ifconfig -a6

qfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 0:3:ba:13:14:e1

inet6 fe80::203:baff:fe13:14e1/10

qfe0:1: flags=2180841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,IPv6> mtu 1500

index 2

inet6 2001:db8:3c4d:15:203:baff:fe13:14e1/64

ifconfig -a6の出力には、qfe0の 2つのエントリが表示されています。標準の qfe0

エントリには、MACアドレスとリンクのローカルアドレスが含まれています。2番
目のエントリ qfe0:1は、qfe0インタフェースに追加された IPv6アドレスに、擬似イ
ンタフェースが作成されたことを示しています。新しいグローバル IPv6アドレス
2001:db8:3c4d:15:203:baff:fe13:14e1/64には、ローカルルーターから通知されたサ
イト接頭辞とサブネット IDが含まれています。

■ 新しい IPv6ノードをルーターとして構成する方法については、189ページ
の「IPv6ルーターの構成」を参照してください。

■ ノード上でのアドレスの自動構成を無効にする方法については、188ページ
の「IPv6アドレスの自動構成を無効にする方法」を参照してください。

■ 新しいノードをサーバーとして調整する方法については、200ページ
の「サーバー上での IPv6が有効なインタフェースの管理」を参照してください。

▼ IPv6アドレスの自動構成を無効にする方法
ホストやサーバーのインタフェースに IPv6アドレスを生成するときには、通常はア
ドレスの自動構成を使用するようにしてください。ただし、アドレスの自動構成を
無効にしなければならない場合があります。特に、197ページの「IPv6トークンの構
成」で説明するようにトークンを手動で構成する場合には、この操作が必要になり
ます。

IPv6ノードにPrimary Administratorまたはスーバーユーザーとしてログインします。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

次の手順
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このノードの /etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。
/etc/inet/ndpd.confは、特定のノードのインタフェース変数を定義するファイルで
す。サーバーのすべてのインタフェースに対してアドレスの自動構成を無効にする
ためには、このファイルの内容が次のとおりである必要があります。
if-variable-name StatelessAddrConf false

/etc/inet/ndpd.confの詳細については、ndpd.conf(4)のマニュアルページおよび 278
ページの「ndpd.conf設定ファイル」を参照してください。

変更に合わせて、IPv6デーモンを更新します。
# pkill -HUP in.ndpd

IPv6ルーターの構成
ネットワークで IPv6を構成するための最初の手順は、ルーターで IPv6を構成するこ
とです。この節では、ルーターを構成するために必要な複数の作業について説明し
ます。これらの作業は必ずしもすべてを実行する必要はなく、サイトの要件に
よって異なります。

IPv6ルーターの構成 (作業マップ)
次の表に示された順序で後続の作業を実行し、IPv6ネットワークを構成します。表
では、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳しく説
明されている現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

1. IPv6の構成を始める前に、必要
な前提条件をすべて満たしている
ことを確認します。

IPv6が有効なルーターを構成する
前に、計画作業を完了し、IPv6が
有効なインタフェースを持つ
Oracle Solarisをインストールして
おく必要があります。

第 4章「IPv6ネットワークの計画 (手順)」およ
び 183ページの「IPv6インタフェースの構成」

2.ルーターを構成します。 ネットワークのサイト接頭辞を定
義します。

190ページの「IPv6対応のルーターを構成する
方法」

3.ルーター上でトンネルインタ
フェースを構成します。

ルーター上で手動トンネルまたは
6to4トンネルインタフェースを設
定します。ローカルの IPv6
ネットワークがほかの隔離された
IPv6ネットワークと通信するため
には、トンネルが必要になりま
す。

■ 205ページの「6to4トンネルを設定する方
法」

■ 202ページの「IPv6 over IPv4トンネルを手
動で構成する方法」

■ 203ページの「IPv6 over IPv6トンネルを手
動で構成する方法」

■ 204ページの「IPv4 over IPv6トンネルを構
成する方法」
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作業 説明 説明

4.ネットワーク上のスイッチを構
成します。

ネットワーク構成にスイッチが含
まれる場合、この時点で IPv6用
に構成します。

詳細については、スイッチに付属するマ
ニュアルを参照してください。

5.ネットワーク上のハブを構成し
ます。

ネットワーク構成にハブが含まれ
る場合、この時点で IPv6用に構
成します。

詳細については、ハブに付属するマニュアル
を参照してください。

6.ネットワークネームサービスを
IPv6用に構成します。

ルーターを IPv6用に構成したあ
と、IPv6アドレスを認識するよう
にプライマリネームサービス
(DNS、NIS、または LDAP)を構成
します。

211ページの「DNSに対する IPv6アドレスを追
加する方法」

7. (省略可能)ホストおよび
サーバー上で、IPv6が有効なイン
タフェースのアドレスを変更しま
す。

IPv6ルーターを構成してか
ら、IPv6が有効なホストおよび
サーバーに変更を加えます。

193ページの「ホストとサーバーの IPv6インタ
フェース構成の変更」

IPv6をサポートするようにアプリ
ケーションを構成します。

IPv6をサポートする方法は、アプ
リケーションによって異なりま
す。

アプリケーションに付属するマニュアルを参
照してください。

▼ IPv6対応のルーターを構成する方法
この手順では、Oracle Solarisのインストール中、ルーターのすべてのインタフェース
が IPv6用に構成されていると仮定します。

IPv6ルーターになるシステムにおいて、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

ルーター上で、インストール中に IPv6用に構成したインタフェースを調査します。
# ifconfig -a

この出力を調べて、IPv6用に構成したいインタフェースがリンクローカルアドレス
で plumbされていることを確認します。次の ifconfig -aコマンドの出力例
に、ルーターのインタフェースに構成されている IPv4アドレスと IPv6アドレスを示
します。

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

dmfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 172.16.26.232 netmask ffffff00 broadcast 172.16.26.255
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ether 0:3:ba:11:b1:15

dmfe1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4 mtu 1500 index 3

inet 172.16.26.220 netmask ffffff00 broadcast 172.16.26.255

ether 0:3:ba:11:b1:16

lo0: flags=2000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

dmfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 0:3:ba:11:b1:15

inet6 fe80::203:baff:fe11:b115/10

dmfe1: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 3

ether 0:3:ba:11:b1:16

inet6 fe80::203:baff:fe11:b116/10

この出力を見ると、インストール中、プライマリネットワークインタフェース dmfe0

と追加のネットワークインタフェース dmfe1が IPv6リンクローカルアドレス
fe80::203:baff:fe11:b115/10と fe80::203:baff:fe11:b116/10で構成されていること
が分かります。

ルーターのすべてのインタフェース上で、IPv6パケット転送を構成します。

Solaris 10 11/03以前のリリースの場合は、次のコマンドを使用します。
# routeadm -e ipv6-forwarding -u

次のいずれかを使用して、パケット転送を有効にします。

■ routeadmコマンドを次のように使用します。

# routeadm -e ipv6-forwarding -u

■ サービス管理機能 (SMF)コマンドを次のように使用します。

# svcadm enable ipv6-forwarding

経路制御デーモンを起動します。

in.ripngdデーモンは IPv6経路制御を処理します。

Solaris 10 11/06以前のリリースの場合は、次のコマンドを入力して in.ripngdを起動
します。

# routeadm -e ipv6-routing

# routeadm -u

次のいずれかの方法で、IPv6経路制御をオンに設定します。

■ routeadmコマンドを次のように使用します。

# routeadm -e ipv6-routing -u

■ SMFを使用して IPv6経路制御を有効にします。

# svcadm enable ripng:default

routeadmコマンドの構文については、routeadm(1M)のマニュアルページを参照して
ください。
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/etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。
/etc/inet/ndpd.conf には、ルーターが通知するサイト接頭辞などの構成情報を指定
します。このファイルを in.ndpdデーモンが読み取って、IPv6近傍検察プロトコルを
実装します。

変数と指定できる値のリストについては、278ページの「ndpd.conf設定ファイ
ル」と ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

次のテキストを /etc/inet/ndpd.confファイルに入力します。
ifdefault AdvSendAdvertisements true

prefixdefault AdvOnLinkFlag on AdvAutonomousFlag on

このテキストは、ルーターの IPv6用に構成されたすべてのインタフェース経由
で、ルーター広告を送信することを in.ndpdデーモンに指示します。

ルーターのほかのインタフェースでサイト接頭辞を構成するに
は、/etc/inet/ndpd.conf ファイルに別のテキストを追加します。
このテキストの書式は次のとおりである必要があります。
prefix global-routing-prefix:subnet ID/64 interface

次の /etc/inet/ndpd.confファイルの例は、サイト接頭辞 2001:0db8:3c4d::/48をイ
ンタフェース dmfe0および dmfe1経由で通知するようにルーターを構成します。

ifdefault AdvSendAdvertisements true

prefixdefault AdvOnLinkFlag on AdvAutonomousFlag on

if dmfe0 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2001:0db8:3c4d:15::0/64 dmfe0

if dmfe1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2001:0db8:3c4d:16::0/64 dmfe1

システムを再起動します。
IPv6ルーターは、ndpd.confファイルにあるサイト接頭辞をローカルリンクに通知し
始めます。

IPv6インタフェースを示す ifconfigコマンドの出力

次の例に、 189ページの「IPv6ルーターの構成」の手順を行なったあとに受信する
ような ifconfig -aコマンドの出力を示します。

lo0: flags=1000849 <UP LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

dmfe0: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 172.16.15.232 netmask ffffff00 broadcast 172.16.26.255

ether 0:3:ba:11:b1:15

dmfe1: flags=1000843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4 mtu 1500 index 3

inet 172.16.16.220 netmask ffffff00 broadcast 172.16.26.255

ether 0:3:ba:11:b1:16
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lo0: flags=2000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

dmfe0: flags=2100841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ROUTER,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 0:3:ba:11:b1:15

inet6 fe80::203:baff:fe11:b115/10

dmfe0:1: flags=2180841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,ROUTER,IPv6> mtu 1500

index 2

inet6 2001:db8:3c4d:15:203:baff:fe11:b115/64

dmfe1: flags=2100841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ROUTER,IPv6> mtu 1500 index 3

ether 0:3:ba:11:b1:16

inet6 fe80::203:baff:fe11:b116/10

dmfe1:1: flags=2180841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,ROUTER,IPv6> mtu 1500

index 3

inet6 2001:db8:3c4d:16:203:baff:fe11:b116/64

この例では、IPv6用に構成されている各インタフェースは、この時点で 2つのアド
レスを持っています。dmfe0のようなインタフェース名を持つエントリは、そのイン
タフェースのリンクローカルアドレスを示します。dmfe0:1のような interface:n形式
のエントリは、グローバル IPv6アドレスを示します。このアドレスには、インタ
フェース IDに加えて、/etc/ndpd.confファイルに構成されているサイト接頭辞が含
まれます。

■ IPv6ネットワークトポロジで識別したルーターからのトンネルを構成する方法に
ついては、202ページの「IPv6サポート用のトンネルの構成」を参照してくださ
い。

■ ネットワーク上のスイッチやハブを構成する方法については、スイッチまたはハ
ブに付属するマニュアルを参照してください。

■ IPv6ホストを構成する方法については、193ページの「ホストとサーバーの IPv6
インタフェース構成の変更」を参照してください。

■ サーバーの IPv6サポートを向上させる方法については、200ページ
の「サーバー上での IPv6が有効なインタフェースの管理」を参照してください。

■ IPv6のコマンド、ファイル、およびデーモンの詳細については、278ページ
の「Oracle Solaris 10 IPv6実装」を参照してください。

ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更
この節では、ノードがホストまたはサーバーのときに、そのノードで IPv6が有効な
インタフェースの構成を変更する方法について説明します。ほとんどの場合、IPv6
が有効なインタフェースでは、84ページの「ステートレス自動構成の概要」で説明
しているようにアドレスの自動構成を使用するようにしてください。ただし、イン
タフェースの IPv6アドレスの変更が必要な場合は、この節の作業の説明に従って変
更できます。

参照
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IPv6インタフェース構成の変更 (作業マップ)
次の表に、既存の IPv6ネットワークに変更を加えるための各種作業の一覧を示しま
す。表では、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が詳
しく説明されている現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

IPv6アドレスの自動構成を無効
にします。

この作業は、IPv6アドレスのイ
ンタフェース ID部分を手動で
構成する必要がある場合に使用
します。

188ページの「IPv6アドレスの
自動構成を無効にする方法」

ホストの一時アドレスを作成し
ます。

ランダムに作成される一時アド
レスを構成し、それをアドレス
の下位 64ビットとして使用す
ることで、ホストのインタ
フェース IDを隠します。

195ページの「一時アドレスを
構成する方法」

システムのインタフェース ID
のトークンを構成します。

IPv6アドレスのインタフェース
IDとして使用される 64ビット
のトークンを作成します。

198ページの「ユーザー指定の
IPv6トークンを構成する方法」

インタフェースに対する一時アドレスの使用
IPv6「一時アドレス」には、インタフェースのMACアドレスの代わりに、インタ
フェース IDとしてランダムに生成された 64ビットの数字が含まれます。匿名にして
おきたい IPv6ノード上の任意のインタフェースに対しては、一時アドレスを使用し
ます。たとえば、公開Webサーバーにアクセスする必要があるホストのインタ
フェースに対しては、一時アドレスを使用したい場合もあります。一時アドレスに
は、IPv6プライバシー拡張が実装されます。これらの拡張機能については、RFC
3041“Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6” (http://
www.ietf.org/rfc/rfc3041.txt?number=3041)を参照してください。

1つまたは複数のインタフェースに対して一時アドレスを有効にする必要がある場合
は、/etc/inet/ndpd.confファイルを使用します。しかし、標準の自動構成された
IPv6アドレスとは異なり、一時アドレスは、64ビットのサブネット接頭辞とランダ
ムに生成された 64ビット数から構成されます。このランダムな数は、IPv6アドレス
のインタフェース ID部分になります。リンクローカルアドレスでは、一時アドレス
はインタフェース IDとしては生成されません。

一時アドレスの preferred lifetimeのデフォルトは、1日です。一時アドレスの生成を有
効にした場合、/etc/inet/ndpd.confファイルでは次の変数も構成できます。

valid lifetime
TmpValidLifetime

一時アドレスが存在できる寿命。この寿命を過ぎる
と、そのアドレスはホストから削除されます。

ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更
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preferred lifetime
TmpPreferredLifetime

一時アドレスが無効にされるまでの時間。この時間
は、valid lifetimeよりも短くします。

address regeneration preferred lifetimeが満了するまでの時間。この時間内
に、ホストは新しい一時アドレスを生成します。

一時アドレスの時間を表現するには、次の書式を使用します。

n n秒数 (デフォルト)

n h n時間数 (h)

n d n日数 (d )

▼ 一時アドレスを構成する方法

IPv6ホストにPrimary Administratorまたはスーパーユーザーとしてログインします。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

必要に応じて、ホストのインタフェースの IPv6を有効にします。
184ページの「現在のセッションの IPv6インタフェースを有効にする方法」を参照
してください。

/etc/inet/ndpd.conf ファイルを編集して、一時アドレスの生成を有効にします。

■ ホストのすべてのインタフェースに対して一時アドレスを構成するには、次の行
を /etc/inet/ndpd.confファイルに追加します。

ifdefault TmpAddrsEnabled true

■ 特定のインタフェースに対して一時アドレスを構成するには、次の行を
/etc/inet/ndpd.confファイルに追加します。

if interface TmpAddrsEnabled true

(省略可能)一時アドレスの valid lifetimeを指定します。
ifdefault TmpValidLifetime duration

この構文は、ホストのすべてのインタフェースに対して valid lifetimeを指定しま
す。durationの値は、秒、時間、または日です。valid lifetimeのデフォルトは 7日で
す。TmpValidLifetimeに if interfaceキーワードを使用すると、特定のインタフェース
に対して一時アドレスの valid lifetimeを指定できます。

(省略可能)一時アドレスのpreferred lifetimeを指定します。この寿命を過ぎると、一
時アドレスは無効になります。
if interface TmpPreferredLifetime duration
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この構文は、特定のインタフェースに対して一時アドレスの preferred lifetimeを指定
します。preferred lifetimeのデフォルトは 1日です。TmpPreferredLifetimeに
ifdefaultキーワードを使用すると、ホストのすべてのインタフェースに対して
preferred lifetimeを指定できます。

注 –デフォルトアドレス選択では、無効にされた IPv6アドレスには低い優先順位が
与えられます。IPv6一時アドレスが無効にされると、デフォルトアドレス選択に
よって、パケットのソースアドレスとして無効でないアドレスが選択されます。無
効でないアドレスは、自動的に生成された IPv6アドレス、またはインタフェースの
IPv4アドレス (使用できる場合)になります。デフォルトアドレス選択の詳細につい
ては、238ページの「デフォルトアドレス選択の管理」を参照してください。

(省略可能)アドレスを無効にするまでの時間を指定します。この間に、ホストは新し
い一時アドレスを生成する必要があります。
ifdefault TmpRegenAdvance duration

この構文は、ホストのすべてのインタフェースに対して、一時アドレスを無効にす
るまでの時間を指定します。デフォルトは 5秒です。

in.ndpdデーモンの構成を変更します。
# pkill -HUP in.ndpd

# /usr/lib/inet/in.ndpd

例 7–5に示すように、ifconfig -a6コマンドを実行することによって、一時アドレス
が作成されていることを確認します。

ifconfigコマンドの出力において、インタフェース定義と同じ行に TEMPORARYという
キーワードが存在するはずです。

/etc/inet/ndpd.confファイルの一時アドレス変数

次に、一次ネットワークインタフェースに対して一時アドレスを有効にした
/etc/inet/ndpd.confファイルの例 (一部)を示します。

ifdefault TmpAddrsEnabled true

ifdefault TmpValidLifetime 14d

ifdefault TmpPreferredLifetime 7d

ifdefault TmpRegenAdvance 6s

一時アドレスを有効にした ifconfig -a6コマンドの出力

次に、一時アドレスを作成したあとにおける ifconfigコマンドの出力の例を示しま
す。
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# ifconfig -a6

lo0: flags=2000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

hme0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 8:0:20:b9:4c:54

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10

hme0:1: flags=2080841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 2001:db8:3c4d:15:a00:20ff:feb9:4c54/64

hme0:2: flags=802080841<UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,IPv6,TEMPORARY> mtu 1500 index 2

inet6 2001:db8:3c4d:15:7c37:e7d1:fc9c:d2cb/64

インタフェース hme0:2に続く行に TEMPORARYというキーワードが含まれていること
に注目してください。この行は、2001:db8:3c4d:15:7c37:e7d1:fc9c:d2cb/64が一時
インタフェース IDを持っていることを示します。

■ ネームサービスが IPv6アドレスをサポートするように設定する方法については、
211ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照してください。

■ サーバー上で IPv6アドレスを構成する方法については、198ページ
の「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。

■ IPv6ノード上での活動を監視する方法については、第 8章「TCP/IPネットワーク
の管理 (手順)」を参照してください。

IPv6トークンの構成
IPv6アドレスの 64ビットインタフェース IDは、IPv6 Addressing Overviewで説明した
ように、「76ページの「IPv6アドレス指定の概要」」とも呼ばれます。トークン
は、アドレスが自動構成されるときに、インタフェースのMACアドレスに関連付け
られます。ほとんどの場合、経路制御を行わないノード (IPv6ホストと IPv6
サーバー)では、自動構成されたトークンを使用するようにしてください。

ただし、システムが保守されるときにインタフェースが定期的に交換される
サーバーでは、自動構成されたトークンを使用すると問題が発生することがありま
す。インタフェースカードが変更されると、MACアドレスも変更されます。その結
果、IPアドレスが変わらないことを前提とするサーバーでは、問題が発生すること
があります。ネットワークインフラストラクチャーの各ノード (DNS、NISなど)
に、サーバーのインタフェースに固有の IPv6アドレスが保存されている場合があり
ます。

アドレスが変わることで発生する問題を回避するために、IPv6アドレスのインタ
フェース IDとして使用されるトークンを手動で構成できます。トークンを作成する
には、IPv6アドレスのインタフェース ID部分に相当する 64ビット以下の 16進数を
指定します。それ以降は、アドレスが自動構成されるときに近傍検索によって作成
されるインタフェース IDは、インタフェースのMACアドレスからは作成されませ

参照
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ん。代わりに、手動で作成したトークンがインタフェースIDになります。この
トークンは、カードを交換しても、インタフェースに割り当てられたままになりま
す。

注 –ユーザー指定のトークンと一時アドレスとの違いは、一時アドレスがランダムに
生成されるのに対し、ユーザー指定のトークンはユーザーが明示的に作成する点で
す。

▼ ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法
次の手順は、インタフェースが定期的に置き換えられるサーバーで特に役立ちま
す。また、任意の IPv6ノード上でユーザー指定のトークンを構成する場合にも有効
です。

トークンを構成するインタフェースがplumbされていることを確認します。
IPv6アドレスのトークンを構成するときは、そのインタフェースが plumbされてい
る必要があります。
# ifconfig -a6

qfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 0:3:ba:13:14:e1

inet6 fe80::203:baff:fe13:14e1/10

この出力から、ネットワークインタフェース qfe0が plumbされていて、リンクの
ローカルアドレス fe80::203:baff:fe13:14e1/10が割り当てられていることがわかり
ます。このアドレスは、インストール中に自動的に構成されています。

ノードのインタフェースのトークンとして使用する、1つまたは複数の 64ビットの
16進数を作成します。トークンの例については、81ページの「リンクローカルユニ
キャストアドレス」を参照してください。

各インタフェースをトークンで構成します。

次の形式の ifconfigコマンドを使用して、ユーザー指定のインタフェース ID
(トークン)を各インタフェースに割り当てます。
ifconfig interface inet6 token address/64

たとえば、インタフェース qfe0をトークンで構成するには、次のコマンドを使用し
ます。

# ifconfig qfe0 inet6 token ::1a:2b:3c:4d/64

ユーザー指定のトークンを割り当てるインタフェースごとに、この手順を繰り返し
ます。
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(省略可能)新しい IPv6アドレスがリブート後も保持されるように設定します。

a. トークンを構成したインタフェースごとに、/etc/hostname6.interfaceファイルを
編集または作成します。

b. 各 /etc/hostname6.interfaceファイルの末尾に次のテキストを追加します。
token ::token-name/64

たとえば、/etc/hostname6.interfaceファイルの末尾に次のテキストを追加しま
す。

token ::1a:2b:3c:4d/64

システムをリブートしたあとに、/etc/hostname6.interfaceファイルに構成した
トークンがそのインタフェースの IPv6アドレスに適用されます。この IPv6アドレス
は、それ以降何度リブートしても保持されます。

変更に合わせて、IPv6デーモンを更新します。
# pkill -HUP -in.ndpd

ユーザー指定のトークンを IPv6インタフェースに構成する

次の例のインタフェース bge0:1には、自動構成された IPv6アドレスが割り当てられ
ています。サブネット接頭辞 2001:db8:3c4d:152:/64は、ノードのローカルリンク上
のルーターから通知されます。インタフェース ID 2c0:9fff:fe56:8255は、bge0:1の
MACアドレスから生成されます。

# ifconfig -a6

lo0: flags=2002000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6,VIRTUAL> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

bge0: flags=2100801 <UP,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 5

inet6 fe80::2c0:9fff:fe56:8255/10

ether 0:c0:9f:56:82:55

bge0:1: flags=2180801 <UP, MULTICAST,ADDRCONF,IPv6>mtu 1500 index 5

inet6 2001:db8:3c4d:152:c0:9fff:fe56:8255/64

# ifconfig bge0 inet6 token ::1a:2b:3c:4d/64

# vi /etc/hostname6.bge0

token ::1a:2b:3c:4d/64

# pkill -HUP -in.ndpd

# ifconfig -a6

lo0: flags=2002000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6,VIRTUAL> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

bge0: flags=2100801 <UP,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 5

inet6 fe80::2c0:9fff:fe56:8255/10

ether 0:c0:9f:56:82:55

bge0:1: flags=2180801 <UP, MULTICAST,ADDRCONF,IPv6>mtu 1500 index 5

inet6 2001:db8:3c4d:152:1a:2b:3c:4d/64

トークンの構成が終了すると、bge0:1の 2番目の状態行のグローバルアドレス
は、そのインタフェース IDに構成された 1a:2b:3c:4dになります。

4

5

例7–6

ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更

第 7章 • IPv6ネットワークの構成 (手順) 199



■ ネームサービスをサーバーの IPv6アドレスで更新する方法については、211
ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照してください。

■ サーバーの性能を監視する方法については、第 8章「TCP/IPネットワークの管理
(手順)」を参照してください。

サーバー上での IPv6が有効なインタフェースの管
理
サーバーで IPv6を使用することを計画するときは、サーバーのインタフェースの
IPv6を有効にするために、いくつかのことを決定する必要があります。それらの決
定は、インタフェースの IPv6アドレスのインタフェース ID (「トークン」とも呼ば
れる)を構成するときに、どのような方法を採用するかに影響します。

▼ サーバーのインタフェースの IPv6を有効にする方法
この手順では、次のことを前提としています。

■ Oracle Solaris 10がサーバー上にすでにインストールされていること。
■ Oracle Solarisのインストール時またはインストール後に、183ページの「IPv6イン
タフェースの構成」の手順を使用して、サーバーのインタフェースの IPv6を有効
にしていること。

これらに該当する場合は、IPv6がサポートされるようにアプリケーションソフト
ウェアをアップグレードします。IPv4プロトコルスタックで動作するアプリ
ケーションの多くは、IPv6でも正常に動作します。詳細は、92ページの「IPv6をサ
ポートするためにネットワークサービスを準備する方法」を参照してください。

サーバー上で、Primary Administratorの役割を引き受けるか、スーパーユーザーにな
ります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

サーバーと同じリンク上のルーターに IPv6サブネット接頭辞が構成されていること
を確認します。

詳細は、189ページの「IPv6ルーターの構成」を参照してください。

サーバーの IPv6が有効なインタフェースのインタフェース IDに適した方法を使用し
ます。

デフォルトでは、IPv6アドレスの自動構成によって IPv6アドレスのインタフェース
ID部分が作成されるときに、インタフェースのMACアドレスが使用されます。イ

参照
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ンタフェースの IPv6アドレスが既知の場合には、インタフェースが切り替わる
と、問題が発生することがあります。新しいインタフェースのMACアドレスは、別
のアドレスになります。アドレスが自動構成されると、新しいインタフェース IDが
生成されます。

■ IPv6が有効なインタフェースを置き換えないで使用する場合は、自動構成された
IPv6アドレスを使用します (84ページの「IPv6アドレスの自動構成」を参照)。

■ IPv6が有効なインタフェースをローカルネットワークの外部には匿名で表示する
必要がある場合は、ランダムに生成されたトークンをインタフェース IDに使用
することを検討します。手順および例については、195ページの「一時アドレス
を構成する方法」を参照してください。

■ IPv6が有効なインタフェースを定期的に切り替えて使用する場合は、インタ
フェース IDのトークンを作成します。手順および例については、198ページ
の「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。

IPv6サポート用にトンネルを構成するための作業 (作業
マップ)

次の表に、さまざまな種類の IPv6トンネルを構成するための各種作業の一覧を示し
ます。表では、各作業で実行する内容について説明し、作業の具体的な実行手順が
詳しく説明されている現在のマニュアル内の節を示しています。

作業 説明 説明

IPv6 over IPv4トンネルを手動で
構成します。

IPv4ネットワークを経由する
IPv6トンネルを手動で構成しま
す。より大きく、大部分が IPv4
である企業ネットワーク内にあ
るリモートの IPv6ネット
ワークに到達するための解決方
法です。

202ページの「IPv6 over IPv4ト
ンネルを手動で構成する方法」

IPv6 over IPv6トンネルを手動で
構成します。

IPv6ネットワークを経由する
IPv6トンネルを手動で構成しま
す。通常、巨大な企業ネット
ワークで使用される解決方法で
す。

203ページの「IPv6 over IPv6ト
ンネルを手動で構成する方法」

IPv4 over IPv6トンネルを手動で
構成します。

IPv6ネットワークを経由する
IPv4トンネルを手動で構成しま
す。IPv4と IPv6の両方の
ネットワークを持つ巨大な
ネットワークで使用される解決
方法です。

204ページの「IPv4 over IPv6ト
ンネルを構成する方法」

IPv6サポート用にトンネルを構成するための作業 (作業マップ)

第 7章 • IPv6ネットワークの構成 (手順) 201



作業 説明 説明

IPV6 over IPv4トンネル (6to4ト
ンネル)を自動で構成します。

自動 6to4トンネルを作成しま
す。外部の IPv6サイトにイン
ターネット経由で到達するため
の解決方法です。

205ページの「6to4トンネルを
設定する方法」

6to4ルーターと 6to4リ
レールーター間にトンネルを構
成します。

6to4relayコマンドを使用し
て、6to4リレールーターとの間
のトンネルを有効にする解決方
法です。

209ページの「6to4リ
レールーターとの間の 6to4ト
ンネルを設定する方法」

IPv6サポート用のトンネルの構成
IPv6ネットワークは、ほとんどの場合、巨大な IPv4ネットワーク内で孤立していま
す。IPv6ネットワーク上のノードは、企業 (内部)またはリモート (外部)の孤立した
IPv6ネットワーク上のノードと通信する必要もあります。このような場合、IPv6ホ
ストはトンネルのエンドポイントとしても機能しますが、通常は、IPv6ルーター間
にトンネルを構成します。トンネルの計画については、94ページの「ネットワーク
トポロジにおけるトンネルの計画」を参照してください。

IPv6ネットワーク用に自動的または手動で構成されたトンネルを設定できま
す。Oracle Solaris IPv6実装がサポートするトンネルカプセル化の種類は、次のとおり
です。

■ IPv4トンネル経由の IPv6
■ IPv6トンネル経由の IPv6
■ IPv6トンネル経由の IPv4
■ 6to4トンネル

トンネルの概念については、301ページの「IPv6トンネル」を参照してください。

▼ IPv6 over IPv4トンネルを手動で構成する方法
この手順では、IPv6ノードから IPv4ネットワーク経由でリモートの IPv6ノードに到
達するトンネルを設定する方法について説明します。

トンネルのローカル側のエンドポイントにPrimary Administratorまたは
スーパーユーザーとしてログインします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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/etc/hostname6.ip.tun nファイルを作成します。
ここで、nはトンネル番号です (最初のトンネルがゼロ)。次に、次の手順に
従って、エントリを追加します。

a. トンネルソースアドレスとトンネル宛先アドレスを追加します。
tsrc IPv4-source-address tdst IPv4-destination-address up

b. (省略可能)ソース IPv6アドレスと宛先 IPv6アドレスの論理インタフェースを追加
します。
addif IPv6-source-address IPv6-destination-address

このインタフェースに対してアドレスを自動設定したい場合は、この手順を省き
ます。各トンネルに対するリンクローカルアドレスを設定する必要はありませ
ん。

システムを再起動します。

トンネルの反対側のエンドポイントでも、この作業を繰り返します。

/etc/hostname6.ip.tunファイルにおける手動 IPv6 over IPv4トンネル用
のエントリ

次の /etc/hostname6.ip.tunファイルの例に、グローバルソースアドレスとグローバ
ル宛先アドレスを手動で構成したトンネルを示します。

tsrc 192.168.8.20 tdst 192.168.7.19 up

addif 2001:db8:3c4d:8::fe12:528 2001:db8:3c4d:7:a00:20ff:fe12:1234 up

▼ IPv6 over IPv6トンネルを手動で構成する方法
この手順では、IPv6ノードから IPv6ネットワーク経由でリモートの IPv6ノードに到
達するトンネルを設定する方法について説明します。

トンネルのローカル側のエンドポイントにPrimary Administratorまたは
スーパーユーザーとしてログインします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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/etc/hostname6.ip6.tun nファイルを作成します。
nには 0、1、2などの値を使用します。次に、次の手順に従って、エントリを追加し
ます。

a. トンネルソースアドレスとトンネル宛先アドレスを追加します。
tsrc IPv6-source-address tdst IPv6-destination-address
IPv6-packet-source-address IPv6-packet-destination-address up

b. (省略可能)ソース IPv6アドレスと宛先 IPv6アドレスの論理インタフェースを追加
します。
addif IPv6-source-address IPv6-destination-address up

このインタフェースに対してアドレスを自動設定したい場合は、この手順を省き
ます。各トンネルに対するリンクローカルアドレスを設定する必要はありませ
ん。

システムを再起動します。

トンネルの反対側のエンドポイントでも、この作業を繰り返します。

/etc/hostname6.ip6.tunファイルにおける IPv6 over IPv6トンネル用のエ
ントリ

次に、IPv6 over IPv6トンネル用のエントリの例を示します。

tsrc 2001:db8:3c4d:22:20ff:0:fe72:668c tdst 2001:db8:3c4d:103:a00:20ff:fe9b:a1c3

fe80::4 fe80::61 up

▼ IPv4 over IPv6トンネルを構成する方法
この手順では、IPv6ネットワークを経由して、2つの IPv4ホスト間をつなげるトン
ネルを構成する方法について説明します。この手順を使用するのは、企業のネット
ワークが異機種混在の環境であり、IPv6サブネットが IPv4サブネットを分離してい
る場合です。

トンネルのローカル (IPv4 )側のエンドポイントにPrimary Administratorまたは
スーパーユーザーとしてログインします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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/etc/hostname.ip6.tun nファイルを作成します。
nには 0、1、2などの値を使用します。次に、次の手順に従って、エントリを追加し
ます。

a. トンネルソースアドレスとトンネル宛先アドレスを追加します。
tsrc IPv6-source-address tdst IPv6-destination-address

b. (省略可能)ソース IPv6アドレスと宛先 IPv6アドレスの論理インタフェースを追加
します。
addif IPv6-source-address IPv6-destination-address up

ローカルホストをリブートします。

トンネルの反対側のエンドポイントでも、この作業を繰り返します。

/etc/hostname6.ip6.tunファイルにおける IPv4 over IPv6トンネル用のエ
ントリ

次に、IPv6トンネル経由の IPv4のエントリの例を示します。

tsrc 2001:db8:3c4d:114:a00:20ff:fe72:668c tdst 2001:db8:3c4d:103:a00:20ff:fe9b:a1c3

10.0.0.4 10.0.0.61 up

▼ 6to4トンネルを設定する方法
企業の IPv6ネットワークがリモートの IPv6ネットワークと通信する必要がある場
合、自動 6to4トンネルを使用することを考えてください。6to4トンネルを構成する
プロセスには、境界ルーターを「6to4」ルーターとして構成する手順が含まれま
す。6to4ルーターは、ローカルのネットワークとリモートの IPv6ネットワークにあ
るエンドポイントルーター間における 6to4トンネルのエンドポイントとして機能し
ます。

IPv6ネットワーク上で 6to4経路制御を構成する前に、次のことを行う必要がありま
す。

■ 予定されている 6to4サイトのすべての適切なノード上で IPv6を構成します (
193ページの「ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更」を参照)。

■ 6to4ルーターとして使用するため、IPv4ネットワークに接続された 1台以上の
ルーターを選択します。

■ IPv4ネットワークに対して使用する 6to4ルーターのインタフェースに一意の (全
世界に 1つしかない) IPv4アドレスを設定します。この IPv4アドレスは静的なも
のでなければいけません。
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注 –第 12章「Oracle Solaris DHCPについて (概要)」に示すように、動的に割り当
てられた IPv4アドレスは使用しないでください。動的に割り当てられたグローバ
ルなアドレスは時間の経過とともに変わるため、IPv6アドレス指定計画に悪影響
を及ぼす可能性があります。

予想されている 6to4ルーターにPrimary Administratorまたはスーパーユーザーとして
ログインします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

ルーター上に 6to4疑似インタフェースを構成します。つま
り、/etc/hostname6.ip.6to4tun0 ファイルを作成します。

■ サブネット IDが 0でホスト IDが 1の推奨されている規則を使用する場合は、
/etc/hostname6.ip.6to4tun0では次に示す短い形式を使用してください。

tsrc IPv4-address up

■ サブネット IDとホスト IDにほかの規則を使用する場合
は、/etc/hostname6.ip.6to4tun0では次に示す長い形式を使用してください。

tsrc IPv4-address 2002:IPv4-address:subnet-ID:interface-ID:/64 up

/etc/hostname6.ip.6to4tun0の必須パラメータは次のとおりです。

tsrc このインタフェースがトンネルソースとして使用されることを示し
ます。

IPv4-address 6to4擬似インタフェースとなる物理インタフェース上で設定される
IPv4アドレスをドット付きの 10進数形式で指定します。

残りのパラメータは省略可能です。しかし、省略可能なパラメータを 1つでも指定
した場合、ほかのすべての省略可能なパラメータも指定する必要があります。

2002 6to4接頭辞を指定します。

IPv4–address 疑似インタフェースの IPv4アドレスを 16進数表記で指定します。

subnet-ID 0以外のサブネット IDを16進表記で指定します。

interface-ID 1以外のインタフェース IDを指定します。

/64 5to4接頭辞の長さが 64ビットであることを示します。

up 6to4インタフェースを「up」として構成します。
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注 –ネットワーク上の 2つの IPv6トンネルは、同じソースアドレスと同じ宛先アドレ
スを持つことはできません。同じアドレスを指定するとパケットは削除されま
す。このような状況は、6to4ルーターが atunコマンドを通してトンネリングを実施
する場合にも発生する可能性があります。atunについては、tun(7M)のマニュアル
ページを参照してください。

(省略可能)ルーター上でさらに 6to4擬似インタフェースを作成します。
予定されている各 6to4擬似インタフェースには、すでに設定された一意の (全世界に
1つしかない) IPv4アドレスが必要です。

6to4ルーターをリブートします。

インタフェースの状態を確認します。
# ifconfig ip.6to4tun0 inet6

インタフェースが正しく設定されている場合は、次のようなメッセージが表示され
ます。

ip.6to4tun0: flags=2200041<UP,RUNNING,NONUD,IPv6>mtu 1480 index 11

inet tunnel src 111.222.33.44

tunnel hop limit 60

inet6 2002:6fde:212c:10:/64

6to4経路制御を通知するために /etc/inet/ndpd.confファイルを編集します。

詳細については、ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

a. 最初の行で、通知を受け取るサブネットを指定します。
ifエントリを次の書式で作成してください。
if subnet-interface AdvSendAdvertisements 1

たとえば、インタフェース hme0に接続しているサブネットに対して 6to4経路制
御を通知するには、subnet-interfaceを hme0に置き換えます。

if hme0 AdvSendAdvertisements 1

b. 通知の 2行目として 6to4接頭辞を追加します。
prefixエントリを次の書式で作成してください。
prefix 2002:IPv4-address:subnet-ID::/64 subnet-interface
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ルーターをリブートします。

あるいは、sighupを /etc/inet/in.ndpdデーモンに発行しても、ルーター広告の送信
を開始できます。これによって、各サブネット上の 6to4接頭辞を受信する IPv6
ノードは、新しい 6to4派生アドレスを自動構成します。

ノードに使用される 6to4派生の新しいアドレスを 6to4サイトで使用されるネーム
サービスに追加します。

手順については、211ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照し
てください。

6to4ルーターの構成 (短い形式)

次に、/etc/hostname6.ip.6to4tun0の短い形式の例を示します。

# cat /etc/hostname6.ip.6to4tun0

tsrc 111.222.33.44 up

6to4ルーターの構成 (長い形式)

次に、/etc/hostname6.ip.6to4tun0の長い形式の例を示します。

# cat /etc/hostname6.ip.6to4tun0

tsrc 111.222.33.44 2002:6fde:212c:20:1/64 up

6to4疑似インタフェースを示す ifconfigの出力

次に、6to4擬似インタフェースの ifconfigコマンドの出力例を示します。

# ifconfig ip.6to4tun0 inet6

ip.6to4tun0: flags=2200041<UP,RUNNING,NONUD,IPv6> mtu 1480 index 11

inet tunnel src 192.168.87.188

tunnel hop limit 60

inet6 2002:c0a8:57bc::1/64

/etc/inet/ndpd.confにおける 6to4通知

次の /etc/inet/ndpd.confファイル例は、2つのサブネット上の 6to4経路制御を通知
します。

if qfe0 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:c0a8:57bc:10::/64 qfe0

if qfe1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:c0a8:57bc:2::/64 qfe1
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6to4サイトにおける複数のルーターの設定

複数のルーターが存在するサイトの場合、6to4ルーターの後ろに位置する
ルーターも 6to4をサポートするように構成する必要がある場合があります。サイト
にRIPが使用されている場合、6to4以外のルーターそれぞれに、6to4ルーターまでの
静的ルートを指定する必要があります。市販の経路制御プロトコルを使用する場合
は、6to4ルーターとの間の静的なルートを構築する必要はありません。

▼ 6to4リレールーターとの間の6to4トンネルを設
定する方法

注意 –セキュリティー上の大きな問題のため、Oracle Solarisでは、6to4リ
レールーターのサポートはデフォルトでは無効になっています。244ページの「6to4
リレールーターへのトンネルを作成するときのセキュリティー問題」を参照してく
ださい。

6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にする前に、次の作業を完了しておく
必要があります。

■ 使用しているサイトの 6to4ルーターを構成する (205ページの「6to4トンネルを設
定する方法」を参照)

■ 6to4リレールーターとの間のトンネリングに伴うセキュリティー問題を検討する

6to4ルーターにPrimary Administratorまたはスーパーユーザーとしてログインしま
す。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

次のどちらか一方を使用し、6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にしま
す。

■ エニーキャスト 6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にします。

# /usr/sbin/6to4relay -e

-eオプションは、6to4ルーターとエニーキャスト 6to4リレールーターの間にトン
ネルを設定します。エニーキャスト 6to4リレールーターは既知の IPv4アドレス
192.88.99.1を持っています。サイトに物理的にもっとも近いエニーキャストリ
レールーターが、6to4トンネルのエンドポイントになります。このリ
レールーターは、6to4サイトとネイティブ IPv6サイト間のパケット転送を処理し
ます。

参考

始める前に
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エニーキャスト 6to4リレールーターの詳細については、RFC 3068, "An Anycast
Prefix for 6to4 Relay Routers" (ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3068.txt)を
参照してください。

■ 特定の 6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にします。

# /usr/sbin/6to4relay -e -a relay-router-address

-aオプションは、特定のルーターアドレスが続くことを示しま
す。relay-router-addressには、トンネルを有効にするために使用する特定の 6to4リ
レールーターの IPv4アドレスを指定してください。

6to4リレールーターとの間のトンネルは、6to4トンネル擬似インタフェースが削除
されるまでアクティブな状態を維持します。

6to4リレールーターとの間のトンネルが必要なくなったときには、このトンネルを
削除します。
# /usr/sbin/6to4relay -d

(省略可能)リブートを行なっても 6to4リレールーターとの間のトンネルが持続する
ように設定します。

サイトによっては、6to4ルーターがリブートするたびに 6to4リレールーターとの間
のトンネルを元に戻さざるをえない場合があるでしょう。このような状況に対応す
るためには、次の作業を行う必要があります。

a. /etc/default/inetinitファイルを編集します。

変更が必要な行は、ファイルの最後にあります。

b. ACCEPT6TO4RELAY=NOという行の値“NO”を“YES”に変更します。

c. (省略可能)特定の 6to4リレールーターとの間で、リブートを行なっても持続する
トンネルを構築します。

パラメータ RELAY6TO4ADDRのために、アドレス 192.88.99.1を、使用したい 6to4
リレールーターの IPv4アドレスに変更してください。

6to4リレールーターサポートの状態情報の取得

/usr/bin/6to4relayコマンドを使用し、6to4リレールーターのサポートが有効に
なっているかどうかを確認できます。次の例は、6to4リレールーターのサポートを
無効にした場合 (これがOracle Solarisのデフォルト)の出力です。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay: 6to4 Relay Router communication support is disabled.

6to4リレールーターのサポートを有効にすると、次のメッセージが表示されます。
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# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay: 6to4 Relay Router communication support is enabled.

IPv4 remote address of Relay Router=192.88.99.1

ネームサービスの IPv6サポート用の構成
この節では、IPv6サービスをサポートするようにDNSネームサービスとNISネーム
サービスを構成する方法について説明します。

注 – LDAPは IPv6をサポートします。IPv6固有な構成作業は必要ありません。

DNS、NIS、および LDAPの管理の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミ
ングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

▼ DNSに対する IPv6アドレスを追加する方法
プライマリまたはセカンダリのDNSサーバーにPrimary Administratorまたは
スーパーユーザーとしてログインします。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

適切なDNSゾーンファイルを編集して、IPv6が有効なノードごとにAAAAレコードを
追加します。
host-name IN AAAA host-address

DNS逆ゾーンファイルを編集して、PTRレコードを追加します。
host-address IN PTR hostname

DNSの管理の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

DNS逆ゾーンファイル

次に、逆ゾーンファイルにおける IPv6アドレスの例を示します。

$ORIGIN ip6.int.

8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.9.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0 \

IN PTR vallejo.Eng.apex.COM.
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IPv6アドレスのNISへの追加
Solaris 10 11/06以前のリリースでは、NIS用に 2つのマップが追加されていました。
ipnodes.bynameと ipnodes.byaddrです。これらのマップは、いずれも IPv4と IPv6の
ホスト名とアドレスの関連付けを含んでいました。IPv6に対応するツール
は、ipnodes NISマップを使用していました。hosts.bynameマップと hosts.byaddr

マップは、IPv4ホスト名とアドレスの関係しか含んでいませんでした。これらの
マップは既存のアプリケーションのために変更されていません。ipnodesマップの管
理は、hosts.bynameマップと hosts.byaddrマップの管理方法と同様です。Solaris 10
11/06の場合は、hostsマップを ipnodeアドレスで更新すると、ipnodeマップも同じ情
報で更新されることに注意してください。

注 – Oracle Solaris 10の後続のリリースでは、ipnodesマップは使用されませ
ん。ipnodesマップの IPv6機能は、hostsマップで管理されるようになりました。

NISマップを管理する手順については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の第 5章「NISサービスの設定と構
成」を参照してください。

▼ IPv6ネームサービス情報を表示する方法
nslookupコマンドを使用すると、 IPv6ネームサービス情報を表示できます。

自分のユーザーアカウントで、nslookupコマンドを実行します。
% /usr/sbin/nslookup

デフォルトサーバー名とアドレスが表示され、nslookupコマンドの山括弧プロンプ
トが表示されます。

特定のホストの情報を表示するには、山括弧プロンプトに次のコマンドを入力しま
す。
>set q=any

>host-name

次のコマンドを入力すると、AAAAレコードだけが表示されます。
>set q=AAAA

hostname

exitを入力して、nslookupコマンドを終了します。

1
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nslookupによる IPv6情報の表示

次に、IPv6ネットワーク環境における nslookupコマンドの結果の例を示します。

% /usr/sbin/nslookup

Default Server: dnsserve.local.com

Address: 10.10.50.85

> set q=AAAA

> host85

Server: dnsserve.local.com

Address: 10.10.50.85

host85.local.com IPv6 address = 2::9256:a00:fe12:528

> exit

▼ DNS IPv6 PTRレコードの正確な更新を確認する方
法
nslookupコマンドを使用してDNS IPv6 PTRレコードを表示します。

自分のユーザーアカウントで、nslookupコマンドを実行します。
% /usr/sbin/nslookup

デフォルトサーバー名とアドレスが表示され、 nslookupコマンドの山括弧プロンプ
トが表示されます。

PTRレコードを表示するには、山括弧プロンプトに次のコマンドを入力します。
>set q=PTR

exitを入力して、コマンドを終了します。

nslookupコマンドによる PTRレコードの表示

次に、nslookupコマンドを使用して、PTRレコードを表示する例を示します。

% /usr/sbin/nslookup

Default Server: space1999.Eng.apex.COM

Address: 192.168.15.78

> set q=PTR

> 8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.0.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.ip6.int

8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.0.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.ip6.int name =

vallejo.ipv6.Eng.apex.COM

ip6.int nameserver = space1999.Eng.apex.COM

> exit

例7–16

1
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▼ NISによる IPv6情報を表示する方法
ypmatchコマンドを実行してNISで IPv6情報を表示するには、次のように操作しま
す。

自分のアカウントで次のコマンドを入力すると、NIS内の IPv6アドレスが表示されま
す。
% ypmatch hostname hosts ipnodes.byname

指定した hostnameについての情報が表示されます。

注 – Solaris 10 11/06よりあとのOracle Solarisリリースには、ipnodesマップは含まれな
くなりました。ipnodesマップの IPv6機能は、hostsマップで管理されるようになり
ました。

ypmatchコマンドによる IPv6アドレスの出力

Solaris 10 11/06以前のリリースの場合、ipnodes.bynameデータベースに対して
ypmatch操作を実行すると、結果は次の例のようになります。

% ypmatch farhost hosts ipnodes.byname

2001:0db8:3c4d:15:a00:20ff:fe12:5286 farhost

▼ ネームサービスに依存しない IPv6情報を表示する
方法
この手順は、Solaris 10 11/06以前のリリースでのみ使用できます。後続のリリースで
は、同じ操作を hostsデータベースに対して実行できます。

自分のユーザーアカウントで、次のコマンドを入力します。
% getent ipnodes hostname

指定した hostnameについての情報が表示されます。

ipnodesデータベース内の IPv6情報の表示

次に、getentコマンドからの出力の例を示します。

% getent ipnodes vallejo

2001:0db8:8512:2:56:a00:fe87:9aba myhost myhost

fe80::56:a00:fe87:9aba myhost myhost

●

例7–18

●

例7–19

ネームサービスの IPv6サポート用の構成

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月214



TCP/IPネットワークの管理 (手順)

この章では、TCP/IPネットワークを管理するための作業について説明します。次の
項目について説明します。

■ 215ページの「主なTCP/IP管理作業 (作業マップ)」
■ 217ページの「ifconfigコマンドによるインタフェース構成の監視」
■ 221ページの「netstatコマンドによるネットワークの状態の監視」
■ 228ページの「pingコマンドによるリモートホストの検証」
■ 230ページの「ネットワーク状態表示の管理と記録」
■ 233ページの「tracerouteコマンドによる経路制御情報の表示」
■ 234ページの「snoopコマンドによるパケット転送の監視」
■ 238ページの「デフォルトアドレス選択の管理」

これらのタスクでは、サイトでTCP/IPネットワークが IPv4専用またはデュアルス
タック IPv4/IPv6で動作していると仮定します。IPv6をサイトに実装する予定でいる
が、まだ実装していない場合は、次の章を参照してください。

■ IPv6実装を計画する方法については、第 4章「IPv6ネットワークの計画 (手
順)」を参照してください。

■ IPv6を構成して、デュアルスタックネットワーク環境を作成する方法について
は、第 7章「IPv6ネットワークの構成 (手順)」を参照してください。

主なTCP/IP管理作業 (作業マップ)
次の表に、ネットワーク情報の表示など、初期構成後に行うその他のネットワーク
管理作業の一覧を示します。表では、各作業で実行する内容について説明し、作業
の具体的な実行手順が詳しく説明されている現在のマニュアル内の節を示していま
す。

8第 8 章

215



作業 説明 参照先

インタフェースについての構成
情報を表示します。

システム上にある各インタ
フェースの現在の構成を判断し
ます。

217ページの「特定のインタ
フェースに関する情報を入手す
る方法」

インタフェースアドレス割り当
てを表示します。

ローカルシステム上にあるすべ
てのインタフェースのアドレス
割り当てを判断します。

219ページの「インタフェース
アドレスの割り当てを表示する
方法」

プロトコル別の統計を表示しま
す。

特定のシステム上における
ネットワークプロトコルの性能
を監視します。

221ページの「プロトコル別の
統計情報を表示する方法」

ネットワークの状態を表示しま
す。

すべてのソケットおよび経路制
御テーブルのエントリを表示し
て、システムを管理しま
す。IPv4の inetアドレスファミ
リと IPv6の inet6アドレス
ファミリも表示されます。

225ページの「ソケットの状態
を表示する方法」

ネットワークインタフェースの
状態を表示します。

ネットワークインタフェースの
性能を監視します。転送の問題
を解決するときに役立ちます。

224ページの「ネットワークイ
ンタフェースの状態を表示する
方法」

パケット転送の状態を表示しま
す。

ネットワークで送信されるパ
ケットの状態を監視します。

226ページの「特定のアドレス
タイプのパケット転送に関する
状態を表示する方法」

IPv6関連コマンドの出力表示を
制御します。

pingコマンド、netstatコマン
ド、 ifconfigコマン
ド、tracerouteコマンドの出力
を制御します。inet_typeとい
う名前のファイルを作成しま
す。そのファイル内の
DEFAULT_IP変数を設定します。

230ページの「IP関連コマンド
の表示出力を制御する方法」

ネットワークトラフィックを監
視します。

snoopコマンドを使用して、す
べての IPパケットを表示しま
す。

237ページの「IPv6ネット
ワークトラフィックを監視する
方法」

ネットワークのルーターが
知っているすべてのルートをト
レースします。

tracerouteコマンドを使用し
て、すべてのルートを表示しま
す。

233ページの「すべてのルート
をトレースする方法」
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ifconfigコマンドによるインタフェース構成の監視
ifconfigコマンドを使用して、IPアドレスを手動でインタフェースに割り当て、イ
ンタフェースのパラメータを手動で構成します。さらに、Oracle Solaris起動スクリプ
トは ifconfigコマンドを実行して、6to4トンネルエンドポイントなどの疑似インタ
フェースを構成します。

このマニュアルでは、ifconfigコマンドのさまざまなオプションを使用する作業が
数多く含まれています。ifconfigコマンド、そのオプション、およびその変数の詳細
については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照してください。ifconfigの基
本構文は次のとおりです。

ifconfig interface [protocol-family]

▼ 特定のインタフェースに関する情報を入手する方
法
ifconfigコマンドを使用して、特定のシステムのインタフェースについての基本情
報を判断します。たとえば、ifconfigコマンドを実行すると、次のような情報が表
示されます。

■ システム上にあるすべてのインタフェースのデバイス名

■ これらのインタフェースに割り当てられているすべての IPv4アドレスと、もし
あれば、すべての IPv6アドレス

■ これらのインタフェースが現在構成されているかどうか

次の手順に、ifconfigコマンドを使用して、システムのインタフェースについての
基本構成情報を取得する方法を示します。

ローカルホスト上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

特定のインタフェースについての情報を取得します。
# ifconfig interface

ifconfigコマンドからの出力の書式は次のとおりです。

■ 状態行

1

2

ifconfigコマンドによるインタフェース構成の監視

第 8章 • TCP/IPネットワークの管理 (手順) 217

http://docs.sun.com/doc/819-1211/ifconfig-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/smcover-1?a=view


ifconfigコマンド出力の 1行目には、そのインタフェースに現在関連付けられて
いるインタフェース名と状態フラグが表示されます。状態行には、特定のインタ
フェースとインデックス番号に構成されている最大転送単位 (MTU)も表示されま
す。状態行を使用すると、インタフェースの現在の状態を判断できます。

■ IPアドレス情報行
ifconfig出力の 2行目には、インタフェースに構成されている IPv4アドレスまた
は IPv6アドレスが表示されます。IPv4アドレスの場合、構成されているネットマ
スクとブロードキャストアドレスも表示されます。

■ MACアドレス行
ifconfigコマンドをスーパーユーザーまたはそれと同等な役割で実行した場
合、ifconfig出力には 3行目が表示されます。IPv4アドレスの場合、3行目に
は、インタフェースに割り当てられているMACアドレス (Ethernet層アドレス)が
表示されます。IPv6アドレスの場合、3行目には、IPv6の in.ndpdデーモンが
MACアドレスから生成したリンクローカルアドレスが表示されます。

ifconfigコマンドからのインタフェース基本情報

次の例に、ifconfigコマンドを使用して、特定のホスト上にある eriインタ
フェースについての情報を取得する方法を示します。

# ifconfig eri

eri0: flags=863<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 1

inet 10.0.0.112 netmask ffffff80 broadcast 10.8.48.127

ether 8:0:20:b9:4c:54

次の表では、ifconfigによる照会での変数情報、画面上での変数の表示形式、およ
び、提供される情報の種類について説明しています。前述の出力を例として使用し
ます。

変数 画面出力 説明

インタ
フェース名

eri0 ifconfigコマンドで状態が要求されたインタフェースのデバイス
名を示します。

インタ
フェースの状
態

flags=863<UP インタフェースの状態を表示します。そのインタフェースに現在
関連するフラグがすべて表示されます。ここで、インタフェース
が現在起動されているか (UP)または起動されていないか (DOWN)を
判断できます。

ブロード
キャストの状
態

BROADCAST インタフェースが IPv4ブロードキャストをサポートすることを示
します。

転送の状態 RUNNING システムがパケットをインタフェース経由で転送していることを
示します。

例8–1
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変数 画面出力 説明

マルチキャス
トの状態

MULTICAST,

IPv4

インタフェースがマルチキャスト転送をサポートすることを示し
ます。この例のインタフェースは IPv4マルチキャスト転送をサ
ポートします。

最大転送単位 mtu 1500 当該インタフェースの最大転送サイズが 1500オクテットであるこ
とを示します。

IPアドレス inet

10.0.0.112

インタフェースに割り当てられている IPv4アドレスまたは IPv6ア
ドレスを表示します。この例のインタフェース eri0は IPv4アドレ
ス 10.0.0.112を持っています。

ネットマスク netmask

ffffff80

特定のインタフェースの IPv4ネットマスクを表示します。IPv6ア
ドレスはネットマスクを使用しません。

MACアドレス ether

8:0:20:b9:4c:54

インタフェースの Ethernet層アドレスを表示します。

▼ インタフェースアドレスの割り当てを表示する方
法
ルーターとマルチホームホストは複数のインタフェースを持っており、多くの場
合、各インタフェースには複数の IPアドレスが割り当てられています。ifconfigコ
マンドを使用すると、システムの特定のインタフェースに割り当てられているすべ
てのアドレスを表示できます。また、ifconfigコマンドを使用すると、IPv4アドレ
スまたは IPv6アドレスのどちらか一方の割り当てだけを表示できます。さらに、イ
ンタフェースのMACアドレスを表示するには、まず、スーパーユーザーでログイン
するか、適切な役割になる必要があります。

ifconfigコマンドの詳細については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照して
ください。

ローカルシステムで「ネットワーク管理者」役割になるか、スーパーユーザーにな
ります。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

すべてのインタフェースについての情報を取得します。
ifconfig -aコマンドのバリエーションを使用すると、次のことができます。

■ システム上にあるすべてのインタフェースのすべてのアドレスを表示します。

# ifconfig -a

■ システム上にあるすべてのインタフェースに割り当てられているすべての IPv4ア
ドレスを表示します。

1

2
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# ifconfig -a4

■ ローカルシステムが、IPv6が有効である場合、システム上にあるすべてのインタ
フェースに割り当てられているすべての IPv6アドレスを表示します。

ifconfig -a6

すべてのインタフェースについてのアドレス指定情報の表示

次の例に、一次ネットワークインタフェース qfe0だけを持つホスト用のエントリを
示します。それにもかかわらず、ifconfig出力を見ると、インタフェース qfe0には
現在、次の 3つの書式のアドレスが割り当てられています。つまり、ループバック (
lo0)、IPv4 (inet)、および IPv6 (inet6)です。この出力では、IPv6セクションのイン
タフェース qfe0の行に IPv6リンクローカルアドレスが表示されています。qfe0の 2
番目のアドレスは qfe0:1行に表示されます。

% ifconfig -a

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.112 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127

ether 8:0:20:b9:4c:54

lo0: flags=2000849 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

qfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 8:0:20:b9:4c:54

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10

qfe0:1: flags=2080841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 2001:db8:3c4d:48:a00:20ff:feb9:4c54/64

すべての IPv4インタフェースについてのアドレス指定情報の表示

次の例に、マルチホームホストに構成されている IPv4アドレスを示します。この書
式の ifconfigコマンドを実行するために、スーパーユーザーとしてログインする必
要はありません。

% ifconfig -a4

lo0: flags=1000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1

inet 127.0.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.112 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127

ether 8:0:20:b9:4c:54

qfe1: flags=1004843 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 10.0.0.118 netmask ffffff80 broadcast 10.0.0.127

ether 8:0:20:6f:5e:17

すべての IPv6インタフェースについてのアドレス指定情報の表示

次の例に、特定のホストに構成されている IPv6アドレスだけを示します。この書式
の ifconfigコマンドを実行するために、スーパーユーザーとしてログインする必要
はありません。

例8–2

例8–3

例8–4
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% ifconfig -a6

lo0: flags=2000849 <UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

qfe0: flags=2000841 <UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

ether 8:0:20:b9:4c:54

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10

qfe0:1: flags=2080841 <UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 2001:db8:3c4d:48:a00:20ff:feb9:4c54/64

この ifconfigコマンドの出力を見ると、ホスト上にある単一のインタフェースに
は、次の 3つの書式の IPv6アドレスが割り当てられていることがわかります。

lo0

IPv6ループバックアドレス。

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10

一次ネットワークインタフェースに割り当てられているリンクローカルアドレ
ス。

inet6 2001:db8:3c4d:48:a00:20ff:feb9:4c54/64

IPv6アドレス (サブネット接頭辞を含む)。出力にある ADDRCONFというキーワード
は、このアドレスがホストによって自動構成されたことを示します。

netstatコマンドによるネットワークの状態の監視
netstatコマンドは、ネットワークの状態とプロトコル統計を表示しま
す。TCP、SCTP、およびUDPの各エンドポイントの状態は表形式で表示できま
す。経路制御テーブル情報やインタフェース情報も表示できます。

netstatコマンドは、さまざまな種類のネットワークデータを表示します。表示する
データはコマンド行オプションで選択できます。この表示は、特にシステム管理に
役立ちます。次に、netstatコマンドの基本構文を示します。

netstat [-m] [-n] [-s] [-i | -r] [-f address-family]

この節では、netstatコマンドで最も一般的に使用されるオプションについて説明し
ます。netstatのすべてのオプションの詳細については、netstat(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

▼ プロトコル別の統計情報を表示する方法
netstatの -sオプションは、UDP、TCP、SCTP、ICMP、および IPのプロトコルにつ
いて、プロトコル別の統計情報を表示します。
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注 – netstatコマンドからの出力は、Oracle Solarisユーザーアカウントで取得できま
す。

プロトコルの状態を表示します。
$ netstat -s

ネットワークプロトコルの統計

次の例に、netstat -sコマンドの出力を示します。出力の一部は省略されていま
す。この出力は、プロトコルが問題を持っている場所を示すことがあります。たと
えば、ICMPv4と ICMPv6からの統計情報は、このプロトコルがどこにエラーを検出
したかを示します。

RAWIP

rawipInDatagrams = 4701 rawipInErrors = 0

rawipInCksumErrs = 0 rawipOutDatagrams = 4

rawipOutErrors = 0

UDP

udpInDatagrams = 10091 udpInErrors = 0

udpOutDatagrams = 15772 udpOutErrors = 0

TCP tcpRtoAlgorithm = 4 tcpRtoMin = 400

tcpRtoMax = 60000 tcpMaxConn = -1

.

.

tcpListenDrop = 0 tcpListenDropQ0 = 0

tcpHalfOpenDrop = 0 tcpOutSackRetrans = 0

IPv4 ipForwarding = 2 ipDefaultTTL = 255

ipInReceives =300182 ipInHdrErrors = 0

ipInAddrErrors = 0 ipInCksumErrs = 0

.

.

ipsecInFailed = 0 ipInIPv6 = 0

ipOutIPv6 = 3 ipOutSwitchIPv6 = 0

IPv6 ipv6Forwarding = 2 ipv6DefaultHopLimit = 255

ipv6InReceives = 13986 ipv6InHdrErrors = 0

ipv6InTooBigErrors = 0 ipv6InNoRoutes = 0

.

.

rawipInOverflows = 0 ipv6InIPv4 = 0

ipv6OutIPv4 = 0 ipv6OutSwitchIPv4 = 0

ICMPv4 icmpInMsgs = 43593 icmpInErrors = 0

icmpInCksumErrs = 0 icmpInUnknowns = 0

.

.

icmpInOverflows = 0
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ICMPv6 icmp6InMsgs = 13612 icmp6InErrors = 0

icmp6InDestUnreachs = 0 icmp6InAdminProhibs = 0

.

.

icmp6OutGroupQueries= 0 icmp6OutGroupResps = 2

icmp6OutGroupReds = 0

IGMP:

12287 messages received

0 messages received with too few bytes

0 messages received with bad checksum

12287 membership queries received

SCTP sctpRtoAlgorithm = vanj

sctpRtoMin = 1000

sctpRtoMax = 60000

sctpRtoInitial = 3000

sctpTimHearBeatProbe = 2

sctpTimHearBeatDrop = 0

sctpListenDrop = 0

sctpInClosed = 0

▼ 転送プロトコルの状態を表示する方法
netstatコマンドを使用すると、転送プロトコルの状態を表示できます。詳細につい
ては、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

システム上のTCP転送プロトコルと SCTP転送プロトコルの状態を表示します。
$ netstat

システム上の特定の転送プロトコルの状態を表示します。
$ netstat -P transport-protocol

transport-protocol変数の値は、 tcp、sctp、または udpです。

TCP転送プロトコルと SCTP転送プロトコルの状態の表示

次の例に、基本的な netstatコマンドの出力を示します。IPv4専用の情報が表示され
ています。

$ netstat

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

----------------- -------------------- ----- ------ ----- ------ -------

lhost-1.login abc.def.local.Sun.COM.980 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

lhost-1.login ghi.jkl.local.Sun.COM.1020 49640 1 49640 0 ESTABLISHED

remhost-1.1014 mno.pqr.remote.Sun.COM.nfsd 49640 0 49640 0 TIME_WAIT

SCTP:

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q StrsI/O State

---------------- -------------- ----- ------ ------ ------ ------ -------

*.echo 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

1

2
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*.discard 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

*.9001 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

特定の転送プロトコルの状態の表示
次の例に、netstatコマンドに -Pオプションを指定したときの結果を示します。

$ netstat -P tcp

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

----------------- -------------------- ----- ------ ----- ------ -------

lhost-1.login abc.def.local.Sun.COM.980 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

lhost.login ghi.jkl.local.Sun.COM.1020 49640 1 49640 0 ESTABLISHED

remhost.1014 mno.pqr.remote.Sun.COM.nfsd 49640 0 49640 0 TIME_WAIT

TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

---------------- ---------------------- ------ ----- ------ ----------- -----

localhost.38983 localhost.32777 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.32777 localhost.38983 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.38986 localhost.38980 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

▼ ネットワークインタフェースの状態を表示する方
法
netstatコマンドの iオプションは、ローカルシステムに構成されているネット
ワークインタフェースの状態を表示します。このオプションを使用すると、各
ネットワーク上で送受信しているパケット数がわかります。

ネットワーク上にあるインタフェースの状態を表示します。
$ netstat -i

ネットワークインタフェースの状態の表示
次の例に、ホストのインタフェースを通る IPv4と IPv6のパケットフローの状態を示
します。

たとえば、サーバーについて表示される入力パケットカウント (Ipkts)はクライアン
トがブートを試みるたびに増加しているのに、出力パケットカウント (Opkts)が変化
しないことがあります。これは、サーバーがクライアントからのブート要求パ
ケットを見ていることを意味します。しかし、サーバーはそれらのパケットに応答
する方法を知りません。この混乱は、hostsデータベース、ipnodesデータ
ベース、または ethersデータベース内に誤ったアドレスがあることが原因であると
考えられます。

しかし、入力パケットカウントが長時間にわたり変化しない場合は、マシンがパ
ケットをまったく見ていません。この場合は、上記と違って、ハードウェアの問題
の可能性が高くなります。

例8–7
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Name Mtu Net/Dest Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Collis Queue

lo0 8232 loopback localhost 142 0 142 0 0 0

hme0 1500 host58 host58 1106302 0 52419 0 0 0

Name Mtu Net/Dest Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Collis

lo0 8252 localhost localhost 142 0 142 0 0

hme0 1500 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10 fe80::a00:20ff:feb9:4c54 1106305 0 52422 0 0

▼ ソケットの状態を表示する方法
netstatコマンドの -aオプションを使用すると、ローカルホスト上にあるソケット
の状態を表示できます。

次のコマンドを入力すると、ソケットの状態と経路制御テーブルエントリの状態を
表示できます。

この netstatコマンドのオプションは、ユーザーアカウントで使用できます。
% netstat -a

すべてのソケットと経路制御テーブルエントリの表示

netstat -aコマンドの出力には、膨大な統計が含まれます。次の例に、典型的な
netstat -aコマンドの出力の一部を示します。

UDP: IPv4

Local Address Remote Address State

-------------------- -------------------- -------

*.bootpc Idle

host85.bootpc Idle

*.* Unbound

*.* Unbound

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32771 Idle

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32775 Idle

*.time Idle

.

.

*.daytime Idle

*.echo Idle

*.discard Idle

UDP: IPv6

Local Address Remote Address State If

--------------------------------- --------------------------------- ---------- -----

*.* Unbound

*.* Unbound

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32771 Idle
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*.32778 Idle

*.syslog Idle

.

.

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

-------------------- -------------------- ----- ------ ----- ------ -------

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

localhost.4999 *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

.

.

*.printer *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.time *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.daytime *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.echo *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.discard *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.chargen *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.shell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.shell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.kshell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.login

.

.

*.* 0 0 49152 0 LISTEN

*TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

----------------------- ----------------------- ----- ------ ----- ------ ----

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.32774 *.* 0 0 49152

▼ 特定のアドレスタイプのパケット転送に関する状
態を表示する方法
netstatコマンドの -fオプションを使用すると、特定のアドレスファミリのパ
ケット転送に関する統計を表示できます。

IPv4パケットまたは IPv6パケットの転送に関する統計を表示します。
$ netstat -f inet | inet6

IPv4パケット転送に関する情報を表示するには、netstat -fの引数として inetを指
定します。IPv6パケット転送に関する情報を表示するには、netstat -fの引数とし
て inet6を指定します。

IPv4パケット転送の状態

次に、netstat - f inetコマンドの出力例を示します。
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TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

-------------------- -------------------- ----- ------ ----- ------ -------

host58.734 host19.nfsd 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

host58.38063 host19.32782 49640 0 49640 0 CLOSE_WAIT

host58.38146 host41.43601 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

host58.996 remote-host.login 49640 0 49206 0 ESTABLISHED

IPv6パケット転送の状態

次に、netstat - f inet6コマンドの出力例を示します。

TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

------------------ ------------------------- ----- ------ ----- ------ --------- -----

localhost.38065 localhost.32792 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.32792 localhost.38065 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.38089 localhost.38057 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

▼ 既知のルートの状態を表示する方法
netstatコマンドの -rオプションは、ローカルホストの経路制御テーブルを表示し
ます。このテーブルには、ホストが知っているすべてのルートの状態が表示されま
す。netstatの rオプションは、ユーザーアカウントで実行できます。

IP経路制御テーブルを表示します。
$ netstat -r

netstatコマンドによる経路制御テーブルの出力

次に、netstat - rコマンドの出力例を示します。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------

host15 myhost U 1 31059 hme0

10.0.0.14 myhost U 1 0 hme0

default distantrouter UG 1 2 hme0

localhost localhost UH 42019361 lo0

Routing Table: IPv6

Destination/Mask Gateway Flags Ref Use If

--------------------------- --------------------------- ----- --- ------ -----

2002:0a00:3010:2::/64 2002:0a00:3010:2:1b2b:3c4c:5e6e:abcd U 1 0 hme0:1

fe80::/10 fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 U 1 23 hme0

ff00::/8 fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 U 1 0 hme0

default fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 UG 1 0 hme0

localhost localhost UH 9 21832 lo0

次の表では、netstat —rコマンドの画面出力の各種パラメータの意味について説明
します。
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パラメータ 説明

送信先

Destination/Mask

ルートの宛先エンドポイントであるホストを指定します。IPv6経
路制御テーブルには、6to4トンネルのエンドポイントの接頭辞
(2002:0a00:3010:2::/64 )がルートの宛先エンドポイントとして示
されていることに注目してください。

Gateway パケットの転送に使用するゲートウェイを指定します。

Flags ルートの現在の状態を示します。Uフラグはルートが up状態であ
ること、Gフラグはルートがゲートウェイへのものであることを示
します。

Use 送信したパケットの数を示します。

Interface 転送元のエンドポイントである、ローカルホスト上の特定のインタ
フェースを示します。

pingコマンドによるリモートホストの検証
pingコマンドを使用すると、リモートホストの状態を判断できます。pingを実行す
ると、ICMPプロトコルは、指定されたホストにデータグラムを送って、応答を求め
ます。ICMPは、TCP/IPネットワーク上のエラー処理を担当するプロトコルで
す。pingを使用すると、指定したリモートホストに IP接続が存在するかどうかを判
断できます。

次に、pingの基本構文を示します。

/usr/sbin/ping host [timeout]

この構文において、hostはリモートホストの名前です。省略可能な timeout引数
は、pingコマンドがリモートホストに到達しようと試行する秒数を示します。デ
フォルトは 20秒です。構文とオプションの詳細については、ping(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

▼ リモートホストが動作しているかを確認する方法

次の書式の pingコマンドを使用します。
$ ping hostname

ホスト hostnameが ICMP転送を受け入れる場合、次のメッセージが表示されます。

hostname is alive
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このメッセージは、hostnameが ICMPの要求に応答したことを示します。hostname
がダウン状態にあるかまたは ICMPパケットを受け取れなかった場合は、pingコマ
ンドから次の応答が返されます。

no answer from hostname

▼ ホストでパケットが失われていないかを確認する
方法
-pingコマンドの sオプションを使用すると、リモートホストは動作しているが、パ
ケットが失われているかどうかを判断できます。

次の書式の pingコマンドを使用します。
$ ping -s hostname

パケットの消失を検出するための ping出力

ping -s hostnameコマンドは、割り込み文字が送信されるまで、あるいは、タイムア
ウトが発生するまで、指定されたホストにパケットを送信し続けます。画面上には
次のように出力されます。

& ping -s host1.domain8

PING host1.domain8 : 56 data bytes

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=0. time=1.67 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=1. time=1.02 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=2. time=0.986 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=3. time=0.921 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=4. time=1.16 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=5. time=1.00 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=5. time=1.980 ms

^C

----host1.domain8 PING Statistics----

7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms) min/avg/max/stddev = 0.921/1.11/1.67/0.26

パケットの消失という統計は、ホストがパケットを失っているかどうかを示しま
す。pingが失敗する場合、ifconfigコマンドと netstatコマンドからの報告を使用
して、ネットワークの状態をチェックします。詳細については、217ページ
の「ifconfigコマンドによるインタフェース構成の監視」と221ページの「netstat

コマンドによるネットワークの状態の監視」を参照してください。
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ネットワーク状態表示の管理と記録
次の作業に、一般的なネットワークコマンドを使用して、ネットワークの状態を
チェックする方法を示します。

▼ IP関連コマンドの表示出力を制御する方法
netstatコマンドと ifconfigコマンドの出力を制御すると、IPv4情報だけを表示し
たり、IPv4と IPv6の両方の情報を表示したりできます。

/etc/default/inet_typeファイルを作成します。

ネットワークの要求に基づいて、次のエントリのうちの 1つ
を/etc/default/inet_typeファイルに追加します。

■ IPv4情報だけを表示するには、次のように入力します。

DEFAULT_IP=IP_VERSION4

■ IPv4情報と IPv6情報を表示するには、次のいずれかを入力します。

DEFAULT_IP=BOTH

または

DEFAULT_IP=IP_VERSION6

inet_typeファイルの詳細については、inet_type(4)のマニュアルページを参照し
てください。

注 – ifconfigコマンドの -4フラグと -6フラグの設定は、inet_typeファイルに設定
された値より優先します。また、netstatコマンドの -fフラグの設定も、inet_type

ファイルに設定された値より優先します。

IPv4情報と IPv6情報を選択する出力の制御
■ DEFAULT_IP=BOTH変数または DEFAULT_IP=IP_VERSION6変数を inet_typeファイルで
設定する場合、次の出力が得られます。

% ifconfig -a

lo0: flags=1000849 mtu 8232 index 1

inet 10.10.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=1000843 mtu 1500 index 2

inet 10.46.86.54 netmask ffffff00 broadcast 10.46.86.255

ether 8:0:20:56:a8

lo0: flags=2000849 mtu 8252 index 1

inet6 ::1/128

qfe0: flags=2000841 mtu 1500 index 2

ether 8:0:20:56:a8

1

2
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inet6 fe80::a00:fe73:56a8/10

qfe0:1: flags=2080841 mtu 1500 index 2

inet6 2001:db8:3c4d:5:a00:fe73:56a8/64

■ DEFAULT_IP=IP_VERSION4変数または DEFAULT_IP=IP_VERSION6変数を inet_type

ファイルで設定する場合、次の出力が得られます。

% ifconfig -a

lo0: flags=849 mtu 8232

inet 10.10.0.1 netmask ff000000

qfe0: flags=843 mtu 1500

inet 10.46.86.54 netmask ffffff00 broadcast 10.46.86.255

ether 8:0:20:56:a8

▼ IPv4経路制御デーモンの活動を記録する方法
IPv4経路制御デーモン routedの動作が疑わしい場合、このデーモンの活動をト
レースするログを開始できます。routedデーモンを起動すると、このログにはすべ
てのパケット転送が記録されます。

ローカルホスト上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

経路制御デーモンの活動のログファイルを作成します。
# /usr/sbin/in.routed /var/log-file-name

注意 –ビジー状態のネットワークでは、このコマンドによりほとんど絶え間なく出力
が生じることがあります。

in.routedデーモンのネットワークログ

次の例に、231ページの「IPv4経路制御デーモンの活動を記録する方法」の手順で作
成したログの開始部分を示します。

-- 2003/11/18 16:47:00.000000 --

Tracing actions started

RCVBUF=61440

Add interface lo0 #1 127.0.0.1 -->127.0.0.1/32

<UP|LOOPBACK|RUNNING|MULTICAST|IPv4> <PASSIVE>

Add interface hme0 #2 10.10.48.112 -->10.10.48.0/25

<UP|BROADCAST|RUNNING|MULTICAST|IPv4>

turn on RIP

Add 10.0.0.0 -->10.10.48.112 metric=0 hme0 <NET_SYN>

Add 10.10.48.85/25 -->10.10.48.112 metric=0 hme0 <IF|NOPROP>
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▼ IPv6近傍検索デーモンの活動をトレースする方法
IPv6の in.ndpdデーモンの動作が疑わしい場合、このデーモンの活動をトレースする
ログを開始できます。中断されるまで、トレースの結果は標準出力に表示されま
す。in.ndpdデーモンを起動すると、このトレースにはすべてのパケット転送が記録
されます。

IPv6のローカルノード上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

in.ndpdデーモンのトレースを起動します。
# /usr/lib/inet/in.ndpd -t

トレースを終了するには、Ctrl-Cを押します。

in.ndpdデーモンのトレース

次の例に、in.ndpdのトレースの開始部分を示します。

# /usr/lib/inet/in.ndpd -t

Nov 18 17:27:28 Sending solicitation to ff02::2 (16 bytes) on hme0

Nov 18 17:27:28 Source LLA: len 6 <08:00:20:b9:4c:54>

Nov 18 17:27:28 Received valid advert from fe80::a00:20ff:fee9:2d27 (88 bytes) on hme0

Nov 18 17:27:28 Max hop limit: 0

Nov 18 17:27:28 Managed address configuration: Not set

Nov 18 17:27:28 Other configuration flag: Not set

Nov 18 17:27:28 Router lifetime: 1800

Nov 18 17:27:28 Reachable timer: 0

Nov 18 17:27:28 Reachable retrans timer: 0

Nov 18 17:27:28 Source LLA: len 6 <08:00:20:e9:2d:27>

Nov 18 17:27:28 Prefix: 2001:08db:3c4d:1::/64

Nov 18 17:27:28 On link flag:Set

Nov 18 17:27:28 Auto addrconf flag:Set

Nov 18 17:27:28 Valid time: 2592000

Nov 18 17:27:28 Preferred time: 604800

Nov 18 17:27:28 Prefix: 2002:0a00:3010:2::/64

Nov 18 17:27:28 On link flag:Set

Nov 18 17:27:28 Auto addrconf flag:Set

Nov 18 17:27:28 Valid time: 2592000

Nov 18 17:27:28 Preferred time: 604800
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tracerouteコマンドによる経路制御情報の表示
tracerouteコマンドは、IPパケットが通るリモートシステムまでのルートをト
レースします。tracerouteの技術的な詳細については、traceroute(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

tracerouteコマンドを使用すると、経路制御の誤構成や経路制御パスの異常を発見
できます。特定のホストが到達不可能な場合には、tracerouteを使用して、パ
ケットがどの経路をたどってリモートホストに到達し、どこで障害が起きている可
能性があるかを調べることができます。

また、tracerouteコマンドは、経路に沿った各ゲートウェイのターゲットホストと
の間の往復時間も表示します。この情報は、2つのホスト間のどこでトラフィックが
遅くなっているかを分析する際に利用できます。

▼ リモートホストまでのルートを発見する方法
次のコマンドを入力すると、リモートホストまでのルートを発見できます。
% traceroute destination-hostname

この書式の tracerouteコマンドは、ユーザーアカウントで使用できます。

tracerouteコマンドによるリモートホストまでのルートの表示

次の tracerouteコマンドからの出力に、パケットがローカルシステム nearhostから
リモートシステム farhostまで通る 7ホップパスを示します。また、パケットが各
ホップを通過する時間も示します。

istanbul% traceroute farhost.faraway.com

traceroute to farhost.faraway.com (172.16.64.39), 30 hops max, 40 byte packets

1 frbldg7c-86 (172.16.86.1) 1.516 ms 1.283 ms 1.362 ms

2 bldg1a-001 (172.16.1.211) 2.277 ms 1.773 ms 2.186 ms

3 bldg4-bldg1 (172.16.4.42) 1.978 ms 1.986 ms 13.996 ms

4 bldg6-bldg4 (172.16.4.49) 2.655 ms 3.042 ms 2.344 ms

5 ferbldg11a-001 (172.16.1.236) 2.636 ms 3.432 ms 3.830 ms

6 frbldg12b-153 (172.16.153.72) 3.452 ms 3.146 ms 2.962 ms

7 sanfrancisco (172.16.64.39) 3.430 ms 3.312 ms 3.451 ms

▼ すべてのルートをトレースする方法
この手順では、tracerouteコマンドの -aオプションを使用して、すべてのルートを
トレースします。

ローカルシステムで次のコマンドを入力します。
% traceroute -ahost-name
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この書式の tracerouteコマンドは、ユーザーアカウントで使用できます。

デュアルスタックホストまでのすべてのルートのトレース

次の例に、デュアルスタックホストまでの考えられるルートをすべて示します。

% traceroute -a v6host.remote.com

traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 2::56:a0:a8 @ eri0:2

traceroute to v6host (2001:db8:4a3b::102:a00:fe79:19b0),30 hops max, 60 byte packets

1 v6-rout86 (2001:db8:4a3b:56:a00:fe1f:59a1) 35.534 ms 56.998 ms *

2 2001:db8::255:0:c0a8:717 32.659 ms 39.444 ms *

3 farhost.faraway.COM (2001:db8:4a3b::103:a00:fe9a:ce7b) 401.518 ms 7.143 ms *

4 distant.remote.com (2001:db8:4a3b::100:a00:fe7c:cf35) 113.034 ms 7.949 ms *

5 v6host (2001:db8:4a3b::102:a00:fe79:19b0) 66.111 ms * 36.965 ms

traceroute to v6host.remote.com (192.168.10.75),30 hops max,40 byte packets

1 v6-rout86 (172.16.86.1) 4.360 ms 3.452 ms 3.479 ms

2 flrmpj17u.here.COM (172.16.17.131) 4.062 ms 3.848 ms 3.505 ms

3 farhost.farway.com (10.0.0.23) 4.773 ms * 4.294 ms

4 distant.remote.com (192.168.10.104) 5.128 ms 5.362 ms *

5 v6host (192.168.15.85) 7.298 ms 5.444 ms *

snoopコマンドによるパケット転送の監視
snoopコマンドを使用すると、データ転送の状態を監視できます。snoopコマンド
は、ネットワークパケットを取り込んで、その内容を指定された書式で表示しま
す。取得したパケットについては、そのまま表示することも、ファイルに保存する
ことも可能です。snoopが中間ファイルに書き込む場合、トレースのビジー状態でパ
ケットロスはほとんど発生しません。そのあと、snoop自体はファイルの解釈に使用
されます。

デフォルトのインタフェースにおいて、パケットをプロミスキュアスモードで取り
込むには、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになる必要があり
ます。要約形式では、snoopは最高レベルのプロトコルに関連するデータだけを表示
します。たとえばNFSパケットでは、NFS情報のみが表示されま
す。RPC、UDP、IP、および Ethernetのフレーム情報は抑止されますが、verbose (詳
細表示)オプションのいずれかを選択してあれば表示できます。

頻繁かつ定期的に snoopを使用して、システムが正常に動作している場合の状態を把
握してください。最近の白書やRFCを参照したり、NFSやNISといった特定分野の
専門家からアドバイスを受けたりするのも、パケットの分析に役立ちます。snoopと
そのオプションの使用法については、snoop(1m)のマニュアルページを参照してくだ
さい。
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▼ すべてのインタフェースからのパケットを
チェックする方法

ローカルホスト上で、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになり
ます。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

システムに接続されているインタフェースについての情報を出力します。
# ifconfig -a

snoopコマンドは通常、最初の非ループバックデバイス (通常は一次ネットワークイ
ンタフェース)を使用します。

例 8–19に示すように、snoopコマンドを引数なしで入力して、パケットの取り込み
を開始します。

Ctrl-Cキーを押してプロセスを停止します。

snoopコマンドの出力

基本の snoopコマンドは、デュアルスタックホストに対して、次のような出力を返し
ます。

% snoop

Using device /dev/hme (promiscuous mode)

farhost.remote.com -> myhost RLOGIN C port=993

myhost -> farhost.remote.com RLOGIN R port=993 Using device /dev/hme

router5.local.com -> router5.local.com ARP R 10.0.0.13, router5.local.com is

0:10:7b:31:37:80

router5.local.com -> BROADCAST TFTP Read "network-confg" (octet)

farhost.remote.com -> myhost RLOGIN C port=993

myhost -> nisserve2 NIS C MATCH 10.0.0.64 in ipnodes.byaddr

nisserve2 -> myhost NIS R MATCH No such key

blue-112 -> slave-253-2 NIS C MATCH 10.0.0.112 in ipnodes.byaddr

myhost -> DNSserver.local.com DNS C 192.168.10.10.in-addr.arpa. Internet PTR ?

DNSserver.local.com myhost DNS R 192.168.10.10.in-addr.arpa. Internet PTR

niserve2.

.

.

farhost.remote.com-> myhost RLOGIN C port=993

myhost -> farhost.remote.com RLOGIN R port=993 fe80::a00:20ff:febb:

.

fe80::a00:20ff:febb:e09 -> ff02::9 RIPng R (5 destinations)

この出力に取り込まれたパケットはリモートログインの様子を示しています。この
中には、アドレス解決のためのNISサーバーとDNSサーバーへの問い合わせが含ま
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れます。また、ローカルルーターからの定期的なARPパケットや、IPv6リンク
ローカルアドレスから in.ripngdへの通知も含まれます。

▼ snoopの出力をファイルに取り込む方法
ローカルホスト上で、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになり
ます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

snoopセッションをファイルに取り込みます。
# snoop -o filename

次に例を示します。

# snoop -o /tmp/cap

Using device /dev/eri (promiscuous mode)

30 snoop: 30 packets captured

この例では、30個のパケットが /tmp/capというファイルに取り込まれていま
す。ディスク容量が十分にあれば、ファイルはどのディレクトリにでも格納できま
す。取り込んだパケットの数はコマンド行に表示され、Ctrl-Cを押せばいつでも終了
できます。

snoop自体によってホストマシン上にネットワーク負荷がかかるので、結果に誤差が
生じる場合があります。実際の結果を表示するには、第 3のシステムから snoopを実
行します。

snoop出力取り込みファイルを検査します。
# snoop -i filename

snoop出力取り込みファイルの内容

次に、snoop -iコマンドから返される出力など、さまざまな取り込みの例を示しま
す。

# snoop -i /tmp/cap

1 0.00000 fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375

ICMPv6 Neighbor advertisement

2 0.16198 farhost.com -> myhost RLOGIN C port=985

3 0.00008 myhost -> farhost.com RLOGIN R port=985

10 0.91493 10.0.0.40 -> (broadcast) ARP C Who is 10.0.0.40, 10.0.0.40 ?

34 0.43690 nearserver.here.com -> 224.0.1.1 IP D=224.0.1.1 S=10.0.0.40 LEN=28,

ID=47453, TO =0x0, TTL=1

35 0.00034 10.0.0.40 -> 224.0.1.1 IP D=224.0.1.1 S=10.0.0.40 LEN=28, ID=57376,

TOS=0x0, TTL=47
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▼ IPv4サーバー/クライアント間のパケットを確認
する方法

snoopを実行するシステムから、クライアントまたはサーバーのいずれかに接続され
たハブを外します。
この第 3のシステム (snoopシステム)はサーバーとクライアント間のすべてのトラ
フィックを監視するので、snoopのトレースには実際のネットワーク上の状態が反映
されます。

snoopシステム上で、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになりま
す。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

snoopをオプションなしで入力して、その出力をファイルに保存します。

出力を検査および解釈します。
snoop取り込みファイルの詳細については、「RFC 1761, Snoop Version 2 Packet Capture
File Format (http://www.ietf.org/rfc/rfc1761.txt?number=1761)」を参照してくださ
い。

▼ IPv6ネットワークトラフィックを監視する方法
snoopコマンドを使用すると、IPv6パケットだけを表示できます。

ローカルノード上で、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになり
ます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

IPv6パケットを取り込みます。
# snoop ip6

snoopコマンドの詳細については、snoop(1m)のマニュアルページを参照してくださ
い。

IPv6ネットワークトラフィックだけの表示

次に、あるノード上で snoop ip6コマンドを実行したときに返される典型的な出力の
例を示します。
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# snoop ip6

fe80::a00:20ff:fecd:4374 -> ff02::1:ffe9:2d27 ICMPv6 Neighbor solicitation

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375 ICMPv6 Neighbor

solicitation

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375 ICMPv6 Neighbor

solicitation

fe80::a00:20ff:febb:e09 -> ff02::9 RIPng R (11 destinations)

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> ff02::1:ffcd:4375 ICMPv6 Neighbor solicitation

デフォルトアドレス選択の管理
Oracle Solarisでは、単一のインタフェースに複数の IPアドレスを付与することがで
きます。たとえば、ネットワーク多重パス (IPMP)のような技術を使用すると、複数
のネットワークインタフェースカード (NIC)が同じ IPリンク層に接続できます。こ
のようなリンクは 1つまたは複数の IPアドレスを持つことができます。さら
に、IPv6が有効なシステム上のインタフェースは、1つの IPv6リンクローカルアド
レス、少なくとも 1つの IPv6経路制御アドレス、および (少なくとも 1つのインタ
フェースに) 1つの IPv4アドレスを持ちます。

システムがトランザクションを起動すると、アプリケーションは getaddrinfoソ
ケットへの呼び出しを作成します。getaddrinfoは、宛先システム上で使用されてい
る可能なアドレスを発見します。そのあと、カーネルはこのリストに優先度を付け
て、パケットに使用するのに最適な宛先を見つけます。このプロセスのことを「宛
先アドレス順番付け」と呼びます。そのあと、Oracle Solarisカーネルは、パケットに
最適な宛先アドレスに対して、適切なソースアドレスの書式を選択します。このプ
ロセスのことを「アドレス選択」と呼びます。宛先アドレス順番付けの詳細につい
ては、getaddrinfo(3SOCKET)のマニュアルページを参照してください。

IPv4専用システムとデュアルスタック IPv4/IPv6システムは両方とも、デフォルトア
ドレス選択を実行する必要があります。ほとんどの状況では、デフォルトアドレス
選択機構を変更する必要はありません。しかし、IPMPをサポートしたり、6to4アド
レス書式を選択したりする場合は、アドレス書式の優先度を変更する必要がありま
す。

▼ IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを管理する方
法
次の手順では、アドレス選択ポリシーテーブルを変更する方法について説明しま
す。IPv6デフォルトアドレス選択の概念については、283ページの「ipaddrselコマ
ンド」を参照してください。
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注意 –次の手順に示す理由がない場合は、IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを変更
しないでください。このポリシーテーブルを間違って変更すると、ネットワーク上
で問題が発生する可能性があります。次の手順に示すように、このポリシーテーブ
ルは必ずバックアップを保存してください。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

現在の IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを調査します。
# ipaddrsel

# Prefix Precedence Label

::1/128 50 Loopback

::/0 40 Default

2002::/16 30 6to4

::/96 20 IPv4_Compatible

::ffff:0.0.0.0/96 10 IPv4

デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルのバックアップを作成します。
# cp /etc/inet/ipaddrsel.conf /etc/inet/ipaddrsel.conf.orig

テキストエディタを使用して、/etc/inet/ipaddrsel.confを自分用にカスタマイズし
ます。
/etc/inet/ipaddrselのエントリには、次の構文を使用します。
prefix/prefix-length precedence label [# comment ]

次に、デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルに一般的に行われる変更の例を示
します。

■ 6to4アドレスに最高の優先度を付ける場合。

2002::/16 50 6to4

::1/128 45 Loopback

6to4アドレス書式の優先度は現在、最高の50です。Loopbackの優先度は、以前は
50でしたが、現在は 45です。ほかのアドレス書式の優先度は変わりません。

■ 特定の宛先アドレスとの通信において、特定のソースアドレスを使用するように
指示する場合。

::1/128 50 Loopback

2001:1111:1111::1/128 40 ClientNet

2001:2222:2222::/48 40 ClientNet

::/0 40 Default

このエントリは、物理インタフェースが 1つしかないホストの場合に役立ちま
す。ここで、2001:1111:1111::1/128は、ネットワーク 2001:2222:2222::/48内に
ある宛先に向けられたすべてのパケットのソースアドレスとして優先されま
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す。優先度 40は、このインタフェースに構成されたほかのアドレス書式より
も、ソースアドレス 2001:1111:1111::1/128を優先することを指示します。

■ IPv6アドレスよりも IPv4アドレスを優先する場合。

::ffff:0.0.0.0/96 60 IPv4

::1/128 50 Loopback

.

.

このテーブルでは、IPv4書式 ::ffff:0.0.0.0/96の優先度をデフォルトの 10から
テーブル内で最高の 60に変更しています。

変更したポリシーテーブルをカーネルにロードします。
ipaddrsel -f /etc/inet/ipaddrsel.conf

変更したポリシーテーブルに問題がある場合は、IPv6デフォルトアドレス選択ポリ
シーテーブルを復元します。
# ipaddrsel -d

▼ 現在のセッションだけの IP6アドレス選択テーブ
ルを変更する方法
/etc/inet/ipaddrsel.confファイルを編集すると、その変更はリブート後も適用され
ます。変更したポリシーテーブルを現在のセッションだけに適用したい場合、次の
手順に従います。

Primary Administrator役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

/etc/inet/ipaddrselの内容をfilenameにコピーします (filenameは自分が選択した名
前)。
# cp /etc/inet/ipaddrsel filename

必要に応じて、filename内のポリシーテーブルを編集します。

変更したポリシーテーブルをカーネルにロードします。
# ipaddrsel -f filename

システムをリブートするまで、カーネルは新しいポリシーテーブルを使用します。
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ネットワークの問題の障害追跡 (手順)

この章では、ネットワークで発生する一般的な問題の解決方法について説明しま
す。次の項目について説明します。

■ 241ページの「一般的なネットワーク障害追跡について」
■ 243ページの「IPv6を配備するときの一般的な問題」

ネットワークの問題の障害追跡における新機能
Solaris 10 7/07では、/etc/inet/ipnodesファイルは廃止されました。個々の手順で説
明されているとおり、/etc/inet/ipnodesは以前のOracle Solaris 10リリースにのみ使
用してください。

一般的なネットワーク障害追跡について
ネットワークに問題が発生すると、まず、1つまたは複数のホストで通信の損失が発
生するという兆候が見られるようになります。あるホストを初めてネットワークに
追加したときに、そのホストがまったく動作しない場合は、構成ファイルのどれか
に問題があることが考えられます。また、ネットワークインタフェースカードに問
題がある可能性もあります。1つのホストに突然問題が生じた場合は、ネットワーク
インタフェースに原因があると考えられます。ネットワーク上のホストが互いに通
信できるが、ほかのネットワークとは通信できない場合は、ルーターに原因がある
と考えられます。あるいは、ほかのネットワークに原因があるかもしれません。

ifconfigコマンドを使用すると、ネットワークインタフェースについての情報を取
得できます。netstatコマンドを使用すると、経路制御テーブルやプロトコルの統計
を表示できます。サードパーティーのネットワーク診断プログラムから、さまざま
な障害追跡ユーティリティーが提供されています。詳細は、サードパーティーのマ
ニュアルを参照してください。
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ネットワークの性能を低下させる問題の原因は、明確にはわかりません。しか
し、たとえば、pingのようなツールを使用することで、ホストでのパケットの消失
など、問題の原因を突き止めることはできます。

基本的な診断チェックの実行
ネットワークに問題がある場合、一連のソフトウェアチェックを実行すると、基本
的なソフトウェア関連の問題は診断および修正できます。

▼ 基本的なネットワークソフトウェアチェックの実
行方法

ローカルシステムで「ネットワーク管理者」役割になるか、スーパーユーザーにな
ります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

netstatコマンドを使用すると、ネットワーク情報を表示できます。

netstatコマンドの構文と詳細については、 221ページの「netstatコマンドによる
ネットワークの状態の監視」と netstat(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

hostsデータベース (および、Solaris 10 11/06以前のリリースで IPv6を使用している場
合は ipnodesデータベース)をチェックして、エントリが正しくて最新であることを
確認します。

/etc/inet/hostsデータベースについては、250ページの「hostsデータベース」と
hosts(4)のマニュアルページを参照してください。/etc/inet/ipnodesデータベース
については、253ページの「ipnodesデータベース」と ipnodes(4)のマニュアル
ページを参照してください。

逆アドレス解決プロトコル (RARP)を実行している場合、ethersデータベースの
Ethernetアドレスをチェックして、エントリが正しくて最新であることを確認しま
す。

telnetコマンドを使用して、ローカルホストに接続してみます。

telnetコマンドの構文と詳細については、telnet(1)のマニュアルページを参照して
ください。
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ネットワークデーモン inetdが動作していることを確認します。

# ps -ef | grep inetd

次の出力で、inetdデーモンが動作していることを確認します。
root 57 1 0 Apr 04 ? 3:19 /usr/sbin/inetd -s

IPv6がネットワーク上で有効な場合、IPv6デーモン in.ndpdが動作していることを確
認します。
# ps -ef | grep in.ndpd

次の出力で、in.ndpdデーモンが動作していることを確認します。

root 123 1 0 Oct 27 ? 0:03 /usr/lib/inet/in.ndpd

IPv6を配備するときの一般的な問題
この節では、サイトに IPv6を計画および配備しているときに遭遇する可能性のある
一般的な問題について説明します。実際の計画作業については、第 4章「IPv6
ネットワークの計画 (手順)」を参照してください。

IPv4ルーターを IPv6用にアップグレードできない
既存の装置をアップグレードできない場合、IPv6に対応した装置を購入するしかな
い場合もあります。装置に付属するマニュアルを参照して、IPv6をサポートするた
めに行う必要がある、装置固有の手順があるかどうかを調べてください。

IPv6サポート用にアップグレードできない IPv4ルーターもあります。この状況が自
分のトポロジに適応する場合、IPv6ルーターが IPv4ルーターの隣にくるように物理
的に配線します。このようにすれば、IPv6ルーターから IPv4ルーター経由でトンネ
ルできます。トンネルを構成する手順については、201ページの「IPv6サポート用に
トンネルを構成するための作業 (作業マップ)」を参照してください。

サービスを IPv6用にアップグレードしたあとの問
題
サービスを IPv6サポート用に準備しているとき、次のような状況に遭遇する場合が
あります。

■ あるアプリケーションを IPv6用に移植したのに、IPv6サポートがデフォルトで有
効にならない場合。このようなアプリケーションは、IPv6が有効になるように構
成する必要があります。
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■ 複数のサービスを実行するサーバーにおいて、IPv4専用のサービスと IPv4と IPv6
両用のサービスが混在している場合、次のような状況に遭遇します。クライアン
トがこれら両方の種類のサービスを使用する必要がある場合、サーバー側で混乱
が生じます。

現在の ISPが IPv6をサポートしない
IPv6を配備したいが、現在の ISPが IPv6アドレス指定を提供しない場合、ISPを変更
するのではなく、次の代替方法を考えてみてください。

■ 別の ISPから IPv6通信用に 2番目の回線 ISPを購入します。この解決方法に
は、高い費用がかかります。

■ 「仮想 ISP」を取得します。仮想 ISPはサイトに IPv6接続を提供しますが、実際
の回線は提供しません。その代わりに、サイトから IPv4 ISP経由で仮想 ISPに到
達するトンネルを作成します。

■ 自分のサイトから ISP経由でほかの IPv6サイトに到達する 6to4トンネルを使用し
ます。あるアドレスに対して、6to4ルーターの登録済み IPv4アドレスを、IPv6ア
ドレスの公開トポロジ部分として使用します。

6to4リレールーターへのトンネルを作成するとき
のセキュリティー問題
本来、6to4ルーターと 6to4リレールーター間のトンネルは安全ではありません。こ
れらのルーター間のトンネルには、次のようなセキュリティー問題が内在していま
す。

■ 6to4リレールーターはパケットのカプセル化とカプセル化の解除を行います
が、パケット内に含まれるデータのチェックは行いません。

■ アドレスのスプーフィングは、6to4リレールーターとの間で構築されるトンネル
における際立った問題です。着信トラックについては、6to4ルーターはリ
レールーターの IPv4アドレスを送信元の IPv6アドレスと対応させることができ
ないという問題があります。このため、IPv6ホストのアドレスは簡単にス
プーフィングされかねません。6to4リレールーターのアドレスもスプーフィング
の可能性があります。

■ デフォルトの設定では、6to4ルーターと 6to4リレールーター間に信頼できるメカ
ニズムは存在しません。したがって、6to4ルーターは 6to4リレールーターが信頼
できるものであるかどうかを識別できず、正規の 6to4リレールーターであるかす
ら確認できません。このようなことから、6to4サイトと宛先の IPv6サイト間に信
頼関係が存在していることか、あるいは攻撃を受けるという可能性を両サイトと
も受け入れることが求められます。
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これらの問題を始めとする 6to4リレールーターのセキュリティー問題について
は、Internet Draft『Security Considerations for 6to4』で説明されています。一般に
は、6to4リレールーターのサポートは次のような場合だけ検討してください。

■ 信頼できるプライベートな IPv6ネットワークとの間で 6to4サイトが通信を行う場
合。たとえば、独立した 6to4サイトとネイティブ IPv6サイトから構成される
キャンパスネットワーク上などでこのサポートを有効にすると便利かもしれませ
ん。

■ ビジネス上の理由で、6to4サイトと特定のネイティブ IPv6ホストとの通信を避け
ることができない場合。

■ Internet Draft『Security Considerations for 6to4』で提唱されている検査と信頼でき
るモデルを導入した場合。

6to4ルーターの既知の問題
6to4構成には、次の問題が影響することが判明しています。

■ 4709338 –静的なルートを認識するRIPng実装が必要である
■ 4152864 –同じ tsrcと tdstのペアによる 2つのトンネルの設定

6to4サイトにおける静的なルートの実装 (バグ ID 4709338)
6to4境界ルーターが設置された 6to4サイトでは、次の問題が発生します。6to4擬似
インタフェースを設定する場合に 6to4ルーターの経路制御テーブルに静的ルート
2002::/16が自動的に追加されます。バグ 4709338は、この静的ルートが 6to4サイト
に通知されることを防ぐOracle Solaris RIPng経路制御プロトコルにおける制限につい
て説明しています。

バグ 4709338に対しては、次に示す回避策のどちらかを適用できます。

■ 6to4サイト内にあるすべてのサイト間ルーターの経路制御テーブルに、2002::/16

静的ルートを追加します。

■ 6to4サイトの内部ルーターにRIPng以外の経路制御プロトコルを使用します。

同じ発信元アドレスによるトンネルの設定 (バグ ID 4152864)
バグ ID 4152864は、同じトンネル発信元アドレスを使用して 2つのトンネルが設定
される場合に発生する問題について説明しています。これは、6to4トンネルの重大
な問題です。
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注意 –同じトンネル発信元アドレスを使用して 6to4トンネルと自動トンネル ( atun)
を設定することは避けてください。自動トンネルと atunコマンドについて
は、tun(7M)のマニュアルページを参照してください。
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TCP/IPと IPv4の詳細 (リファレンス)

この章では、ネットワーク構成ファイルの種類、目的、ファイルエントリの
フォーマットなど、TCP/IPネットワークの参照情報を提供します。また、既存の
ネットワークデータベースについても詳しく説明します。さらにこの章では、定義
されているネットワーククラスとサブネット番号に基づいて、IPv4アドレスが構成
される仕組みについても説明します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 247ページの「TCP/IP構成ファイル」
■ 258ページの「ネットワークデータベースと nsswitch.confファイル」
■ 267ページの「Oracle Solarisの経路制御プロトコル」
■ 268ページの「ネットワーククラス」

TCP/IPと IPv4の新機能の詳細
Solaris 10 7/07では、/etc/inet/ipnodesファイルは廃止されました。個々の手順で説
明されているとおり、/etc/inet/ipnodesは以前のOracle Solaris 10リリースにのみ使
用してください。

TCP/IP構成ファイル
ネットワーク上の各システムは、次のTCP/IP構成ファイルとネットワークデータ
ベースからTCP/IP構成情報を取得します。

■ /etc/hostname.interfaceファイル
■ /etc/nodenameファイル
■ /etc/defaultdomainファイル
■ /etc/defaultrouterファイル (オプション)
■ hostsデータベース
■ Solaris 10 11/06以前のリリースでは ipnodesデータベース
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■ netmasksデータベース (オプション)

Oracle Solarisインストールプログラムは、インストール処理の一環として上記の
ファイルを作成します。これらのファイルは、この「TCP/IP構成ファイル」の節の
説明に従って手作業で編集することもできます。hostsデータベースと netmasks

データベースは、Oracle Solarisネットワークで使用できるネームサービスによって読
み取られるネットワークデータベースのうちの 2つです。ネットワークデータ
ベースの概念についての詳細は、258ページの「ネットワークデータベースと
nsswitch.confファイル」を参照してください。Solaris 10 11/06以前のリリースの
ipnodesファイルについては、253ページの「ipnodesデータベース」を参照してくだ
さい。

/etc/hostname.interfaceファイル
このファイルは、ローカルホストの物理ネットワークインタフェースを定義しま
す。ローカルシステムには、少なくとも 1つの /etc/hostname.interfaceファイルが存
在する必要があります。Oracle Solarisインストールプログラムは、インストールプロ
セス中に検出された最初のインタフェースに対して /etc/hostname.interfaceファイル
を作成します。このインタフェースは通常、一番小さなデバイス番号 (たとえ
ば、eri0)を持っており、「一次ネットワークインタフェース」と呼ばれます。イン
ストールプログラムが追加インタフェースを検出した場合は、インストールプロセ
スの一環としてそれらも任意で構成できます。

注 –同じインタフェース用に別のホスト名ファイルを作成する場合、そのホスト名
ファイルの名前も hostname.[0–9]*の形式 (hostname.qfe0.a123など)にする必要があ
ります。hostname.qfe0.bakや hostname.qfe0.oldのような名前は無効であり、シス
テムの起動中にスクリプトに無視されます。

また、特定のインタフェースに対応するホスト名ファイルは 1つだけにする必要が
あります。/etc/hostname.qfeと /etc/hostname.qfe.a123のように、インタフェース
の代替ホスト名ファイルを有効なファイル名で作成した場合、ブートスクリプトは
両方のホスト名ファイルの内容を参照することによって構成を試みるため、エ
ラーが発生します。これらのエラーを回避するには、特定の構成で使用したくない
ホスト名ファイルに無効なファイル名を付けます。

インストール後、新しいネットワークインタフェースをシステムに追加した場合
は、そのインタフェースに対して、/etc/hostname.interfaceファイルを作成する必要
があります (157ページの「システムインストール後に物理インタフェースを構成す
る方法」を参照)。また、Oracle Solarisソフトウェアが新しいネットワークインタ
フェースを認識し、使用できるようにするには、インタフェースのデバイスドライ
バが適切なディレクトリに読み込まれるようにする必要があります。新しいネット
ワークインタフェースに付属しているマニュアルを参照し、正しいインタフェース
名とデバイスドライバの使用方法を確認してください。
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基本的な /etc/hostname.interfaceファイルにはエントリが 1つだけ含まれます。それ
は、ネットワークインタフェースに関連付けられた、ホスト名または IPv4アドレス
のどちらかです。IPv4アドレスは、一般的な 10進ドット表記またはCIDR表記で表
現できます。/etc/hostname.interfaceファイルのエントリとしてホスト名を使用する
場合は、そのホスト名が /etc/inet/hostsファイルにも存在している必要がありま
す。

たとえば、tenereというシステムの一次ネットワークインタフェースが smc0である
とします。この場合、/etc/hostname.smc0ファイルのエントリとして、10進ドット
表記またはCIDR表記の IPv4アドレス、あるいはホスト名 tenereを使用できます。

注 – IPv6は /etc/hostname6.interfaceファイルを使用して、ネットワークインタ
フェースを定義します。詳細は、281ページの「IPv6インタフェース設定ファイ
ル」を参照してください。

/etc/nodenameファイル
このファイルにはエントリが 1つ含まれます。つまり、ローカルシステムのホスト
名です。たとえば、timbuktuというシステムでは、/etc/nodenameファイルに
timbuktuというエントリが入ります。

/etc/defaultdomainファイル
このファイルにはエントリが 1つ含まれます。このエントリは、ローカルホストの
ネットワークが属する管理ドメインの完全に修飾されたドメイン名です。ネット
ワーク管理者は、この名前をOracle Solarisインストールプログラムに指示した
り、また後日、このファイルを編集できます。ネットワークドメインについての詳
細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

/etc/defaultrouterファイル
このファイルには、ネットワークに直接接続されている各ルーターのエントリを含
めることができます。このエントリは、ネットワーク間のルーターとして機能する
ネットワークインタフェースの名前です。/etc/defaultrouterファイルがあるとい
うことは、システムが静的経路選択をサポートする構成であることを示します。
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hostsデータベース
hostsデータベースには、ネットワーク上のシステムの IPv4アドレスとホスト名が
含まれています。NIS、DNS、または LDAPネームサービスを使用している場
合、hostsデータベースは、ホスト情報用として指定されているデータベースに格納
されます。たとえば、NISを実行するネットワークでは、hostsデータベースは
hostsbynameファイルに格納されます。

ネームサービス用にローカルファイルを使用する場合、hostsデータベースは
/etc/inet/hostsファイルに格納されます。このファイルには、一次ネットワークイ
ンタフェースのホスト名と IPv4アドレス、システムに備わっているほかのネット
ワークインタフェース、このシステムが検査する必要があるほかのネットワークア
ドレスが含まれています。

注 – BSDベースのオペレーティングシステムとの互換性を保つため、/etc/hosts

ファイルは /etc/inet/hostsへのシンボリックリンクとなっています。

/etc/inet/hostsファイルの形式
/etc/inet/hostsファイルは、次のような基本的な構文を使用します。構文について
の詳細は、hosts(4)のマニュアルページを参照してください。

IPv4-address hostname [nicknames] [#comment]

IPv4-address ローカルホストが認識する必要のある各インタフェースの IPv4アド
レスが含まれます。

hostname 設定時にシステムに割り当てたホスト名と、ローカルホストが認識
しなければならない増設ネットワークインタフェースに割り当てた
ホスト名が含まれます。

[nickname] ホストのニックネームが含まれます (省略可能)。

[#comment] コメント用のフィールドです (省略可能)。

初期 /etc/inet/hostsファイル
Oracle Solarisインストールプログラムをシステムで実行すると、このプログラムは初
期 /etc/inet/hostsファイルを構成します。このファイルには、ローカルホストに
とって必要最小限のエントリが含まれています。エントリには、ループバックアド
レス、ホストの IPv4アドレス、ホスト名が入っています。

たとえば、図 5–1のシステム tenereに対して、Oracle Solarisインストールプログラム
は次のような /etc/inet/hostsファイルを作成します。
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例 10–1 システム tenere用の /etc/inet/hostsファイル

127.0.0.1 localhost loghost #loopback address

192.168.200.3 tenere #host name

ループバックアドレス

例 10–1では、IPv4アドレス 127.0.0.1は「ループバックアドレス」です。ループ
バックアドレスは、ローカルシステムがプロセス間通信するために使用する予約済
みネットワークインタフェースです。このアドレスを使用して、ホストは自分自身
にパケットを送信できます。ifconfigコマンドは、ループバックアドレスを使用し
て、構成と検査を行います (217ページの「ifconfigコマンドによるインタフェース
構成の監視」を参照)。TCP/IPネットワークのシステムはすべて、ローカルホスト上
での IPv4ループバックに IPアドレス 127.0.0.1を使用する必要があります。

ホスト名

IPv4アドレス 192.168.200.1と名前 tenereは、ローカルシステムのアドレスとホス
ト名です。これらは、システムの一次ネットワークインタフェースに割り当てられ
ます。

複数のネットワークインタフェース

システムには複数のネットワークインタフェースを持つものがあり、これらは
ルーターまたはマルチホームホストとなります。システムに接続されるネット
ワークインタフェースごとに、専用の IPアドレスとそれに割り当てる名前が必要で
す。インストール時には、一次ネットワークインタフェースを構成する必要があり
ます。特定のシステムがインストール時に複数のインタフェースを持っている場合
は、Oracle Solarisインストールプログラムも増設インタフェースに関するプロンプト
を表示します。1つ以上の増設インタフェースをこの時点で構成したり、あとで手動
構成を行うことができます。

Oracle Solarisのインストール後、インタフェース情報をシステムの /etc/inet/hosts

ファイルに追加することで、ルーターまたはマルチホームホストの増設インタ
フェースを構成できます。ルーターとマルチホームホストを構成する方法について
は、124ページの「IPv4ルーターの構成」と 133ページの「マルチホームホストの構
成」を参照してください。

例 10–2は、図 5–1のシステム timbuktu用の /etc/inet/hostsファイルを示していま
す。

例 10–2 システム timbuktu用の /etc/inet/hostsファイル

127.0.0.1 localhost loghost

192.168.200.70 timbuktu #This is the local host name

192.168.201.10 timbuktu-201 #Interface to network 192.9.201
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これらの 2つのインタフェースを使用して、timbuktuはルーターとしてネット
ワーク 192.168.200と 192.168.201に接続します。

ネームサービスの hostsデータベースに対する影響
NISとDNSネームサービス、および LDAPディレクトリサービスは、ホスト名とア
ドレスを 1つまたは複数のサーバーに格納します。これらのサーバーは、各
サーバーのネットワーク上のすべてのホストとルーター (もしあれば)に関する情報
を含む hostsデータベースを保持しています。これらのサービスの詳細について
は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

ローカルファイルがネームサービスを提供する場合

ローカルファイルをネームサービスに使用するネットワークでは、ローカルファイ
ルモードで実行されるシステムは、そのネットワークのほかのシステムの IPv4アド
レスとホスト名を調べるときに、それぞれの /etc/inet/hostsファイルを参照しま
す。したがって、これらのシステムの /etc/inet/hostsファイルには、次の情報が含
まれている必要があります。

■ ループバックアドレス
■ ローカルシステム (一次ネットワークインタフェース)の IPv4アドレスとホスト名
■ このシステムに接続している増設ネットワークインタフェース (もしあれば)の

IPv4アドレスとホスト名
■ ローカルネットワーク上のすべてのホストの IPv4アドレスとホスト名
■ このシステムが認識する必要のあるルーター (もしあれば)の IPv4アドレスとホス
ト名

■ このシステムでホスト名を使用して参照したいシステムの IPv4アドレス

図 10–1は、システム tenereの /etc/inet/hostsファイルを示しています。このシス
テムはローカルファイルモードで実行されます。このファイルには、192.9.200

ネットワーク上のすべてのシステムの IPv4アドレスとホスト名が含まれていま
す。また、このファイルにはインタフェース名 timbuktu-201とその IPv4アドレスが
含まれています。このインタフェースは 192.9.200ネットワークを 192.9.201ネット
ワークに接続しています。

ネットワーククライアントとして構成されたシステムは、そのループバックアドレ
スと IPv4アドレス用にローカルの /etc/inet/hostsファイルを使用します。
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ipnodesデータベース

注 – Solaris 10 11/06よりあとのリリースには、ipnodesデータベースは含まれなくなり
ました。これらの後続のリリースでは、ipnodesの IPv6機能は hostsデータベースに
移行されます。

/etc/inet/ipnodesファイルは IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を格納しま
す。また、IPv4アドレスは、一般的な 10進ドット表記またはCIDR表記として保存
できます。このファイルはローカルデータベースとして、ホスト名を IPv4アドレス
や IPv6アドレスに関連付けます。ホスト名やそのアドレスは、/etc/inet/ipnodesな
どの静的ファイルには保存しないでください。ただし、テスト目的の場合は IPv4ア
ドレスを /etc/inet/hostsに保存するのと同じ方法で IPv6アドレスを保存しま
す。ipnodesファイルでは、hostsファイルと同じフォーマット変換を使用しま
す。/etc/inet/hostsの詳細については、250ページの「hostsデータベース」を参
照してください。ipnodesファイルについては、ipnodes(4)のマニュアルページを参
照してください。

図 10–1 ローカルファイルモードで実行されるシステム用の /etc/inet/hostsファイル
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IPv6が有効なアプリケーションは /etc/inet/ipnodesデータベースを使用します。既
存の /etc/hostsデータベースには、IPv4アドレスだけが含まれていますが、既存の
アプリケーションの便宜上、このデータベースは変更されません。ipnodesデータ
ベースが存在しない場合、IPv6が有効なアプリケーションは既存の hostsデータ
ベースを使用します。

注 –アドレスを追加する必要がある場合、IPv4アドレスは hostsファイルと ipnodes

ファイルの両方に追加しなければなりません。IPv6アドレスは ipnodesファイルにだ
け追加します。

例 10–3 /etc/inet/ipnodesファイル

次の例のように、ホスト名アドレスは、ホスト名でグループにまとめる必要があり
ます。

#

# Internet IPv6 host table

# with both IPv4 and IPv6 addresses

#

::1 localhost

2001:db8:3b4c:114:a00:20ff:fe78:f37c farsite.com farsite farsite-v6

fe80::a00:20ff:fe78:f37c farsite-11.com farsitell

192.168.85.87 farsite.com farsite farsite-v4

2001:db8:86c0:32:a00:20ff:fe87:9aba nearsite.com nearsite nearsite-v6

fe80::a00:20ff:fe87:9aba nearsite-11.com nearsitell

10.0.0.177 nearsite.com nearsite nearsite-v4 loghost

netmasksデータベース
ネットワーク構成の一部として netmasksデータベースを編集する必要があるの
は、ネットワークのサブネット化を設定している場合だけです。 netmasksデータ
ベースは、各ネットワークとそれに対応するサブネットマスクのリストで構成され
ています。

注 –サブネットを作成するときは、新規の各ネットワークはそれぞれ独立した物理
ネットワークであることが必要です。単一の物理ネットワークにサブネット化を適
用することはできません。

サブネット化とは
「サブネット化」は、大規模なインターネットワークにおいて、限られた 32ビット
の IPv4アドレス空間を最大限活用し、経路制御テーブルの大きさを縮小する方法で
す。どのようなアドレスクラスの場合も、サブネット化によってホストアドレス空
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間の一部をネットワークアドレスに割り当て、ネットワーク数を増やすことができ
ます。新規のネットワークアドレスに割り当てられるホストアドレス空間の部分
を、「サブネット番号」と言います。

IPv4アドレス空間を有効活用できることのほかに、サブネット化には管理上の利点
もいくつかあります。ネットワークの数が増えるに伴って、経路制御はきわめて複
雑になってきます。たとえば、小規模の組織なら、個々のローカルネットワークに
クラスCの番号を割り当てることができます。しかし、組織が成長するにつれ
て、多数の異なるネットワーク番号を管理することは、非常に複雑な作業になって
きます。このような場合の改善策の 1つとして、組織内の主要部門に対してそれぞ
れクラス Bのネットワーク番号を割り当てる方法が考えられます。たとえば、エン
ジニアリング部門に 1つのクラス Bネットワーク、運営部門に別のクラス Bを割り当
てるということが可能です。その上で、サブネット化によって得られたネット
ワーク番号を使用して、個々のクラス Bネットワークをさらに多くのネットワーク
に分割できます。これによって、ルーター間でやりとりしなければならない経路制
御情報の量も減少します。

IPv4アドレス用のネットワークマスクの作成
サブネット化プロセスの一環として、ネットワーク全体の「ネットマスク」を選択
する必要があります。ネットマスクは、ホストアドレス空間の中で、どの位置の何
個のビットがサブネット番号を表し、どの位置の何個のビットがホスト番号を表す
かを決定します。完全な IPv4アドレスは 32ビットで構成されることを思い出してく
ださい。ホストアドレス空間を表すために使用できるビット数は、アドレスクラス
によって異なりますが、最大 24ビット、最小 8ビットです。ネットマスクは
netmasksデータベース内に指定します。

サブネットの使用を予定している場合は、TCP/IPを構成する前にネットマスクを決
定する必要があります。ネットワーク構成の一環としてオペレーティングシステム
をインストールすることを予定している場合は、Oracle Solarisインストールプログラ
ムは、ネットワークのネットマスクを指定するよう求めます。

58ページの「IPv4アドレス指定スキーマの設計」に説明されているとおり、32
ビットの IPアドレスは、ネットワーク部とホスト部で構成されています。32ビット
は 4個のバイトに分かれます。各バイトは、ネットワーククラスに応じて、ネット
ワーク番号かホスト番号のどちらかに割り当てられます。

たとえば、クラス Bの IPv4アドレスでは、左側の 2バイトがネットワーク番号に割
り当てられ、右側の 2バイトがホスト番号に割り当てられます。クラス Bの IPv4ア
ドレス 172.16.10では、右側の 2バイトをホストに割り当てることができます。

サブネット化を行う場合は、ホスト番号に割り当てるバイトの中の一部のビット
を、サブネットアドレスとして使用する必要があります。たとえば、ホストアドレ
ス空間が 16ビットであれば、65,534個のホストのアドレス指定が可能です。3番目の
バイトをサブネットアドレス用に使用して、4番目のバイトをホストアドレス用に使
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用するとすれば、最大 254のネットワークのアドレスと、それぞれについて最大 254
ずつのホストのアドレスを指定できます。

ホストアドレスのバイトのどのビットがサブネットアドレスに使用され、どの
ビットがホストアドレスに使用されるかは、「サブネットマスク」によって決まり
ます。サブネットマスクは、バイト中のどのビットをサブネットアドレス用とする
かを選択するために使用します。ネットマスクのビットは連続していなければなり
ませんが、バイトの境界に整列している必要はありません。

ネットマスクは、ビット単位の論理AND演算子を使用することによって、IPv4アド
レスに適用できます。この演算によって、アドレスのネットワーク番号とサブ
ネット番号の位置が選択されます。

ネットマスクは、2進数で表現できます。2進数と 10進数は計算機を使用して換算で
きます。次の例では、ネットマスクの 10進数形式と 2進数形式の両方を示してあり
ます。

ネットマスク 255.255.255.0を IPv4アドレス 172.16.41.101に適用すると、結果の
IPv4アドレスは 172.16.41.0になります。

172.16.41.101 & 255.255.255.0 = 172.16.41.0

2進数形式では、この演算は次のようになります。

10000001.10010000.00101001.01100101 (IPv4アドレス)

次の論理積 (AND)をとります。

11111111.11111111.11111111.00000000 (IPv4ネットマスク)

これでシステムは、ネットワーク番号 172.16.41をネットワーク番号 172.16の代わ
りに検索します。ネットワークのネットワーク番号が 172.16.41である場合、システ
ムはこの番号をチェックし、検出します。IPv4アドレス空間の 3番目のバイトには
最大 254個の値を割り当てることができるので、サブネット化によって、254個の
ネットワーク用のアドレス空間を作ることができます。サブネット化を使用しなけ
れば、ネットワークは 1つだけです。

ネットワークを 2つだけ追加するためのアドレス空間を確保する場合は、次のよう
なサブネットマスクを使用します。

255.255.192.0

このネットマスクの結果は次のようになります。

11111111.11111111.1100000.00000000
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この結果、まだ 14ビットはホストアドレス用に使用できます。全桁 0と全桁 1は予
約済みなので、少なくとも 2ビットをホスト番号用として確保する必要がありま
す。

/etc/inet/netmasksファイル
ネットワークでNISまたは LDAPを実行している場合、これらのネームサービスの
サーバーに netmasksデータベースが格納されます。ローカルファイルをネーム
サービスとして使用するネットワークの場合、この情報は /etc/inet/netmasks

ファイル内に格納されます。

注 – BSDベースのオペレーティングシステムと互換性を確保するた
め、/etc/netmasksファイルは /etc/inet/netmasksへのシンボリックリンクとなって
います。

次のコード例に示すのは、クラス Bネットワーク用のサンプルの /etc/inet/netmasks

ファイルです。

例 10–4 クラスBネットワーク用の /etc/inet/netmasksファイル

# The netmasks file associates Internet Protocol (IPv4) address

# masks with IPv4 network numbers.

#

# network-number netmask

#

# Both the network-number and the netmasks are specified in

# “decimal dot” notation, e.g:

#

# 128.32.0.0 255.255.255.0

192.168.0.0 255.255.255.0

/etc/netmasksファイルが存在しない場合は、テキストエディタで作成してくださ
い。構文は次のとおりです。

network-number netmask-number

詳細は、netmasks(4)のマニュアルページを参照してください。

ネットマスク番号を作成するときは、ISPまたは Internet Registryから割り当てられた
ネットワーク番号 (サブネット番号ではない)とネットマスク番号
を、/etc/inet/netmasksファイルに入力します。各サブネットマスクはそれぞれ単
独の行に入れてください。

次に例を示します。

128.78.0.0 255.255.248.0
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/etc/inet/hostsファイルには、ネットワーク番号のシンボリック名も入力できま
す。こうすることによって、ネットワーク番号の代わりにこれらのネットワーク名
をコマンドへのパラメータとして使用できます。

inetdインターネットサービスデーモン
inetdデーモンは、システムの起動時にインターネット標準サービスを起動した
り、システムの実行中にサービスを再起動したりできます。SMF (サービス管理機能)
は、標準インターネットサービスを変更したり、inetdデーモンに追加サービスを開
始させるために使用します。

inetdが起動したサービスを管理するには、次の SMFコマンドを使用します。

svcadm 起動、停止、再開などのサービスの管理操作を行います。詳細
は、svcadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

svcs サービスのステータスを照会します。詳細は、svcs(1)のマニュアル
ページを参照してください。

inetadm サービスのプロパティーの表示と変更を行います。詳細は、inetadm(1m)
のマニュアルページを参照してください。

特定のサービスの inetadmプロファイルの protoフィールドの値は、サービスが実行
されるトランスポート層プロトコルを示します。サービスが IPv4専用の場合、proto

フィールドには tcp、udp、または sctpを指定します。

■ SMFコマンドの使用方法については、『Solarisのシステム管理 (基本
編)』の「SMFコマンド行管理ユーティリティー」を参照してください。

■ SMFコマンドを使用して SCTPで実行されるサービスを追加する作業について
は、141ページの「SCTPプロトコルを使用するサービスを追加する方法」を参照
してください。

■ IPv4要求と IPv6要求の両方を処理するサービスの追加については、258ページ
の「inetdインターネットサービスデーモン」を参照してください。

ネットワークデータベースと nsswitch.confファイル
ネットワークデータベースは、ネットワークの構成に必要な情報を提供するファイ
ルです。ネットワークデータベースには次のものがあります。

■ hosts

■ netmasks

■ ethersデータベース
■ bootparams

inetdインターネットサービスデーモン
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■ protocols

■ services

■ networks

構成工程の一環として、ネットワークをサブネット化する場合は、hostsデータ
ベースと netmasksデータベースを編集します。システムをネットワーククライアン
トとして構成するには、bootparamsと ethersの 2つのネットワークデータベースを
使用します。残りのデータベースはオペレーティングシステムが使用するもの
で、編集が必要になることはほとんどありません。

nsswitch.confファイルはネットワークデータベースではありませんが、このファイ
ルは関連するネットワークデータベースと共に構成する必要がありま
す。nsswitch.confは、特定のシステムに、ローカルファイル、NIS、DNS、または
LDAPのどのネームサービスを使用するかを指定します。

ネットワークデータベースへのネームサービスの
影響
ネットワークデータベースの形式は、ネットワークで選択したネームサービスの種
類によって異なります。たとえば、hostsデータベースには、少なくとも、ローカル
システムとそのシステムに直接接続されているネットワークインタフェースのホス
ト名と IPv4アドレスだけは含まれています。しかし、ネットワークで使用する
ネームサービスの種類によっては、その他の IPv4アドレスとホスト名も hosts

データベースに含まれていることがあります。

ネットワークデータベースは、次のように使用されます。

■ ネームサービスにローカルファイルを使用するネットワークは、/etc/inet

ディレクトリと /etcディレクトリにあるファイルに依存します。
■ NISは、NISマップと呼ばれるデータベースを使用します。
■ DNSは、ホスト情報を含むレコードを使用します。

注 – DNS起動ファイルとデータファイルは、ネットワークデータベースに直接は対応
していません。

次の図に、これらのネームサービスで使用する hostsデータベースの形式を示しま
す。
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次の表に、ネットワークデータベースと対応するローカルファイルおよびNIS
マップを示します。

注 – Solaris 10 11/06よりあとのOracle Solarisリリースでは、ipnodesデータベースは削
除されます。

表 10–1 ネットワークデータベースと対応ネームサービスファイル

ネットワークデータベース ローカルファイル NISのマップ

hosts /etc/inet/hosts hosts.byaddr hosts.byname

ipnodes /etc/inet/ipnodes ipnodes.byaddr ipnodes.byname

netmasks /etc/inet/netmasks netmasks.byaddr

ethers /etc/ethers ethers.byname ethers.byaddr

図 10–2 ネームサービスが使用する hostsデータベースの形式
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表 10–1 ネットワークデータベースと対応ネームサービスファイル (続き)
ネットワークデータベース ローカルファイル NISのマップ

bootparams /etc/bootparams bootparams

protocols /etc/inet/protocols protocols.byname protocols.bynumber

services /etc/inet/services services.byname

networks /etc/inet/networks networks.byaddr networks.byname

このマニュアルでは、ネームサービス用にローカルファイルを使用するネット
ワークから見たネットワークデータベースについて説明します。

■ hostsデータベースについては、250ページの「hostsデータベース」に記載され
ています。

■ netmasksデータベースについては、254ページの「netmasksデータベース」に記
載されています。

■ Solaris 10 11/06以前のリリースの場合、ipnodesデータベースについては、
253ページの「ipnodesデータベース」に記載されています。

NIS、DNS、および LDAPでのネットワークデータベースの対応関係について
は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

nsswitch.confファイル
/etc/nsswitch.confファイルは、ネットワークデータベースの検索順序を定義しま
す。Oracle Solarisインストールプログラムは、インストール中にネットワーク管理者
が指定するネームサービスに基づいて、ローカルシステム用のデフォルトの
/etc/nsswitch.confファイルを作成します。「None」オプションを指定し
て、ローカルファイルをネームサービスとして使用することを指示した場合
は、nsswitch.confファイルは次の例のようになります。

例 10–5 ネームサービスにファイルを使用するネットワーク用のnsswitch.conf

# /etc/nsswitch.files:

#

# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;

# it does not use any naming service.

#

# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the

# /etc/netconfig file contains "switch.so" as a

# nametoaddr library for "inet" transports.

passwd: files

group: files

hosts: files

networks: files
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例 10–5 ネームサービスにファイルを使用するネットワーク用の nsswitch.conf (続き)

protocols: files

rpc: files

ethers: files

netmasks: files

bootparams: files

publickey: files

# At present there isn’t a ’files’ backend for netgroup; the

# system will figure it out pretty quickly,

# and won’t use netgroups at all.

netgroup: files

automount: files

aliases: files

services: files

sendmailvars: files

このファイルについての詳細は、nsswitch.conf(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。基本構文は、次のとおりです。

database name-service-to-search

databaseフィールドには、オペレーティングシステムが検索する多くの種類のデータ
ベースの 1つを指定できます。たとえば、passwdや aliasesなどのようにユーザーに
影響を与えるデータベースでも、またネットワークデータベースでも指定できま
す。ネットワークデータベースの場合、 name-service-to-searchパラメータの値
は、files、nis、 nis+のどれかです。hostsデータベースの場合は、検索するネーム
サービスとして dnsも値に指定できます。nis+と filesのように、複数のネーム
サービスも指定できます。

例 10–5において、示されている唯一の検索オプションは filesです。した
がって、ローカルシステムは、/etcディレクトリと /etc/inetディレクトリに入って
いるファイルから、ネットワークデータベース情報のほか、セキュリティーと自動
マウントに関する情報を入手します。

nsswitch.confの変更
/etcディレクトリには、Oracle Solarisインストールプログラムが作成する
nsswitch.confファイルが含まれています。そのほかに、次のネームサービス用のテ
ンプレートファイルも含まれています。

■ nsswitch.files

■ nsswitch.nis

あるネームサービスから別のネームサービスに変更したい場合は、対応するテンプ
レートを nsswitch.confにコピーできます。また、nsswitch.confファイルを選択的
に編集して、個々のデータベースを見つけるために検索するデフォルトのネーム
サービスを変更できます。
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たとえば、NISを実行するネットワークでは、ネットワーククライアントについての
nsswitch.confファイルの変更が必要な場合があります。bootparamsデータベースと
ethersデータベースの検索順序では、最初のオプションとして files、次に nisが指
定されている必要があります。次のコード例に、正しい検索順序を示します。

例 10–6 NISを実行するネットワーク上のクライアントのための nsswitch.conf

# /etc/nsswitch.conf:#

.

.

passwd: files nis

group: files nis

# consult /etc "files" only if nis is down.

hosts: nis [NOTFOUND=return] files

networks: nis [NOTFOUND=return] files

protocols: nis [NOTFOUND=return] files

rpc: nis [NOTFOUND=return] files

ethers: files [NOTFOUND=return] nis

netmasks: nis [NOTFOUND=return] files

bootparams: files [NOTFOUND=return] nis

publickey: nis

netgroup: nis

automount: files nis

aliases: files nis

# for efficient getservbyname() avoid nis

services: files nis

sendmailvars: files

ネームサービススイッチの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレク
トリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

bootparamsデータベース
bootparamsデータベースには、ネットワーククライアントモードで起動されるよう
に構成されたシステムが使用する情報が含まれています。ネットワーククライアン
トを持つネットワークの場合は、このデータベースの編集が必要になります。手順
については、111ページの「ネットワーククライアントの構成」を参照してくださ
い。このデータベースは、/etc/bootparamsファイルに入力した情報をもとにして構
築されます。

このデータベースの構文についての詳細は、bootparams(4)のマニュアルページに含
まれています。基本構文は、次のとおりです。

system-name file-key-server-name:pathname

個々のディスクレスまたはネットワーククライアントシステムについて、エントリ
が 1つずつ含まれています。各エントリに入っている情報は、クライアント
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名、キーのリスト、サーバー名、パス名です。各エントリの最初の項目は、クライ
アントシステムの名前です。最初の項目以外は、すべてオプションです。次に例を
示します。

例 10–7 bootparamsデータベース

myclient root=myserver : /nfsroot/myclient \

swap=myserver : /nfsswap//myclient \

dump=myserver : /nfsdump/myclient

この例の dump=はダンプファイルを探さないようクライアントホストに指示していま
す。

bootparamsのワイルドカードエントリ
ほとんどの場合、ワイルドカードエントリを使用するのは、bootparamsデータ
ベースを編集してクライアントをサポートするときです。次のようにしてワイルド
カードエントリを使用します。

* root=server:/path dump=:

アスタリスク (*)ワイルドカードは、このエントリが、bootparamsデータベース内で
明示的に指定されていないすべてのクライアントに適用されることを示します。

ethersデータベース
ethersデータベースは、/etc/ethersファイルに入力した情報から構築されます。こ
のデータベースは、ホスト名を「メディアアクセス制御」(MAC)アドレスに関連付
けます。ethersデータベースの作成が必要になるのは、RARPデーモンを実行する場
合だけです。つまり、ネットワーククライアントを構成する場合だけです。

RARPは、このファイルを使用して、MACアドレスを IPアドレスにマッピングしま
す。RARPデーモン in.rarpdを実行する場合は、ethersファイルを設定し、この
ファイルをこのデーモンを実行するすべてのホストに格納して、ネットワークに対
する変更が反映されるようにする必要があります。

このデータベースの構文についての詳細は、ethers(4)のマニュアルページに含まれ
ています。基本構文は、次のとおりです。

MAC-address hostname #comment

MAC-address ホストのMACアドレス

hostname ホストの公式名

#comment ファイルのエントリに追加する注釈
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MACアドレスは装置の製造元から提供されます。システムの起動プロセス中に、シ
ステムがMACアドレスを表示しない場合は、お使いのハードウェアのマニュアルを
参照してください。

ethersデータベースにエントリを追加するときは、ホスト名が、ニックネームでは
なく、hostsデータベース内と ipnodesデータベース内 (Solaris 10 11/06以前のリ
リースの場合)の基本名に一致していることを確認してください (次のコード例を参
照)。

例 10–8 ethersデータベース内のエントリ

8:0:20:1:40:16 fayoum

8:0:20:1:40:15 nubian

8:0:20:1:40:7 sahara # This is a comment

8:0:20:1:40:14 tenere

その他のネットワークデータベース
残りのネットワークデータベースについては、編集が必要になることはほとんどあ
りません。

networksデータベース
networksデータベースは、ネットワーク名をネットワーク番号と関連付けて、いく
つかのアプリケーションが番号ではなく名前を使用または表示できるようにしま
す。networksデータベースは、/etc/inet/networksファイルの中の情報に基づいて
います。このデータベースには、このネットワークがルーターを介して接続される
すべてのネットワークの名前が含まれています。

初期 networksデータベースは、Oracle Solarisインストールプログラムが設定しま
す。ただし、既存のネットワークトポロジに新たなネットワークを追加する場合
は、このデータベースを更新する必要があります。

/etc/inet/networksの構文についての詳細は、networks(4)のマニュアルページに含
まれています。基本形式は、次のとおりです。

network-name network-number nickname(s) #comment

network-name ネットワークの公式名

network-number ISPまたはインターネットレジストリが割り当てた番号

nickname そのネットワークの別名

#comment ファイルのエントリに追加する注釈
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networksファイルは必要に応じて更新する必要があります。netstatプログラム
は、このデータベース内の情報を使用して状態テーブルを作成します。

次のコード例に、/etc/networksファイルのサンプルを示します。

例 10–9 /etc/networksファイル

#ident "@(#)networks 1.4 92/07/14 SMI" /* SVr4.0 1.1 */

#

# The networks file associates Internet Protocol (IP) network

# numbers with network names. The format of this file is:

#

# network-name network-number nicnames . . .

# The loopback network is used only for intra-machine communication

loopback 127

#

# Internet networks

#

arpanet 10 arpa # Historical

#

# local networks

eng 192.168.9 #engineering

acc 192.168.5 #accounting

prog 192.168.2 #programming

protocolsデータベース
protocolsデータベースには、システムにインストールされているTCP/IPプロトコ
ルとプロトコル番号の一覧が含まれています。このデータベースは、Oracle Solarisイ
ンストールプログラムによって自動的に作成されます。このファイルの管理が必要
になることは、ほとんどありません。

このデータベースの詳しい構文については、protocols(4)のマニュアルページを参照
してください。次のコード例に、/etc/inet/protocolsファイルのサンプルを示しま
す。

例 10–10 /etc/inet/protocolsファイル

#

# Internet (IP) protocols

#

ip 0 IP # internet protocol, pseudo protocol number

icmp 1 ICMP # internet control message protocol

tcp 6 TCP # transmission control protocol

udp 17 UDP # user datagram protocol
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servicesデータベース
servicesデータベースは、TCPとUDPサービスの名前および既知のポート番号の一
覧を含んでいます。このデータベースは、ネットワークサービスを呼び出すプログ
ラムにより使用されます。Oracle Solarisインストールプログラムは、servicesデータ
ベースを自動的に作成します。通常は、このデータベースの管理作業を必要としま
せん。

構文についての詳細は、services(4)のマニュアルページを参照してください。次
に、典型的な /etc/inet/servicesファイルからの抜粋を示します。

例 10–11 /etc/inet/サービスファイル

#

# Network services

#

echo 7/udp

echo 7/tcp

echo 7/sctp6

discard 9/udp sink null

discard 11/tcp

daytime 13/udp

daytime 13/tcp

netstat 15/tcp

ftp-data 20/tcp

ftp 21/tcp

telnet 23/tcp

time 37/tcp timeserver

time 37/udp timeserver

name 42/udp nameserver

whois 43/tcp nickname

Oracle Solarisの経路制御プロトコル
この節では、Oracle Solaris 10でサポートされている 2つの経路制御プロトコルについ
て説明します。それは、経路制御情報プロトコル (RIP)および ICMPルーター発見
(RDISC)です。RIPとRDISCは、どちらも標準TCP/IPプロトコルです。Oracle Solaris
10で使用できる経路制御プロトコルの一覧については、表 5–1および表 5–2を参照
してください。

経路制御情報プロトコル (RIP)
RIPは、システムのブート時に自動的に起動する経路制御デーモンである in.routed

によって実行されます。sオプションを指定した in.routedをルーターで実行する
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と、in.routedは、到達可能なすべてのネットワークへのルートをカーネル
ルーティングテーブルに組み入れ、すべてのネットワークインタフェースを経由す
る「到達可能性」を通知します。

ホストで qオプションを指定して実行すると、in.routedは経路制御情報を引き出し
ますが、到達可能性の通知は行いません。ホストでは、経路制御情報は次の 2つの
方法で抽出できます。

■ Sフラグ (大文字の「S」、「省スペースモード」の意)を指定しない。 in.routed

は、ルーターで実行するときとまったく同じようにフル経路制御テーブルを作成
します。

■ Sフラグを指定する。 in.routedは、使用可能なルーターについてデフォルトの
ルートを 1つずつ含む最小カーネルテーブルを作成します。

ICMPルーター発見 (RDISC)プロトコル
ホストは、ルーターから経路制御情報を取得するときに、RDISCを使用します。し
たがって、ホストがRDISCを実行しているとき、各ルーターは、経路制御情報の交
換のために、RIPなどのような別のプロトコルも実行している必要があります。

RDISCは、ルーターとホストの両方で実行される in.routedによって実装されま
す。ホストでは、in.routedはRDISCを使用して、RDISCによってホストに通知を行
うルーターからデフォルトのルートを検出します。in.routedは、ルーターでRDISC
を使用して、直接接続されているネットワーク上のホストにデフォルトのルートを
通知します。in.routed(1M)のマニュアルページと gateways(4)のマニュアルページ
を参照してください。

ネットワーククラス

注 –多くの旧式ネットワークは今もクラスをベースにしていますが、クラスベースの
ネットワーク番号は IANAから取得できなくなりました。

この節では、IPv4ネットワーククラスについて詳しく説明します。32ビットの IPv4
アドレス空間は、ネットワーク部のビット数が多かったり少なかったりするな
ど、クラスによって使い方が異なります。3つのクラスとは、クラスA、クラス
B、クラスCです。

ネットワーククラス
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クラスAネットワーク番号
クラスAネットワーク番号は、IPv4アドレスの最初の 8ビットを「ネットワーク
部」として使用します。残りの 24ビットは、次の図のように IPv4アドレスのホスト
部を含んでいます。

クラスAネットワーク番号の最初のバイトに割り当てられる値は 0 - 127の範囲で
す。IPv4アドレス 75.4.10.4について考えてみます。最初のバイトの 75という値
は、このホストがクラスAネットワーク内にあることを示しています。残りのバイ
トの 4.10.4はホストアドレスを形成します。クラスA番号の最初のバイトだけが
IANAで登録されます。残りの 3バイトをどのように使用するかは、そのネット
ワーク番号の所有者の自由です。クラスAのネットワークとして存在可能なのは 127
個だけです。この範囲内の各番号が、それぞれ最大 16,777,214個のホストを収容でき
ます。

クラスBネットワーク番号
クラス Bネットワーク番号は、16ビットをネットワーク番号に、16ビットをホスト
番号に使用します。クラスBネットワーク番号の最初のバイトは、128 - 191の範囲で
す。番号 172.16.50.56では、最初の 2バイト 172.16が IANAで登録され、ネット
ワークアドレスを構成します。残りの 2バイトの 50.56にはホストアドレスが含ま
れ、これはネットワーク番号の所有者が任意に割り当てることができます。次の図
に、クラス Bのアドレスを示します。

図 10–3 クラスAアドレスのバイト割り当て

ネットワーククラス
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クラス Bは、ネットワーク上に多数のホストを持つ組織で一般的に使用されます。

クラスCネットワーク番号
クラスCネットワーク番号は、24ビットをネットワーク番号に、8ビットをホスト
番号に使用します。クラスCネットワーク番号は、ホストが少ない (最大で 254の)
ネットワークで使用されます。クラスCネットワーク番号は、IPv4アドレスの最初
の 3バイトを占めます。ネットワーク番号の所有者が自由に割り当てることができ
るのは、4番目のバイトだけです。次の図に、クラスCアドレスのバイトを示しま
す。

クラスCネットワーク番号の最初のバイトは、192 - 223の範囲です。2番目と 3番目
のバイトは、それぞれ 1 - 255の範囲です。クラスCアドレスは通常、192.168.2.5の
ようになります。最初の 3バイト 192.168.2はネットワーク番号です。この例の最後
のバイト、つまり 5がホスト番号です。

図 10–4 クラスBアドレスのバイト割り当て

図 10–5 クラスCアドレスのバイト割り当て
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IPv6の詳細 (リファレンス)

この章では、次のOracle Solarisの IPv6実装の参照情報について説明します。

■ 272ページの「IPv6アドレス指定書式の詳細」
■ 275ページの「IPv6パケットヘッダーの書式」
■ 277ページの「デュアルスタックプロトコル」
■ 278ページの「Oracle Solaris 10 IPv6実装」
■ 293ページの「IPv6近傍検索プロトコル」
■ 299ページの「IPv6の経路制御」
■ 301ページの「IPv6トンネル」
■ 309ページの「Oracle Solarisネームサービスに対する IPv6拡張機能」
■ 311ページの「NFSとRPCによる IPv6のサポート」
■ 311ページの「IPv6 over ATMのサポート」

IPv6の概念については、第 3章「IPv6の紹介(概要)」を参照してください。IPv6が有
効なネットワークを設定する作業については、第 7章「IPv6ネットワークの構成 (手
順)」を参照してください。

IPv6の新機能の詳細
Solaris 10 7/07では、/etc/inet/ipnodesファイルは廃止されました。個々の手順で説
明されているとおり、/etc/inet/ipnodesは以前のOracle Solaris 10リリースにのみ使
用してください。

11第 1 1 章

271



IPv6アドレス指定書式の詳細
第 3章「IPv6の紹介(概要)」では、IPv6アドレス指定のもっとも一般的な書式につい
て紹介しました。つまり、ユニキャストサイトアドレスとリンクローカルアドレス
です。この節では、第 3章「IPv6の紹介(概要)」で説明しなかった IPv6アドレス指定
の詳細な書式について説明します。

■ 272ページの「6to4派生のアドレス指定」
■ 274ページの「IPv6マルチキャストアドレスの詳細」

6to4派生のアドレス指定
ルーターまたはホストエンドポイントから 6to4トンネルを設定する計画がある場合
は、エンドポイントシステム上の /etc/inet/ndpd.confファイルにある 6to4サイト接
頭辞を通知する必要があります。6to4トンネルの設定に関する概要と作業について
は、205ページの「6to4トンネルを設定する方法」を参照してください。

次の図に、6to4サイト接頭辞の構成を示します。

次の図は、ndpd.confファイルに指定する 6to4サイトのサブネット接頭辞の構成を示
しています。

図 11–1 6to4サイト接頭辞の構成
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この表では、6to4サブネット接頭辞を構成する要素と、各要素の長さおよび定義に
ついて説明しています。

構成要素 長さ 定義

接頭辞 16ビット 6to4接頭辞ラベル 2002 (0x2002)。

IPv4アドレス 32ビット 6to4インタフェースですでに設定されている一意
の IPv4アドレス。通知のために、ドット付きの
10進表記ではなく 16進表記の IPv4アドレスを指
定します。

サブネット ID 16ビット サブネット ID。これは、6to4サイトにおけるリ
ンクで一意となる値でなければなりません。

ホストにおける6to4派生のアドレス指定
ルーター広告によって 6to4派生の接頭辞を受信する際、IPv6ホストはインタ
フェース上の 6to4派生アドレスを自動的に設定し直します。アドレスの書式は次の
とおりです。

prefix:IPv4-address:subnet-ID:interface-ID/64

6to4インタフェースを持つホスト上で ifconfig -aコマンドを実行すると、次のよう
な出力が返されます。

qfe1:3: flags=2180841<UP,RUNNING,MULTICAST,ADDRCONF,ROUTER,IPv6>

mtu 1500 index 7

inet6 2002:8192:56bb:9258:a00:20ff:fea9:4521/64

この出力では、inet6に続く文字列が 6to4派生アドレスです。

この表では、6to4派生アドレスの構成要素、各要素の長さ、および各要素が提供す
る情報について説明しています。

図 11–2 6to4サブネット接頭辞の構成
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アドレスの構成要素 長さ 定義

prefix 16ビット 2002。これは 6to4接頭辞です。

IPv4-address 32ビット 8192:56bb。これは、6to4ルーターで設定されている 6to4
擬似インタフェースに対する 16進表記による IPv4アドレ
スです。

subnet-ID 16ビット 9258。これは、このホストの所属先であるサブネットの
アドレスです。

interface-ID 64ビット a00:20ff:fea9:4521。これは、6to4に設定されているホス
トインタフェースのインタフェース IDです。

IPv6マルチキャストアドレスの詳細
IPv6マルチキャストアドレスは、同じ情報またはサービスを「マルチキャストグ
ループ」という定義済みのインタフェースのグループに分配する方法を提供しま
す。通常、マルチキャストグループのインタフェースは異なるノード上にありま
す。1つのインタフェースが所属できるマルチキャストグループは複数設定できま
す。マルチキャストアドレスに送信されたパケットは、このマルチキャストグ
ループのすべてのメンバーに送信されます。マルチキャストアドレスの使用法の例
としては、情報のブロードキャストがあります。これは、IPv4ブロードキャストア
ドレスに似た機能です。

次の表に、マルチキャストアドレスの書式を示します。

表 11–1 IPv6マルチキャストアドレス書式

8ビット 4
ビット

4ビット 8ビット 8ビット 64ビット 32ビット

11111111 FLGS SCOP Reserved Plen Network prefix Group ID

次に、各フィールドの内容を要約します。

■ 11111111 –アドレスをマルチキャストアドレスとして識別します。
■ FLGS – 4つのフラグ「0,0,P,T」のセットです。最初の 2つのフラグはゼロである必
要があります。Pフィールドは、次の値のうちの 1つとなります。
■ 0 =ネットワーク接頭辞に基づいて割り当てられていないマルチキャストアド
レス

■ 1 =ネットワーク接頭辞に基づいて割り当てられているマルチキャストアドレ
ス

Pを 1に設定した場合、Tも 1に設定する必要があります。
■ Reserved -ゼロの予約値。

IPv6アドレス指定書式の詳細
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■ Plen -サブネットを識別するサイト接頭辞内のビット数。サイト接頭辞に基づい
て割り当てられているマルチキャストアドレス用。

■ Group ID -恒久的または動的に割り当てられたマルチキャストグループの識別
子。

マルチキャストアドレスの書式の詳細については、RFC 3306, "Unicast-Prefix-based
IPv6 Multicast Addresses (ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3306.txt)を参照して
ください。

いくつかの IPv6マルチキャストアドレスは、Internet Assigned Numbers Authority
(IANA)によって恒久的に割り当てられます。これらの例としては、IPv6ノードと
IPv6ルーターに必要なAll Nodes Multicast AddressesとAll Routers Multicast Addressesな
どがあります。IPv6マルチキャストアドレスは動的に割り当てることもできま
す。マルチキャストアドレスとマルチキャストグループの適切な使用方法の詳細に
ついては、RFC 3307, "Allocation Guidelines for IPv6 Multicast Addresses"を参照してくだ
さい。

IPv6パケットヘッダーの書式
IPv6プロトコルは、基本 IPv6ヘッダー、IPv6拡張ヘッダーを含むヘッダーセットを
定義します。次の図は、IPv6ヘッダーに使用されるフィールドとその順序を示しま
す。

次のリストは、各ヘッダーフィールドの機能について説明します。

図 11–3 IPv6基本ヘッダーの書式

IPv6パケットヘッダーの書式
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■ バージョン – 4ビットインターネットプロトコルバージョン番号。IPv6では 6で
す。

■ トラフィッククラス – 8ビットトラフィッククラスフィールド。
■ フローラベル – 20ビットフィールド。
■ ペイロードの長さ –オクテット単位で表す 16ビット符号なし整数。IPv6
ヘッダーに続くパケットの残りです。

■ 次のヘッダー – 8ビットセレクタ。IPv6ヘッダーのすぐ後ろに続くヘッダーのタ
イプを識別します。IPv4プロトコルフィールドと同じ値を使用します。

■ ホップ制限 – 8ビット符号なし整数。パケットを送信するノードごとに値が 1ずつ
減ります。ホップ制限がゼロになるとパケットが廃棄されます。

■ ソースアドレス – 128ビット。パケットの初期送信側のアドレス。
■ 宛先アドレス – 128ビット。パケットの予定受信側のアドレス。オプションの経
路制御ヘッダーがある場合、必ずしも受信側とは限りません。

IPv6拡張ヘッダー
IPv6オプションは、IPv6ヘッダーとトランスポート層の間の独立した拡張
ヘッダーにあります。パケットが最終的な宛先に到着するまで、その配送パスに存
在するルーターは、ほとんどの場合 IPv6拡張ヘッダーを確認または処理しませ
ん。そのため、オプションを含むパケットを処理するルーターの性能が大幅に改善
されました。IPv4では、オプションがある場合、ルーターですべてのオプションを
調べる必要がありました。

IPv4オプションとは異なり、IPv6拡張ヘッダーの長さは任意です。またパケットに
組み込むことのできるオプションの合計数が 40バイト以内に限定されない点があり
ます。この機能とその処理方法によって、IPv4では非現実的であった機能を IPv6オ
プションが使用できるようになりました。

後続のオプションヘッダー (およびそのあとのトランスポートプロトコル)を処理す
る際の性能を強化するため、IPv6オプションは常に 8オクテットの整数倍の長さで
す。この 8オクテットの整数倍という長さにより、後続ヘッダーのバイト境界が維
持されます。

次の IPv6拡張ヘッダーが現在、定義されています。

■ 経路制御 –拡張経路制御 (IPv4ルーズソースルートにあたる)
■ 断片化 –断片化および再結合
■ 認証 –整合性および認証、セキュリティー
■ セキュリティーペイロードのカプセル化 –機密性
■ ホップバイホップオプション –ホップごとの処理が必要な特別なオプション
■ 宛先オプション –宛先ノードが判断するオプション情報

IPv6パケットヘッダーの書式
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デュアルスタックプロトコル
「デュアルスタック」とは、アプリケーションからネットワーク層に至るプロトコ
ルスタックのすべてのレベルの完全な複製をいいます。完全な複製の例として、OSI
プロトコルとTCP/IPプロトコルを両方とも実行するシステムがあります。

Oracle Solarisは「デュアルスタック」です。これは、Oracle Solarisで IPv4プロトコル
と IPv6プロトコルの両方が実装されていることを意味します。オペレーティングシ
ステムをインストールするとき、IPv6プロトコルを IP層で有効にするか、デフォル
トの IPv4プロトコルだけを使用するかを選択できます。TCP/IPスタックの残りは同
じです。結果として、同じ転送プロトコル、TCP、UDP、および SCTPを IPv4と
IPv6の両方で実行できます。また、同じアプリケーションを IPv4と IPv6の両方で実
行できます。図 11–4は、インターネットプロトコル群のさまざまな層におい
て、IPv4プロトコルと IPv6プロトコルがデュアルスタックとしてどのように機能す
るかを示しています。

デュアルスタックシナリオでは、ホストとルーターの両方のサブネットは、IPv4に
加えて、IPv6をサポートするようにアップグレードされます。デュアルスタックア
プローチによって、アップグレードしたノードは、IPv4を使用して IPv4専用ノード
と常に相互運用できます。

図 11–4 デュアルスタックプロトコルアーキテクチャー

デュアルスタックプロトコル
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Oracle Solaris 10 IPv6実装
この節では、Oracle Solarisで IPv6が有効なファイル、コマンド、およびデーモンに
ついて説明します。

IPv6設定ファイル
この節では、IPv6実装の一部である設定ファイルについて説明します。

■ 278ページの「ndpd.conf設定ファイル」
■ 281ページの「IPv6インタフェース設定ファイル」
■ 282ページの「/etc/inet/ipaddrsel.conf設定ファイル」

ndpd.conf設定ファイル
/etc/inet/ndpd.confファイルは、近傍検索デーモン in.ndpdが使用するオプション
を設定するために使用されます。ルーターの場合、ndpd.confは、主にサイト接頭辞
をリンクに通知されるように設定するときに使用します。ホストの場合、ndpd.conf

は、アドレスの自動設定を無効にしたり、一時アドレスを設定したりするときに使
用します。

次の表に、ndpd.confファイルで使用されるキーワードを示します。

表 11–2 /etc/inet/ndpd.confキーワード

変数 説明

ifdefault すべてのインタフェースのルーターの動作を指定します。次の構文を使用してルーターパラ
メータと対応する値を設定します。

ifdefault [variable-value]

prefixdefault 接頭辞通知のデフォルトの動作を指定します。次の構文を使用してルーターパラメータと対
応する値を設定します。

prefixdefault [variable-value]

if インタフェース別パラメータを設定します。構文は次のとおりです。

if interface [variable-value ]

prefix インタフェース別接頭辞情報を通知します。構文は次のとおりです。

prefix prefix/length interface [variable-value]

ndpd.confファイルでは、この表にあるキーワードといっしょに、いくつかの
ルーター設定変数を使用します。これらの変数の詳細については、RFC 2461,
Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2461.txt?number=2461)を参照してください。
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次の表に、インタフェースを設定するための変数と、その簡単な説明を示します。

表 11–3 /etc/inet/ndpd.confインタフェース設定変数

変数 デフォルト 定義

AdvRetransTimer 0 ルーターが送信する通知メッセージにおいて、Retrans Timer
フィールドの値を指定します。

AdvCurHopLimit インターネットの現在の
直径

ルーターが送信する通知メッセージにおいて、現在の
ホップ制限に設定する値を指定します。

AdvDefaultLifetime 3 + MaxRtrAdvInterval ルーター広告のデフォルトの寿命を指定します。

AdvLinkMTU 0 ルーターが送信する最大転送単位 (MTU)の値を指定しま
す。ゼロは、ルーターがMTUオプションを指定しないこと
を意味します。

AdvManaged Flag False ルーター広告において、Manage Address Configurationフラグ
に設定する値を指定します。

AdvOtherConfigFlag False ルーター広告において、Other Stateful Configurationフラグに
設定する値を指定します。

AdvReachableTime 0 ルーターが送信する通知メッセージにおいて、Reachable
Timeフィールドの値を指定します。

AdvSendAdvertisements False ノードが通知を送信し、ルーター要請に応答するかどうか
を指定します。ルーター広告機能を有効にするには、
ndpd.confファイルにおいて、この変数を明示的
に「TRUE」に設定する必要があります。詳細については、
190ページの「IPv6対応のルーターを構成する方法」を参照
してください。

DupAddrDetect

Transmits

1 近傍検索プロトコルがローカルノードのアドレスの複製ア
ドレス検出中に送信する、連続近傍要請メッセージの数を
定義します。

MaxRtrAdvInterval 600秒 非要請マルチキャスト通知を送信する間隔の最大時間を指
定します。

MinRtrAdvInterval 200秒 非要請マルチキャスト通知を送信する間隔の最小時間を指
定します。

StatelessAddrConf True ノードがその IPv6アドレスを設定するときに、ステートレ
スアドレス自動設定を使用するかどうかを制御します。
ndpd.confで Falseが宣言されている場合、そのアドレスは
手動で設定する必要があります。詳細については、
198ページの「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方
法」を参照してください。

Oracle Solaris 10 IPv6実装

第 11章 • IPv6の詳細 (リファレンス) 279



表 11–3 /etc/inet/ndpd.confインタフェース設定変数 (続き)
変数 デフォルト 定義

TmpAddrsEnabled False あるノードのすべてのインタフェースまたは特定のインタ
フェースに対して、一時アドレスを作成するかどうかを指
定します。詳細については、195ページの「一時アドレスを
構成する方法」を参照してください。

TmpMaxDesyncFactor 600秒 in.ndpdを起動するときに、優先寿命変数
TmpPreferredLifetimeから引くランダム数を指定しま
す。TmpMaxDesyncFactor変数の目的は、ネットワーク上の
すべてのシステムが同時に一時アドレスを再生成すること
を防ぐことです。TmpMaxDesyncFactorを使用すると、この
ランダム数の上限値を変更できます。

TmpPreferredLifetime False 一時アドレスの優先寿命を設定します。詳細については、
195ページの「一時アドレスを構成する方法」を参照してく
ださい。

TmpRegenAdvance False 一時アドレスのアドレス劣化までの先行時間を指定しま
す。詳細については、195ページの「一時アドレスを構成す
る方法」を参照してください。

TmpValidLifetime False 一時アドレスの有効寿命を設定します。詳細については、
195ページの「一時アドレスを構成する方法」を参照してく
ださい。

次の表に、IPv6接頭辞を設定するときに使用する変数を示します。

表 11–4 /etc/inet/ndpd.conf接頭辞設定変数

変数 デフォルト 定義

AdvAutonomousFlag True Prefix InformationオプションのAutonomous Flagフィールドに
格納される値を指定します。

AdvOnLinkFlag True Prefix Informationオプションのオンリンクフラグ (“L-bit”)に格
納される値を指定します。

AdvPreferredExpiration 「設定なし」 接頭辞の優先満了日を指定します。

AdvPreferredLifetime 604800秒 Prefix Informationオプションの優先寿命に格納される値を指
定します。

AdvValidExpiration 「設定なし」 接頭辞の有効満了日を指定します。

AdvValidLifetime 2592000秒 設定している接頭辞の有効寿命を指定します。

例 11–1 /etc/inet/ndpd.confファイル

次に、ndpd.confファイルでキーワードや設定変数を使用する例を示します。変数を
有効にするには、コメント (#)を削除します。
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例 11–1 /etc/inet/ndpd.confファイル (続き)

# ifdefault [variable-value ]*

# prefixdefault [variable-value ]*

# if ifname [variable-value ]*

# prefix prefix/length ifname
#

# Per interface configuration variables

#

#DupAddrDetectTransmits

#AdvSendAdvertisements

#MaxRtrAdvInterval

#MinRtrAdvInterval

#AdvManagedFlag

#AdvOtherConfigFlag

#AdvLinkMTU

#AdvReachableTime

#AdvRetransTimer

#AdvCurHopLimit

#AdvDefaultLifetime

#

# Per Prefix: AdvPrefixList configuration variables

#

#

#AdvValidLifetime

#AdvOnLinkFlag

#AdvPreferredLifetime

#AdvAutonomousFlag

#AdvValidExpiration

#AdvPreferredExpiration

ifdefault AdvReachableTime 30000 AdvRetransTimer 2000

prefixdefault AdvValidLifetime 240m AdvPreferredLifetime 120m

if qe0 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2:0:0:56::/64 qe0

prefix fec0:0:0:56::/64 qe0

if qe1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2:0:0:55::/64 qe1

prefix fec0:0:0:56::/64 qe1

if hme1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:8192:56bb:1::/64 qfe0

if hme1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:8192:56bb:2::/64 hme1

IPv6インタフェース設定ファイル
起動時、IPv6は /etc/hostname6.interfaceファイルを使用して、IPv6論理インタ
フェースを自動的に定義します。Oracle Solarisのインストール中に IPv6 Enabledオプ
ションを選択した場合、インストールプログラムは、/etc/hostname.interfaceファイ
ルに加えて、一次ネットワークインタフェース用の /etc/hostname6.interfaceファイ
ルを作成します。
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インストール中に複数の物理インタフェースが検出された場合、このようなインタ
フェースを設定するかどうかをたずねられます。インストールプログラムは、指定
された追加のインタフェースごとに、IPv4物理インタフェース設定ファイルと IPv6
論理インタフェース設定ファイルを作成します。

IPv4インタフェースと同様に、IPv6インタフェースもOracle Solarisインストール後
に手動で設定できます。新しいインタフェースには /etc/hostname6.interfaceファイ
ルを作成します。インタフェースを手動で構成する方法については、145ページ
の「Solaris 10 3/05の管理インタフェース」または第 6章「ネットワークインタ
フェースの管理 (作業)」を参照してください。

ネットワークインタフェース設定ファイル名の構文は次のとおりです。

hostname.interface
hostname6.interface

interface変数の構文は次のとおりです。

dev[.module[.module ...]]PPA

dev ネットワークインタフェースデバイスを示します。デバイスは eriや qfe

などの物理ネットワークインタフェースか、トンネルなどの論理インタ
フェースです。詳細については、281ページの「IPv6インタフェース設定
ファイル」を参照してください。

Module plumbされる際にデバイスにプッシュされる 1つまたは複数の STREAMSモ
ジュールのリスト。

PPA 物理的な接続ポイントを示します。

構文 [.[.]]も可能です。

例 11–2 IPv6インタフェース設定ファイル

次に、有効な IPv6設定ファイル名の例を示します。

hostname6.qfe0

hostname.ip.tun0

hostname.ip6.tun0

hostname6.ip6to4tun0

hostname6.ip.tun0

hostname6.ip6.tun0

/etc/inet/ipaddrsel.conf設定ファイル
/etc/inet/ipaddrsel.confファイルには、IPv6デフォルトアドレス選択ポリ
シーテーブルが含まれます。Oracle Solarisをインストールしたときに IPv6を有効に
した場合、このファイルには、表 11–5に示す内容が含まれます。
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/etc/inet/ipaddrsel.confファイルの内容は編集できます。しかし、このファイルを
変更することは極力避けるべきです。どうしても変更が必要な場合、手順について
は、238ページの「IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを管理する方法」を参照して
ください。ippaddrsel.confの詳細については、284ページの「IPv6アドレス選択ポ
リシーテーブルを変更する理由」と ipaddrsel.conf(4)のマニュアルページを参照し
てください。

IPv6関連のコマンド
この節では、Oracle Solaris IPv6実装で追加されたコマンドについて説明します。ま
た、IPv6をサポートするために行われた既存のコマンドへの変更についても説明し
ます。

ipaddrselコマンド
ipaddrselコマンドを使用すると、IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを
変更できます。

Oracle Solarisカーネルは IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを使用し
て、IPv6パケットヘッダーに対して、宛先アドレス順序付けやソースアドレス選択
を実行します。/etc/inet/ipaddrsel.confファイルには、このポリシーテーブルが含
まれます。

次の表に、このポリシーテーブルのデフォルトアドレス書式とその優先度のリスト
を示します。IPv6アドレス選択に関する技術的な詳細については、inet6(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。

表 11–5 IPv6アドレス選択ポリシーテーブル

接頭辞 優先度 定義

::1/128 50 ループバック

::/0 40 デフォルト

2002::/16 30 6to4

::/96 20 IPv4互換

::ffff:0:0/96 10 IPv4

この表では、IPv6接頭辞 (::1/128と ::/0)は 6to4アドレス (2002::/16)と IPv4アドレ
ス (::/96と ::ffff:0:0/96)よりも優先されます。したがって、カーネルは、別の
IPv6宛先に向かうパケットに対して、インタフェースのグローバル IPv6アドレスを
デフォルトで選択します。インタフェースの IPv4アドレスの優先度は、特に IPv6宛
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先に向かうパケットに対しては低くなります。選択した IPv6ソースアドレスを考え
て、カーネルは宛先アドレスにも IPv6書式を使用します。

IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを変更する理由

ほとんどの場合、IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを変更する必要は
ありません。どうしてもポリシーテーブルを管理する必要がある場合は、 ipaddrsel

コマンドを使用します。

次のような場合、ポリシーテーブルの変更をお勧めします。

■ システムが 6to4トンネル用のインタフェースを持っている場合、6to4アドレスに
より高いアドレスに変更できます。

■ 特定の宛先アドレスと通信するときだけ特定のソースアドレスを使用したい場
合、これらのアドレスをポリシーテーブルに追加します。そのあと、ifconfigコ
マンドを使用して、これらのアドレスが優先されるようにフラグを立てます。

■ IPv4アドレスを IPv6アドレスよりも優先させたい場合、::ffff:0:0/96の優先度
をより大きな値に変更します。

■ 旧式のアドレスにより高い優先度を割り当てる必要がある場合は、旧式のアドレ
スをポリシーテーブルに追加します。たとえば、IPv6内でサイトのローカルアド
レスが旧式であると仮定します。これらのアドレスには、fec0::/10 という接頭
辞があります。この場合、ポリシーテーブルを変更すると、サイトのローカルア
ドレスにより高いポリシーを与えることができます。

ipaddrselコマンドの詳細については、ipaddrsel(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

6to4relayコマンド
「6to4トンネリング」を使用すると、孤立した 6to4サイト間で通信できます。しか
し、6to4以外のネイティブ IPv6サイトにパケットを転送する場合は、6to4
ルーターは 6to4リレールーターとのトンネルを確立する必要があります。このトン
ネルが確立されると、「6to4リレールーター」によって 6to4パケットが IPv6ネット
ワークに転送され、最終的にネイティブ IPv6サイトに送信されます。6to4有効化サ
イトがネイティブな IPv6サイトとデータを交換する必要がある場合、6to4relayコマ
ンドを使用して、適切なトンネルを有効にします。

リレールーターの使用は安全とは言えないため、Oracle Solarisのデフォルト設定では
リレールーターとの間のトンネリングは無効になっています。このシナリオを実践
に移す場合は、6to4リレールーターとの間のトンネル構築に伴って発生する問題点
をあらかじめ慎重に検討してください。6to4リレールーターの詳細については、307
ページの「6to4リレールーターとの間のトンネルについての考慮事項」を参照して
ください。6to4リレールーターのサポートを有効にする場合、その関連手順につい
ては、205ページの「6to4トンネルを設定する方法」を参照してください。
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6to4relayの構文

6to4relayコマンドの構文は次のとおりです。

6to4relay -e [-a IPv4-address] -d -h

-e 6to4ルーターとエニーキャスト 6to4リレールーター間のトンネル
サポートを有効にします。このオプションを指定すると、トンネ
ルのエンドポイントアドレスが 192.88.99.1 (6to4リ
レールーターのエニーキャストグループのデフォルトアドレス)に
設定されます。

-a IPv4-address 6to4ルーターと指定された IPv4-addressの 6to4リレールーター間に
トンネルを確立します。

-d 6to4リレールーターとの間のトンネリングのサポートを無効にし
ます。これは、Oracle Solarisのデフォルトの設定です。

-h 6to4relayのヘルプを表示します。

詳細は、6to4relay(1M)のマニュアルページを参照してください。

例 11–3 6to4リレールーターサポートのデフォルトの状態の表示

引数を指定せずに 6to4relayコマンドを実行すると、6to4リレールーターサポートの
現在の状態が表示されます。次の例に、Oracle Solarisにおける IPv6実装のデフォル
トを示します。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay:6to4 Relay Router communication support is disabled

例 11–4 6to4リレールーターサポートを有効にした状態の表示

リレールーターサポートが有効に設定されている場合には、6to4relayを実行すると
次のように表示されます。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay:6to4 Relay Router communication support is enabled

IPv4 destination address of Relay Router=192.88.99.1

例 11–5 6to4リレールーターを指定した状態の表示

6to4relayコマンドに -aオプションと IPv4アドレスを指定した場合、192.88.99.1で
はなく、- aオプションに指定した IPv4アドレスが表示されます。

6to4relayは、-d、 -e、および -a IPv4 addressオプションが成功したかどうかを報告
しません。しかし、これらのオプションの実行時に発生した可能性のあるエラーは
表示します。
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IPv6をサポートするための ifconfigコマンドの拡張
ifconfigコマンドにより、IPv6インタフェースとトンネリングモジュールを plumb
できるようになりました。ifconfigは、ioctlの拡張セットを使用して、IPv4と IPv6
の両方のネットワークインタフェースを設定します。次に、IPv6操作をサポートす
る ifconfigオプションについて説明します。ifconfigに関連する IPv4と IPv6の両方
の作業については、217ページの「ifconfigコマンドによるインタフェース構成の監
視」を参照してください。

index インタフェースインデックスを設定します。

tsrc/tdst トンネルソース /宛先を設定します。

addif 論理インタフェースの次の候補を作成します。

removeif 指定された IPアドレスの論理インタフェースを削除します。

destination インタフェースにポイントツーポイント宛先アドレスを設定しま
す。

set インタフェースにアドレスとネットマスクのどちらか、または両方
を設定します。

subnet インタフェースのサブネットアドレスを設定します。

xmit/-xmit インタフェースにおけるパケット伝送を使用可能または使用不能に
します。

IPv6を設定する手順については、第 7章「IPv6ネットワークの構成 (手順)」を参照し
てください。

例 11–6 ifconfigコマンドの -addifオプションによる IPv6論理インタフェースの追加

次の形式の ifconfigコマンドは、 hme0:3論理インタフェースを作成します。

# ifconfig hme0 inet6 addif up

Created new logical interface hme0:3

次の形式の ifconfigは、新しいインタフェースの作成を確認します。

# ifconfig hme0:3 inet6

hme0:3: flags=2000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 inet6 fe80::203:baff:fe11:b321/10

例 11–7 ifconfigコマンドの -removeifオプションによる IPv6論理インタフェースの削除

次の形式の ifconfigコマンドは、 hme0:3論理インタフェースを削除します。

# ifconfig hme0:3 inet6 down

# ifconfig hme0 inet6 removeif 1234::5678
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例 11–8 ifconfigコマンドによる IPv6トンネルソースの設定

# ifconfig ip.tun0 inet6 plumb index 13

物理インタフェース名に関連するトンネルを開きます。

# ifconfig ip.tun0 inet6

ip.tun0: flags=2200850<POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,NONUD,

#IPv6> mtu 1480 index 13

inet tunnel src 0.0.0.0

inet6 fe80::/10 --> ::

トンネルデバイスを使用して、そのデバイスの状態を報告するように、TCP/IPに必
要なストリームを設定します。

# ifconfig ip.tun0 inet6 tsrc 120.46.86.158 tdst 120.46.86.122

トンネルのソースアドレスと宛先アドレスを設定します。

# ifconfig ip.tun0 inet6

ip.tun0: flags=2200850<POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,NONUD,

IPv6> mtu 1480 index 13

inet tunnel src 120.46.86.158 tunnel dst 120.46.86.122

inet6 fe80::8192:569e/10 --> fe80::8192:567a

設定後のデバイスの新しい状態を報告します。

例 11–9 ifconfigによる 6to4トンネルの設定 (長形式)

この 6to4擬似インタフェース設定例は、サブネット IDとして 1を使用し、ホスト ID
を 16進形式で指定しています。

# ifconfig ip.6to4tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip.6to4tun0 inet tsrc 129.146.86.187 \

2002:8192:56bb:1::8192:56bb/64 up

# ifconfig ip.6to4tun0 inet6

ip.6to4tun0: flags=2200041<UP,RUNNING,NONUD,IPv6>mtu 1480 index 11

inet tunnel src 129.146.86.187

tunnel hop limit 60

inet6 2002:8192:56bb:1::8192:56bb/64

例 11–10 ifconfigによる 6to4トンネルの設定 (短形式)

この例では、6to4トンネルを設定するための短い形式を示します。

# ifconfig ip.6to4tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip.6to4tun0 inet tsrc 129.146.86.187 up

# ifconfig ip.6to4tun0 inet6

ip.6to4tun0: flags=2200041<UP,RUNNING,NONUD,IPv6>mtu 1480 index 11

inet tunnel src 129.146.86.187

tunnel hop limit 60
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例 11–10 ifconfigによる 6to4トンネルの設定 (短形式) (続き)

inet6 2002:8192:56bb::1/64

IPv6をサポートするための netstatコマンドの変更
netstatコマンドは、IPv4ネットワークと IPv6ネットワークの両方の状態を表示し
ます。表示するプロトコル情報を選択するには、/etc/default/inet_typeファイル
に DEFAULT_IP値を設定するか、-fコマンド行オプションを使用します。DEFAULT_IP

のパラメータ設定では、netstatに IPv4情報だけが表示されていることを確認できま
す。この設定は、-fオプションで無効にできます。inet_typeファイルの詳細につい
ては、inet_type(4)のマニュアルページを参照してください。

netstatコマンドの -pオプションは、net-to-mediaテーブルを表示します。これは、
IPv4の場合はARPテーブルであり、IPv6の場合は近傍キャッシュです。詳細
は、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。このコマンドを使用する
手順については、225ページの「ソケットの状態を表示する方法」を参照してくださ
い。

IPv6をサポートするための snoopコマンドの変更
snoopコマンドは、IPv4パケットと IPv6パケットの両方を取り込むことができま
す。IPv6ヘッダー、IPv6拡張ヘッダー、ICMPv6ヘッダー、近傍検索プロトコル
データを表示できます。デフォルトで、snoopコマンドは、IPv4パケットと IPv6パ
ケットの両方を表示します。ipまたは ip6のプロトコルキーワードを指定した場
合、snoopコマンドは IPv4パケットまたは IPv6パケットだけを表示します。IPv6
フィルタオプションでは、すべてのパケットをフィルタの対象にでき (IPv4と IPv6の
両方)、IPv6パケットだけが表示されます。詳細は、snoop(1m)のマニュアルページ
を参照してください。snoopコマンドを使用する手順については、237ページ
の「IPv6ネットワークトラフィックを監視する方法」を参照してください。

IPv6をサポートするための routeコマンドの変更
routeコマンドは IPv4ルートと IPv6ルートの両方で動作します。デフォルトで
は、IPv4ルートで動作します。routeコマンドのすぐあとに -inet6コマンド行オプ
ションを指定した場合、routeコマンドは IPv6ルート上で動作します。詳細
は、route(1M)のマニュアルページを参照してください。

IPv6をサポートするための pingコマンドの変更
pingコマンドは、ターゲットホストを検証するのに、IPv4プロトコルと IPv6プロト
コルの両方で使用できます。プロトコル選択は、指定のターゲットホストのネーム
サーバーが戻すアドレスに依存します。デフォルトでネームサーバーによって
ターゲットホストの IPv6アドレスが返されると、pingコマンドは IPv6プロトコルを
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使用します。サーバーが IPv4アドレスだけを戻すと、pingコマンドは IPv4プロトコ
ルを使用します。-Aコマンド行オプションで使用するプロトコルを指定すれば、こ
の動作を無効にできます。

詳細については、ping(1M)のマニュアルページを参照してください。pingを使用す
る手順については、228ページの「pingコマンドによるリモートホストの検証」を参
照してください。

IPv6をサポートするための tracerouteコマンドの変更
tracerouteコマンドは、指定したホストへの IPv4ルートと IPv6ルートの両方で使用
できます。使用するプロトコルの選択について、tracerouteでは、pingと同じアル
ゴリズムを使用します。選択を無効にするには、-Aコマンド行オプションを使用し
ます。マルチホームホストのすべてのアドレスまでの各ルートは -aコマンド行オプ
ションでトレースできます。

詳細については、traceroute(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。tracerouteを使用する手順については、233ページの「tracerouteコマンドによ
る経路制御情報の表示」を参照してください。

IPv6関連のデーモン
この節では、IPv6関連のデーモンについて説明します。

in.ndpdデーモン、近傍検索用
in.ndpdデーモンは、IPv6近傍検索プロトコルとルーター発見を実装します。この
デーモンは、IPv6のアドレス自動設定も実装します。次に、in.ndpdでサポートされ
るオプションを示します。

-d デバッグを有効にします。

-D 特定のイベントのデバッグを有効にします。

-f デフォルトの /etc/inet/ndpd.confファイル以外で、設定データを読み取る
ファイルを指定します。

-I インタフェースごとに関連情報を印刷します。

-n ルーター広告をループバックしません。

-r 受信パケットを無視します。

-v 冗長モードを指定します (さまざまな種類の診断メッセージを報告する)。

-t パケット追跡をオンに設定します。
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in.ndpdデーモンは、/etc/inet/ndpd.conf設定ファイルに設定されたパラメータ
と、/var/inet/ndpd_state.interface起動ファイルの任意の適用可能なパラメータに
よって制御されます。

/etc/inet/ndpd.confが存在すると構文解析され、ノードをルーターとして使用する
ための設定が行われます。表 11–2に、このファイルに現れる可能性がある有効な
キーワードのリストを示します。ホストを起動しても、ルーターがすぐには使用で
きない場合があります。ルーターによって通知されたパケットがドロップした
り、また、通知されたパケットがホストに届かない場合もあります。

/var/inet/ndpd_state.interfaceファイルは状態ファイルです。このファイルはノード
ごとに定期的に更新されます。ノードに障害が発生し再起動した場合、ルーターが
なくてもノードはインタフェースを設定できます。このファイルにはインタ
フェースアドレス、最終更新時間、有効期間などの情報が含まれています。ま
た、先のルーター広告で得られた情報も含まれています。

注 –状態ファイルの内容を変更する必要はありません。このファイルは、in.ndpd

デーモンが自動的に管理します。

設定変数とそれに指定できる値のリストについては、in.ndpd(1M)のマニュアル
ページと ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

in.ripngdデーモン、IPv6経路制御用
in.ripngdデーモンは、RIPng (Routing Information Protocol next-generation for IPv6
routers)を実装します。RIPngは IPv6におけるRIP相当機能を定義します。routeadm

コマンドで IPv6ルーターを設定し、IPv6経路制御を有効にした場合、in.ripngd

デーモンはそのルーターにRIPngを実装します。

次に、RIPngのサポートされるオプションを示します。

-p n nはRIPNGパケットの送受信に使用する代替ポート番号を指定します。

-q 経路制御情報を打ち切ります。

-s デーモンがルーターとして動作しているかどうかの経路制御情報の提供を強
制します。

-P ポイズンリバースを打ち切ります。

-S in.ripngdがルーターとして機能しない場合、各ルーターにはデフォルトの
ルートだけが指定されます。

Oracle Solaris 10 IPv6実装

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月290

http://docs.sun.com/doc/816-5166/in.ndpd-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/ndpd.conf-4?a=view


inetdデーモンと IPv6サービス
IPv6が有効なサーバーアプリケーションは、IPv4要求と IPv6要求の両方、あるい
は、IPv6要求だけを処理できます。IPv6が有効なサーバーは常に、IPv6ソケット経
由の要求を処理します。さらに、IPv6が有効なサーバーは、対応するクライアント
で使用しているプロトコルと同じプロトコルを使用します。IPv6用にサービスを追
加または変更するには、Service Management Facility (SMF)から入手できるコマンドを
使用します。

■ SMFコマンドについては、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の「SMFコマンド
行管理ユーティリティー」を参照してください。

■ SMFを使用して、SCTP経由で動作する IPv4サービスマニフェストを設定する作
業の例については、 141ページの「SCTPプロトコルを使用するサービスを追加す
る方法」を参照してください。

IPv6サービスを設定するには、そのサービスの inetadmプロファイルにある proto

フィールド値に、適切な値のリストが含まれていることを確認する必要がありま
す。

■ IPv4要求と IPv6要求の両方を処理するサービスの場合、proto値とし
て、tcp6、udp6、または sctpを選択します。proto値として、tcp6、udp6、また
は sctp6のいずれかを選択した場合、inetdは IPv6が有効なサーバーに IPv6ソ
ケットを渡します。IPv4クライアントが要求を持っている場合に備えて、IPv6が
有効なサーバーは IPv4マップ済みアドレスを含んでいます。

■ IPv6要求だけを処理するサービスの場合、proto値として、tcp6onlyまたは
tcp6onlyを選択します。これらの値を protoに選択した場合、 inetdは IPv6が有
効なサーバーに IPv6ソケットを渡します。

Oracle Solarisコマンドを別の実装で置き換えた場合、そのサービスの実装が IPv6を
サポートすることを確認する必要があります。その実装が IPv6をサポートしない場
合、proto値として、tcp、udp、または sctpのいずれかを指定する必要がありま
す。

次に、IPv4とIPv6の両方をサポートし、SCTPで動作する echoサービスマニフェス
トに inetadmを実行した結果のプロファイルを示します。

# inetadm -l svc:/network/echo:sctp_stream

SCOPE NAME=VALUE name="echo"
endpoint_type="stream"
proto="sctp6"
isrpc=FALSE

wait=FALSE

exec="/usr/lib/inet/in.echod -s"
user="root"

default bind_addr=""
default bind_fail_max=-1

default bind_fail_interval=-1

default max_con_rate=-1
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default max_copies=-1

default con_rate_offline=-1

default failrate_cnt=40

default failrate_interval=60

default inherit_env=TRUE

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE

protoフィールドの値を変更するには、次の構文を使用します。

# inetadm -m FMRI proto="transport-protocols"

Oracle Solarisソフトウェアが提供されるサーバーはすべて、proto値とし
て、tcp6、udp6、または sctp6のいずれかを指定するプロファイルエントリを 1つだ
け必要とします。しかし、リモートシェルサーバー (shell)とリモート実行サーバー
(exec)は、現在、単一のサービスインスタンスで設定されており、proto値とし
て、tcpと tcp6onlyの両方を含める必要があります。たとえば、shellの proto値を
設定するには、次のコマンドを発行します。

# inetadm -m network/shell:default proto="tcp,tcp6only"

ソケットを使用する IPv6対応サーバーの作成方法の詳細については、『プログラミ
ングインタフェース』のソケットAPIの IPv6拡張機能を参照してください。

サービスを IPv6用に設定するときの注意事項

サービスを IPv6用に追加または変更するときには、次のことに注意しておく必要が
あります。

■ IPv4接続と IPv6接続の両方を有効にするには、proto値として、
tcp6、sctp6、または udp6のいずれかを指定する必要があります。proto値とし
て、 tcp、 sctp、または udpを指定した場合、そのサービスは IPv4だけを使用し
ます。

■ inetdに対して、一対多スタイルの SCTPソケットを使用するサービスインスタン
スも追加できますが、推奨しません。inetdは、一対多スタイルの SCTPソ
ケットでは機能しません。

■ wait-statusプロパティーまたは execプロパティーが異なるため、サービスが 2
つのエントリを必要とする場合、オリジナルのサービスから 2つのインスタンス
またはサービスを作成する必要があります。
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IPv6近傍検索プロトコル
IPv6は近傍検索プロトコルを導入します (RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6
(IPv6) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt?number=2461)を参照)。近傍検索の主な
機能の概要については、83ページの「IPv6近傍検索プロトコルの概要」を参照して
ください。

この節では、近傍検索プロトコルの次の機能について説明します。

■ 293ページの「近傍検索からの ICMPメッセージ」
■ 294ページの「自動設定プロセス」
■ 295ページの「近傍要請と不到達」
■ 296ページの「重複アドレスの検出アルゴリズム」
■ 297ページの「近傍検索とARPおよび関連する IPv4プロトコルとの比較」

近傍検索からの ICMPメッセージ
近傍検索では、次の 5種類の新しい ICMP (インターネット制御メッセージプロトコ
ル)メッセージを定義します。これらのメッセージの目的は、次のとおりです。

■ ルーター要請 –インタフェースが有効になると、ホストはルーター要請
メッセージを送信できます。この要請は、次に予定されている時刻ではなく、た
だちにルーター広告メッセージを送信するようにルーターに要求します。

■ ルーター広告 –ルーターは自分の存在、さまざまなリンクパラメータ、およびさ
まざまなインターネットパラメータを通知します。ルーターは定期的に、あるい
はルーター要請メッセージに応じて通知します。ルーター広告には、オンリンク
判別またはアドレス設定、あるいはホップ限界数の選択肢などに使用する接頭辞
が含まれます。

■ 近傍要請 –ノードは近傍要請メッセージを送信して、近傍のリンク層アドレスを
判別します。近傍要請メッセージはまた、キャッシュされたリンク層アドレスに
よって近傍が到達可能であるかを確認するために送信されます。近傍要請は重複
アドレス検出にも使用します。

■ 近傍通知 –ノードは、近傍要請メッセージへの応答として、近傍通知メッセージ
を送信します。ノードはまた、非要請近傍通知を送信して、リンク層アドレスの
変更を通知できます。

■ リダイレクト –ルーターはリダイレクトメッセージを使用して、宛先までのより
高速なホップをホストに通知したり、宛先が同じリンク上にあることを通知しま
す。
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自動設定プロセス
この節では、自動設定中にインタフェースが実行する一般的な手順の概要について
説明します。自動設定が行われるのはマルチキャスト対応リンクだけです。

1. たとえば、ノードの起動中、マルチキャスト対応インタフェースが有効になりま
す。

2. このノードは、そのインタフェースのリンクローカルアドレスを生成することに
よって、自動設定プロセスを開始します。

リンクローカルアドレスは、インタフェースのMAC (Media Access Control)アドレ
スから形成されます。

3. このノードは、仮リンクローカルアドレスをターゲットとする近傍要請
メッセージを送信します。

このメッセージの目的は、仮リンクローカルアドレスが、すでにそのリンク上の
別のノードによって使用されているかどうかを確認することです。この確認が終
わったら、リンクローカルアドレスをインタフェースに割り当てることができま
す。

a. 別のノードがすでにそのアドレスを使用していた場合、その別のノードは近傍
通知メッセージを戻して、そのアドレスが使用中であることを伝えます。

b. 別のノードがそのアドレスを使用しようと試みている場合、そのノードもその
宛先に近傍要請を送信します。

近傍要請送信や再送の数と、連続した要請間の遅延はリンクによって異なり
ます。これらのパラメータは、必要であれば設定できます。

4. 仮リンクローカルアドレスが一意でないとノードが判断した場合、自動設定は停
止します。その時点で、インタフェースのリンクローカルアドレスは手動で設定
する必要があります。

しかし、ここで、デフォルト以外の代替のインタフェース IDを指定することも
可能です。これにより、一意であると考えられる新しいインタフェース IDを使
用して、自動設定機構を再開できます。

5. この仮リンクローカルアドレスが一意であると判断されると、ノードはインタ
フェースにそのアドレスを割り当てます。

このとき、ノードは近傍ノードと IPレベルで接続されます。自動設定手順の残り
は、ホストだけで実行されます。

ルーター広告の受信
自動設定の次の段階は、ルーター広告を受信するか、ルーターが存在しないことを
判断することです。ルーターがあれば、ホストが実行すべき自動設定の種類を指定
したルーター広告が送信されます。
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ルーターはルーター広告を定期的に送信します。ただし、連続した送信と送信の間
の遅延は、自動設定を実行するホスト側の待機時間より通常は長くなります。通知
を迅速に受信するため、すべてのルーターマルチキャストグループに 1つまたは複
数のルーター要請を送信します。

接頭辞設定変数
ルーター広告には、ステートレスアドレス自動設定が接頭辞を生成するときに使用
する接頭辞変数とその情報が含まれます。ルーター広告の Stateless Address
Autoconfigurationフィールドは個別に処理されます。接頭辞情報オプションフィール
ドの1つであるAddress Autoconfigurationフラグは、オプションがステートレス自動
設定にも適用されるかどうかを表します。適用される場合、補助オプション
フィールドにサブネット接頭辞と寿命値が含まれます。これらの値は、接頭辞から
作成されたアドレスがどれだけの時間優先権を持ち有効であるかを表します。

ルーターは定期的にルーター広告を生成するため、ホストは新しい通知を受信し続
けます。IPv6が有効なホストは、各通知に含まれる情報を処理します。情報を追加
します。また、ホストは前の通知で受け取った情報を更新します。

アドレスの一意性
セキュリティーのため、すべてのアドレスは、インタフェースに割り当てられる前
に、その一意性をテストする必要があります。ただし、ステートレス自動設定で作
成したアドレスの場合は状況が異なります。アドレスの一意性は、インタフェース
IDから生成されるアドレスの一部で主に決まります。したがって、ノードにおいて
リンクローカルアドレスの一意性が確認されると、ほかのアドレスの個別の確認は
不要になります。これらのアドレスが、同じインタフェース IDから生成されている
ためです。ただし、手動で得られるアドレスはすべて、個別に一意であることを確
認する必要があります。一部のサイトのシステム管理者は、重複アドレスの検出を
実行するためのオーバーヘッドが大きく、それを実行することで得られる利益が帳
消しになると信じています。そのようなサイトでは、インタフェース別設定フラグ
の設定で重複アドレスの検出の使用を無効にできます。

自動設定処理を短時間で終了するために、ルーター広告の待機、リンクローカルア
ドレスの生成、およびその一意性の確認を、ホストで並列して実行できま
す。ルーターでは、ルーター要請に対する応答が数秒遅れる可能性があります。そ
のため、上記 2つの手順を 1つずつ実行すると、自動設定を完了するために必要な合
計時間が大幅に長くなる可能性があります。

近傍要請と不到達
近傍検索は、「近傍要請」メッセージを使用して、複数のノードに同じユニキャス
トアドレスが割り当てられているかどうかを判断します。「近傍不到達検出」で
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は、近傍エラーや近傍への送信パスのエラーを検出します。近傍不到達検出で
は、近傍に送信されるパケットがその近傍に実際にアクセスして、パケットが
ノードの IP層によって適切に処理されているかどうかを判断します。

近傍不到達検出では、2つのソースの確認を使用します。つまり、上位層プロトコ
ルと近傍要請メッセージです。可能な場合、上位層のプロトコルでは、接続が送信
を処理中であるという肯定確認を戻します。たとえば、新しいTCP確認を受信した
場合、以前送信されたデータが正しく送信されたことが確認されます。

あるノードが上位層プロトコルから肯定的な確認を受信しない場合、このノードは
ユニキャスト近傍要請メッセージを送信します。このメッセージは、次のホップか
らの到達可能確認として近傍通知を要請します。不要なネットワークトラフィック
を避けるため、ノードからアクティブにパケットが送信されている近傍にだけ探査
メッセージが送信されます。

重複アドレスの検出アルゴリズム
すべての設定されたアドレスが特定のリンク上で一意であるかどうかを確認するた
めに、ノードは「重複アドレス検出」アルゴリズムをアドレスに対して実行しま
す。この実行は、インタフェースにアドレスを割り当てる前に行われる必要があり
ます。重複アドレスの検出アルゴリズムは、すべてのアドレスを対象として実行さ
れます。

この節で指定する自動設定プロセスは、ホストにだけ適用し、ルーターには適用し
ません。ホストの自動設定では、ルーターが通知した情報を使用するた
め、ルーターは別の手段で設定する必要があります。ただし、この章で説明した機
構を使用して、ルーターによってリンクローカルアドレスが生成される場合があり
ます。また、インタフェースに割り当てられる前に、すべてのアドレスにおいて
ルーターによる重複アドレスの検出アルゴリズムが正常終了していることが望まれ
ます。

プロキシ通知
ターゲットアドレスの代わりにパケットを受信するルーターは、取り消しできない
近傍通知を発行できる。ルーターは、近傍要請に応答できない宛先アドレスのかわ
りにパケットを受信する。現在はプロキシの使用方法は指定されていないが、オフ
リンクになった移動ノードをプロキシ通知で処理できる可能性がある。ただし、プ
ロキシは、このプロトコルを実装していないノードを処理する一般的な機構として
使用されることはない
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入力負荷分散
インタフェースを複製したノードでは、同じリンク上の複数のネットワークインタ
フェース間の入力パケットの受信の負荷分散ができる。このようなノードには、同
じインタフェースに複数のリンクローカルアドレスが割り当てられる。たとえば、1
つのネットワークドライバで、複数のネットワークインタフェースカードを、複数
のリンクローカルアドレスを持つ 1つの論理インタフェースとして表現できる。

負荷分散は、ルーターがソースリンクローカルアドレスをルーター広告パケットか
ら省略することを可能にすることで処理する。結果として、近傍は近傍要請
メッセージを使用して、ルーターのリンクローカルアドレスを確認する。返される
近傍通知メッセージには、要請元によって異なるリンクローカルアドレスが含まれ
る

リンクローカルアドレスの変更
リンクローカルアドレスの変更を認識したノードは、非要請近傍通知パケットをマ
ルチキャストできる。ノードは、すべてのノードにパケットをマルチキャストし
て、無効になったキャッシュに入っているリンクローカルアドレスを更新でき
る。非要請通知の送信は、性能強化が目的。近傍不到達検出アルゴリズムによ
り、すべてのノードが確実に新しいアドレスを探索できるが、遅延が多少伸びる可
能性がある

近傍検索とARPおよび関連する IPv4プロトコルと
の比較
IPv6近傍検索プロトコルの機能は、次のような IPv4プロトコルの組み合わせのよう
なものです。つまり、アドレス解決プロトコル (ARP)、Internet Control Message
Protocol (ICMP)、ルーター発見、および ICMPリダイレクトです。IPv4には近傍不到
達検出に全般的に対応できるプロトコルや機構はありませんでした。ただし、ホス
ト条件ではデッドゲートウェイ検出に対応できるアルゴリズムがいくつか指定され
ています。デッドゲートウェイ検出は、近傍不到達検出の一部です。

次のリストは、近傍検索プロトコルと関連する IPv4プロトコルセットを比較しま
す。

■ ルーター発見は IPv6ベースプロトコルセットの一部です。IPv6ホスト
は、ルーターを検索するために、経路制御プロトコルを snoopする必要はありま
せん。IPv4は、ルーターを検索するために、ARP、ICMPルーター発見、および
ICMPリダイレクトを使用します。
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■ IPv6ルーター広告はリンクローカルアドレスを伝達します。ルーターのリンク
ローカルアドレスを解決するために、これ以外のパケットを交換する必要はあり
ません。

■ ルーター広告はリンクのサイト接頭辞を伝達します。IPv4の場合と同様
に、ネットマスクを設定するのに別の機構は必要ありません。

■ ルーター広告では、アドレス自動設定が使用可能になります。自動設定は IPv4に
は実装されません。

■ 近傍検索により、IPv6ルーターはホストのMTUを通知して、リンクで使用でき
るようにします。したがって、MTUが定義されていないすべてのノードはリン
ク上の同じMTU値を使用します。IPv4の場合、同じネットワーク上のホストが
異なるMTUを持つ場合もあります。

■ IPv4ブロードキャストアドレスとは異なり、IPv6アドレス解決マルチキャストは
40億個を超える (2^32)マルチキャストアドレスを持つため、ターゲット以外の
ノードに対するアドレス解決関係の割り込みを大幅に減らしました。さら
に、IPv6以外のマシンの割り込みをなくしました。

■ IPv6リダイレクトには、新しい最初のホップのリンクローカルアドレスが含まれ
ます。独立したアドレス解決がなくてもリダイレクトを受信できます。

■ 同じ IPv6ネットワークに複数のサイト接頭辞を関連付けられます。デフォルトで
は、ホストはローカルサイトのすべての接頭辞をルーター広告を通じて知りま
す。ただし、ルーター広告にある接頭辞をすべて、あるいは一部省略するように
ルーターを設定できます。その場合、ホストは宛先がリモートネットワーク上に
あるとみなします。その結果、ホストはルーターにトラフィックを送信しま
す。ルーターは適宜リダイレクトを発行します。

■ IPv4とは異なり、IPv6リダイレクトの受信者は新しい次のホップがローカル
ネットワーク上にあるとみなします。IPv4では、リダイレクトメッセージに指定
されている次のホップが (ネットワークマスクによると)ローカルネットワーク上
にない場合、ホストはそのリダイレクトメッセージを無視します。IPv6リダイレ
クト機構は、IPv4のXRedirect機能に似ています。このリダイレクト機構は、非
ブロードキャストおよび共有メディアリンク上で便利です。このようなネット
ワークでは、ノードはローカルリンク宛先のすべての接頭辞を確認できません。

■ IPv6近傍不到達検出は、障害ルーターが存在する場合のパケット伝送能力を改善
します。この機能は、部分的に障害があるリンクやパーティション化されたリン
クを経由するパケット伝送を改善します。この機能はまた、自分のリンクローカ
ルアドレスを変更するノードを経由するパケット伝送も改善します。たとえ
ば、頻繁に更新されるARPキャッシュのおかげで、移動ノードはローカルネット
ワークから離れても切断されません。IPv4には、近傍不到達検出に相当する機能
がありません。

■ ARPとは異なり、近傍検索では、近傍不到達検出により、ハーフリンクエラーを
検出します。近傍検索は、双方向接続がない近傍にトラフィックが送信されるの
を防ぎます。
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■ リンクローカルアドレスでルーターを一意に識別しておけば、ホストで
ルーター関連付けを維持できます。ルーターを識別する機能は、ルーター広告と
リダイレクトメッセージで必要とされます。サイトが新しいグローバル接頭辞を
使用しても、ホストはルーター関連付けを維持する必要があります。IPv4に
は、ルーター識別に相当する機能がありません。

■ 近傍検索メッセージのホップ制限は受信時に 255なので、プロトコルがオフリン
クノードによるスプーフエラーの被害を受けることがありません。逆に、IPv4オ
フリンクノードは ICMPリダイレクトメッセージを送信できます。IPv4オフリン
クノードはルーター通知メッセージを送ることもできます。

■ ICMP層にアドレス解決を配置すると、近傍検索がARPよりもメディアに依存し
なくなります。その結果、標準 IP認証とセキュリティー機構が使用できるように
なります。

IPv6の経路制御
IPv6における経路制御は、Classless Inter-Domain Routing (CIDR)下における IPv4の経
路制御とほとんど同じです。唯一の違いは、IPv4では 32ビットアドレスを使用しま
すが、IPv6では 128ビットアドレスを使用することです。非常に簡単な拡張で、IPv4
の経路制御アルゴリズム (OSPF、RIP、IDRP、IS-ISなど)をすべて IPv6の経路制御に
使用できます。

IPv6には、新たに強力な経路制御機能をサポートした簡単な経路制御拡張機能も組
み込まれました。次のリストに、新しい経路制御機能を示します。

■ プロバイダ選択 (ポリシー、性能、コストなどを基準に)
■ ホストの移動性 (現在の場所までのルート)
■ アドレスの自動的な再指定 (新しいアドレスへのルート)

新しい経路制御機能を利用するには、IPv6経路制御オプションを使用する IPv6アド
レスのシーケンスを作成します。IPv6の送信元は、経路制御オプションでを使用し
て、パケットが宛先に至るまでに経由する複数の中間ノード (またはトポロジカルグ
ループ)をリストします。この中間ノードは、パケットの宛先の途中に通過しま
す。この機能は、IPv4での緩やかな経路制御と記録オプションによく似ています。

アドレスシーケンスを一般的に使用する場合、通常は、ホストが受信したパケット
のルートを逆戻りする必要があります。このパケットは、IPv6認証ヘッダーを使用
して正常に認証される必要があります。パケットを発信者に戻すには、アドレス
シーケンスがパケット内に含まれている必要があります。IPv6ホストの実装で
は、この方式により始点ルートの処理と逆引きをサポートしています。始点ルート
の処理と逆引きは、IPv6の新機能 (プロバイダの選択や拡張アドレスなど)を実装す
るホストをプロバイダが使用するためのポイントです。
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ルーター広告
マルチキャスト対応リンクとポイントツーポイントリンクでは、各ルーターは定期
的にルーター広告パケットをマルチキャストグループに送信して、ルーターが利用
できることを知らせます。ホストはすべてのルーターからルーター広告を受け取
り、デフォルトルーターのリストを作成します。ルーターは頻繁にルーター広告を
生成するので、ホストは数分でルーターが利用できることを知ることができま
す。ただし、通知がないからといってルーターエラーであると判断できるほどの頻
度ではありません。エラー検出には、近傍到達不能性を判別する別の検出アルゴリ
ズムを利用します。

ルーター広告接頭辞
ルーター広告には、ホストがルーターと同じリンク上にいる (つまり、オンリンクで
ある)かどうかを判断するときに使用するサブネット接頭辞のリストが含まれま
す。この接頭辞リストは、自動アドレス設定にも使用されます。接頭辞に付属する
フラグは特定の接頭辞の使用目的を表します。ホストは通知されたオンリンク接頭
辞を使用して、パケットの宛先がオンリンクであるか、あるいはルーターを越えて
いるかを判断するためのリストを作成および管理します。通知されたオンリンク接
頭辞になくても宛先がオンリンクの場合があります。この場合、ルーターはリダイ
レクトを送ることができます。リダイレクトは送信側に、宛先が近傍であることを
知らせます。

ルーター広告と接頭辞別のフラグを使用すると、ルーターはステートレスアドレス
自動設定を実行する方法をホストに伝えることができます。

ルーター広告メッセージ
ルーター広告メッセージには、ホストが発信するパケットに使用するイン
ターネットパラメータ (ホップの制限など)も含めることができます。また、オプ
ションでリンクMTUなどのリンクパラメータも含めることができます。この機能に
より、重要なパラメータを集中管理できます。パラメータは、ルーターに設定さ
れ、関連付けられたすべてのホストに自動的に伝達されます。

アドレス解決を行うために、ノードは、宛先ノードがリンク層アドレスを戻すよう
に要求する近傍要請をマルチキャストグループに送信します。マルチキャストされ
た近傍要請メッセージは、宛先アドレスの要請先ノードのマルチキャストアドレス
に送信されます。宛先は、そのリンク層アドレスをユニキャスト近傍通知
メッセージで戻します。発信元と宛先の両方に対して 1つの要求応答パケットペア
で互いのリンク層アドレスを処理できます。発信元は、近傍要請に発信元のリンク
層アドレスを組み込みます。
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IPv6トンネル
デュアルスタック (IPv4と IPv6の両用サイト)における依存を最小限に抑えるため、2
つの IPv6ノード間のパス中にあるすべてのルーターが IPv6をサポートする必要はあ
りません。このようなネットワーク構成をサポートする機構のことを「トンネ
ル」と呼びます。基本的に IPv6パケットは IPv4パケット内部に組み込まれ、IPv4
ルーター間を転送されます。次の図に、IPv6ルーター (図中の “R”)を通るトンネル機
構を示します。

Oracle Solaris IPv6実装には、2つの種類のトンネル機構があります。

■ 2つのルーター間に構成されたトンネル (図 11–5を参照)
■ エンドポイントホストで終了する自動トンネル

作成されたトンネルは現在、インターネット上の、たとえば、MBONE (IPv4マルチ
キャストバックボーン )で、ほかの目的に使用されています。設定トンネルの作成手
順からいうと、2つのルーターを設定して、その間に IPv4ネットワーク経由の仮想

図 11–5 IPv6トンネル機構
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ポイントツーポイントリンクを作成します。近い将来、インターネットのさまざま
な局面に、この種のトンネルが利用されるでしょう。

自動トンネルには、IPv4互換アドレスを必要とします。自動トンネルは、IPv6
ルーターが使用できない場合に IPv6ノードを接続するために使用できます。このよ
うなトンネルは、自動トンネルネットワークインタフェースを設定することに
よって、デュアルスタックホストまたはデュアルスタックルーターから作成できま
す。トンネルは常に、デュアルスタックホストで終了します。トンネルのはたらき
により、宛先 IPv4アドレス (トンネルの終点)が IPv4互換宛先アドレスから抽出され
て動的に指定されます。

トンネルの設定
トンネルインタフェースのフォーマットは次のとおりです。

ip.tun ppa

ppaは物理的な接続ポイントです。

システムの起動時、トンネルモジュール (tun)は ifconfigコマンドによって IPの一
番上にプッシュされ、仮想インタフェースが作成されます。この
プッシュは、hostname6.*ファイルを作成することによって行われます。

たとえば、IPv4ネットワーク経由で IPv6パケットをカプセル化するためのトンネル
を作成するには、次のファイルを作成します。

/etc/hostname6.ip.tun0

このファイルの内容は、インタフェースが plumbされたあとで、ifconfigに渡され
ます。ポイントツーポイントトンネルの設定に必要なパラメータになります。

例 11–11 IPv6 over IPv4トンネルの hostname6.ip.tun0ファイル

次に、hostname6.ip.tun0ファイルのエントリの例を示します。

tsrc 10.10.10.23 tdst 172.16.7.19 up

addif 2001:db8:3b4c:1:5678:5678::2 up

この例では、IPv4ソースアドレスと宛先アドレスは、IPv6リンクローカルアドレス
を自動設定するためのトークンとして使用されます。これらのアドレスは、ip.tun0

インタフェースのソースと宛先です。次の 2つのインタフェース ip.tun0インタ
フェースと、論理インタフェース ip.tun0:1が設定されます。論理インタフェースに
は、addifコマンドによって指定されたソースと宛先 IPv6アドレスがあります。
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システムをマルチユーザーモードで起動すると、これらの設定ファイルの内容は変
更されずに ifconfigに渡されます。例 11–11内のエントリは、次と同等です。

# ifconfig ip.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip.tun0 inet6 tsrc 10.0.0.23 tdst 172.16.7.19 up

# ifconfig ip.tun0 inet6 addif 2001:db8:3b4c:1:5678:5678::2 up

次に、このトンネルにおける ifconfig -aの出力を示します。

ip.tun0: flags=2200850<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,

NONUD,IPv6> mtu 1480 index 6

inet tunnel src 10.0.0.23 tunnel dst 172.16.7.19

inet6 fe80::c0a8:6417/10 --> fe80::c0a8:713

ip.tun0:1: flags=2200850<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,NONUD,IPv6> mtu 1480

index 5

inet6 2001:db8:3b4c:1:5678:5678::2

次の構文で設定ファイルに行を追加すれば、さらに論理インタフェースを設定でき
ます。

addif IPv6-source IPv6-destination up

注 –トンネルのどちらかの端がトンネル経由で 1つ以上の接頭辞を通知する IPv6
ルーターである場合、トンネル設定ファイルには addifコマンドは必要ありませ
ん。ほかのアドレスは自動設定されるため、必要とされる可能性があるのは tsrcと
tdstだけです。

場合によっては、特定のトンネルについて、固有のソースリンクローカルアドレス
と宛先リンクローカルアドレスを手動で設定する必要があることもあります。その
場合、設定ファイルの最初の行を変更して、これらのリンクローカルアドレスを組
み込みます。次に例を示します。

tsrc 10.0.0.23 tdst 172.16.7.19 fe80::1/10 fe80::2 up

ソースのリンクローカルアドレスの接頭辞の長さが 10であることに注目してくださ
い。この例では、ip.tun0インタフェースは次のようになります。

ip.tun0: flags=2200850<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST,NONUD,IPv6> mtu 1480

index 6

inet tunnel src 10.0.0.23 tunnel dst 172.16.7.19

inet6 fe80::1/10 --> fe80::2

IPv6ネットワーク経由で IPv6パケットをカプセル化するためのトンネル (IPv6 over
IPv6トンネル)を作成するには、次のファイル名を作成します。

/etc/hostname6.ip6.tun0
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例 11–12 IPv6 over IPv6トンネルの hostname6.ip6.tun0ファイル

次に、IPv6ネットワーク経由の IPv6カプセル化における hostname6.ip6.tun0ファイ
ルのエントリの例を示します。

tsrc 2001:db8:3b4c:114:a00:20ff:fe72:668c

tdst 2001:db8:15fa:25:a00:20ff:fe9b:a1c3

fe80::4 fe80::61 up

IPv6ネットワーク経由で IPv4パケットをカプセル化するためのトンネル (IPv4 over
IPv6トンネル)を作成するには、次のファイル名を作成します。

/etc/hostname.ip6.tun0

例 11–13 IPv4 over IPv6トンネルの hostname.ip6.tun0ファイル

次に、IPv6ネットワーク経由の IPv4カプセル化における hostname.ip6.tun0ファイル
のエントリの例を示します。

tsrc 2001:db8:3b4c:114:a00:20ff:fe72:668c

tdst 2001:db8:15fa:25:a00:20ff:fe9b:a1c3

10.0.0.4 10.0.0.61 up

IPv4ネットワーク経由で IPv4パケットをカプセル化するためのトンネル (IPv4 over
IPv4トンネル)を作成するには、次のファイル名を作成します。

/etc/hostname.ip.tun0

例 11–14 IPv4 over IPv4トンネルの hostname.ip.tun0ファイル

次に、IPv4ネットワーク経由の IPv4カプセル化における hostname.ip.tun0ファイル
のエントリの例を示します。

tsrc 172.16.86.158 tdst 192.168.86.122

10.0.0.4 10.0.0.61 up

tunの固有の情報については、tun(7M)のマニュアルページを参照してくださ
い。IPv6への移行期間におけるトンネルの一般的な概念については、85ページ
の「IPv6トンネルの概要」を参照してください。トンネルを設定する手順について
は、201ページの「IPv6サポート用にトンネルを構成するための作業 (作業
マップ)」を参照してください。
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6to4自動トンネル
Oracle Solarisには、IPv4から IPv 6アドレス指定への移行期間における暫定的な優先
方法として、6to4トンネルがあります。6to4トンネルを使用すると、孤立した IPv6
サイトが、IPv6をサポートしていない IPv4ネットワーク上の自動トンネルを通じて
通信できるようになります。6to4トンネルを使用するには、6to4自動トンネルの片
方のエンドポイントとして、境界ルーターを IPv6ネットワークに設定する必要があ
ります。そのあと、この 6to4ルーターをほかの 6to4サイトとの間のトンネルの構成
要素として使用することも、あるいは必要に応じて 6to4以外のネイティブ IPv6サイ
トとの間のトンネルで使用することもできます。

この節では、6to4に関連した次の参考情報を示します。

■ 6to4トンネルのトポロジ
■ 6to4アドレス指定 (通知の書式など)
■ 6to4トンネルを介したパケットフローの説明
■ 6to4ルーターと 6to4リレールーター間のトンネルのトポロジ
■ 6to4リレールーターサポートを設定する前の考慮事項

次の表では、6to4トンネルを構成するための追加作業について説明し、有用な追加
情報の入手先を示しています。

作業または技術情報 参照先

6to4トンネルの設定作業 205ページの「6to4トンネルを設定する方法」

6to4関連のRFC RFC 3056, "Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds"
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3056.txt)

6to4リレールーターとの間のトンネル
のサポートを有効にする 6to4relayコ
マンドの詳細

6to4relay(1M)

6to4のセキュリティー Security Considerations for 6to4 (http://www.ietf.org/rfc/
rfc3964.txt)

6to4トンネルのトポロジ
6to4トンネルは、あらゆる場所にあるすべての 6to4サイトに IPv6接続を提供しま
す。同様に、リレールーターに転送するようにトンネルが構成されている場合、ト
ンネルはネイティブ IPv6インターネットも含むすべての IPv6サイトへのリンクとし
ても機能します。次の図は、6to4トンネルが 6to4サイト間にこの接続を提供する仕
組みを示しています。
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この図は、独立した 2つの 6to4ネットワーク、サイトAとサイト Bを示していま
す。各サイトは、IPv4ネットワークに外部接続するようにルーターを設定してあり
ます。IPv4ネットワークを越える 6to4トンネルによって、6to4サイトをリンクする
接続が提供されています。

IPv6サイトを 6to4サイトにするには、6to4をサポートできるように 1つ以上の
ルーターインタフェースを設定する必要があります。このインタフェースは、IPv4
ネットワークに対する外部接続を提供する必要があります。qfe0で設定するアドレ
スは、一意 (世界で唯一)のものでなければなりません。次の図では、境界ルーター
Aのインタフェース qfe0がサイトAを IPv4ネットワークに接続しています。qfe0を
6to4擬似インタフェースとして設定するには、IPv4アドレスを使用してあらかじめ
インタフェース qfe0を設定しておきます。

上記の図では、6to4サイトAはルーターA上のインタフェース hme0と hme1に接続し
た 2つのサブネットから構成されています。サイトAの両サブネットのすべての
IPv6ホストは、ルーターAからの通知を受け取ると 6to4派生アドレスを使用して自
動的に再設定を行います。

サイト Bは、もう 1つの独立した 6to4サイトです。サイトAからトラフィックを正
しく受け取るには、サイト B側の境界ルーターを 6to4をサポートするように設定す
る必要があります。この設定を行わないと、ルーターがサイトAから受け取るパ
ケットが認識されずに削除されてしまいます。

図 11–6 2つの 6to4サイト間のトンネル
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6to4トンネルを介したパケットフロー
この節では、ある 6to4サイトにあるホストから、リモートの 6to4サイトにあるホス
トまでのパケットのフローについて説明します。このシナリオでは、図 11–6で使用
したトポロジを使用します。このシナリオは、6to4ルーターと 6to4ホストがすでに
設定済みであることを想定しています。

1. 6to4サイトAのサブネット 1に存在するホストが伝送を行い、6to4サイト B上の
ホストが宛先として機能します。各パケットヘッダーには、送信元の 6to4派生ア
ドレスと宛先の 6to4派生アドレスが含まれます。

2. サイトAのルーターは、IPv4ヘッダー内で各 6to4パケットをカプセル化しま
す。このプロセスでルーターは、カプセル化ヘッダーの IPv4宛先アドレスを、サ
イト Bのルーターアドレスに設定します。トンネルインタフェースを通過する各
IPv6パケットの IPv6宛先アドレスには、この IPv4宛先アドレスも含まれていま
す。したがって、ルーターはカプセル化ヘッダーに設定されている IPv4宛先アド
レスを特定することができます。続いてサイトAのルーターは、標準の IPv4経路
制御手続きを使用し IPv4ネットワークを介してこのパケットを転送します。

3. パケットが遭遇する IPv4ルーターが、パケットの IPv4宛先アドレスを使用して
転送を行います。このアドレスはルーター Bのインタフェースに使用される一意
の (世界に 1つしかない) IPv4アドレスであり、6to4擬似インタフェースとしても
機能します。

4. サイトAから送付されたパケットがルーター Bに到着します。ルーター B
は、IPv4ヘッダーを削除して IPv6パケットのカプセル化を解除します。

5. 続いてルーター Bは、IPv6パケット内の宛先アドレスを使用してサイト Bの受信
ホストにパケットを転送します。

6to4リレールーターとの間のトンネルについての考慮事項
6to4リレールーターは、6to4ではないネイティブ IPv6ネットワークと通信を行う必
要がある 6to4ルーターからのトンネルのエンドポイントとして機能します。本
来、リレールーターは 6to4サイトとネイティブ IPv6サイトとの間のブリッジとして
使用されます。この手法は安全ではない場合があるため、Oracle Solarisのデフォルト
設定では 6to4リレールーターのサポートは無効になっています。しかし、サイトで
このようなトンネルが必要な場合には 6to4relayコマンドを使用して次に示すような
トンネリングを有効にできます。

IPv6トンネル

第 11章 • IPv6の詳細 (リファレンス) 307



図 11–7において、6to4 Site Aはネイティブな IPv6 Site Bにあるノードと通信する必要
があります。次の図に、Site Aから IPv4ネットワークを越える 6to4トンネルに通じ
るトラフィックパスを示します。このトンネルは、6to4ルーターAと 6to4リ
レールーターをエンドポイントとして使用しています。6to4リレールーターより先
は IPv6ネットワークであり、IPv6サイト Bはこのネットワークに接続されていま
す。

6to4サイトとネイティブ IPv6サイト間のパケットフロー

この節では、6to4サイトからネイティブな IPv6サイトまでのパケットフローについ
て説明します。このシナリオでは、図 11–7で使用したトポロジを使用します。

1. 6to4サイトA上のホストから、ネイティブ IPv6サイト B上のホストに向けて伝送
を行います。各パケットヘッダーには、その発信元アドレスとして 6to4派生アド
レスが指定されています。宛先アドレスは標準の IPv6アドレスです。

図 11–7 6to4サイトと 6to4リレールーター間のトンネル
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2. サイトAの 6to4ルーターは、各パケットを宛先である 6to4ルーターの Ipv4アド
レスを持つ IPv4ヘッダー内でカプセル化します。この 6to4ルーターは、標準の
IPv4経路制御手続きを使用し IPv4ネットワークを介してこのパケットを転送しま
す。パケットが遭遇する IPv4ルーターが、6to4リレールーターにパケットを転送
します。

3. サイトAに物理的にもっとも近いエニーキャスト 6to4リ
レールーターが、192.88.99.1エニーキャストグループ宛てのパケットを検出し
ます。

注 – 6to4リレールーターエニーキャストグループの一部である 6to4リ
レールーターには、192.88.99.1という IPアドレスが割り当てられます。このエ
ニーキャストアドレスは、6to4リレールーターのデフォルトアドレスです。特定
の 6to4リレールーターを使用する必要がある場合は、デフォルトを上書きしてそ
のルーターの IPv4アドレスを指定できます。

4. このリレールーターは、IPv4ヘッダーを取り除いて 6to4パケットのカプセル化を
解除し、ネイティブ IPv6宛先アドレスを明らかにします。

5. 続いてこのリレールーターは、IPv6のみとなったパケットを IPv6ネットワークに
送信します。IPv6ネットワークにおいて、パケットは最終的に Site Bの
ルーターによって検出されます。続いてこのルーターが、宛先である IPv6ノード
にパケットを転送します。

Oracle Solarisネームサービスに対する IPv6拡張機能
この節では、IPv6の実装によって導入されたネームサービスの変更について説明し
ます。IPv6アドレスは、どのOracle Solarisネームサービス(NIS、LDAP、DNS、およ
びファイル)にも格納できます。また、NIS over IPv6 RPCトランスポートを使用する
と、NISデータを検出できます。

IPv6のDNS拡張機能
IPv6固有なリソースレコードであるAAAAリソースレコードについては、RFC
1886、DNS Extensions to Support IP Version 6を参照してください。このAAAAレ
コードは、ホスト名を 128ビット IPv6アドレスにマップします。PTRレコードは
IPv6でも、IPアドレスをホスト名にマップするときに使用されています。128ビット
アドレスの 32の 4ビットニブルは、IPv6アドレス用に反転されています。各ニブル
は対応する 16進ASCII値に変換されます。変換後、ip6.intが追加されます。
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nsswitch.confファイルへの変更
Solaris 10 11/06以前のリリースでは、/etc/inet/ipnodesで IPv6アドレスを調べる機
能に加え、NIS、LDAP、DNSの各ネームサービスにも IPv6サポートが追加されてい
ます。結果として、nsswitch.confファイルは、IPv6検索をサポートするように変更
されました。

hosts: files dns nisplus [NOTFOUND=return]

ipnodes: files dns nisplus [NOTFOUND=return]

注 – IPv4アドレスと IPv6アドレスでこれらの ipnodesデータベースを生成してか
ら、複数のネームサービスで ipnodesを探すように /etc/nsswitch.confファイルを変
更してください。ホストアドレスの解決時に不要な遅延が発生してしまうからです
(起動タイミングの遅れが発生することもあります)。

次の図に、nsswitch.confファイルと、gethostbynameコマンドと getipnodebynameコ
マンドを使用するアプリケーション用の新しいネームサービスデータベースの間の
新しい関係を示します。斜体の項目は新規です。gethostbynameコマンド
は、/etc/inet/hostsに保存されている IPv4アドレスだけを調べます。Solaris 10
11/06以前のリリースでは、getipnodebynameコマンドは、nsswitch.confファイルの
ipnodesエントリで指定したデータベースを調べます。検索に失敗する
と、nsswitch.confファイルの hostsエントリで指定したデータベースを調べます。

図 11–8 nsswitch.confとネームサービスの関係
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ネームサービスの詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。

ネームサービスコマンドの変更
IPv6をサポートするため、IPv6アドレスは既存のネームサービスコマンドを使用し
て検索できます。たとえば、ypmatchコマンドは、新しいNISマップに使用できま
す。nslookupコマンドでは、DNSの新しいAAAAレコードを調べることができま
す。

NFSとRPCによる IPv6のサポート
NFSソフトウェアと遠隔手続き呼出し (RPC)ソフトウェアは、同じような方法で
IPv6をサポートします。NFSサービスに関連のある既存のコマンドは変更されてい
ません。ほとんどのRPCアプリケーションが、変更なしで IPv6で実行できます。ト
ランスポート機能のある一部の高度RPCアプリケーションに更新が必要な場合があ
ります。

IPv6 over ATMのサポート
Oracle Solarisは、IPv6経由のATM、固定仮想回路 (PVC)、静的な交換仮想回路 (SVC)
をサポートするようになりました。

IPv6 over ATMのサポート
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DHCP
このパートには、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)の概念と、Oracle
Solaris DHCPサービスの計画、構成、管理、問題追跡に必要な作業が含まれてい
ます。

パ ー ト I I I

313



314



Oracle Solaris DHCPについて (概要)

この章では、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)の概要とそのプロトコルを
支える概念について説明します。さらに、DHCPをネットワークで使用することの
利点についても述べます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 315ページの「DHCPプロトコルについて」
■ 316ページの「Oracle Solaris DHCPを使用した場合の利点」
■ 317ページの「DHCPの動作」
■ 320ページの「Oracle Solaris DHCPサーバー」
■ 330ページの「Oracle Solaris DHCPクライアント」

DHCPプロトコルについて
DHCPプロトコルを使用すれば、TCP/IPネットワーク上のホストシステムを、シス
テムのブート時に、そのネットワークに合わせて自動的に構成できます。DHCPで
は、クライアント/サーバーメカニズムが使用されます。サーバーは、クライアント
の構成情報を格納、管理し、クライアントの要求に応じてその構成情報を提供しま
す。構成情報には、クライアントの IPアドレスと、クライアントが使用可能な
ネットワークサービス情報が含まれます。

DHCPは、従来の BOOTPプロトコルをベースに機能拡張されたプロトコルで
す。BOOTPは、TCP/IPネットワーク経由のブートを可能にすることを目的に設計さ
れました。クライアントとサーバー間のメッセージの形式は、DHCPの場合も
BOOTPの場合も同じです。ただし、DHCPメッセージには、BOOTPメッセージと
は異なり、クライアント用のネットワーク構成データを組み込むことができます。

DHCPの主な利点は、リースを通して IPアドレス割り当てを管理できることで
す。「リース」を使用すれば、使用されていない IPアドレスを取り戻すことができ
ます。取り戻された IPアドレスは、ほかのクライアントに割り当てられます。その
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ため、DHCPを使用する 1つのサイト用の IPアドレスプールは、すべてのクライア
ントに常時 IPアドレスを割り当てた場合に比べて、小さくなります。

Oracle Solaris DHCPを使用した場合の利点
DHCPは、TCP/IPネットワークの設定やネットワークの日々の管理に伴う時間のか
かる作業を部分的に軽減します。なお、Oracle Solaris DHCPは IPv4でのみ動作しま
す。

Oracle Solaris DHCPには、次の利点があります。

■ IPアドレス管理 – DHCPの主な利点は、IPアドレスをより簡単に管理できること
です。DHCPを使用しないネットワークでは、IPアドレスを手動で割り当てる必
要があります。個々のクライアントに固有の IPアドレスを割り当て、クライアン
トを個別に構成するためには、慎重な作業が必要です。さらに、クライアントが
別のネットワークに移動したら、そのクライアントのために手動で修正を加える
必要があります。DHCPが使用可能な場合は、管理者が介在しなくても、DHCP
サーバーが IPアドレスを管理し、割り当てます。クライアントは、別のサブ
ネットに移動する際に新しいネットワークに適した新しいクライアント情報を
DHCPサーバーから取得するため、手動による再構成は必要ありません。

■ 一元的なネットワーククライアントの構成 –構成は、クライアントまたはクライ
アントのタイプに合わせてカスタマイズできます。構成情報は、同じ場所 (DHCP
データストア)に格納されます。したがって、クライアントの構成を変更するた
めにクライアントにログインする必要はありません。DHCPデータストア内の情
報を変更するだけで、複数のクライアントに対する変更を実行できます。

■ BOOTPクライアントのサポート – BOOTPサーバーとDHCPサーバーはどちら
も、クライアントからのブロードキャストを待機して、応答します。DHCP
サーバーは、DHCPクライアントからの要求だけではなく、BOOTPクライアント
からの要求にも応答できます。BOOTPクライアントは、IPアドレスと、ブート
に必要な情報をサーバーから受け取ります。

■ ローカルおよびリモートクライアントのサポート – BOOTPは、あるネットワーク
から別のネットワークへのメッセージリレー (中継)機能を備えています。DHCP
は、さまざまな方法で BOOTPリレー機能を使用します。ほとんどのネット
ワークルーターは、BOOTPリレーエージェントとして機能するように構成でき
ます。そのように構成されたネットワークルーターは、要求側クライアントの
ネットワーク上に存在しないサーバーに BOOTP要求を渡します。同じ方法
で、DHCP要求をリレーすることも可能です。これは、ルーターにはDHCP要求
と BOOTP要求の区別がないためです。また、BOOTPリレー機能をサポートする
ルーターが使用できない場合には、Oracle Solaris DHCPサーバーを BOOTPリ
レーエージェントとして動作するように構成することもできます。

■ ネットワークブート機能 –クライアントは、DHCPを使用すると、RARP (逆アド
レス解決プロトコル)や bootparamsファイルを使用しなくても、ネットワーク上
のサーバーからブートに必要な情報を取得できます。DHCPサーバーは、IPアド
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レス、ブートサーバー、ネットワーク構成情報を含む、クライアントが動作する
のに必要なすべての情報をクライアントに提供できます。DHCP要求は、サブ
ネットを越えてリレーできるので、DHCPネットワークブート機能を使用すれ
ば、ネットワーク内のブートサーバー数を削減できます。RARPでのブートに
は、サブネットごとにブートサーバーが必要です。

■ 大規模ネットワークのサポート –何百万というDHCPクライアントをもつネット
ワークではOracle Solaris DHCPを使用できます。DHCPサーバーは、マルチス
レッド機能を使って多数のクライアント要求を同時に処理します。さらに、大量
データを処理できるように最適化されたデータストアをサポートします。データ
ストアアクセスは、別個の処理モジュールによって行われます。このような
データストアアプローチでは、データベースが必要になるたびにそのサポートを
追加できます。

DHCPの動作
まず始めに、DHCPサーバーのインストールと構成を行う必要があります。構成作
業では、クライアントがネットワーク上で機能するために必要なネットワーク情報
を指定します。この情報が正しく設定されると、クライアントはネットワーク情報
を要求し、受け取ることができます。

次の図は、DHCPサービスにおける一連のイベントを示したものです。丸の中の番
号は、図のあとに続く説明の箇条書き番号を示しています。
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図 12–1 DHCPサービスにおける一連のイベント
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上の図には、次の手順が示されています。

1. クライアントは、ローカルサブネット上で制限付きブロードキャストアドレス
(255.255.255.255)に「検索メッセージ」を送信することで、DHCPサーバーを検
索します。ルーターが存在し、BOOTPリレーエージェントとして動作するよう
に構成されている場合、要求は異なるサブネット上の別のDHCPサーバーに渡さ
れます。クライアントの「ブロードキャスト」にはクライアント固有のIDが含ま
れています。Oracle Solaris DHCP実装では、この IDはクライアントのMAC
(Media Access Control)アドレスから抽出されます。Ethernetネットワークで
は、MACアドレスは Ethernetアドレスと同じです。

検索メッセージを受け取ったDHCPサーバーは、次の情報からクライアントの
ネットワークを特定します。

■ この要求がどのネットワークインタフェースから入ってきたか。これによって
サーバーは、クライアントが、インタフェースが接続されているネットワーク
上にあるのか、あるいはそのネットワークに接続された BOOTPリ
レーエージェントを使用しているのかがわかります。

■ BOOTPリレーエージェントの IPアドレスが要求に含まれているか。要求がリ
レーエージェントを通過する際に、リレーエージェントは要求ヘッダーにリ
レーエージェントのアドレスを挿入します。サーバーが「リレーエージェント
のアドレス」を検出すると、サーバーは、そのアドレスのネットワーク部分が
クライアントのネットワークアドレスを示していることを認識します。これ
は、リレーエージェントがクライアントのネットワークに接続されている必要
があるからです。

■ クライアントのネットワークは、サブネット化されているか。サーバーは、リ
レーエージェントのアドレス、または要求を受け取ったネットワークインタ
フェースのアドレスが示すネットワークのサブネットマスクを netmasks

テーブルから見つけます。サーバーは、使用されているサブネットマスクを認
識すると、ネットワークアドレスのどの部分がホスト部分であるかを特定
し、クライアント用の適切な IPアドレスを選択できます。netmasksについて
は、netmasks(4)のマニュアルページを参照してください。

2. DHCPサーバーは、クライアントのネットワークを特定すると、適切な IPアドレ
スを選択し、そのアドレスがまだ使用されていないことを確認します。次に
DHCPサーバーは、「オファーメッセージ」を送信し、そのクライアントに応答
します。オファーメッセージには、選択された IPアドレスと、クライアントの構
成に使用できるサービスの情報が含まれています。サーバーは、この IPアドレス
を使用するかどうかをクライアントが決めるまで、これを一時的に予約します。

3. クライアントは、オファーされたサービスの数とタイプに基づいて最善のオ
ファーを選択します。そして、最善のオファーとなったサーバーの IPアドレスを
求める要求を送信します。この伝送によって、クライアントがサーバーを選択し
たことを、応答中のすべてのDHCPサーバーに知らせることができます。選択さ
れなかったサーバーは、オファーした IPアドレスの予約を取り消します。
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4. 選択されたサーバーは、クライアント用の IPアドレスを割り当て、その情報を
DHCPデータストアに格納します。そして、承認メッセージ (ACK)をクライアン
トに送信します。「承認メッセージ」には、クライアントのためのネットワーク
構成パラメータが含まれています。クライアントは、pingユーティリティーを
使って IPアドレスをテストし、ほかのシステムがそれを使っていないか確かめま
す。そして、ブートを続行しネットワークに参加します。

5. クライアントはリース時間を監視します。設定された時間が経過すると、クライ
アントは、さきほど選択したサーバーに新しいメッセージを送信してリースを増
やそうとします。

6. 要求を受け取ったDHCPサーバーは、リース期間と、管理者が規定したローカル
リースポリシーとが合っていれば、そのリース期間を延長します。サーバーが 20
秒以内に応答しない場合、クライアントは、ほかのDHCPサーバーのいずれかが
リース期間を延長できるように要求をブロードキャストします。

7. クライアントは、その IPアドレスが不要になると、IPアドレスが解放されたこと
をサーバーに知らせます。この通知は、通常のシャットダウンの際に実行さ
れ、また手動で実行することも可能です。

Oracle Solaris DHCPサーバー
Oracle Solaris DHCPサーバーは、ホストシステム上でOracle Solarisのデーモンとして
動作します。Solaris DHCPサーバーは、2つの基本機能を備えています。

■ IPアドレスの管理 – DHCPサーバーは、IPアドレスの範囲を制御し、常時または
定義した期間、IPアドレスをクライアントに割り当てます。サーバーはリースメ
カニズムを使って、クライアントが一時的なアドレスを使用できる期間を決めま
す。アドレスは、不要になるとプールに返され、再割り当てされます。DHCP
サーバーは、DHCPネットワークテーブル内にクライアントへの IPアドレス結合
情報を保持し、複数のクライアントが同じアドレスを使用しないようにします。

■ クライアントにネットワーク構成情報を提供 – Solaris DHCPサーバーは、クライ
アントの IPアドレスを割り当て、ホスト名やブロードキャストアドレス、ネット
ワークサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ネームサービスといった
ネットワーク構成情報をクライアントに提供します。ネットワーク構成情報
は、サーバーの dhcptabデータベースから取得されます。
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また、Oracle Solaris DHCPサーバーは次の追加機能を実行するように構成することも
可能です。

■ BOOTPクライアント要求への応答 – Solaris DHCPサーバーは、BOOTP
サーバーを検索する BOOTPクライアントからのブロードキャストを待機
し、BOOTPクライアントに IPアドレスとブートパラメータを提供します。管理
者は、これらの情報をあらかじめ静的に構成しておく必要があります。DHCP
サーバーは、同時に BOOTPサーバーとしてもDHCPサーバーとしても動作でき
ます。

■ 要求のリレー – Solaris DHCPサーバーは、ほかのサブネット上の適切な
サーバーに BOOTP要求とDHCP要求をリレーします。DHCPサーバーは BOOTP
リレーエージェントとして構成された場合、DHCPサービスや BOOTPサービス
を提供できなくなります。

■ DHCPクライアントにネットワークブート情報を提供 – Solaris DHCP
サーバーは、DHCPクライアントがネットワーク経由でブートするために必要な
情報をDHCPクライアントに提供できます。この情報には、IPアドレスやブート
パラメータ、ネットワーク構成情報などがあります。さらにサーバーは、広域
ネットワーク (WAN)を介したブートやインストールに必要な情報をDHCPクラ
イアントに提供します。

■ ホスト名を指定したクライアントに代わってDNSテーブルを更新 – DHCPサービ
スを求めるクライアントの要求に Hostnameオプションと値が含まれている場合に
は、DHCPサーバーが、クライアントに代わってDNSを更新できます。

DHCPサーバーの管理
スーパーユーザーであれば、DHCPマネージャやコマンド行ユーティリティーを
使ってDHCPサーバーの起動、停止、構成を行うことができます (コマンド行
ユーティリティーについては、324ページの「DHCPコマンド行ユーティリ
ティー」を参照)。通常、DHCPサーバーは、システムのブート時に自動的に起動さ
れ、システムのシャットダウン時に自動的に終了するように構成されています。し
たがって、通常は、サーバーの起動や終了を手動で行う必要はありません。

DHCPデータストア
Oracle Solaris DHCPサーバーが使用するすべてのデータはデータストアに保持されま
す。データストアの内容は、プレーンテキストファイル、NIS+テーブル、またはバ
イナリ形式ファイルの場合があります。どの形式のデータストアを使用するか
は、DHCPサービスを構成するときに選択されます。データストアのタイプによる
違いについては、337ページの「DHCPデータストアの選択」を参照してくださ
い。DHCPマネージャや dhcpconfigコマンドを使ってデータストアの形式を変換す
ることはできません。
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あるDHCPサーバーのデータストアから別のサーバーのデータストアにデータを移
動できます。それらのサーバーが、異なるデータストア形式を使用している場合で
も、それらのデータストアを扱うエクスポートやインポートユーティリティーが使
用できます。DHCPマネージャか dhcpconfigコマンドを使って、データストアの内
容全体またはその一部をエクスポートしたりインポートしたりできます。

注 – Oracle Solaris DHCP (サーバーツールと管理ツール)とデータベース間のインタ
フェースになる独自のコードモジュールを開発する場合には、DHCPデータ領域の
データベースやファイルのフォーマットはどのようなものでもかまいません。詳細
は、『Solaris DHCPサービス開発ガイド』を参照してください。

Oracle Solaris DHCPデータストア内には、2つのタイプのテーブルがあります。これ
らのテーブルの内容を表示したり管理したりするには、DHCPマネージャかコマン
ド行ユーティリティーを使用します。データテーブルの種類は次のとおりです。

■ dhcptabテーブル –クライアントに提供することが可能な構成情報が入っていま
す。

■ DHCPネットワークテーブル –テーブル名が示すネットワーク上にあるDHCPク
ライアントや BOOTPクライアントの情報が含まれています。たとえば、ネット
ワーク 192.168.32.0のテーブル名には、192_168_32_0が含まれています。

dhcptabテーブル
dhcptabテーブルには、クライアントがDHCPサーバーから取得できるすべての
データが含まれています。DHCPサーバーは、起動されるたびに dhcptabテーブルを
スキャンします。dhcptabテーブルのファイル名は、使用されるデータストアに
よって異なります。たとえば、NIS+データストア SUNWnisplusによって作成された
dhcptabテーブルは SUNWnisplus1_dhcptabになります。

DHCPプロトコルは、クライアントに渡すことができる情報の標準的な項目を多数
定義しています。これらの項目は、パラメータ、シンボル、またはオプションと呼
ばれます。DHCPプロトコルでは、オプションは数値コードとテキストラベルで定
義されており、値は与えられていません。例として、一般的に使用される標準オプ
ションの一部を示します。

表 12–1 DHCP標準オプションの例

コード ラベル 説明

1 Subnet サブネットマスク IPアドレス

3 Router ルーターの IPアドレス

6 DNSserv DNSサーバーの IPアドレス

12 Hostname クライアントホスト名を表すテキスト文字列
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表 12–1 DHCP標準オプションの例 (続き)
コード ラベル 説明

15 DNSdmain DNSドメイン名

オプションの中には、サーバーの構成中に情報が提供されると、自動的に値が割り
当てられるものがあります。また、あとで、ほかのオプションに値を明示的に割り
当てることもできます。オプションとその値はクライアントに渡され、構成情報を
形成します。たとえば、オプションと値のペアである DNSdmain=Georgia.Peach.COM

は、クライアントのDNSドメイン名を Georgia.Peach.COMに設定します。

オプションは、「マクロ」として知られているコンテナ内でほかのオプションと共
にグループ化することができ、これによりクライアントへ容易に情報を渡すことが
できます。マクロの中には、サーバー構成時に自動的に作成され、構成時に値が割
り当てられるオプションを含むものがあります。また、マクロにはほかのマクロを
含めることもできます。

dhcptabテーブルのフォーマットについては、dhcptab(4)のマニュアルページを参照
してください。DHCPマネージャでは、「オプション (Options)」タブや「マクロ
(Macros)」タブに示されるすべての情報は dhcptabファイルから得られます。オプ
ションについては、327ページの「DHCPオプションについて」を参照してくださ
い。マクロについては、328ページの「DHCPマクロについて」を参照してくださ
い。

dhcptabテーブルをテキストエディタで編集しないでください。オプションやマクロ
の作成、削除、変更には、dhtadmコマンドまたはDHCPマネージャを使用する必要
があります。

DHCPネットワークテーブル
DHCPネットワークテーブルは、クライアントの識別子を IPアドレスと、各アドレ
スに関連した構成パラメータに対応付けます。ネットワークテーブルの書式につい
ては、dhcp_network(4)のマニュアルページを参照してください。DHCPマ
ネージャでは、「アドレス (Addresses)」タブに示されるすべての情報はネット
ワークテーブルから得られます。

DHCPマネージャ
DHCPマネージャは、DHCPサービスに関連するすべての管理業務を行うためのグラ
フィカルユーザーインタフェース (GUI)ツールです。このツールを使用する
と、サーバーそのものだけでなく、サーバーが使用するデータも管理できま
す。DHCPマネージャを実行するためにはスーパーユーザーでなければなりませ
ん。
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サーバー上ではDHCPマネージャを下記の場合に使用できます。

■ DHCPサーバーを構成または構成解除する場合
■ DHCPサーバーを起動、停止、および再起動する場合
■ DHCPサービスを有効または無効にする場合
■ DHCPサーバーの設定をカスタマイズする場合

さらに、DHCPマネージャでは、IPアドレスやネットワーク構成マクロ、ネット
ワーク構成オプションに関して次のことができます。

■ DHCP管理下にあるネットワークの追加や削除
■ DHCP管理下にある IPアドレスの表示、追加、変更、削除、解放
■ ネットワーク構成マクロの表示、追加、変更、削除
■ 標準以外のネットワーク構成オプションの表示、追加、変更、削除

DHCPマネージャでは、DHCPデータストアに関して次のことができます。

■ データを新しいデータストアフォーマットに変換する。

■ DHCPデータをあるDHCPサーバーから別のサーバーに移動する。データを最初
のサーバーからエクスポートし、次のサーバーにインポートする必要がありま
す。

DHCPマネージャでは、実行できる手順についての詳細なオンラインヘルプも利用
できます。詳細は、362ページの「DHCPマネージャについて」を参照してくださ
い。

DHCPコマンド行ユーティリティー
すべてのDHCP管理機能は、コマンド行ユーティリティーを使用して実行できま
す。コマンド行ユーティリティーを実行するには、スーパーユーザーとして、また
はDHCP管理プロファイルに割り当てられているユーザーでログインしている必要
があります。詳細は、365ページの「DHCPコマンドへのユーザーアクセスの設
定」を参照してください。

次の表に、各ユーティリティーとその使用目的を示します。

表 12–2 DHCPコマンド行ユーティリティー

コマンド 説明と使用目的 マニュアルページへのリンク

in.dhcpd DHCPサービスデーモン。コマンド行引数
を使えば、いくつかの実行時オプションを
設定できます。

in.dhcpd(1M)
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表 12–2 DHCPコマンド行ユーティリティー (続き)
コマンド 説明と使用目的 マニュアルページへのリンク

dhcpconfig DHCPサーバーの構成や構成解除に使用し
ます。このユーティリティーでは、DHCP
マネージャの多くの機能をコマンド行から
実行できます。このユーティリティーは主
に、一部の構成機能を自動化したいときに
スクリプト中で使用します。dhcpconfig

は、サーバーシステムのネットワークトポ
ロジファイルから情報を収集し、初期構成
に必要な情報を作成します。

dhcpconfig(1M)

dhtadm DHCPクライアント用の構成オプションや
マクロを追加、削除、変更するときに使用
します。このユーティリティーによって
dhcptabテーブルが間接的に編集さ
れ、dhcptabテーブルのフォーマットが正し
く保たれます。dhcptabテーブルを直接編集
してはいけません。

dhtadm(1M)

pntadm DHCPネットワークテーブルの管理に使用
します。このユーティリティーで実行可能
なタスクは、次のとおりです。
■ DHCPの管理下にある IPアドレスや
ネットワークを追加、削除する。

■ 指定する IPアドレスのネットワーク構
成を変更する。

■ DHCPの管理下にある IPアドレスや
ネットワークの情報を表示する。

pntadm(1M)

役割によるアクセス制御 (RBAC) - DHCPコマンドを
使用する場合
dhcpconfig、dhtadm、pntadmコマンドのセキュリティーは、役割によるアクセス制御
(RBAC, Role-Based Access Control)の設定値に基づいて決められます。デフォルトで
は、これらのコマンドを実行できるのはスーパーユーザーだけです。別の
ユーザー名の下でコマンドを使用する場合は、ユーザー名をDHCP管理プロファイ
ルに割り当てる必要があります (365ページの「DHCPコマンドへのユーザーアクセ
スの設定」を参照)。

DHCPサーバーの構成
Oracle Solaris DHCPサーバーを動作させたいシステム上でDHCPマネージャを初めて
実行するときは、DHCPサーバーを構成します。

Oracle Solaris DHCPサーバー

第 12章 • Oracle Solaris DHCPについて (概要) 325

http://docs.sun.com/doc/816-5166/dhcpconfig-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/dhtadm-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/pntadm-1m?a=view


DHCPマネージャのサーバー構成ダイアログボックスに、1つのネットワーク上で
DHCPサーバーを使用可能にして実行するために必要な基本情報を入力するように
要求するメッセージが表示されます。既存のシステムファイルからいくつかのデ
フォルト値を取得できます。そのネットワークに対してシステムを構成していない
場合には、デフォルト値はありません。DHCPマネージャは下記の情報を入力する
ように促します。

■ そのサーバーの役割 : DHCPサーバーまたは BOOTPリレーエージェントのいずれ
か

■ データストアの形式 (ファイル、バイナリファイル、NIS+、または独自のもの)
■ 選択したデータストアタイプに対するデータストア構成パラメータ
■ ホストレコードの更新に使用するネームサービス (使用する場合)

(/etc/inet/hosts、NIS+、またはDNS)
■ リース期間と、クライアントがリース期間を更新できるようにするかどうか
■ DNSサーバーのDNSドメイン名および IPアドレス
■ DHCPサービス用に構成する最初のネットワークのネットワークアドレスとサブ
ネットマスク

■ ネットワークタイプ (ローカルエリアネットワーク (LAN)かポイントツーポイン
トネットワーク)

■ ルーターの検索、または特定のルーターの IPアドレス
■ NISサーバーのNISドメイン名および IPアドレス
■ NIS+サーバーのNIS+ドメイン名および IPアドレス

DHCPサーバーは dhcpconfigコマンドを使用しても構成できます。このユーティリ
ティーは、既存のシステムファイルから情報を自動的に収集して、使える初期構成
を提供します。そのため、dhcpconfigコマンドを実行する前に既存のシステム
ファイルが正しいことを確認しておく必要があります。dhcpconfigがどのファイル
から情報を入手するかについては、dhcpconfig(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

IPアドレスの割り当て
Oracle Solaris DHCPサーバーは、下記のタイプの IPアドレス割り当て機能をサ
ポートしています。

■ 手動割り当て – DHCPサーバーは、特定のDHCPクライアント用に選択された専
用の IPアドレスを割り当てます。このアドレスは変更したりほかのクライアント
に割り当てたりすることはできません。

■ 自動または常時割り当て – DHCPサーバーは有効期限のない IPアドレスを割り当
て、その割り当てが変更されるか、あるいは、クライアントがそのアドレスを解
放するまで、そのアドレスを永続的にそのクライアントに使用します。
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■ 動的割り当て – DHCPサーバーは IPアドレスを要求しているクライアントに、一
定期間このアドレスをリースします (貸し出します)。この期間が過ぎる
と、サーバーはこのアドレスを回収し、ほかのクライアントに割り当てることが
できます。このアドレスの使用期間はサーバーに構成されているリース期間に
よって決まります。

ネットワーク構成情報
どのような情報をDHCPクライアントに提供するかを決める必要があります。DHCP
サーバーを構成するときにはネットワークの基本的な情報を指定しますが、あとで
クライアントに提供したい情報を追加することもできます。

DHCPサーバーは、オプションと値の対、およびマクロの形でdhcptabテーブルに
ネットワーク構成情報を保存します。オプションはクライアントに供給するネット
ワークデータのキーワードです。値はオプションに割り当てられ、DHCP
メッセージでクライアントに渡されます。たとえば、NISサーバーアドレス
は、NISservsというオプションで渡されます。NISservsオプションの値は、DHCP
サーバーによって割り当てられる一連の IPアドレスと同じものです。マクロは、ク
ライアントに供給したい任意の個数のオプションをグループ化するための便利な方
法です。DHCPマネージャを使えば、オプションをグループ化するマクロを作成
し、それらのオプションに値を割り当てることができます。コマンド行ツールを使
用する場合は、dhtadm (DHCP構成テーブル管理ユーティリティー)を使ってオプ
ションやマクロを扱うことができます。

DHCPオプションについて
Oracle Solaris DHCPでは、「オプション」とはクライアントに渡されるネットワーク
情報です。DHCPの資料では、オプションは「シンボル」や「タグ」と呼ばれる場
合もあります。オプションは、数値コードやテキストラベルで定義されます。オプ
ションは、DHCPサービスで使用されるときに値を受け取ります。

DHCPプロトコルは、一般的に指定されているネットワークデータに対して多数の
標準オプションを定義しています。それらオプションには、たとえば
Subnet、Router、Broadcst、NIS+dom、Hostname、および LeaseTimがあります。すべ
ての標準オプションのリストについては、dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参
照してください。標準オプションのキーワードを変更することは一切できませ
ん。ただし、ネットワークに関連するオプションをマクロに組み込む際に、オプ
ションに値を割り当てることができます。
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標準オプションで指定できないデータに対しては、新しいオプションを作ることが
できます。作成するオプションは下記のいずれかのカテゴリに分類されるものでな
ければなりません。

■ 拡張 –このDHCPサーバーにはまだ実装されていないが、標準DHCPオプション
としてすでに予約されています。使用したい標準オプションがわかっている
が、DHCPサーバーをグレードアップしない場合に使用できます。

■ サイト –使用しているサイトに固有なオプションのために予約されています。こ
のようなオプションを作成します。

■ ベンダー –ハードウェアまたはベンダープラットホームなどの特定クラスのクラ
イアントにだけ適用するオプションのために予約されています。Oracle Solaris
DHCPの実装には、Oracle Solarisクライアント用の多数のベンダーオプションが
含まれています。たとえばオプション SrootIP4は、ネットワークからブートされ
るクライアントがそのルート (/)ファイルシステムとして使用すべきサーバーの
IPアドレスを指定します。

DHCPオプションの作成、変更、削除に必要な手順については、第 15章「DHCPの
管理 (手順)」を参照してください。

DHCPマクロについて
Oracle Solaris DHCPサービスにおける「マクロ」とは、ネットワーク構成オプション
とそれらに割り当てられた値の集合をいいます。マクロは、オプションをグループ
化し、特定のクライアントまたはクライアントタイプにオプションをまとめて渡す
ために作成します。たとえば、特定のサブネット上のすべてのクライアントを対象
としたマクロには、サブネットマスク、ルーター IPアドレス、ブロードキャストア
ドレス、NIS+ドメイン、およびリース期間のためのオプションと値のペアを含める
ことができます。

DHCPサーバーによるマクロ処理
DHCPサーバーがマクロを処理するときは、そのマクロに定義されているネット
ワークオプションと値を、クライアントへのDHCPメッセージに含めま
す。サーバーは、特定のタイプのクライアントに対し一部のマクロを自動的に処理
します。

サーバーでマクロを自動的に処理するためには、マクロの名前が、次の表に示すカ
テゴリのいずれかに従っている必要があります。

Oracle Solaris DHCPサーバー

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月328



表 12–3 自動処理のためのDHCPマクロカテゴリ

マクロのカテゴリ 説明

クライアントクラス マクロ名は、クライアントマシンタイプ、オペレーティングシステ
ム、またはその両方で表されるクライアントクラスと同じです。たと
えば、あるサーバーに SUNW.Sun-Blade-100という名前のマクロがある
とします。ハードウェア実装が SUNW,Sun-Blade-100であるクライアン
トは、SUNW.Sun-Blade-100マクロの値を自動的に受け取ります。

ネットワークアドレス マクロ名は、DHCPで管理されている IPアドレスと同じです。たとえ
ば、サーバーのマクロの名前が 10.53.224.0の場合、10.53.224.0

ネットワークに接続されているクライアントはいずれも自動的に
10.53.224.0マクロ内の値を受け取ります。

クライアント ID マクロ名は、クライアントのある種の固有識別子と同じです。通
常、EthernetまたはMACアドレスから得られます。たとえ
ば、08002011DF32という名前のマクロがサーバーに存在する場
合、(Ethernetアドレス 8:0:20:11:DF:32から得られる)クライアント
ID 08002011DF:32を持つクライアントは、08002011DF32という名前の
マクロにある値を自動的に受け取ります。

表 12–3に記載されたどのカテゴリとも一致しない名前をもつマクロは、次の条件の
1つが当てはまるときだけ処理されます。

■ マクロが IPアドレスに割り当てられる場合。
■ マクロが、自動的に処理されるほかのマクロに含まれる場合。
■ マクロが、IPアドレスに割り当てられているほかのマクロに含まれている場合。

注 –サーバーを構成する場合、デフォルトでは、そのサーバーの名前と一致する名前
の付いたマクロが作られます。このサーバーマクロは、自動処理が行われる名称タ
イプのいずれとも一致しないため、いずれのクライアントに対しても自動的に処理
されません。あとでサーバー上で IPアドレスを作成する場合、その IPアドレス
は、サーバーのデフォルトのマクロを使用するように割り当てられます。

マクロ処理の順序
DHCPクライアントがDHCPサービスを要求するときは、DHCPサーバーはどのマ
クロがそのクライアントに一致するかを決定します。サーバーは、マクロを処理す
る際に、マクロカテゴリを使って処理の順序を決めます。最も一般的なカテゴリが
最初に処理され、最も特定されるカテゴリが最後に処理されます。マクロは下記の
順序で処理されます。

1. クライアントクラスマクロ –最も一般的なカテゴリ
2. ネットワークアドレスマクロ –クライアントクラスよりは特定なマクロ
3. IPアドレスに割り当てられたマクロ –ネットワークアドレスよりは特定されたマ
クロ
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4. クライアント IDマクロ – 1クライアントだけに適用される最も特定されたカテゴ
リ

ほかのマクロに含まれているマクロはそのマクロの一部として処理されます。

複数のマクロに同じオプションが含まれている場合は、最も特定されたカテゴリの
マクロ内のオプションに設定されている値が一番最後に処理されるため、その値が
使用されます。たとえば、ネットワークアドレスに、24時間の値を持つリース期間
オプションが含まれていて、クライアント IDマクロに 8時間の値を持つリース期間
オプションが含まれている場合は、そのクライアントは 8時間のリース期間を受け
取ります。

DHCPマクロのサイズ限度
マクロのすべてのオプションに割り当てられている値の長さの合計は、オプション
コードと長さ情報を含め 255バイト以内でなければなりません。この制限は、DHCP
プロトコルによるものです。

この制限による影響が最も大きいと思われるマクロは、Oracle Solarisインストール
サーバー上のファイルへのパスを渡すためのマクロです。一般に、渡すベンダー情
報は、必要最小限に留めるべきです。さらに、パス名を必要とするオプションで
は、短いパス名を使用すべきです。長いパスへのシンボリックリンクを作成する場
合は、短いこのリンク名を渡すことができます。

Oracle Solaris DHCPクライアント
「クライアント」という用語は、ネットワーク上でクライアントとしての役割を実
行している物理的なマシンについて言及するために使用される場合があります。た
だし、このマニュアルで説明しているDHCPクライアントはソフトウェアエン
ティティーです。Oracle Solaris DHCPクライアントは、そのネットワーク構成を
DHCPサーバーから受け取るように構成されているシステムのOracle Solarisで動作す
るデーモン (dhcpagent)です。ほかのベンダーのDHCPクライアントもOracle Solaris
DHCPサーバーのサービスを使用できます。ただし、このマニュアルではOracle
Solaris DHCPクライアントについてのみ説明します。

Oracle Solaris DHCPクライアントの詳細は、第 16章「DHCPクライアントの構成と
管理」を参照してください。
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DHCPサービスの使用計画 (手順)

DHCPサービスは、既存のネットワークで使用することも、これから構築する
ネットワークで使用することもできます。ネットワークを設定する必要がある場合
には、DHCPサービスを設定する前に第 2章「TCP/IPネットワークの計画 (手
順)」を参照してください。既存のネットワークを使用する場合は、そのままこの章
をお読みください。

この章では、ネットワークにDHCPサービスを設定する前に行うべき作業について
説明します。この章の説明は、DHCPマネージャを使用することを前提にしていま
すが、DHCPサービスの設定はコマンド行ユーティリティー dhcpconfigを使って行
うこともできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 331ページの「DHCPサービスを使用するためのネットワークの準備 (作業
マップ)」

■ 336ページの「DHCPサーバーの構成前に必要な選択 (作業マップ)」
■ 340ページの「IPアドレスの管理に必要な選択 (作業マップ)」
■ 344ページの「複数のDHCPサーバーを使用するための計画」
■ 345ページの「リモートネットワークのDHCP構成の計画」
■ 345ページの「DHCPを設定するためのツールの選択」

DHCPサービスを使用するためのネットワークの準備 (作
業マップ)

DHCPの使用に先立ってネットワークを設定する際には、1つまたは複数の
サーバーを構成する際の判断に役立つ情報を収集する必要があります。次の表の作
業マップを使用して、DHCPを使用するためにネットワークを準備する作業を特定
します。この表では、必要な作業、各作業で実行する内容の説明、および、個別の
作業の実行手順を詳しく説明した節を一覧にして示しています。
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作業 説明 説明

ネットワークトポロジをマッピ
ングします。

ネットワークでどのような
サービスが利用できるのかを判
別し、その場所を突き止めま
す。

332ページの「ネットワークト
ポロジのマッピング」

必要なDHCPサーバーの数を決
めます。

予想されるDHCPクライアント
数を元にして必要なDHCP
サーバーの数を決めます。

333ページの「DHCP
サーバー数の決定」

システムファイルと netmasks

テーブルを更新します。
ネットワークトポロジを正確に
反映します。

334ページの「システムファイ
ルとネットマスクテーブルの更
新」

ネットワークトポロジのマッピング
ネットワークの物理的な構造を示すマップをまだ作成していない場合は、それを作
成します。このマップには、ルーターやクライアントの場所と、ネットワーク
サービスを提供するサーバーの場所を明示してください。ネットワークトポロジを
示すこのマップは、どのサーバーからDHCPサービスを提供するかや、どのような
構成情報をクライアントに提供するかを決める上で役立ちます。

ネットワークの計画については、第 2章「TCP/IPネットワークの計画 (手順)」を参
照してください。

DHCP構成プロセスは、サーバーのシステムファイルとネットワークファイルか
ら、いくつかのネットワーク情報を検索できます。これらのファイルについては、 334
ページの「システムファイルとネットマスクテーブルの更新」を参照してくださ

い。ただし、クライアントにほかのサービス情報を提供したい場合に
は、サーバーのマクロに入力する必要があります。ネットワークトポロジを点検す
る際には、クライアントが認識する必要があるサーバーの IPアドレスを控えておい
てください。たとえば、次のサーバーがネットワークでサービスを提供している場
合があります。しかし、DHCP構成では、これらのサーバーは検出されません。

■ タイムサーバー
■ ログサーバー
■ プリントサーバー
■ インストールサーバー
■ ブートサーバー
■ Webプロキシサーバー
■ スワップサーバー
■ X Windowフォントサーバー
■ Trivial File Transfer Protocol (TFTP)サーバー
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避けなければならないネットワークトポロジ
IPネットワーク環境によっては、いくつかのローカルエリアネットワーク (LAN)が
同じネットワークハードウェアメディアを共有していることがあります。このよう
なネットワークでは、複数のネットワークハードウェアインタフェースが使用され
ていたり、複数の論理インタフェースが使用されていたりします。このような共有
メディアネットワークでは、DHCPはうまく動作しません。同じ物理ネットワーク
で複数の LANが動作していると、DHCPクライアントの要求はすべてのネット
ワークハードウェアインタフェースに送信されます。そのため、クライアント
は、すべての IPネットワークに同時に接続されているものとみなされます。

DHCPは、適切な IPアドレスをクライアントに割り当てられるように、クライアン
トのネットワークアドレスを特定できる必要があります。同じハードウェアメ
ディアに複数のネットワークが存在していると、サーバーは、クライアントの
ネットワークを特定できないため、IPアドレスを割り当てることができません。

DHCPは、複数のネットワークの 1つでしか実行できません。1つのネットワークが
ユーザーのDHCPニーズと合わない場合は、すべてのネットワークを再構成する必
要があります。次のヒントを参考にしてください。

■ サブネットに対して可変長サブネットマスク (VLSM)を使用して、現在の IPアド
レス空間をより有効に活用します。これにより、同じ物理ネットワーク上で複数
のネットワークを使用する必要がなくなるかもしれません。可変長サブネットの
実装については、netmasks(4)のマニュアルページを参照してください。Classless
Inter-Domain Routing (CIDR)とVLSMの詳細は、http://www.ietf.org/rfc/

rfc1519.txtを参照してください。
■ スイッチ上のポートを構成し、デバイスを別の物理 LANに割り当てます。これに
より、Oracle Solaris DHCPの要件である、1つの LANから 1つの IPネットワーク
へのマッピングが維持されます。ポートの構成については、スイッチに関する技
術資料を参照してください。

DHCPサーバー数の決定
DHCPクライアントをサポートするために必要なサーバーの数は、データストアに
何を使用するかによって異なります。次の表は、1つのDHCPサーバーでDHCPと
BOOTPクライアントをいくつまでサポートできるかをデータストア別に示したもの
です。

表 13–1 DHCPサーバーによってサポートされると見込まれる最大のクライアント数

データストア サポートされる最大のクライアント数

テキストファイル 10,000

NIS+ 40,000

DHCPサービスを使用するためのネットワークの準備 (作業マップ)

第 13章 • DHCPサービスの使用計画 (手順) 333

http://docs.sun.com/doc/816-5174/netmasks-4?a=view
http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1519.txt


表 13–1 DHCPサーバーによってサポートされると見込まれる最大のクライアント数 (続き)
データストア サポートされる最大のクライアント数

バイナリファイル 100,000

この最大数は一般的な指針であり、絶対的な数ではありません。DHCPサーバーの
クライアント容量は、サーバーが 1秒間にいくつのトランザクションを処理する必
要があるかに大きく依存します。一方、トランザクション頻度は、リース期間や使
用パターンで大きく変わります。たとえば、リースが 12時間に設定され、ほとんど
のユーザーが夜にシステムを停止するとします。多くのユーザーが朝の同じ時間に
システムを開始すると、多数のクライアントがリースを同時に要求するの
で、サーバーは、トランザクションのピークを処理できなければなりません。した
がって、このような環境では、DHCPサーバーがサポートできるクライアントの数
は本来より少なくなります。リース期間がより長い環境や、ケーブルモデムなど常
時接続されているデバイスからなる環境では、サポートされるクライアントの数は
多くなります。

データストアのタイプによる比較については、337ページの「DHCPデータストアの
選択」を参照してください。

システムファイルとネットマスクテーブルの更新
DHCPを構成する間に、DHCPツールは、サーバー上のさまざまなシステムファイル
を走査し、サーバーの構成に使用できる情報を収集します。

DHCPマネージャや dhcpconfigを使ってサーバーの構成を行う前に、システム
ファイルの内容が最新の状態になっていることを確認してください。サーバーの構
成を行なったあとにエラーに気が付いた場合は、DHCPマネージャまたは dhtadmを
使って、サーバー上のマクロを修正する必要があります。

次の表は、DHCPサーバーの構成中に収集されるいくつかの情報と、情報の提供元
を示します。サーバーでDHCPを構成する前に、これらの情報が適切に設定されて
いることを確認してください。サーバーの構成後にシステムファイルを変更する場
合は、この変更を反映するためにサービスを再構成する必要があります。
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表 13–2 DHCP構成に使用される情報

情報 送信元 Comments

時間帯 システムの日時、時間帯の
設定値

日時と時間帯はOracle Solarisのインス
トール時に初期設定されます。日付を
変更する場合は、dateコマンドを使用
します。時間帯を変更する場合
は、/etc/default/initファイルを編
集して TZ環境変数を設定します。詳
細は、TIMEZONE(4)のマニュアル
ページを参照してください。

DNSパラメータ /etc/resolv.conf DHCPサーバーは、/etc/resolv.conf

ファイルからDNSドメイン名やDNS
サーバーアドレスなどのDNSパラ
メータを取得します。resolv.confの
詳細は、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』や
resolv.conf(4)のマニュアルページを
参照してください。

NISまたはNIS+パラメータ システムのドメイン
名、nsswitch.conf、NIS、NIS+

DHCPサーバーは、domainnameコマン
ドを使ってサーバーシステムのドメイ
ン名を取得し、nsswitch.confファイ
ルを見てドメインベースの情報をどこ
から検索するかを決めま
す。サーバーシステムがNISまたは
NIS+クライアントの場合、DHCP
サーバーは照会を行なってNISまたは
NIS+サーバーの IPアドレスを取得し
ます。詳細は、nsswitch.conf(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

デフォルトルーター システムの経路制御テーブ
ル、管理者による入力

DHCPサーバーはネットワーク経路制
御テーブルを検索し、ローカルネット
ワークに接続されているクライアント
のデフォルトルーターを見つけま
す。クライアントが同じネットワーク
上にない場合は、DHCPサーバーがこ
の情報の入力を要求する必要がありま
す。
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表 13–2 DHCP構成に使用される情報 (続き)
情報 送信元 Comments

サブネットマスク ネットワークインタ
フェース、netmasksテーブ
ル

DHCPサーバーは、自身のネット
ワークインタフェースを参照し
て、ローカルクライアント用のネット
マスクとブロードキャストアドレスを
特定します。この要求がリ
レーエージェントからすでに転送され
てきている場合には、リ
レーエージェントのネットワークにあ
る netmasksテーブルからサブネット
マスクを取得します。

ブロードキャストアドレス ネットワークインタ
フェース、netmasksテーブ
ル

ローカルネットワークの場合に
は、DHCPサーバーは、ネットワーク
インタフェースからブロードキャスト
アドレスを取得します。リモート
ネットワークでは、サーバーは
BOOTPリレーエージェントの IPアド
レスとリモートネットワークのネット
マスクを使用して、そのネットワーク
用のブロードキャストアドレスを計算
します。

DHCPサーバーの構成前に必要な選択 (作業マップ)
この節では、ネットワークに最初のDHCPサーバーを構成する前に決定する必要が
ある事柄について説明します。次の表では、ネットワークを構成してDHCPを使用
するために必要な選択の概要と、各作業の実行手順を説明した節へのリンクを示し
ています。

作業 説明 説明

DHCPサーバーを選択します。 DHCPサービスを実行するためのシス
テム要件をサーバーが満たしているか
どうか判断します。

337ページの「DHCPサービスを実行
するホストの選択」

データストアを選択します。 データストアタイプを比較して、サイ
トに最も適したデータストアを決定し
ます。

337ページの「DHCPデータストアの
選択」

リースポリシーを設定します。 サイトに適したリースポリシーを決定
するために、IPアドレスのリースにつ
いて確認します。

338ページの「リースポリシーの設
定」
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作業 説明 説明

ルーターのアドレスを指定する
か、ルーターを検索するかを選択しま
す。

DHCPクライアントでルーターを検索
するか、特定のルーターを使用するか
を決定します。

340ページの「DHCPクライアントの
ためのルーターの決定」

DHCPサービスを実行するホストの選択
ネットワークトポロジを念頭に置き、次のシステム要件に従って、DHCP
サーバーを設定するホストを選択します。

ホストの必要条件は次のとおりです。

■ Solaris 2.6リリース以降が動作している。多数のクライアントをサポートする場合
は、Solaris 8 7/01リリース以降のバージョンをインストールする必要がありま
す。

■ DHCPを使用する予定のクライアントがあるすべてのネットワークに、直接
ネットワーク経由、または BOOTPリレーエージェントを介してホストからアク
セスできる。

■ 経路制御を使用するように構成されている。

■ ホストでは、ネットワークトポロジを反映した netmasksテーブルが正しく構成さ
れている。

DHCPデータストアの選択
DHCPデータは、テキストファイル、バイナリファイル、またはNIS+ディレクトリ
サービスに保存できます。次の表に、各データストアの特長と、各データストアを
使用すべき環境を示します。

表 13–3 DHCPデータストアの比較

データストア パフォーマンス 保守 共有 環境

バイナリファイル 高性能、大容量 少ない保守で、データ
ベースサーバーが不要
です。内容は、DHCP
マネージャ、dhtadm、
pntadmで表示する必要
があります。ファイル
の定期的なバック
アップが必要です。

データストアを
DHCPサーバーの
間で共有すること
はできません。

多数のネットワークからな
り、ネットワークごとに数千のク
ライアントがいる中規模から大規
模の環境。小規模から中規模の
ISPに適しています。
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表 13–3 DHCPデータストアの比較 (続き)
データストア パフォーマンス 保守 共有 環境

NIS+ 中程度の性能と
容量。NIS+
サービスの性能
と容量に依存す
る

DHCPサーバーシステ
ムがNIS+クライアント
として構成されていな
ければなりませ
ん。NIS+サービスの保
守が必要です。内容
は、DHCPマ
ネージャ、dhtadm、
pntadmで表示する必要
があります。nisbackup

による定期的なバック
アップが必要です。

DHCPデータは
NIS+に分散され
ます。複数の
サーバーから同じ
コンテナにアクセ
スできます。

ネットワーク当たり 5000クライア
ントまでの小規模から中規模の環
境。

テキストファイル 中程度の性
能、少ない容量

少ない保守で、データ
ベースサーバーが不要
です。ASCIIファイルで
あるため、DHCPマ
ネージャ、dhtadmまた
は pntadmを使用しなく
ても見ることができま
す。ファイルの定期的
なバックアップが必要
です。

データストアを
DHCPサーバーの
間で共有できま
す。ただ
し、DHCPデータ
が、NFSマウント
ポイントを通して
エクスポートされ
る 1つのファイル
システムに格納さ
れていなければな
りません。

ネットワーク当たり数百から 1,000
クライアントで、合計が 10,000ク
ライアント未満の小規模な環境。

従来のNISはデータストアオプションとしては推奨されません。NISが高速な増分更
新をサポートしていないためです。ネットワークでNISが使用されている場合
は、データストアとしてテキストファイルまたはバイナリファイルを使用すること
をお勧めします。

リースポリシーの設定
「リース」とは、DHCPサーバーが特定の IPアドレスの使用をDHCPクライアント
に許可する期間のことです。管理者は、サーバーの初期構成時に、サイト全体に適
用するリースポリシーを指定する必要があります。「リースポリシー」に
は、リース期間や、クライアントがこのリースを更新できるかどうかを指定しま
す。サーバーは提供された情報を使用して、構成時に作成するデフォルトマクロ内
のオプションの値を設定します。管理者は、作成する構成マクロでオプションを使
用することによって、特定のクライアントや特定のクライアントタイプごとに、異
なるリースポリシーを設定することもできます。
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「リース期間」は、リースが有効な時間数、日数、または週数として指定されま
す。クライアントに IPアドレスが割り当てられると (あるいは、クライアントが IP
アドレスのリースを再度ネゴシエーションすると)、リースの満了日時が計算されま
す。その際には、クライアントのDHCP肯定応答のタイムスタンプにリース期間の
時間数が加算されます。たとえば、DHCP肯定応答のタイムスタンプが 2005年 9
月16日 9:15 AMで、リース期間が 24時間だとすると、リース満了時間は 2005年 9月
17日 9:15 AMになります。リース満了日時はクライアントのDHCPネットワークレ
コード中に保存され、DHCPマネージャや pntadmユーティリティーで表示されま
す。

リース期間には、期限切れのアドレスを速やかに再利用できるように比較的小さな
値を設定します。ただし、リース期間の値は、DHCPサービスの中断時間よりも長
い期間にする必要があります。クライアントは、DHCPサービスが動作するシステ
ムが修理されている間も動作できる必要があります。一般的な指針として
は、サーバーの予想停止時間の 2倍を指定します。たとえば、故障部品を検出、交
換し、システムをリブートするのに 4時間かかるとすれば、8時間をリース期間に指
定します。

リースネゴシエーションオプションは、リースが満了する前に、クライアントが提
供されたリースについてサーバーとネゴシエーションできるかどうかを決めるもの
です。リースのネゴシエーションが可能な場合、クライアントはリースの残り時間
を常に監視します。そして、リース期間の半分が経過すると、リースを元のリース
期間の値に戻す要求をDHCPサーバーに送ります。システムの数が IPアドレスの数
より多い環境では、リースのネゴシエーションを無効にする必要があります。それ
によって、IPアドレスの使用時間に限度が与えられます。しかし、IPアドレスの数
が十分にある場合は、リースネゴシエーションを有効にして、リース期間の満了時
に、ネットワークインタフェースの停止をクライアントに強制することを避ける必
要があります。さらに、クライアントに新しいリースを取得させると、NFSや telnet
セッションなど、クライアントのTCP接続が中断されるおそれがあります。リース
ネゴシエーションは、サーバーの構成時にサイト全体に対して有効にできます。あ
るいは、構成マクロの LeaseNegオプションを使用すれば、特定のクライアントやク
ライアントタイプだけにリースネゴシエーションを有効にできます。

注 –ネットワークでサービスを提供するシステムはその IPアドレスを保持する必要
があります。このようなシステムは、短期的なリースに依存すべきではありませ
ん。このようなシステムでDHCPを使用する場合は、常時リースにより IPアドレス
を割り当てるのではなく、予約済みの IPアドレスをシステムに手動で割り当てるべ
きです。これによって、このシステムの IPアドレスが使用されなくなったときに
は、それを検出できます。
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DHCPクライアントのためのルーターの決定
ホストシステムは、ローカルネットワークの外側にあるネットワークと通信する場
合、ルーターを使用します。ホストは、これらのルーターの IPアドレスを知ってい
なければなりません。

DHCPサーバーを構成する際には、次のどちらかの方法でDHCPクライアントに
ルーターアドレスを提供する必要があります。 1つの方法は、ルーターの IPアドレ
スを指定する方法です。これより望ましい方法としては、クライアントが
ルーター発見プロトコルを使ってルーターを検索する方法があります。

そのネットワークのクライアントがルーター発見機能を実行できる場合に
は、ルーターが 1つしかなくてもルーター発見プロトコルを使用すべきで
す。ルーター発見プロトコルを使用すると、クライアントはネットワーク内での
ルーター変更に容易に対応できます。たとえば、ルーターに故障が発生したため
に、新しいアドレスを持つルーターに置き換えられる場合でも、クライアント
は、新しいアドレスを自動的に検出できます。新しいネットワーク構成を受信して
新しいルーターアドレスを取得する必要はありません。

IPアドレスの管理に必要な選択 (作業マップ)
DHCPサービスの設定の一環として、サーバーが管理する IPアドレスに関する要素
を決定します。ネットワークに複数のDHCPサーバーが必要な場合には、いくつか
の IPアドレスに対する役割をサーバーごとに割り当てることができます。その際に
は、アドレス管理をどのように分担させるかを決定する必要があります。次の表の
作業マップでは、ネットワークでDHCPを使用するときに IPアドレスを管理するた
めの作業について説明しています。表には、各作業の実行方法を詳しく説明した節
へのリンクも含まれています。

作業 説明 参照先

サーバーが管理する IPアドレスを指
定します。

DHCPサーバーが管理する IPアドレ
スの数と範囲を決定します。

341ページの「IPアドレスの数と範
囲」

サーバーがクライアントのホスト名を
自動的に生成するかどうかを決定しま
す。

ホスト名を生成すべきかどうかを決定
できるように、クライアントホスト名
が生成される方法を確認します。

341ページの「クライアントホスト名
の生成」

クライアントに割り当てる構成マクロ
を決定します。

クライアントに適したマクロを選択で
きるように、クライアント構成マクロ
について確認します。

341ページの「デフォルトのクライア
ント設定マクロ」

使用するリースタイプを決定します。 DHCPクライアントに最適なリースタ
イプを決定するために、リースタイプ
について確認します。

342ページの「動的リースタイプと常
時リースタイプ」
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IPアドレスの数と範囲
DHCPマネージャを使用すると、サーバーの初期構成時に、総アドレス数とブ
ロックの開始アドレスを指定することにより、そのブロック分の IPアドレス、また
はその範囲内の IPアドレスをDHCPの管理下に追加できます。DHCPマ
ネージャは、この情報から連続するアドレスのリストを作成し、追加します。アド
レスが連続していない複数のブロックがある場合は、初期構成のあとにDHCPマ
ネージャのアドレスウィザードを再起動してほかのアドレスを追加できます。

IPアドレスの構成を行う前に、アドレスを追加する最初のブロックにあるアドレス
の数と、その範囲内の開始のアドレスの IPアドレスを控えておいてください。

クライアントホスト名の生成
DHCP本来の動的な特性により、IPアドレスはそれを使用するシステムのホスト名
に恒久的に関連付けられる訳ではありません。DHCP管理ツールでは、各 IPアドレ
スに対応するクライアント名を生成できます。クライアント名には、接頭辞 (ルート
名)とダッシュ、それにサーバーから割り当てられる数字が使用されます。たとえ
ば、ルート名が charlieなら、クライアント名は charlie-1、charlie-2、charlie-3

のようになります。

デフォルトでは、生成されたクライアント名は、それを管理するDHCPサーバーの
名前で始まります。この方法は、複数のDHCPサーバーが存在する環境で便利で
す。特定のDHCPサーバーがどのクライアントを管理しているのかをDHCPネット
ワークテーブルから簡単に知ることができるからです。ただし、ルート名は任意の
名前に変更できます。

IPアドレスを構成する前に、DHCP管理ツールを使ってクライアント名を生成する
かどうか、生成する場合は、そのクライアント名に使用するルート名を決めてくだ
さい。

生成されるクライアント名は、DHCPの構成時にホスト名を登録するように指定す
れば、/etc/inet/hosts、DNS、またはNIS+内の IPアドレスに対応付けることがで
きます。詳細は、379ページの「クライアントホスト名の登録」を参照してくださ
い。

デフォルトのクライアント設定マクロ
Oracle Solaris DHCPで、「マクロ」は複数のネットワーク構成オプションとその設定
値の集まりです。DHCPサーバーは、マクロを使って、どのようなネットワーク構
成情報をDHCPクライアントに送信するかを決めます。
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管理ツールは、DHCPサーバーの構成時に、システムファイルから情報を収集する
だけでなく、プロンプトやコマンド行オプションを通して管理者から直接情報を収
集します。この情報から次のマクロを作成します。

■ ネットワークアドレスマクロ—ネットワークアドレスマクロの名前は、クライア
ントネットワークの IPアドレスと同じになります。たとえば、ネットワークのア
ドレスが 192.68.0.0なら、ネットワークアドレスマクロの名前も 192.68.0.0にな
ります。このマクロには、ネットワークのどのクライアントでも必要になる情報
が含まれています。たとえば、サブネットマスク、ネットワークブロードキャス
トアドレス、デフォルトルーター、またはルーター発見トークン、さら
に、サーバーでNIS/NIS+を使用する場合には、NIS/NIS+のドメインと
サーバーなどです。ネットワークに適用可能なその他のオプションも含まれるこ
とがあります。ネットワークアドレスマクロは、そのネットワークにあるすべて
のクライアントに対して自動的に処理されます (329ページの「マクロ処理の順
序」を参照)。

■ ロケールマクロ—ロケールマクロの名前は Localeです。このマクロには、時間
帯を指定するための協定世界時 (UTC)からの時間差 (秒単位)が含まれていま
す。ロケールマクロは自動的には処理されません。これは、サーバーマクロに含
まれています。

■ サーバーマクロ—サーバーマクロの名前はサーバーのホスト名と同じになりま
す。たとえば、サーバーの名前が pineolaなら、サーバーマクロの名前も pineola

になります。このサーバーマクロには、リースポリシー、時間サーバー、DNSド
メイン、DNSサーバーに関する情報のほかに、構成プログラムがシステムファイ
ルから入手したその他の情報が含まれていることがあります。サーバーマクロに
はロケールマクロが含まれているため、DHCPは、ロケールマクロをサーバーマ
クロの一部として処理します。

最初のネットワークの IPアドレスを構成する際に、これらのアドレスを使用する
すべてのDHCPクライアントに対して使用するクライアント構成マクロを選択す
る必要があります。選択したマクロは、その IPアドレスにマップされます。デ
フォルトではサーバーマクロが選択されます。このサーバーマクロには、この
サーバーを使用するすべてのクライアントに必要な情報が含まれています。

クライアントは、IPアドレスにマップされているマクロのオプションより先
に、ネットワークアドレスマクロに含まれているオプションを受け取ります。その
ため、サーバーマクロのオプションとネットワークアドレスマクロのオプションが
矛盾する場合は、サーバーマクロのオプションが優先します。マクロが処理される
順序については、329ページの「マクロ処理の順序」を参照してください。

動的リースタイプと常時リースタイプ
構成しようとするアドレスにリースポリシーが適用されるかどうかは、「リースタ
イプ」で決まります。DHCPマネージャでは、最初のサーバーの構成時に、追加す
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るアドレスに動的リースを使用するか、常時リースを使用するかを選択できま
す。dhcpconfigコマンドによるDHCPサーバーの構成では、動的リースが使用され
ます。

IPアドレスのリースが「動的リース」なら、DHCPサーバーはこのアドレスを管理
できます。DHCPサーバーは、IPアドレスをクライアントに割り当て、リース期間
を延長し、さらに、そのアドレスが使用されなくなったら、それを検出し、再利用
できます。IPアドレスのリースが「常時リース」の場合、DHCPサーバーはアドレ
スを割り当てることしかできません。その場合、クライアントは、そのアドレス
を、明示的に解放するまで所有します。アドレスが解放されると、サーバーはアド
レスをほかのクライアントに割り当てることができます。そのアドレスは、常時
リースとして構成されている限り、リースポリシーの対象となることはありませ
ん。

IPアドレスの範囲を構成した場合、選択したリースタイプはその範囲内のすべての
アドレスに適用されます。DHCPの利点を最大限に活かすためには、大部分のアド
レスに対して動的リースを使用する必要があります。必要なら、あとで個々のアド
レスを変更して常時リースを指定できます。ただし、常時リースの数は最小限に抑
えるべきです。

予約済み IPアドレスとリースタイプ
IPアドレスは、特定のクライアントに手動で割り当てることにより予約できま
す。予約済みアドレスは、常時リースとも動的リースとも関連付けることもできま
す。予約済みアドレスに常時リースが割り当てられている場合には、次の条件が適
用されます。

■ そのアドレスに結合されているクライアント以外のクライアントにそのアドレス
を割り当てることはできません。

■ DHCPサーバーがこのアドレスを別のクライアントに割り当てることはできませ
ん。

■ DHCPサーバーがこのアドレスを再利用することはできません。

予約済みアドレスに動的リースが割り当てられている場合には、このアドレスに結
合されているクライアントだけにこのアドレスを割り当てることができます。ただ
し、クライアントは、アドレスが予約されていないかのように、リース期間を管理
し、リースの延長をネゴシエートする必要があります。この方法を使用する
と、ネットワークテーブルを参照するだけで、クライアントがそのアドレスを使用
しているかどうかを監視できます。

初期構成時にすべての IPアドレスに対して予約済みアドレスを生成することはでき
ません。予約済みアドレスは、個々のアドレスに対しての使用は制限すべきものだ
からです。
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複数のDHCPサーバーを使用するための計画
複数のDHCPサーバーを構成して IPアドレスを管理する場合には、次のガイドライ
ンに従ってください。

■ 各サーバーがそれぞれのアドレス範囲を受け持ち、またアドレス範囲が重複しな
いように、IPアドレスのプールを分割します。

■ 可能であれば、データストアとしてNIS+を選択します。そうでない場合は、テ
キストファイルを選択し、データストアへの絶対パスとして共有ディレクトリを
指定します。バイナリファイルのデータストアを共有することはできません。

■ アドレスの所有権が正しく割り当てられるように、またサーバーベースのマクロ
が自動的に作成されるように、個々のサーバーを個別に構成します。

■ 指定された時間間隔で dhcptabテーブルのオプションとマクロを走査するように
サーバーを設定します。これによって、すべてのサーバーが最新の情報を使用し
ます。DHCPマネージャでは、dhcptabの自動的な読み取りをスケジュールでき
ます (380ページの「DHCPサーバー用の性能オプションのカスタマイズ」を参
照)。

■ すべてのクライアントからすべてのDHCPサーバーにアクセスできるようにしま
す。これによって、個々のサーバーがそれぞれを相互にサポートできます。たと
えば、有効な IPアドレスリースを持つクライアントが、そのアドレスを所有する
サーバーにアクセスできないため、構成の検証またはリースの延長を行おうとし
ているとします。クライアントが一次サーバーに 20秒間アクセスを試みても応答
がない場合は、別のサーバーがクライアントに応答できます。さらに、あるクラ
イアントが特定の IPアドレスを要求しても、そのアドレスを所有するサーバーが
応答しない場合にも、ほかのいずれかのサーバーが要求を処理します。ただ
し、この場合、クライアントが受信するのは、要求したアドレスではありませ
ん。クライアントは、応答したDHCPサーバーが所有している IPアドレスを受け
取ります。
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リモートネットワークのDHCP構成の計画
DHCPの初期構成が完了すると、リモートネットワーク内の IPアドレスをDHCPの
管理下に置くことができます。ただし、システムファイルはサーバー内にないた
め、DHCPマネージャや dhcpconfigはデフォルト値を提供するための情報を検索で
きません。したがって、管理者が情報提供する必要があります。リモートネット
ワークの構成を行う前に、次の情報を用意してください。

■ リモートネットワークの IPアドレス。
■ リモートネットワークのサブネットマスク。この情報は、ネームサービスの

netmasksテーブルから取得できます。ネットワークがローカルファイルを使用す
る場合は、そのネットワーク内のシステム上にある /etc/netmasksを参照してく
ださい。ネットワークが NIS+を使用する場合は、niscat netmasks.org_dirコマ
ンドを使用します。ネットワークが NISを使用する場合には、ypcat -k

netmasks.byaddrコマンドを使用します。netmasksテーブルが、管理対象とした
いすべてのサブネットに関するトポロジ情報をすべて含んでいることを確認して
ください。

■ ネットワークタイプ。クライアントは、ローカルエリアネットワーク (LAN)接続
か、ポイントツーポイントプロトコル (PPP)を通してネットワークに接続しま
す。

■ 経路制御情報。クライアントはルーター発見機能を使用できますか。使用できな
い場合は、クライアントが使用するルーターの IPアドレスを指定する必要があり
ます。

■ NISドメインとNISサーバー (使用する場合)。
■ NIS+ドメインとNIS+サーバー (使用する場合)。

DHCPネットワークの追加手順については、385ページの「DHCPネットワークの追
加」を参照してください。

DHCPを設定するためのツールの選択
情報の収集やDHCPサービスの計画が終わったら、DHCPサーバーを構成しま
す。サーバーの構成には、DHCPマネージャかコマンド行ユーティリティー
dhcpconfigを使用します。DHCPマネージャでオプションを選択し、データを指定
すると、そのデータからDHCPサーバーが使用する dhcptabテーブルとネットワーク
テーブルが作成されます。dhcpconfigユーティリティーでは、コマンド行オプ
ションを使ってデータを入力する必要があります。

DHCPマネージャの機能
JavaTM技術ベースのGUIツールであるDHCPマネージャには、DHCP構成ウィザード
があります。DHCPサーバーとして構成されていないシステムでDHCPマ
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ネージャを初めて実行すると、DHCP構成ウィザードが自動的に起動されま
す。DHCP構成ウィザードの一連のダイアログボックスでは、サーバーの構成に不
可欠な次の情報を入力する必要があります。データストア形式、リースポリ
シー、DNS/NIS/NIS+サーバーとドメイン、ルーターのアドレスなど。ただし、この
情報の一部はウィザードがシステムファイルから入手します。したがって、情報が
正しいかどうかを確認したり、正しくない場合は訂正します。

いくつかのダイアログボックスを表示し、情報が正しいことを確認すると、DHCP
サーバーデーモンがサーバーシステムで起動されます。そして、追加アドレス
ウィザードを起動し、ネットワーク用の IPアドレスを構成するように求められま
す。最初は、サーバーのネットワークだけがDHCP用に構成され、その他の
サーバーオプションにはデフォルト値が与えられます。初期構成が完了したあとで
DHCPマネージャを再起動すると、ネットワークを追加したり、ほかのサーバーオ
プションを変更したりできます。

DHCP構成ウィザードについては、349ページの「DHCPサーバーの構成と構成解除
(DHCPマネージャ)」を参照してください。DHCPマネージャの詳細については、362
ページの「DHCPマネージャについて」を参照してください。

dhcpconfig機能
dhcpconfigユーティリティーは、DHCPサーバーの構成や構成解除だけでなく、新
しいデータストアへの変換やほかのDHCPサーバーとのデータのインポート/エクス
ポートを行うことができます。dhcpconfigユーティリティーを使ってDHCP
サーバーを構成しようとすると、このユーティリティーは、システムファイルから
情報を取得します (334ページの「システムファイルとネットマスクテーブルの更
新」を参照)。DHCPマネージャの場合とは異なり、システムファイルから取得した
情報の表示や確認を行うことはできません。したがって、dhcpconfigを使用する場
合は、システムファイルを事前に更新しておくことが重要になります。コマンド行
オプションを使用すると、dhcpconfigがデフォルトでシステムファイルから得る値
を無効にできます。dhcpconfigユーティリティーは、スクリプト中で使用できま
す。詳細は、dhcpconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

DHCPマネージャと dhcpconfigの比較
下の表に、2つのサーバー構成ツールの相違点を示します。

表 13–4 DHCPマネージャと dhcpconfigコマンドの比較

機能 DHCPマネージャ dhcpconfig (オプションの指定)

システムから収集されたネット
ワーク情報。

システムファイルから収集され
た情報を表示し、必要な場合は
変更できます。

コマンド行オプションを使って
ネットワーク情報を指定できま
す。
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表 13–4 DHCPマネージャと dhcpconfigコマンドの比較 (続き)
機能 DHCPマネージャ dhcpconfig (オプションの指定)

構成処理の速さ。 必須ではないサーバーオプ
ションのプロンプトを省略する
ことによって、構成処理を高速
化できます。代わりにデフォル
ト値を使用します。必須ではな
いオプションは、初期構成後に
変更できます。

構成処理はもっとも速いです
が、多くのオプションを使って
値を指定しなければならない場
合があります。

DHCPマネージャまたは dhcpconfigユーティリティーを使ってサーバーを構成する
手順については、第 14章「DHCPサービスの構成 (手順)」を参照してください。
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DHCPサービスの構成 (手順)

ネットワーク上のDHCPサービスを構成する際には、最初のDHCPサーバーを構成
し起動します。ほかのDHCPサーバーはあとで追加できます。データストアが共有
データをサポートする場合、共有された場所から同じデータにアクセスできま
す。この章では、DHCPサーバーを構成し、ネットワークと関連する IPアドレスを
DHCPの管理下に置く作業について説明します。さらに、DHCPサーバーを構成解除
する方法についても説明します。

作業ごとに、同じ作業をDHCPマネージャで処理する手順と、 dhcpconfig

ユーティリティーで処理する手順を説明します。この章では、次の内容について説
明します。

■ 349ページの「DHCPサーバーの構成と構成解除 (DHCPマネージャ)」
■ 357ページの「DHCPサーバーの構成と構成解除 (dhcpconfigコマンド)」

DHCPサービスの構成作業で問題がある場合は、第 17章「DHCPの障害追跡 (リ
ファレンス)」を参照してください。

DHCPサービスの構成が終了したら、DHCPサービスの管理に関する説明が記載され
ている第 15章「DHCPの管理 (手順)」を参照してください。

DHCPサーバーの構成と構成解除 (DHCPマネージャ)
この節では、DHCPマネージャを使用してDHCPサーバーを構成および構成解除す
る手順について説明します。なお、DHCPマネージャを使用するには、CDEや
GNOMEなどのX Window Systemが動作している必要があります。

/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgrコマンドで DHCPマネージャを実行するために
は、スーパーユーザーになる必要があります。このユーティリティーの一般的な説
明については、362ページの「DHCPマネージャについて」を参照してくださ
い。DHCPマネージャを実行する方法についての詳細は、367ページの「DHCP
サービスを起動および停止する方法 (DHCPマネージャ)」を参照してください。
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DHCPとして構成されていないサーバーでDHCPマネージャを実行すると、次の画
面が表示されます。DHCPサーバーを構成するのか、BOOTPリレーエージェントを
構成するのかを指定できます

DHCPサーバーの構成
DHCPサーバーを構成する場合は、DHCPマネージャによってDHCP構成
ウィザードが起動され、サーバーの構成に必要な情報の入力を求められます。次の
図に示すような、ウィザードの初期画面が表示されます。

図 14–1 DHCPマネージャの「サーバー構成の選択 (Choose Server Configuration)」ダイアログ
ボックス

DHCPサーバーの構成と構成解除 (DHCPマネージャ)

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月350



ウィザードの質問に答えると、DHCPマネージャは、次のテーブルに示されている
項目を作成します。

表 14–1 DHCPサーバーの構成時に作成される項目

項目 説明 内容

サーバー構成ファイ
ル。/etc/inet/dhcpsvc.conf

サーバー構成オプションのキーワード
および値を記録します。

データストア形式とその場所、システムの
ブート時にDHCPデーモンを起動するために
in.dhcpdに指定するオプション。このファイル
を手動で編集してはいけません。DHCP構成情
報を変更するには、dhcpmgrまたは dhcpconfig

を使用する必要があります。

dhcptabテーブル DHCPマネージャは、dhcptabテーブ
ルが存在しない場合はこれを生成しま
す。

値が割り当てられたマクロとオプション。

ロケールマクロ (任意)。名前
は Locale

ユニバーサル時間 (UTC)とローカルな
時間帯との時間差 (秒単位)が含まれま
す。

秒数が割り当てられた UTCoffstオプション。

図 14–2 DHCP構成ウィザードの初期画面

DHCPサーバーの構成と構成解除 (DHCPマネージャ)
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表 14–1 DHCPサーバーの構成時に作成される項目 (続き)
項目 説明 内容

サーバーマクロ。名前は
サーバーのノード名に一致す
る

DHCPサーバーを構成した管理者の入
力によって決定される値を持つオプ
ションが含まれます。オプション
は、サーバーが所有するアドレスを使
用するすべてのクライアントに適用さ
れます。

Localeマクロと次のオプション。
■ Timeserv。サーバーの一次 IPアドレスを指
し示すように設定されています。

■ LeaseTim。リースの時間 (秒数)が設定され
ます。

■ LeaseNeg (ネゴシエーション可能なリースを
選択した場合)。

■ DNSdmainおよび DNSserv (DNSが構成されて
いる場合)。

■ Hostname。このオプションに値を設定して
はいけません。このオプションが存在する
と、ホスト名はネームサービスから取得さ
れる必要があることを意味します。

ネットワークアドレスマク
ロ。名前はクライアント
ネットワークのネットワーク
アドレスと同じ

DHCPサーバーを構成した管理者の入
力によって決定される値を持つオプ
ションが含まれます。オプション
は、マクロ名で指定されたネット
ワーク上に存在するすべてのクライア
ントに適用されます。

次のオプション。
■ Subnet。ローカルサブネットのサブネット
マスクが設定されます

■ Router。ルーターの IPアドレスが設定され
ます。RDiscvyF。クライアントは
ルーターディスカバリを使用します

■ Broadcst。ブロードキャスト IPアドレスが
設定されます。このオプションは、ネット
ワークがポイントツーポイントネット
ワークではない場合だけ存在します。

■ MTU。最大転送ユニット

■ NISdmainおよび NISservs (NISが構成されて
いる場合)

■ NIS+domおよび NIS+serv (NIS+が設定され
ている場合)

ネットワークのネットワーク
テーブル

ネットワークの IPアドレスが作成され
るまで、空のテーブルとして作成され
ます。

IPアドレスを追加するまで、内容はありませ
ん。
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▼ DHCPサーバーを構成する方法 (DHCPマネージャ)
DHCPサーバーを構成する前に第 13章「DHCPサービスの使用計画 (手順)」を必ず
お読みください。特に、次の作業を行う際には、336ページの「DHCPサーバーの構
成前に必要な選択 (作業マップ)」のガイドラインが役立ちます。

■ DHCPサーバーとして使用するシステムを選択します。
■ データストア、リースポリシー、ルーター情報について決定します。

サーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

DHCPマネージャを起動します。
#/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

「DHCPサーバーとして構成 (Configure as DHCP Server)」オプションを選択します。

サーバーの構成を支援する「DHCP構成ウィザード (DHCP Configuration Wizard)」が
表示されます。

計画作成段階で決めた事項に基づいて、オプションを選択するか、要求された情報
を入力します。

わからないことがある場合は、ウィザードウィンドウ内の「ヘルプ (Help)」をク
リックしてWebブラウザを開き、DHCP構成ウィザードのヘルプを表示します。

要求された情報の指定が終了したら、「完了 (Finish)」をクリックしてサーバー構成
を完了します。

アドレス起動ウィザードのプロンプトで「はい (Yes)」をクリックし、サーバーの IP
アドレスを構成します。

「ネットワークへアドレスの追加 (Add Addresses to Network)」ウィザードでは、どの
アドレスをDHCPの制御下に置くかを指定できます。

計画作成段階で決めた事柄に従って質問に答えます。

詳細は、340ページの「IPアドレスの管理に必要な選択 (作業マップ)」を参照してく
ださい。わからないことがある場合は、ウィザードウィンドウ内の「ヘルプ
(Help)」をクリックしてWebブラウザを開き、「ネットワークへアドレスの追加
(Add Addresses to Network )」ウィザードのヘルプを表示します。

選択した項目を確認し、「完了 (Finish)」をクリックしてネットワークテーブルに IP
アドレスを追加します。

指定した範囲内にある各アドレスのレコードで、ネットワークテーブルが更新され
ます。

始める前に

1

2

3

4

5

6

7

8

DHCPサーバーの構成と構成解除 (DHCPマネージャ)

第 14章 • DHCPサービスの構成 (手順) 353



「ネットワークウィザード (Network Wizard)」を使えば、ほかのネットワークを
DHCPサーバーに追加できます (385ページの「DHCPネットワークの追加」を参
照)。

BOOTPリレーエージェントの構成
BOOTPリレーエージェントを構成する場合は、DHCPマネージャが次の動作を行い
ます。

■ 要求をリレーすべき 1つまたは複数のDHCPサーバーの IPアドレスを入力するよ
うに求める

■ BOOTPリレーサービスに必要な設定を格納する

次に、BOOTPリレーエージェントの構成を選択した場合に表示される画面を示しま
す。

▼ BOOTPリレーエージェントを構成する方法 (DHCP
マネージャ)
BOOTPリレーエージェントを構成する前に第 13章「DHCPサービスの使用計画 (手
順)」を必ずお読みください。とりわけ、使用するシステムの選択には、337ページ
の「DHCPサービスを実行するホストの選択」が役立ちます。

サーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

図 14–3 DHCPマネージャの「BOOTPリレーの構成 (Configure BOOTP Relay)」

参照

始める前に
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DHCPマネージャを起動します。
#/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

システムがDHCPサーバーか BOOTPリレーエージェントとして構成されていない
と、「DHCP構成ウィザード (DHCP Configuration Wizard)」が起動されます。システ
ムがすでにDHCPサーバーとして構成されている場合は、まずサーバーを構成解除
する必要があります。詳細は、355ページの「DHCPサーバーと BOOTPリ
レーエージェントの構成解除」を参照してください。

「BOOTPリレーとして構成 (Configure as BOOTP Relay)」を選択します。

「BOOTPリレーの構成 (Configure BOOTP Relay)」ダイアログボックスが表示されま
す。

1つまたは複数のDHCPサーバーの IPアドレスかホスト名を入力し、「追加 (Add)」を
クリックします。

指定するDHCPサーバーは、この BOOTPリレーエージェントによって受信される
BOOTP要求やDHCP要求を処理できるように構成されていなければなりません。

「了解 (OK)」をクリックして、ダイアログボックスを終了します。

DHCPマネージャはアプリケーションを終了するための「ファイル (File)」メ
ニューと、サーバーを管理するための「サービス (Service)」メニューだけを表示しま
す。無効になっているメニューオプションはDHCPサーバーだけで使用されます。

DHCPサーバーとBOOTPリレーエージェントの構
成解除
DHCPサーバーまたは BOOTPリレーエージェントを構成解除するとき、DHCPマ
ネージャは次の動作を行います。

■ DHCPデーモン (in.dhcpcd)プロセスを停止する
■ デーモンの起動に関する情報とデータストアの場所を記録している

/etc/inet/dhcpsvc.confファイルを削除する

次に、DHCPサーバーの構成解除を選択した場合の画面を示します。
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構成解除したサーバー上のDHCPデータ
DHCPサーバーを構成解除するときには、dhcptabテーブルとDHCPネットワーク
テーブルをどのように処理するかを決定する必要があります。そのデータが
サーバー間で共有されている場合は、dhcptabとDHCPネットワークテーブルを削除
しないでください。これらのテーブルを削除すると、DHCPがネットワーク全体で
使用できなくなります。データの共有は、NIS+またはエクスポートしたローカル
ファイルシステムを使用して行うことができます。/etc/inet/dhcpsvc.confファイル
には、使用されるデータストアとその場所が記録されています。

データを削除するためのいずれのオプションも選択しなければ、データをそのまま
の形で残し、DHCPサーバーを構成解除できます。サーバーを構成解除し、データ
をそのままの形で残す場合は、DHCPサーバーを無効にします。

IPアドレスの所有権を別のDHCPサーバーに移したい場合は、DHCPデータをその
DHCPサーバーに移動する必要があります。その場合には、現在のサーバーを構成
解除する前にデータを移動してください。詳細は、439ページの「DHCPサーバー間
での構成データの移動 (作業マップ)」を参照してください。

データを削除したい場合は、dhcptabおよびネットワークテーブルを削除するための
オプションを選択します。DHCPアドレス用のクライアント名がすでに作成されて
いる場合には、このようなエントリを hostsテーブルから削除することもできま
す。クライアント名のエントリは、DNS、/etc/inet/hosts、または NIS+から削除
できます。

BOOTPリレーエージェントを構成解除する前に、DHCPサーバーへ要求を転送する
ために、このエージェントを使用しているクライアントが存在しないことを確認し
てください。

図 14–4 DHCPマネージャの「サービスの解除 (Unconfigure Service)」ダイアログボックス
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▼ DHCPサーバーまたはBOOTPリレーエージェント
を構成解除する方法 (DHCPマネージャ)

スーパーユーザーになります。

DHCPマネージャを起動します。
#/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

「サービス (Service)」メニューから、「構成解除 (Unconfigure)」を選択します。
「サービスの解除 (Unconfigure Service)」ダイアログボックスが表示されま
す。サーバーが BOOTPリレーエージェントの場合、このダイアログボックスでリ
レーエージェントを構成解除することを確認できます。サーバーがDHCP
サーバーの場合、DHCPデータをどうするかを決定し、このダイアログボックスで
選択する必要があります。図 14–4を参照してください。

(省略可能)データを削除するためのオプションを選択します。
サーバーが共有データ (NIS+経由で共有されるデータ、またはNFS経由で共有され
るファイル)を使用する場合、データを削除するオプションは選択しないでくださ
い。サーバーが共有データを使用しない場合、データを削除するオプションの 1つ
または両方を選択します。

データの削除については、356ページの「構成解除したサーバー上のDHCP
データ」を参照してください。

「了解 (OK)」をクリックしてサーバーを構成解除します。
「サービスの解除 (Unconfigure Service)」ダイアログボックスとDHCPマネージャが
終了します。

DHCPサーバーの構成と構成解除 (dhcpconfigコマンド)
この節では、dhcpconfigとコマンド行オプションを使用して、DHCPサーバーまた
は BOOTPリレーエージェントを構成または構成解除する手順について説明します。

▼ DHCPサーバーを構成する方法 (dhcpconfig -D)
DHCPサーバーを構成する前に第 13章「DHCPサービスの使用計画 (手順)」を必ず
お読みください。特に、次の作業を行う際には、336ページの「DHCPサーバーの構
成前に必要な選択 (作業マップ)」のガイドラインが役立ちます。

■ DHCPサーバーとして使用するシステムを選択します。
■ データストア、リースポリシー、ルーター情報について決定します。
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DHCPサーバーの構成を行うシステムにログインします。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してDHCPサーバーを構成します。
#/usr/sbin/dhcpconfig -D -r datastore -p location

datastoreは次のどれかです。 SUNWfiles、SUNWbinfiles、または SUNWnisplus。

locationには、(データストアによって異なる) DHCPデータを保存したい場所を指定
します。SUNWfilesおよび SUNWbinfilesの場合、この場所は絶対パス名で指定する必
要があります。SUNWnisplusの場合、この場所は完全指定のNIS+ディレクトリで指
定する必要があります。

たとえば、次のようなコマンドを入力します。

dhcpconfig -D -r SUNWbinfiles -p /var/dhcp

dhcpconfigユーティリティーは、ホストのシステムファイルとネットワークファイ
ルを使って、DHCPサーバーの構成に使用する値を決定します。デフォルトの値を
変更できる dhcpconfigコマンドのその他のオプションについては、dhcpconfig(1M)
のマニュアルページを参照してください。

1つまたは複数のネットワークをDHCPサービスに追加します。

ネットワークを追加する手順については、387ページの「DHCPネットワークを追加
する方法 (dhcpconfig)」を参照してください。

▼ BOOTPリレーエージェントを構成する方法
(dhcpconfig -R )
337ページの「DHCPサービスを実行するホストの選択」に記載されている要件に
従って、BOOTPリレーエージェントとして使用するシステムを選択します。

BOOTPリレーエージェントとして構成したいサーバーにログインします。
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スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してBOOTPリレーエージェントを構成します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -R server-addresses

要求を転送するDHCPサーバーの 1つまたは複数の IPアドレスを指定します。複数
のアドレスを指定する場合には、アドレス間をコンマで区切ります。

たとえば、次のようなコマンドを入力します。

/usr/sbin/dhcpconfig -R 192.168.1.18,192.168.42.132

▼ DHCPサーバーまたはBOOTPリレーエージェント
を構成解除する方法 (dhcpconfig -U)
構成解除したいDHCPサーバーまたはBOOTPリレーエージェントシステムにログイン
します。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

DHCPサーバーまたはBOOTPリレーエージェントを構成解除します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -U

サーバーが共有データを使用していない場合は、-xオプションを使って、構成解除
と同時に dhcptabテーブルとネットワークテーブルを削除できます。サーバーが共有
データを使用する場合、-xオプションは使用しないでください。-hオプションを使
用すると、ホスト名をホストテーブルから削除できます。dhcpconfigのオプション
については、dhcpconfig(1M)のマニュアルページを参照してください。

データの削除については、356ページの「構成解除したサーバー上のDHCP
データ」を参照してください。
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DHCPの管理 (手順)

この章では、Oracle Solaris DHCPサービスを管理するときに便利な作業について説明
します。この章では、サーバー、BOOTPリレーエージェント、およびクライアント
に関する作業を説明します。各作業ごとに、DHCPマネージャを使用する手順と
DHCPコマンド行ユーティリティーを使用する手順を説明します。DHCPコマンド行
ユーティリティーについての詳細は、マニュアルページを参照してください。

この章に進む前に、DHCPサービスとネットワークの初期構成を済ませておく必要
があります。DHCPの構成については、第 14章「DHCPサービスの構成 (手順)」を
参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

■ 362ページの「DHCPマネージャについて」
■ 365ページの「DHCPコマンドへのユーザーアクセスの設定」
■ 366ページの「DHCPサービスの起動と停止」
■ 368ページの「DHCPサービスとサービス管理機能」
■ 369ページの「DHCPサービスオプションの変更 (作業マップ)」
■ 382ページの「DHCPネットワークの追加、変更、削除 (作業マップ)」
■ 393ページの「DHCPサービスによる BOOTPクライアントのサポート (作業
マップ)」

■ 396ページの「DHCPサービスで IPアドレスを使用して作業する (作業マップ)」
■ 413ページの「DHCPマクロを使用した作業 (作業マップ)」
■ 424ページの「DHCPオプションを使用した作業 (作業マップ)」
■ 434ページの「DHCPサービスを使用したOracle Solarisネットワークインストール
のサポート」

■ 434ページの「リモートブートクライアントとディスクレスブートクライアント
のサポート (作業マップ)」

■ 436ページの「情報だけを受け取るようにDHCPクライアントを設定 (作業
マップ)」

■ 437ページの「新しいDHCPデータストアへの変換」
■ 439ページの「DHCPサーバー間での構成データの移動 (作業マップ)」
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DHCPマネージャについて
DHCPマネージャは、DHCPサービスで管理作業を実行するために使用するグラ
フィカルユーザーインタフェース (GUI)ツールです。

DHCPマネージャウィンドウ
DHCPマネージャウィンドウの外観は、DHCPマネージャが動作するシステムで
DHCPサーバーがどのように構成されているかによって異なります。

システムがDHCPサーバーとして構成されている場合、DHCPマネージャはタブ形
式のウィンドウを使用します。作業に応じて適切なタブを選択してください。DHCP
マネージャには次のタブがあります。

■ 「アドレス (Addresses)」タブ – DHCPが管理しているすべてのネットワークと IP
アドレスをリストします。「アドレス (Addresses)」タブでは、ネットワークや IP
アドレスを操作できます。追加や削除は、1つずつ行うこともブロック単位で行
うこともできます。また、各ネットワークや IPアドレスの属性を変更したり、ア
ドレスをまとめて同時に同じ属性に変更したりできます。DHCPマネージャを起
動すると、「アドレス (Addresses)」タブが最初に開かれます。

■ 「マクロ (Macros)」タブ – DHCP構成テーブル (dhcptab)で利用できるすべてのマ
クロと、それらのマクロに含まれるオプションをリストします。「マクロ
(Macros)」タブでは、マクロの作成や削除ができます。さらに、オプションを追
加し、その値を設定することによってマクロを変更できます。

■ 「オプション (Options)」タブ –このDHCPサーバーについて定義されたすべての
オプションをリストします。このタブで表示されるオプションは、DHCPプロト
コルで定義された標準的なオプションではありません。「拡張
(Extended)」、「ベンダー (Vendor)」、または「サイト (Site)」のクラスを持
つ、標準オプションを拡張したものです。標準オプションは変更できないた
め、このタブには表示されません。

DHCPサーバーでDHCPマネージャを起動すると、次のようなDHCPマネージャの
ウィンドウが表示されます。

DHCPマネージャについて
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サーバーが BOOTPリレーエージェントとして構成されている場合、DHCPマ
ネージャウィンドウにはこれらのタブは表示されません。BOOTPリレーエージェン
トでは、これらのタブの情報は必要ないからです。BOOTPリレーエージェントの属
性を変更し、DHCPマネージャを使用してDHCPデーモンを停止または起動するこ
とだけが可能です。次の図は、BOOTPリレーエージェントとして構成されたシステ
ム上で起動した場合のDHCPマネージャウィンドウです。

図 15–1 DHCPサーバーシステム上のDHCPマネージャ

図 15–2 BOOTPリレーエージェント上のDHCPマネージャ
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DHCPマネージャのメニュー
DHCPマネージャのメニューには、次の項目が含まれます。
■ 「ファイル (File)」– DHCPマネージャを終了します。
■ 「編集 (Edit)」–ネットワーク、アドレス、マクロ、およびオプションについて管
理作業を実行します。

■ 「表示 (View)」–現在選択されているタブの表示を変更します。
■ 「サービス (Service)」 – DHCPデーモンとデータストアを管理します。
■ 「ヘルプ (Help)」– Webブラウザを開いて、DHCPマネージャのヘルプを表示し
ます。

DHCPマネージャが BOOTPリレーエージェントで実行されている場合、「編集
(Edit)」メニューと「表示 (View)」メニューは使用できません。

すべてのDHCP管理機能は、「編集 (Edit)」メニューと「サービス (Service)」メ
ニューで実行されます。

「編集 (Edit)」メニューにあるコマンドを使用して、選択されているタブの項目を作
成、削除、変更できます。この項目には、ネットワーク、アドレス、マクロ、オプ
ションがあります。また、「アドレス (Addresses)」タブが選択されている場
合、「編集 (Edit)」メニューはウィザードも表示します。このウィザードは、ネット
ワークと複数の IPアドレスを容易に作成できるダイアログのセットです。

「サービス (Service)」メニューは、DHCPデーモンを管理するためのコマンドを表示
します。「サービス (Service)」メニューでは、次のタスクを実行できます。
■ DHCPデーモンを起動および停止する。
■ DHCPデーモンを有効化および無効化する。
■ サーバー構成を変更する。
■ サーバー構成を解除する。
■ データストアを変換する。
■ サーバー上のデータをエクスポートおよびインポートする。

DHCPマネージャの起動と停止
DHCPマネージャをDHCPサーバーシステムで実行する場合、スーパーユーザーと
して実行する必要があります。DHCPマネージャをリモートから実行する必要があ
る場合には、X Windowリモート表示機能を使用して、表示画面を使用しているシス
テムに送信できます。

▼ DHCPマネージャを起動および停止する方法
DHCPサーバーシステムでスーパーユーザーになります。1
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(省略可能)リモートでDHCPサーバーシステムにログインしている場合、次の手順で
ローカルのシステムにDHCPマネージャを表示できます。

a. ローカルシステムで次のように入力します。
# xhost +server-name

b. リモートのDHCPサーバーシステムで次のように入力します。
# DISPLAY=local-hostname;export DISPLAY

DHCPマネージャを起動します。
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

DHCPマネージャウィンドウが開きます。サーバーがDHCPサーバーとして構成さ
れている場合には、「アドレス (Addresses)」タブが表示されます。サーバーが
BOOTPリレーエージェントとして構成されている場合には、タブは表示されませ
ん。

DHCPマネージャを停止するには、「ファイル (File)」メニューから「終了 (Exit)」を
選択します。

DHCPマネージャウィンドウが閉じます。

DHCPコマンドへのユーザーアクセスの設定
デフォルトでは、dhcpconfig、dhtadm、および pntadmコマンドを実行できるの
は、rootまたはスーパーユーザーだけです。これらのコマンドを rootユーザー以外
で使用する場合は、これらのコマンドに対して、役割によるアクセス制御 (RBAC)を
設定する必要があります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

さらに、次のマニュアルページも役立ちます。rbac(5)、exec_attr(4)、および
user_attr(4)です。

次の手順では、ユーザーにDHCP管理プロファイルを割り当て、そのユーザーが
DHCPコマンドを実行できるようにする方法を説明します。

▼ DHCPコマンドへのユーザーアクセスを与える方
法

DHCPサーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

2

3

4
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/etc/user_attrファイルを編集してエントリを次の書式で追加します。DHCP
サーバーを管理するユーザーまたは役割ごとに 1つのエントリを追加します。
username::::type=normal;profiles=DHCP Management

たとえば、ユーザー ramには、次のエントリを追加します。

ram::::type=normal;profiles=DHCP Management

DHCPサービスの起動と停止
この節では、DHCPマネージャや dhcpconfigコマンドを使用したDHCPサービスの
起動や停止を説明します。DHCPサービスの起動や停止は、サービス管理機能 (SMF)
コマンドでもできます。DHCPサービスで SMFコマンドを使用する方法について
は、368ページの「DHCPサービスとサービス管理機能」を参照してください。

DHCPサービスの起動と停止には、DHCPデーモンの動作に影響する可能性がある処
理をいくつか実行する必要があります。正しい手順を選択して希望する結果を得る
ためには、それぞれの処理の意味を理解しておく必要があります。これらの処理の
意味は次のとおりです。

■ 「起動、停止、再起動コマンド」は、現在のセッションのデーモンだけに影響し
ます。つまり、DHCPサービスを停止すると現在実行中のデーモンは終了します
が、システムを再起動すると終了したデーモンは再び起動します。サービスを停
止しても、DHCPデータテーブルは影響されません。DHCPマネージャや SMFコ
マンドを使って、サービスを有効にも無効にもすることなく、DHCPサービスを
一時的に起動したり停止したりできます。

■ 「有効コマンドと無効コマンド」は、現在のセッションと将来のセッションの
デーモンに影響します。DHCPサービスを無効にすると、現在実行中のデーモン
は終了し、サーバーを再起動しても終了したデーモンは起動しません。DHCP
デーモンがシステム起動時に自動的に起動するように設定しておく必要がありま
す。DHCPデータテーブルは影響されません。DHCPサービスを有効または無効
にするには、DHCPマネージャ、dhcpconfigコマンド、または SMFコマンドを使
用できます。

■ 「構成解除コマンド」は、デーモンをシャットダウンし、システムの再起動時に
デーモンが起動されないようにし、DHCPデータテーブルを削除できるようにし
ます。DHCPサービスを構成解除する操作には、DHCPマネージャや dhcpconfig

コマンドが使用できます。構成解除については、第 14章「DHCPサービスの構成
(手順)」を参照してください。

注 –サーバーに複数のネットワークインタフェースがあり、すべてのネットワークで
はDHCPサービスを提供したくない場合、383ページの「DHCPで監視するネット
ワークインタフェースの指定」を参照してください。
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次に、DHCPサービスを起動および停止、有効および無効にする手順を説明しま
す。

▼ DHCPサービスを起動および停止する方法 (DHCP
マネージャ)

DHCPサーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

DHCPマネージャを起動します。
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

次のいずれかの手順に従います。

■ 「サービス (Service)」メニューから「起動 (Start)」を選択して、DHCPサービスを
起動します。

■ 「サービス (Service)」メニューから「停止 (Stop)」を選択して、DHCPサービスを
停止します。

DHCPデーモンは、再開されるかシステムが再起動するまで停止します。

■ 「サービス (Service)」メニューから「再開 (Restart)」を選択して、DHCPサービス
を停止しすぐに再起動します。

▼ DHCPサービスを有効または無効にする方法
(DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの中で次の 1つを選択します。

■ 「サービス (Service)」メニューの「有効 (Enable)」を選択して、システム起動時に
DHCPデーモンが自動的に起動するようにします。

有効を選択すると、DHCPサービスは直ちに起動します。

■ 「サービス (Service)」メニューの「無効 (Disable)」を選択して、システム起動時に
DHCPデーモンが自動的に起動しないようにします。

無効を選択すると、DHCPサービスは直ちに停止します。

1

2

3
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▼ DHCPサービスを有効または無効にする方法
(dhcpconfig -S)

DHCPサーバーシステムにログインします。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次のいずれかを選択してください。

■ DHCPサービスを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -S -e

■ DHCPサービスを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -S -d

DHCPサービスとサービス管理機能
サービス管理機能 (SMF)については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18
章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。SMFの svcadmコマンドを使用す
ると、DHCPサーバーを有効にして起動したり、DHCPサーバーを無効にして停止し
たりできます。ただし、DHCPツールで設定できるDHCPサービスオプションを
SMFコマンドで変更することはできません。つまり、/etc/dhcp/dhcpsvc.conf

ファイルに格納されているサービスオプションを SMFツールで設定することはでき
ません。

次の表は、DHCPコマンドと、それと同等の SMFコマンドを対比したものです。

表 15–1 DHCPサーバーの作業に使用する SMFコマンド

タスク DHCPのコマンド SMFコマンド

DHCPサービス
を有効にします

dhcpconfig -S -e svcadm enable svc:/network/dhcp-server

DHCPサービス
を無効にします

dhcpconfig -S -d svcadm disable svc:/network/dhcp-server

1

2

3
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表 15–1 DHCPサーバーの作業に使用する SMFコマンド (続き)
タスク DHCPのコマンド SMFコマンド

DHCPサービス
を起動します (現
在のセッション
のみ)

なし svcadm enable -t svc:/network/dhcp-server

DHCPサービス
を停止します (現
在のセッション)

なし svcadm disable -t svc:/network/dhcp-server

DHCPサービス
を再開します

dhcpconfig -S -r svcadm restart svc:/network/dhcp-server

DHCPサービスオプションの変更 (作業マップ)
DHCPサービスの機能には、DHCPマネージャを使用した初期構成の際にはできない
場合でも、あとから値を変更できるものがあります。サービスオプションを変更す
る場合には、DHCPマネージャの「サービスオプションの変更 (Modify Service
Options)」ダイアログが使用できます。あるいは、dhcpconfigコマンドでオプション
を指定することもできます。

次の表のマップでは、DHCPサービスオプションを変更するための作業について説
明しています。この表には、各作業を完了するための手順へのリンクも含まれてい
ます。

作業 説明 説明

ログオプションを変更します。 ログを有効または無効にし、さ
らにDHCPトランザクションの
ログに使用する syslog機能を選
択します。

373ページの「詳細DHCPログメッセージを生成
する方法 (DHCPマネージャー)」

373ページの「詳細DHCPログメッセージを生成
する方法 (コマンド行)」

374ページの「DHCPトランザクションログを有
効または無効にする方法 (DHCPマネージャ)」

375ページの「DHCPトランザクションログを有
効または無効にする方法 (コマンド行)」

375ページの「DHCPトランザクションを別の
syslogファイルに記録する方法」
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作業 説明 説明

DNS更新オプションを変更しま
す。

クライアント用のDNSエントリ
(ホスト名を指定する)を動的に
追加するサーバーの機能を有効
または無効にします。DNSを更
新する際にサーバーが使用でき
る最大の時間を決めます。

377ページの「DHCPクライアント用に動的DNS
更新を有効にする方法」

重複 IPアドレス検出を有効また
は無効にします。

DHCPサーバーが IPアドレスを
クライアントに提供する前に IP
アドレスがまだ使用されていな
いことを確認できるようにする
かどうかを指定します。

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (DHCPマネージャ)」

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (コマンド行)」

DHCPサーバーの構成情報の読
み込みに関するオプションを変
更します。

指定された間隔での dhcptabの
自動読み込みを有効または無効
にします。また、読み込み間隔
を変更します。

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (DHCPマネージャ)」

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (コマンド行)」

リレーエージェントホップ数を
変更します。

DHCPデーモンでドロップされ
る前に要求をやり取りできる
ネットワーク数を増減します。

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (DHCPマネージャ)」

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (コマンド行)」

提供される IPアドレスが
キャッシュされている時間を変
更します。

新しいクライアントに IPアドレ
スを提供する前にDHCPサービ
スが提供された IPアドレスを予
約する秒数を増減します。

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (DHCPマネージャ)」

381ページの「DHCP性能オプションをカスタマ
イズする方法 (コマンド行)」

次に、DHCPマネージャの「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダ
イアログボックスを示します。
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DHCPログオプションの変更
DHCPサービスは、DHCPサービスメッセージとDHCPトランザクションを syslog

に記録できます。syslogについての詳細は、syslogd(1M)および syslog.conf(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

syslogに記録されるDHCPサービスメッセージには、次のものがあります。

■ エラーメッセージ。DHCPサービスがクライアントまたは管理者の要求を完了す
るのを妨げる条件を、管理者に通知します。

■ 警告と通知。DHCPサービス完了を妨げはしないが、正常終了しなかった状態を
管理者に通知します。

DHCPデーモンの詳細オプションを使用して、報告される情報を増やすことができ
ます。詳細メッセージ出力は、DHCPに関する問題の障害追跡に役立つ場合があり
ます。詳細は、373ページの「詳細DHCPログメッセージを生成する方法 (DHCPマ
ネージャー)」を参照してください。

図 15–3 DHCPマネージャの「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログ
ボックス
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もう 1つの有用な障害追跡方法は、トランザクションの記録です。トランザク
ションは、DHCPサーバーや BOOTPリレーとクライアントとの間のすべての交換に
関する情報を提供します。DHCPトランザクションのメッセージには、次のタイプ
があります。

■ ASSIGN – IPアドレスの割り当て
■ ACK –サーバーは、クライアントが提供された IPアドレスを受け入れることを認
め、構成パラメータを送る

■ EXTEND –リース期間の延長
■ RELEASE – IPアドレスの解放
■ DECLINE –クライアントはアドレス割り当てを拒否している
■ INFORM –クライアントはネットワーク構成パラメータを要求しているが IPアド
レスは要求していない

■ NAK –サーバーは、クライアントに対して、すでに使用された IPアドレスの使用
要求を認めない

■ ICMP_ECHO –サーバーは、可能性のある IPアドレスがほかのホストですでに使
用中であることを検出する

BOOTPリレートランザクションのメッセージには、次のタイプがあります。
■ RELAY-CLNT –メッセージはDHCPクライアントからDHCPサーバーへリレーさ
れる

■ RELAY-SRVR –メッセージはDHCPサーバーからDHCPクライアントへリレーさ
れる

DHCPトランザクションのログは、デフォルトでは使用不可になっています。DHCP
トランザクションのログが使用可能になっていると、デフォルトで syslogの local0

機能が使用されます。DHCPトランザクションメッセージは、syslog重大度レベル
notice (通知)で生成されます。セキュリティーレベルがこのレベルにあると、DHCP
トランザクションのログは、ほかのシステム通知のログと同じファイルに書き込ま
れます。しかし、local機能を使用しているため、DHCPトランザクション
メッセージのログはほかのシステム通知とは別のファイルに書き込むことができま
す。DHCPトランザクションメッセージのログを別のファイルに書き込むに
は、syslog.confファイルを編集して、別のログファイルを指定する必要がありま
す。syslog.confファイルについての詳細は、syslog.conf(4)のマニュアルページを
参照してください。

DHCPトランザクションログは有効または無効にできます。さらに、異なる syslog

機能 (local0から local7まで)を指定できます。詳細は、374ページの「DHCPトラン
ザクションログを有効または無効にする方法 (DHCPマネージャ)」を参照してくださ
い。サーバーシステムの syslog.confファイルを構成すると、syslogdがDHCPトラ
ンザクションメッセージを格納するファイルを変更できます。詳細は、375ページ
の「DHCPトランザクションを別の syslogファイルに記録する方法」を参照してく
ださい。

DHCPサービスオプションの変更 (作業マップ)

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月372

http://docs.sun.com/doc/816-5174/syslog.conf-4?a=view


▼ 詳細DHCPログメッセージを生成する方法 (DHCP
マネージャー)

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログボックスが開か
れ、そこに「オプション (Options)」タブが表示されます。図 15–3を参照してくださ
い。

「詳細ログメッセージ (Verbose Log Messages)」を選択します。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択します。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」オプションはダイアログボックス下部にありま
す。

「了解 (OK)」をクリックします。

このセッション以降、このオプションを再設定するまで、デーモンは詳細モードで
動作します。メッセージを表示するのに時間がかかるため、詳細モードではデーモ
ンの効率が低下する場合があります。

▼ 詳細DHCPログメッセージを生成する方法 (コマン
ド行)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次のコマンドを入力して詳細モードにします。
# /usr/sbin/dhcpconfig -P VERBOSE=true

次回のDHCPサーバーの起動からサーバーは詳細モードで実行されます (詳細モード
がオフにされるまで)。
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詳細モードをオフに設定する場合は、次のコマンドを入力します。

# /usr/sbin/dhcpconfig -P VERBOSE=

このコマンドは、VERBOSEキーワードを値なしに設定します。すると、この
キーワードはサーバーの構成ファイルから削除されます。

メッセージを表示するのに時間がかかるため、詳細モードではデーモンの効率が低
下する場合があります。

▼ DHCPトランザクションログを有効または無効に
する方法 (DHCPマネージャ)
この手順では、以後すべてのDHCPサーバーセッションに関するトランザクション
ログを有効または無効にします。

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「syslogへのログトランザクション (Log Transactions to Syslog Facility)」を選択します。

トランザクションログを無効にするには、このオプションの選択を解除します。

(省略可能)ローカル機能を 0から 7まで選択して、DHCPトランザクションログに使用
します。

デフォルトでは、DHCPトランザクションはシステム通知が書き込まれる場所に書
き込まれます。システム通知が書き込まれる場所は syslogdで構成できます。DHCP
トランザクションをほかのシステム通知とは別の場所に記録する場合は、375ページ
の「DHCPトランザクションを別の syslogファイルに記録する方法」を参照してく
ださい。

トランザクションログを有効にすると、メッセージファイルのサイズは急速に大き
くなります。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択します。

「了解 (OK)」をクリックします。

このセッション以降、ログを無効にするまで、デーモンは選択された syslog機能に
トランザクションを記録します。
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▼ DHCPトランザクションログを有効または無効に
する方法 (コマンド行)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の手順から 1つを選択します。

■ DHCPトランザクションログを使用可能にする場合は、次のコマンドを入力しま
す。
# /usr/sbin/dhcpconfig -P LOGGING_FACILITY=syslog-local-facility

syslog-local-facilityは 0 - 7の数字です。このオプションを省略すると、0が使用され
ます。

デフォルトでは、DHCPトランザクションはシステム通知が書き込まれる場所に
書き込まれます。システム通知が書き込まれる場所は syslogdで構成できま
す。DHCPトランザクションをほかのシステム通知とは別の場所に記録する場合
は、375ページの「DHCPトランザクションを別の syslogファイルに記録する方
法」を参照してください。

トランザクションログを有効にすると、メッセージファイルのサイズは急速に大
きくなります。

■ DHCPトランザクションログを使用不可にする場合は、次のコマンドを入力しま
す。
# /usr/sbin/dhcpconfig -P LOGGING_FACILITY=

パラメータの値を指定しません。

▼ DHCPトランザクションを別の syslogファイルに
記録する方法

DHCPサーバーシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。
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DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割が、この作業の実施に十分であ
るとは限りません。この役割には、syslogファイルを編集する権限が必要です。

サーバーシステムの /etc/syslog.confファイルを編集し、次の書式の行を追加しま
す。
localn.notice path-to-logfile

nにはトランザクションログ用に指定した syslog機能番号を指定しま
す。path-to-logfileには、トランザクションを記録するファイルへの絶対パスを指定し
ます。

たとえば、次のような行を追加できます。

local0.notice /var/log/dhcpsrvc

syslog.confファイルについての詳細は、syslog.conf(4)のマニュアルページを参照
してください。

DHCPサーバーによる動的DNS更新の有効化
DNSはインターネット用にネームサービスを提供します。DNSマッピングが行われ
ていれば、ホスト名からでも IPアドレスからでもシステムにアクセスできます。さ
らに、このシステムにはドメインの外からでもアクセスできます。

DHCPサービスでは、DNSを 2つの方法で使用できます。

■ DHCPサーバーは、クライアントに割り当てようとする IPアドレスにマップされ
ているホスト名を検索できます。サーバーは、クライアントのホスト名とクライ
アントのそのほかの構成情報を返します。

■ DHCPサーバーは、クライアントに代わってDNSマッピングを行うことができま
す。ただし、DHCPサーバーの構成でDNSの更新が可能になっていなければなり
ません。クライアントは、DHCPサービスを要求する際に独自のホスト名を指定
できます。DNSの更新が可能に設定されていると、DHCPサーバーは指定された
ホスト名を使ってDNSを更新します。DNS更新が正常なら、DHCPサーバーは要
求されたホスト名をクライアントに返します。DNS更新が正常でないな
ら、DHCPサーバーは異なるホスト名をクライアントに返します。

自身のホスト名を供給するDHCPクライアントのためにDNSサービスを更新するよ
うにDHCPサービスを構成できます。DNS更新機能が正しく働くためには、DNS
サーバー、DHCPサーバー、DHCPクライアントがどれも正しく設定されていなけれ
ばなりません。さらに、要求されたホスト名が、ドメインのほかのシステムに
よって使用されているものではなりません。
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DHCPサーバーのDNS更新機能が動作するのは、次の条件がすべて真であるときで
す。

■ DNSサーバーがRFC 2136をサポートする。
■ DNSソフトウェアが BIND v8.2.2パッチレベル 5以降のものである。DNSソフト
ウェアがDHCPサーバーシステムで動作するか、DNSサーバーシステムで動作す
るかを問いません。

■ DNSサーバーがDHCPサーバーからの動的DNS更新を受け入れるように構成され
ている。

■ DHCPサーバーが動的DNS更新を行うように構成されている。
■ DNSサポートが、DHCPサーバー上のDHCPクライアントのネットワーク用に構
成されている。

■ DHCPクライアントが、そのDHCP要求メッセージで要求されたホスト名を供給
するように構成されている。

■ 要求されたホスト名が、DHCP所有のアドレスに対応している。そのホスト名に
対応するアドレスがない場合もあります。

▼ DHCPクライアント用に動的DNS更新を有効にす
る方法

注 –動的DNS更新は「セキュリティー上のリスク」であることに注意してくださ
い。

デフォルトでは、Oracle Solaris DNSデーモン (in.named)は動的更新を許可しませ
ん。動的DNS更新を行う権限は、DNSサーバーシステムの named.conf構成ファイル
で与えられます。ほかのセキュリティーは提供されません。動的DNS更新を有効に
するときには、この機能のユーザーに対する便利さとセキュリティーリスクのバラ
ンスを注意深く考慮する必要があります。

DNSサーバーで、スーパーユーザーとして /etc/named.confファイルを編集します。

named.confファイルで、適切なドメインの zoneセクションを見つけます。

DHCPサーバーの IPアドレスを allow-updateキーワードに追加します。
allow-updateキーワードが存在しない場合は、このキーワードを挿入します。

たとえば、DHCPサーバーのアドレスが 10.0.0.1と 10.0.0.2である場
合、dhcp.domain.comゾーンの named.confファイルを次のように変更します。
zone "dhcp.domain.com" in {

type master;

file "db.dhcp";
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allow-update { 10.0.0.1; 10.0.0.2; };

};

zone "10.IN-ADDR.ARPA" in {

type master;

file "db.10";
allow-update { 10.0.0.1; 10.0.0.2; };

};

DHCPサーバーがAと PTRの両方のレコードをDNSサーバー上で更新できるよう
に、両方のゾーンの allow-updateを有効にする必要があります。

DHCPサーバー上で、DHCPマネージャを起動します。
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &

詳細は、364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してく
ださい。

「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択します。

「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログボックスが開きま
す。

「クライアント要求によりDNSホスト情報を更新 (Update DNS Host Information Upon
Client Request)」を選択します。

DNSサーバーからの応答を待ち、時間切れになるまでの秒数を指定し、「了解
(OK)」をクリックします。

通常は、デフォルト値として 15秒を指定すれば十分です。時間切れに関する問題が
発生した場合は、あとでこの値を増やすことも可能です。

「マクロ (Macros)」タブをクリックして、正しいDNSドメインが指定されていること
を確認します。

DNSdmainオプションを渡すには、動的DNS更新のサポートを期待するクライアント
への正しいドメイン名と共に指定する必要があります。デフォルトでは、DNSdmain

がサーバーマクロ中に指定されています。この値は、各 IPアドレス構成マクロとし
て使用されます。

DHCPサービスを要求するときにそのホスト名を指定するようにDHCPクライアント
を設定します。

Oracle Solaris DHCPクライアントを使用する場合は、462ページの「特定のホスト名
を要求するようにOracle Solaris DHCPv4クライアントを有効にする方法」を参照して
ください。Oracle Solaris DHCPクライアント以外のクライアントを使用する場合
は、ホスト名の指定方法についてそのDHCPクライアントのマニュアルを参照して
ください。
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クライアントホスト名の登録
DHCPサービスで使用する IPアドレスのホスト名をDHCPサーバーが生成するよう
にすると、DHCPサーバーがこれらのホスト名をNIS+、/etc/inet/hosts、または
DNSネームサービスに登録できます。ホスト名の登録をNISで行うことはできませ
ん。NISには、NISマップの更新や伝達をプログラムで行うためのプロトコルが備
わっていないからです。

注 – DNSサーバーとDHCPサーバーが同じシステムで動作している場合のみ、DHCP
サーバーは、生成したホスト名をDNSに登録できます。

DHCPクライアントがそのホスト名を指定し、DHCPサーバーが動的に更新できるよ
うDNSサーバーが構成されている場合には、DHCPサーバーがクライアントに代
わってDNSを更新できます。動的更新は、DNSサーバーとDHCPサーバーが異なる
システムで動作している場合でも行われます。この機能を有効にする方法について
は、376ページの「DHCPサーバーによる動的DNS更新の有効化」を参照してくだ
さい。

次の表に、さまざまなネームサービスによるDHCPクライアントシステムのホスト
名の登録を要約します。

表 15–2 ネームサービスへのクライアントホスト名の登録

ホスト名を登録する人または物

ネームサービス DHCPが生成したホスト名 DHCPクライアントが指定したホスト名

NIS NIS管理者 NIS管理者

NIS+ DHCPツール DHCPツール

/etc/inet/hosts DHCPツール DHCPツール

DNS DHCPツール (DNSサーバーがDHCP
サーバーと同じシステムで動作して
いる場合)

DNS管理者 (DNSサーバーが異なる
システムで動作している場合)

DHCPサーバー (動的DNS更新が可
能として構成されている場合)

DNS管理者 (動的DNS更新が可能と
してDHCPサーバーが構成されてい
ない場合)

DHCPクライアントがDHCP要求で特定のホスト名を指定する構成になっている場
合、Oracle Solaris DHCPクライアントは、DHCP要求で特定のホスト名を指定できま
す (462ページの「特定のホスト名を要求するようにOracle Solaris DHCPv4クライアン
トを有効にする方法」を参照)。ほかのDHCPクライアントでこの機能がサポートさ
れているかどうかについては、それぞれのベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
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DHCPサーバー用の性能オプションのカスタマイ
ズ
DHCPサーバーの性能に影響するオプションを変更できます。これらのオプション
について、次の表で説明します。

表 15–3 DHCPサービスの性能に影響するオプション

サーバーオプション 説明 キーワード

BOOTPリレーエージェン
トホップの最大数

一定数以上の BOOTPリレーエージェントを通過する
と、その要求はドロップされます。デフォルトのリ
レーエージェントホップ数の最大は 4です。ほとんど
のネットワークは、この数で十分なはずです。DHCP
要求がDHCPサーバーに到達するまでにいくつかの
BOOTPリレーエージェントを通過する場合は、ネット
ワークで 4つ以上のホップが必要になることがありま
す。

RELAY_HOPS=integer

重複したアドレスを検出
する

デフォルトでは、サーバーは IPアドレスをクライアン
トに提供する前にこのアドレスに pingします。pingに
対する応答がなければ、このアドレスはまだ使用され
ていません。この機能を無効にすることに
よって、サーバーがクライアントにアドレスを提供す
るまでの時間を短縮できます。ただし、この機能を無
効にすると、重複した IPアドレスを使用する危険があ
ります。

ICMP_VERIFY=TRUE/FALSE

指定された間隔で dhcptab

を自動的に再読み込む
サーバーは、指定された間隔 (分単位)で dhcptabを自
動的に読み込むように設定できます。ネットワークの
構成情報を頻繁に変更せず、複数のDHCPサーバーを
持っていない場合は、dhcptabを自動的に再読み込みす
る必要はありません。また、DHCPマネージャに
は、データ変更後にサーバーに dhcptabを再読み込み
させるようにするオプションもあります。

RESCAN_INTERVAL=min

指定された時間、提供さ
れた IPアドレスを
キャッシュする

サーバーが IPアドレスをクライアントに提供する
と、その IPアドレスはキャッシュされます。IPアドレ
スがキャッシュされている間は、サーバーはそのアド
レスを再び提供することはしません。提供した IPアド
レスがキャッシュに書き込まれている秒数を変更でき
ます。デフォルトは 10秒です。低速のネットワークで
は、このキャッシュ時間を延長する必要があります。

OFFER_CACHE_TIMEOUT=sec

次の手順では、これらのオプションを変更する方法を説明します。
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▼ DHCP性能オプションをカスタマイズする方法
(DHCPマネージャ)

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

必要なオプションを変更します。

オプションについては、表 15–3を参照してください。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択します。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCP性能オプションをカスタマイズする方法 (コ
マンド行)
この手順で変更したオプションは、DHCPサーバーを再起動するまで有効にはなり
ません。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

1つまたは複数の性能オプションを変更します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -P keyword=value,keyword=value...

keyword=valueには、次のキーワードが使用できます。

RELAY_HOPS=integer デーモンがDHCPまたは BOOTPのデータグ
ラムをドロップする前に発生することがで
きるリレーエージェントホップの最大数を
指定します。

ICMP_VERIFY=TRUE/FALSE 重複 IPアドレスの自動検出を有効または無
効にします。このキーワードに FALSEを設定
することはお勧めできません。
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RESCAN_INTERVAL=minutes DHCPサーバーが dhcptab情報を自動的に読
み込み直す間隔を分で指定します。

OFFER_CACHE_TIMEOUT=seconds DHCPサーバーがDHCPクライアントを検
索するために提供した IPアドレスを
キャッシュに書き込んでおく秒数を指定し
ます。デフォルトは 10秒です。

DHCP性能オプションの設定

次に、すべてのコマンドオプションを指定する方法の例を示します。

# dhcpconfig -P RELAY_HOPS=2,ICMP_VERIFY=TRUE,\

RESCAN_INTERVAL=30,OFFER_CACHE_TIMEOUT=20

DHCPネットワークの追加、変更、削除 (作業マップ)
DHCPサーバーを構成する際に、DHCPサービスを使用するために少なくとも 1つの
ネットワークを構成する必要があります。いつでもネットワークを追加できます。

次の表のマップでは、初期構成を完了したDHCPネットワークを管理するときに実
行できる追加の作業について説明しています。この作業マップには、作業の実施に
必要な手順へのリンクが含まれています。

タスク 説明 説明

サーバーネットワークイン
タフェースでのDHCP
サービスを有効または無効
にします

デフォルトの動作では、DHCP要求に
対するすべてのネットワークインタ
フェースを監視します。DHCP要求を
すべてのインタフェースで受け付けな
い場合は、監視するインタフェースの
リストからインタフェースを削除でき
ます。

384ページの「DHCP監視用のネットワークイ
ンタフェースを指定する方法 (DHCPマ
ネージャ)」

DHCPサービスに新しい
ネットワークを追加しま
す。

ネットワーク上の IPアドレスを管理す
るため、ネットワークをDHCPの管理
下に置きます。

386ページの「DHCPネットワークを追加する
方法 (DHCPマネージャ)」

387ページの「DHCPネットワークを追加する
方法 (dhcpconfig)」

DHCPに管理されたネット
ワークのパラメータを変更
します。

特定のネットワークのクライアントに
渡される情報を変更します。

389ページの「DHCPネットワークの構成を変
更する方法 (DHCPマネージャ)」

390ページの「DHCPネットワークの構成を変
更する方法 (dhtadm)」
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タスク 説明 説明

DHCPサービスからネット
ワークを削除します。

これ以降、ネットワーク上の IPアドレ
スがDHCPによって管理されないよう
にネットワークを削除します。

392ページの「DHCPネットワークを削除する
方法 (DHCPマネージャ)」

392ページの「DHCPネットワークを削除する
方法 (pntadm)」

DHCPで監視するネットワークインタフェースの
指定
デフォルトでは、dhcpconfigもDHCPマネージャの構成ウィザードも、サーバーシ
ステムのすべてのネットワークインタフェースを監視するようにDHCPサーバーを
構成します。新しいネットワークインタフェースをサーバーシステムに追加した場
合、システムを起動すると、DHCPサーバーがこの新しいネットワークインタ
フェースを自動的に監視します。そのため、どのネットワークを追加してもその
ネットワークインタフェースを通して監視できます。

ただし、どのネットワークインタフェースを監視し、どのインタフェースを無視す
べきかを指定することもできます。特定のネットワーク上でDHCPサービスを提供
したくない場合、インタフェースを無視すると便利なことがあります。

どのインタフェースも無視するように設定したあとに新しいインタフェースをイン
ストールすると、DHCPサーバーは新しいインタフェースを無視します。その場合
には、サーバーの監視インタフェーリストに新しいインタフェースを追加する必要
があります。インタフェースを指定するには、DHCPマネージャまたは dhcpconfig

ユーティリティーを使用できます。

この節では、DHCPが監視または無視するネットワークインタフェースを指定でき
るようにするための手順についても説明します。このDHCPマネージャの手順で
は、DHCPマネージャの「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイ
アログボックスの「インタフェース (Interfaces)」タブを使用します (次図を参照)。
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▼ DHCP監視用のネットワークインタフェースを指
定する方法 (DHCPマネージャ)

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る

「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログボックスが表示さ
れます。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「インタフェース (Interfaces)」タブを選択します。

適切なネットワークインタフェースを選択します。

矢印ボタンをクリックして、インタフェースを適切なリストに移動します。

たとえば、インタフェースを無視する場合は、「監視中のインタフェース
(Monitored Interfaces)」リストからそのインタフェースを選択し、右矢印ボタンをク
リックします。インタフェースは、「削除するインタフェース (Ignored
Interfaces)」リストに表示されます。

図 15–4 DHCPマネージャの「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログ
ボックスの「インタフェース (Interfaces)」タブ
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「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択し、「了解 (OK)」をクリックします。
これらの変更は、再起動が行われたあとも有効です。

▼ DHCP監視用のネットワークインタフェースを指
定する方法 (dhcpconfig)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

DHCPサーバーシステム上で次のコマンドを入力します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -P INTERFACES=int,int,...

int, int,...は、監視するインタフェースのリストです。インタフェース名をコンマで区
切って指定します。

たとえば、ge0と ge1だけを監視する場合は、次のコマンドを使用します。

#/usr/sbin/dhcpconfig -P INTERFACES=ge0,ge1

無視するインタフェースは、dhcpconfigコマンド行から除外します。

このコマンドによる変更は再起動後も引き続き有効です。

DHCPネットワークの追加
DHCPマネージャを使用してサーバーを構成すると、最初のネットワークも同時に
構成されます。最初のネットワークは通常、サーバーシステムの主インタフェース
にあるローカルネットワークです。さらにほかのネットワークを構成したい場合
は、DHCPマネージャのDHCPネットワークウィザードを使用します。

dhcpconfig -Dコマンドを使用してサーバーを構成する場合は、DHCPサービスを使
用するすべてのネットワークを別個に構成する必要があります。詳細は、387ページ
の「DHCPネットワークを追加する方法 (dhcpconfig)」を参照してください。

次の図は、DHCPマネージャのDHCPネットワークウィザード用の最初のダイアロ
グボックスを示しています。
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新しいネットワークを構成すると、DHCPマネージャが次の内容を作成します。

■ データストアにネットワークテーブルを作成します。新しいネットワーク
は、DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブにあるネットワークリスト
に表示されます。

■ このネットワークに常駐するクライアントで必要とする情報を含むネットワーク
マクロを作成します。このネットワークマクロの名前はネットワークの IPアドレ
スと一致します。ネットワークマクロはデータストア内の dhcptabテーブルに追
加されます。

▼ DHCPネットワークを追加する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
すでにDHCPサービス用に構成されているネットワークがリストされます。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「編集 (Edit)」メニューから「ネットワークウィザード (Network Wizard)」を選択しま
す。

図 15–5 DHCPマネージャのネットワークウィザード
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オプションを選択するか、要求された情報を入力します。計画フェーズで行なった
決定に基づいて、指定すべき情報を決めます。
計画フェーズについては、345ページの「リモートネットワークのDHCP構成の計
画」を参照してください。

このウィザードでわからないことがある場合は、ウィザードウィンドウの「ヘルプ
(Help)」をクリックすると、DHCPネットワークウィザードのヘルプが表示されま
す。

必要な情報を入力し終えたあと、「完了 (Finish)」をクリックしてネットワークの構
成を終了します。
ネットワークウィザードは、空のネットワークテーブルを作成します。このテーブ
ルはウィンドウの左側の区画に表示されます。

さらに、ネットワークウィザードは、そのネットワークの IPアドレスと一致する名
前のネットワークマクロを作成します。

(省略可能)「マクロ (Macros)」タブを選択し、作成したネットワークマクロを選択し
て、マクロの内容を表示します。
ウィザードで指定した情報が、ネットワークマクロのオプションの値として挿入さ
れているか確認します。

このネットワークのアドレスを追加してから、そのネットワークの IPアドレスを
DHCPで管理する必要があります。詳細は、400ページの「DHCPサービスへの IPア
ドレスの追加」を参照してください。

ネットワークテーブルが空であっても、DHCPサーバーは、構成情報をクライアン
トに提供できます。詳細は、436ページの「情報だけを受け取るようにDHCPクライ
アントを設定 (作業マップ)」を参照してください。

▼ DHCPネットワークを追加する方法 (dhcpconfig)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

DHCPサーバーシステム上で次のコマンドを入力します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -N network-address
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network-addressには、DHCPサービスに追加するネットワークの IPアドレスを指定
します。-Nオプションで使用できるサブオプションについては、dhcpconfig(1M)の
マニュアルページを参照してください。

サブオプションを使用しない場合、dhcpconfigはネットワークファイルを使用し
て、ネットワークについての情報を取得します。

このネットワークのアドレスを追加してから、そのネットワークの IPアドレスを
DHCPで管理する必要があります。詳細は、400ページの「DHCPサービスへの IPア
ドレスの追加」を参照してください。

ネットワークテーブルが空であっても、DHCPサーバーは、構成情報をクライアン
トに提供できます。詳細は、436ページの「情報だけを受け取るようにDHCPクライ
アントを設定 (作業マップ)」を参照してください。

DHCPネットワークの構成の変更
ネットワークをDHCPサービスに追加したら、そのあとで、最初に入力した構成情
報を変更できます。構成情報は、ネットワーク上のクライアントに情報を渡すため
のネットワークマクロに格納されています。ネットワーク構成を変更するために
は、ネットワークマクロを変更する必要があります。

次に、DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを示します。

参照
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▼ DHCPネットワークの構成を変更する方法 (DHCP
マネージャ)

DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。

このDHCPサーバーについて定義されたすべてのマクロが左側の区画にリストされ
ます。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

変更するネットワーク構成と名前が一致するネットワークマクロを選択します。

ネットワークマクロ名は、そのネットワークの IPアドレスです。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。

「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスに、マクロに含まれるオプ
ションが示されます。

変更するオプションを選択します。

オプションの名前とその値は、ダイアログボックス上部のテキストフィールドに表
示されます。

図 15–6 DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブ

1

2

3

4

DHCPネットワークの追加、変更、削除 (作業マップ)

第 15章 • DHCPの管理 (手順) 389



(省略可能)オプション名を変更するか、「選択 (Select)」ボタンをクリックしてオプ
ション名のリストを表示します。
「(Select Option)」ダイアログボックスに、DHCPのすべての標準オプションが表示
されます。各オプションには簡単な説明がついています。

(省略可能)「(Select Option)」ダイアログボックスから 1つのオプション名を選択
し、「了解 (OK)」をクリックします。
新しいオプション名が「(Option Name)」フィールドに表示されます。

そのオプションの新しい値を入力して、「変更 (Modify)」をクリックします。

(省略可能)さらに、ダイアログボックスの「選択 (Select)」を使用することに
よって、ネットワークマクロにオプションを追加できます。
マクロの変更に関するより一般的な情報については、415ページの「DHCPマクロの
変更」を参照してください。

「DHCPサーバーに変更を通知する (Notify DHCP Server of Change)」を選択して、「了
解 (OK)」をクリックします。
この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

▼ DHCPネットワークの構成を変更する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

ネットワークのすべてのクライアントに関する情報を含むマクロを特定します。
ネットワークマクロの名前は、ネットワークの IPアドレスと一致します。

この情報がどのマクロに含まれているがわからない場合、dhtadm -Pコマンドを使用
すると、dhcptabテーブルを表示して、すべてのマクロを表示できます。

次の書式でコマンドを入力して、変更したいオプションの値を変更します。
# dhtadm -M -m macro-name -e ’symbol=value’ -g

dhtadmコマンド行オプションについては、dhtadm(1M)のマニュアルページを参照し
てください。
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dhtadmコマンドによるDHCPマクロの変更

たとえば、10.25.62.0のマクロのリース期間を 57600秒に変更し、NISドメインを
sem.example.comに変更するには、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -M -m 10.25.62.0 -e ’LeaseTim=57600’ -g

# dhtadm -M -m 10.25.62.0 -e ’NISdmain=sem.example.com’ -g

-gオプションを指定すると、DHCPデーモンは dhcptabテーブルを再読み込みし
て、変更を有効にします。

DHCPネットワークの削除
DHCPマネージャを使用すると、複数のネットワークを同時に削除できます。削除
するネットワークにあるDHCPに管理された IPアドレスに関連するホストテーブル
のエントリを自動的に削除するオプションもあります。次に、DHCPマ
ネージャの「ネットワークの削除 (Delete Networks)」ダイアログボックスを示しま
す。

pntadmコマンドを使用する場合、ネットワークからそれぞれの IPアドレスのエント
リを削除してからそのネットワークを削除する必要があります。一度に 1つの
ネットワークだけを削除できます。

図 15–7 DHCPマネージャの「ネットワークの削除 (Delete Networks)」ダイアログボックス
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▼ DHCPネットワークを削除する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「編集 (Edit)」メニューから「ネットワークの削除 (Delete Networks)」を選択します。
「ネットワークの削除 (Delete Networks)」ダイアログボックスが開きます。

「保持するネットワーク (Keep Networks)」リストで、削除したいネットワークを選択
します。

Controlキーを押しながらマウスをクリックすれば、複数のネットワークを選択でき
ます。Shiftキーを押しながらクリックすれば、ある範囲のネットワークを選択でき
ます。

右矢印ボタンをクリックして、選択したネットワークを「ネットワークの削除
(Delete Networks)」リストに移動します。

このネットワークのDHCPアドレスに対するホストテーブルエントリを削除する場合
は、「ホストテーブルエントリも削除 (Delete Host Table Entries)」を選択します。
ホストテーブルエントリを削除しただけでは、これらのアドレスに関するDNS
サーバー上のホスト登録は削除されません。エントリは、ローカルネームサービス
からのみ削除されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPネットワークを削除する方法 (pntadm)
この手順では、ネットワークを削除する前にDHCPネットワークテーブルから
ネットワークの IPアドレスを削除します。これらのアドレスを削除することに
よって、そのホスト名が hostsファイルまたはデータベースから確実に削除されま
す。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。
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次の書式でコマンドを入力して、ネームサービスから IPアドレスとそのホスト名を
削除します。
# pntadm -D -y IP-address

たとえば、IPアドレス 10.25.52.1を削除するには、次のコマンドを入力します。

# pntadm -D -y 10.25.52.1

この -yオプションは、ホスト名の削除を指定します。

ネットワークのアドレスごとに pntadm -D -yコマンドを繰り返し入力します。

多数のアドレスを削除する場合には、pntadmコマンドを実行するスクリプトを作成
することもできます。

すべてのアドレスを削除してから、次のコマンドを入力して、DHCPサービスから
ネットワークを削除します。
# pntadm -R network-IP-address

たとえば、ネットワーク 10.25.52.0を削除するには、次のコマンドを入力します。

# pntadm -R 10.25.52.0

pntadmユーティリティーの使用についての詳細は、pntadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

DHCPサービスによるBOOTPクライアントのサポート (作
業マップ)

DHCPサーバー上で BOOTPクライアントをサポートするには、DHCPサーバーを
BOOTP互換に設定する必要があります。このDHCPを使用できる BOOTPクライア
ントを指定したい場合は、BOOTPクライアントをDHCPサーバーのネットワーク
テーブルに登録できます。あるいは、その代わりに、BOOTPクライアントに自動的
に割り当てるいくつかの IPアドレスを予約しておくこともできます。

注 – BOOTPアドレスは常時割り当てられます。アドレスに常時リースを明示的に割
り当てたかどうかは関係ありません。

次の表では、BOOTPクライアントをサポートするために実行する必要がある作業に
ついて説明します。作業マップには、作業の実行に必要な手順へのリンクが含まれ
ています。
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タスク 説明 説明

自動 BOOTPサポートを設定します。 DHCPに管理されたネットワーク
や、リレーエージェントによって
DHCPに管理されたネットワークに接
続されたネットワークにあるすべての
BOOTPクライアントに IPアドレスを
提供します。

そのため、BOOTPクライアントでア
ドレスを排他的に使用するためにアド
レスのプールを予約する必要がありま
す。このオプションは、サーバーが多
くの BOOTPクライアントをサポート
する必要がある場合に便利です。

394ページの「すべての BOOTPクラ
イアントのサポートを設定する方法
(DHCPマネージャ)」

手動 BOOTPサポートを設定します。 DHCPサービスを使用して手動で登録
された BOOTPクライアントだけに IP
アドレスを提供します。

このオプションでは、BOOTPクライ
アント用に指定された特定の IPアド
レスにクライアントの IDを結びつけ
る必要があります。このオプション
は、BOOTPクライアントが少数の場
合や、DHCPサーバーを使用できる
BOOTPクライアントの数を制限する
場合に便利です。

395ページの「登録された BOOTPク
ライアントのサポートを設定する方法
(DHCPマネージャ)」

▼ すべてのBOOTPクライアントのサポートを設定す
る方法 (DHCPマネージャ)

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る

「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログボックスが開きま
す。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

このダイアログボックスの「BOOTP互換 (BOOTP Compatibility)」セクションで、「自
動 (Automatic)」を選択します。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択し、「了解 (OK)」をクリックします。

「アドレス (Addresses)」タブを選択します。
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BOOTPクライアント用に予約したいアドレスを選択します。
最初のアドレスをクリックし、Shiftキーを押しながら最後のアドレスをクリックし
て、一定範囲のアドレスを選択します。Controlキーを押しながら各アドレスをク
リックして、重複していない複数のアドレスを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「複数アドレスの変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアログボックスが開きます。

「BootP」セクションで、「BootPクライアントだけにすべてのアドレスを割り当て
る (Assign All Addresses Only to BOOTP Clients)」を選択します。
残りのオプションは「現在の設定を維持 (Keep Current Settings)」に設定しておきま
す。

「了解 (OK)」をクリックします。
これで、すべての BOOTPクライアントがこのDHCPサーバーからアドレスを取得で
きるようになりました。

▼ 登録されたBOOTPクライアントのサポートを設定
する方法 (DHCPマネージャ)

DHCPマネージャでは、「サービス (Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択す
る
「サービスオプションの変更 (Modify Service Options)」ダイアログボックスが開きま
す。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

このダイアログボックスの「BOOTP互換 (BOOTP Compatibility)」セクションで、「手
動 (Manual)」を選択します。

「サーバーの再起動 (Restart Server)」を選択し、「了解 (OK)」をクリックします。

「アドレス (Addresses)」タブを選択します。

特定のBOOTPクライアントに割り当てるアドレスを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ダイアログボックスが開きます。

「アドレス属性 (Address Properties)」ダイアログボックスの「リース (Lease)」タブを
選択します。
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「クライアント ID (Client ID)」フィールドでクライアントの IDを入力します。

Ethernetネットワークで動作する BOOTP Oracle Solarisクライアントの場合、クライ
アント IDは、クライアントの 16進数 Ethernetアドレスから派生した文字列になりま
す。クライアント IDには、Ethernet用のAddress Resolution Protocol (ARP)タイプ (01)
を示す接頭辞が含まれています。たとえば、Ethernetアドレス 8:0:20:94:12:1eを持
つ BOOTPクライアントは、0108002094121Eというクライアント IDを使用します。

ヒント – Oracle Solarisクライアントシステム上のスーパーユーザーとして次のコマン
ドを入力すると、そのインタフェースに関する Ethernetアドレスを取得できます。

# ifconfig -a

「予約 (Reserved)」を選択して、このクライアント用に IPアドレスを予約します。

「BOOTPクライアントのみに割り当てる ( Assign Only to BOOTP Clients)」を選択
し、「了解 (OK)」をクリックします。

「アドレス (Addresses)」タブでは、BOOTPは「状態 (Status)」フィールドに表示さ
れ、指定したクライアント IDは「クライアント ID (Client ID)」フィールドに表示さ
れます。

DHCPサービスで IPアドレスを使用して作業する (作業
マップ)

IPアドレスの追加、アドレス属性の変更、DHCPサービスからのアドレスの削除を
実行するには、DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使用できます。IPアドレ
スを使用して作業する前に、表 15–4を参照して、IPアドレスの属性をよく理解して
ください。この表を使用して、DHCPマネージャと pntadmを使用するための情報を
知ることができます。

注 –表 15–4には、pntadmを使って IPアドレスの追加や変更をしながら IPアドレスの
属性を指定する例が含まれています。pntadmの詳細については、pntadm(1M)のマ
ニュアルページも参照してください。

次の作業マップに、IPアドレスを追加、変更、または削除するときに必要な作業を
示します。さらに、作業マップには、作業の実行に必要な手順へのリンクが含まれ
ています。
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タスク 説明 説明

単一または複数の IPアドレスを
DHCPサービスに追加します。

DHCPマネージャを使用してDHCP
サービスですでに管理されている
ネットワークに IPアドレスを追加し
ます。

402ページの「単一の IPアドレスを追
加する方法 (DHCPマネージャ)」

403ページの「既存の IPアドレスを複
製する方法 (DHCPマネージャ)」

403ページの「複数の IPアドレスを追
加する方法 (DHCPマネージャ)」

404ページの「IPアドレスを追加する
方法 (pntadm)」

IPアドレスの属性を変更します。 表 15–4に示す IPアドレスの属性を変
更します。

406ページの「IPアドレスの属性を変
更する方法 (DHCPマネージャ)」

406ページの「IPアドレスの属性を変
更する方法 (pntadm)」

DHCPサービスから IPアドレスを削
除します。

指定された IPアドレスをDHCPから
使用できないように設定します。

407ページの「IPアドレスを使用不可
に指定する方法 (DHCPマネージャ)」

408ページの「IPアドレスを使用不可
に指定する方法 (pntadm)」

409ページの「DHCPサービスから IP
アドレスを削除する方法 (DHCPマ
ネージャ)」

410ページの「DHCPサービスから IP
アドレスを削除する方法 (pntadm)」

固定 IPアドレスをDHCPクライアン
トに割り当てます。

クライアントがその構成を要求するた
びに同じ IPアドレスを受け取るよう
にクライアントを設定します。

411ページの「固定 IPアドレスを
DHCPクライアントに割り当てる方法
(DHCPマネージャ)」

412ページの「固定 IPアドレスを
DHCPクライアントに割り当てる方法
(pntadm)」

次の表に、IPアドレスの属性の一覧および説明を示します。
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表 15–4 IPアドレスの属性

プロパティー 説明 pntadmコマンドで指定する方法

ネットワークアド
レス

作業の際に使用する IPアドレスを含む
ネットワークのアドレス。

このネットワークアドレスは、DHCPマ
ネージャのアドレスタブにあるネット
ワークリストに表示されます。

ネットワークアドレスは、IPアドレスを作成、変
更、または削除するために使用する pntadmコマンド行
の最後の引数にする必要があります。

たとえば、IPアドレスをネットワーク 10.21.0.0に追加
する場合には、次のように入力します。

pntadm -A ip-address options 10.21.0.0

IPアドレス 作成、変更、または削除する IPアドレ
ス。

この IPアドレスは、DHCPマネージャの
アドレスタブの最初の列に表示されま
す。

IPアドレスを操作する場合、pntadmコマンドに必ず
-A、-M、または -Dオプションを付けます。

たとえば、IPアドレス 10.21.5.12を変更する場合に
は、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 options 10.21.0.0

クライアント名 ホストテーブルで IPアドレスに割り当
てられるホスト名。この名前は、アドレ
スが作成されるときに、DHCPマ
ネージャによって自動的に生成できま
す。単一のアドレスを作成する場合、そ
の名前を入力できます。

-hオプションを使用してクライアント名を指定しま
す。

たとえば、10.21.5.12に対してクライアント名
carrot12を指定する場合には、次のように入力しま
す。

pntadm -M 10.21.5.12 -h carrot12 10.21.0.0

サーバーによる所
有

IPアドレスを管理し、DHCPクライアン
トの IPアドレス割り当て要求に応答す
るDHCPサーバー。

-sオプションを使用して所有サーバー名を指定しま
す。

たとえば、サーバー blue2が 10.21.5.12を所有すること
を指定するには、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -s blue2 10.21.0.0

構成マクロ dhcptabテーブルからネットワーク構成
オプションを取得するためにDHCP
サーバーが使用するマクロ。サーバーを
構成したり、ネットワークを追加したり
すると、いくつかのマクロが自動的に作
成されます。マクロについては、
328ページの「DHCPマクロについ
て」を参照してください。アドレスを作
成すると、サーバーマクロが同時に作成
されます。サーバーマクロは、各アドレ
スの構成マクロとして割り当てられま
す。

-mオプションを使用してマクロ名を指定します。

たとえば、サーバーマクロ blue2をアドレス 10.21.5.12

に割り当てる場合には、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -m blue2 10.21.0.0
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表 15–4 IPアドレスの属性 (続き)
プロパティー 説明 pntadmコマンドで指定する方法

クライアント ID DHCPサービス内で一意のテキスト文字
列。

クライアント IDが 00の場合、アドレス
はどのクライアントにも割り当てられて
いません。IPアドレスの属性を変更する
際にクライアント IDを指定すると、そ
のアドレスはそのクライアントに排他的
に結合されます。

クライアント IDは、DHCPクライアン
トのベンダーによって決定されま
す。Oracle Solaris DHCPクライアント以
外のクライアントを使用している場合
は、そのDHCPクライアントのマニュア
ルを参照してください。

-iオプションを使用してクライアント IDを指定しま
す。

たとえば、クライアントID 08002094121Eをアドレス
10.21.5.12に割り当てる場合には、次のように入力し
ます。

pntadm -M 10.21.5.12 -i 0108002094121E 10.21.0.0

Oracle Solaris DHCPクライアントの場
合、クライアント IDは、クライアント
の 16進数ハードウェアアドレスから派
生したものになります。クライアント
IDには、ネットワークタイプのARP
コード (たとえば、Ethernetの場合 01)を
表す接頭辞が含まれます。ARPコード
は、Internet Assigned Numbers Authority
(IANA) (Assigned Numbers標準のARP
Parametersセクション)によって割り当て
られます (http://www.iana.com/
numbers.htmlを参照)。

たとえば、16進 Ethernetアドレス
8:0:20:94:12:1eを持つOracle Solarisク
ライアントは、クライアント ID
0108002094121Eを使用します。クライア
ントがアドレスを使用している場合、こ
のクライアント IDはDHCPマ
ネージャと pntadmで示されます。

ヒント: Oracle Solarisクライアントシステ
ム上のスーパーユーザーとして次のコマ
ンドを入力すると、そのインタフェース
に関する Ethernetアドレスを取得できま
す。 ifconfig -a
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表 15–4 IPアドレスの属性 (続き)
プロパティー 説明 pntadmコマンドで指定する方法

予約済み このアドレスを指定した設定は、クライ
アント IDで示されるクライアントのた
めに排他的に予約されます。DHCP
サーバーがこのアドレスを取り戻すこと
はできません。このオプションを選択し
た場合、アドレスはクライアントに手動
で割り当てます。

-fオプションを使用して、アドレスの予約または手動
を指定します。

たとえば、あるクライアントについて IPアドレス
10.21.5.12の予約を指定するには、次のように入力し
ます。

pntadm -M 10.21.5.12 -f MANUAL 10.21.0.0

リースのタイプと
ポリシー

クライアントによる IPアドレスの使用
をDHCPが管理する方法を示す設
定。リースは、動的または常時です。詳
細な説明は、342ページの「動的リース
タイプと常時リースタイプ」を参照して
ください。

-fオプションを使用して、アドレスが常時割り当てさ
れるように指定します。デフォルトではアドレスは動
的にリースされます。

たとえば、IPアドレス 10.21.5.12に常時リースを割り
当てるには、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -f PERMANENT 10.21.0.0

リースの有効期限 リースが期限切れになる日付。動的
リースが指定された場合のみ利用できま
す。日付はmm/dd/yyyy書式で指定しま
す。

リースの有効期限を -eオプションで指定します。

たとえば、有効期限として 2006年 1月 1日を指定する場
合には、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -e 01/01/2006 10.21.0.0

BOOTP設定 BOOTPクライアントに対してアドレス
が予約されていることを指定しま
す。BOOTPクライアントのサポートに
ついては、393ページの「DHCPサービ
スによる BOOTPクライアントのサ
ポート (作業マップ)」を参照してくださ
い。

-fを使用して BOOTPクライアント用のアドレスを予約
します。

たとえば、IPアドレス 10.21.5.12を BOOTPクライアン
ト用に予約する場合には、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -f BOOTP 10.21.0.0

使用不可設定 どのクライアントにも割り当てられない
ようにアドレスに使用不可のマークを付
ける設定。

-fオプションを使ってアドレスを使用不可にします。

たとえば、IPアドレス 10.21.5.12を使用不可にするに
は、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -f UNUSABLE 10.21.0.0

DHCPサービスへの IPアドレスの追加
IPアドレスを追加する前に、それらのアドレスを所有するネットワークをDHCP
サービスに追加する必要があります。ネットワークの追加については、385ページ
の「DHCPネットワークの追加」を参照してください。

アドレスの追加は、DHCPマネージャまたは pntadmコマンドで行うことができま
す。
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すでにDHCPサービスによって管理されているネットワーク上では、DHCPマ
ネージャを使用すると、次のような複数の方法でアドレスを追加できます。

■ 単一の IPアドレスの追加 –単一の新しい IPアドレスをDHCPの管理下に置きま
す。

■ 既存の IPアドレスの複製 – DHCPが管理する既存の IPアドレスの属性をコ
ピーし、新しい IPアドレスとクライアント名を与えます。

■ 一定範囲の複数の IPアドレスの追加 –アドレスウィザードを使用して、一連の IP
アドレスをDHCPの管理下に置きます。

次に、「アドレスの作成 (Create Address)」ダイアログボックスを示します。「アド
レスの複製 (Duplicate Address)」ダイアログボックスは、テキストフィールドに既存
のアドレスの値が表示されていることを除いて「アドレスの作成 (Create
Address)」ダイアログボックスと同じです。

次の図に、一定範囲の IPアドレスの追加に使用する「ネットワークへアドレスの追
加 (Add Addresses to Network)」ウィザードの最初のダイアログを示します。

図 15–8 DHCPマネージャの「アドレスの作成 (Create Address)」ダイアログボックス
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▼ 単一の IPアドレスを追加する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

新しい IPアドレスを追加するネットワークを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。

「アドレスの作成 (Create Address)」ダイアログボックスが開きます。

「アドレス (Address)」と「リース (Lease)」タブで、値を選択または入力します。

「ヘルプ (Help)」ボタンを選択してWebブラウザを開き、ダイアログボックスのヘ
ルプを表示します。また、設定値については、表 15–4を参照してください。

「了解 (OK)」をクリックします。

図 15–9 DHCPマネージャの「ネットワークへアドレスの追加 (Add Addresses to
Network)」ウィザード
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▼ 既存の IPアドレスを複製する方法 (DHCPマ
ネージャ)
DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

新しい IPアドレスを配置するネットワークを選択します。

複製したい属性をもつアドレスを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「複製 (Duplicate)」を選択します。

「IPアドレス (IP Address)」フィールドに新しい IPアドレスを指定します。

(省略可能)そのアドレスの新しいクライアント名を指定します。
複製するアドレスと同じ名前のクライアント名を使用することはできません。

(省略可能)必要に応じて、ほかのオプションの値を変更します。
ほとんどのオプションの値は変更の必要がないはずです。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ 複数の IPアドレスを追加する方法 (DHCPマ
ネージャ)
DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

新しい IPアドレスを追加するネットワークを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「アドレスウィザード (Address Wizard)」を選択します。
「ネットワークへアドレスの追加 (Add Addresses to Network)」ダイアログボックスに
IPアドレス属性の値を指定する必要があります。属性については、表 15–4を参照す
るか、ダイアログボックスの「ヘルプ (Help)」ボタンをクリックしてください。
340ページの「IPアドレスの管理に必要な選択 (作業マップ)」には、さらに詳しい情
報が記載されています。

情報を入力し終わったら、画面ごとに右矢印ボタンをクリックし、最後の画面
で「完了 (Finish)」をクリックします。
「アドレス (Addresses)」タブに新規アドレスが更新されます。
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▼ IPアドレスを追加する方法 (pntadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力して IPアドレスを追加します。
# pntadm -A ip-address options network-address

pntadm -Aで使用できるオプションの一覧については、pntadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。また、表 15–4には、オプションを指定した pntadmコマ
ンドの例が記載されています。

注 – pntadmを利用して複数のアドレスを追加するような、スクリプトを作成すること
もできます。例 18–1の例を参照してください。

DHCPサービスでの IPアドレスの変更
DHCPマネージャまたは表 15–4コマンドを使用すると、 Table 15–4に記載されてい
るアドレス属性を変更できます。pntadm -Mの詳細は、pntadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

次に、IPアドレスの属性を変更するときに使用する「アドレスの属性 (Address
Properties)」ダイアログボックスを示します。
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次に、複数の IPアドレスを変更するために使用する「複数アドレスの変更 (Modify
Multiple Addresses)」ダイアログボックスを示します。

図 15–10 DHCPマネージャの「アドレスの属性 (Address Properties)」ダイアログボックス

図 15–11 DHCPマネージャの「複数アドレスの変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアログ
ボックス
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▼ IPアドレスの属性を変更する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

その IPアドレスのネットワークを選択します。

変更する IPアドレスを 1つまたは複数選択します。
複数のアドレスを変更する場合は、Controlキーを押しながらマウスをクリックし
て、複数のアドレスを選択します。Shiftキーを押しながらマウスをクリックし
て、一定範囲のアドレスを選択することもできます。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ダイアログボックスまたは「複数アドレスの
変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアログボックスが開きます。

適切な属性を変更します。

属性については、「ヘルプ (Help)」ボタンをクリックするか、表 15–4を参照してく
ださい。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ IPアドレスの属性を変更する方法 (pntadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力して IPアドレスの属性を変更します。
# pntadm -M ip-address options network-address

pntadmコマンドでは、多数のオプションが使用できます。詳細は、pntadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

表 15–4には、オプションを指定した pntadmコマンドの例が記載されています。
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DHCPサービスからの IPアドレスの削除
特定の 1つまたは複数の IPアドレスについて、DHCPサービスによる管理を停止し
たい場合があります。DHCPからアドレスを削除する方法は、その変更が一時的な
ものか永続的なものかによって異なります。

■ アドレスを一時的に使用できないようにするには、「Address Properties (アドレス
の属性)」ダイアログボックスでそのアドレスを使用不可として設定できます。詳
細は、407ページの「DHCPサービスで IPアドレスを使用不可にする」を参照し
てください。

■ アドレスをDHCPクライアントから永続的に使用できないようにするに
は、DHCPネットワークテーブルからそのアドレスを削除する必要がありま
す。詳細は、408ページの「DHCPサービスからの IPアドレスの削除」を参照し
てください。

DHCPサービスで IPアドレスを使用不可にする
-f UNUSABLEオプションを付けて pntadm -Mコマンドを使用すると、アドレスを使用
不可に指定できます。

個々のアドレスの設定には、DHCPマネージャの「アドレスの属性 (Address
Properties)」ダイアログボックス (図 15–10)を使用します。複数のアドレスの設定に
は、DHCPマネージャの「複数アドレスの変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアロ
グボックス (図 15–11)を使用します。次の手順に従ってください。

▼ IPアドレスを使用不可に指定する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

その IPアドレスのネットワークを選択します。

使用不可に指定したい IPアドレスを 1つまたは複数選択します。
複数のアドレスを使用不可に指定する場合は、Controlキーを押しながらマウスをク
リックして、複数のアドレスを選択します。Shiftキーを押しながらマウスをク
リックして、一定範囲のアドレスを選択することもできます。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ダイアログボックスまたは「複数アドレスの
変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアログボックスが開きます。
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アドレスを 1つ変更する場合は、「リース (Lease)」タブを選択します。

「アドレスを使用しない (Address is Unusable)」を選択します。

複数のアドレスを編集する場合は、「すべてのアドレスを使用しない (Mark All
Addresses Unusable)」を選択します。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ IPアドレスを使用不可に指定する方法 (pntadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力して IPアドレスを使用不可に指定します。
# pntadm -M ip-address -f UNUSABLE network-address

たとえば、アドレス 10.64.3.3を使用不可に指定するには、次のように入力します。

pntadm -M 10.64.3.3 -f UNUSABLE 10.64.3.0

DHCPサービスからの IPアドレスの削除
IPアドレスをDHCPで管理したくない場合は、DHCPネットワークテーブルからそ
のアドレスを削除する必要があります。pntadm -Dコマンドまたは DHCPマ
ネージャの「アドレスの削除 (Delete Address)」ダイアログボックスを使用できま
す。

次に、「アドレスの削除 (Delete Address)」ダイアログボックスを示します。
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▼ DHCPサービスから IPアドレスを削除する方法
(DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

その IPアドレスのネットワークを選択します。

削除する IPアドレスを選択します。

複数のアドレスを削除する場合は、Controlキーを押しながらマウスをクリックし
て、複数のアドレスを選択します。Shiftキーを押しながらマウスをクリックし
て、一定範囲のアドレスを選択することもできます。

「編集 (Edit)」メニューから「削除 (Delete)」を選択します。

「アドレスの削除 (Delete Address)」ダイアログボックスに、選択したアドレスがリ
ストされるので、削除する内容を確認できます。

ホスト名をホストテーブルから削除したい場合、「ホストテーブルから削除 (Delete
From Hosts Table)」を選択します。

ホスト名がDHCPマネージャによって生成されたものである場合、ホストテーブル
からその名前を削除できます。

「了解 (OK)」をクリックします。

図 15–12 DHCPマネージャの「アドレスの削除 (Delete Address)」ダイアログボックス
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▼ DHCPサービスから IPアドレスを削除する方法
(pntadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力して IPアドレスを削除します。
# pntadm -D ip-address options network-address

-yオプションを指定した場合、ホスト名を保持しているネームサービスからホスト
名が削除されます。

たとえば、アドレス 10.64.3.3をネットワーク 10.64.3.0から削除して、対応するホ
スト名を削除するには、次のように入力します。

pntadm -D 10.64.3.3 -y 10.64.3.0

予約済み IPアドレスをDHCPクライアントに割り
当てる
Oracle Solaris DHCPサービスは、以前にDHCPを使用してアドレスを取得したクライ
アントに同じ IPアドレスを与えようとします。ただし、ときには、アドレスがすで
に別のクライアントに再割り当てられていることがあります。

ルーターや、NIS/NIS+サーバー、DNSサーバーなど、ネットワークにとって致命的
なホストはDHCPクライアントになるべきではありません。ネットワークにサービ
スを提供するホストは、自らの IPアドレスを取得する際にネットワークに依存する
ことは避ける必要があります。同じように、印刷サーバーやファイルサーバーなど
のクライアントは、固定 IPアドレスをもつ必要があります。このようなクライアン
トは、そのネットワーク構成を受け取り、DHCPサーバーから固定 IPアドレスの割
り当てることができます。

クライアントがその構成を要求するたびに同じ IPアドレスをクライアントに割り当
てるようにDHCPサーバーを設定できます。そのクライアント用に IPアドレスを予
約するには、クライアントに割り当てるアドレスにクライアントの IDを手動で割り
当てる必要があります。予約済みアドレスでは、動的リースか常時リースを使用で
きます。クライアントのアドレスで動的リースを使用する場合には、アドレスの使
用を追跡することは簡単です。動的リースで予約済みアドレスを使用すべきクライ
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アントの例としては、ディスクレスクライアントがあります。クライアントのアド
レスで常時リースを使用する場合には、アドレスの使用を追跡することはできませ
ん。クライアントは常時リースを取得してしまうと、クライアントはサーバーに再
度アクセスしません。クライアントは、更新された構成情報を取得するために
は、IPアドレスを解放し、DHCPとリースのネゴシエーションを再開する必要があ
ります。

リース属性の設定には、pntadm -Mコマンドか DHCPマネージャの「アドレスの属性
(Address Properties)」ダイアログボックスが使用できます。

次に、リースを変更するために使用する「アドレスの属性 (Address Properties)」ダイ
アログボックスの「リース (Lease)」タブを示します。

▼ 固定 IPアドレスをDHCPクライアントに割り当て
る方法 (DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

適切なネットワークを選択します。

クライアントで使用したい IPアドレスをダブルクリックします。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ウィンドウが開きます。

「リース (Lease)」タブを選択します。

図 15–13 DHCPマネージャの「リース (Lease)」タブ
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「クライアント ID (Client ID)」フィールドにクライアント IDを入力します。

クライアント IDは、クライアントのハードウェアアドレスから派生したもので
す。詳細は、表 15–4の「クライアント ID」の項を参照してください。

「予約 (Reserved)」オプションを選択して、その IPアドレスがサーバーによって返還
を要求されないようにします。

「アドレスの属性 (Address Properties)」ウィンドウの「リースポリシー (Lease
Policy)」領域で、「動的 (Dynamic)」または「常時 (Permanent)」の割り当てを選択し
ます。

クライアントでリースを更新するネゴシエーションを行なって、アドレスが使用さ
れている場合に追跡できるようにしたい場合は、「動的 (Dynamic)」を選択しま
す。「予約 (Reserved)」を選択しているので、動的リースが使用されていても、アド
レスは再利用できません。このリースの有効期限は指定する必要がありませ
ん。DHCPサーバーが、リース期間を使って有効期限を計算します。

「常時 (Permanent)」を選択した場合、トランザクションの記録を有効にしない限
り、IPアドレスの使用を追跡できません。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ 固定 IPアドレスをDHCPクライアントに割り当て
る方法 (pntadm)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してリースフラグを設定します。
# pntadm -M ip-address -i client-id -f MANUAL+BOOTP network-address

たとえば、MACアドレスが 08:00:20:94:12:1EであるOracle Solaris DHCPクライアン
トに常に IPアドレス 10.21.5.12·を割り当てるためには、次のように入力します。

pntadm -M 10.21.5.12 -i 0108002094121E -f MANUAL+BOOTP 10.21.0.0
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ヒント –クライアント識別子を決定する方法についての詳細は、表 15–4の「クライア
ント ID」の項を参照してください。

DHCPマクロを使用した作業 (作業マップ)
「DHCPマクロ」は、DHCPオプションのコンテナです。Oracle Solaris DHCPサービ
スはマクロを使用して、クライアントに渡す必要があるオプションをまとめま
す。サーバーが構成されると、DHCPマネージャと dhcpconfigユーティリ
ティーは、いくつかのマクロを自動的に作成します。マクロの背景情報について
は、328ページの「DHCPマクロについて」を参照してください。デフォルトで作成
されるマクロについては、第 14章「DHCPサービスの構成 (手順)」を参照してくだ
さい。

ネットワークに変更が生じると、クライアントに渡す構成情報を変更しなければな
らない場合があります。構成情報を変更する場合には、DHCPマクロを使用する必
要があります。DHCPマクロは、表示、作成、変更、複製、削除できます。

マクロを使用する場合には、DHCPの標準オプションの知識が必要になります。標
準オプションについては、dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

次の作業マップに、DHCPマクロを表示、作成、変更、および削除するのに必要な
作業を示します。マップには、各作業を完了する方法を詳しく説明した節のリンク
も含まれています。

作業 説明 説明

DHCPマクロを表示し
ます。

DHCPサーバーで定義されている
すべてのマクロのリストを表示し
ます。

415ページの「DHCPサーバー上で定義されたマクロを表
示する方法 (DHCPマネージャ)」

415ページの「DHCPサーバー上で定義されたマクロを表
示する方法 (dhtadm)」

DHCPマクロを作成し
ます。

DHCPクライアントをサポートす
る新しいマクロを追加します。

421ページの「DHCPマクロを作成する方法 (DHCPマ
ネージャ)」

422ページの「DHCPマクロを作成する方法 (dhtadm)」
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作業 説明 説明

DHCPクライアントに
渡されるマクロ内の値
を変更します。

既存のオプションの変更、マクロ
へのオプションの追加、マクロか
らのオプションの削除に
よって、マクロを変更します。

416ページの「DHCPマクロ内のオプションの値を変更す
る方法 (DHCPマネージャ)」

417ページの「DHCPマクロ内のオプションの値を変更す
る方法 (dhtadm)」

418ページの「DHCPマクロにオプションを追加する方法
(DHCPマネージャ)」

419ページの「DHCPマクロにオプションを追加する方法
(dhtadm)」

419ページの「DHCPマクロからオプションを削除する方
法 (DHCPマネージャ)」

420ページの「DHCPマクロからオプションを削除する方
法 (dhtadm)」

DHCPマクロを削除し
ます。

使用しないDHCPマクロを削除
します。

423ページの「DHCPマクロを削除する方法 (DHCPマ
ネージャ)」

423ページの「DHCPマクロを削除する方法 (dhtadm)」

次に、DHCPマネージャウィンドウの「マクロ (Macros)」タブを示します。

図 15–14 DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブ
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▼ DHCPサーバー上で定義されたマクロを表示する
方法 (DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

ウィンドウ左側の「マクロ (Macros)」領域に、このDHCPサーバーで定義されたす
べてのマクロがアルファベット順に表示されます。前にフォルダアイコンが付いた
マクロには、ほかのマクロへの参照が含まれていますが、前にドキュメントアイコ
ンが付いたマクロには、ほかのマクロへの参照が含まれていません。

マクロフォルダを開くには、フォルダアイコンの左にあるハンドルアイコンをク
リックします。

選択したマクロに含まれるマクロがリストされます。

マクロの内容を表示するには、マクロ名をクリックします。

オプションとそれらに割り当てられた値が表示されます。

▼ DHCPサーバー上で定義されたマクロを表示する
方法 (dhtadm)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次のコマンドを入力してマクロを表示します。
# dhtadm -P

このコマンドは、dhcptabテーブルの内容 (DHCPサーバー上で定義されたすべての
マクロとシンボルを含む)をフォーマットして標準出力に出力します。

DHCPマクロの変更
ネットワークの一部の設定が変更され、1台または複数のDHCPクライアントにその
変更を通知する必要がある場合、マクロを変更する必要がある場合があります。た
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とえば、ルーターやNISサーバーを追加したり、新しいサブネットを作成した
り、リースポリシーを変更したりした場合です。

マクロを変更する際には、まず、変更、追加、または削除したいDHCPオプション
の名前が何か知らなければなりません。標準的なDHCPオプションについて
は、DHCPマネージャのヘルプや dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

dhtadm -M -mコマンドまたは DHCPマネージャを使用して、マクロを変更できま
す。dhtadmの詳細については、dhtadm(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

次に、DHCPマネージャの「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスを
示します。

▼ DHCPマクロ内のオプションの値を変更する方法
(DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

変更するマクロを選択します。

図 15–15 DHCPマネージャの「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックス

1

2

DHCPマクロを使用した作業 (作業マップ)

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月416

http://docs.sun.com/doc/816-5174/dhcp-inittab-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/dhtadm-1m?a=view


「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。

「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスが開きます。

「オプション (Options)」のテーブルで、変更するオプションを選択します。

このオプションの名前とその値は、「オプション名 (Option Name)」と「オプション
の値 (Option Value)」のフィールドに表示されます。

「オプションの値 (Option Value)」フィールドで、古い値を選択し、そのオプション
の新しい値を入力します。

「変更 (Modify)」をクリックします。

新しい値がオプションテーブルに表示されます。

「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of Change)」を選択します。

この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPマクロ内のオプションの値を変更する方法
(dhtadm)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してオプションの値を変更します。
# dhtadm -M -m macroname -e ’option=value:option=value’ -g

たとえば、マクロ bluenote内のリース期間、およびUTCとの時間差を変更する場合
には、次のように入力します。

# dhtadm -M -m bluenote -e ’LeaseTim=43200:UTCOffst=28800’ -g
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▼ DHCPマクロにオプションを追加する方法 (DHCP
マネージャ)

DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

変更するマクロを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。

「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスが開きます。

「オプション名 (Option Name)」フィールドで、次のどちらかの方法を使用して、オ
プション名を指定します。

■ 「オプション名 (Option Name)」フィールドの隣にある「選択 (Select)」ボタンをク
リックして、マクロに追加するオプションを選択します。

「オプションの選択 (Select Option)」ダイアログボックスに、標準カテゴリのオプ
ションの名前と説明がアルファベット順にリストされます。標準カテゴリ以外の
オプションを追加する場合は、「カテゴリ (Category)」リストを使用してカテゴ
リを選択してください。

マクロのカテゴリについては、328ページの「DHCPマクロについて」を参照し
てください。

■ 既存のマクロへの参照を新しいマクロに含めたい場合は、Includeと入力してく
ださい。

「オプションの値 (Option Value)」フィールドにオプションの値を入力します。

オプション名を Includeと入力した場合は、「オプションの値 (Option
Value)」フィールドに既存のマクロの名前を指定する必要があります。

「追加 (Add)」をクリックします。

このオプションは、このマクロのオプションリストの一番下に追加されます。マク
ロ内でのオプションの位置を変更する場合は、オプションを選択し、矢印ボタンを
クリックしてオプションを上下に移動させます。

「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of Change)」を選択します。

この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。
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▼ DHCPマクロにオプションを追加する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してマクロにオプションを追加します。
# dhtadm -M -m macroname -e ’option=value’ -g

たとえば、リースのネゴシエーションを行うオプションをマクロ bluenoteに追加す
るには、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -M -m bluenote -e ’LeaseNeg=_NULL_VALUE’ -g

値を必要としないオプションの場合、オプションの値として _NULL_VALUEを使用して
ください。

▼ DHCPマクロからオプションを削除する方法
(DHCPマネージャ)

DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

変更するマクロを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスが開きます。

マクロから削除するオプションを選択します。

「削除 (Delete)」をクリックします。
選択されたオプションが、このマクロに関するオプションのリストから削除されま
す。

「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of Change)」を選択します。
この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。
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「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPマクロからオプションを削除する方法
(dhtadm)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してマクロからオプションを削除します。
# dhtadm -M -m macroname -e ’option=’ -g

たとえば、リースのネゴシエーションを行うオプションをマクロ bluenoteから削除
するには、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -M -m bluenote -e ’LeaseNeg=’ -g

オプションに値を指定しなかった場合、オプションはマクロから削除されます。

DHCPマクロの作成
特別な要求を持ったクライアントをサポートするために、DHCPサービスに新しい
マクロを追加する場合があります。dhtadm -A -mコマンドまたは DHCPマ
ネージャの「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックスを使用して、マクロ
を追加できます。dhtadmコマンドの詳細については、dhtadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

次に、DHCPマネージャの「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックスを示
します。
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▼ DHCPマクロを作成する方法 (DHCPマネージャ)
DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。
「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックスが開きます。

そのマクロの名前 (固有の名前)を入力します。
名前には 128文字までの英数字を使用できます。ベンダークラス識別子、ネット
ワークアドレス、またはクライアント IDに一致する名前を使用している場合は、そ
のマクロは適切なクライアントに対して自動的に処理されます。異なる名前を使用
している場合は、自動的には処理されません。そのマクロは、特定の IPアドレスに
割り当てられているか、または自動的に処理される別のマクロに含まれていなけれ
ばなりません。詳細は、328ページの「DHCPサーバーによるマクロ処理」を参照し
てください。

「オプション名 (Optioin Name)」フィールドの隣にある「選択 (Select)」ボタンをク
リックします。

「オプションの選択 (Select Option)」ダイアログボックスに、標準カテゴリのオプ
ションの名前と説明がアルファベット順にリストされます。標準カテゴリ以外のオ
プションを追加したい場合は、「カテゴリ (Category)」リストを使用します。必要な
カテゴリを「カテゴリ (Category)」リストから選択してください。オプションのカテ
ゴリについての詳細は、327ページの「DHCPオプションについて」を参照してくだ
さい。

図 15–16 DHCPマネージャの「マクロの作成 (Create Macro)」ダイアログボックス
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マクロに追加するオプションを選択して、「了解 (OK)」をクリックします。
「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスが、「オプション名 (Option
Name)」フィールドに選択されたオプションを表示します。

「オプションの値 (Option Value)」フィールドにオプションの値を入力し、「追加
(Add)」をクリックします。
このオプションは、このマクロのオプションリストの一番下に追加されます。マク
ロ内でのオプションの位置を変更する場合は、オプションを選択し、矢印ボタンを
クリックしてオプションを上下に移動させます。

マクロに追加するオプションごとに、手順 5と手順 6を繰り返します。

オプションの追加が終了したら、「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of
Change)」を選択します。
この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPマクロを作成する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してマクロを作成します。
# dhtadm -A -m macroname -d ’:option=value:option=value:option=value:’ -g

dへの引数として指定する -option=valueペアの数に制限はありません。引数はコロ
ンで始まり、コロンで終わる必要があります。さらに、それぞれの option=valueペア
はコロンで区切る必要があります。また、文字列全体を引用符で囲む必要がありま
す。

たとえば、マクロ bluenoteを作成するには、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -A -m bluenote -d ’:Router=10.63.6.121\ :LeaseNeg=_NULL_VALUE:DNSserv=10.63.28.12:’ -g

値を必要としないオプションの場合、オプションの値として _NULL_VALUEを使用して
ください。
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DHCPマクロの削除
DHCPサービスからマクロを削除する場合があります。たとえば、DHCPサービスか
らネットワークを削除する場合、関連するネットワークマクロも削除できます。

dhtadm -D -mコマンドまたは DHCPマネージャを使用して、マクロを削除できま
す。

▼ DHCPマクロを削除する方法 (DHCPマネージャ)
DHCPマネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

削除するマクロを選択します。

「マクロの削除 (Delete Macro)」ダイアログボックスは、指定したマクロの削除を確
認するように求めます。

「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of Change)」を選択します。
この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPマクロを削除する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してマクロを削除します。
# dhtadm -D -m macroname -g

たとえば、マクロ bluenoteを削除するには、次のコマンドを入力します。

# dhtadm -D -m bluenote -g
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DHCPオプションを使用した作業 (作業マップ)
オプションは、DHCPサーバーがクライアントに渡すネットワーク構成パラメータ
のキーワードです。Oracle Solaris DHCPサービスでは、標準のDHCPオプションを作
成、削除、または変更することはできません。標準オプションはDHCPプロトコル
によって定義されたものだからです。つまり、作業の対象となるオプションは、サ
イト用に独自に作成したものだけです。そのため、初めてDHCPサービスを設定す
ると、サイト用のオプションを作成するまでは、DHCPマネージャの「オプション
(Options)」タブは空です。

DHCPサーバー上でオプションを作成する場合、DHCPクライアント上でもそのオプ
ションに関する情報を追加する必要があります。Oracle Solaris DHCPクライアントに
対しては、/etc/dhcp/inittabファイルを編集して、新しいオプションに関するエン
トリを追加する必要があります。このファイルについては、dhcp_inittab(4)のマ
ニュアルページを参照してください。

Oracle Solarisクライアント以外のDHCPクライアントを使用している場合、オプ
ションまたはシンボルを追加する方法については、使用しているクライアント用の
マニュアルを参照してください。Oracle Solaris DHCPのオプションについての詳細
は、327ページの「DHCPオプションについて」を参照してください。

DHCPマネージャまたは dhtadmコマンドを使用して、オプションを作成、変更、削
除できます。

ヒント – DHCPの文献では、オプションを「シンボル」と呼びます。dhtadmコマンド
とそれに関連するマニュアルページでもオプションをシンボルと呼びます。

次の作業マップに、DHCPオプションを作成、変更、および削除するのに必要な作
業を示します。作業マップには、それぞれの手順へのリンクが含まれています。

タスク 説明 説明

DHCPオプションを作成しま
す。

標準的なDHCPオプションで扱わない
情報に関する新しいオプションを追加
します。

428ページの「DHCPオプションを作成す
る方法 (DHCPマネージャ)」

429ページの「DHCPオプションを作成す
る方法 (dhtadm)」

433ページの「Oracle Solaris DHCPクライア
ントのオプション情報の変更」

DHCPオプションを変更しま
す。

作成済みのDHCPオプションの属性を
変更します。

430ページの「DHCPオプションの属性を
変更する方法 (DHCPマネージャ)」

431ページの「DHCPオプションの属性を
変更する方法 (dhtadm)」
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タスク 説明 説明

DHCPオプションを削除しま
す。

作成済みのDHCPオプションを削除し
ます。

432ページの「DHCPオプションを削除す
る方法 (DHCPマネージャ)」

433ページの「DHCPオプションを削除す
る方法（dhtadm)」

DHCPオプションを作成する前に、次の表に示すオプションの属性をよく理解して
おく必要があります。

表 15–5 DHCPオプションの属性

オプションの属性 説明

カテゴリ オプションの「カテゴリ」は、次のいずれかにする必要があります。
■ ベンダー –クライアントのベンダーのプラットフォームに固有の
オプションであり、ハードウェアかソフトウェアになります。

■ サイト –サイトに固有のオプション。

■ 拡張 – DHCPプロトコルに追加された比較的新しいオプションで
すが、まだOracle Solaris DHCPの標準オプションとして実装され
ていません。

コード 「コード」は、オプションに割り当てる一意の番号です。同じオプ
ションカテゴリ内のほかのオプションで、同じコードを使用すること
はできません。オプションカテゴリに対して適切なコードにする必要
があります。
■ ベンダー –ベンダークラスごとに 1から 254のコード値
■ サイト – 128から 254のコード値
■ 拡張 – 77から 127のコード値
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表 15–5 DHCPオプションの属性 (続き)
オプションの属性 説明

データ型 「データ型」は、そのオプションの値として割り当てることができる
データの種類を指定します。有効なデータ型は次のとおりです。
■ ASCII –テキスト文字列値。

■ BOOLEAN –ブール型のデータ型に関連値はありません。このオプ
ションが存在すれば条件は真となり、存在しなければ偽となりま
す。たとえば、Hostnameオプションはブール型です。マクロに
Hostnameが含まれていると、DHCPサーバーは、割り当てられた
アドレスに関連するホスト名を検索します。

■ IP –ドットで区切られた 10進法形式 (xxx.xxx.xxx.xxx)の 1つまたは
複数のアドレス。

■ OCTET – 2進データを翻訳されないASCIIで表示したもの。たとえ
ば、クライアント IDは、この 16進形式のデータ型を使用しま
す。有効な文字は 0 – 9、A – F、a – fです。8ビットを表すには 2つ
のASCII文字が必要です。

■ UNUMBER8, UNUMBER16, UNUMBER32, UNUMBER64,
SNUMBER8, SNUMBER16, SNUMBER32,または SNUMBER64の数
値。初めのUや Sは、数値が符号付きか符号なしかを表しま
す。終わりの数字は、数値にいくつのビットが含まれているかを
表します。

データの単位数
(Granularity)

「データの単位数」では、オプション値全体を表すために必要な
データ型の「インスタンス」の個数を指定します。たとえば、IPの
データ型でデータ単位数 2の場合、オプション値には 2つの IPアドレ
スが含まれる必要があります。

最大値 オプションについて指定可能な値の最大個数。たとえば、最大値が
2、データの単位数が 2、データ型が IPだとします。この場合に
は、オプションの値に最大 2つの IPアドレスペアを含めることができ
ます。
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表 15–5 DHCPオプションの属性 (続き)
オプションの属性 説明

ベンダークライアントク
ラス

このオプションは、オプションカテゴリがベンダーの場合のみ利用で
きます。ベンダークライアントクラスとは、そのベンダーオプション
が関連付けられているクライアントクラスを識別するものです。この
クラスは、クライアントのマシンタイプやオペレーティングシステム
を表すASCII文字列からなります。たとえば、Sunワークス
テーションのあるモデルのクラス文字列は SUNW.Sun-Blade-100で
す。このタイプのオプションで定義する構成パラメータは、同じクラ
スのすべてのクライアント (かつ、そのクラスのクライアントだけ)に
渡されます。

複数のクライアントクラスを指定できます。指定するクラスと一致す
るクライアントクラス値のDHCPクライアントだけが、そのクラスに
含まれるオプションを受け取ります。

クライアントクラスはDHCPクライアントのベンダーによって決定さ
れます。Oracle Solarisクライアント以外のDHCPクライアントの場
合、クライアントクラスについては、DHCPクライアントのベン
ダーのマニュアルを参照してください。

Oracle Solarisクライアントの場合、クライアント上で uname -iコマン
ドを入力すれば、クライアントクラスを確認できます。ベンダークラ
イアントクラスを指定するには、unameコマンドで返される文字列の
中のすべてのカンマをピリオドに置き換えます。たとえば、uname -i

コマンドから文字列 SUNW,Sun-Blade-100が返される場合、ベンダーク
ライアントクラスを SUNW.Sun-Blade-100と指定します。

DHCPオプションの作成
渡す必要があるクライアント情報に対応するオプションがDHCPプロトコルにない
場合は、オプションを作成できます。独自のオプションを作成する前に、Oracle
Solaris DHCPにどのようなオプションが定義されているかを知りたい場合は、
dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参照してください。

dhtadm -A -sコマンドまたは DHCPマネージャの「オプションの作成 (Create
Option)」ダイアログボックスを使用して、新しいオプションを作成できます。

次に、DHCPマネージャの「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックス
を示します。
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▼ DHCPオプションを作成する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「オプション (Options)」タブを選択します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「編集 (Edit)」メニューから「作成 (Create)」を選択します。

「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックスが開きます。

新しいオプションの略式記述名を入力します。

この名前には、128文字までの英数字と空白文字を含めることができます。

ダイアログボックスの各設定について、値を入力または選択します。

各設定については、表 15–5を参照するか、DHCPマネージャのヘルプを参照してく
ださい。

オプションの作成が終わったら、「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of
Change)」を選択します。

この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

これでオプションをマクロに追加し、クライアントに渡すオプションに値を割り当
てることができます。

図 15–17 DHCPマネージャの「オプションの作成 (Create Option)」ダイアログボックス
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▼ DHCPオプションを作成する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してDHCPオプションを作成します。
# dhtadm -A -s option-name -d ’category,code,data-type,granularity,maximum’ -g

option-name 128文字以内の英数字文字列です。

category 次のうちの 1つです。 Site、Extend、または
Vendor=list-of-classes。list-of-classesは、オプションが適用されるベン
ダークライアントクラスを空白文字で区切ったものです。ベン
ダークライアントクラスを決定する方法については、表 15–5を参照
してください。

code このオプションカテゴリに適した 1つの数値です。表 15–5の説明を
参照してください。

data-type このオプションで渡されるデータのタイプを示すキーワードを指定
します。表 15–5の説明を参照してください。

granularity 負ではない 1桁の数を指定します。表 15–5の説明を参照してくださ
い。

maximum 負ではない 1桁の数です。表 15–5の説明を参照してください。

dhtadmによるDHCPオプションの作成

次のコマンドを実行すると、Siteカテゴリに属する NewOptというオプションが作成
されます。このオプションのコードは 130です。このオプションの値には、1つの 8
ビット無符号整数が設定できます。

# dhtadm -A -s NewOpt -d ’Site,130,UNUMBER8,1,1’ -g

次のコマンドを実行すると、Vendorカテゴリオプションに属する NewServというオ
プションが作成されます。このオプションは、マシンタイプが SUNW,Sun-Blade-100

または SUNW,Sun-Blade-1000であるクライアントに適用されます。このオプションの
コードは 200です。このオプションの値には、1つの IPアドレスが設定できます。

# dhtadm -A -s NewServ -d ’Vendor=SUNW.Sun-Blade-100 \ SUNW.Sun-Blade-1000,200,IP,1,1’ -g

1
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例15–3

DHCPオプションを使用した作業 (作業マップ)

第 15章 • DHCPの管理 (手順) 429

http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view


DHCPオプションの変更
DHCPサービス用のオプションをすでに作成している場合、そのオプションの属性
は変更できます。オプションの変更には、dhtadm -M -sコマンドか、DHCPマ
ネージャの「オプションの属性 (Option Properties)」ダイアログボックスを使用しま
す。

Oracle Solaris DHCPクライアントのオプション情報を変更して、DHCPサービスに加
えたのと同じ変更内容を反映する必要があります。433ページの「Oracle Solaris
DHCPクライアントのオプション情報の変更」を参照してください。

次に、DHCPマネージャの「オプションの属性 (Option Properties)」ダイアログ
ボックスを示します。

▼ DHCPオプションの属性を変更する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「オプション (Options)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

変更するオプションを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「オプションの属性 (Option Properties)」ダイアログボックスが開きます。

図 15–18 DHCPマネージャの「オプションの属性 (Option Properties)」ダイアログボックス
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必要に応じて属性を編集します。

属性については、表 15–5を参照するか、DHCPマネージャのヘルプを参照してくだ
さい。

オプションの処理が終了したら、「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of
Change)」を選択します。
変更は dhcptabテーブルに対して行われます。DHCPサーバーは、dhcptabテーブル
を再読み込みして変更を有効にします。

「了解 (OK)」をクリックします。

▼ DHCPオプションの属性を変更する方法 (dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してオプションを変更します。
# dhtadm -M -s option-name -d ’category,code,data-type,granularity,maximum’ -g

option-name 変更するオプションの名前を指定します。

category Site、Extend、または Vendor=list-of-classesのうちの 1つで
す。list-of-classesは、オプションが適用されるベンダークライアント
クラスを空白文字で区切ったものです。たとえ
ば、SUNW.Sun-Blade-100 SUNW.Ultra-80 SUNWi86pc。

code このオプションカテゴリに適した 1つの数値を指定します。表 15–5
の説明を参照してください。

data-type このオプションで渡されるデータのタイプを示すキーワードを指定
します。表 15–5の説明を参照してください。

granularity 負ではない 1桁の数です。表 15–5の説明を参照してください。

maximum 負ではない 1桁の数です。表 15–5の説明を参照してください。

変更する属性だけでなく、DHCPオプション属性すべてを -dスイッチで指定する必
要があります。
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dhtadmによるDHCPオプションの変更

次のコマンドでは、NewOptというオプションを変更します。このオプションは Site
カテゴリのオプションです。このオプションのコードは 135です。このオプション
の値には、1つの 8ビット無符号整数が設定できます。

# dhtadm -M -s NewOpt -d ’Site,135,UNUMBER8,1,1’

次のコマンドでは、Vendorカテゴリに属する NewServというオプションを変更しま
す。その結果、このオプションは、マシンタイプが SUNW,Sun-Blade-100または
SUNW,i86pcであるクライアントに適用されます。このオプションのコードは 200で
す。このオプションの値には、1つの IPアドレスが設定できます。

# dhtadm -M -s NewServ -d ’Vendor=SUNW.Sun-Blade-100 \ SUNW.i86pc,200,IP,1,1’ -g

DHCPオプションの削除
標準のDHCPオプションを削除することはできません。しかし、ユーザーがDHCP
サービス用に定義したオプションは、DHCPマネージャか dhtadmコマンドを使って
削除できます。

▼ DHCPオプションを削除する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャの「オプション (Options)」タブを選択します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

削除したいオプションを選択します。

「編集 (Edit)」メニューから「削除 (Delete)」を選択します。
「オプションの削除 (Delete Option)」ダイアログボックスが開きます。

オプションの削除が終わったら、「DHCPサーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of
Change)」を選択します。
この選択によって、DHCPサーバーは dhcptabテーブルを再読み込みし、「了解
(OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。

「了解 (OK)」をクリックします。

例15–4

1
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▼ DHCPオプションを削除する方法（dhtadm)
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してDHCPオプションを削除します。
# dhtadm -D -s option-name -g

Oracle Solaris DHCPクライアントのオプション情
報の変更
新しいDHCPオプションをDHCPサーバーに追加する場合、各DHCPクライアント
のオプション情報に、補足エントリを追加する必要があります。Oracle Solaris DHCP
クライアント以外のDHCPクライアントを使用している場合、オプションまたはシ
ンボルを追加する方法については、そのクライアントのマニュアルを参照してくだ
さい。

Oracle Solaris DHCPクライアントでは、/etc/dhcp/inittabファイルを編集し
て、DHCPサーバーに追加するオプションごとにエントリを追加する必要がありま
す。後にそのオプションをサーバー上で変更する場合、クライアントの
/etc/dhcp/inittabファイルのエントリも変更する必要があります。

/etc/dhcp/inittabファイルの構文については、dhcp_inittab(4)のマニュアルページ
を参照してください。

注 –以前のOracle Solarisリリースで dhcptagsファイルにDHCPオプションを追加して
いた場合、それらのオプションを /etc/dhcp/inittabファイルに追加する必要があり
ます。詳細は、502ページの「DHCPのオプション」を参照してください。
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DHCPサービスを使用したOracle Solarisネットワークイ
ンストールのサポート

DHCPを使えば、ネットワーク上の一定のクライアントシステムにOracle Solarisをイ
ンストールできます。この機能を使用できるシステムは、Oracle Solarisのハード
ウェア要件を満たす sun4uベースシステムと x86システムだけです。DHCPを
使って、クライアントシステムをその起動時にネットワーク向けに自動的に構成す
る方法については、『Oracle Solaris 10 9/10インストールガイド (ネットワークインス
トール)』の第 2章「システム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してください。

さらに、DHCPでは、HTTPを使ってリモートサーバーから広域ネットワーク
(WAN)を介してOracle Solarisクライアントシステムのブートとインストールを行う
ことができます。リモートからブートとインストールを行うこの方法を「WAN
ブートインストール」といいます。WANブートを使用すると、大規模なパブリック
ネットワークを介してOracle Solarisを SPARCベースのシステムにインストールでき
ますが、このようなネットワークはインフラストラクチャーの信頼性が低い場合が
あります。WANブートをセキュリティー機能とともに使用することに
よって、データの機密性とインストールイメージの完全性を保護できます。

DHCPでWANブートを使ってリモートからクライアントシステムのブートとインス
トールを行うためには、次の情報をクライアントに提供できるようにDHCP
サーバーを構成する必要があります。

■ プロキシサーバーの IPアドレス
■ wanboot—cgiプログラムの場所

この情報をDHCPサーバーに設定する方法については、『Oracle Solaris 10 9/10イン
ストールガイド (ネットワークインストール)』の第 2章「システム構成情報の事前設
定 (作業)」を参照してください。DHCPサーバーからWANを介してクライアントシ
ステムのブートとインストールを行う方法については、『Oracle Solaris 10 9/10インス
トールガイド (ネットワークインストール)』の第 10章「WANブート (概要)」を参照
してください。

ディスクレスクライアントのサポートについては、434ページの「リモートブートク
ライアントとディスクレスブートクライアントのサポート (作業マップ)」を参照し
てください。

リモートブートクライアントとディスクレスブートクラ
イアントのサポート (作業マップ)

Oracle Solaris DHCPサービスは、オペレーティングシステムのファイルを別のマシン
(OSサーバー)からリモートでマウントするOracle Solarisクライアントシステムをサ
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ポートしています。このようなクライアントを「ディスクレスクライアント」と呼
びます。ディスクレスクライアントは、固定的なリモートブートシステムであると
いえます。ディスクレスクライアントが起動されるたびに、このクライアント
は、自身のオペレーティングシステムファイルを提供するサーバーの名前と IPアド
レスを取得する必要があります。それによって、リモートのこれらのファイルから
このディスクレスクライアントを起動できるようになります。

各ディスクレスクライアントは、OSサーバー上に自分のルートパーティションを
持っており、これらはクライアントのホスト名で共有されます。DHCP
サーバーは、ディスクレスクライアントに常に同じ IPアドレスを返す必要がありま
す。そのアドレスは、DNSなどのネームサービスで常に同じホスト名にマップされ
ていなければなりません。ディスクレスクライアントは、固定した IPアドレスを受
け取ると、固定したホスト名を使用します。このクライアントは、OSサーバーにあ
る自身の rootパーティションにアクセスできます。

DHCPサーバーは、IPアドレスとホスト名のほかに、ディスクレスクライアントの
オペレーティングシステムファイルの場所を提供できます。ただし、DHCP
メッセージパケットでこの情報を渡すためのオプションとマクロを作成する必要が
あります。

次の作業マップは、ディスクレスクライアントなどの固定的なリモートブートクラ
イアントをサポートするのに必要な作業を示しています。さらに、作業マップに
は、作業の実行に必要な手順へのリンクが含まれています。

タスク 説明 参照先

Oracle SolarisサーバーでOSサービス
を設定します。

smosserviceコマンドを使用して、ク
ライアント用のオペレーティングシス
テムファイルを作成します。

『Solarisのシステム管理 (基本編)』の
第 7章「ディスクレスクライアントの
管理 (手順)」

smosservice(1M)のマニュアルページ
も参照してください。

ネットワークブートクライアントをサ
ポートするためのDHCPサービスを設
定します。

DHCPマネージャまたは dhtadmコマ
ンドを使用して、ブート情報をクライ
アントに渡すためにDHCPサーバーが
使用できる新しいベンダーオプション
とマクロを作成します。

ネットワークインストールクライアン
ト用のオプションをすでに作成してい
る場合は、ディスクレスクライアント
のベンダークライアントタイプ用のマ
クロを作成するだけで十分です。

『Oracle Solaris 10 9/10インストールガ
イド (ネットワークインストール)』の
第 2章「システム構成情報の事前設定
(作業)」

リモートブートクライアントとディスクレスブートクライアントのサポート (作業マップ)
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タスク 説明 参照先

ディスクレスクライアントへ予約済み
IPアドレスを割り当てます。

DHCPマネージャを使用してアドレス
を予約済みにするか、pntadmコマンド
を使用してディスクレスクライアント
用のアドレスを MANUALにします。

410ページの「予約済み IPアドレスを
DHCPクライアントに割り当てる」

OSサービス用のディスクレスクライ
アントを設定します。

smdisklessコマンドを使用して、クラ
イアントごとにオペレーティングシス
テムサポートをOSサーバーに追加し
ます。クライアントごとに予約済みの
IPアドレスを指定します。

『Solarisのシステム管理 (基本編)』の
第 7章「ディスクレスクライアントの
管理 (手順)」

smdiskless(1M)のマニュアルページも
参照してください。

情報だけを受け取るようにDHCPクライアントを設定 (作
業マップ)

ネットワークによっては、DHCPサービスから構成情報だけをクライアントに提供
する場合があります。情報 (リースではなく)を必要とするクライアントシステム
は、DHCPクライアントから INFORMメッセージを送信できます。INFORMメッセージ
を受け取ると、DHCPサーバーは適切な構成情報をクライアントに送信します。

Oracle Solaris DHCPサーバーを適切に設定すれば、情報だけを必要とするクライアン
トをサポートできます。そのためには、クライアントをもつネットワークに対応す
る空のネットワークテーブルを作成する必要があります。それによって、DHCP
サーバーはそのネットワークのクライアントに応答できます。

次の作業マップは、情報のみクライアントのサポートに必要な作業を示していま
す。さらに、作業マップには、作業の実行に必要な手順へのリンクが含まれていま
す。

タスク 説明 説明

空のネットワークテーブ
ルを作成します。

DHCPマネージャか pntadmコマンドを
使って、情報のみクライアントのネット
ワークに対応するネットワークテーブル
を作成します。

385ページの「DHCPネットワークの追加」

クライアントが必要とす
る情報を含むマクロを作
成します。

DHCPマネージャか dhtadmコマンドを
使って、必要な情報をクライアントに渡
すマクロを作成します。

420ページの「DHCPマクロの作成」

DHCPクライアントから
INFORMメッセージを発行
します。

ifconfig int dhcp inform コマンドを
使って、DHCPクライアントから INFORM

メッセージを発行します。

452ページの「DHCPクライアントの起動」

458ページの「DHCPクライアントで使用する
ifconfigコマンドオプション」

ifconfig(1m)のマニュアルページ
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新しいDHCPデータストアへの変換
Oracle Solaris DHCPは、DHCP構成データをあるデータストアから別のデータストア
に変換するユーティリティーを提供します。このような新しいデータストアへの変
換が必要になる場合はいくつかあります。たとえば、多数のDHCPクライアントが
あるために、DHCPサービスの性能や能力を高めたい場合があります。あるい
は、DHCPサーバーの負荷を複数のサーバーで分担したい場合があります。データ
ストアの各タイプの相対的な利点と欠点の比較については、337ページの「DHCP
データストアの選択」を参照してください。

注 – Solaris 8 7/01リリースより前のOracle Solarisリリースからアップグレードした場
合は、この注をよくお読みください。

Oracle SolarisをインストールしたあとにOracle Solaris DHCPツールを実行すると、ど
のツールの場合でも、新しいデータストアへの変換を促すメッセージが表示されま
す。Solaris 8 7/01リリースでファイルとNIS+の両方でデータストアのフォーマット
が変更されているので、この変換は必須です。新しいデータストアへの移行が行わ
れないと、DHCPサーバーは引き続き古いデータストアを使用します。ただ
し、サーバーができることは、既存のクライアントのリースを延長することだけで
す。古いデータテーブルを使用していると、新しいDHCPクライアントを登録した
り、DHCP管理ツールを使用したりすることはできません。

変換ユーティリティーは、Sun提供のデータストアを Sun以外のデータストアに変換
する際にも便利です。変換ユーティリティーは、既存のデータストアのエントリを
調べて、同じデータを含む新しいエントリを新しいデータストアに追加しま
す。データストアアクセスは、データストアごとに別個のモジュールとして実装さ
れています。このモジュールアプローチのおかげで、変換ユーティリ
ティーは、DHCPデータを任意のデータストア形式から別のデータストア形式に変
換できます。それぞれのデータストアには、DHCPサービスから使用できるモ
ジュールが含まれていなければなりません。Sun以外のデータストアをサポートする
モジュールを作成する方法については、『Solaris DHCPサービス開発ガイド』を参照
してください。

データストアの変換は、DHCPマネージャのデータストア変換ウィザードまたは
dhcpconfig -Cコマンドで実行できます。

次に、データストア変換ウィザードの初期ダイアログボックスを示します。

新しいDHCPデータストアへの変換
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変換を開始する前、古いデータストアのテーブル (dhcptabテーブルとネットワーク
テーブル)を保存するかどうかを指定する必要があります。次に、変換ユーティリ
ティーはDHCPサーバーを停止し、データストアを変換し、変換が完了したあと
に、サーバーを再起動します。古いテーブルを保存すると指定しない場合、変換が
完了したあと、変換ユーティリティーは古いテーブルを削除します。変換の処理に
は、長い時間がかかることがあります。変換は背景で実行されますが、進捗状況を
示す図が表示されます。

▼ DHCPデータストアを変換する方法 (DHCPマ
ネージャ)

DHCPマネージャで、「サービス (Service)」メニューから「データストアの変換
(Convert Data Store)」を選択します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

データストア変換ウィザードが開きます。

ウィザードの質問に答えます。

質問に対する回答がわからない場合は、「ヘルプ (Help)」をクリックすると、各ダ
イアログボックスについての詳細な情報を見ることができます。

図 15–19 DHCPマネージャの「データストア変換ウィザード (Data Store Conversion Wizard)」ダ
イアログボックス
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選択内容を確認し、「完了 (Finish)」をクリックしてデータストアを変換します。

変換が完了すると、DHCPサーバーは再起動されます。サーバーは、直ちに新しい
データストアを使用します。

▼ DHCPデータストアを変換する方法 (dhcpconfig

-C)

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してデータストアを変換します。
# /usr/sbin/dhcpconfig -C -r resource -p path

resource 新しいデータストアタイプ (SUNWbinfilesなど)

path データへのパス (/var/dhcpなど)

変換後も元のデータ (古いデータストア)を保存しておきたい場合は、-kオプション
を指定してください。たとえば、自分のデータストアを SUNWbinfilesに変換し、古
いデータストアを保存する場合は、次のように入力します。

# /usr/sbin/dhcpconfig -C -r SUNWbinfiles -p /var/dhcp -k

dhcpconfigユーティリティーについての詳細は、dhcpconfig(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

DHCPサーバー間での構成データの移動 (作業マップ)
DHCPマネージャと dhcpconfigユーティリティーを使用すると、DHCP構成データ
の一部またはすべてを、あるOracle Solaris DHCPサーバーから別のサーバーに移動で
きます。その場合には、ネットワーク全体と、ネットワークに関連するすべてのア
ドレス、マクロ、およびオプションを移動できます。あるいは、特定の IPアドレ
ス、マクロ、およびオプションだけを選択して移動することも可能です。さら
に、マクロやオプションを元のサーバーから削除せずに、コピーだけを行うことも
できます。

3

1

2

DHCPサーバー間での構成データの移動 (作業マップ)

第 15章 • DHCPの管理 (手順) 439

http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/dhcpconfig-1m?a=view


データを移動するのは、次のような場合です。

■ サーバーを追加してDHCPの処理を分担させる。
■ DHCPサーバーのシステムを交換する。
■ データストアへのパスを変更する (同じデータストアを使用したままで)。

次の作業マップに、DHCP構成データを移動する場合に実行する必要がある手順を
示します。マップには、作業の実行手順へのリンクが含まれています。

作業 説明 説明

1.移動元のサーバーから
データをエクスポートしま
す。

移動先のサーバーに移動するデータを
選択し、それをエクスポートした
データのファイルを作成します。

442ページの「DHCPサーバーからデータをエ
クスポートする方法 (DHCPマネージャ)」

442ページの「DHCPサーバーからデータをエ
クスポートする方法 (dhcpconfig -X)」

2.移動先のサーバーに
データをインポートしま
す。

エクスポートしたデータを移動先の
DHCPサーバーのデータストアにコ
ピーします。

444ページの「DHCPサーバーにデータをイン
ポートする方法 (DHCPマネージャ)」

444ページの「DHCPサーバーにデータをイン
ポートする方法 (dhcpconfig -I)」

3.インポートされたデータ
を新しいサーバー環境に合
わせて変更します。

サーバー固有の構成データを新しい
サーバーの情報に一致するように変更
します。

445ページの「インポートしたDHCPデータを
変更する方法 (DHCPマネージャ)」

446ページの「インポートしたDHCPデータを
変更する方法 (pntadm、dhtadm)」

DHCPマネージャでは、「データをエクスポート(Export Data)」ウィザード
と「データをインポート(Import Data)」ウィザードを使用して、データをある
サーバーから別のサーバーに移動します。そして、そのあとに「マクロ
(Macros)」タブでマクロを変更します。次に、「データをエクスポート (Export
Data)」ウィザードと「データをインポート (Import Data)」ウィザードの初期ダイア
ログボックスを示します。
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図 15–20 DHCPマネージャの「データをエクスポート (Export Data)」ウィザードダイアログ
ボックス

図 15–21 DHCPマネージャの「データをインポート (Import Data)」ウィザードダイアログ
ボックス
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▼ DHCPサーバーからデータをエクスポートする方
法 (DHCPマネージャ)

データの移動 (またはコピー)元のサーバー上で、DHCPマネージャを起動します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「サービス (Service)」メニューから「データをエクスポート (Export Data)」を選択し
ます。

「データをエクスポート (Export Data)」ウィザードが表示されます。図 15–20を参照
してください。

ウィザードの質問に答えます。

質問に対する回答がわからない場合は、「ヘルプ (Help)」をクリックすると、質問
についての詳細な情報を見ることができます。

エクスポートするデータが入ったファイルを、データをインポートするDHCP
サーバーがアクセス可能なファイルシステムに移動します。

データをインポートします (444ページの「DHCPサーバーにデータをインポートす
る方法 (DHCPマネージャ)」を参照)。

▼ DHCPサーバーからデータをエクスポートする方
法 (dhcpconfig -X)

データの移動 (またはコピー)元のサーバーにログインします。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。
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データをエクスポートします。

DHCPデータ全体をエクスポートすることも、その特定部分だけをエクスポートす
ることもできます。

■ 特定のアドレスやマクロ、オプションをエクスポートする場合は、次の書式のコ
マンドを入力します。
# dhcpconfig -X filename -a network-addresses -m macros -o options

filenameには、エクスポートするデータを圧縮して格納するための完全パス名を
指定します。エクスポートするネットワークアドレスやDHCPマクロ、DHCPオ
プションは、コンマで区切って指定する必要があります。次の図は、特定の
ネットワーク、マクロ、オプションをエクスポートする例です。

# dhcpconfig -X /var/dhcp/0dhcp1065_data \ -a 10.63.0.0,10.62.0.0 \ -m 10.63.0.0,10.62.0.0,SUNW.Su

■ DHCPデータ全体をエクスポートする場合は、コマンドに ALLキーワードを指定し
ます。
# dhcpconfig -X filename -a ALL -m ALL -o ALL

filenameには、エクスポートするデータを圧縮して格納するための完全パス名を
指定します。キーワード ALLをコマンドオプションとともに使用すれば、すべて
のネットワークアドレス、マクロ、またはオプションをエクスポートできま
す。次の図は、ALLキーワードを使用した例です。

# dhcpconfig -X /var/dhcp/dhcp1065_data -a ALL -m ALL -o ALL

ヒント –特定のタイプのデータをエクスポートから除外したい場合は、そのタイプに
対する dhcpconfigコマンドオプションを省略します。たとえば、-mオプションを指
定しなければ、DHCPマクロはエクスポートされません。

dhcpconfigコマンドについての詳細は、dhcpconfig(1M)のマニュアルページを参照
してください。

エクスポートするファイルを、そのデータをインポートするサーバーからアクセス
可能な場所に移動します。

データをインポートします (444ページの「DHCPサーバーにデータをインポートす
る方法 (dhcpconfig -I)」を参照)。

3

4

参照
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▼ DHCPサーバーにデータをインポートする方法
(DHCPマネージャ)
DHCPサーバーからエクスポートしたデータの移動先サーバーでDHCPマネージャを
起動します。
364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

「サービス (Service)」から「データをインポート (Import Data)」を選択します。
「データをインポート (Import Data)」ウィザードが表示されます。図 15–21を参照し
てください。

ウィザードの質問に答えます。
質問に対する回答がわからない場合は、「ヘルプ (Help)」をクリックすると、質問
についての詳細な情報を見ることができます。

必要なら、インポートされたデータを変更します。
詳細は、445ページの「インポートしたDHCPデータを変更する方法 (DHCPマ
ネージャ)」を参照してください。

▼ DHCPサーバーにデータをインポートする方法
(dhcpconfig -I)
データをインポートするサーバーにログインします。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

次の書式のコマンドを入力してデータをインポートします。
# dhcpconfig -I filename

filenameは、エクスポートされるデータを含むファイルの名前です。

必要なら、インポートされたデータを変更します。
詳細は、446ページの「インポートしたDHCPデータを変更する方法
(pntadm、dhtadm)」を参照してください。
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▼ インポートしたDHCPデータを変更する方法
(DHCPマネージャ)

データをインポートしたサーバーでDHCPマネージャを起動します。

364ページの「DHCPマネージャを起動および停止する方法」を参照してください。

インポートしたデータを調べて、変更する必要があるネットワーク固有情報を見つ
けます。

ネットワークを移動した場合は、「アドレス (Addresses)」タブを開いて、移動 (イン
ポート)したネットワーク内にあるアドレスの所有サーバーを変更する必要がありま
す。また、「マクロ (Macros)」タブを開いて、一部のマクロの中にある
NIS、NIS+、またはDNSのドメイン名を変更する必要があります。

「アドレス (Addresses)」タブを開いて、インポートしたネットワークを選択します。

すべてのアドレスを選択するには、最初のアドレスをクリックして、Shiftキーを押
したまま、最後のアドレスをクリックします。

「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。

「複数アドレスの変更 (Modify Multiple Addresses)」ダイアログボックスが開きます。

「管理サーバー (Managing Server)」プロンプトで、新しいサーバーの名前を選択しま
す。

「構成マクロ (Configuration Macro)」プロンプトで、当該ネットワーク上にあるすべ
てのクライアントに使用されるマクロを選択し、「了解 (OK)」をクリックします。

「マクロ (Macros)」タブを開きます。

「(Find)」ボタンを使って、値の変更が必要と思われるオプションを見つけます。

「(Find)」ボタンはウィザードの下端にあります。

新しいサーバー上で変更する必要がありそうなオプションに
は、DNSdmain、DNSserv、NISservs、NIS+serv、NISdmainなどがあります。

該当するマクロのオプションを変更します。

オプションの変更手順については、430ページの「DHCPオプションの属性を変更す
る方法 (DHCPマネージャ)」を参照してください。
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▼ インポートしたDHCPデータを変更する方法
(pntadm、dhtadm)

データをインポートしたサーバーにログインします。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、365ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

ネットワークテーブルを調べて、変更する必要があるデータを見つけます。

ネットワークを移動した場合は、pntadm -P network-addressコマンドを使用して、移
動したネットワークのネットワークテーブルを出力します。

pntadmコマンドを使って IPアドレス情報を変更します。
インポートしたアドレス用の所有サーバーと構成マクロを変更する必要もありま
す。たとえば、アドレス 10.63.0.2の所有サーバー (10.60.3.4)とマクロ
(dhcpsrv-1060)を変更するには、次のコマンドを使用します。

pntadm -M 10.63.0.2 -s 10.60.3.4 -m dhcpsrv-1060 10.60.0.0

アドレスの数が多い場合は、個々のアドレスを変更する一連のコマンドを含むスク
リプトファイルを作成します。pntadm -Bコマンドでこのスクリプトを実行する
と、pntadmがバッチモードで実行されます。詳細は、pntadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

dhcptabマクロを調べて、値を変更する必要があるオプションを見つけます。

dhcptabテーブル全体を画面に表示する場合は、dhtadm -Pコマンドを使用しま
す。変更するオプションや値を検索する場合は、grepなどのツールを使用します。

マクロ中のオプションを変更する必要がある場合は、dhtadm -Mコマンドを使って変
更します。

たとえば、マクロ中のNIS、NIS+、またはDNSのドメイン名やサーバー名を変更す
る必要もあります。たとえば、次のコマンドは、マクロ mymacro内にある DNSdmain

と DNSservの値を変更します。

dhtadm -M -m mymacro -e ’DNSserv=dnssrv2:DNSdmain=example.net’ -g
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DHCPクライアントの構成と管理

この章では、Oracle Solarisに含まれている動的ホスト構成プロトコル (DHCP)クライ
アントについて説明します。この章では、クライアントのDHCPv4プロトコルおよ
びDHCPv6プロトコルの機能と、クライアントの動作の変更方法について説明しま
す。

一方のプロトコルDHCPv4は、かなり以前からOracle Solarisに含まれています。こ
れを使用すると、DHCPサーバーは IPv4ネットワークアドレスなどの構成パラ
メータを IPv4ノードに渡すことができます。

もう一方のプロトコルDHCPv6を使用すると、DHCPサーバーは IPv6ネットワーク
アドレスなどの構成パラメータを IPv6ノードに渡すことができます。DHCPv6
は、「IPv6ステートレスアドレスの自動構成」(RFC 2462)に対応するステートフル
アドレス版であり、構成パラメータを取得するためにステートレスアドレスとは別
に使用することも同時に使用することもできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 448ページの「Oracle Solaris DHCPクライアントについて」
■ 456ページの「Oracle Solaris DHCPクライアントを使用可能または使用不可にす
る」

■ 458ページの「DHCPクライアント管理」
■ 460ページの「複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクライアント
システム」

■ 461ページの「DHCPv4クライアントのホスト名」
■ 463ページの「DHCPクライアントシステムとネームサービス」
■ 468ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」
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Oracle Solaris DHCPクライアントについて
Oracle Solaris DHCPクライアントは、Oracle Solarisの一部である dhcpagentデーモン
です。Oracle Solarisをインストールしようとすると、DHCPを使ってネットワークイ
ンタフェースを構成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。これに対
して、DHCPv4を使用するとして応答すると、Oracle Solarisのインストール中に、使
用しているシステム上でそのプロトコルが使用可能になります。インストール時に
DHCPv6を特に指定するオプションはありません。ただし、IPv6に関連する質問が
あります。IPv6を有効にすると、DHCPv6をサポートするローカルネットワーク上
でDHCPv6も有効になります。

DHCPを使用するためにOracle Solarisクライアントに対して必要な作業はこれだけで
す。DHCPサービスを使用するDHCPクライアントシステムにどのような情報が与
えられるかは、DHCPサーバーの構成によります。

Oracle Solarisでクライアントシステムがすでに動作しており、DHCPを使用していな
い場合は、クライアントシステムを再構成すればDHCPを使用できるようになりま
す。さらに、DHCPクライアントシステムでDHCPの使用を止め、与えられた静的
なネットワーク情報を使用したい場合にも、DHCPクライアントシステムを再構成
できます。456ページの「Oracle Solaris DHCPクライアントを使用可能または使用不
可にする」を参照してください。

DHCPv6サーバー
Sun MicrosystemsはOracle Solaris用のDHCPv6サーバーを提供していません。サード
パーティーが提供しているサーバーには SunのDHCPv6との互換性があり、ネット
ワーク上にDHCPv6サーバーが存在している場合、SunのDHCPv6クライアントはそ
れを使用します。

SunのDHCPv4サーバーについては、320ページの「Oracle Solaris DHCP
サーバー」を参照してください。

DHCPv4とDHCPv6の相違点
DHCPv4とDHCPv6の主な相違点は次の 2つです。

■ 管理モデル
■ DHCPv4–管理者が各インタフェースに対してDHCPを有効にします。管理は
論理インタフェースごとに行われます。

■ DHCPv6–明示的な構成は必要ありません。このプロトコルは、特定の物理イ
ンタフェース上で有効にされます。

■ プロトコルの詳細
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■ DHCPv4–DHCPサーバーが各アドレスのサブネットマスクを指定します。ホ
スト名オプションによってシステム全体のノード名が設定されます。

■ DHCPv6–サブネットマスクは、DHCPv6サーバーではなくルーター広告に
よって指定されます。DHCPv6のホスト名オプションはありません。

管理モデル
「DHCPv4」では、クライアントを明示的に構成する必要があります。必要な場合は
アドレス指定用のDHCPv4システムを設定します。この設定は通常、システムを最
初にインストールするときに行うか、ifconfig(1m)のオプションを使用して動的に
行います。

「DHCPv6」では、クライアントを明示的に構成する必要はありません。DHCPの使
用はネットワークの属性であり、DHCPを使用する指示は、ローカルルーターから
のルーター広告メッセージで伝送されます。DHCPクライアントは、必要に応じて
論理インタフェースを自動的に作成したり破棄したりします。

DHCPv6機構は、管理上、既存の IPv6ステートレス (自動)アドレス構成によく似て
います。ステートレスアドレス構成の場合は、ローカルルーターにフラグを設定す
ることにより、一連の接頭辞に対して各クライアントが独自に自動的なアドレス生
成を行うように指示します。このときクライアントは、通知された接頭辞に加
え、ローカルインタフェースのトークンまたは乱数を使用します。DHCPv6の場合
は、同じ接頭辞が必要ですが、アドレスは「ランダムに」割り当てられるのではな
く、DHCPv6サーバーを介して取得され管理されます。

MACアドレスとクライアント ID
「DHCPv4」では、アドレスを割り当てるためのクライアントの識別に、MACアド
レスおよび任意でクライアント IDが使用されます。ネットワークに入るたびに、同
じクライアントは可能であれば同じアドレスを取得します。

「DHCPv6」でも基本的に同じスキーマが使用されますが、クライアント IDは必須
になり、それに基づく構造が義務付けられます。DHCPv6のクライアント IDは、次
の 2つの部分で構成されます。DUID (DHCP Unique Identifier)と IAID (Identity
Association Identifier)です。DUIDは (DHCPv4の場合のようにインタフェースだけを
識別するのではなく)クライアントの「システム」を識別し、IAIDはそのシステム上
のインタフェースを識別します。

RFC 3315で説明されているように、サーバーとクライアントはアイデン
ティティーアソシエーション (IA)を使用して、関連する一連の IPv6アドレスの識
別、グループ化、および管理を行います。クライアントは、そのネットワークイン
タフェースそれぞれに個別の IAを少なくとも 1つ関連付けてから、割り当てた IAを
使用して、そのインタフェースの構成情報をサーバーから取得する必要がありま
す。IAの詳細については、次の「プロトコルの詳細」の節を参照してください。
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DUID+IAIDはDHCPv4でも使用できます。これらを互いに一義的に連結して、クラ
イアント IDとして使用できます。互換性の理由から、これは通常の IPv4インタ
フェースでは行われません。ただし、クライアント IDが構成されていない場合、論
理インタフェース (hme0:1)にはDUID+IAIDが使用されます。

IPv4 DHCPとは異なり、DHCPv6には「クライアント名」オプションがないた
め、DHCPv6だけに基づく名前をシステムに付けることはできません。その代わ
り、DHCPv6から提供されるアドレスに対応するDNS名を知る必要がある場合
は、DNS逆解決 (getaddrinfo(3SOCKET)関数によるアドレスからの名前照会)を使用
します。したがって、DHCPv6だけを使用している場合にノードに特定の名前を与
えるには、システムに /etc/nodenameを設定する必要があります。

プロトコルの詳細
DHCPv4では、割り当てられたアドレスに使用すべきサブネットマスクは、DHCP
サーバーによって指定されます。DHCPv6では、サブネットマスク (「接頭辞長」と
も呼ばれる)はDHCPサーバーによって制御されるのではなく、ルーター広告に
よって割り当てられます。

DHCPv4には「ホスト名」オプションがあり、これを使用してシステム全体の
ノード名が設定されます。DHCPv6にはそのようなオプションはありません。

DHCPv6のクライアント IDを設定するには、システムで自動的に選択させる代わり
に、DUIDを指定する必要があります。この設定は、デーモンに対してグローバルに
行うか、インタフェースごとに行うことができます。グローバルなDUIDを設定す
るには、次の書式を使用します (先頭にドットを付ける)。

.v6.CLIENT_ID=<DUID>

特定のインタフェースが特定のDUIDを使用するように設定して、システムが
DHCPv6サーバーに対して複数の独立したクライアントに見えるようにするに
は、次のように指定します。

hme0.v6.CLIENT ID=<DUID>

各アイデンティティーアソシエーション (IA)は、1種類のアドレスを保持します。た
とえば、一時アドレス用アイデンティティーアソシエーション (IA_TA)は一時アド
レスを保持し、非一時アドレス用アイデンティティーアソシエーション (IA_NA)は
割り当てられた永続的なアドレスを保持します。このマニュアルで説明する
DHCPv6のバージョンでは、IA_NAアソシエーションだけが提供されています。

Oracle Solarisは、要求に応じて各インタフェースに 1つの IAIDを割り当てます。こ
の IAIDはルートファイルシステム内のファイルに格納され、マシンの寿命にわ
たって保持されます。
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論理インタフェース
DHCPv4クライアントの論理インタフェースは、それぞれが独立した管理単位で
す。0番目の論理インタフェース (デフォルトで識別子がインタフェースのMACアド
レスになる)に加え、ユーザーは特定の論理インタフェースを構成してDHCPを実行
することができます。そのためには、dhcpagent構成ファイルにCLIENT_IDを指定
します。次に例を示します。

hme0:1.CLIENT_ID=orangutan

DHCPv6の動作は異なります。IPv4とは異なり、IPv6インタフェースの 0番目の論理
インタフェースは常にリンクローカルです。リンクローカルは、DHCPサーバーな
どのほかの割り当て方法が利用できない場合に、IPネットワーク内のデバイスに IP
アドレスを自動的に割り当てるために使用されます。0番目の論理インタフェース
は、DHCPの制御下に置くことはできません。そのため、DHCPv6は 0番目の論理イ
ンタフェース (「物理インタフェース」とも呼ばれる)上で実行されるにもかかわら
ず、0番目以外の論理インタフェースだけにアドレスを割り当てます。

DHCPv6サーバーは、DHCPv6クライアント要求に応答して、クライアントで設定す
べきアドレスのリストを返します。

オプションのネゴシエーション
DHCPv6には「オプション要求」オプションがあり、クライアントがどの情報を優
先的に望んでいるかについて、サーバーにヒントを提供します。使用可能なすべて
のオプションをサーバーからクライアントに送信すると、送信される情報が大量に
なり、クライアントに到達するまでにその一部をドロップする必要が生じる可能性
があります。サーバーはヒントを使用して、応答に含めるオプションを選択するこ
とができます。あるいは、サーバーはヒントを無視し、ほかの項目を選択して含め
ることもできます。たとえば、Oracle Solarisの場合、優先するオプションにはOracle
Solaris DNSアドレスドメインやNISアドレスドメインなどが含まれる可能性があり
ますが、NetBIOSサーバーが含まれる可能性はわずかです。

同じ種類のヒントがDHCPv4にも用意されていますが、この特別な「オプション要
求」オプションはありません。代わりに、DHCPv4では、/etc/default/dhcpagentの
PARAM_REQUEST_LISTが使用されます。

構成の構文
DHCPv6クライアントを構成するには、既存のDHCPv4クライアントの場合とほぼ
同様に、/etc/default/dhcpagentを使用します。

構文は、インタフェース名 (存在する場合)と構成対象のパラメータの間に挿入され
る「.v6」マーカーで拡張されます。たとえば、グローバルな IPv4オプション要求リ
ストは、次のように設定されます。
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PARAM_REQUEST_LIST=1,3,6,12,15,28,43

特定のインタフェースでホスト名オプションを省略するには、次のように設定しま
す。

hme0.PARAM_REQUEST_LIST=1,3,6,15,28,43

DHCPv6のグローバルな要求リストを設定する場合は、先頭にドットを付加しま
す。

.v6.PARAM_REQUEST_LIST=23,24

特定のインタフェースを設定する場合は、次の例に従います。

hme0.v6.PARAM_REQUEST_LIST=21,22,23,24

参考として、DHCPv6構成の実際の /etc/default/dhcpagentファイルを次に示しま
す。

# The default DHCPv6 parameter request list has preference (7), unicast (12),

# DNS addresses (23), DNS search list (24), NIS addresses (27), and

# NIS domain (29). This may be changed by altering the following parameter-

# value pair. The numbers correspond to the values defined in RFC 3315 and

# the IANA dhcpv6-parameters registry.

.v6.PARAM_REQUEST_LIST=7,12,23,24,27,29

DHCPクライアントの起動
ほとんどの場合、DHCPv6クライアントを起動するために操作は必要ありませ
ん。in.ndpdデーモンが必要に応じてDHCPv6を自動的に起動します。ブート時に
IPv6用に plumbされるようにインタフェースを設定するに
は、/etc/hostname6.$IFNAMEの変更が必要となる場合があります。ただし、インス
トール時にシステムで IPv6を有効にした場合、これはインストーラによってすでに
実行されています。

これに対し、DHCPv4では、Oracle Solarisのインストール時にクライアントの起動を
要求しなかった場合は、これを要求する必要があります。456ページの「Oracle
Solaris DHCPクライアントを使用可能にする方法」を参照してください。

dhcpagentデーモンは、システムのブートに関与するほかのプロセスに必要な構成情
報を取得します。そのため、システム起動スクリプトは、ブートプロセスの初期段
階に dhcpagentを起動し、DHCPサーバーからネットワーク構成情報が到着するのを
待ちます。

デフォルトではDHCPv6が実行されますが、DHCPv6を実行しないように選択する
こともできます。DHCPv6の実行開始後は、ifconfigコマンドで停止することがで
きます。/etc/inet/ndpd.confファイルを変更してDHCPv6を無効にし、リブート時
にDHCPv6が起動しないようにすることもできます。
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たとえば、hme0という名前のインタフェースでDHCPv6をただちに停止するに
は、次の手順に従います。

ex# echo ifdefault StatefulAddrConf false >> /etc/inet/ndpd.conf

ex# pkill -HUP -x in.ndpd

ex# ifconfig hme0 inet6 dhcp release

/etc/dhcp.interfaceファイル (たとえば、Sun Fire 880システム上の /etc/dhcp.ce0)が
存在していると、起動スクリプトは、指定されたインタフェース上でDHCPv4が使
用されるものとみなします。起動スクリプトは、dhcp.interfaceファイルを見つける
と、dhcpagentを起動します。

起動された dhcpagentは、ネットワークインタフェースの構成を行う指示を受信する
まで待機します。そのあと、起動スクリプトは、ifconfig interface dhcp startコマン
ドを発行して、dhcpagentにDHCPv4の起動を指示します (317ページの「DHCPの動
作」を参照)。dhcp.interfaceファイルにコマンドが含まれている場合は、それらのコ
マンドが ifconfigの dhcp startオプションに付加されます。ifconfig interface dhcp

コマンドのオプションについては、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照してく
ださい。

DHCPv6通信
DHCPv4は手動構成によって起動されるのに対し、DHCPv6はルーター広告 (RA)に
よって起動されます。ルーターの構成に応じて、システムはルーター広告
メッセージが受信されたインタフェースでDHCPv6を自動的に起動し、DHCPを使
用してアドレスとほかのパラメータを取得するか、DHCPv6でアドレス以外の
データ (DNSサーバーなど)だけを要求します。

in.ndpdデーモンはルーター広告メッセージを受信します。これは、システムで IPv6
用に plumbされているすべてのインタフェースで、自動的に実行されます。in.ndpd

は、DHCPv6を実行するように指定するRAを検出すると、DHCPv6を起動します。

in.ndpdがDHCPv6を起動しないようにするには、/etc/inet/ndpd.confファイルを
変更します。

次のいずれかの ifconfigコマンドを使用して、DHCPv6の起動後にDHCPv6を停止
することもできます。

ifconfig <interface> inet6 dhcp drop

または

ifconfig <interface> inet6 dhcp release
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DHCPクライアントプロトコルはネットワーク構
成情報をどのように管理するか
DHCPv4クライアントプロトコルとDHCPv6クライアントプロトコルでは、ネット
ワーク構成情報の管理方法が異なります。主な相違点は、DHCPv4では単一のアド
レスのリースとそれに関連するいくつかのオプションのためにネゴシエーションが
行われ、DHCPv6では一連のアドレスとオプションに対して一括でネゴシ
エーションが行われることです。

DHCPv4クライアントとサーバー間の対話の概要については、第 12章「Oracle Solaris
DHCPについて (概要)」を参照してください。

DHCPv4クライアントはネットワーク構成情報をどのように管理
するか
DHCPサーバーから情報パケットを取得すると、dhcpagentはネットワークインタ
フェースを構成し、使用可能にします。デーモンは、そのインタフェースを IPアド
レスのリース期間が終わるまで制御し、その構成データを内部テーブルに保持しま
す。システム起動スクリプトは dhcpinfoコマンドを使用して内部テーブルから構成
オプションの値を抽出します。それらの値は、システムを構成し、システムが
ネットワーク上で通信できるようにするために使用されます。

dhcpagentデーモンは、一定時間 (通常はリース期間の半分)が過ぎるまで何もせずに
待機します。この時間が過ぎると、デーモンは、リースの延長をDHCPサーバーに
要求します。dhcpagentデーモンは、インタフェースが停止していたり、IPアドレス
が変更されていることをシステムから通知されると、ifconfigコマンドから指示が
あるまでそのインタフェースの制御を行いません。また、dhcpagentは、インタ
フェースが適切に動作し、IPアドレスが変更されていないことを検出する
と、リースの更新要求をサーバーに送信します。リースを更新できない場
合、dhcpagentはリース期間の満了時にそのインタフェースを停止します。

dhcpagentは、リースに関連する活動を行うたびに、/etc/dhcp/eventhookという実
行可能ファイルを探します。この名前の実行可能ファイルが見つかると、dhcpagent

はこのファイルを起動します。イベント実行可能ファイルの使用については、468
ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」を参照してください。

DHCPv6クライアントはネットワーク構成情報をどのように管理
するか
クライアントとサーバーの間のDHCPv6通信は、クライアントがサーバーを見つけ
るために要請メッセージを送信することによって開始されます。応答として、DHCP
サービスに使用可能なすべてのサーバーが通知メッセージを送信しま
す。サーバーのメッセージには、複数の IA_NA (非一時アドレス用アイデン
ティティーアソシエーション)レコードに加え、サーバーが提供できるほかのオプ
ション (DNSサーバーアドレスなど)が含まれています。
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クライアントは、独自の IA_NA/IAADDRレコードを要求メッセージに設定すること
により、特定のアドレス (またはその複数)を要求できます。通常、クライアントが
特定のアドレスを要求するのは、古いアドレスが記録されており、可能な限り同じ
アドレスがサーバーから提供されることを望む場合です。クライアントの動作にか
かわらず (クライアントがまったくアドレスを要求しない場合でも)、サーバーは 1つ
のDHCPv6トランザクション用に任意の数のアドレスをクライアントに提供するこ
とができます。

クライアントとサーバーの間で行われるメッセージのやり取りは次のとおりです。

■ クライアントがサーバーを見つけるために要請メッセージを送信します。
■ サーバーは通知メッセージを送信して、DHCPサービスに使用可能であることを
示します。

■ クライアントは要求メッセージを送信して、もっとも大きい優先値を持つ
サーバーに、IPアドレスなどの構成パラメータを要求します。サーバーの優先値
は、最低値 0から最高値 255の範囲で、管理者によって設定されます。

■ サーバーは、アドレスリースと構成データを含む応答メッセージを送信します。

通知メッセージ内の優先値が 255であれば、DHCPv6クライアントはただちにその
サーバーを選択します。もっとも優先値の高いサーバーが応答しない場合や要求
メッセージに正常な応答を返すことができない場合、クライアントは、取得済みの
通知メッセージの中で優先値の高いものから順にサーバーを検索します。すべての
通知メッセージの検索が終わると、クライアントは再び要請メッセージを送信して
処理を繰り返します。

選択されたサーバーは、要請メッセージまたは要求メッセージへの応答として、割
り当てるアドレスと構成パラメータを含む応答メッセージを送信します。

DHCPクライアントのシャットダウン
クライアントはシャットダウン時に、クライアントにアドレスを割り当てた
サーバーに解放メッセージを送信して、割り当てられたアドレスの 1つ以上を使用
しなくなることを示します。DHCPv4クライアントシステムが正常にシャットダウ
ンされた場合、dhcpagentは現在の構成情報を /etc/dhcp/interface.dhcファイルに書
き込みます。DHCPv6の場合は、/etc/dhcp/interface.dh6ファイルに書き込みま
す。デフォルトでは、リースは解放されずに保存されるため、IPアドレスが使用さ
れなくなったことがDHCPサーバーにはわかりません。そのため、クライアントは
次のブート時にそのアドレスを簡単に再取得できます。このデフォルトの動作
は、ifconfig <interface> dhcp drop コマンドと同じです。

システムの再起動時にそのファイル内のリースが依然として有効である
と、dhcpagentは、同じ IPアドレスとネットワーク構成情報を使用する (短縮形の)
要求を送信します。DHCPv4の場合、これは要求メッセージです。DHCPv6の場
合、これは確認メッセージです。
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DHCPサーバーがこれを許可した場合、dhcpagentはシステムのシャットダウン時に
ディスクに書き込んだ情報を使用できます。クライアントがこの情報を使用するこ
とをサーバーが許可しなかった場合、dhcpagentはDHCPプロトコルシーケンスを開
始します (317ページの「DHCPの動作」を参照)。その結果、クライアントは、新し
いネットワーク構成情報を取得します。

Oracle Solaris DHCPクライアントを使用可能または使用不
可にする

Oracle Solarisはすでに動作している、DHCPがまだ使用されていないサーバーで
DHCPクライアントを使用可能にするためには、まず、システムを構成解除する必
要があります。システムが起動されたら、ある一連のコマンドを実行してシステム
を設定し、DHCPクライアントを使用可能にします。

注 –多くの配備では、インフラストラクチャーの重要な部分にはDHCPを使用せずに
静的 IPアドレスを設定することが一般的です。ネットワーク上のルーターや特定の
サーバーなど、クライアントになるべきデバイスとそうでないデバイスの判定につ
いては、このマニュアルでは説明しません。

▼ Oracle Solaris DHCPクライアントを使用可能にす
る方法
この手順が必要なのは、Oracle Solarisのインストール時にDHCPv4が使用可能にされ
ていない場合だけです。DHCPv6の場合、この手順は不要です。

クライアントシステムでスーパーユーザーになります。

このシステムで事前構成 (対話型構成ではなく)を使用している場合は、sysidcfg

ファイルを編集します。そして、sysidcfgファイル内の network_interface

キーワードに dhcpサブキーを追加します。

たとえば、network_interface=hme0 {dhcp}のように指定します。詳細
は、sysidcfg(4)のマニュアルページを参照してください。

システムを構成解除し、シャットダウンします。
# sys-unconfig

このコマンドで削除される構成情報についての詳細は、sys-unconfig(1m)のマ
ニュアルページを参照してください。
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シャットダウンが完了したら、システムを再起動します。

事前構成を使用している場合、システムは起動時に、sysidcfgファイルの dhcpサブ
キーによって、DHCPクライアントを使用するように構成されます。

事前構成を使用していない場合には、システムの再起動時に、システム構成情報の
入力を sysidtoolプログラムから求められます。詳細は、sysidtool(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

DHCPを使用してネットワークインタフェースを構成するようにプロンプトが表示さ
れたら、Yesを選択します。

▼ Oracle Solaris DHCPクライアントを使用不可にす
る方法

クライアントシステムでスーパーユーザーになります。

sysidcfgファイルを使用してシステムを事前構成した場合には、dhcpサブキーを
network_interfaceキーワードから削除します。

システムを構成解除し、シャットダウンします。
# sys-unconfig

このコマンドで削除される構成情報についての詳細は、sys-unconfig(1m)のマ
ニュアルページを参照してください。

シャットダウンが完了したら、システムを再起動します。

システムで事前構成を使用している場合には、構成情報を求めるメッセージは表示
されず、DHCPクライアントは構成されません。

事前構成を使用していない場合には、システムの再起動時に、システム構成情報の
入力を sysidtoolプログラムから求められます。詳細は、sysidtool(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

DHCPを使用してネットワークインタフェースを構成するように要求するプロンプト
が表示されたら、Noを選択します。
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DHCPクライアント管理
通常のシステムオペレーションのもとでは、Oracle Solaris DHCPクライアントソフト
ウェアの操作は必要ありません。dhcpagentデーモンはシステムブート時に自動的に
起動し、リースについてサーバーとネゴシエーションを行い、シャットダウン時に
停止します。dhcpagentデーモンを手動で直接、起動または停止しないようにしてく
ださい。代わりに、クライアントシステム上のスーパーユーザーであれば、必要に
応じて ifconfigコマンドを使い、dhcpagentによるネットワークインタフェースの管
理を変更できます。

DHCPクライアントで使用する ifconfigコマンド
オプション
この節では、ifconfig(1m)のマニュアルページに記載されているコマンドオプ
ションについてまとめます。これらのコマンドのDHCPv4バージョンとDHCPv6
バージョンでは、「inet6」キーワードだけが異なります。DHCPv6の場合
は「inet6」キーワードを使用し、DHCPv4の場合は省略してください。

ifconfigコマンドでは、次のことができます。

■ DHCPクライアントの起動 – ifconfig interface [inet6] dhcp startコマンド
は、dhcpagentとDHCPサーバー間の対話を開始して、IPアドレスと新しい構成
オプション群を取得します。このコマンドは、IPアドレスを追加したり、サブ
ネットマスクを変更する場合など、情報を変更してそれをクライアントですぐに
使用したいときに便利です。

■ ネットワーク構成情報だけの要求 – ifconfig interface [inet6] dhcp informコマン
ドを実行すると、dhcpagentは、IPアドレス以外のネットワーク構成パラメータ
を求める要求を発行します。このコマンドは、ネットワークインタフェースが静
的 IPアドレスを持っているが、クライアントシステムが更新されたネットワーク
オプションを必要としているような場合に便利です。たとえば、DHCPを IPアド
レスの管理には使用しないが、ネットワーク上のホストの構成には使用したいよ
うな場合です。

■ リースの延長の要求 – ifconfig interface [inet6] dhcp extendコマンドを実行する
と、dhcpagentは、リースを延長する要求を発行します。クライアント
は、リースの延長を自動的に要求します。ただし、リース期間を変更し、次の
リース更新を待たずにクライアントで新しいリース期間をただちに使用したい場
合は、このコマンドを使用できます。

■ IPアドレスの解放 – ifconfig interface [inet6] dhcp releaseコマンドを実行する
と、dhcpagentは、ネットワークインタフェースで使用されている IPアドレスを
解放します。IPアドレスの解放は、リースの期限が切れると自動的に行われま
す。たとえば、ラップトップをネットワークから切り離し、別のネットワーク上
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で起動する予定の場合に、このコマンドを実行することをお勧めしま
す。/etc/default/dhcpagent構成ファイルの RELEASE_ON_SIGTERMプロパティーも
参照してください。

■ IPアドレスの中断 – ifconfig interface [inet6] dhcp dropコマンドを実行する
と、dhcpagentは、DHCPサーバーに通知せずに、ネットワークインタフェースを
停止し、リースをファイルシステムにキャッシュします。この処理により、クラ
イアントは次回リブート時に同じ IPアドレスを使用できます。

■ ネットワークインタフェースへの ping – ifconfig interface [inet6] dhcp ping
は、インタフェースがDHCPの制御下にあるかどうかを示します。

■ ネットワークインタフェースのDHCP構成状態の表示 – ifconfig interface [inet6]
dhcp statusコマンドは、DHCPクライアントの現在の状態を表示します。この表
示には、次の情報が含まれています。
■ クライアントに IPアドレスがバインドされているかどうか
■ 送信、受信、および拒否された要求の数
■ このインタフェースが一時インタフェースかどうか
■ リースが取得された時刻、リースが期限切れになった時刻、リース更新の開始
が予定されている時刻

次に例を示します。

# ifconfig hme0 dhcp status

Interface State Sent Recv Declined Flags

hme0 BOUND 1 1 0 [PRIMARY]

(Began,Expires,Renew)=(08/16/2005 15:27, 08/18/2005 13:31, 08/17/2005 15:24)

# ifconfig hme0 inet6 dhcp status

Interface State Sent Recv Declined Flags

hme0 BOUND 1 0 0 [PRIMARY]

(Began,Expires,Renew)=(11/22/2006 20:39, 11/22/2006 20:41, 11/22/2006 20:40)

DHCPクライアント構成パラメータの設定
クライアントシステムの /etc/default/dhcpagentファイルには、dhcpagentに対する
調整可能パラメータが含まれています。テキストエディタを使用して、クライアン
トの動作に影響を与えるパラメータを変更できます。/etc/default/dhcpagentファイ
ルには十分な説明が記載されていますので、詳細については、dhcpagent(1M)のマ
ニュアルページだけでなく、このファイルも参照してください。

/etc/dhcp.interfaceファイルは、DHCPクライアントに影響を及ぼすパラメータの設
定が行われるもう 1つの場所です。このファイルで設定されたパラメータは、シス
テム起動スクリプトの ifconfigコマンドによって使用されます。ただし、これは
DHCPv4にのみ当てはまります。DHCPv6には、これに相当するものはありません。

デフォルトで、DHCPクライアントは次のように構成されます。
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DHCPv4の場合
■ クライアントシステムは特定のホスト名を必要としない。

特定のホスト名をクライアントから要求する場合は、461ページの「DHCPv4クラ
イアントのホスト名」を参照してください。

■ クライアントのデフォルトの要求は /etc/default/dhcpagentで指定され、これに
はDNSサーバー、DNSドメイン、ブロードキャストアドレスが含まれる。
DHCPクライアントのパラメータファイルを適切に設定すれ
ば、/etc/default/dhcpagentファイルの PARAM_REQUEST_LISTキーワードでより多
くのオプションを要求できます。さらに、DHCPサーバーを適切に構成すれ
ば、特別に要求されているオプション以外のオプションを提供できます。DHCP
サーバーマクロを使ってクライアントに情報を送信する方法については、
328ページの「DHCPマクロについて」と413ページの「DHCPマクロを使用した
作業 (作業マップ)」を参照してください。

DHCPv4およびDHCPv6の場合
■ クライアントシステムは、1つの物理ネットワークインタフェースでDHCPを使
用する。

複数の物理ネットワークインタフェースでDHCPを使用する場合は、460ページ
の「複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクライアントシステ
ム」を参照してください。

■ Oracle SolarisのインストールよりあとにDHCPクライアントが構成されている場
合、クライアントは自動的にネームサービスとして構成されるわけではない。

DHCPクライアントでネームサービスを使用する場合は、463ページの「DHCPク
ライアントシステムとネームサービス」を参照してください。

複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクラ
イアントシステム

DHCPクライアントは、同じシステムにあるいくつかの異なるインタフェースを同
時に管理できます。インタフェースは、物理インタフェースでも論理インタ
フェースでもかまいません。個々のインタフェースは、独自の IPアドレスとリース
時間をもっています。複数のネットワークインタフェースがDHCP用に構成されて
いると、クライアントは個別の要求を出してそれらのインタフェースを構成しま
す。クライアントは、インタフェースごとに別々のネットワーク構成パラメータ群
を維持します。パラメータは別々に格納されますが、パラメータの中にはその性質
上、広域的なものがあります。グローバルパラメータは、システム全体 (特定の
ネットワークインタフェースではなく)に適用されます。

グローバルパラメータには、ホスト名、NISドメイン名、時間帯などがあります。通
常、グローバルパラメータの値はインタフェースごとに異なります。ただし、各シ
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ステムに関連付けられたグローバルパラメータには、それぞれ 1つの値だけを使用
できます。グローバルパラメータの問い合わせに対して応答が 1つだけ返されるよ
うにするために、一次ネットワークインタフェース用のパラメータだけが使用され
ます。一次インタフェースとして扱うインタフェースについては、そのインタ
フェースの /etc/dhcp.interfaceファイルに primaryという文字を挿入できま
す。primaryというキーワードが使用されていないと、英字順で見た最初のインタ
フェースが一次インタフェースとみなされます。

DHCPクライアントは、論理インタフェースの場合も、物理インタフェースの場合
も、そのリースを同じように管理します。ただし、論理インタフェースの場合
は、次の制限があります。

■ DHCPクライアントは、論理インタフェースに関連付けられたデフォルトルート
を管理しません。

Oracle Solarisカーネルは、ルートを物理インタフェース (論理インタフェースでは
なく)と関連付けます。通常は、物理インタフェースの IPアドレスが確立される
と、必要なデフォルトルートが経路制御テーブルに入れられます。そのあと、
DHCPを使って、その物理インタフェースに関連付けられた論理インタフェース
を構成した場合、通常、必要なルートはすでに決まっています。したがって、こ
の論理インタフェースは同じルートを使用します。

ある物理インタフェースのリースが期限切れになると、DHCPクライアント
は、そのインタフェースに関連付けられているデフォルトルートを削除しま
す。しかし、ある論理インタフェースのリースが期限切れになっても、DHCPク
ライアントは、その論理インタフェースに関連付けられているデフォルトルート
を削除しません。対応する物理インタフェースは (場合によっては、そのほかの
論理インタフェースも)、前と同じルートを使用する必要がある場合があります。
DHCP制御のインタフェースに関連付けられたデフォルトルートの追加や削除が
必要な場合は、DHCPクライアントのイベントスクリプト機構を使用できま
す。詳細は、 468ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」を参照
してください。

DHCPv4クライアントのホスト名
デフォルトでは、Oracle Solaris DHCPv4クライアントは、それ自身のホスト名を提供
しません。DHCPサーバーがホスト名を提供するとみなすからです。デフォルトで
は、Oracle Solaris DHCPv4サーバーは、DHCPv4クライアントにホスト名を提供する
ように構成されています。Oracle Solaris DHCPv4クライアントとサーバーを同時に使
用する場合には、2つのデフォルトが有効に機能します。しかし、Oracle Solaris
DHCPv4クライアントと Sun以外のDHCPサーバーを使用する場合には、ホスト名
がサーバーからクライアントに提供されないことがあります。ホスト名がDHCPを
通してOracle Solaris DHCPクライアントに提供されない場合、クライアントシステム
は、ホスト名として使用する名前を /etc/nodenameファイルに求めます。ホスト名が
ファイルにない場合は、unknownに設定されます。
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DHCPサーバーがDHCP Hostnameオプションで名前を提供している場合に
は、/etc/nodenameファイルの値が異なっていても、このホスト名が使用されま
す。クライアントで特定のホスト名を使用する場合は、その名前をクライアントか
ら要求できます。そのための手順は次のとおりです。

注 –次の手順は、すべてのDHCPサーバーで機能するとは限りません。この手順で
は、クライアントに対し、特定のホスト名をDHCPサーバーに送信して同じ名前を
応答で受け取るように指示します。

ただし、DHCPサーバーはこの要求を尊重する必要はないため、尊重しないことが
あります。その場合は、単に別の名前を返します。

▼ 特定のホスト名を要求するようにOracle Solaris
DHCPv4クライアントを有効にする方法

クライアントシステム上で、スーパーユーザーとして /etc/default/dhcpagent

ファイルを編集します。

/etc/default/dhcpagentファイルで REQUEST_HOSTNAMEキーワードを見つけ、次のよう
に変更します。
REQUEST_HOSTNAME=yes

REQUEST_HOSTNAMEの前にコメント符号 (#)がある場合は、#を削除しま
す。REQUEST_HOSTNAMEキーワードがない場合は、これを挿入します。

クライアントシステム上で /etc/hostname.interfaceファイルを編集して、次の行を追
加します。
inet hostname

hostnameには、クライアントで使用する名前を指定します。

次のコマンドを入力し、クライアントは再起動時に完全なDHCPネゴシエーションを
実行します。
# ifconfig interface dhcp release

# reboot

クライアントにキャッシュされているDHCPデータは削除されます。クライアント
は、プロトコルを再開して、新しい構成情報 (新しいホスト名を含む)を要求しま
す。DHCPサーバーは、そのホスト名がネットワークの別のシステムで使用されて
いないか確認してから、それをクライアントに割り当てます。DHCP
サーバーは、ネームサービスの情報をクライアントのホスト名で更新できます。た
だし、そのためには、DHCPサーバーがそのように構成されていなければなりませ
ん。

1

2

3

4
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このホスト名をあとで変更する場合は、手順 3から手順 4までを繰り返します

DHCPクライアントシステムとネームサービス
Oracle Solarisシステムでは、ネームサービスとして、DNS、NIS、NIS+、および
ローカルファイルストア (/etc/inet/hosts)がサポートされます。これらのネーム
サービスを使用するためには、ある程度の事前構成が必要です。使用するネーム
サービスを指定するために、ネームサービススイッチ構成ファイル
(nsswitch.conf(4)を参照)も正しく設定してください。

ネームサービスのクライアントとしてシステムを構成しないと、DHCPクライアン
トシステムでネームサービスを使用することはできません。デフォルトでは、シス
テムのインストール時に異なる構成を指定しないかぎり、ローカルファイルだけが
使用されます。

次の表は、DHCPに関連する考慮事項をネームサービスごとに要約したもので
す。表には、クライアントの設定に役立つ情報へのリンクが含まれています。

DHCPクライアントシステムとネームサービス

第 16章 • DHCPクライアントの構成と管理 463

http://docs.sun.com/doc/816-5174/nsswitch.conf-4?a=view


表 16–1 DHCPクライアントシステムに対するネームサービスクライアント設定情報

ネームサービス クライアント設定情報

NIS Oracle Solaris DHCPを使ってOracle Solarisネットワークインストール情報
をクライアントシステムに送信する場合には、NISservsと NISdmainオプ
ションを含む構成マクロを使用できます。これらのオプションは、NIS
サーバーの IPアドレスと、NISドメイン名をクライアントに渡すためのも
のです。これによって、クライアントは自動的にNISクライアントになり
ます。

DHCPクライアントシステムでOracle Solarisがすでに動作している場
合、DHCPサーバーがNIS情報をクライアントに送信しても、クライアン
トシステムが自動的にNISクライアントとして構成されるわけではありま
せん。

DHCPクライアントシステムにNIS情報を送信するようにDHCP
サーバーが構成されている場合には、クライアントで次の dhcpinfoコマ
ンドを実行すれば、クライアントに渡された値を表示することができま
す。

# /sbin/dhcpinfo NISdmain

# /sbin/dhcpinfo NISservs

注 – DHCPv6の場合は、コマンドに -v6および異なるプロトコル
キーワードを含めます。

# /sbin/dhcpinfo -v6 NISDomain

# /sbin/dhcpinfo -v6 NISServers

NISドメイン名とNISサーバーの値は、システムをNISクライアントとし
て構成するときに使用します。

Oracle Solaris DHCPクライアントシステム用のNISクライアントを標準的
な方法で設定します (『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の第 5章「NISサービスの設定と構
成」を参照)。

ヒント –スクリプトを作成すれば、dhcpinfoや ypinitを使って、DHCPク
ライアントシステムにおけるNISクライアントの構成を自動的に行うこと
ができます。
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表 16–1 DHCPクライアントシステムに対するネームサービスクライアント設定情報 (続き)
ネームサービス クライアント設定情報

NIS+ DHCPクライアントシステム用のNIS+クライアントを従来の方法で設定
した場合は、DHCPサーバーからクライアントに毎回異なるアドレスが割
り当てられることがあります。NIS+のセキュリティーには構成の一部と
して IPアドレスが含まれているため、これによってセキュリティーの問
題が発生します。クライアントが毎回同じアドレスを確実に取得できるよ
うにするには、DHCPクライアントシステム用のNIS+クライアントを標
準でない方法で設定します。その方法については、465ページの「NIS+ク
ライアントとしてのDHCPクライアントの設定」を参照してください。

DHCPクライアントシステムに手動で IPアドレスがすでに割り当てられ
ている場合には、クライアントのアドレスは常に同じです。NIS+クライ
アントは標準的な方法で設定できます (『Solarisのシステム管理 (ネーミン
グとディレクトリサービス : NIS+編)』の「NIS+クライアントマシンの設
定」を参照)。

/etc/inet/hosts ネームサービスとして /etc/inet/hostsを使用するDHCPクライアントシ
ステムには、/etc/inet/hostsファイルを設定します。

DHCPクライアントシステム自身の /etc/inet/hostsファイルには、その
ホスト名がDHCPツールによって追加されます。ただし、同じネット
ワークにあるほかのシステムの /etc/inet/hostsファイルには、このホス
ト名を手動で追加する必要があります。さらに、DHCPサーバーシステム
が名前を解決するために /etc/inet/hostsを使用する場合は、このシステ
ムにもクライアントのホスト名を手動で追加する必要があります。

DNS DHCPクライアントシステムがDNSドメイン名をDHCPから取得する場
合には、クライアントシステムの /etc/resolv.confファイルは自動的に
構成されます。さらに、/etc/nsswitch.confファイルも自動的に更新さ
れ、検索順序でほかのネームサービスより後ろにある hosts行に dnsが付
加されます。DNSの詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミン
グとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してくださ
い。

NIS+クライアントとしてのDHCPクライアントの
設定
DHCPクライアントであるOracle SolarisシステムでNIS+ネームサービスを使用でき
ます。ただし、DHCPサーバーが毎回異なるアドレスを提供する可能性がある
と、NIS+のセキュリティー強化機能の 1つであるData Encryption Standard (DES)資格
の作成が部分的に省略されます。セキュリティーのためには、常に同じアドレスを
提供するようにDHCPサーバーを構成してください。つまり、DHCPを使用しない
NIS+クライアントを設定する際に、クライアント固有のDES資格をNIS+
サーバーに追加します。nisclientスクリプトや nisaddcredコマンドを使用するな
ど、資格を作成する方法はいくつかあります。
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NIS+資格を生成するためには、クライアントが静的なホスト名をもち、資格の作成
と格納ができなければなりません。NIS+とDHCPを使用するクライアントを設定す
るときは、すべてのDHCPクライアントのホスト名に使用できる同一の資格を作成
する必要があります。この方法では、DHCPクライアントがどのような IPアドレス
と、関連するホスト名を受け取っても、同じDES資格を使用できます。

次に、すべてのDHCPホスト名に使用できる同一の資格を作成する方法を示しま
す。この手順は、DHCPクライアントで使用されるホスト名が分かる場合にのみ使
用できます。たとえば、DHCPサーバーがそれらのホスト名を生成する場合、クラ
イアントが受け取る可能性のあるホスト名が分かります。

▼ NIS+クライアントとしてOracle Solaris DHCPクライアントを設定
する方法
NIS+クライアントになるDHCPクライアントシステムは、NIS+ドメイン内にある別
のNIS+クライアントシステムに属する資格を使用する必要があります。この手順で
は、当該システムのみの資格が生成され、その資格は当該システムにログインした
スーパーユーザーだけに適用されます。DHCPクライアントシステムにログインす
るほかのユーザーには、NIS+サーバー内で固有の独自の資格が必要です。これらの
資格は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』に
示されている手順に従って作成されます。

NIS+サーバーで次のコマンドを入力して、クライアントの資格を作成します。
# nisgrep nisplus-client-name cred.org_dir > /tmp/file

このコマンドは、NIS+クライアント用の cred.org_dirテーブルエントリを一時
ファイルに書き込みます。

catコマンドで一時ファイルの内容を表示します。

あるいは、テキストエディターを使用します。

DHCPクライアント用に使用する資格をコピーします。
公開鍵と非公開鍵をコピーする必要があります。両者とも、コロンで区切られた数
字と文字からなる長い文字列です。この情報は、次のステップでコマンドに貼り付
けられます。

次のコマンドを入力してDHCPクライアント用の資格を追加します。
# nistbladm -a cname=" dhcp-client-name@nisplus-domain" auth_type=DES \

auth_name="unix.dhcp-client-name@nisplus-domain" \

public_data=copied-public-key \

private_data=copied-private-key

copied-public-keyには、一時ファイルからコピーした公開鍵情報を貼り付けま
す。copied-private-keyには、一時ファイルからコピーした非公開鍵情報を貼り付けま
す。

1

2

3

4
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DHCPクライアントシステムで次のコマンドを入力して、NIS+クライアントシステム
からDHCPクライアントシステムにファイルをリモートコピーします。
# rcp nisplus-client-name:/var/nis/NIS_COLD_START /var/nis

# rcp nisplus-client-name:/etc/.rootkey /etc

# rcp nisplus-client-name:/etc/defaultdomain /etc

「permission denied (アクセスが拒否された)」というメッセージを受信した場合、シ
ステムはリモートコピーを許可するように設定されていない可能性があります。こ
の場合には、通常のユーザーとしてこれらのファイルを中間の場所にコピーしま
す。次に、スーパーユーザーとして、中間の場所にあるファイルをDHCPクライア
ントシステムの適切な場所にコピーします。

DHCPクライアントシステムで次のコマンドを入力して、NIS+用の適切なネーム
サービススイッチファイルをコピーします。
# cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf

DHCPクライアントシステムを再起動します。
これで、DHCPクライアントシステムはNIS+サービスを使用できます。

Oracle Solaris DHCPクライアントシステムをNIS+クライアントとして設
定

次の例では、niseiというシステムがあります。これは、NIS+ドメイン
dev.example.netのNIS+クライアントです。さらに、dhowというDHCPクライアン
トシステムがあります。この例では dhowをNIS+クライアントとして設定します。

(First log in as superuser on the NIS+ server)
# nisgrep nisei cred.org_dir > /tmp/nisei-cred

# cat /tmp/nisei-cred

nisei.dev.example.net.:DES:unix.nisei@dev.example.net:46199279911a84045b8e0

c76822179138173a20edbd8eab4:90f2e2bb6ffe7e3547346dda624ec4c7f0fe1d5f37e21cff63830

c05bc1c724b

# nistbladm -a cname="dhow@dev.example.net." \

auth_type=DES auth_name="unix.dhow@dev.example.net" \

public_data=46199279911a84045b8e0c76822179138173a20edbd8eab4 \

private_data=90f2e2bb6ffe7e3547346dda624ec4c7f0fe1d5f37e21cff63830\

c05bc1c724b

# rlogin dhow

(Log in as superuser on dhow)
# rcp nisei:/var/nis/NIS_COLD_START /var/nis

# rcp nisei:/etc/.rootkey /etc

# rcp nisei:/etc/defaultdomain /etc

# cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf

# reboot

これで、DHCPクライアントシステム dhowはNIS+サービスを使用できます。

5

6

7

例16–1
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スクリプトによる資格の追加
多数のDHCPクライアントシステムをNIS+クライアントとして設定する場合は、ス
クリプトを作成できます。スクリプトを使えば、cred.org_dir NIS+テーブルのエン
トリをすばやく追加できます。次に、サンプルスクリプトを示します。

#! /usr/bin/ksh

#

# Copyright (c) by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

#

# Sample script for cloning a credential. Hosts file is already populated

# with entries of the form dhcp-[0-9][0-9][0-9]. The entry we’re cloning

# is dhcp-001.

#

#

PUBLIC_DATA=6e72878d8dc095a8b5aea951733d6ea91b4ec59e136bd3b3

PRIVATE_DATA=3a86729b685e2b2320cd7e26d4f1519ee070a60620a93e48a8682c5031058df4

HOST="dhcp-"
DOMAIN="mydomain.example.com"

for

i in 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

do

print - ${HOST}${i}

#nistbladm -r [cname="${HOST}${i}.${DOMAIN}."]cred.org_dir
nistbladm -a cname="${HOST}${i}.${DOMAIN}." \

auth_type=DES auth_name="unix.${HOST}${i}@${DOMAIN}" \

public_data=${PUBLIC_DATA} private_data=${PRIVATE_DTA} cred.org_Dir

done

exit 0

DHCPクライアントのイベントスクリプト
Oracle Solaris DHCPクライアントを適切に設定すれば、実行可能なプログラムやスク
リプトを実行して、クライアントシステムに必要な任意のアクションを行うことが
できます。「イベントスクリプト」と呼ばれるこのプログラムやスクリプトは、一
定のDHCPリースイベントが発生すると自動的に実行されます。イベントスクリプ
トを使用すれば、特定のリースイベントに応じてほかのコマンドやプログラム、ス
クリプトを実行できます。この機能を使用するためには、独自のイベントスクリプ
トを作成する必要があります。

dhcpagentでは、DHCPリースイベントを表すために次のイベントキーワードが使用
されます。

イベントキーワード 備考欄

BOUNDと BOUND6 インタフェースがDHCP用に構成されました。クライアント
は、DHCPサーバーから肯定メッセージ (DHCPv4 ACK)または
(DHCPv6 Reply)を受け取り、IPアドレスに対するリース要求
を認められます。このイベントスクリプトは、インタ
フェースの構成が正常に終わると直ちに呼び出されます。

例16–2
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EXTENDと EXTEND6 クライアントによるリースの延長が成功しました。このイベ
ントスクリプトは、クライアントが更新要求に対する肯定
メッセージをDHCPサーバーから受け取ると直ちに呼び出さ
れます。

EXPIREと EXPIRE6 リース時間が終了すると、リースが期限切れになりま
す。DHCPv4の場合、このイベントスクリプトは、リースさ
れたアドレスがインタフェースから削除され、インタ
フェースが停止状態にされる直前に呼び出されま
す。DHCPv6の場合、このイベントスクリプトは、最後に
残っているリースされたアドレスがインタフェースから削除
される直前に呼び出されます。

DROPと DROP6 クライアントがインタフェースをDHCP制御下から削除する
目的でリースを中断しました。このイベントスクリプト
は、インタフェースがDHCP制御から削除される直前に呼び
出されます。

RELEASEと RELEASE6 クライアントが IPアドレスを解放します。このイベントスク
リプトは、クライアントがインタフェース上のアドレスを解
放し、DHCPv4 RELEASEまたはDHCPv6 Releaseパケットを
DHCPサーバーに送信する直前に呼び出されます。

INFORMと INFORM6 インタフェースは、DHCPv4 INFORMまたはDHCPv6
Information-Requestメッセージを使用して、新しい構成情報
または更新された構成情報をDHCPサーバーから取得しま
す。これらのイベントは、DHCPクライアントがサーバーか
ら構成パラメータだけを取得し、IPアドレスリースを取得し
ない場合に発生します。

LOSS6 リースが期限切れになったとき、有効なリースが 1つ以上
残っている場合は、期限切れのアドレスが削除される直前に
このイベントスクリプトが呼び出されます。削除されるアド
レスは IFF_DEPRECATEDフラグでマークされます。

これらのイベントが発生するたびに、dhcpagentは次のコマンドを呼び出します。

/etc/dhcp/eventhook interface event

ここで interfaceはDHCPを使用しているインタフェースを、eventは前述のイベント
キーワードの 1つをそれぞれ表します。たとえば、最初に ce0インタフェースを
DHCP用に構成すると、dhcpagentは、イベントスクリプトを次のように呼び出しま
す。

/etc/dhcp/eventhook ce0 BOUND

イベントスクリプト機能を使用するためには、次のことを行う必要があります。

DHCPクライアントのイベントスクリプト

第 16章 • DHCPクライアントの構成と管理 469



■ 実行可能ファイルに /etc/dhcp/eventhookという名前を付ける。
■ ファイルの所有者を rootにする。
■ アクセス権限を 755 (rwxr-xr-x)にする。
■ 前述のイベントに応えて一連のアクションを行うスクリプトまたはプログラムを
記述する。Sunは新しいイベントを追加する場合があるため、プログラムは、認
識されないイベントや処理を必要としないイベントについては何もせずに無視す
る必要があります。たとえば、このプログラムまたはスクリプトでは、イベント
が RELEASEの場合はログファイルに書き込み、それ以外のイベントは無視しま
す。

■ スクリプトやプログラムを非対話型にする。イベントスクリプトが呼び出される
前に、stdin、stdout、stderrは /dev/nullに接続されます。出力またはエラーを
見るためには、ファイルにリダイレクトする必要があります。

イベントスクリプトは、そのプログラム環境を dhcpagentから継承し、root特権で実
行します。スクリプトでは、必要に応じて、dhcpinfoユーティリティーを使ってよ
り詳しいインタフェースの情報を取得できます。詳細は、dhcpinfo(1)のマニュアル
ページを参照してください。

dhcpagentデーモンは、イベントスクリプトがすべてのイベントに対して終了するま
で待ちます。55秒経ってもイベントスクリプトが終了しないと、dhcpagentは
SIGTERMシグナルをスクリプトプロセスに送信します。さらに、追加の 3秒が過ぎて
もプロセスが終了しないと、デーモンは SIGKILLシグナルを送信してプロセスを強制
的に終了させます。

dhcpagent(1M)のマニュアルページにイベントスクリプトの一例が示されています。

例 16–3は、DHCPイベントスクリプトを使って /etc/resolv.confファイルの内容を
最新の状態に保つ方法を示しています。BOUNDや EXTENDイベントが発生すると、ス
クリプトは、ドメインサーバーとネームサーバーの名前を変更します。 EXPIREや
DROP、RELEASEイベントが発生すると、スクリプトは、ドメインサーバーとネーム
サーバーの名前をファイルから削除します。

注 –このスクリプト例では、DHCPが、ドメインサーバー名およびネームサーバー名
の正式な情報源であることを想定しています。さらに、DHCP制御下のすべてのイ
ンタフェースが、一貫性のある最新の情報を返すことを想定しています。これらの
前提は、実際のシステムの条件と一致しない場合があります。

例 16–3 /etc/resolv.confファイルを更新するイベントスクリプト

#!/bin/ksh -p

PATH=/bin:/sbin export PATH

umask 0222
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例 16–3 /etc/resolv.confファイルを更新するイベントスクリプト (続き)

# Refresh the domain and name servers on /etc/resolv.conf

insert ()

{

dnsservers=‘dhcpinfo -i $1 DNSserv‘
if [ -n "$dnsservers" ]; then

# remove the old domain and name servers

if [ -f /etc/resolv.conf ]; then

rm -f /tmp/resolv.conf.$$

sed -e ’/^domain/d’ -e ’/^nameserver/d’ \

/etc/resolv.conf > /tmp/resolv.conf.$$

fi

# add the new domain

dnsdomain=‘dhcpinfo -i $1 DNSdmain‘
if [ -n "$dnsdomain" ]; then

echo "domain $dnsdomain" >> /tmp/resolv.conf.$$

fi

# add new name servers

for name in $dnsservers; do

echo nameserver $name >> /tmp/resolv.conf.$$

done

mv -f /tmp/resolv.conf.$$ /etc/resolv.conf

fi

}

# Remove the domain and name servers from /etc/resolv.conf

remove ()

{

if [ -f /etc/resolv.conf ]; then

rm -f /tmp/resolv.conf.$$

sed -e ’/^domain/d’ -e ’/^nameserver/d’ \

/etc/resolv.conf > /tmp/resolv.conf.$$

mv -f /tmp/resolv.conf.$$ /etc/resolv.conf

fi

}

case $2 in

BOUND | EXTEND)

insert $1

exit 0

;;

EXPIRE | DROP | RELEASE)

remove

exit 0

;;

*)

exit 0

;;

esac
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DHCPの障害追跡 (リファレンス)

この章では、DHCPサーバーまたはDHCPクライアントを構成する際に発生する可
能性がある問題点の解決に役立つ情報を提供します。さらに、構成が完了したあと
でDHCPを使用しているときに起こる問題とその解決方法についても説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 473ページの「DHCPサーバーの問題の障害追跡」
■ 480ページの「DHCPクライアント設定の障害追跡」

DHCPサーバーの構成については、第 14章「DHCPサービスの構成 (手順)」を参照
してください。DHCPクライアントの構成については、456ページの「Oracle Solaris
DHCPクライアントを使用可能または使用不可にする」を参照してください。

DHCPサーバーの問題の障害追跡
サーバーを構成する際に発生する問題は、次のカテゴリに分類されます。

■ 473ページの「NIS+の問題とDHCPデータストア」
■ 477ページの「DHCPにおける IPアドレスの割り当てエラー」

NIS+の問題とDHCPデータストア
DHCPデータストアとしてNIS+を使用する場合に起こる問題は、次のカテゴリに分
けられます。

■ 474ページの「NIS+をDHCPデータストアとして選択できない」
■ 474ページの「NIS+がDHCPデータストア用に適切に構成されていない」
■ 475ページの「DHCPデータストアに対するNIS+アクセス権の問題」
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NIS+をDHCPデータストアとして選択できない
NIS+をデータストアとして使用しようとしても、DHCPマネージャがNIS+を
データストアの候補として認識しないことがあります。dhcpconfigコマンドを使用
すると、NIS+がインストールされておらず、動作していないという意味の
メッセージが表示されることがあります。どちらの問題の場合も、このネット
ワークではNIS+が使用されている可能性はあるが、このサーバーにはNIS+が構成
されていないことを意味します。NIS+をデータとして選択するために
は、サーバーマシンがNIS+クライアントとして構成されている必要があります。

DHCPサーバーシステムをNIS+クライアントとして設定する前に、次の要件が満た
されていなければなりません。

■ ドメインがすでに構成されている。
■ NIS+ドメインのマスターサーバーが動作している。
■ マスターサーバーのテーブルにデータが格納されている。
■ ホストテーブルに、新しいクライアントシステム (DHCPサーバーシステム)のエ
ントリがすでにある。

NIS+クライアントの構成に関する詳しい情報については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』の「NIS+クライアントマシンの設
定」を参照してください。

NIS+がDHCPデータストア用に適切に構成されていない
DHCPでNIS+を使用できるようになったあとにNIS+を変更すると、エラーになる
ことがあります。このような変更が構成の問題を引き起こす可能性があるからで
す。問題と解決策の次の説明に従って、構成の問題の原因を判別してください。

問題:ルートオブジェクトがNIS+ドメインに存在しない。
対処方法:次のコマンドを入力します。

/usr/lib/nis/nisstat

このコマンドによって、ドメインの統計情報が表示されます。ルートオブジェクト
が存在しない場合は、統計情報は表示されません。

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』に従って
NIS+ドメインを設定します。

問題: passwdと publickeyの情報についてNIS+が使用されていない。
対処方法:次のコマンドを入力して、ネームサービススイッチの構成ファイルを表示
します。

cat /etc/nsswitch.conf

この「nisplus」キーワードに関する passwdと publickeyの項目を確認します。ネーム
サービススイッチの構成については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレ
クトリサービス : NIS+編)』を参照してください。
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問題:ドメイン名が空である。

対処方法:次のコマンドを入力します。

domainname

このコマンドによって空の文字列がリストされた場合は、このドメインについてド
メイン名が設定されていません。データストアにローカルファイルを使用する
か、あるいは、ネットワーク用にNIS+ドメインを設定します。詳細は、『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』を参照してください。

問題: NIS_COLD_STARTファイルが存在しない。

対処方法:サーバーシステムで次のコマンドを入力して、ファイルの存在を確認しま
す。

cat /var/nis/NIS_COLD_START

データストアのローカルファイルを使用するか、あるいは、NIS+クライアントを作
成します。詳細は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
NIS+編)』を参照してください。

DHCPデータストアに対するNIS+アクセス権の問題
NIS+のアクセス権に問題があると、DES資格が適切でない、またはアクセス権が不
十分なためNIS+オブジェクトやテーブルを更新できないというエラーメッセージが
表示されることがあります。問題と解決策の次の説明に従って、NIS+アクセス権の
エラーの原因を判別します。

問題: NIS+ドメイン内の org_dirオブジェクトへの作成アクセス権がDHCP
サーバーシステムにない。

対処方法:次のコマンドを入力します。

nisls -ld org_dir

アクセス権は r---rmcdrmcdr---といった形式でリストされます。これらのアクセス
権はそれぞれ、未認証、所有者、グループ、その他に対応しています。オブジェク
トの所有者が次にリストされます。

通常は、所有者とグループの両方に、org_dirディレクトリオブジェクトへの完全な
アクセス権があります。完全な権限は、読み取り、変更、作成、破棄からなりま
す。その他と未認証のクラスには、org_dirディレクトリオブジェクトへの読み取り
アクセス権だけがあります。

DHCPサーバー名は、org_dirオブジェクトの所有者か、グループ内の主体としてリ
ストされていなければなりません。グループには作成アクセス権が必要です。次の
コマンドでグループをリストします。

nisls -ldg org_dir
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必要な場合は、nischmodコマンドを使って、org_dirに対するアクセス権を変更しま
す。たとえば、グループに作成アクセス権を追加する場合は、次のコマンドを使用
します。

nischmod g+c org_dir

詳細は、nischmod(1)のマニュアルページを参照してください。

問題: DHCPサーバーに、org_dirオブジェクトの下にテーブルを作成するアクセス権
がない。

通常、この問題は、サーバーシステムの主体名が org_dirオブジェクトの所有グ
ループのメンバーでないか、所有グループが存在しないことを意味します。

対処方法:次のコマンドを入力して所有グループ名を検索します。

niscat -o org_dir

次のような行を見つけます。

Group : "admin.example.com."

次のコマンドを使ってグループ内の主体名をリストする

nisgrpadm -l groupname
たとえば、次のコマンドを実行すると、グループ admin.example.comの主体名が表示
されます。

nisgrpadm -l admin.example.com

サーバーシステムの名前がグループの明示的なメンバーとしてリストされるか、グ
ループの暗黙的なメンバーとして含まれているはずです。必要なら、nisgrpadmコマ
ンドを使ってサーバーシステムの名前をグループに追加します。

たとえば、サーバー名 pacificをグループ admin.example.comに追加するには、次の
ように入力します。

nisgrpadm -a admin.example.com pacific.example.com

詳細は、nisgrpadm(1)のマニュアルページを参照してください。

問題: DHCPサーバーのNIS+ credテーブルに有効なData Encryption Standard (DES)資
格が存在しない。

対処方法:資格の問題がある場合には、ユーザーがNIS+ネームサービスにDES資格を
持っていないことを示すエラーメッセージが表示されます。

nisaddcredコマンドを使って、DHCPサーバーシステムのセキュリティー資格を追
加します。

次の例では、ドメイン example.comにあるシステム mercuryについてのDES資格を追
加する方法を示します。。

nisaddcred -p unix.mercury@example.com \

-P mercury.example.com. DES example.com.
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このコマンドは、暗号化された秘密鍵の生成に必要なスーパーユーザーのパス
ワードを要求します。

詳細は、nisaddcred(1M)のマニュアルページを参照してください。

DHCPにおける IPアドレスの割り当てエラー
クライアントが IPアドレスを取得または検証しようとすると、問題が syslogに記録
されたり、サーバーデバッグモード出力に書き込まれることがあります。よく見ら
れる次の各エラーメッセージが、考えられる原因と解決策を示しています。

There is no n.n.n.n dhcp-network table for DHCP client’s network

原因:クライアントが、特定の IPアドレスを要求しているか、現在の IPアドレス
のリースを延長しようとしています。DHCPサーバーは、DHCPネットワーク
テーブルでそのアドレスを発見できません。

対処方法: DHCPネットワークテーブルが誤って削除されている場合がありま
す。DHCPマネージャか dhcpconfigコマンドを使ってネットワークを再び追加
し、ネットワークテーブルを作り直すことができます。

ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n, disabling

原因: DHCPクライアントに提供されようとしている IPアドレスがすでに使用され
ています。このアドレスを複数のDHCPサーバーで所有していると、この問題が
起こることがあります。さらに、アドレスがDHCP以外のネットワーククライア
ント用に手動で構成されている場合にも、この問題が起こることがあります。

対処方法:アドレスの正しい所有者を判別します。DHCPサーバーデータベース
か、ホストのネットワーク構成を修正します。

ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n. No corresponding dhcp network

record.

原因: DHCPクライアントに提供されようとしている IPアドレスのレコードが
ネットワークテーブルにありません。このエラーは、IPアドレスが、選択された
あとにDHCPネットワークテーブルレコードから削除されたことを示します。こ
のエラーが起こるのは (もし起こるのなら)、アドレスの重複チェックが終了する
までの短い時間においてだけです。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、DHCPネットワーク
テーブルを表示します。その IPアドレスが存在しない場合は、DHCPマ
ネージャの「アドレス (Address)」タブから「編集 (Edit)」メニュの「作成
(Create)」を選択してアドレスを作成します。さらに、pntadm使ってこの IPアド
レスを作成することもできます。

DHCP network record for n.n.n.nis unavailable, ignoring request.

原因:要求された IPアドレスのレコードはDHCPネットワークテーブルに存在し
ないので、サーバーが要求をドロップします。
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対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、DHCPネットワーク
テーブルを表示します。その IPアドレスが存在しない場合は、DHCPマ
ネージャの「アドレス (Address)」タブから「編集 (Edit)」メニュの「作成
(Create)」を選択してアドレスを作成します。さらに、pntadm使ってこのアドレス
を作成することもできます。

n.n.n.n currently marked as unusable.

原因:ネットワークテーブルで使用不可に指定されているため、要求された IPア
ドレスを提供できません。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、アドレスを使用可能
にします。

n.n.n.n was manually allocated. No dynamic address will be allocated.

原因:クライアントの IDは、手動で割り当てられたアドレスに割り当てられてい
ます。そのアドレスは使用不可に指定されています。そのため、サーバーがこの
クライアントに別のアドレスを割り当てることができません。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、そのアドレスを使用
できるようにするか、そのクライアントに別のアドレスを手動で割り当てます。

Manual allocation (n.n.n.n, client ID) has n other records. Should have 0.

原因:指定されたクライアント IDを持つクライアントに、複数の IPアドレスが手
動で割り当てられています。クライアントには、1つのアドレスだけが割り当て
られているべきです。サーバーは、ネットワークテーブルにある、最後に手動で
割り当てられたアドレスを選択します。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、IPアドレスを修正
し、余分な手動割り当てを取り除きます。

No more IP addresses on n.n.n.nnetwork.
原因:指定されたネットワーク上でDHCPが現在管理しているすべての IPアドレ
スは、すでに割り当てられています。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、このネットワーク用
に新しい IPアドレスを作成します。

Client: clientid lease on n.n.n.n expired.

原因:リースがネゴシエーション可能ではなく、有効期限が切れています。

対処方法:クライアントは、プロトコルを自動的に再起動して新しいリースを取得
すべきです。

Offer expired for client: n.n.n.n
原因:サーバーがクライアントに IPアドレスを提供したが、クライアントの応答
に時間がかかり過ぎ、このオファーは期限切れとなっています。
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対処方法:クライアントは、新たな検索メッセージを自動的に発行すべきです。こ
のメッセージも期限切れとなった場合は、DHCPサーバーのキャッシュオ
ファータイムアウトを増加させます。DHCPマネージャでは、「サービス
(Service)」メニューから「変更 (Modify)」を選択する

Client: clientid REQUEST is missing requested IP option.

原因:クライアントの要求が、提供された IPアドレスを指定しなかったた
め、DHCPサーバーはこの要求を無視しました。更新されたDHCPプロトコル
(RFC 2131)に準拠していない、Sun以外のDHCPクライアントを使用すると、こ
の問題が起こることがあります。

対処方法:クライアントのソフトウェアを更新してください。

Client: clientid is trying to renew n.n.n.n, an IP address it has not leased.

原因: DHCPネットワークテーブルにあるこのクライアント用の IPアドレスが、ク
ライアントが更新要求で指定した IPアドレスと一致しません。DHCPサーバーは
このリースを更新しません。この問題は、クライアントがまだ IPアドレスを使用
しているのに、クライアントのレコードを削除した場合に発生することがありま
す。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、ネットワークテーブ
ルを調べて、必要であれば、クライアントのレコードを修正します。クライアン
ト IDは、指定された IPアドレスと結合されていなければなりません。結合され
ていない場合は、アドレスプロパティーを編集してこのクライアント IDを追加
します。

Client: clientid is trying to verify unrecorded address: n.n.n.n, ignored.

原因:指定されたクライアントは、このアドレスに対してDHCPネットワーク
テーブルに登録されていません。そのため、要求はDHCPサーバーに無視されま
す。

このネットワークの別のDHCPサーバーで、このクライアントにアドレスを割り
当てられます。ただし、クライアントがこの IPアドレスをまだ使用しているのに
そのクライアントのレコードが削除されていることが原因の場合もあります。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、このサーバーと
ネットワーク上のほかのDHCPサーバーで、ネットワークテーブルを調べま
す。必要なら修正します。

さらに、何もせずにリースを期限切れにすることもできます。クライアントは自
動的に新しいリースを要求します。

クライアントに新しいリースをすぐに取得させたい場合は、次のコマンドを
使って、このクライアント上でDHCPプロトコルを再起動する

ifconfig interface dhcp release

ifconfig interface dhcp start
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DHCPクライアント設定の障害追跡
DHCPクライアントに関連する問題は、一般的に次のカテゴリに分類されます。

■ 480ページの「DHCPサーバーとの通信の問題」
■ 489ページの「不正確なDHCP設定情報に伴う問題」

DHCPサーバーとの通信の問題
この節では、ネットワークにDHCPクライアントを追加する際に発生する可能性が
ある問題について説明します。

クライアントソフトウェアを使用可能にし、システムをリブートすると、クライア
ントはそのネットワーク構成をDHCPサーバーから取得しようとします。クライア
ントがサーバーと通信できない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されま
す。

DHCP or BOOTP server not responding

問題を特定するには、クライアントとサーバーの両方から診断情報を収集する必要
があります。情報を収集するには、次の方法があります。

1. 480ページの「DHCPクライアントをデバッグモードで実行する方法」
2. 481ページの「DHCPサーバーをデバッグモードで実行する方法」
3. 481ページの「snoopを使用してDHCPネットワークトラフィックを監視する方
法」

これらの方法を個別に、または同時に実行できます。

収集した情報は、問題が発生した場所がクライアントなのか、サーバーなのか、リ
レーエージェントなのかを判別する上で役立ちます。そして、そのあとで解決策を
見つます。

▼ DHCPクライアントをデバッグモードで実行する方法
Oracle Solaris DHCPクライアント以外のクライアントをデバッグモードで実行する方
法については、そのクライアントのマニュアルを参照してください。

Oracle Solaris DHCPクライアントをデバッグモードで実行するには、次のようにしま
す。

DHCPクライアントシステムでスーパーユーザーになります。

DHCPクライアントデーモンを終了します。
# pkill -x dhcpagent

1

2
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デーモンをデバッグモードで再起動します。
# /sbin/dhcpagent -d1 -f &

-dスイッチによって、DHCPクライアントは、詳細レベル 1のデバッグモードで動
作します。-fスイッチによって、出力は、syslogの代わりにコンソールに送信され
ます。

DHCPネゴシエーションを開始するようにインタフェースを構成します。
# ifconfig interface dhcp start

interfaceには、クライアントネットワークインタフェースの名前 (たとえば、ge0)を
指定します。

デバッグモードで実行すると、クライアントデーモンは、DHCP要求を実行してい
る間、画面にメッセージを表示します。クライアントのデバッグモード出力につい
ては、482ページの「デバッグモードで動作するDHCPクライアントの出力」を参照
してください。

▼ DHCPサーバーをデバッグモードで実行する方法

サーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

DHCPサーバーを一時的に停止します。
# svcadm disable -t svc:/network/dhcp-server

DHCPマネージャか dhcpconfigでサーバーを停止することもできます。

デーモンをデバッグモードで再起動します。
# /usr/lib/inet/in.dhcpd -d -v

また、デーモンを実行する際に通常使用する in.dhcpdコマンド行オプションも使用
する必要があります。たとえば、デーモンを BOOTPリレーエージェントとして実行
する場合は、in.dhcpd -d -vコマンドに -rオプションを付けます。

デバッグモードで動作しているデーモンは、DHCP要求や BOOTP要求を処理してい
る間、画面にメッセージを表示します。サーバーのデバッグモードの出力について
は、483ページの「デバッグモードで動作するDHCPサーバーの出力」を参照してく
ださい。

▼ snoopを使用してDHCPネットワークトラフィックを監視する方
法

DHCPサーバーシステム上でスーパーユーザーになります。

3

4

1

2

3

1
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snoopを起動して、サーバーのネットワークインタフェース間のネットワークトラ
フィックの追跡を開始します。
# /usr/sbin/snoop -d interface -o snoop-output-filename udp port 67 or udp port 68

たとえば、次のように入力します。

# /usr/sbin/snoop -d hme0 -o /tmp/snoop.output udp port 67 or udp port 68

必要な情報を入手したあとも、Control-Cを押してsnoopを停止するまで、snoopはイ
ンタフェースを監視し続けます。

クライアントシステムを起動するか、クライアントシステムで dhcpagentを再起動し
ます。
480ページの「DHCPクライアントをデバッグモードで実行する方法」を再起動する
方法については、 How to Run the DHCP Client in Debugging Modeを参照してくださ
い。

サーバーシステムで snoopを使用して、ネットワークパケットの内容を含む出力
ファイルを表示させます。
# /usr/sbin/snoop -i snoop-output-filename -x0 -v

たとえば、次のように入力します。

# /usr/sbin/snoop -i /tmp/snoop.output -x0 -v

出力の解釈については、486ページの「DHCP snoop出力」を参照してください。

デバッグモードで動作するDHCPクライアントの出力
次の例では、デバッグモードで動作するDHCPクライアントがDHCP要求を送信
し、DHCPサーバーから構成情報を受信した場合の、通常のデバッグ出力を示して
います。

例 17–1 デバッグモードで動作するDHCPクライアントの通常の出力

/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x27fc8 (DHCP filter)

/sbin/dhcpagent: debug: init_ifs: initted interface hme0

/sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: hme0: sdumax 1500, optmax 1260, hwtype 1, hwlen 6

/sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: inserted interface hme0

/sbin/dhcpagent: debug: register_acknak: registered acknak id 5

/sbin/dhcpagent: debug: unregister_acknak: unregistered acknak id 5

/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x26018 (ARP reply filter)

/sbin/dhcpagent: info: setting IP netmask on hme0 to 255.255.192.0

/sbin/dhcpagent: info: setting IP address on hme0 to 10.23.3.233

/sbin/dhcpagent: info: setting broadcast address on hme0 to 10.23.63.255

/sbin/dhcpagent: info: added default router 10.23.0.1 on hme0

/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x28054 (blackhole filter)

/sbin/dhcpagent: debug: configure_if: bound ifsp->if_sock_ip_fd

/sbin/dhcpagent: info: hme0 acquired lease, expires Tue Aug 10 16:18:33 2006

/sbin/dhcpagent: info: hme0 begins renewal at Tue Aug 10 15:49:44 2006

2

3

4
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例 17–1 デバッグモードで動作するDHCPクライアントの通常の出力 (続き)

/sbin/dhcpagent: info: hme0 begins rebinding at Tue Aug 10 16:11:03 2006

クライアントからDHCPサーバーにアクセスできないと、通常、次のようなデ
バッグモード出力が表示されます。

例 17–2 デバッグモードで動作するDHCPクライアントの出力 (問題があることを示す)

/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x27fc8 (DHCP filter)

/sbin/dhcpagent: debug: init_ifs: initted interface hme0

/sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply

/sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply

/sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply

このメッセージは、クライアント要求がサーバーに届いていないか、サーバーが回
答をクライアントに送信できないことを意味します。サーバーで snoopを実行し
て、クライアントのパケットがサーバーに届いたかどうかを判別します (481ページ
の「snoopを使用してDHCPネットワークトラフィックを監視する方法」を参照)。

デバッグモードで動作するDHCPサーバーの出力
サーバーからの通常のデバッグモード出力には、サーバー構成情報が表示され、続
いて、デーモンの起動とともに各ネットワークインタフェースの情報が表示されま
す。デーモンが起動されると、デバッグモード出力には、デーモンが処理している
要求の情報が表示されます。例 17–3は、起動されたばかりのDHCPサーバーからの
デバッグモード出力を表しています。サーバーはクライアントのリースを延長しま
す。このクライアントは現在、応答しない別のDHCPサーバーによって所有されて
いるアドレスを使用しています。

例 17–3 デバッグモードで動作するDHCPサーバーの通常の出力

Daemon Version: 3.1

Maximum relay hops: 4

Transaction logging to console enabled.

Run mode is: DHCP Server Mode.

Datastore: nisplus

Path: org_dir.dhcp.test..:dhcp.test..:$

DHCP offer TTL: 10

Ethers compatibility enabled.

BOOTP compatibility enabled.

ICMP validation timeout: 1000 milliseconds, Attempts: 2.

Monitor (0005/hme0) started...

Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 *****

MTU: 1500 Type: DLPI

Broadcast: 10.21.255.255

Netmask: 255.255.0.0

Address: 10.21.0.2

Monitor (0006/nf0) started...
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例 17–3 デバッグモードで動作するDHCPサーバーの通常の出力 (続き)

Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 *****

MTU: 4352 Type: DLPI

Broadcast: 10.22.255.255

Netmask: 255.255.0.0

Address: 10.22.0.1

Monitor (0007/qfe0) started...

Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qfe0 *****

MTU: 1500 Type: DLPI

Broadcast: 10.23.63.255

Netmask: 255.255.192.0

Address: 10.23.0.1

Read 33 entries from DHCP macro database on Tue Aug 10 15:10:27 2006

Datagram received on network device: qfe0

Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4

Datagram received on network device: qfe0

Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4

Datagram received on network device: qfe0

Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4

Datagram received on network device: qfe0

Client: 0800201DBA3A maps to IP: 10.23.3.233

Unicasting datagram to 10.23.3.233 address.

Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A

DHCP EXTEND 0934312543 0934316143 10.23.3.233 10.21.0.2

0800201DBA3A SUNW.Ultra-5_10 0800201DBA3A

例 17–4は、BOOTPリレーエージェントとして起動されたDHCPデーモンのデ
バッグモード出力を表しています。エージェントは、クライアントの要求をDHCP
サーバーに中継し、サーバーの応答をクライアントに中継します。

例 17–4 デバッグモードで動作するBOOTPリレーの通常の出力

Relay destination: 10.21.0.4 (blue-servr2) network: 10.21.0.0

Daemon Version: 3.1

Maximum relay hops: 4

Transaction logging to console enabled.

Run mode is: Relay Agent Mode.

Monitor (0005/hme0) started...

Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 *****

MTU: 1500 Type: DLPI

Broadcast: 10.21.255.255

Netmask: 255.255.0.0

Address: 10.21.0.2

Monitor (0006/nf0) started...

Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 *****

MTU: 4352 Type: DLPI

Broadcast: 10.22.255.255

Netmask: 255.255.0.0

Address: 10.22.0.1

Monitor (0007/qfe0) started...

Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qfe0 *****

MTU: 1500 Type: DLPI

Broadcast: 10.23.63.255

Netmask: 255.255.192.0

Address: 10.23.0.1
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例 17–4 デバッグモードで動作するBOOTPリレーの通常の出力 (続き)

Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port.

BOOTP RELAY-SRVR 0934297685 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A

N/A 0800201DBA3A

Packet received from relay agent: 10.23.0.1

Relaying reply to client 0800201DBA3A

Unicasting datagram to 10.23.3.233 address.

Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A

BOOTP RELAY-CLNT 0934297688 0000000000 10.23.0.1 10.23.3.233 0800201DBA3A

N/A 0800201DBA3A

Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port.

BOOTP RELAY-SRVR 0934297689 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A

N/A 0800201DBA3A

Packet received from relay agent: 10.23.0.1

Relaying reply to client 0800201DBA3A

Unicasting datagram to 10.23.3.233 address.

Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A

DHCPに問題があると、デバッグモード出力に警告メッセージやエラーメッセージ
が表示されることがあります。次のDHCPサーバーのエラーメッセージから解決策
を見つけてください。

ICMP ECHO reply to OFFER candidate: ip_address disabling

原因: DHCPサーバーは、IPアドレスをクライアントに提供する前に、pingコマン
ドを実行してそのアドレスが使用されていないことを確認します。クライアント
の回答がある場合には、そのアドレスは使用されています。

対処方法:構成したアドレスが使用されていないことを確認します。それに
は、pingコマンドを使用します。詳細は、ping(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

No more IP addresses on network-address network.

原因:クライアントのネットワークに対応するDHCPネットワークテーブル中
に、使用可能な IPアドレスがありません。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、IPアドレスを追加作
成します。DHCPデーモンが複数のサブネットを監視している場合は、クライア
ントが属するサブネットに IPアドレスを追加します。詳細は、400ページ
の「DHCPサービスへの IPアドレスの追加」を参照してください。

No more IP addresses for network-address network when you are running the DHCP

daemon in BOOTP compatibility mode.

原因: BOOTPはリース期間を使用しないので、DHCPサーバーは、BOOTPクライ
アントに割り当てるために設定された BOOTPフラグを持つ空きアドレスを検索
します。
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対処方法: DHCPマネージャを使用して、BOOTPアドレスを割り当てます。詳細
は、393ページの「DHCPサービスによる BOOTPクライアントのサポート (作業
マップ)」を参照してください。

Request to access nonexistent per network database: database-name in datastore:

datastore.
原因: DHCPサーバーの構成の際に、サブネットのDHCPネットワークテーブルが
作成されていません。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、DHCPネットワーク
テーブルと新しい IPアドレスを作成します。詳細は、385ページの「DHCP
ネットワークの追加」を参照してください。

There is no table-name dhcp-network table for DHCP client’s network.

原因: DHCPサーバーの構成の際に、サブネットのDHCPネットワークテーブルが
作成されていません。

対処方法: DHCPマネージャまたは pntadmコマンドを使って、DHCPネットワーク
テーブルと新しい IPアドレスを作成します。詳細は、385ページの「DHCP
ネットワークの追加」を参照してください。

Client using non_RFC1048 BOOTP cookie.

原因:ネットワーク上のデバイスが、BOOTPのサポートされていない実装にアク
セスしようとしました。

対処方法:このデバイスを構成する必要がない場合は、このメッセージを無視しま
す。このデバイスをサポートする方法については、393ページの「DHCPサービ
スによる BOOTPクライアントのサポート (作業マップ)」を参照してください。

DHCP snoop出力
下記の snoop出力を見ると、DHCPクライアントシステムとDHCPサーバーシステム
の間でパケットが交換されていることがわかります。パケットには、各システムの
IPアドレスが示されています。さらに、パケットのパスにルーターやリ
レーエージェントがある場合は、その IPアドレスも含まれています。システム間で
パケットの交換が行われない場合は、クライアントシステムからサーバーシステム
に全くアクセスできないことがあります。その場合、問題はそれより下のレベルに
あります。

snoop出力を評価するためには、期待する動作がどのようなものかを知っておく必要
があります。たとえば、要求が BOOTPリレーエージェントを通るべきかどうかを
知っている必要があります。さらに、関係するシステムのMACアドレスや IPアド
レスを知っている必要があります。それによって、それらの値が本来のものかどう
かを判別できるからです。また、複数のネットワークインタフェースがある場合
は、ネットワークインタフェースのアドレスも知っている必要があります。
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次の例は、DHCP肯定応答メッセージの通常の snoop出力を示しています。この
メッセージは、blue-servr2上のDHCPサーバーからMACアドレスが
8:0:20:8e:f3:7eのクライアントに送信されたものです。このメッセージ
で、サーバーは IPアドレス 192.168.252.6とホスト名 white-6をクライアントに割り
当てます。さらに、このメッセージには、クライアントに対するいくつもの標準的
なネットワークオプションといくつかのベンダー固有のオプションが含まれていま
す。

例 17–5 1つのパケットに関する snoop出力の例

ETHER: ----- Ether Header -----

ETHER:

ETHER: Packet 26 arrived at 14:43:19.14

ETHER: Packet size = 540 bytes

ETHER: Destination = 8:0:20:8e:f3:7e, Sun

ETHER: Source = 8:0:20:1e:31:c1, Sun

ETHER: Ethertype = 0800 (IP)

ETHER:

IP: ----- IP Header -----

IP:

IP: Version = 4

IP: Header length = 20 bytes

IP: Type of service = 0x00

IP: xxx. .... = 0 (precedence)

IP: ...0 .... = normal delay

IP: .... 0... = normal throughput

IP: .... .0.. = normal reliability

IP: Total length = 526 bytes

IP: Identification = 64667

IP: Flags = 0x4 IP: .1.. .... = do not fragment

IP: ..0. .... = last fragment

IP: Fragment offset = 0 bytes

IP: Time to live = 254 seconds/hops

IP: Protocol = 17 (UDP)

IP: Header checksum = 157a

IP: Source address = 10.21.0.4, blue-servr2

IP: Destination address = 192.168.252.6, white-6

IP: No options

IP: UDP: ----- UDP Header -----

UDP:

UDP: Source port = 67

UDP: Destination port = 68 (BOOTPC)

UDP: Length = 506

UDP: Checksum = 5D4C

UDP:

DHCP: ----- Dynamic Host Configuration Protocol -----

DHCP:

DHCP: Hardware address type (htype) = 1 (Ethernet (10Mb))

DHCP: Hardware address length (hlen) = 6 octets

DHCP: Relay agent hops = 0

DHCP: Transaction ID = 0x2e210f17

DHCP: Time since boot = 0 seconds

DHCP: Flags = 0x0000

DHCP: Client address (ciaddr) = 0.0.0.0

DHCP: Your client address (yiaddr) = 192.168.252.6

DHCP: Next server address (siaddr) = 10.21.0.2
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例 17–5 1つのパケットに関する snoop出力の例 (続き)

DHCP: Relay agent address (giaddr) = 0.0.0.0

DHCP: Client hardware address (chaddr) = 08:00:20:11:E0:1B

DHCP:

DHCP: ----- (Options) field options -----

DHCP:

DHCP: Message type = DHCPACK

DHCP: DHCP Server Identifier = 10.21.0.4

DHCP: Subnet Mask = 255.255.255.0

DHCP: Router at = 192.168.252.1

DHCP: Broadcast Address = 192.168.252.255

DHCP: NISPLUS Domainname = dhcp.test

DHCP: IP Address Lease Time = 3600 seconds

DHCP: UTC Time Offset = -14400 seconds

DHCP: RFC868 Time Servers at = 10.21.0.4

DHCP: DNS Domain Name = sem.example.com

DHCP: DNS Servers at = 10.21.0.1

DHCP: Client Hostname = white-6

DHCP: Vendor-specific Options (166 total octets):

DHCP: (02) 04 octets 0x8194AE1B (unprintable)

DHCP: (03) 08 octets "pacific"
DHCP: (10) 04 octets 0x8194AE1B (unprintable)

DHCP: (11) 08 octets "pacific"
DHCP: (15) 05 octets "xterm"
DHCP: (04) 53 octets "/export/s2/base.s2s/latest/Solaris_8/Tools/Boot"
DHCP: (12) 32 octets "/export/s2/base.s2s/latest"
DHCP: (07) 27 octets "/platform/sun4u/kernel/unix"
DHCP: (08) 07 octets "EST5EDT"
0: 0800 208e f37e 0800 201e 31c1 0800 4500 .. .ó~.. .1...E.

16: 020e fc9b 4000 fe11 157a ac15 0004 c0a8 ....@....z......

32: fc06 0043 0044 01fa 5d4c 0201 0600 2e21 ...C.D..]L.....!

48: 0f17 0000 0000 0000 0000 c0a8 fc06 ac15 ................

64: 0002 0000 0000 0800 2011 e01b 0000 0000 ........ .......

80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

96: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

112: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

128: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

144: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

176: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

192: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

208: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

224: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

256: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

272: 0000 0000 0000 6382 5363 3501 0536 04ac ......c.Sc5..6..

288: 1500 0401 04ff ffff 0003 04c0 a8fc 011c ................

304: 04c0 a8fc ff40 0964 6863 702e 7465 7374 .....@.dhcp.test

320: 3304 0000 0e10 0204 ffff c7c0 0404 ac15 3...............

336: 0004 0f10 736e 742e 6561 7374 2e73 756e ....sem.example.

352: 2e63 6f6d 0604 ac15 0001 0c07 7768 6974 com.........whit

368: 652d 362b a602 0481 94ae 1b03 0861 746c e-6+.........pac

384: 616e 7469 630a 0481 94ae 1b0b 0861 746c ific.........pac

400: 616e 7469 630f 0578 7465 726d 0435 2f65 ific...xterm.5/e

416: 7870 6f72 742f 7332 382f 6261 7365 2e73 xport/sx2/bcvf.s

432: 3238 735f 776f 732f 6c61 7465 7374 2f53 2xs_btf/latest/S

448: 6f6c 6172 6973 5f38 2f54 6f6f 6c73 2f42 olaris_x/Tools/B
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例 17–5 1つのパケットに関する snoop出力の例 (続き)

464: 6f6f 740c 202f 6578 706f 7274 2f73 3238 oot. /export/s2x

480: 2f62 6173 652e 7332 3873 5f77 6f73 2f6c /bcvf.s2xs_btf/l

496: 6174 6573 7407 1b2f 706c 6174 666f 726d atest../platform

512: 2f73 756e 346d 2f6b 6572 6e65 6c2f 756e /sun4u/kernel/un

528: 6978 0807 4553 5435 4544 54ff ix..EST5EDT.

不正確なDHCP設定情報に伴う問題
DHCPクライアントが受信するネットワーク構成情報に不正確な情報がある場合
は、DHCPサーバーのデータを参照する必要があります。DHCPサーバーが処理する
このクライアント用のマクロのオプション値を確認してください。不正確な情報の
例には、間違ったNISドメイン名やルーター IPアドレスがあります。

正しくない情報の原因がどこにあるのかを特定する際には、次の一般的な指針に
従ってください。

■ サーバーに定義されているマクロを調べます (415ページの「DHCPサーバー上で
定義されたマクロを表示する方法 (DHCPマネージャ)」を参照)。329ページ
の「マクロ処理の順序」の情報を確認し、このクライアントのためにどのマクロ
が自動的に処理されるかを判別します。

■ ネットワークテーブルを調べて、クライアントの IPアドレスに構成マクロとして
割り当てられたマクロ (ある場合)を確認します。詳細は、396ページの「DHCP
サービスで IPアドレスを使用して作業する (作業マップ)」を参照してください。

■ 複数のマクロで使用されているオプションがないか調べます。オプションに指定
したい値が、最後に処理されるマクロに設定されるか確認します。

■ 適切なマクロを編集して、正確な値がクライアントに確実に渡されるようにしま
す。詳細は、415ページの「DHCPマクロの変更」を参照してください。

DHCPクライアント指定のホスト名に関連する問
題
ここでは、独自のホスト名をDNSに登録する必要があるDHCPクライアントの問題
について説明します。

DHCPクライアントがホスト名を要求しない
クライアントがOracle Solaris DHCPクライアントでない場合は、そのクライアントの
マニュアルを参照して、ホスト名を要求するために必要なクライアントの構成方法
を調べてください。Oracle Solaris DHCPクライアントの場合は、462ページの「特定
のホスト名を要求するようにOracle Solaris DHCPv4クライアントを有効にする方
法」を参照してください。
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要求されたホスト名をDHCPクライアントが受け取らない
次の各項では、クライアントがそのホスト名を取得する際に起こる問題とその解決
策について説明します。

問題:クライアントはDHCPサーバーからオファーを受け取るが、サーバーがDNS更
新を行わない。

対処方法:クライアントから 2つのDHCPサーバーにアクセスできる場合は、両方の
サーバーがDNS更新を行うように構成されている必要があります。DHCP
サーバーとDNSサーバーの構成については、376ページの「DHCPサーバーによる
動的DNS更新の有効化」を参照してください。
DNS更新を提供するようにDHCPサーバーが構成されているかどうかを判別するに
は、次のようにします。

1. クライアントのDHCPサーバーの IPアドレスを判別します。クライアントシステ
ムで snoopか別のアプリケーションを使ってネットワークパケットを捕捉しま
す。481ページの「snoopを使用してDHCPネットワークトラフィックを監視する
方法」を参照し、その手順をクライアント (サーバーではなく)で実行しま
す。snoop出力でDHCP Server Identifierを探して、サーバーの IPアドレスを取得
します。

2. DHCPサーバーシステムにログインして、システムが、DNS更新を行うように構
成されているか確認します。次のコマンドをスーパーユーザーとして入力しま
す。

dhcpconfig -P

UPDATE_TIMEOUTがサーバーパラメータとして表示される場合、DHCPサーバーは
DNS更新を行うように構成されています。

3. DNSサーバーで /etc/named.confファイルを調べます。適切なドメインの zoneセ
クションで allow-updateキーワードを探します。サーバーがDHCPサーバーによ
るDNS更新を許している場合は、DHCPサーバーの IPアドレスが allow-update

キーワードにあります。

問題:クライアントが FQDNオプションを使ってホスト名を指定している。FQDNオプ
ションはDHCPプロトコルに正式には含まれていないため、現在、Oracle Solaris
DHCPではサポートされていません。
対処方法:そのサーバーで snoopか別のアプリケーションを使ってネットワークパ
ケットを捕捉します。詳細は、481ページの「snoopを使用してDHCPネットワーク
トラフィックを監視する方法」を参照してください。snoop出力で、クライアントか
らのパケットにある FQDNオプションを探します。

Hostnameオプションを使ってホスト名を指定するようにクライアントの構成を変更
します。Hostnameはオプションコード 12です。詳細は、クライアントのマニュアル
を参照してください。

Oracle Solarisクライアントの場合は、462ページの「特定のホスト名を要求するよう
にOracle Solaris DHCPv4クライアントを有効にする方法」を参照してください。
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問題:クライアントにアドレスオファーを行うDHCPサーバーがクライアントのDNS
ドメインを知らない。

対処方法: DHCPサーバーで、DNSdmainオプションに有効な値が設定されているか確
認します。このクライアントに対して処理されるマクロの DNSdmainオプションに正
しいDNSドメイン名を設定します。DNSdmainは通常、ネットワークマクロに含まれ
ているマクロ内のオプションの値を変更する方法については、415ページの「DHCP
マクロの変更」を参照してください。

問題:クライアントが要求したホスト名がDHCPサーバーが管理していない IPアドレ
スに対応している。Oracle Solaris DHCPサーバーは、自らが管理していない IPアド
レスに対しDNS更新を行いません。
対処方法:次のいずれかのDHCPサーバーメッセージが syslogに書き込まれていない
か調べます。

■ There is no n.n.n.n dhcp-network table for DHCP client’s network.

■ DHCP network record for n.n.n.n is unavailable, ignoring request.

別の名前を要求するようにクライアントを構成します。462ページの「特定のホスト
名を要求するようにOracle Solaris DHCPv4クライアントを有効にする方法」を参照し
てください。新しく指定する名前には、DHCPサーバーが管理しているアドレスに
対応する名前を選択します。DHCPマネージャの「アドレス (Addresses)」タブのア
ドレスマッピングを見てください。あるいは、どの IPアドレスにも対応していない
アドレスを選択することもできます。

問題:クライアントから要求されたホスト名が、使用不可の状態にある IPアドレスに
対応している。このアドレスは、ほかの目的で使用されている可能性があります (別
のクライアントにリースされているか、別のクライアントにオファー中である)。
対処方法:次のDHCPサーバーメッセージが syslogに書き込まれていないか調べま
す。 ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n.
異なる IPアドレスに対応する名前を選択するようにクライアントを構成します。あ
るいは、そのアドレスを使用するクライアントからアドレスを取り返します。

問題: DHCPサーバーからの更新を受け付けるようにDNSサーバーが構成されていな
い。

対処方法: DNSサーバーの /etc/named.confファイルを調べます。DHCPサーバーのド
メインに対する適切な zoneセクションで allow-updateキーワードが付いたDHCP
サーバーの IPアドレスを探します。IPアドレスが存在しないなら、DNS
サーバーは、DHCPサーバーからの更新を受け付けるようには構成されていませ
ん。

詳細は、377ページの「DHCPクライアント用に動的DNS更新を有効にする方
法」を参照してください。

DHCPサーバーに複数のインタフェースがある場合は、DHCPサーバーのすべてのア
ドレスからの更新を受け付けるようにDNSサーバーを構成する必要がある場合があ
ります。DNSサーバーのデバッグ機能を有効にして、更新がDNSサーバーに届いて
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いるか確認します。DNSサーバーが更新要求を受け取っている場合は、デバッグ
モード出力を見て、更新が行われなかった原因を調べます。DNSデバッグモードに
ついては、in.named(1M)のマニュアルページを参照してください。

問題: DNS更新が、割り当てられた時間内に行われていない可能性がある。設定され
た時間内にDNS更新が完了しないと、DHCPサーバーはホスト名をクライアントに
返しません。ただし、DNS更新を完了する試みは続けられます。
対処方法: nslookupコマンドを使って、更新が正常に終わっているかを確認しま
す。詳細は、nslookup(1M)のマニュアルページを参照してください。
たとえば、DNSドメインが hills.example.orgで、DNSサーバーの IPアドレスが
10.76.178.11であるとします。さらに、クライアントが登録したいホスト名は
cathedralだとします。cathedralがDNSサーバーに登録されているかどうかを知る
には、次のコマンドが使用できます。

nslookup cathedral.hills.example.org 10.76.178.11

更新は正常に行われたが、割り当てられた時間を超えている場合は、タイムアウト
値を増やす必要があります。詳細は、377ページの「DHCPクライアント用に動的
DNS更新を有効にする方法」を参照してください。この手順では、タイムアウトに
なる前にDNSサーバーから応答を受け取れるように、タイムアウトの秒数を増やす
べきです。
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DHCPコマンドとDHCPファイル (リ
ファレンス)

この章では、DHCPコマンドとDHCPファイルの関連について説明します。ただ
し、この章にはコマンドの使い方は含まれていません。

この章では、次の内容について説明します。

■ 493ページの「DHCPのコマンド」
■ 500ページの「DHCPサービスによって使用されるファイル」
■ 502ページの「DHCPのオプション」

DHCPのコマンド
次の表に、ネットワーク上でDHCPを管理するために使用できるコマンドを示しま
す。

表 18–1 DHCPで使用されるコマンド

コマンド 説明 マニュアルページ

dhtadm dhcptab内のオプションやマクロを変更するときに使用しま
す。このコマンドは、DHCP情報を自動的に変更するために作
成するスクリプトでもっとも役立ちます。dhtadmに -Pオプ
ションを指定し、その結果を grepコマンドに渡すと、dhcptab

テーブル内の特定のオプション値をすばやく検索できます。

dhtadm(1M)

pntadm DHCPネットワークテーブルを変更するときに使用します。こ
のテーブルでは、クライアント IDと IPアドレスが対応付けら
れ、オプションとして構成情報と IPアドレスが関連付けられて
います。

pntadm(1M)

dhcpconfig DHCPサーバーや BOOTPリレーエージェントの構成や構成解除
を行うときに使用します。さらに、データストアを別のデータ
ストアへ変換したり、DHCP構成データのインポートやエクス
ポートを行うときにも使用します。

dhcpconfig(1M)
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表 18–1 DHCPで使用されるコマンド (続き)
コマンド 説明 マニュアルページ

in.dhcpd DHCPサーバーデーモン。デーモンはシステムの起動時に起動
されます。したがって、サーバーデーモンを直接起動すべきで
はありません。デーモンの起動や停止には、DHCPマ
ネージャ、 svcadmコマンド、または dhcpconfigを使用できま
す。問題を解決するためにデーモンをデバッグモードで実行す
る場合にのみデーモンを直接起動します。

in.dhcpd(1M)

dhcpmgr DHCPマネージャ。DHCPサービスの構成や管理に使用するグラ
フィカルユーザーインタフェース (GUI)ツールです。DHCPマ
ネージャは、推奨されるOracle Solaris DHCP管理ツールです。

dhcpmgr(1M)

ifconfig IPアドレスをネットワークインタフェースに割り当てた
り、ネットワークインタフェースパラメータを構成したりする
場合 (あるいはその両方の場合)、システムブート時に使用しま
す。Oracle Solaris DHCPクライアントでは、ifconfigはDHCP
を起動し、IPアドレスなどの、ネットワークインタフェースの
設定に必要なパラメータを取得します。

ifconfig(1m)

dhcpinfo Oracle Solarisクライアントシステムのシステム起動スクリプトの
中で、DHCPクライアントデーモン (dhcpagent)からホスト名な
どの情報を取得するときに使用します。また、スクリプトやコ
マンド行で dhcpinfoを使用して、特定のパラメータ値を取得す
ることもできます。

dhcpinfo(1)

snoop ネットワークを介して送信されているパケットの内容を獲得お
よび表示するときに使用します。snoopは、DHCPサービスに伴
う問題を障害追跡する際に役立ちます。

snoop(1m)

dhcpagent DHCPクライアントデーモン。DHCPプロトコルのクライアント
側を実装したものです。

dhcpagent(1M)

スクリプトにおけるDHCPコマンドの実行
dhcpconfig、dhtadm、pntadmコマンドは、スクリプト中での使用に適しています。特
に、pntadmコマンドは大量の IPアドレスエントリをDHCPネットワークテーブルに
作成するときに便利です。次のサンプルスクリプトでは、バッチモードで pntadmを
使って、IPアドレスを作成しています。

例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する

#! /usr/bin/ksh

#

# This script utilizes the pntadm batch facility to add client entries

# to a DHCP network table. It assumes that the user has the rights to

# run pntadm to add entries to DHCP network tables.

#

# Based on the nsswitch setting, query the netmasks table for a netmask.
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

# Accepts one argument, a dotted IP address.

#

get_netmask()

{

MTMP=‘getent netmasks ${1} | awk ’{ print $2 }’‘
if [ ! -z "${MTMP}" ]

then

print - ${MTMP}

fi

}

#

# Based on the network specification, determine whether or not network is

# subnetted or supernetted.

# Given a dotted IP network number, convert it to the default class

# network.(used to detect subnetting). Requires one argument, the

# network number. (e.g. 10.0.0.0) Echos the default network and default

# mask for success, null if error.

#

get_default_class()

{

NN01=${1%%.*}

tmp=${1#*.}

NN02=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

NN03=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

NN04=${tmp%%.*}

RETNET=""
RETMASK=""

typeset -i16 ONE=10#${1%%.*}

typeset -i10 X=$((${ONE}&16#f0))

if [ ${X} -eq 224 ]

then

# Multicast

typeset -i10 TMP=$((${ONE}&16#f0))

RETNET="${TMP}.0.0.0"
RETMASK="240.0.0.0"

fi

typeset -i10 X=$((${ONE}&16#80))

if [ -z "${RETNET}" -a ${X} -eq 0 ]

then

# Class A

RETNET="${NN01}.0.0.0"
RETMASK="255.0.0.0"

fi

typeset -i10 X=$((${ONE}&16#c0))

if [ -z "${RETNET}" -a ${X} -eq 128 ]

then

# Class B

RETNET="${NN01}.${NN02}.0.0"
RETMASK="255.255.0.0"

fi

typeset -i10 X=$((${ONE}&16#e0))

if [ -z "${RETNET}" -a ${X} -eq 192 ]
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

then

# Class C

RETNET="${NN01}.${NN02}.${NN03}.0"
RETMASK="255.255.255.0"

fi

print - ${RETNET} ${RETMASK}

unset NNO1 NNO2 NNO3 NNO4 RETNET RETMASK X ONE

}

#

# Given a dotted form of an IP address, convert it to its hex equivalent.

#

convert_dotted_to_hex()

{

typeset -i10 one=${1%%.*}

typeset -i16 one=${one}

typeset -Z2 one=${one}

tmp=${1#*.}

typeset -i10 two=${tmp%%.*}

typeset -i16 two=${two}

typeset -Z2 two=${two}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i10 three=${tmp%%.*}

typeset -i16 three=${three}

typeset -Z2 three=${three}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i10 four=${tmp%%.*}

typeset -i16 four=${four}

typeset -Z2 four=${four}

hex=‘print - ${one}${two}${three}${four} | sed -e ’s/#/0/g’‘
print - 16#${hex}

unset one two three four tmp

}

#

# Generate an IP address given the network address, mask, increment.

#

get_addr()

{

typeset -i16 net=‘convert_dotted_to_hex ${1}‘
typeset -i16 mask=‘convert_dotted_to_hex ${2}‘
typeset -i16 incr=10#${3}

# Maximum legal value - invert the mask, add to net.

typeset -i16 mhosts=~${mask}

typeset -i16 maxnet=${net}+${mhosts}

# Add the incr value.

let net=${net}+${incr}

if [ $((${net} < ${maxnet})) -eq 1 ]

then
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

typeset -i16 a=${net}\&16#ff000000

typeset -i10 a="${a}>>24"

typeset -i16 b=${net}\&16#ff0000

typeset -i10 b="${b}>>16"

typeset -i16 c=${net}\&16#ff00

typeset -i10 c="${c}>>8"

typeset -i10 d=${net}\&16#ff

print - "${a}.${b}.${c}.${d}"
fi

unset net mask incr mhosts maxnet a b c d

}

# Given a network address and client address, return the index.

client_index()

{

typeset -i NNO1=${1%%.*}

tmp=${1#*.}

typeset -i NNO2=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i NNO3=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i NNO4=${tmp%%.*}

typeset -i16 NNF1

let NNF1=${NNO1}

typeset -i16 NNF2

let NNF2=${NNO2}

typeset -i16 NNF3

let NNF3=${NNO3}

typeset -i16 NNF4

let NNF4=${NNO4}

typeset +i16 NNF1

typeset +i16 NNF2

typeset +i16 NNF3

typeset +i16 NNF4

NNF1=${NNF1#16\#}

NNF2=${NNF2#16\#}

NNF3=${NNF3#16\#}

NNF4=${NNF4#16\#}

if [ ${#NNF1} -eq 1 ]

then

NNF1="0${NNF1}"
fi

if [ ${#NNF2} -eq 1 ]

then

NNF2="0${NNF2}"
fi

if [ ${#NNF3} -eq 1 ]

then

NNF3="0${NNF3}"
fi

if [ ${#NNF4} -eq 1 ]

then
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

NNF4="0${NNF4}"
fi

typeset -i16 NN

let NN=16#${NNF1}${NNF2}${NNF3}${NNF4}

unset NNF1 NNF2 NNF3 NNF4

typeset -i NNO1=${2%%.*}

tmp=${2#*.}

typeset -i NNO2=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i NNO3=${tmp%%.*}

tmp=${tmp#*.}

typeset -i NNO4=${tmp%%.*}

typeset -i16 NNF1

let NNF1=${NNO1}

typeset -i16 NNF2

let NNF2=${NNO2}

typeset -i16 NNF3

let NNF3=${NNO3}

typeset -i16 NNF4

let NNF4=${NNO4}

typeset +i16 NNF1

typeset +i16 NNF2

typeset +i16 NNF3

typeset +i16 NNF4

NNF1=${NNF1#16\#}

NNF2=${NNF2#16\#}

NNF3=${NNF3#16\#}

NNF4=${NNF4#16\#}

if [ ${#NNF1} -eq 1 ]

then

NNF1="0${NNF1}"
fi

if [ ${#NNF2} -eq 1 ]

then

NNF2="0${NNF2}"
fi

if [ ${#NNF3} -eq 1 ]

then

NNF3="0${NNF3}"
fi

if [ ${#NNF4} -eq 1 ]

then

NNF4="0${NNF4}"
fi

typeset -i16 NC

let NC=16#${NNF1}${NNF2}${NNF3}${NNF4}

typeset -i10 ANS

let ANS=${NC}-${NN}

print - $ANS

}

#

# Check usage.

#

if [ "$#" != 3 ]
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

then

print "This script is used to add client entries to a DHCP network"
print "table by utilizing the pntadm batch facilty.\n"
print "usage: $0 network start_ip entries\n"
print "where: network is the IP address of the network"

print " start_ip is the starting IP address \n"
print " entries is the number of the entries to add\n"

print "example: $0 10.148.174.0 10.148.174.1 254\n"
return

fi

#

# Use input arguments to set script variables.

#

NETWORK=$1

START_IP=$2

typeset -i STRTNUM=‘client_index ${NETWORK} ${START_IP}‘
let ENDNUM=${STRTNUM}+$3

let ENTRYNUM=${STRTNUM}

BATCHFILE=/tmp/batchfile.$$

MACRO=‘uname -n‘

#

# Check if mask in netmasks table. First try

# for network address as given, in case VLSM

# is in use.

#

NETMASK=‘get_netmask ${NETWORK}‘
if [ -z "${NETMASK}" ]

then

get_default_class ${NETWORK} | read DEFNET DEFMASK

# use the default.

if [ "${DEFNET}" != "${NETWORK}" ]

then

# likely subnetted/supernetted.

print - "\n\n###\tWarning\t###\n"
print - "Network ${NETWORK} is netmasked, but no entry was found \n

in the ’netmasks’ table; please update the ’netmasks’ \n

table in the appropriate nameservice before continuing. \n

(See /etc/nsswitch.conf.) \n" >&2

return 1

else

# use the default.

NETMASK="${DEFMASK}"
fi

fi

#

# Create a batch file.

#

print -n "Creating batch file "
while [ ${ENTRYNUM} -lt ${ENDNUM} ]

do

if [ $((${ENTRYNUM}-${STRTNUM}))%50 -eq 0 ]

then

print -n "."
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例 18–1 addclient.kshスクリプトで pntadmコマンドを使用する (続き)

fi

CLIENTIP=‘get_addr ${NETWORK} ${NETMASK} ${ENTRYNUM}‘
print "pntadm -A ${CLIENTIP} -m ${MACRO} ${NETWORK}" >> ${BATCHFILE}

let ENTRYNUM=${ENTRYNUM}+1

done

print " done.\n"

#

# Run pntadm in batch mode and redirect output to a temporary file.

# Progress can be monitored by using the output file.

#

print "Batch processing output redirected to ${BATCHFILE}"
print "Batch processing started."

pntadm -B ${BATCHFILE} -v > /tmp/batch.out 2 >&1

print "Batch processing completed."

DHCPサービスによって使用されるファイル
次の表に、Oracle Solaris DHCPに関連するファイルを示します。

表 18–2 DHCPデーモンやDHCPコマンドで使用されるファイル

ファイルまたはテーブ
ル名 説明 マニュアルページ

dhcptab オプションとその値の組み合わせからなるDHCP構成情
報のテーブルを表す総称的な用語。構成情報はさらにマ
クロとしてグループ化されます。dhcptabテーブルの名
前と位置は、DHCP情報の格納にどのデータストアを使
用するかによって異なります。

dhcptab(4)

DHCPネット
ワークテーブル

IPアドレスをクライアント IDと構成オプションに割り
当てます。DHCPネットワークテーブルの名前
は、10.21.32.0など、ネットワークの IPアドレスに基づ
いて付けられます。dhcp_networkというファイルはあり
ません。DHCPネットワークテーブルの名前と位置
は、DHCP情報の格納にどのデータストアを使用するか
によって異なります。

dhcp_network(4)

dhcpsvc.conf DHCPデーモンの起動オプションと、データストア情報
を格納しています。このファイルを手動で編集してはい
けません。起動オプションの変更には dhcpconfigコマン
ドを使用します。

dhcpsvc.conf(4)
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表 18–2 DHCPデーモンやDHCPコマンドで使用されるファイル (続き)
ファイルまたはテーブ
ル名 説明 マニュアルページ

nsswitch.conf ネームサービスデータベースの場所と、それらのデータ
ベースをどのような順序で検索してさまざまな情報を入
手するかを指定します。nsswitch.confファイル
は、DHCPサーバーを構成する際に正確な構成情報を入
手するために使用されます。このファイルは、/etc

ディレクトリに存在します。

nsswitch.conf(4)

resolv.conf DNSクエリーを解決するための情報が含まれていま
す。DHCPサーバーの構成中に、このファイルで、DNS
ドメインとDNSサーバーに関する情報が調べられま
す。このファイルは、/etcディレクトリに存在します。

resolv.conf(4)

dhcp.interface ファイル名 dhcp.interfaceで指定されたクライアント
ネットワークインタフェースでDHCPが使用されること
を示します。たとえば、dhcp.qe0という名前のファイル
が存在する場合、DHCPは qe0インタフェースで使用さ
れることを表します。その場合、 dhcp.interfaceファイル
には、ifconfigコマンド (DHCPをそのインタフェースで
起動するために使用される)にオプションとして渡され
るコマンドが含まれていることがあります。このファイ
ルは、Oracle Solaris DHCPクライアントシステムの /etc

ディレクトリに存在します。

特定のマニュアルページはありませ
ん。dhcp(5)を参照してください。

interface.dhc DHCPから得られた特定のネットワークインタフェース
の構成パラメータが含まれています。インタフェースの
IPアドレスのリースが停止されると、このクライアント
は、/etc/dhcp/ interface.dhcにある現在の設定情報を
キャッシュします。たとえば、DHCPが qe0インタ
フェースで使用されている場合、dhcpagentは、構成情
報を /etc/dhcp/qe0.dhcにキャッシュします。DHCPが次
にこのインタフェースで起動するときに、リースの有効
期限内であれば、このクライアントはキャッシュされた
情報を使用するように要求します。DHCPサーバーがこ
の要求を拒否すると、クライアントは標準のDHCP
リースネゴシエーション手順を開始します。

特定のマニュアルページはありませ
ん。dhcpagent(1M)を参照してくささ
い。

dhcpagent dhcpagentクライアントデーモンのパラメータ値を設定
します。このファイルへのパスは
/etc/default/dhcpagentです。パラメータについて
は、/etc/default/dhcpagentファイルか、 dhcpagent(1M)
のマニュアルページを参照してください。

dhcpagent(1M)
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表 18–2 DHCPデーモンやDHCPコマンドで使用されるファイル (続き)
ファイルまたはテーブ
ル名 説明 マニュアルページ

DHCP inittab データタイプなど、DHCPオプションコードのさまざま
な要素を定義するとともに、ニーモニックラベルを割り
当てます。ファイルの構文については、dhcp_inittab(4)
のマニュアルページを参照してください。

クライアント側では、 dhcpinfoが /etc/dhcp/inittab

ファイル中の情報を人が判読可能な情報として提供しま
す。DHCPサーバーシステムでは、DHCPデーモンと管
理ツールがこのファイルからDHCPオプション情報を入
手します。

以前のリリースで使用されていた /etc/dhcp/dhcptags

ファイルは /etc/dhcp/inittabファイルで置き換えられ
ている。これについては、 502ページの「DHCPのオプ
ション」を参照してください。

dhcp_inittab(4)

DHCPのオプション
従来、DHCPのオプション情報は、サーバーの dhcptabテーブルやクライアントの
dhcptagsファイル、さらにさまざまなプログラムの内部テーブルなど、複数の場所
に格納されてきました。そのため、Solaris 8以降のリリースでは、すべてのオプ
ション情報が /etc/dhcp/inittabファイルに統合されています。ファイルの詳細につ
いては、dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参照してください。

Oracle Solaris DHCPクライアントでは、dhcptagsファイルの代わりにDHCPの
inittabファイルを使用します。クライアントは、DHCPパケットの一部としてオプ
ションコードを受け取ると、その情報をこのファイルから取得します。DHCP
サーバーの in.dhcpd、snoop、dhcpmgrプログラムでもこの inittabファイルを使用し
ます。

サイトが影響を受けるかどうかの判別
Oracle Solaris DHCPを使用するほとんどのサイトは、/etc/dhcp/inittabファイルへ
の切り替えによる影響を受けません。影響を受けるのは、次の条件がすべて当ては
まるサイトだけです。

■ Solaris 8よりも前のOracle Solarisリリースをアップグレードする予定がある。
■ 以前に新しいDHCPオプションを作成したことがある。
■ /etc/dhcp/dhcptagsファイルを変更したことがあり、その変更を保持したい。

アップグレードを行うと、dhcptagsファイルが変更されたためにDHCP inittab

ファイルを変更する必要があることを示すメッセージがアップグレードログに書き
込まれます。
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dhcptagsファイルと inittabファイルの違い
inittabファイルには、dhcptagsファイルよりも多くの情報が含まれています。さら
に、inittabファイルでは、異なる構文が使用されます。

次に、dhcptagsのエントリ例を示します。

33 StaticRt - IPList Static_Routes

33はDHCPパケットで渡される数値コードです。StaticRtはオプション名で
す。IPListは、StaticRtのデータタイプが一連の IPアドレスでなければならないこ
とを示します。Static_Routesは記述名です。

inittabファイルは、これらのオプションを 1行で表した複数のレコードから構成さ
れています。形式は、dhcptabのシンボルを定義する形式と似ています。次の表
に、inittabファイルの構文について説明します。

オプション 説明

option-name オプションの名前。オプション名は、そのオプションのカテゴリ内
部で一意である必要があります。また、Standard、Site、Vendorのカ
テゴリにある、ほかのオプション名と重複できません。たとえ
ば、同じ名前を持つ Siteオプションを 2つ持つことはでき
ず、Standardのオプションと同じ名前の Siteのオプションは作成でき
ません。

category オプションが所属する名前空間を特定します。次のいずれかである
必要があります。 Standard、Site、Vendor、Field、または Internal。

code オプションがネットワーク経由で送信されたときにそのオプション
を特定します。多くの場合、カテゴリがなくてもコードはオプ
ションを一意に特定します。ただし、Fieldや Internalなどの内部カテ
ゴリの場合は、コードがほかの目的に使用される場合がありま
す。コードは、広域的に一意でない場合があります。コードは、オ
プションのカテゴリ内部では一意であることが必要で、Standardと
Siteのフィールドにあるコードと重複することはできません。

type このオプションと関連するデータを記述します。有効なタイプ
は、IP、ASCII、Octet、Boolean、Unumber8、Unumber16、Unumber32、Unumber64、Snumbe
よび Snumber64です。数値の場合、先頭のUや Sは、数値が符号な
しか符号ありかを示します。終わりの数字は、数値にいくつの
ビットが含まれているかを表します。たとえば、Unumber8は無符号
の 8ビット数値を表します。タイプには、大文字小文字の区別はあり
ません。

granularity このオプションの値を構成するデータ単位数を記述します。

maximum このオプションに指定可能な値の個数を記述します。0は、無限大の
数を表します。
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consumers この情報を使用できるプログラムを記述します。これには次の sdmi

を指定します。

s snoop

d in.dhcpd

m dhcpmgr

i dhcpinfo

次に inittabエントリの例を示します。

StaticRt - Standard, 33, IP, 2, 0, sdmi

このエントリは、オプションが StaticRtという名前で、Standardカテゴリに属
し、オプションコード 33であることを示します。これで表されるデータは、理論上
無数の IPアドレスの組です。なぜなら、タイプが IP、データ単位が 2、最大が無限
(0)だからです。このオプションを利用するのは sdmi: snoop、in.dhcpd、
dhcpmgr、dhcpinfoです。

dhcptagsエントリの inittabエントリへの変換
以前に dhcptagsファイルにエントリを追加している場合は、対応するエントリを新
しい inittabファイルにも追加する必要があります。ただし、以前に追加したオプ
ションを使用しない場合は不要です。次の例では、dhcptagsエントリの例を inittab

フォーマットで表す方法を示しています。

ネットワークに接続されたファックスについて、次の dhcptagsエントリを追加した
と想定してください。

128 FaxMchn - IP Fax_Machine

コード 128は、オプションが Siteカテゴリに属していなければならないことを示しま
す。オプション名は FaxMchn、データタイプは IPです。

対応する inittabエントリは次のとおりです。

FaxMchn SITE, 128, IP, 1, 1, sdmi

データ単位数が 1、指定可能な値の数が 1なので、このオプションには 1つの IPアド
レスを指定することを表しています。

DHCPのオプション
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IPセキュリティー
このパートでは、ネットワークセキュリティーについて説明します。IPセ
キュリティーアーキテクチャー (IPsec)は、ネットワークをパケットレベルで保
護します。インターネット鍵管理 (IKE)は、IPsecのキーを管理します。Oracle
Solaris IPフィルタはファイアウォールを提供します。
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IPセキュリティーアーキテクチャー (概
要)

IPセキュリティーアーキテクチャー (IPsec)は、IPv4および IPv6ネットワークパ
ケットで IPデータグラムを暗号化して保護します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 507ページの「IPsecの新機能」
■ 509ページの「IPsecとは」
■ 512ページの「IPsecパケットのフロー」
■ 515ページの「IPsecセキュリティーアソシエーション」
■ 516ページの「IPsecの保護機構」
■ 520ページの「IPsecの保護ポリシー」
■ 520ページの「IPsecのトランスポートモードとトンネルモード」
■ 523ページの「仮想プライベートネットワークと IPsec」
■ 524ページの「IPsecとNAT越え」
■ 525ページの「IPsecと SCTP」
■ 525ページの「IPsecと Solarisのゾーン」
■ 525ページの「IPsecと論理ドメイン」
■ 526ページの「IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル」
■ 528ページの「Solaris 10リリースでの IPsecの変更点」

IPsecをネットワークに実装する方法については、第 20章「IPsecの構成 (手順)」を参
照してください。参考情報については、第 21章「IPセキュリティーアーキテク
チャー (リファレンス)」を参照してください。

IPsecの新機能
Solaris 10 4/09:このリリース以降、サービス管理機能 (SMF)は IPsecを一連のサービ
スとして管理します。
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デフォルトでは、システムの起動時に次の 2つの IPsecサービスが有効になります。

■ svc:/network/ipsec/policy:default

■ svc:/network/ipsec/ipsecalgs:default

デフォルトでは、システムの起動時に鍵管理サービスは無効になっています。

■ svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ svc:/network/ipsec/ike:default

SMFの下で IPsecポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。

1. ipsecinit.confファイルに IPsecポリシーエントリを追加します。
2. Internet Key Exchange (IKE)を構成するか、鍵を手動で構成します。
3. IPsecポリシーサービスを更新します。
4. 鍵管理サービスを有効にします。

SMFの詳細については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18章「サービスの
管理 (概要)」を参照してください。smf(5)および svcadm(1M)のマニュアルページも
参照してください。

このリリース以降では、ipsecconfコマンドと ipseckeyコマンドに -cオプションが
追加されており、それぞれの構成ファイルの構文をチェックできます。また、IPsec
と IKEを管理するためのNetwork IPsec Management権利プロファイルが用意されてい
ます。

Solaris 10 7/07:このリリース以降、IPsecはトンネルモードのトンネルを完全に実装
し、トンネルをサポートするユーティリティーは変更されます。

■ IPsecは、仮想プライベートネットワーク (VPN)用のトンネルモードのトンネルを
実装します。トンネルモードでの IPsecは、単一のNATの背後にある複数のクラ
イアントをサポートします。トンネルモードでの IPsecは、ほかのベンダーに
よって実装された IP内 IPトンネルと相互運用できます。IPsecは、引き続きトラ
ンスポートモードのトンネルをサポートするので、以前の Solarisリリースとの互
換性を持っています。

■ トンネルを作成するための構文が簡素化されます。IPsecポリシーを管理するため
に、ipsecconfコマンドが拡張されました。IPsecポリシーの管理に ifconfigコマ
ンドは推奨されなくなりました。

■ このリリース以降、/etc/ipnodesファイルは削除されます。ネットワークの IPv6
アドレスを構成するには、/etc/hostsファイルを使用してください。

Solaris 10 1/06:このリリース以降では、IKEは完全にNAT-Traversalサポート (RFC
3947とRFC 3948を参照)に準拠します。IKE操作は暗号化フレームワークから PKCS
#11ライブラリを使用し、パフォーマンスを向上させます。
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この暗号化フレームワークは、メタスロットを使用するアプリケーションにソフト
トークンキーストアを提供します。IKEがメタスロットを使用するとき、キーを格納
する場所として、ディスク、接続したボード、またはソフトトークンキーストアを
選択できます。

■ ソフトトークンキーストアを使用する方法については、cryptoadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

■ Solarisの新機能の完全な一覧や各 Solarisリリースの説明については、『Oracle
Solaris 10 9/10の新機能』を参照してください。

IPsecとは
IPsecは、パケットの認証または暗号化、もしくはこの両方を実行することで、IPパ
ケットを保護します。IPsecは、アプリケーション層よりかなり下の IPモジュール内
で実行されます。したがって、インターネットアプリケーションは、IPsecを使用す
るために自分自身を設定することなく、IPsecを利用できます。正しく使用すれ
ば、IPsecは、ネットワークトラフィックの保護に有効なツールとなります。

IPsecによる保護では、次の 5つのコンポーネントが主に使用されます。
■ セキュリティープロトコル – IPデータグラムの保護機構です。認証ヘッダー (AH)
は、IPパケットに署名を行い、完全性を保証します。データグラムの内容は暗号
化されませんが、パケットの内容が変更されていないことが受信側に保証されま
す。また、パケットが送信側によって送られたことも保証されます。カプセル化
セキュリティーペイロード (ESP)は、IPデータを暗号化し、パケット転送中に内
容が分からないようにします。ESPは、認証アルゴリズムオプションによって
データの完全性も保証します。

■ セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB) – IP宛先アドレスと索引
番号にセキュリティープロトコルを関連付けるデータベースです。この索引番号
は、セキュリティーパラメータインデックス (SPI)と呼ばれます。これらの 3つの
要素 (セキュリティープロトコル、宛先アドレスおよび SPI)は、正当な IPsecパ
ケットを一意に識別します。セキュリティーアソシエーションデータベースによ
り、パケットの宛先に届いた保護対象のパケットは確実に受信側に認識されま
す。また、受信側は、このデータベースの情報を使用して、通信を復号化し、パ
ケットが変更されていないことを確認し、パケットを再度組み立て、そのパ
ケットを最終的な宛先に届けます。

■ 鍵管理 –暗号化アルゴリズムおよび SPI用のキーの生成と配布です。
■ セキュリティー機構 – IPデータグラム内のデータを保護する認証アルゴリズムと
暗号化アルゴリズムです。

■ セキュリティーポリシーデータベース (SPD) –パケットに適用される保護レベル
を指定するデータベースです。SPDは、IPトラフィックをフィルタリングし、パ
ケットの処理方法を決定します。パケットは破棄したり、問題ない場合は、通過
させたりできます。また、IPsecで保護することも可能です。出力パケットの場
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合、SPDと SADBが適用する保護レベルを決定します。入力パケットの場合、パ
ケットの保護レベルを許容できるかどうかの決定に SPDが役立ちます。パケット
が IPsecによって保護されている場合は、パケットを復号化し、確認したあと
に、SPDが参照されます。

IPsecは、セキュリティー機構を IP宛先アドレスに転送される IPデータグラムに適
用します。受信側ユーザーは、SADBの情報を使用して、到着パケットが正当なこと
を確認し、それらを復号化します。アプリケーションで IPsecを呼び出すと、ソ
ケット単位レベルでも IPデータグラムにセキュリティー機構が適用されます。

ソケットの動きはポートとは異なりますので注意してください。

■ ソケットごとの SAによって、SPD内の対応するポートエントリが無効になりま
す。

■ また、ポートのソケットが接続され、そのあとで IPsecポリシーがそのポートに
適用された場合、IPsecは、そのソケットを使用するトラフィックを保護しませ
ん。

当然、IPsecポリシーがポートに適用された「あとに」ポート上で開かれたソ
ケットは、IPsecポリシーの保護対象となります。

IPsec RFC
インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF)は、IP層のセキュリ
ティーアーキテクチャーを説明するいくつかのRFC (Requests for Comments)を公表し
ています。すべてのRFCの著作権は、インターネット協会が有しています。RFCへ
のリンクについては、http://www.ietf.org/を参照してください。次のRFCリスト
は、比較的一般的な IPセキュリティーの参考文献です。

■ RFC 2411、『IP Security Document Roadmap』、1998年 11月
■ RFC 2401、『Security Architecture for the Internet Protocol』、1998年 11月
■ RFC 2402、『IP Authentication Header』、1998年 11月
■ RFC 2406、『IP Encapsulating Security Payload (ESP)』、1998年 11月
■ RFC 2408、『Internet Security Association and Key Management Protocol

(ISAKMP)』、1998年 11月
■ RFC 2407、『The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP』、1998年

11月
■ RFC 2409、『The Internet Key Exchange (IKE)』、1998年 11月
■ RFC 3554、『On the Use of Stream Control Transmission Protocol (SCTP) with

IPsec』、2003年 7月、[Solaris 10リリースでは実装せず]

IPsecとは
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IPsecの用語
IPsec RFCは、IPsecをシステムに実装する際に分かっていると便利な用語を多数定義
しています。次の例は、IPsecの用語、それらの一般的に使用されている用語を示
し、各用語を定義しています。キーのネゴシエーションで使用する用語の一覧
は、表 22–1を参照してください。

表 19–1 IPsecの用語、略語、および使用方法

IPsecの用語 略語 定義

セキュリティーア
ソシエーション

SA ネットワーク上の 2つのノード間の一意の接続。接続は、セ
キュリティープロトコル、セキュリティーパラメータインデック
ス、および IP宛先の 3つで定義されます。IP宛先は、IPアドレ
スまたはソケットのどちらでもかまいません。

セキュリティーア
ソシエーション
データベース

SADB アクティブなセキュリティーアソシエーションをすべて含む
データベース。

セキュリティーパ
ラメータイン
デックス

SPI セキュリティーアソシエーションの索引値。SPIは、同じ IP宛先
およびセキュリティープロトコルを持つ SAを区別する 32ビット
の値です。

セキュリティーポ
リシーデータ
ベース

SPD 出力パケットと入力パケットの保護レベルが指定どおりかを判断
するデータベース。

キー交換 非対称暗号化アルゴリズムのキーを生成する処理。主な手法には
RSAプロトコルとDiffie-Hellmanプロトコルがあります。

Diffie-Hellmanプロ
トコル

DH キー生成とキー認証に関るキー交換プロトコル。しばしば「認証
されたキー交換」と呼ばれます。

RSAプロトコル RSA キーの生成とキーの配布に関係するキー交換プロトコル。このプ
ロトコル名は、作成者のRivest、Shamir、Adlemanの三氏に因ん
でいます。

インターネットセ
キュリティーアソ
シエーションおよ
び鍵管理プロトコ
ル

ISAKMP SA属性の形式を設定し、SAのネゴシエーション、変更、削除を
行うための共通フレームワーク。ISAKMPは、IPsec SA処理の
IETF標準です。
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IPsecパケットのフロー
図 19–1は、IPsecが出力パケットで呼び出されたときに、IPアドレスを持つパケット
が IPデータグラムの一部としてどのように処理されるかを示しています。フロー図
は、認証ヘッダー (AH)とカプセル化されたセキュリティーペイロード (ESP)エン
ティティーがどこでパケットに適用されるかを示しています。これらのエン
ティティーの適用方法とアルゴリズムの選択方法については、これ以降の節で説明
します。

図 19–2は、IPsec入力プロセスを示しています。

IPsecパケットのフロー
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図 19–1 出力パケットプロセスに適用された IPsec

IPsecパケットのフロー
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図 19–2 IPsecを入力パケットプロセスに適用

IPsecパケットのフロー
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IPsecセキュリティーアソシエーション
IPsecのセキュリティーアソシエーション (SA)は、通信するホストが認識するセ
キュリティープロパティーを示します。1つの SAは、1方向のデータを保護しま
す。つまり、1つのホストかグループ (マルチキャスト)アドレスのどちらかです。大
部分の通信がピアツーピアかクライアントサーバーなので、両方向のトラフィック
の安全性を確保するために 2つの SAが必要です。

次の 3つの要素は、IPsec SAを一意に識別します。

■ セキュリティープロトコル (AHまたは ESP)
■ 宛先 IPアドレス
■ セキュリティーパラメータインデックス (SPI)

任意の 32ビット値の SPIは、AHパケットまたは ESPパケットで転送されます。AH
および ESPによって保護される範囲については、 ipsecah(7P)と ipsecesp(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。完全性チェックサム値を使用して、パケット
を認証します。認証が失敗すると、パケットがドロップされます。

SAは、セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB)に格納されます。ソ
ケットベースの管理エンジン PF_KEYインタフェースにより、特権を持つアプリ
ケーションでそのデータベースを管理できます。たとえば、IKEアプリケーションと
ipseckeysコマンドは PF_KEYソケットインタフェースを使用します。

■ IPsec SADBのより完全な説明については、593ページの「IPsecのセキュリ
ティーアソシエーションデータベース」を参照してください。

■ SADBの管理については、pf_key(7P)のマニュアルページを参照してください。

IPsecでの鍵管理
セキュリティーアソシエーション (SA)は、認証および暗号化で使用するキー作成素
材を必要とします。この「キーを作成する素材」の管理を「鍵管理」と呼びま
す。IKE (インターネットキー交換)プロトコルにより、鍵管理が自動的に行われま
す。また、ipseckeyコマンドを指定して、鍵管理を手動で行うこともできます。

IPv4と IPv6パケットの SAは、どちらの鍵管理方法も使用できます。手動で鍵管理を
行う決定的な理由がない限り、自動の鍵管理をお勧めします。たとえば、Solarisシ
ステム以外のシステムと相互運用する場合などは、手動の鍵管理が必要な場合もあ
ります。
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現在のリリースでは、SMFは次の IPsec鍵管理サービスを提供します。
■ svc:/network/ipsec/ike:defaultサービス –自動鍵管理のための SMFサービスで
す。 ikeサービスは in.ikedデーモンを実行して自動鍵管理を提供します。IKEに
ついては、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照してくださ
い。in.ikedデーモンの詳細については、in.iked(1M)のマニュアルページを参照
してください。ikeサービスについては、653ページの「サービス管理機能」を参
照してください。

■ svc:/network/ipsec/manual-key:defaultサービス –手動での鍵管理のための SMF
サービスです。manual-keyサービスは ipseckeyコマンドを各種オプションで実行
して、鍵を手動で管理します。ipseckeyコマンドについては、594ページ
の「IPsecキー生成ユーティリティー」を参照してください。ipseckeyコマンドオ
プションの詳細な説明については、ipseckey(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

Solaris 10 4/09リリースより前のリリースでは、in.ikedコマンドと ipseckeyコマンド
で鍵情報を管理します。

■ in.ikedデーモンは、自動的な鍵管理を提供します。IKEについて
は、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照してください。in.iked

デーモンの詳細については、in.iked(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

■ ipseckeyコマンドを使用すると、手動でキーを管理できます。このコマンドの説
明については、594ページの「IPsecキー生成ユーティリティー」を参照してくだ
さい。ipseckeyコマンドオプションの詳細な説明については、ipseckey(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

IPsecの保護機構
IPsecは、データを保護するために次の 2つのセキュリティープロトコルを提供して
います。

■ 認証ヘッダー (AH)
■ カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)

AHは、認証アルゴリズムでデータを保護します。ESPは、暗号化アルゴリズムで
データを保護します。オプションとして、ESPは、認証アルゴリズムでデータを保護
します。アルゴリズムの各実装は、「機構」と呼ばれます。

認証ヘッダー
認証ヘッダーは、IPデータグラムに対するデータ認証、強力な完全性、再送保護を
供給します。AHでは大部分の IPデータグラムを保護します。次の図に示されてい
るように、AHは IPヘッダーとトランスポートヘッダーの間に挿入されます。
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トランスポートヘッダーは、TCP、UDP、SCTP、または ICMPのいずれかです。ト
ンネルを使用している場合は、トランスポートヘッダーがこれ以外の IPヘッダーで
ある場合もあります。

カプセル化セキュリティーペイロード
カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)モジュールは、ESPがカプセル化した対
象の機密性を守ります。また、AHが提供するサービスも提供します。ただし、保護
される対象は、データグラムのうち ESPがカプセル化した部分だけです。ESPは、保
護されたパケットの完全性を保証するオプションの認証サービスを提供します。ESP
は暗号化対応技術を使用するため、ESPを提供するシステムは輸出入管理法の対象と
なります。

ESPはデータをカプセル化します。したがって、次の図に示されているように、ESP
が保護するのはデータグラム内の EPSの開始点以降のデータのみです。

TCPパケットでは、ESPはTCPヘッダーとそのデータだけをカプセル化します。パ
ケットが IP内 IPデータグラムの場合、ESPは内部 IPデータグラムを保護します。ソ
ケット別ポリシーでは、「自己カプセル化」ができるため、必要に応じて ESPでは
IPオプションをカプセル化できます。

自己カプセル化が設定されている場合は、IP内 IPデータグラムを構築するために IP
ヘッダーのコピーが作成されます。たとえば、TCPソケットに自己カプセル化が設
定されていない場合、データグラムは次の形式で送信されます。

[ IP(a -> b) options + TCP + data ]

TCPソケットに自己カプセル化が設定されている場合、データグラムは次の形式で
送信されます。

[ IP(a -> b) + ESP [ IP(a -> b) options + TCP + data ] ]

さらに詳しくは、520ページの「IPsecのトランスポートモードとトンネルモード」を
参照してください。
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AHと ESPを使用する場合のセキュリティー上の考慮事項
次の表では、AHと ESPが提供する保護を比較しています。

表 19–2 IPsecでAHとESPが提供する保護

プロトコル パケットの範囲 保護 対象となる攻撃

AH IPヘッダーからトランス
ポートヘッダーまでのパ
ケットを保護

強力な完全性およびデータ認証を提供します。
■ 送信側が送ったものとまったく同じものを受信
側が受け取ることを保証する

■ AHがリプレー保護を有効にしていない場合
は、リプレー攻撃を受けやすい

リプレー、カットアン
ドペースト

ESP データグラムの ESP開始後
のパケットを保護

暗号化オプションで、IPデータグラムを暗号化し
ます。機密性を確保します

盗聴

認証オプションでAHと同じ保護を提供します リプレー、カットアン
ドペースト

両方のオプションで、強力な完全性、データ認
証、および機密性を提供します

リプレー、カットアン
ドペースト、盗聴

IPsecの認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム
IPsecセキュリティープロトコルは、認証と暗号化という 2種類のアルゴリズムを提
供しています。AHモジュールは、認証アルゴリズムを使用します。ESPモジュール
は、暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムを使用します。ipsecalgsコマンドを使
用すると、システムのアルゴリズムとプロパティーの一覧を取得できます。詳細
は、ipsecalgs(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。getipsecalgbyname(3NSL)のマニュアルページで説明されている機能を使用し
て、アルゴリズムのプロパティーを検索することもできます。

Solarisシステムの IPsecは、Solaris暗号フレームワークを使用して、アルゴリズムに
アクセスします。このフレームワークは、その他のサービスに加えて、アルゴリズ
ムの中央リポジトリを提供します。このフレームワークによって、IPsecは、高性能
な暗号ハードウェアアクセラレータを利用できます。このフレームワークは、リ
ソース制御機能も提供しています。たとえば、このフレームワークを使用する
と、カーネルでの暗号処理に費やされるCPU時間を制限できます。

詳細については、次を参照してください。

■ 『Solarisのシステム管理 (セキュリティサービス)』の第 13章「Solarisの暗号化フ
レームワーク (概要)」

■ 『Oracle Solarisセキュリティーサービス開発ガイド』の第 8章「Oracle Solaris暗号
化フレームワークの紹介」
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IPsecでの認証アルゴリズム
認証アルゴリズムは、データとキーを基に整合性チェックサムの値、つまり、「ダ
イジェスト」を生成します。AHモジュールは、認証アルゴリズムを使用しま
す。ESPモジュールも、認証アルゴリズムを使用します。

IPsecでの暗号化アルゴリズム
暗号化アルゴリズムは、キーでデータを暗号化します。 IPsecの ESPモジュール
は、暗号化アルゴリズムを使用します。暗号化アルゴリズムでは、「ブロックサイ
ズ」ごとにデータを処理します。

デフォルトで使用される暗号化アルゴリズムは、Solaris 10 OSのリリースによって異
なります。

注意 – Solaris 10 7/07リリース以降では、システムに Solaris Encryption Kitを追加しない
でください。このキットはシステムにおける暗号化のパッチレベルを低下させま
す。このキットはシステム上の暗号化と互換性がありません。

■ Solaris 10 7/07リリース以降では、Solaris Encryption Kitの内容は Solarisインス
トールメディアによってインストールされます。このリリースでは、SHA2認証
アルゴリズム sha256、sha384、および sha512が追加されています。SHA2の実装
はRFC 4868仕様に適合しています。このリリースでは、Diffie-Hellmanグループ
2048ビット (グループ 14)、3072ビット (グループ 15)、および 4096ビット (グ
ループ 16)も追加されています。ただし、CoolThreadsテクノロジを備えた Sunシ
ステムでは、2048ビットグループだけが高速化されます。

■ Solaris 10 7/07より前のリリースでは、Solarisインストールメディアによって基礎
アルゴリズムが提供され、ユーザーは Solaris Encryption Kitからより強固なアルゴ
リズムを追加できます。

デフォルトでは、DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC、および Blowfish-CBCアルゴ
リズムがインストールされます。AES-CBCおよび Blowfish-CBCアルゴリズムがサ
ポートするキーの大きさは、128ビットに限られています。
Solaris Encryption Kitをインストールすると、128ビットより大きいキーをサ
ポートするAES-CBCおよび Blowfish-CBCアルゴリズムを IPsecで使用できま
す。ただし、米国以外では、すべての暗号化アルゴリズムを使用できるとは限り
ません。このキットは、Solaris 10インストールボックスには含まれていない別の
CDから入手できます。『Solaris 10 Encryption Kit Installation Guide』に、この
キットのインストール方法が説明されています。詳細は、SunダウンロードWeb
サイト (http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html)を参
照してください。キットをダウンロードするには、「Downloads A-Z」タブをク
リックし、文字「S」をクリックします。Solaris 10 Encryption Kitは最初の 20エン
トリの中にあります。
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IPsecの保護ポリシー
IPsecの保護ポリシーは、どのセキュリティー機構も使用できます。IPsecポリ
シーは、次のレベルで適用できます。

■ システム規模レベル
■ ソケット単位レベル

IPsecは、システム共通ポリシーを出力データグラムと入力データグラムに適用しま
す。出力データグラムは、保護付きまたは保護なしで送信されます。保護が適用さ
れると、特定アルゴリズムか汎用アルゴリズムのどちらかになります。システムで
認識されるデータがあるため、出力データグラムにはその他の規則も適用できま
す。入力データグラムの処理は、受理されるか拒絶されるかのどちらかです。入力
データグラムの受理か拒絶を決定する基準はいくつかありますが、場合によっては
その基準が重複したり競合することがあります。競合の解決に当たっては、どの規
則の構文解析を最初に行うかが決定されます。ポリシーのエントリによって、その
トラフィックがすべてのほかのポリシーを省略すると指示されている場合を除い
て、トラフィックは自動的に受理されます。

データグラムを保護する通常のポリシーを省略することもできます。それには、シ
ステム規模ポリシーに例外を指定するか、ソケット単位ポリシーで省略を要求しま
す。システム内トラフィックの場合、ポリシーは実施されますが、実際のセキュリ
ティー機構は適用されません。その代わりに、イントラシステム内パケットの出力
ポリシーが、セキュリティー機能の適用された入力パケットになります。

ipsecinit.confファイルと ipsecconfコマンドを使用して、IPsecポリシーを設定し
ます。詳細と例については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

IPsecのトランスポートモードとトンネルモード
IPsec規格では、IPsecの動作モードとして「トランスポートモード」と「トンネル
モード」という 2つの異なるモードが定義されています。これらのモードは、パ
ケットの符号化には影響を与えません。各モードで、パケットはAHまたは ESP、あ
るいはその両方によって保護されます。内側のパケットが IPパケットである場合
に、モードによってポリシーの適用方法が次のように異なります。

■ トランスポートモードでは、外側のヘッダーによって、内側の IPパケットを保護
する IPsecポリシーが決まります。

■ トンネルモードでは、内側の IPパケットによって、その内容を保護する IPsecポ
リシーが決まります。

トランスポートモードでは、外側のヘッダー、次のヘッダー、および次の
ヘッダーでサポートされるすべてのポートを使用して、IPsecポリシーを決定できま
す。実際、IPsecは 2つの IPアドレスの間で異なるトランスポートモードポリシーを
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適用でき、ポート単位まで細かく設定できます。たとえば、次のヘッダーがTCPで
あれば、ポートをサポートするので、外側の IPアドレスのTCPポートに対して IPsec
ポリシーを設定できます。同様に、次のヘッダーが IPヘッダーであれば、外側の
ヘッダーと内側の IPヘッダーを使用して IPsecポリシーを決定できます。

トンネルモードは IP内 IPデータグラムに対してのみ機能します。トンネルモードの
トンネリングは、自宅のコンピュータから中央コンピュータに接続する場合に役立
ちます。トンネルモードでは、IPsecポリシーは内側の IPデータグラムの内容に適用
されます。内側の IPアドレスごとに異なる IPsecポリシーを適用できます。つま
り、内側の IPヘッダー、その次のヘッダー、および次のヘッダーでサポートされる
ポートを使用して、ポリシーを適用することができます。トランスポートモードと
は異なり、トンネルモードでは、外側の IPヘッダーによって内側の IPデータグラム
のポリシーが決まることはありません。

したがって、トンネルモードでは、ルーターの背後にある LANのサブネットや、そ
のようなサブネットのポートに対して、IPsecポリシーを指定することができま
す。これらのサブネット上の特定の IPアドレス (つまり、ホスト)に対しても、IPsec
ポリシーを指定することができます。これらのホストのポートに対しても、固有の
IPsecポリシーを適用できます。ただし、トンネルを経由して動的経路制御プロトコ
ルが実行されている場合は、サブネットやアドレスは選択しないでください。ピア
ネットワークでのネットワークトポロジのビューが変化する可能性があるためで
す。そのような変化があると、静的な IPsecポリシーが無効になります。静的ルート
の構成を含むトンネリング手順の例については、550ページの「IPsecによるVPNの
保護」を参照してください。

Solaris OSでは、IPトンネルネットワークインタフェース上でのみトンネルモードを
実施できます。ipsecconfコマンドには、IPトンネルネットワークインタフェースを
選択するための tunnelキーワードがあります。規則内に tunnelキーワードが含まれ
ている場合は、その規則に指定されているすべてのセレクタが内側のパケットに適
用されます。

トランスポートモードでは、ESPまたはAH、あるいはその両方を使用してデータグ
ラムを保護できます。

次の図は、IPヘッダーと保護されていないTCPパケットを示します。

トランスポートモードで、ESPは次の図のようにデータを保護します。網かけされた
領域は、パケットの暗号化された部分を示します。

図 19–3 TCP情報を伝送する保護されていない IPパケット
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トランスポートモードで、AHは次の図のようにデータを保護します。

AHはデータがデータグラムに出現する前に、実際データを保護します。その結果、
AHによる保護は、トランスポートモードでも、IPヘッダーの一部をカバーします。

トンネルモードでは、データグラム全体が IPsecヘッダーの保護下にありま
す。図 19–3のデータグラムは、トンネルモードでは外側の IPsecヘッダー (この例で
は ESP)によって保護され、次の図のようになります。

ipsecconfコマンドには、トンネルをトンネルモードまたはトランスポートモードで
設定するためのキーワードが用意されています。

■ ソケットごとのポリシーの詳細については、ipsec(7P)のマニュアルページを参照
してください。

■ ソケットごとのポリシーの例については、535ページの「IPsecを使ってWeb以外
のトラフィックからWebサーバーを保護する方法」を参照してください。

■ トンネルの詳細については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

■ トンネル設定の例については、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネ
ルでVPNを保護する方法」を参照してください。

図 19–4 TCP情報を伝送する保護された IPパケット

図 19–5 認証ヘッダーで保護されたパケット

図 19–6 トンネルモードで保護された IPsecパケット
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仮想プライベートネットワークと IPsec
設定したトンネルは、ポイントツーポイントインタフェースです。トンネルに
よって、IPパケットを別の IPパケット内にカプセル化できます。トンネルの設定に
は、トンネルソースとトンネル宛先が必要です。詳細は、tun(7M)のマニュアル
ページと、IPv6サポート用のトンネルの構成を参照してください。

トンネルは、IPへの物理インタフェースのようなものを作成します。この物理的リ
ンクの完全性は、基本になるセキュリティープロトコルによって異なります。セ
キュリティーアソシエーション (SA)を確実に行えば、信頼性の高いトンネルになり
ます。トンネルのデータパケットのソースはトンネル宛先で指定したピアでなけれ
ばなりません。この信頼関係があるかぎり、インタフェース別 IP送信を利用して仮
想プライベートネットワーク (VPN)を作成できます。

IPsecを使用して、VPNを構築できます。IPsecが接続の安全性を確保します。たとえ
ば、それぞれのネットワークとともに独立したオフィスを持つ組織があって、オ
フィス間がVPNテクノロジで接続されている場合、IPsecを利用すれば、2つのオ
フィス間でトラフィックを安全にやりとりできます。

次の図は、ネットワークシステムに配置した IPsecで、2つのオフィスがイン
ターネットを利用してVPNを形成する方法を示します。

設定手順の詳細な例については、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネ
ルでVPNを保護する方法」を参照してください。

IPv6アドレスを使用する同様の例については、566ページの「IPv6トンネルモードの
IPsecトンネルでVPNを保護する方法」を参照してください。

図 19–7 仮想プライベートネットワーク
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IPsecとNAT越え
IKEは、NATボックスを通して IPsec SAとネゴシエートできます。この機能によ
り、システムは、システムがNATデバイスの背後にある場合も、リモートネット
ワークから安全に接続を行うことができます。たとえば、自宅で働く社員や会議場
からログオンする社員も IPsecで自分のトラフィックを保護できます。

NATは、Network Address Translation (ネットワークアドレス変換)の略語です。NAT
ボックスは、プライベートな内部アドレスを一意のインターネットアドレスに変換
します。NATは、ホテルなどのインターネットへの公共のアクセスポイントでは非
常によく使用されています。詳細は、670ページの「Oracle Solaris IPフィルタのNAT
機能の使用」を参照してください。

NATボックスが通信システム間にある場合に IKEを使用する機能は、NAT
traversal、またはNAT-Tと呼ばれます。Solaris 10リリースでは、NAT-Tには次の制
限があります。

■ NAT-Tは IPv4ネットワーク上でのみ機能します。
■ NAT-Tは、Sun Crypto Accelerator 4000ボードが提供する IPsec ESPの高速化を利用
できません。ただし、Sun Crypto Accelerator 4000ボードによる IKEの高速化は可
能です。

■ AHプロトコルは不変の IPヘッダーに依存しますので、AHをNAT-Tと連係させ
ることはできません。NAT-Tを使用する場合は、ESPプロトコルが使用します。

■ NATボックスには特別な処理規則はありません。特別な IPsec処理規則を持つ
NATボックスは、NAT-Tの実装の障害となる場合があります。

■ NAT-Tが機能するのは、IKEイニシエータがNATボックスの背後にあるシステム
の場合だけです。ボックスが、ボックスの背後の適切なシステム各自に IKEパ
ケットを転送するようにプログラムされていない場合は、IKEの応答者がNAT
ボックスの背後にいることはできません。

次のRFCは、NAT機能とNAT-Tの制限事項について説明しています。RFCのコ
ピーは、http://www.rfc-editor.orgから入手できます。

■ RFC 3022、『Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)』、2001年 1
月

■ RFC 3715、『IPsec-Network Address Translation (NAT) Compatibility
Requirements』、2004年 3月

■ RFC 3947、『Negotiation of NAT-Traversal in the IKE』、2005年 1月
■ RFC 3948、『UDP Encapsulation of IPsec Packets』、2005年 1月

NATを通して IPsecを使用するには、637ページの「移動体システム用の IKEの設定
(作業マップ)」を参照してください。

IPsecとNAT越え
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IPsecと SCTP
Solaris OSは、SCTP (Streams Control Transmission Protocol)をサポートしていま
す。STCPプロトコルと SCTPポート番号を使用して IPsecポリシーを指定することも
できますが、頑丈ではありません。RFC 3554に指定されている SCTPの IPsec拡張
は、まだ実装されていません。これらの制限事項によって SCTP向けの IPsecポリ
シーの作成が複雑になる場合もあります。

SCTPは、単独の SCTPアソシエーションのコンテキストで、複数の発信元アドレス
と宛先アドレスを利用できます。1つの発信元アドレスまたは 1つの宛先アドレスに
IPsecポリシーを適用すると、SCTPがそのアソシエーションの発信元アドレスまたは
宛先アドレスを切り替えたときに、通信が失敗する恐れがあります。IPsecポリ
シーは、元のアドレスしか認識しません。SCTPについては、RFCおよび42ページ
の「SCTPプロトコル」をお読みください。

IPsecと Solarisのゾーン
共有 IPゾーンについては、IPsecの構成は大域ゾーンから行います。IPsecポリ
シー構成ファイル ipsecinit.confは、大域ゾーンだけに存在します。このファイル
には、大域ゾーンに適用するエントリだけでなく、非大域ゾーンに適用するエント
リも含めることができます。

排他的 IPゾーンについては、IPsecの構成は非大域ゾーンで行います。

IPsecをゾーンで使用する方法については、530ページの「IPsecによるトラフィック
の保護」を参照してください。ゾーンについては、『Oracle Solarisのシステム管理
(Oracle Solarisコンテナ :資源管理とOracle Solarisゾーン)』の第 16章「Solarisゾーン
の紹介」を参照してください。

IPsecと論理ドメイン
IPsecは論理ドメインで動作します。論理ドメインは、IPsecを含む Solaris OS
バージョン (Solaris 10リリースなど)を実行している必要があります。

論理ドメインを作成するには、Oracle VM Server for SPARC (以前の名称は Logical
Domains)を使用する必要があります。論理ドメインを構成する方法について
は、『Logical Domains 1.2管理ガイド』または『Oracle VM Server for SPARC 2.0
Administration Guide』を参照してください。

IPsecと論理ドメイン
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IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル
表 19–3は、IPsecを構成および管理するために使用するファイル、コマンド、および
サービス識別子について説明しています。完全性を期すために、鍵管理ファイルと
コマンドも含めました。

Solaris 10 4/09リリース以降では、IPsecは SMFによって管理されます。For more
information about service identifiers, see『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18
章「サービスの管理 (概要)」.

■ IPsecをネットワークに実装する手順については、529ページの「IPsecによるトラ
フィックの保護 (作業マップ)」を参照してください。

■ IPsecユーティリティーとファイルについての詳細は、第 21章「IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (リファレンス)」を参照してください。

表 19–3 選択される IPsecユーティリティーとファイルのリスト

IPsecユーティリティー、ファイル、または
サービス 説明 マニュアルページ

svc:/network/ipsec/ipsecalgs 現在のリリースでは、IPsecアルゴリズムを管理する SMF
サービス。

smf(5)、ipsecalgs(1M)

svc:/network/ipsec/manual-key 現在のリリースでは、手動でのセキュリティーアソシ
エーション (SA)を管理する SMFサービス。

smf(5)、ipseckey(1M)

svc:/network/ipsec/policy 現在のリリースでは、IPsecポリシーを管理する SMF。 smf(5)、ipsecconf(1M)

svc:/network/ipsec/ike 現在のリリースでは、IPsec SAの自動管理のための SMF
サービス。

smf(5)、in.iked(1M)

/etc/inet/ipsecinit.confファイル IPsecポリシーファイル。Solaris 10 4/09リリースより前のリ
リースでは、このファイルが存在する場合、IPsecは起動時
にアクティブになります。

現在のリリースでは、SMF policyサービスはシステムの起
動時にこのファイルを使用して IPsecポリシーを構成しま
す。

ipsecconf(1M)

ipsecconfコマンド IPsecポリシーコマンド。現在の IPsecポリシーの表示および
変更や、テストを行うときに役立ちます。Solaris 10 4/09リ
リースより前のリリースでは、ブートスクリプトは
ipsecconfを使用して /etc/inet/ipsecinit.confファイルを
読み込み、IPsecを有効にします。

現在のリリースでは、ipsecconfは、システムの起動時に
IPsecポリシーを構成するために SMF policyサービスで使用
されます。

ipsecconf(1M)

PF_KEYソケットインタフェース SAデータベース (SADB)のインタフェース。手動と自動の
鍵管理を処理します。

pf_key(7P)

IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月526

http://docs.sun.com/doc/819-0378/hbrunlevels-25516?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0378/hbrunlevels-25516?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-1217/smf-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipsecalgs-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-1217/smf-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipseckey-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-1217/smf-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipsecconf-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-1217/smf-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/in.iked-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipsecconf-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipsecconf-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5177/pf-key-7p?a=view


表 19–3 選択される IPsecユーティリティーとファイルのリスト (続き)
IPsecユーティリティー、ファイル、または
サービス 説明 マニュアルページ

ipseckeyコマンド IPsec SAキー作成コマンド。ipseckeyは、PF_KEYインタ
フェースに対するコマンド行フロントエンドで
す。ipseckeyは、SAを作成、破棄、または修正できます。

ipseckey(1M)

/etc/inet/secret/ipseckeysファイ
ル

IPsec SAのキー。Solaris 10 4/09リリースより前のリリースで
は、ipsecinit.confファイルが存在する場合、起動時に
ipseckeysファイルが自動的に読み込まれます。

現在のリリースでは、ipseckeysは、システムの起動時に
SAを手動で構成するために SMF manual-keyサービスで使用
されます。

ipsecalgsコマンド IPsecアルゴリズムコマンド。IPsecアルゴリズムとそのプロ
パティーの一覧を参照および変更するときに役立ちます。

現在のリリースでは、システムの起動時に既知の IPsecアル
ゴリズムをカーネルと同期するために SMF ipsecalgsサービ
スで使用されます。

ipsecalgs(1M)

/etc/inet/ipsecalgsファイル 構成されている IPsecプロトコルとアルゴリズム定義を含み
ます。このファイルは、ipsecalgsコマンドによって管理さ
れます。手動では絶対に編集しないでください。

/etc/inet/ike/configファイル IKEの構成とポリシーファイル。デフォルトでは、この
ファイルはありません。Solaris 10 4/09リリースより前のリ
リースでは、このファイルが存在する場合、IKEデーモン
in.ikedは自動鍵管理を提供します。/etc/inet/ike/config

ファイル内の規則およびグローバルパラメータに基づいて
管理が行われます。604ページの「IKEユーティリティーお
よび IKEファイル」を参照してください。

現在のリリースでは、このファイルが存在する場
合、svc:/network/ipsec/ikeサービスは IKEデーモン
in.ikedを起動して自動鍵管理を提供します。

ike.config(4)

IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル
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Solaris 10リリースでの IPsecの変更点
Solarisの新機能の完全な一覧や各 Solarisリリースの説明については、『Oracle
Solaris 10 9/10の新機能』を参照してください。Solaris 9リリースから、IPsecには次の
機能が追加されました。

■ Sun Crypto Accelerator 4000ボードを接続すると、ボードは、ボードの Ethernetイ
ンタフェースを使用するパケットの IPsec SAを自動的にキャッシュしま
す。ボードは、IPsec SAの処理速度も速めます。

■ IPsecは、IPv6ネットワーク上の IKEでの自動鍵管理を利用できます。詳細につい
ては、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照してください。
IKEの新機能については、605ページの「Solaris 10リリースにおける IKEの変
更」を参照してください。

■ ipseckeyコマンドのパーサは、より明確なヘルプを提供します。ipseckey

monitorコマンドは、各イベントにタイムスタンプをつけます。詳細について
は、ipseckey(1M)のマニュアルページを参照してください。

■ IPsecアルゴリズムが中央の記憶場所である Solaris暗号フレームワークから実行さ
れます。ipsecalgs(1M)のマニュアルページは、使用可能なアルゴリズムの特徴
を説明しています。アルゴリズムは、実行するアーキテクチャーに対して最適化
されます。フレームワークの説明については、『Solarisのシステム管理 (セキュリ
ティサービス)』の第 13章「Solarisの暗号化フレームワーク (概要)」を参照して
ください。

■ IPsecは、大域ゾーンで動作します。IPsecポリシーは、非大域ゾーンに対して大
域ゾーンで管理されます。非大域ゾーンのキー作成素材は、大域ゾーンで作成さ
れ、手動で管理されます。IKEは、非大域ゾーンのキーの生成には使用できませ
ん。ゾーンについては、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisコンテナ :
資源管理とOracle Solarisゾーン)』の第 16章「Solarisゾーンの紹介」を参照して
ください。

■ IPsecポリシーは、SCTP (Streams Control Transmission Protocol)と SCTPポート番号
と組み合わせて使用できます。ただし、実装は不完全です。RFC 3554に指定され
ている SCTPの IPsec拡張は、まだ実装されていません。これらの制限事項に
よって SCTP向けの IPsecポリシーの作成が複雑になる場合もあります。詳細
は、RFCを参照してください。また、525ページの「IPsecと SCTP」および
42ページの「SCTPプロトコル」をお読みください。

■ IPsecと IKEは、NATボックスの背後で発生したトラフィックを保護します。詳細
と制限については、524ページの「IPsecとNAT越え」を参照してください。手順
については、637ページの「移動体システム用の IKEの設定 (作業マップ)」を参照
してください。
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IPsecの構成 (手順)

この章では、ネットワークに IPsecを実装する手順について説明します。この手順
は、次の作業マップで説明されています。

■ 529ページの「IPsecによるトラフィックの保護 (作業マップ)」
■ 552ページの「IPsecによるVPNの保護 (作業マップ)」

IPsecの概要については、第 19章「IPセキュリティーアーキテクチャー (概要)」を参
照してください。IPsecの参考情報については、第 21章「IPセキュリティーアーキテ
クチャー (リファレンス)」を参照してください。

IPsecによるトラフィックの保護 (作業マップ)
次の作業マップに、1台以上のシステム間で IPsecを設定する手順を示しま
す。ipsecconf(1M)、ipseckey(1M)、および ifconfig(1m)のマニュアルページも、そ
れぞれの「例」で役立つ手順を説明しています。

作業 説明 説明

システム間のトラフィックを
保護します。

あるシステムから別のシステムへのパケット
を保護します。

531ページの「IPsecで 2つのシステム
間のトラフィックを保護するには」

IPsecポリシーによるWeb
サーバーを保護します。

Web以外のトラフィックに IPsecの使用を求め
ます。Webクライアントは、IPsecチェックを
バイパスする特定のポートによって識別され
ます。

535ページの「IPsecを使ってWeb以外
のトラフィックからWebサーバーを保
護する方法」

IPsecポリシーの表示 現在実施されている IPsecポリシーを、ポリ
シーの実行順序に従って表示します。

538ページの「IPsecポリシーを表示す
るには」
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作業 説明 説明

乱数を生成します。 手動で作成するセキュリティーアソシ
エーションのためにキー作成素材用の乱数を
生成します。

539ページの「Solaris Systemで乱数を
生成するには」

『Solarisのシステム管理 (セキュリ
ティサービス)』の「pktoolコマンドを
使用して対称鍵を生成する方法」

手動によるセキュリティーア
ソシエーションの作成または
置き換えを行います。

次のようなセキュリティーアソシエーション
向けのローデータを提供します。
■ IPsecアルゴリズム名とキー作成素材
■ セキュリティーパラメータインデックスの
キー

■ IP発信元アドレスおよび着信先アドレス

540ページの「IPsecセキュリティーア
ソシエーションを手動で作成する方
法」

IPsecがパケットを保護して
いるかどうかを検査します。

snoopの出力を調べ、IPデータグラムがどのよ
うに保護されているかを示すヘッダーを
チェックします。

545ページの「IPsecによってパケット
が保護されていることを確認する方
法」

(任意)ネットワークセキュリ
ティーの役割を作成します。

セキュリティーネットワークを設定できる
が、スーパーユーザーより権限が少ない役割
を作成します。

547ページの「ネットワークセキュリ
ティーの役割を設定する方法」

IPsecと鍵情報を一連の SMF
サービスとして管理します。

サービスの有効化、無効化、更新、および再
起動を行うコマンドを、いつどのように使用
するかについて説明します。サービスのプロ
パティー値を変更するコマンドについても説
明します。

548ページの「IKEおよび IPsecサービ
スを管理する方法」

セキュリティー保護された仮
想プライベートネットワーク
(VPN)を設定します。

インターネットによって切り離されている 2つ
のシステム間で IPsecを設定します。

552ページの「IPsecによるVPNの保護
(作業マップ)」

IPsecによるトラフィックの保護
この節では、2つのシステム間のトラフィックを保護する手順と、Webサーバーを保
護する手順について説明します。VPNを保護する手順については、552ページ
の「IPsecによるVPNの保護 (作業マップ)」を参照してください。追加手順では、鍵
情報とセキュリティーアソシエーションの提供、IPsecが設定どおり動作しているか
どうかの確認を行います。
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次の情報は、すべての IPsec構成作業で使用されます。

■ IPsecとゾーン –共有 IP非大域ゾーンの IPsecポリシーとキーを管理するには、大
域ゾーンで IPsecポリシーファイルを作成し、大域ゾーンで IPsec構成コマンドを
実行します。構成中の非大域ゾーンに対応する発信元アドレスを使用してくださ
い。大域ゾーンでは、大域ゾーンの IPsecポリシーとキーも設定できます。排他
的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。Solaris 10
7/07リリース以降では、非大域ゾーンのキーの管理に IKEを使用できます。

■ IPsecとRBAC – IPsecを管理する役割を使用する方法については、『Solarisのシス
テム管理 (セキュリティサービス)』の第 9章「役割によるアクセス制御の使用 (手
順)」を参照してください。例については、547ページの「ネットワークセキュリ
ティーの役割を設定する方法」を参照してください。

■ IPsecと SCTP – IPsecは、Streams Control Transmission Protocol (SCTP)アソシ
エーションを保護するのに使用できますが、注意が必要です。詳細は、
525ページの「IPsecと SCTP」を参照してください。

▼ IPsecで2つのシステム間のトラフィックを保護す
るには
この手順では、次の設定がすでになされているものとします。

■ 2つのシステムが enigmaおよび partymと名付けられている。

■ 各システムには、2つのアドレス (IPv4アドレスと IPv6アドレス)がある。
■ 各システムには、AESアルゴリズムを使用した ESP暗号化 (128ビットのキーが必
要)と、SHA1メッセージ要約を使用した ESP認証 (160ビットのキーが必要)が必
要です。

■ 各システムは、共有セキュリティーアソシエーションを使用します。

共有セキュリティーアソシエーションでは、2つのシステムを保護するのに必要
なのは 1組だけの SAです。

システムまたは共有 IPゾーンの IPsecポリシーの構成は、大域ゾーンで行う必要があ
ります。排他的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される可
能性があります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムの
セキュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。例につ
いては、例 20–1を参照してください。

各システムでホストエントリを確認します。

現在のリリースでは、/etc/inet/hostsファイルにホストエントリを追加します。

Solaris 10 7/07リリースより前のリリースを実行しているシステムで
は、/etc/inet/ipnodesファイルに IPv4と IPv6のエントリを追加します。次のよう
に、1つのシステムのエントリは連続してそのファイルに入力します。システムの構
成ファイルについては、247ページの「TCP/IP構成ファイル」および第 11章「IPv6
の詳細 (リファレンス)」を参照してください。

IPv4アドレスだけを持つシステムどうしを接続する場合は、/etc/inet/hostsファイ
ルに変更を加えます。この例で接続するシステムはどちらも、以前の Solarisリ
リースを実行しており、IPv6アドレスを使用しています。

a. enigmaという名前のシステムでは、hostsまたは ipnodesファイルに次のように入
力します。
# Secure communication with partym

192.168.13.213 partym

2001::eeee:3333:3333 partym

b. partymという名前のシステムでは、hostsまたは ipnodesファイルに次のように入
力します。
# Secure communication with enigma

192.168.116.16 enigma

2001::aaaa:6666:6666 enigma

記号名にネームサービスを使用するのは安全ではありません。

各システムで IPsecポリシーファイルを作成します。
ファイル名は /etc/inet/ipsecinit.confです。例は、/etc/inet/ipsecinit.sample

ファイルを参照してください。

IPsecポリシーエントリを ipsecinit.confファイルに追加します。

a. enigmaシステムで、次のポリシーを追加します。
{laddr enigma raddr partym} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

b. partymシステムで、同じポリシーを追加します。
{laddr partym raddr enigma} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}
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IPsecポリシーエントリの構文については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを
参照してください。

各システムで、2つのシステム間に IPsec SAペアを追加します。

インターネットキー交換 (IKE)を設定すると、SAが自動的に生成されます。SAは手
動でも追加できます。

注 –キーの生成や保守を手動で行う必要が特にない場合は、IKEを使用すべきで
す。IKE鍵管理では、手動での鍵管理よりも強力なセキュリティー効果が得られま
す。

■ 607ページの「IKEの設定 (作業マップ)」の構成手順のいずれかに従って、IKEを
構成します。IKE構成ファイルの構文については、ike.config(4)のマニュアル
ページを参照してください。

■ SAを手動で追加する場合は、540ページの「IPsecセキュリティーアソシ
エーションを手動で作成する方法」を参照してください。

IPsecポリシーを有効にします。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、システムを再起
動します。
# init 6

その後、545ページの「IPsecによってパケットが保護されていることを確認する
方法」に進みます。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、IPsecサービスを更新し、鍵管理サービスを有効
にします。

手順 7から手順 10までの手順を完了します。

IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

エラーがあれば修正し、ファイルの構文を確認してから続行します。

IPsecポリシーを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

IPsecポリシーはデフォルトで有効になっているので、「更新」を行います。IPsecポ
リシーを無効にしてある場合は有効にしてください。

# svcadm enable svc:/network/ipsec/policy:default
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IPsec用の鍵を有効にします。

■ 手順 5で IKEを構成した場合は、次のいずれかを実行します。

■ ikeサービスが有効になっていない場合は有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike:default

■ ikeサービスが有効になっている場合は再起動します。
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike:default

■ 手順 5で鍵を手動で構成した場合は、次のいずれかを実行します。

■ manual-keyサービスが有効になっていない場合は有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ manual-keyサービスが有効になっている場合は更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/manual-key:default

パケットが保護されていることを確認します。

手順については、545ページの「IPsecによってパケットが保護されていることを確認
する方法」を参照してください。

ssh接続を使用している場合に IPsecポリシーを追加する

この例では、管理者はスーパーユーザーとして 2つのシステムの IPsecポリシーと鍵
を構成します。その際、sshコマンドを使用して 2番目のシステムにアクセスしま
す。詳細は、ssh(1)のマニュアルページを参照してください。

■ まず、前の手順の手順 2から手順 5までを実行して、最初のシステムを構成しま
す。

■ 次に、別の端末ウィンドウで、sshコマンドを使用して 2番目のシステムにログ
インします。

local-system # ssh other-system

other-system #

■ sshセッションの端末ウィンドウで、手順 2から手順 6までを実行して、2番目の
システムの IPsecポリシーと鍵を構成します。

■ ここで sshセッションを終了します。

other-system # exit

local-system #

■ 最後に、手順 6を実行して、最初のシステムの IPsecポリシーを有効にします。

2つのシステムが次に通信を行うとき、ssh接続を使用した通信も含め、通信は IPsec
で保護されます。

9
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リブートを行わないで IPsecによるトラフィックの保護

次の例は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合に役立ちま
す。つまり、そのようなリリースでは、IPsecはサービスとして管理されません。こ
の例では、テスト環境での IPsecの実装方法を示します。実際の稼働環境で
は、ipsecconfコマンドを実行するよりもリブートする方が安全です。セキュリ
ティー上の考慮事項については、この例の最後を参照してください。

手順 6でリブートする代わりに、次のオプションのいずれかを選択します。
■ IKEを使って鍵情報を作成した場合は、in.ikedデーモンをいったん停止後、再起
動します。

# pkill in.iked

# /usr/lib/inet/in.iked

■ キーを手動で追加した場合は、ipseckeyコマンドを使用して、データベースに SA
を追加します。

# ipseckey -c -f /etc/inet/secret/ipseckeys

続いて、ipsecconfコマンドを使用して IPsecポリシーを有効にします。

# ipsecconf -a /etc/inet/ipsecinit.conf

セキュリティーについて – ipsecconfコマンドを実行するときには、警告を読んでく
ださい。ソケットがすでにラッチされている (使用されている)場合には、システム
へ侵入される恐れがあります。詳細については、592ページの「ipsecinit.confと
ipsecconfのセキュリティーについて」を参照してください。

▼ IPsecを使ってWeb以外のトラフィックからWeb
サーバーを保護する方法
セキュリティー保護されたWebサーバーでは、WebクライアントであればWeb
サービスと通信できます。セキュリティー保護されたWebサーバーでは、Webトラ
フィック以外のトラフィックは、セキュリティー検査を通る必要があります。次の
手順には、Webトラフィックの検査省略手順が含まれています。さらに、このWeb
サーバーでは、セキュリティー保護されていないDNSクライアント要求を出すこと
ができます。その他のすべてのトラフィックでは、AESと SHA-1アルゴリズムによ
る ESPが必要です。

IPsecポリシーの構成は大域ゾーンで行う必要があります。排他的 IPゾーンについて
は、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。531ページの「IPsecで 2つのシス
テム間のトラフィックを保護するには」を完了して、次の条件が成立しています。

■ 2つのシステム間の通信は IPsecで保護されています。
■ 鍵情報は手動または IKEによって生成されます。
■ パケットが保護されていることを確認してあります。

例20–2
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システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

セキュリティーポリシー検査を省略するサービスを指定します。
Webサーバーの場合、TCPポート 80 (HTTP)と 443 (保護HTTP)が該当します。Web
サーバーがDNS名検査をするときは、TCPとUDPの両方にポート 53も組み込む必
要がある場合もあります。

Webサーバーの IPsecポリシーを作成し、有効にします。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 4から手順 7までを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 8から手
順 11までを実行します。

手順 12はすべての Solarisリリースで省略可能です。

Webサーバーのポリシーを IPsecポリシーファイルに追加します。
/etc/inet/ipsecinit.conf ファイルに次の行を追加します。
# Web traffic that web server should bypass.

{lport 80 ulp tcp dir both} bypass {}

{lport 443 ulp tcp dir both} bypass {}

# Outbound DNS lookups should also be bypassed.

{rport 53 dir both} bypass {}

# Require all other traffic to use ESP with AES and SHA-1.

# Use a unique SA for outbound traffic from the port

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

これで、保護トラフィックだけがシステムへのアクセスを許可されます。ただ
し、手順 4で説明した、検査を省略するトラフィックは例外です。

IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

IPsecポリシーを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default
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IPsec用の鍵を更新します。

■ 531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するには」の手順 5
で IKEを構成した場合は、ikeサービスを再起動します。
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

■ 531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するには」の手順 5
で鍵を手動で構成した場合は、manual-keyサービスを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/manual-key:default

これで設定が完了しました。必要に応じて、手順 12を実行します。

Webサーバーポリシー用のファイルを /etc/inetディレクトリに作成します。

注 –次の手順は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行しているWeb
サーバーを構成するためのものです。

このファイルにその目的を表す名前を与えます (たとえば、IPsecWebInitFile)。この
ファイルに次のように入力します。

# Web traffic that web server should bypass.

{lport 80 ulp tcp dir both} bypass {}

{lport 443 ulp tcp dir both} bypass {}

# Outbound DNS lookups should also be bypassed.

{rport 53 dir both} bypass {}

# Require all other traffic to use ESP with AES and SHA-1.

# Use a unique SA for outbound traffic from the port

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

これで、保護トラフィックだけがシステムへのアクセスを許可されます。ただ
し、手順 4で説明した、検査を省略するトラフィックは例外です。

手順 8で作成したファイルの内容を /etc/inet/ipsecinit.confファイルにコピーしま
す。

IPsecWebInitFileファイルを読み取り専用アクセス権で保護します。
# chmod 400 IPsecWebInitFile

リブートせずにWebサーバーをセキュリティー保護します。
次のオプションのいずれかを選択します。

■ 鍵管理に IKEを使用する場合は、in.ikedデーモンをいったん停止後、再起動し
ます。

# pkill in.iked

# /usr/lib/inet/in.iked
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■ 手動でキーを管理する場合は、ipseckeyおよび ipsecconfコマンドを実行しま
す。

ipsecconfコマンドの引数には、 IPsecWebInitFileを使用します。引数に
ipsecinit.confファイルを使用すると、ipsecconfコマンドは、ファイル内のポ
リシーがすでにシステムに実装されている場合は、エラーを生成します。

# ipseckey -c -f /etc/inet/secret/ipseckeys

# ipsecconf -a /etc/inet/IPsecWebInitFile

注意 – ipsecconfコマンドの実行時には警告を読んでください。ソケットがすでに
ラッチされている (使用されている)場合には、システムへ侵入される恐れがありま
す。詳細については、592ページの「ipsecinit.confと ipsecconfのセキュリ
ティーについて」を参照してください。in.ikedデーモンの再起動時にも、同じ警告
が表示されます。

リブートすることもできます。システムをリブートすると、IPsecポリシーがすべて
のTCP接続に適用されます。リブート時に、IPsecポリシーのファイルで指定したポ
リシーがTCP接続で使用されます。

(省略可能) Web以外のトラフィックのためにWebサーバーと通信する場合は、リ
モートシステムを有効にします。

リモートシステムの ipsecinit.confファイルに次のポリシーを入力します。
# Communicate with web server about nonweb stuff

#

{laddr webserver} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

IPsecポリシーが一致した場合にかぎり、リモートシステムは、非Webトラフィック
を持つWebサーバーと安全に通信できます。

▼ IPsecポリシーを表示するには
引数を指定しないで ipsecconfコマンドを実行すると、システムに構成されているポ
リシーを確認できます。

ipsecconfコマンドは大域ゾーンで実行する必要があります。排他的 IPゾーンについ
ては、非大域ゾーンで ipsecconfコマンドを実行します。

Network IPsec Managementプロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合、Network IPsec
Managementプロファイルは使用できません。Network Securityプロファイルを使用し
てください。
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ネットワークセキュリティープロファイルを含む役割を作成し、その役割を
ユーザーに割り当てるには、547ページの「ネットワークセキュリティーの役割を設
定する方法」を参照してください。

IPsecポリシーの表示

a. 追加された順序でグローバルな IPsecポリシーエントリを表示します。
$ ipsecconf

各エントリが、「インデックス」とそのあとに番号が付いて表示されます。

b. 一致した順序で IPsecポリシーエントリを表示します。
$ ipsecconf -l

c. トンネルごとのエントリも含め、IPsecポリシーエントリを一致した順序で表示し
ます。
$ ipsecconf -L

▼ Solaris Systemで乱数を生成するには
キーを手動で指定する場合、鍵情報はランダムでなければなりません。Solarisシス
テム用の鍵情報は 16進形式です。ほかのオペレーティングシステムでは、ASCII形
式の鍵情報が必要になる場合があります。ASCII形式を必要とするオペレーティング
システムと通信する Solarisシステム用に鍵情報を生成する方法については、例 23–1
を参照してください。

乱数発生関数がすでにある場合は、それを使用してください。ない場合は、Solaris
の /dev/randomデバイスを入力として odコマンドを実行できます。詳細は、od(1)の
マニュアルページを参照してください。

Solaris 10 4/09リリースでは、pktoolコマンドも使用できます。このコマンドの構文
は、odコマンドの構文より単純です。詳細は、『Solarisのシステム管理 (セキュリ
ティサービス)』の「pktoolコマンドを使用して対称鍵を生成する方法」を参照して
ください。

16進数の乱数を生成します。
% od -x|-X -A n file | head -n

-x 8進数ダンプを 16進数形式で表示します。16進数形式は鍵情報を表すの
に役立ちます。16進数を 4文字単位で表示します。

-X 8進数ダンプを 16進数形式で表示します。16進数を 8文字単位で表示し
ます。

-A n 表示から入力オフセットベースを取り除きます。

file 乱数のソースとなります。

2
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head -n 出力の冒頭の n行に表示を限定します。

これらの出力を組み合わせて、適切な長さのキーを作成します。

同じ行にある乱数間のスペースを取り除き、32文字キーを作成します。32文字
キーの長さは 128ビットです。セキュリティーパラメータインデックス (SPI)の場合
は、8文字キー 1個を使用します。そのキーは、0x接頭辞を使用します。

IPsecのキー素材の生成

次の例は、8つ 16進数文字のグループそれぞれに 2行のキーを表示します。

% od -X -A n /dev/random | head -2

d54d1536 4a3e0352 0faf93bd 24fd6cad

8ecc2670 f3447465 20db0b0c c83f5a4b

最初の行で 4つの数字を組み合わせることで、32文字のキーを作成できます。0xに
続く 8文字の数字は、0xf3447465などの適切な SPI値を提供します。

次の例は、4つ 16進数文字のグループそれぞれに 2行のキーを表示します。

% od -x -A n /dev/random | head -2

34ce 56b2 8b1b 3677 9231 42e9 80b0 c673

2f74 2817 8026 df68 12f4 905a db3d ef27

最初の行で 4つの数字を組み合わせることで、32文字のキーを作成できます。

▼ IPsecセキュリティーアソシエーションを手動で
作成する方法
次の手順では、531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するに
は」の手順で使用するキー作成素材を提供します。partymと enigmaという 2つのシ
ステムの鍵を生成しようとしています。一方のシステムで鍵を生成してから、この
システムの鍵を両方のシステムで使用します。

共有 IPゾーンのキー情報の手動管理は、大域ゾーンで行う必要があります。

SAの鍵情報を生成します。
16進のアウトバウンドトラフィックと、同じく 16進のインバウンドトラフィックに
は、それぞれ 3種類の乱数が必要です。

2

例20–3

始める前に
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つまり、1台のシステムで次の数値を生成する必要があります。

■ spiキーワードの値として、2つの 16進数の乱数。1つはアウトバウンドトラ
フィック用です。もう 1つはインバウンドトラフィック用です。それぞれの乱数
の最大桁数は 8桁です。

■ 認証の SHA1アルゴリズム用として、2つの 16進数の乱数。160ビットのキーの場
合、各乱数は 40桁でなければなりません。1つは dst enigma用です。もう 1つは
dst partym用です。

■ ESP暗号化のAESアルゴリズム用として、2つの 16進数の乱数。256ビットの
キーの場合、各乱数は 64桁でなければなりません。1つは dst enigma用です。も
う 1つは dst partym用です。

乱数発生関数がすでにある場合は、それを使用してください。ない場合は、odコマ
ンドを使用できます。手順については、539ページの「Solaris Systemで乱数を生成す
るには」を参照してください。

いずれかのシステムのシステムコンソールで、Primary Administratorの役割を引き受
けるか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

SAを作成します。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 8から手順 10までを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 4から手
順 9までを実行します。

次のコマンドを入力して ipseckeyコマンドモードを有効にします。
# ipseckey

>

>プロンプトは、ipseckeyコマンドモードであることを示します。

既存の SAを置き換える場合は、現在の SAを消去してください。
> flush

>

2
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攻撃者に SAを破る時間を与えないように、キー作成素材は置き換えが必要です。

注 –管理者は、通信システム上のキーの置き換えを調整する必要があります。あるシ
ステムの SAを置き換える場合は、それと通信しているリモートシステムの SAも置
き換える必要があります。

SAを作成するには、次のコマンドを実行します。
> add protocol spi random-hex-string \

src addr dst addr2 \

protocol-prefix_alg protocol-algorithm \

protocol-prefixkey random-hex-string-of-algorithm-specified-length

次の構文で、フラッシュした SAを置き換えることもできます。

protocol
espまたは ahを指定します。

random-hex-string
16進数形式の最大 8桁の乱数を指定します。0xが前置されます。セキュリ
ティーパラメータインデックス (SPI)が受け取る以上の桁数を入力すると、超過部
分は無視されます。SPIが受け取るより少ない桁数を入力すると、パディングが行
われます。

addr
システムの IPアドレスを指定します。

addr2
addrのピアシステムの IPアドレスを指定します。

protocol-prefix
encrまたは authを指定します。encr接頭辞は espプロトコルとともに使用されま
す。auth接頭辞は ahプロトコルとともに、そして、espプロトコルを認証する場
合に使用されます。

protocol-algorithm
ESPまたはAHのアルゴリズムを指定します。それぞれのアルゴリズムには、特
定の長さのキーが必要です。

認証アルゴリズムにはMD5と SHA1があります。Solaris 10 4/09リリース以降で
は、SHA256と SHA512がサポートされています。暗号化アルゴリズムに
は、DES、3DES、AES、および Blowfishがあります。

random-hex-string-of-algorithm-specified-length
アルゴリズムによって必要とされる長さをもつ 16進数の乱数を指定します。たと
えば、MD5アルゴリズムでは、128ビットキーのため 32桁の乱数が必要で
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す。3DESアルゴリズムでは、192ビットキーのため 48桁の乱数が必要です。

a. たとえば、enigmaシステムで出力パケットを保護します。
手順 1で生成した乱数を使用します。

Solaris 10 1/06の場合:
> add esp spi 0x8bcd1407 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey c0c65b888c2ee301c84245c3da63127e92b2676105d5330e85327c1442f37d49 \

authkey 6fab07fec4f2895445500ed992ab48835b9286ff

>

注 –ピアシステムでは、同じ鍵情報および同じ SPIを使用する必要があります。

b. enigmaシステムの ipseckeyコマンドモードでは、入力パケットを保護します。
パケットを保護するには、次のコマンドを入力します。
> add esp spi 0x122a43e4 \

src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey a2ea934cd62ca7fa14907cb2ad189b68e4d18c976c14f22b30829e4b1ea4d2ae \

authkey c80984bc4733cc0b7c228b9b74b988d2b7467745

>

注 –これらのキーと SPIは、SAごとに変更できます。SAごとに異なるキーと異な
る SPIを割り当てるべきです。

ipseckeyコマンドモードを終了するには、Control-Dキーを押すか、quitと入力しま
す。

/etc/inet/secret/ipseckeysファイルに鍵情報を追加します。
Solaris 10 4/09リリースより前のリリースでは、この手順により、リブート時に IPsec
で鍵情報を確実に使用できるようになります。

/etc/inet/secret/ipseckeysファイルの行と ipseckeyコマンド行の言語が同じにな
るようにします。

a. たとえば、enigmaシステム上の /etc/inet/secret/ipseckeysファイルは次のよう
になります。
# ipseckeys - This file takes the file format documented in

# ipseckey(1m).

# Note that naming services might not be available when this file

# loads, just like ipsecinit.conf.

#

# for outbound packets on enigma

7
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add esp spi 0x8bcd1407 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey c0c65b888c2ee301c84245c3da63127e92b2676105d5330e85327c1442f37d49 \

authkey 6fab07fec4f2895445500ed992ab48835b9286ff

#

# for inbound packets

add esp spi 0x122a43e4 \

src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey a2ea934cd62ca7fa14907cb2ad189b68e4d18c976c14f22b30829e4b1ea4d2ae \

authkey c80984bc4733cc0b7c228b9b74b988d2b7467745

b. 読み取り専用ファイルを保護します。
# chmod 400 /etc/inet/secret/ipseckeys

partymシステムでこの手順を繰り返します。
enigmaシステムの場合と同じ鍵情報を使用します。

両システムの鍵情報は同じでなければなりません。次の例のように、ipseckeys

ファイル内のコメントだけが異なります。コメントが異なるのは、dst enigmaが
enigmaシステム上ではインバウンド、partymシステム上ではアウトバウンドになる
からです。
# partym ipseckeys file

#

# for inbound packets

add esp spi 0x8bcd1407 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey c0c65b888c2ee301c84245c3da63127e92b2676105d5330e85327c1442f37d49 \

authkey 6fab07fec4f2895445500ed992ab48835b9286ff

#

# for outbound packets

add esp spi 0x122a43e4 \

src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey a2ea934cd62ca7fa14907cb2ad189b68e4d18c976c14f22b30829e4b1ea4d2ae \

authkey c80984bc4733cc0b7c228b9b74b988d2b7467745

manual-keyサービスを有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key

現在のリリースで鍵を置き換える方法については、例 20–4を参照してください。

IPsec SAを置き換える

この例では、管理者が現在の Solaris 10リリースを実行しているシステムを構成しよ
うとしています。管理者は新しい鍵を生成し、ipseckeysファイルの鍵情報を変更し
てから、サービスを再起動します。

9
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■ まず、管理者は 539ページの「Solaris Systemで乱数を生成するには」を実行して
鍵を生成します。

■ 次に、生成された鍵を /etc/inet/secret/ipseckeysファイルで使用します。

管理者は同じアルゴリズムを使用しました。そのため、SPI、encrkey、および
authkeyの値だけを変更します。

add esp spi 0x8xzy1492 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey 0a1f3886b06ebd7d39f6f89e4c29c93f2741c6fa598a38af969907a29ab1b42a \

authkey a7230aabf513f35785da73e33b064608be41f69a

#

# add esp spi 0x177xce34\

src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg aes \

auth_alg sha1 \

encrkey 4ef5be40bf93498017b2151d788bb37e372f091add9b11149fba42435fefe328 \

authkey 0e1875d9ff8e42ab652766a5cad49f38c9152821

■ 最後に、管理者は manual-keyサービスを再起動します。restartコマンドによ
り、新しい鍵を追加する前に古い鍵が消去されます

# svcadm restart manual-key

▼ IPsecによってパケットが保護されていることを
確認する方法
パケットが保護されていることを確認するには、snoopコマンドで接続をテストしま
す。snoop出力に表示される接頭辞は、次のとおりです。

■ AH:接頭辞は、AHがヘッダーを保護していることを示します。AH:が表示される
のは、auth_algを使ってトラフィックを保護している場合です。

■ ESP:接頭辞は、暗号化されたデータが送信されていることを示します。ESP:が表
示されるのは、encr_auth_algか encr_algを使ってトラフィックを保護している
場合です。

snoop出力を作成するためには、スーパーユーザーであるか、それと同等の役割でな
ければなりません。さらに、接続をテストするためには、両方のシステムにアクセ
スできなければなりません。

一方のシステム (たとえば、partym)でスーパーユーザーになります。
% su -

Password: Type root password
#

始める前に
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partymシステムから、リモートシステムからパケットをスヌープする準備をしま
す。

partymの端末ウィンドウで、enigmaシステムからパケットをスヌープします。

# snoop -v enigma

Using device /dev/hme (promiscuous mode)

リモートシステムからパケットを送信します。

別の端末ウィンドウで、enigmaシステムにリモートからログインします。パス
ワードを入力します。次に、スーパーユーザーになり、enigmaシステムからのパ
ケットを partymシステムに送信します。パケットは、snoop -v enigmaコマンドで取
り込む必要があります。

% ssh enigma

Password: Type your password
% su -

Password: Type root password
# ping partym

snoopの出力を調べます。

partymシステムで、冒頭の IPヘッダー情報のあとに AHと ESP情報が含まれている出
力を確認します。次のような AHと ESPの情報は、パケットが保護されていることを
示します。

IP: Time to live = 64 seconds/hops

IP: Protocol = 51 (AH)

IP: Header checksum = 4e0e

IP: Source address = 192.168.116.16, enigma

IP: Destination address = 192.168.13.213, partym

IP: No options

IP:

AH: ----- Authentication Header -----

AH:

AH: Next header = 50 (ESP)

AH: AH length = 4 (24 bytes)

AH: <Reserved field = 0x0>

AH: SPI = 0xb3a8d714

AH: Replay = 52

AH: ICV = c653901433ef5a7d77c76eaa

AH:

ESP: ----- Encapsulating Security Payload -----

ESP:

ESP: SPI = 0xd4f40a61

ESP: Replay = 52

ESP: ....ENCRYPTED DATA....

ETHER: ----- Ether Header -----

...
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▼ ネットワークセキュリティーの役割を設定する方
法
役割によるアクセス制御 (RBAC)でシステムを管理している場合は、ネットワーク管
理またはネットワークセキュリティー上の役割を提供するためにこの手順を使用し
ます。

ローカルの prof_attrデータベースで Network権利プロファイルを検索します。
現在のリリースでは、次のような出力が表示されます。
% cd /etc/security

% grep Network prof_attr

Network IPsec Management:::Manage IPsec and IKE...

Network Link Security:::Manage network link security...

Network Management:::Manage the host and network configuration...

Network Security:::Manage network and host security...

Network Wifi Management:::Manage wifi network configuration...

Network Wifi Security:::Manage wifi network security...

Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、次のような出力が
表示されます。

% cd /etc/security

% grep Network prof_attr

Network Management:::Manage the host and network configuration

Network Security:::Manage network and host security

System Administrator::: Network Management

Network Managementプロファイルは、System Administratorプロファイルを補完する
プロファイルです。System Administrator権利プロファイルを役割に含めると、その
役割はNetwork Managementプロファイルでコマンドを実行できます。

Network Management権利プロファイルに含まれているコマンドを調べます。
% grep "Network Management" /etc/security/exec_attr

Network Management:solaris:cmd:::/usr/sbin/ifconfig:privs=sys_net_config

...

Network Management:suser:cmd:::/usr/sbin/snoop:uid=0

solarisポリシーコマンドは、特権 (privs=sys_net_config)で実行されます。suserポ
リシーコマンドは、スーパーユーザー (uid=0)として実行されます。

サイトでのネットワークセキュリティーの役割の範囲を決定します。

決定には、手順 1の権利プロファイルの定義を参考にしてください。

■ すべてのネットワークセキュリティーを扱う役割を作成する場合は、Network
Security権利プロファイルを使用します。

■ 現在のリリースで、IPsecと IKEだけを扱う役割を作成する場合は、Network IPsec
Management権利プロファイルを使用します。

1
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Network Management権利プロファイルを含むネットワークセキュリティーの役割を
作成します。

Network Managementプロファイルに加え、Network SecurityまたはNetwork IPsec
Management権利プロファイルを持つ役割は、ifconfig、snoop、ipsecconf、および
ipseckeyコマンドなどを適切な特権で実行できます。

役割の作成、役割のユーザーへの割り当て、ネームサービスによる変更点の登録に
ついては、『Solarisのシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作
業マップ)」を参照してください。

ネットワークセキュリティーの責任を役割に振り分ける

この例では、管理者がネットワークセキュリティーの責任を 2つの役割に振り分け
ます。一方の役割はwifiとリンクのセキュリティーを管理し、もう一方の役割は
IPsecと IKEを管理します。各役割には、シフトごとに 1人、合計 3人を割り当てま
す。

管理者によって次のように役割が作成されます。

■ 最初の役割には LinkWifiという名前を付けます。
■ この役割にはNetwork Wifi、Network Link Security、およびNetwork Management
権利プロファイルを割り当てます。

■ その後、該当するユーザーにこの LinkWifi役割を割り当てます。
■ 2番目の役割には IPsec Administratorという名前を付けます。

■ この役割にはNetwork IPsec ManagementおよびNetwork Management権利プロ
ファイルを割り当てます。

■ その後、該当するユーザーにこの IPsec Administrator役割を割り当てます。

▼ IKEおよび IPsecサービスを管理する方法
次の手順では、IPsecの管理、IKEの管理、および手動での鍵管理に SMFサービスを
使用する代表的な方法について説明します。デフォルトでは、policyサービスと
ipsecalgsサービスは有効になっています。また、デフォルトでは、ikeサービスと
manual-keyサービスは無効になっています。

IPsecポリシーを管理するには、次のいずれかを実行します。

■ ipsecinit.confファイルに新しいポリシーを追加したあと、policyサービスを更
新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

4

例20–5
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■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、policyサービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s policy setprop config/config_file=/etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svcprop -p config/config_file policy

/etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

# svcadm restart svc:/network/ipsec/policy

鍵を自動的に管理するには、次のいずれかを実行します。

■ /etc/inet/ike/configファイルにエントリを追加したあと、ikeサービスを有効に
します。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

■ /etc/inet/ike/configファイルのエントリを変更したあと、ikeサービスを更新し
ます。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ike

■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、サービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege=modkeys

# svcprop -p config/admin_privilege ike

modkeys

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ike

# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

■ ikeサービスを停止するには、無効にします。
# svcadm disable svc:/network/ipsec/ike

鍵を手動で管理するには、次のいずれかを実行します。

■ /etc/inet/secret/ipseckeysファイルにエントリを追加したあと、manual-key

サービスを有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key

■ ipseckeysファイルを変更したあと、サービスを更新します。
# svcadm refresh manual-key

■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、サービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s manual-key setprop config/config_file=/etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svcprop -p config/config_file manual-key

/etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/manual-key

# svcadm restart svc:/network/ipsec/manual-key

2
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■ 鍵を手動で管理できないようにするには、manual-keyサービスを無効にします。
# svcadm disable svc:/network/ipsec/manual-key

IPsecのプロトコルとアルゴリズムのテーブルを変更した場合は、ipsecalgsサービス
を更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ipsecalgs

サービスの状態を調べるには、svcs serviceコマンドを使用します。サービスが
maintenance (保守)モードになっている場合は、svcs -x serviceコマンドの出力に表示
されるデバッグのヒントに従ってください。

IPsecによるVPNの保護
IPsecトンネルでVPNを保護することができます。Solaris 10 7/07リリースでは、トン
ネルはトンネルモードまたはトランスポートモードで使用できます。「トンネル
モード」は、ほかのベンダーによって実装された IPsecと相互運用できます。「トラ
ンスポートモード」は、以前のバージョンの Solaris OSと相互運用できます。トンネ
ルのモードについては、520ページの「IPsecのトランスポートモードとトンネル
モード」を参照してください。

トンネルモードのトンネルを使用すると、トラフィックをよりきめ細かく制御でき
ます。トンネルモードでは、内側の IPアドレスに対して、必要に応じて特定の保護
をポート単位まで細かく指定できます。

■ トンネルモードのトンネルに使用する IPsecポリシーの例については、550ページ
の「トンネルモードのトンネルを使用してVPNを IPsecで保護する例」を参照し
てください。

■ VPNを保護する手順については、552ページの「IPsecによるVPNの保護 (作業
マップ)」を参照してください。

トンネルモードのトンネルを使用してVPNを
IPsecで保護する例

4

注意事項
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次の例では、LANのすべてのサブネットに対してトンネルを構成することを前提に
しています。

## Tunnel configuration ##

# Tunnel name is ip.tun0

# Intranet point for the source is 10.1.2.1

# Intranet point for the destination is 10.2.3.1

# Tunnel source is 192.168.1.10

# Tunnel destination is 192.168.2.10

例 20–6 すべてのサブネットで使用できるトンネルの作成

この例では、図 20–1のCentral LANのローカル LANから送信されるすべてのトラ
フィックが、ルーター 1からルーター 2にトンネリングされ、Overseas LANのすべて
のローカル LANに配信されます。トラフィックはAESで暗号化されます。

## IPsec policy ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

例 20–7 2つのサブネットだけを接続するトンネルの作成

この例では、Central LANのサブネット 10.1.2.0/24とOverseas LANのサブネット
10.2.3.0/24の間のトラフィックだけがトンネリングされ、暗号化されます。Central
に対するほかの IPsecポリシーがない場合、Central LANがこのトンネル経由でほか
の LANにトラフィックを配信しようとすると、トラフィックはルーター 1でド
ロップされます。

## IPsec policy ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.2.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

図 20–1 IPsecトンネル図
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例 20–7 2つのサブネットだけを接続するトンネルの作成 (続き)

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs md5 sha1 shared}

例 20–8 2つのサブネット間だけの電子メールトラフィック用トンネルの作成

この例では、電子メールトラフィック専用のトンネルが作成されます。トラ
フィックは、Central LANのサブネット 10.1.2.0/24から、Overseas LANの
10.2.3.0/24サブネット上にある電子メールサーバーに配信されます。電子メールは
Blowfishで暗号化されます。ポリシーは、リモートおよびローカルの電子メール
ポートに適用されます。rportポリシーは、CentralからリモートのOverseasの電子
メールポートに送信される電子メールを保護します。lportポリシーは、Centralの
ローカルポート 25で受信されるOverseasからの電子メールを保護します。

## IPsec policy for email from Central to Overseas ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp rport 25

laddr 10.1.2.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

ipsec {encr_algs blowfish encr_auth_algs sha1 sa shared}

## IPsec policy for email from Overseas to Central ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp lport 25

laddr 10.1.2.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

ipsec {encr_algs blowfish encr_auth_algs sha1 sa shared}

例 20–9 すべてのサブネットに対するFTPトラフィック用トンネルの作成

この例の IPsecポリシーは、図 20–1のCentral LANのすべてのサブネットから
Overseas LANのすべてのサブネットまで、FTPポートをAESで保護します。この構
成は、FTPアクティブモードで機能します。

## IPsec policy for outbound FTP from Central to Overseas ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp rport 21}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp lport 20}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

## IPsec policy for inbound FTP from Central to Overseas ##

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp lport 21}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel ulp tcp rport 20}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

IPsecによるVPNの保護 (作業マップ)
次の作業マップに、インターネット経由のトラフィックを保護するように IPsecを構
成する手順を示します。これらの手順を使用すると、インターネットで隔てられて
いる 2つのシステムの間に、セキュリティー保護された仮想プライベートネット
ワーク (VPN)を設定できます。この技術の一般的な使用法の 1つは、自宅勤務者と
会社のオフィスの間のトラフィックを保護することです。
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タスク 説明 説明

IPv4トンネルモードで
トンネルトラフィック
を保護します。

2つの Solaris 10システム間、2つのOracle Solarisシ
ステム間、または Solaris 10システムとOracle
Solaris Expressシステムの間で、トンネルモードで
トラフィックを保護します。Solaris 10システムで
Solaris 10 7/07リリース以上が実行されている必要
があります。

また、Solaris 10システムまたはOracle Solaris
Expressシステムと、別のプラットフォームで稼働
中のシステムの間でも、トンネルモードでトラ
フィックを保護します。Solaris 10システムで
Solaris 10 7/07リリース以上が実行されている必要
があります。

556ページの「IPv4トンネルモードの
IPsecトンネルでVPNを保護する方法」

IPv6トンネルモードで
トンネルトラフィック
を保護します。

IPv6プロトコルを使用している 2つのOracle
Solarisシステム間で、トンネルモードでトラ
フィックを保護します。

566ページの「IPv6トンネルモードの
IPsecトンネルでVPNを保護する方法」

IPv4トランスポート
モードでトンネルトラ
フィックを保護しま
す。

2つの Solaris 10システム間、2つの Solarisシステム
間、または Solaris 10システムとOracle Solarisシス
テムの間で、トランスポートモードでトラ
フィックを保護します。Solaris 10システムで
Solaris 10 7/07リリース以上が実行されている必要
があります。

また、以前のバージョンの Solaris OSを実行してい
るシステムと、Solaris 10またはOracle Solarisシス
テムの間でも、トランスポートモードでトラ
フィックを保護します。Solaris 10システムで
Solaris 10 7/07リリース以上が実行されている必要
があります。

572ページの「IPv4トランスポート
モードの IPsecトンネルでVPNを保護す
る方法」

推奨されなくなった古い構文を使用してトラ
フィックを保護します。この方法は、以前の
バージョンの Solaris OSを実行しているシステムと
通信する場合に役立ちます。この方法を使用する
と、2つのシステム上にある構成ファイルの比較
が簡単になります。

例 20–11

例 20–16

IPv6トランスポート
モードでトンネルトラ
フィックを保護しま
す。

IPv6プロトコルを使用している 2つのOracle
Solarisシステム間で、トランスポートモードでト
ラフィックを保護します。

579ページの「IPv6トランスポート
モードの IPsecトンネルでVPNを保護す
る方法」

IPのスプーフィングを
防止します。

SMFサービスを作成して、システムがパケットを
復号化せずにVPN上で転送することを防止しま
す。

585ページの「IPのスプーフィングを防
止する方法」
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IPsecでVPNを保護する作業のためのネット
ワークトポロジの説明
この節以降に説明する手順では、次の設定がすでになされているものとしま
す。図 20–2はこのネットワークを表しています。

■ 各システムは IPv4アドレス空間を使用します。

IPv6アドレスを使用する同様の例については、566ページの「IPv6トンネル
モードの IPsecトンネルでVPNを保護する方法」を参照してください。

■ 各システムには 2つのインタフェースがあります。hme0インタフェースはイン
ターネットに接続しています。この例では、インターネット IPアドレスは
192.168で始まります。hme1インタフェースは社内の LAN、すなわちイントラ
ネットに接続します。この例では、イントラネット IPアドレスは 10で始まりま
す。

■ 各システムには、SHA–1アルゴリズムを使用した ESP認証が必要です。SHA–1ア
ルゴリズムには 160ビットのキーが必要です。

■ 各システムには、AESアルゴリズムを使用した ESP暗号化が必要です。AESアル
ゴリズムは 128ビットのキーまたは 256ビットのキーを使用します。

■ 各システムは、インターネットに直接アクセスするルーターに接続できます。

■ 各システムは、共有セキュリティーアソシエーションを使用します。
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前の図に示すように、IPv4ネットワーク向けの手順では次の構成パラメータを使用
します。

パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システム名 enigma partym

システムイントラネットインタフェース hme1 hme1

システムイントラネットアドレス。手順 7の -pointアドレス
でもある

10.16.16.6 10.1.3.3

図 20–2 インターネットで隔てられているオフィス間のVPNの例
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パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システムインターネットインタフェース hme0 hme0

システムイントラネットアドレス。手順 7の tsrcアドレスで
もある

192.168.116.16 192.168.13.213

インターネットルーターの名前 router-E router-C

インターネットルーターのアドレス 192.168.116.4 192.168.13.5

トンネル名 ip.tun0 ip.tun0

手順では次の IPv6アドレスを使用します。トンネル名は同じです。

パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システムイントラネットアドレス 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113

システムインターネットアドレス 2001::aaaa:6666:6666 2001::eeee:3333:3333

インターネットルーターのアドレス 2001::aaaa:0:4 2001::eeee:0:1

▼ IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保
護する方法
トンネルモードでは、内側の IPパケットによって、その内容を保護する IPsecポリ
シーが決まります。

この手順は、531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するに
は」の手順の応用です。設定については、554ページの「IPsecでVPNを保護する作
業のためのネットワークトポロジの説明」を参照してください。

注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

この手順では、2つのシステムを接続するだけでなく、これら 2つのシステムに接続
している 2つのイントラネットを接続します。この手順における 2つのシステムは
ゲートウェイとして機能します。

システムまたは共有 IPゾーンの IPsecポリシーの構成は、大域ゾーンで行う必要があ
ります。排他的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。

始める前に
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システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

IPsecを構成する前に、パケットフローを制御します。

a. IP転送と IP動的経路制御が無効になっていることを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

--------------------------------------------------

IPv4 forwarding disabled disabled

IPv4 routing default (enabled) enabled

...

IP転送や IP動的経路制御が有効な場合は、次のように入力して無効にします。

# routeadm -d ipv4-routing -d ipv4-forwarding

# routeadm -u

IP転送をオフにすると、このシステムを経由したネットワーク間のパケット送信
ができなくなります。routeadmコマンドの説明については、routeadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

b. 次のコマンドを入力して IPの厳密宛先マルチホームをオンに設定します。
# ndd -set /dev/ip ip_strict_dst_multihoming 1

IP厳密宛先マルチホームをオンに設定すると、システムの宛先アドレスのうちの
1つに宛てたパケットは、正しい宛先アドレスに必ず到着します。

厳密宛先マルチホームが有効な状態では、特定のインタフェースに到着したパ
ケットに、そのインタフェースのいずれかのローカル IPアドレスを指定する必要
があります。その他のパケットは、システムのほかのローカルアドレスが指定さ
れているものも含めてすべて捨てられます。

注意 –システムの起動時に、マルチホームの値はデフォルトに戻ります。変更し
た値を持続させる方法については、585ページの「IPのスプーフィングを防止す
る方法」を参照してください。
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c. 大部分のネットワークサービス、可能な場合はすべてのネットワークサービスを
無効にします。

注 –「制限付き」SMFプロファイルでシステムをインストールした場合、この手
順は省略できます。Solaris Secure Shell以外のネットワークサービスは無効になり
ます。

ネットワークサービスを無効にすると、IPパケットがシステムにダメージを与え
るのを防止できます。たとえば、SNMPデーモン、telnet接続、rlogin接続など
を最大限に活用できます。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ Solaris 10 11/06以降のリリースが稼働している場合は、「制限付き」SMFプロ
ファイルを実行します。

# netservices limited

■ それ以外の場合は、ネットワークサービスを個別に無効にします。

# svcadm disable network/ftp:default

# svcadm disable network/finger:default

# svcadm disable network/login:rlogin

# svcadm disable network/nfs/server:default

# svcadm disable network/rpc/rstat:default

# svcadm disable network/smtp:sendmail

# svcadm disable network/telnet:default

d. ほとんどのネットワークサービスが無効になっていることを確認します。
ループバックマウントと sshサービスが稼働していることを確認します。
# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

2つのシステム間に SAペアを追加します。
次のオプションのいずれかを選択します。

■ SA用のキーを管理するように IKEを設定します。607ページの「IKEの設定 (作業
マップ)」のいずれかの手順に従って、VPN用の IKEを構成します。

■ キーを手動で管理する決定的な理由がある場合は、540ページの「IPsecセキュリ
ティーアソシエーションを手動で作成する方法」を参照してください。

IPsecポリシーを追加します。
/etc/inet/ipsecinit.confファイルを編集して、VPN用の IPsecポリシーを追加しま
す。ポリシーを強化する方法については、例 20–12を参照してください。その他の例
については、550ページの「トンネルモードのトンネルを使用してVPNを IPsecで保
護する例」を参照してください。

3
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このポリシーでは、ローカル LAN上のシステムとゲートウェイの内部 IPアドレスの
間に IPsec保護は必要でないため、bypass文を追加します。

a. enigmaシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを入力します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.16.16.6 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

b. partymシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

(省略可能) IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

トンネルを構成し、それを IPsecで保護する場合は、Solarisのリリースに応じて次の
手順に従います。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 7から手順 13までを実行したあと、手順 22
の経路制御プロトコルを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 14から手
順 22までを実行します。

トンネル ip.tun0を /etc/hostname.ip.tun0ファイルで構成します。
ファイルの構文は次のとおりです。
system1-point system2-point tsrc system1-taddr tdst system2-taddr router up

a. enigmaシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
10.16.16.6 10.1.3.3 tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 router up

b. partymシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のように追加します。
10.1.3.3 10.16.16.6 tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16 router up

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

トンネル構成ファイルの内容をカーネルに読み込むには、ネットワークサービスを
再起動します。
# svcadm restart svc:/network/initial:default
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hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
192.168.116.16 router

b. partymシステムで、/etc/hostname.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
192.168.13.213 router

IP転送とは、別のインタフェースから到着したパケットを転送できることを意味し
ます。IP転送はまた、送信するパケットがもともとは別のインタフェースから発信
されたパケットである可能性も意味します。パケットを正しく転送するには、受信
インタフェースと送信インタフェースの IP転送をオンに設定しておきます。

hme1インタフェースはイントラネットの「内部」にあるため、hme1の IP転送はオン
に設定しておきます。さらに、ip.tun0はインターネットを通してこれら 2つのシス
テムを接続するため、ip.tun0の IP転送はオンに設定しておきます。

hme0インタフェースの IP転送はオフです。そのため、「外部」からパケットが保護
イントラネットに侵入するのを防ぐことができます。「外部」とはインターネット
を意味します。

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。

a. enigmaシステムで、privateフラグを /etc/hostname.hme0ファイルに追加しま
す。
10.16.16.6 private

b. partymシステムで、privateフラグを /etc/hostname.hme0ファイルに追加しま
す。
10.1.3.3 private

hme0の IP転送がオフになっていても、経路制御プロトコルの実装によっては、この
インタフェースを通知することがあります。たとえば、in.routedプロトコルは、イ
ントラネット内のピアにパケットが転送される際に hme0を有効なインタフェースと
して通知する場合があります。インタフェースの「private」フラグを設定して、この
ような通知が行われないようにします。

hme0インタフェース経由のデフォルトルートを手動で追加します。
デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add default 192.168.116.4
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b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add default 192.168.13.5

hme0インタフェースはイントラネットの一部ではありませんが、インターネット
を介してそのピアシステムにアクセスする必要があります。hme0は、自身のピア
を見つけるために、インターネット経路制御情報を必要とします。イン
ターネットの残りの要素にとって、VPNシステムは、ルーターというよりもホス
トのような存在です。したがって、デフォルトルーターを使用する
か、ルーター発見プロトコルを実行すれば、ピアシステムを見つけることができ
ます。詳細については、route(1M)と in.routed(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

手順を完了するために、手順 22に進んで経路制御プロトコルを実行します。

トンネル ip.tun0を構成します。

注 –次の手順は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行しているシステムで
トンネルを構成するためのものです。

ifconfigコマンドを使用してポイントツーポイントインタフェースを作成します。

# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 system1-point system2-point \

tsrc system1-taddr tdst system2-taddr

a. enigmaシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213

b. partymシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.1.3.3 10.16.16.6 \

tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# ipsecconf

トンネル用のルーターを起動します。
# ifconfig ip.tun0 router up

hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。
# ifconfig hme1 router
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IP転送とは、別のインタフェースから到着したパケットを転送できることを意味し
ます。IP転送はまた、送信するパケットがもともとは別のインタフェースから発信
されたパケットである可能性も意味します。パケットを正しく転送するには、受信
インタフェースと送信インタフェースの IP転送をオンに設定しておきます。

hme1インタフェースはイントラネットの「内部」にあるため、hme1の IP転送はオン
に設定しておきます。さらに、ip.tun0はインターネットを通してこれら 2つのシス
テムを接続するため、ip.tun0の IP転送はオンに設定しておきます。

hme0インタフェースの IP転送はオフです。そのため、「外部」からパケットが保護
イントラネットに侵入するのを防ぐことができます。「外部」とはインターネット
を意味します。

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。
# ifconfig hme0 private

hme0の IP転送がオフになっていても、経路制御プロトコルの実装によっては、この
インタフェースを通知することがあります。たとえば、in.routedプロトコルは、イ
ントラネット内のピアにパケットが転送される際に hme0を有効なインタフェースと
して通知する場合があります。インタフェースの「private」フラグを設定して、この
ような通知が行われないようにします。

hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。

デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add default 192.168.116.4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add default 192.168.13.5

hme0インタフェースはイントラネットの一部ではありませんが、インターネット
を介してそのピアシステムにアクセスする必要があります。hme0は、自身のピア
を見つけるために、インターネット経路制御情報を必要とします。イン
ターネットの残りの要素にとって、VPNシステムは、ルーターというよりもホス
トのような存在です。したがって、デフォルトルーターを使用する
か、ルーター発見プロトコルを実行すれば、ピアシステムを見つけることができ
ます。詳細については、route(1M)と in.routed(1M)のマニュアルページを参照し
てください。
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VPNがリブート後に開始するように、/etc/hostname.ip.tun0ファイルにエントリを
追加します。
system1-point system2-point tsrc system1-taddr tdst system2-taddr router up

a. enigmaシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
10.16.16.6 10.1.3.3 tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 router up

b. partymシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のように追加します。
10.1.3.3 10.16.16.6 tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16 router up

適切なパラメータが経路制御デーモンに渡されるようにインタフェースファイルを
設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname.hme0

## enigma

10.16.16.6 private

# cat /etc/hostname.hme1

## enigma

192.168.116.16 router

b. partymシステムで、/etc/hostname.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname.hme0

## partym

10.1.3.3 private

# cat /etc/hostname.hme1

## partym

192.168.13.213 router

経路制御プロトコルを実行します。
# routeadm -e ipv4-routing

# routeadm -u

経路制御プロトコルを実行する前に経路制御プロトコルの構成が必要な場合があり
ます。詳細は、267ページの「Oracle Solarisの経路制御プロトコル」を参照してくだ
さい。手順については、124ページの「IPv4ルーターの構成方法」を参照してくださ
い。
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テスト時に一時的なトンネルを作成する

この例では、管理者が Solaris 10 4/09システムでトンネルの作成をテストします。あ
とで 556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保護する方法」の
手順を使用して、これらを永続的なトンネルにします。テスト中に、管理者はシス
テム system1および system2で次の一連の手順を実行します。

■ 両方のシステムで、管理者は 556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネル
でVPNを保護する方法」の最初から 5番目までの手順を完了します。

■ 管理者は ifconfigコマンドを使用して、一時的なトンネルを plumbして構成しま
す。

system1 # ifconfig ip.tun0 plumb

system1 # ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213

# ssh system2

Password: admin-password-on-system2
system2 # ifconfig ip.tun0 plumb

system2 # ifconfig ip.tun0 10.1.3.3 10.16.16.6 \

tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16

■ 管理者はトンネルに対して IPsecポリシーを有効にします。このポリシーは、
556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保護する方法」の
手順 4で作成したものです。

system1 # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

system2 # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

■ 管理者はインターネットインタフェースをルーターにし、経路制御プロトコルが
イントラネットインタフェースを越えないようにします。

system1 # ifconfig hme1 router ; ifconfig hme0 private

system2 # ifconfig hme1 router ; ifconfig hme0 private

■ 両方のシステムで 556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを
保護する方法」の手順 12と手順 22を実行して、ルートを手動で追加し、経路制
御プロトコルを実行します。

コマンド行を使用して以前のバージョンの Solarisシステムにトンネル
を作成する

Solaris 10 7/07リリースでは、ifconfigコマンドの構文が簡素化されました。この例
では、Solaris 10 7/07リリースより前のバージョンの Solarisを実行しているシステム
に対するトンネルの作成を管理者がテストします。ifconfigコマンドの元の構文を
使用すれば、通信する 2つのシステムで同じコマンドを使用できます。あとで
556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保護する方法」の手順
を使用して、これらを永続的なトンネルにします。
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テスト中に、管理者はシステム system1および system2で次の手順を実行します。

■ 両方のシステムで、管理者は 556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネル
でVPNを保護する方法」の最初から 5番目までの手順を完了します。

■ 管理者はトンネルを plumbして構成します。

system1 # ifconfig ip.tun0 plumb

system1 # ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1

system1 # ifconfig ip.tun0 router up

# ssh system2

Password: admin-password-on-system2
system2 # ifconfig ip.tun0 plumb

system2 # ifconfig ip.tun0 10.1.3.3 10.16.16.6 \

tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1

system2 # ifconfig ip.tun0 router up

■ 管理者はトンネルに対して IPsecポリシーを有効にします。このポリシーは、
556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保護する方法」の
手順 4で作成したものです。

system1 # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

system2 # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

■ 管理者はインターネットインタフェースをルーターにし、経路制御プロトコルが
イントラネットインタフェースを越えないようにします。

system1 # ifconfig hme1 router ; ifconfig hme0 private

system2 # ifconfig hme1 router ; ifconfig hme0 private

■ 両方のシステムで 556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを
保護する方法」の手順 12と手順 22を実行して、ルートを追加します。

LAN上のすべてのシステムでの IPsecポリシーの要求

この例では、手順 4で構成した bypassポリシーをコメントにして、保護を強化しま
す。このポリシーを構成した場合は、LAN上のすべてのシステムが、ルーターと通
信するために IPsecを有効にしなければなりません。

# LAN traffic must implement IPsec.

# {laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}
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IPsecを使用してTelnetトラフィックと SMTPトラフィックを異なる方法
で保護する

この例の最初の規則は、ポート 23の telnetトラフィックを Blowfishと SHA-1で保護
します。2番目の規則はポート 25の SMTPトラフィックをAESとMD5で保護しま
す。

{laddr 10.1.3.3 ulp tcp dport 23 dir both}

ipsec {encr_algs blowfish encr_auth_algs sha1 sa unique}

{laddr 10.1.3.3 ulp tcp dport 25 dir both}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs md5 sa unique}

トンネルモードの IPsecトンネルを使用して、ほかのネットワークトラ
フィックとは異なる方法でサブネットを保護する

次のトンネル構成は、トンネルを経由するサブネット 10.1.3.0/24からのすべてのト
ラフィックを保護します。

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.3.0/24}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

次のトンネル構成は、トンネルを経由するサブネット 10.1.3.0/24からほかのサブ
ネットへのトラフィックを保護します。10.2.x.xで始まるサブネットはトンネルを経
由します。

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.3.0/24 raddr 10.2.1.0/24}

ipsec {encr_algs blowfish encr_auth_algs sha1 sa shared}

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.3.0/24 raddr 10.2.2.0/24}

ipsec {encr_algs blowfish encr_auth_algs sha1 sa shared}

{tunnel ip.tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.3.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

▼ IPv6トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを保
護する方法
IPv6ネットワークでVPNを使用するには、IPv4ネットワークの場合と同じ手順を実
行します。ただし、コマンドの構文は少し違います。特定のコマンドを実行する理
由についての詳細は、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを
保護する方法」の該当する手順を参照してください。

注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

この手順では、次の構成パラメータを使用します。
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パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システム名 enigma partym

システムイントラネットインタ
フェース

hme1 hme1

システムインターネットインタ
フェース

hme0 hme0

システムイントラネットアドレス 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113

システムインターネットアドレス 2001::aaaa:6666:6666 2001::eeee:3333:3333

インターネットルーターの名前 router-E router-C

インターネットルーターのアドレス 2001::aaaa:0:4 2001::eeee:0:1

トンネル名 ip6.tun0 ip6.tun0

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

IPsecを構成する前に、パケットフローを制御します。

これらのコマンドの効果については、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecト
ンネルでVPNを保護する方法」の手順 2を参照してください。

a. IP転送と IP動的経路制御が無効になっていることを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

--------------------------------------------------

...

IPv6 forwarding disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IP転送や IP動的経路制御が有効な場合は、次のように入力して無効にします。

# routeadm -d ipv6-forwarding -d ipv6-routing

# routeadm -u
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b. 次のコマンドを入力して IPの厳密宛先マルチホームをオンに設定します。
# ndd -set /dev/ip ip6_strict_dst_multihoming 1

注意 –システムの起動時に、ip6_strict_dst_multihomingの値はデフォルトに戻り
ます。変更した値を持続させる方法については、585ページの「IPのス
プーフィングを防止する方法」を参照してください。

c. 大部分のネットワークサービス、可能な場合はすべてのネットワークサービスを
無効にします。

注 –「制限付き」SMFプロファイルでシステムをインストールした場合、この手
順は省略できます。Solaris Secure Shell以外のネットワークサービスは無効になり
ます。

ネットワークサービスを無効にすると、IPパケットがシステムにダメージを与え
るのを防止できます。たとえば、SNMPデーモン、telnet接続、rlogin接続など
を最大限に活用できます。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ Solaris 10 11/06以降のリリースが稼働している場合は、「制限付き」SMFプロ
ファイルを実行します。

# netservices limited

■ それ以外の場合は、ネットワークサービスを個別に無効にします。

# svcadm disable network/ftp:default

# svcadm disable network/finger:default

# svcadm disable network/login:rlogin

# svcadm disable network/nfs/server:default

# svcadm disable network/rpc/rstat:default

# svcadm disable network/smtp:sendmail

# svcadm disable network/telnet:default

d. ほとんどのネットワークサービスが無効になっていることを確認します。

ループバックマウントと sshサービスが稼働していることを確認します。

# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

2つのシステム間に SAペアを追加します。3
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次のオプションのいずれかを選択します。

■ SA用のキーを管理するように IKEを設定します。607ページの「IKEの設定 (作業
マップ)」のいずれかの手順に従って、VPN用の IKEを構成します。

■ キーを手動で管理する決定的な理由がある場合は、540ページの「IPsecセキュリ
ティーアソシエーションを手動で作成する方法」を参照してください。

VPN用の IPsecポリシーを追加します。

/etc/inet/ipsecinit.confファイルを編集して、VPN用の IPsecポリシーを追加しま
す。

a. enigmaシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# IPv6 Neighbor Discovery messages bypass IPsec.

{ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both} pass {}

# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 6000:6666::aaaa:1116 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip6.tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

b. partymシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# IPv6 Neighbor Discovery messages bypass IPsec.

{ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both} pass {}

# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 6000:3333::eeee:1113 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip6.tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

(省略可能) IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

トンネルを構成し、それを IPsecで保護する場合は、Solarisのリリースに応じて次の
手順に従います。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 7から手順 13までを実行したあと、手順 22
の経路制御プロトコルを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 14から手
順 22までを実行します。

4
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/etc/hostname.ip6.tun0ファイルで、トンネル ip6.tun0を構成します。

a. enigmaシステムで、hostname.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 router up

b. partymシステムで、hostname.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666 router up

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

トンネル構成ファイルの内容をカーネルに読み込むには、ネットワークサービスを
再起動します。
# svcadm restart svc:/network/initial:default

hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname6.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
2001::aaaa:6666:6666 inet6 router

b. partymシステムで、/etc/hostname6.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
2001::eeee:3333:3333 inet6 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。

a. enigmaシステムで、privateフラグを /etc/hostname6.hme0ファイルに追加しま
す。
6000:6666::aaaa:1116 inet6 private

b. partymシステムで、privateフラグを /etc/hostname6.hme0ファイルに追加しま
す。
6000:3333::eeee:1113 inet6 private

hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::aaaa:0:4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::eeee:0:1
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手順を完了するために、手順 22に進んで経路制御プロトコルを実行します。

セキュアトンネル ip6.tun0を構成します。

注 –次の手順は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行しているシステムで
トンネルを構成するためのものです。

a. enigmaシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip6.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip6.tun0 inet6 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333

b. partymシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip6.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip6.tun0 inet6 6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 \

tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# ipsecconf

トンネル用のルーターを起動します。
# ifconfig ip6.tun0 router up

各システムで、hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。
# ifconfig hme1 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。
# ifconfig hme0 private

hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。

デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::aaaa:0:4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::eeee:0:1
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VPNがリブート後に開始するように、/etc/hostname6.ip6.tun0ファイルにエントリ
を追加します。
このエントリは、手順 14で ifconfigコマンドに渡されたパラメータを複製します。

a. enigmaシステムで、hostname6.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 router up

b. partymシステムでは、次のエントリを hostname6.ip6.tun0ファイルに追加しま
す。
6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 \

tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666 router up

各システムで、適切なパラメータが経路制御デーモンに渡されるようにインタ
フェースファイルを設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname6.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname6.hme0

## enigma

6000:6666::aaaa:1116 inet6 private

# cat /etc/hostname6.hme1

## enigma

2001::aaaa:6666:6666 inet6 router

b. partymシステムで、/etc/hostname6.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname6.hme0

## partym

6000:3333::eeee:1113 inet6 private

# cat /etc/hostname6.hme1

## partym

2001::eeee:3333:3333 inet6 router

経路制御プロトコルを実行します。
# routeadm -e ipv6-routing

# routeadm -u

経路制御プロトコルを実行する前に経路制御プロトコルの構成が必要な場合があり
ます。詳細は、267ページの「Oracle Solarisの経路制御プロトコル」を参照してくだ
さい。手順については、189ページの「IPv6ルーターの構成」を参照してください。

▼ IPv4トランスポートモードの IPsecトンネルで
VPNを保護する方法
トランスポートモードでは、外側のヘッダーによって、内側の IPパケットを保護す
る IPsecポリシーが決まります。
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この手順は、531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するに
は」の手順の応用です。この手順では、2つのシステムを接続するだけでなく、これ
ら 2つのシステムに接続している 2つのイントラネットを接続します。この手順にお
ける 2つのシステムはゲートウェイとして機能します。

この手順では、554ページの「IPsecでVPNを保護する作業のためのネットワークト
ポロジの説明」で説明されている設定を使用します。特定のコマンドを実行する理
由についての詳細は、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを
保護する方法」の該当する手順を参照してください。

注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

IPsecを構成する前に、パケットフローを制御します。

a. IP転送と IP動的経路制御が無効になっていることを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

--------------------------------------------------

IPv4 forwarding disabled disabled

IPv4 routing default (enabled) enabled

...

IP転送や IP動的経路制御が有効な場合は、次のように入力して無効にします。

# routeadm -d ipv4-routing -d ipv4-forwarding

# routeadm -u

b. 次のコマンドを入力して IPの厳密宛先マルチホームをオンに設定します。
# ndd -set /dev/ip ip_strict_dst_multihoming 1
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注意 –システムの起動時に、ip_strict_dst_multihomingの値はデフォルトに戻り
ます。変更した値を持続させる方法については、585ページの「IPのス
プーフィングを防止する方法」を参照してください。

c. 大部分のネットワークサービス、可能な場合はすべてのネットワークサービスを
無効にします。

注 –「制限付き」SMFプロファイルでシステムをインストールした場合、この手
順は省略できます。Solaris Secure Shell以外のネットワークサービスは無効になり
ます。

ネットワークサービスを無効にすると、IPパケットがシステムにダメージを与え
るのを防止できます。たとえば、SNMPデーモン、telnet接続、rlogin接続など
を最大限に活用できます。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ Solaris 10 11/06以降のリリースが稼働している場合は、「制限付き」SMFプロ
ファイルを実行します。

# netservices limited

■ それ以外の場合は、ネットワークサービスを個別に無効にします。

# svcadm disable network/ftp:default

# svcadm disable network/finger:default

# svcadm disable network/login:rlogin

# svcadm disable network/nfs/server:default

# svcadm disable network/rpc/rstat:default

# svcadm disable network/smtp:sendmail

# svcadm disable network/telnet:default

d. ほとんどのネットワークサービスが無効になっていることを確認します。
ループバックマウントと sshサービスが稼働していることを確認します。
# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

2つのシステム間に SAペアを追加します。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ SA用のキーを管理するように IKEを設定します。607ページの「IKEの設定 (作業
マップ)」のいずれかの手順に従って、VPN用の IKEを構成します。

■ キーを手動で管理する決定的な理由がある場合は、540ページの「IPsecセキュリ
ティーアソシエーションを手動で作成する方法」を参照してください。

3

IPsecによるVPNの保護 (作業マップ)

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月574



IPsecポリシーを追加します。
/etc/inet/ipsecinit.confファイルを編集して、VPN用の IPsecポリシーを追加しま
す。ポリシーを強化する方法については、例 20–15を参照してください。

a. enigmaシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを入力します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.16.16.6 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate transport}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

b. partymシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate transport}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

(省略可能) IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

トンネルを構成し、それを IPsecで保護する場合は、Solarisのリリースに応じて次の
手順に従います。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 7から手順 13までを実行したあと、手順 22
の経路制御プロトコルを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 14から手
順 22までを実行します。

/etc/hostname.ip.tun0ファイルで、トンネル ip.tun0を構成します。

a. enigmaシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
10.16.16.6 10.1.3.3 tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 router up

b. partymシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のように追加します。
10.1.3.3 10.16.16.6 tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16 router up

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

hostname.ip.tun0ファイルの内容をカーネルに読み込むには、ネットワークサービ
スを再起動します。
# svcadm restart svc:/network/initial:default
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hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。

a. enigmaシステムで、ルーターエントリを /etc/hostname.hme1ファイルに追加しま
す。
192.168.116.16 router

b. partymシステムで、ルーターエントリを /etc/hostname.hme1ファイルに追加しま
す。
192.168.13.213 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。

a. enigmaシステムで、privateフラグを /etc/hostname.hme0ファイルに追加しま
す。
10.16.16.6 private

b. partymシステムで、privateフラグを /etc/hostname.hme0ファイルに追加しま
す。
10.1.3.3 private

hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add default 192.168.116.4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add default 192.168.13.5

手順を完了するために、手順 22に進んで経路制御プロトコルを実行します。

トンネル ip.tun0を構成します。

注 –次の手順は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行しているシステムで
トンネルを構成するためのものです。

ifconfigコマンドを使用してポイントツーポイントインタフェースを作成します。

# ifconfig ip.tun0 plumb
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# ifconfig ip.tun0 system1-point system2-point \

tsrc system1-taddr tdst system2-taddr

a. enigmaシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213

b. partymシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.1.3.3 10.16.16.6 \

tsrc 192.168.13.213 tdst 192.168.116.16

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# ipsecconf

トンネル用のルーターを起動します。
# ifconfig ip.tun0 router up

hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。
# ifconfig hme1 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。
# ifconfig hme0 private

hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。
デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。
# route add default router-on-hme0-subnet

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add default 192.168.116.4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add default 192.168.13.5

VPNがリブート後に開始するように、/etc/hostname.ip.tun0ファイルにエントリを
追加します。
system1-point system2-point tsrc system1-taddr \

tdst system2-taddr encr_algs aes encr_auth_algs sha1 router up

a. enigmaシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
10.16.16.6 10.1.3.3 tsrc 192.168.116.16 \

tdst 192.168.13.213 router up
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b. partymシステムで、hostname.ip.tun0ファイルに次のように追加します。
10.1.3.3 10.16.16.6 tsrc 192.168.13.213 \

tdst 192.168.116.16 router up

適切なパラメータが経路制御デーモンに渡されるようにインタフェースファイルを
設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname.hme0

## enigma

10.16.16.6 private

# cat /etc/hostname.hme1

## enigma

192.168.116.16 router

b. partymシステムで、/etc/hostname.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname.hme0

## partym

10.1.3.3 private

# cat /etc/hostname.hme1

## partym

192.168.13.213 router

経路制御プロトコルを実行します。
# routeadm -e ipv4-routing

# routeadm -u

すべてのシステムにトランスポートモードで IPsecポリシーを要求する

この例では、手順 4で構成した bypassポリシーをコメントにして、保護を強化しま
す。このポリシーを構成した場合は、LAN上のすべてのシステムが、ルーターと通
信するために IPsecを有効にしなければなりません。

# LAN traffic must implement IPsec.

# {laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip.tun0 negotiate transport} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}

推奨されなくなった構文を使用してトランスポートモードの IPsecトン
ネルを構成する

この例では、Solaris 10 7/07システムを、Solaris 10リリースを実行しているシステム
に接続します。したがって、管理者は構成ファイルで Solaris 10の構文を使用
し、ifconfigコマンドに IPsecアルゴリズムを含めます。
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管理者は、572ページの「IPv4トランスポートモードの IPsecトンネルでVPNを保護
する方法」の手順に従いますが、構文を次のように変更します。

■ 手順 4で、ipsecinit.confファイルの構文は次のとおりです。

# LAN traffic to and from this address can bypass IPsec.

{laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}

■ 手順 14から手順 16で、セキュアトンネルを構成するための構文は次のとおりで
す。

# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1

# ifconfig ip.tun0 router up

# ifconfig ip.tun0 plumb

# ifconfig ip.tun0 10.16.16.6 10.1.3.3 \

tsrc 192.168.116.16 tdst 192.168.13.213 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1

ifconfigコマンドに渡す IPsecポリシーは、ipsecinit.confファイルに指定されて
いる IPsecポリシーと同じでなければなりません。各システムは、リブート時に
そのポリシーを含む ipsecinit.confファイルを読み込みます。

■ 手順 20で、hostname.ip.tun0ファイルの構文は次のとおりです。

10.16.16.6 10.1.3.3 tsrc 192.168.116.16 \

tdst 192.168.13.213 encr_algs aes encr_auth_algs sha1 router up

▼ IPv6トランスポートモードの IPsecトンネルで
VPNを保護する方法
IPv6ネットワークでVPNを使用するには、IPv4ネットワークの場合と同じ手順を実
行します。ただし、コマンドの構文は少し違います。特定のコマンドを実行する理
由についての詳細は、556ページの「IPv4トンネルモードの IPsecトンネルでVPNを
保護する方法」の該当する手順を参照してください。

注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

この手順では、次の構成パラメータを使用します。
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パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システム名 enigma partym

システムイントラネットインタ
フェース

hme1 hme1

システムインターネットインタ
フェース

hme0 hme0

システムイントラネットアドレス 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113

システムインターネットアドレス 2001::aaaa:6666:6666 2001::eeee:3333:3333

インターネットルーターの名前 router-E router-C

インターネットルーターのアドレス 2001::aaaa:0:4 2001::eeee:0:1

トンネル名 ip6.tun0 ip6.tun0

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

IPsecを構成する前に、パケットフローを制御します。

a. IP転送と IP動的経路制御が無効になっていることを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

--------------------------------------------------

...

IPv6 forwarding disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

IP転送や IP動的経路制御が有効な場合は、次のように入力して無効にします。

# routeadm -d ipv6-forwarding -d ipv6-routing

# routeadm -u

b. 次のコマンドを入力して IPの厳密宛先マルチホームをオンに設定します。
# ndd -set /dev/ip ip6_strict_dst_multihoming 1
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注意 –システムの起動時に、ip6_strict_dst_multihomingの値はデフォルトに戻り
ます。変更した値を持続させる方法については、585ページの「IPのス
プーフィングを防止する方法」を参照してください。

c. ほとんどのネットワークサービスが無効になっていることを確認します。
ループバックマウントと sshサービスが稼働していることを確認します。
# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

2つのシステム間に SAペアを追加します。
次のオプションのいずれかを選択します。

■ SA用のキーを管理するように IKEを設定します。607ページの「IKEの設定 (作業
マップ)」のいずれかの手順に従って、VPN用の IKEを構成します。

■ キーを手動で管理する決定的な理由がある場合は、540ページの「IPsecセキュリ
ティーアソシエーションを手動で作成する方法」を参照してください。

IPsecポリシーを追加します。
/etc/inet/ipsecinit.confファイルを編集して、VPN用の IPsecポリシーを追加しま
す。

a. enigmaシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# IPv6 Neighbor Discovery messages bypass IPsec.

{ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both} pass {}

# LAN traffic can bypass IPsec.

{laddr 6000:6666::aaaa:1116 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip6.tun0 negotiate transport}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}

b. partymシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを追加します。
# IPv6 Neighbor Discovery messages bypass IPsec.

{ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both} pass {}

# LAN traffic can bypass IPsec.

{laddr 6000:3333::eeee:1113 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{tunnel ip6.tun0 negotiate transport}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}

(省略可能) IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf
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トンネルを構成し、それを IPsecで保護する場合は、Solarisのリリースに応じて次の
手順に従います。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、手順 7から手順 13までを実行したあと、手順 22
の経路制御プロトコルを実行します。

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、手順 14から手
順 22までを実行します。

/etc/hostname.ip6.tun0ファイルで、トンネル ip6.tun0を構成します。

a. enigmaシステムで、hostname.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 router up

b. partymシステムで、hostname.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666 router up

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

hostname.ip6.tun0ファイルの内容をカーネルに読み込むには、ネットワークサービ
スを再起動します。
# svcadm restart svc:/network/initial:default

hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname6.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
2001::aaaa:6666:6666 inet6 router

b. partymシステムで、/etc/hostname6.hme1ファイルにルーターエントリを追加しま
す。
2001::eeee:3333:3333 inet6 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。

a. enigmaシステムで、privateフラグを /etc/hostname6.hme0ファイルに追加しま
す。
6000:6666::aaaa:1116 inet6 private

b. partymシステムで、privateフラグを /etc/hostname6.hme0ファイルに追加しま
す。
6000:3333::eeee:1113 inet6 private
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hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::aaaa:0:4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::eeee:0:1

手順を完了するために、手順 22に進んで経路制御プロトコルを実行します。

セキュアトンネル ip6.tun0を構成します。

注 –次の手順は、Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行しているシステムで
トンネルを構成するためのものです。

a. enigmaシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip6.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip6.tun0 inet6 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333

b. partymシステムで、次のコマンドを入力します。
# ifconfig ip6.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip6.tun0 inet6 6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 \

tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666

作成した IPsecポリシーでトンネルを保護します。
# ipsecconf

トンネル用のルーターを起動します。
# ifconfig ip6.tun0 router up

hme1インタフェースの IP転送をオンに設定します。
# ifconfig hme1 router

経路制御プロトコルによってイントラネット内のデフォルトのルートが通知されて
いないことを確認します。
# ifconfig hme0 private
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各システムで、hme0経由のデフォルトルートを手動で追加します。
デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。

a. enigmaシステムで、次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::aaaa:0:4

b. partymシステムで次のルートを追加します。
# route add -inet6 default 2001::eeee:0:1

各システムで、VPNがリブート後に開始するように、/etc/hostname6.ip6.tun0

ファイルにエントリを追加します。
このエントリは、手順 14で ifconfigコマンドに渡されたパラメータを複製します。

a. enigmaシステムで、hostname6.ip6.tun0ファイルに次のエントリを追加します。
6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 router up

b. partymシステムでは、次のエントリを hostname6.ip6.tun0ファイルに追加しま
す。
6000:3333::eeee:1113 6000:6666::aaaa:1116 \

tsrc 2001::eeee:3333:3333 tdst 2001::aaaa:6666:6666 router up

適切なパラメータが経路制御デーモンに渡されるようにインタフェースファイルを
設定します。

a. enigmaシステムで、/etc/hostname6.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname6.hme0

## enigma

6000:6666::aaaa:1116 inet6 private

# cat /etc/hostname6.hme1

## enigma

2001::aaaa:6666:6666 inet6 router

b. partymシステムで、/etc/hostname6.interfaceファイルを変更します。
# cat /etc/hostname6.hme0

## partym

6000:3333::eeee:1113 inet6 private

# cat /etc/hostname6.hme1

##

partym2001::eeee:3333:3333 inet6 router

経路制御プロトコルを実行します。
# routeadm -e ipv6-routing

# routeadm -u
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推奨されなくなった構文を使用して IPv6トランスポートモードの IPsec
トンネルを構成する

この例では、Solaris 10 7/07システムを、Solaris 10リリースを実行しているシステム
に接続します。したがって、管理者は構成ファイルで Solaris 10の構文を使用
し、ifconfigコマンドに IPsecアルゴリズムを含めます。

管理者は、579ページの「IPv6トランスポートモードの IPsecトンネルでVPNを保護
する方法」の手順に従いますが、構文を次のように変更します。

■ 手順 4で、ipsecinit.confファイルの構文は次のとおりです。

# IPv6 Neighbor Discovery messages bypass IPsec.

{ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both} pass {}

# LAN traffic can bypass IPsec.

{laddr 6000:3333::eeee:1113 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-1.

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1}

■ 手順 14から手順 17で、セキュアトンネルを構成するための構文は次のとおりで
す。

# ifconfig ip6.tun0 inet6 plumb

# ifconfig ip6.tun0 inet6 6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1

# ifconfig ip6.tun0 inet6 router up

ifconfigコマンドに渡す IPsecポリシーは、ipsecinit.confファイルに指定されて
いる IPsecポリシーと同じでなければなりません。各システムは、リブート時に
そのポリシーを含む ipsecinit.confファイルを読み込みます。

■ 手順 20で、hostname6.ip6.tun0ファイルの構文は次のとおりです。

6000:6666::aaaa:1116 6000:3333::eeee:1113 \

tsrc 2001::aaaa:6666:6666 tdst 2001::eeee:3333:3333 \

encr_algs aes encr_auth_algs sha1 router up

▼ IPのスプーフィングを防止する方法
システムがパケットの復号化を試みずに別のインタフェースに転送することを防止
するには、IPのスプーフィングをチェックする必要があります。その方法の 1つ
は、nddコマンドを使用して IP厳密宛先マルチホームのパラメータを設定すること
です。SMFマニフェストでこのパラメータが設定されている場合、システムのリ
ブート時にこのパラメータが設定されます。

例20–17
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注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

IPのスプーフィングをチェックするように、サイト固有の SMFマニフェストを作成
します。

次のサンプルスクリプト /var/svc/manifest/site/spoof_check.xmlを使用します。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type=’manifest’ name=’Custom:ip_spoof_checking’>

<!-- This is a custom smf(5) manifest for this system. Place this

file in /var/svc/manifest/site, the directory for local

system customizations. The exec method uses an unstable

interface to provide a degree of protection against IP

spoofing attacks when this system is acting as a router.

IP spoof protection can also be achieved by using ipfilter(5).

If ipfilter is configured, this service can be disabled.

Note: Unstable interfaces might be removed in later

releases. See attributes(5).

-->

<service

name=’site/ip_spoofcheck’

type=’service’

version=’1’>

<create_default_instance enabled=’false’ />

<single_instance />

<!-- Don’t enable spoof protection until the

network is up.

-->

<dependency

name=’basic_network’

grouping=’require_all’

restart_on=’none’

type=’service’>

<service_fmri value=’svc:/milestone/network’ />

</dependency>

<exec_method

type=’method’

name=’start’

exec=’/usr/sbin/ndd -set /dev/ip ip_strict_dst_multihoming 1’
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<!--

For an IPv6 network, use the IPv6 version of this command, as in:

exec=’/usr/sbin/ndd -set /dev/ip ip6_strict_dst_multihoming 1

-->

timeout_seconds=’60’

/>

<exec_method

type=’method’

name=’stop’

exec=’:true’

timeout_seconds=’3’

/>

<property_group name=’startd’ type=’framework’>

<propval

name=’duration’

type=’astring’

value=’transient’

/>

</property_group>

<stability value=’Unstable’ />

</service>

</service_bundle>

このマニフェストを SMFリポジトリにインポートします。
# svccfg import /var/svc/manifest/site/spoof_check.xml

ip_spoofcheckサービスを有効にします。

マニフェストで定義されている名前 /site/ip_spoofcheckを使用します。
# svcadm enable /site/ip_spoofcheck

ip_spoofcheckサービスがオンラインになっていることを確認します。
# svcs /site/ip_spoofcheck
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IPセキュリティーアーキテクチャー (リ
ファレンス)

この章では、次の内容について説明します。

■ 589ページの「IPsecサービス管理機能」
■ 590ページの「ipsecconfコマンド」
■ 591ページの「ipsecinit.confファイル」
■ 593ページの「ipsecalgsコマンド」
■ 593ページの「IPsecのセキュリティーアソシエーションデータベース」
■ 594ページの「IPsecキー生成ユーティリティー」
■ 595ページの「その他のユーティリティーに対する IPsec拡張機能」

使用しているネットワークに IPsecを実装する方法については、第 20章「IPsecの構
成 (手順)」を参照してください。IPsecの概要については、第 19章「IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (概要)」を参照してください。

IPsecサービス管理機能
サービス管理機能 (SMF)は、次の IPsecサービスを提供します。

■ svc:/network/ipsec/policyサービス – IPsecポリシーを管理します。デフォルトで
は、このサービスは有効になっています。config_fileプロパティーの値に
よって ipsecinit.confファイルの場所が決まります。初期値は
/etc/inet/ipsecinit.confです。

■ svc:/network/ipsec/ipsecalgsサービス – IPsecで使用できるアルゴリズムを管理
します。デフォルトでは、このサービスは有効になっています。

■ svc:/network/ipsec/manual-keyサービス –手動での鍵管理を有効にします。デ
フォルトでは、このサービスは無効になっています。config_fileプロパ
ティーの値によって ipseckeys構成ファイルの場所が決まります。初期値は
/etc/inet/secret/ipseckeysです。
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■ svc:/network/ipsec/ikeサービス – IKEを管理します。デフォルトでは、この
サービスは無効になっています。構成可能なプロパティーについては、653
ページの「サービス管理機能」を参照してください。

SMFの詳細については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18章「サービスの
管理 (概要)」を参照してください。smf(5)、svcadm(1M)、および svccfg(1M)のマ
ニュアルページも参照してください。

ipsecconfコマンド
ホストの IPsecポリシーを構成するには、ipsecconfコマンドを使用します。このコ
マンドを実行してポリシーを設定すると、IPsecポリシーのエントリがカーネル内に
作成されます。システムは、これらのエントリを使用して、インバウンドおよびア
ウトバウンドの IPデータグラムすべてがポリシーに沿っているかどうかを検査しま
す。転送されたデータグラムは、このコマンドで追加されたポリシー検査の対象外
になります。また、ipsecconfコマンドはセキュリティーポリシーデータベース
(SPD)を構成します。
■ 転送されたパケットを保護する方法については、ifconfig(1m)と tun(7M)を参照
してください。

■ IPsecポリシーオプションについては、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照
してください。

■ ipsecconfコマンドを使用してシステム間のトラフィックを保護する方法につい
ては、607ページの「IKEの設定 (作業マップ)」を参照してください。

ipsecconfコマンドを呼び出すには、スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き
受ける必要があります。このコマンドは、両方向のトラフィックを保護するエント
リを受け入れます。このコマンドは、片方向だけのトラフィックを保護するエント
リも受け入れます。

ローカルアドレスとリモートアドレスというパターンのポリシーエントリは、1つの
ポリシーエントリで両方向のトラフィックを保護します。たとえば、指定されたホ
ストに対して方向が指定されていない場合、laddr host1と raddr host2というパ
ターンを含むエントリは、両方向のトラフィックを保護します。そのため、各ホス
トにポリシーエントリを 1つだけ設定すれば済みます。

ソースアドレスから宛先アドレスへというパターンのポリシーエントリは、1方向の
みのトラフィックを保護します。たとえば、saddr host1 daddr host2 というパ
ターンのポリシーエントリは、インバウンドかアウトバウンドのどちらかのトラ
フィックのみを保護します。両方向ともは保護しません。したがって、両方向のト
ラフィックを保護するには、saddr host2 daddr host1 とという先ほどとは逆方向の
エントリを ipsecconfコマンドに渡す必要があります。

マシンがブートするときに IPsecポリシーが確実にアクティブになるようにするに
は、IPsecポリシーファイル /etc/inet/ipsecinit.confを作成します。このファイル
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は、ネットワークサービスが起動するときに読み取られます。IPsecポリシーファイ
ルを作成する方法については、529ページの「IPsecによるトラフィックの保護 (作業
マップ)」を参照してください。

Solaris 10 4/09リリース以降では、-cオプションを指定して ipsecconfコマンドを実行
すると、引数として指定した IPsecポリシーファイルの構文がチェックされます。

ipsecconfコマンドで追加されたポリシーエントリには持続性がなく、システムのリ
ブート時に失われます。システムの起動時に IPsecポリシーが確実にアクティブにな
るようにするには、/etc/inet/ipsecinit.confファイルにポリシーエントリを追加し
ます。現在のリリースでは、policyサービスを更新するか有効にします。Solaris 10
4/09リリースより前のリリースでは、リブートするか ipsecconfコマンドを使用しま
す。例については、529ページの「IPsecによるトラフィックの保護 (作業マップ)」を
参照してください。

ipsecinit.confファイル
Solarisオペレーティングシステム (Solaris OS)を起動したときに IPsecセキュリ
ティーポリシーを呼び出すには、特定の IPsecポリシーエントリを利用して構成
ファイルを作成し IPsecを初期化します。このファイルのデフォルトの名前は
/etc/inet/ipsecinit.confです。ポリシーエントリとその形式の詳細について
は、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照してください。ポリシーの構成
後、ipsecconfコマンドを使用すると、既存の構成を表示または変更できま
す。Solaris 10 4/09リリース以降では、policyサービスを更新することによって、既
存の構成を変更します。

サンプルの ipsecinit.confファイル
Solarisソフトウェアには、サンプルの IPsecポリシーファイル ipsecinit.sampleがあ
ります。このファイルをテンプレートとして独自の ipsecinit.confファイルを作成
できます。ipsecinit.sampleファイルには、次のエントリが含まれています。

#

# For example,

#

# {rport 23} ipsec {encr_algs des encr_auth_algs md5}

#

# will protect the telnet traffic originating from the host with ESP using

# DES and MD5. Also:

#

# {raddr 10.5.5.0/24} ipsec {auth_algs any}

#

# will protect traffic to or from the 10.5.5.0 subnet with AH

# using any available algorithm.

#

#

ipsecinit.confファイル
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# To do basic filtering, a drop rule may be used. For example:

#

# {lport 23 dir in} drop {}

# {lport 23 dir out} drop {}

# will disallow any remote system from telnetting in.

#

# If you are using IPv6, it may be useful to bypass neighbor discovery

# to allow in.iked to work properly with on-link neighbors. To do that,

# add the following lines:

#

# {ulp ipv6-icmp type 133-137 dir both } pass { }

#

# This will allow neighbor discovery to work normally.

ipsecinit.confと ipsecconfのセキュリティーに
ついて
ipsecinit.confファイルをネットワーク経由で転送するときには、特に注意する必
要があります。ネットワークマウントファイルが読み取られている場合、不正に読
み取られる可能性があります。たとえば、NFSマウントされたファイルシステムか
ら /etc/inet/ipsecinit.confファイルをアクセスまたはコピーしようとした場
合、このファイルに含まれるポリシーは不正に変更される可能性があります。

IPsecポリシーは通信を開始する前に設定してください。新しいポリシーエントリを
追加すると既存の接続が影響を受けることがあるためです。同じ理由から、通信の
途中ではポリシーを変更しないでください。

特に、SCTPソケット、TCPソケット、またはUDPソケットに対して、connect()ま
たは accept()関数呼び出しが行われた場合、これらのソケットの IPsecポリシーは変
更できません。ポリシーの変更ができないソケットを、「ラッチされたソ
ケット」と呼びます。新しいポリシーエントリは、すでにラッチされたソケットを
保護しません。詳細については、connect(3SOCKET)と accept(3SOCKET)のマニュア
ルページを参照してください。

ネーミングシステムを保護してください。次の 2つの条件に該当する場合、そのホ
スト名は信頼できません。

■ ソースアドレスが、ネットワークを介して参照できるホストである。
■ ネーミングシステムの信頼性に問題がある。

セキュリティーの弱点の多くは、実際のツールではなく、ツールの使用方法にあり
ます。ipsecconfコマンドを使用するときは注意が必要です。各操作の最も安全な
モードでコンソールを使用するか、ハード接続のTTYを使用してください。
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ipsecalgsコマンド
Solaris暗号化フレームワークは、認証と暗号化のアルゴリズムを IPsecに提供しま
す。ipsecalgsコマンドを使用すると、各 IPsecプロトコルでサポートされているア
ルゴリズムを一覧表示できます。ipsecalgsの構成は /etc/inet/ipsecalgsファイル
に保存されます。通常、このファイルを変更する必要はありません。ただし、この
ファイルを変更する必要がある場合は、ipsecalgsコマンドを使用します。決して直
接には編集しないでください。現在のリリースでは、サポートされるアルゴリズム
は、システムの起動時に svc:/network/ipsec/ipsecalgs:default サービスによって
カーネルと同期されます。

有効な IPsecプロトコルおよびアルゴリズムは、RFC 2407に記載されている ISAKMP
解釈ドメイン (DOI)によって記述されます。一般的な意味では、DOIは、データ形
式、ネットワークトラフィック交換タイプ、およびセキュリティー関連情報の命名
規約を定義します。セキュリティー関連情報の例としては、セキュリティーポリ
シーや、暗号化アルゴリズム、暗号化モードなどがあります。

特に、ISAKMP DOIは、有効な IPsecアルゴリズム PROTO_IPSEC_AHとそのプロトコル
の PROTO_IPSEC_ESPの命名規約や番号付け規約を定義します。1つのアルゴリズムは
1つのプロトコルだけに関連します。このような ISAKMP DOI定義
は、/etc/inet/ipsecalgsファイルにあります。アルゴリズム番号とプロトコル番号
は、Internet Assigned Numbers Authority (IANA)によって定義されます。ipsecalgsコ
マンドは、IPsecアルゴリズムのリストを拡張します。

アルゴリズムの詳細については、ipsecalgs(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。Solaris暗号化フレームワークの詳細については、『Solarisのシステム管理 (セ
キュリティサービス)』の第 13章「Solarisの暗号化フレームワーク (概要)」を参照し
てください。

IPsecのセキュリティーアソシエーションデータベース
IPsecセキュリティーサービスの鍵情報は、セキュリティーアソシエーションデータ
ベース (SADB)に保存されます。セキュリティーアソシエーション (SA)は、インバウ
ンドパケットとアウトバウンドパケットを保護します。SADBの保守は、1つまたは
複数の (そしておそらくは協力する)ユーザープロセスがメッセージを特殊なソ
ケット経由で送信することによって行われます。SADBを保守するこの方法は、
route(7P)のマニュアルページで説明している方法に類似しています。SADBにアク
セスできるのは、スーパーユーザーか、同等の役割を引き受けたユーザーだけで
す。

in.ikedデーモンと ipseckeyコマンドは PF_KEYソケットインタフェースを使用して
SADBを保守します。SADBが要求やメッセージを処理する方法の詳細について
は、pf_key(7P)のマニュアルページを参照してください。
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IPsecキー生成ユーティリティー
IKEプロトコルは、IPv4アドレスおよび IPv6アドレスのキーを自動的に管理しま
す。IKEを設定する方法については、第 23章「IKEの設定 (手順)」を参照してくださ
い。手動キーユーティリティーは ipseckeyコマンドです (ipseckey(1M)のマニュア
ルページを参照)。

セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB)を手動で生成するに
は、ipseckeyコマンドを使用します。通常、手動での SA生成は、何らかの理由で
IKEを使用できない場合に使用します。ただし、SPIの値が一意であれば、手動での
SA生成と IKEを同時に使用することができます。

ipseckeyコマンドを使用すると、システムで認識されているすべての SAを表示でき
ます。このような SAには、手動または IKEによって鍵が追加されています。Solaris
10 4/09リリース以降では、-cオプションを指定して ipseckeyコマンドを実行する
と、引数として指定した鍵ファイルの構文がチェックされます。

ipseckeyコマンドで追加された IPsec SAには持続性がなく、システムのリブート時
に失われます。現在のリリースでは、手動で追加した SAをシステムの起動時に有効
にするには、/etc/inet/secret/ipseckeys ファイルにエントリを追加してか
ら、svc:/network/ipsec/manual-key:defaultサービスを有効にします。手順につい
ては、540ページの「IPsecセキュリティーアソシエーションを手動で作成する方
法」を参照してください。

ipseckeyコマンドには少数の一般オプションしかありませんが、多くのコマンド言
語をサポートしています。マニュアルキー操作に固有のプログラムインタフェース
で要求を配信するように指定することもできます。詳細については、pf_key(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。

ipseckeyにおけるセキュリティーについて
ipseckeyコマンドを使用すると、スーパーユーザーまたはNetwork Securityまたは
Network IPsec Management権利プロファイルの役割を引き受けたユーザーは、暗号鍵
に関する機密情報を入力できます。場合によっては、不正にこの情報にアクセスし
て IPsecトラフィックのセキュリティーを損なうことも可能です。

IPsecキー生成ユーティリティー
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鍵情報を扱う場合および ipseckeyコマンドを使用する場合には、次のことに注意し
てください。

■ 鍵情報を更新しているかどうか。定期的にキーを更新することが、セキュリ
ティーの基本作業となります。キーを更新することで、アルゴリズムとキーの脆
弱性が暴かれないように保護し、公開されたキーの侵害を制限します。

■ TTYがネットワークに接続されているか。ipseckeyコマンドは対話モードで実行
されているか。
■ 対話モードの場合、鍵情報のセキュリティーは、TTYのトラフィックに対応
するネットワークパスのセキュリティーになります。平文の telnetや rlogin
セッションでは、ipseckeyコマンドを使用しないでください。

■ ローカルウィンドウでも、ウィンドウを読み取ることのできる隠密プログラム
からの攻撃には無防備です。

■ -fオプションを使用しているか。ファイルはネットワークを介してアクセスされ
ているか。ファイルは外部から読み取り可能か。
■ ネットワークマウントファイルが読み取られている場合、不正に読み取られる
可能性があります。外部から読み取れるファイルに鍵情報を保存して使用しな
いでください。

■ ネーミングシステムを保護してください。次の 2つの条件に該当する場合、そ
のホスト名は信頼できません。
■ ソースアドレスが、ネットワークを介して参照できるホストである。
■ ネーミングシステムの信頼性に問題がある。

セキュリティーの弱点の多くは、実際のツールではなく、ツールの使用方法にあり
ます。ipseckeyコマンドを使用するときには注意が必要です。各操作の最も安全な
モードでコンソールを使用するか、ハード接続のTTYを使用してください。

その他のユーティリティーに対する IPsec拡張機能
ifconfigコマンドには、トンネルインタフェースで IPsecポリシーを管理するオプ
ションがあります。snoopコマンドは、AHヘッダーと ESPヘッダーを構文解析でき
ます。

ifconfigコマンドと IPsec
Solaris 10、Solaris 10 7/05、Solaris 10 1/06、および Solaris 10 11/06リリースの場合:
IPsecをサポートするため、ifconfigでは次のオプションを利用できます。Solaris 10
7/07リリースでは、これらのセキュリティーオプションは ipsecconfコマンドで処理
されます。

■ auth_algs

その他のユーティリティーに対する IPsec拡張機能
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■ encr_auth_algs

■ encr_algs

すべての IPsecセキュリティーオプションは 1度の呼び出しでトンネルに指定する必
要があります。たとえば、ESPだけを使ってトラフィックを保護する場合、次のよう
に両方のセキュリティーオプションを指定して、トンネル ip.tun0を設定します。

# ifconfig ip.tun0 encr_algs aes encr_auth_algs md5

同様に、ipsecinit.confエントリは、次のように 1度に両方のセキュリティーオプ
ションを指定して、トンネルを構成します。

# WAN traffic uses ESP with AES and MD5.

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs md5}

auth_algsセキュリティーオプション
このオプションは、指定した認証アルゴリズムで、トンネルの IPsec AHを有効にで
きます。auth_algsオプションの書式は次のとおりです。

auth_algs authentication-algorithm

アルゴリズムには、番号またはアルゴリズム名を指定できます。特定のアルゴリズ
ムが指定されないようにするパラメータ anyも使用できます。トンネルセキュリ
ティーを無効にするには、次のオプションを指定します。

auth_algs none

利用できる認証アルゴリズムのリストについては、ipsecalgsコマンドを実行してく
ださい。

注 – auth_algsオプションはNAT-Traversalと一緒には機能しません。詳細は、
524ページの「IPsecとNAT越え」を参照してください。

encr_auth_algsセキュリティーオプション
このオプションは、指定した認証アルゴリズムで、トンネルの IPsec ESPを有効にで
きます。encr_auth_algsオプションの書式は次のとおりです。

encr_auth_algs authentication-algorithm

アルゴリズムには、番号またはアルゴリズム名を指定できます。特定のアルゴリズ
ムが指定されないようにするパラメータ anyも使用できます。ESP暗号化アルゴリズ
ムを指定し、認証アルゴリズムを指定しない場合、ESP認証アルゴリズム値はデ
フォルトのパラメータ anyになります。

利用できる認証アルゴリズムのリストについては、ipsecalgsコマンドを実行してく
ださい。
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encr_algsセキュリティーオプション
このオプションは、指定した暗号化アルゴリズムで、トンネルの IPsec ESPを有効に
できます。encr_algsオプションの書式は次のとおりです。

encr_algs encryption-algorithm

このアルゴリズムの場合、番号またはアルゴリズム名を指定できます。トンネルセ
キュリティーを無効にするには、次のオプションを指定します。

encr_algs none

ESP認証アルゴリズムを指定し、暗号化アルゴリズムを指定しない場合、ESP暗号化
アルゴリズム値はデフォルトのパラメータ nullになります。

利用できる暗号化アルゴリズムのリストについては、ipsecalgsコマンドを実行して
ください。

snoopコマンドと IPsec
snoopコマンドは、AHヘッダーと ESPヘッダーを構文解析できます。ESPはその
データを暗号化するため、ESPで暗号化および保護されたヘッダーは snoopコマンド
では読み取ることができません。しかし、AHはデータを暗号化しません。した
がって、AHで保護されたトラフィックは snoopコマンドで読み取ることができま
す。このコマンドに -Vオプションを指定すると、いつAHがパケットに使用されて
いるかを表示できます。詳細は、snoop(1m)のマニュアルページを参照してくださ
い。

保護されたパケットに snoopコマンドを実行した場合の詳細な出力については、
545ページの「IPsecによってパケットが保護されていることを確認する方法」を参
照してください。
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インターネットキー交換 (概要)

インターネットキー交換 (Internet Key Exchange、IKE)は、Ipsecの鍵管理を自動化し
ます。IKEについて説明するこの章の内容は次のとおりです。
■ 599ページの「IKEの新機能」
■ 600ページの「IKEによる鍵管理」
■ 600ページの「IKEのキーネゴシエーション」
■ 602ページの「IKE構成の選択」
■ 603ページの「IKEとアクセラレータハードウェア」
■ 604ページの「IKEとハードウェアストレージ」
■ 604ページの「IKEユーティリティーおよび IKEファイル」
■ 605ページの「Solaris 10リリースにおける IKEの変更」

IKEを実装する手順については、第 23章「IKEの設定 (手順)」を参照してくださ
い。参照情報については、第 24章「インターネットキー交換 (リファレンス)」を参
照してください。IPsecについては、第 19章「IPセキュリティーアーキテクチャー
(概要)」を参照してください。

IKEの新機能
Solaris 10 4/09:このリリース以降、サービス管理機能 (SMF)は IKEをサービスとして
管理します。デフォルトでは、svc:/network/ipsec/ike:defaultサービスは無効に
なっています。また、このリリースでは、IPsecと IKEを管理するためのNetwork
IPsec Management権利プロファイルが用意されています。

Solaris 10 7/07:このリリース以降では、IKEでAESアルゴリズムを使用でき、IKEを
大域ゾーンで構成して非大域ゾーンで使用できます。

■ SO_ALLZONESソケットオプションを指定すると、IKEで非大域ゾーンのトラ
フィックを処理できるようになります。

■ Solarisの新機能の完全な一覧や各 Solarisリリースの説明については、『Oracle
Solaris 10 9/10の新機能』を参照してください。
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IKEによる鍵管理
IPsecセキュリティーアソシエーション (SA)の鍵情報を管理することを「鍵管理」と
いいます。自動鍵管理では、キーの作成、認証、および交換にセキュリティー保護
された通信チャネルを要求します。Solarisオペレーティングシステムでは、Internet
Key Exchange (IKE)を使って鍵管理を自動化します。IKEを使用すれば、セキュリ
ティー保護されたチャネルを大量のトラフィックに割り当てるために容易にス
ケーリングできます。IPv4および IPv6パケットの IPsec SAでは、IKEの利点を生かす
ことができます。

Sun Crypto Accelerator 1000ボード、Sun Crypto Accelerator 4000ボード、または Sun
Crypto Accelerator 6000ボードを搭載したシステムで IKEを使用する場合には、公開
鍵の操作はこのボードで行われます。公開鍵の操作のためにオペレーティングシス
テムのリソースが使用されることはありません。Sun Crypto Accelerator 4000ボードま
たは Sun Crypto Accelerator 6000ボードを搭載したシステムで IKEを使用する場合に
は、証明書、公開鍵、および非公開鍵はこのボードに格納されます。鍵の格納先を
システム以外の場所にすることで、保護機能が強化されます。

IKEのキーネゴシエーション
IKEデーモン in.ikedは、機密性の高い方法で、SAの鍵情報をネゴシエートし、認
証します。また、Solarisオペレーティングシステムによって提供される内部機能か
らキーのランダムシードを使用します。IKEは、PFS (Perfect Forward Secrecy)をサ
ポートしています。PFSでは、データ伝送を保護するキーを使用しないで追加キーを
取得し、データ伝送のキーの作成に使用するシードを再利用しません。in.iked(1M)
のマニュアルページを参照してください。

IKEデーモンによってリモートシステムの公開暗号鍵が検出されると、ローカルシス
テムではその鍵を使用できるようになります。ローカルシステムは、リモートシス
テムの公開鍵を使用してメッセージを暗号化します。メッセージを読み取れるの
は、このリモートシステムだけです。IKEデーモンでは、そのジョブを「交換」と呼
ばれる 2つのフェーズで実行します。

IKEのキー用語について
次の表は、キーネゴシエーションで使用される用語と、一般的に使われるその略
語、各用語の定義と使用についてまとめたものです。
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表 22–1 キーネゴシエーションの用語、略語、使用

キーネゴシエーション
の用語 略語 定義と使用

キー交換 非対称暗号化アルゴリズムのキーを生成する処理。主な手法には
RSAプロトコルとDiffie-Hellmanプロトコルがあります。

Diffie-Hellmanプロ
トコル

DH キー生成とキー認証に関るキー交換プロトコル。しばしば「認証
されたキー交換」と呼ばれます。

RSAプロトコル RSA キー生成とキー転送に関るキー交換プロトコル。このプロトコル
名は、作成者のRivest、Shamir、Adlemanの三氏に因んでいま
す。

Perfect Forward
Secrecy

PFS 認証されたキー交換だけに適用されます。PFSでは、キーの長期
的な機密情報が、以前の通信で交換されたキーの機密性を損なう
ことがありません。

PFSでは、データ伝送を保護するために使用されるキーが、追加
のキーを導き出すために使用されることはありません。さら
に、データ伝送を保護するために使用されるキーのソースが、追
加のキーを導き出すために使用されることはありません。

Oakley方式 フェーズ 2のキーを安全な方法で確立する 1つの手法。このプロ
トコルは、キー交換のDiffie-Hellman方式に似ていま
す。Diffie-Hellmanと同じように、Oakleyグループキー交換で
は、キー生成とキー認証が行われます。Oakley方式は PFSのネゴ
シエーションに使用されます。

IKEフェーズ1交換
フェーズ 1交換は、「メインモード」といわれているものです。フェーズ 1交換で
は、IKEは公開鍵暗号方式を使用して、ピア IKEエンティティーと IKE自体を認証し
ます。その結果がインターネットセキュリティーアソシエーションと鍵管理プロト
コル (ISAKMP)セキュリティーアソシエーション (SA)で、IKEで IPデータグラムの
鍵情報のネゴシエーションを行うためのセキュリティー保護されたチャネルとなり
ます。IPsec SAとは異なり、ISAKMP SAは双方向であるため、1つの SAだけ必要で
す。

IKEがフェーズ 1交換で鍵情報をネゴシエートする方法は構成可能です。IKEで
は、/etc/inet/ike/configファイルから設定情報を読み取ります。次の設定情報があ
ります。

■ グローバルパラメータ (公開鍵証明書の名前など)
■ PFS (Perfect Forward Secrecy)を使用する場合
■ 影響を受けるインタフェース
■ セキュリティープロトコルとそのアルゴリズム
■ 認証方式

IKEのキーネゴシエーション
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認証方式には、事前共有鍵と公開鍵証明書の 2つがあります。公開鍵証明書は自己
署名付きであっても、公開鍵インフラ (PKI)組織の認証局 (CA)が発行したもので
あってもかまいません。この組織には、Trusted、Entrust、GeoTrust、RSA
Security、Verisignなどがあります。

IKEフェーズ2交換
フェーズ 2交換は「クイックモード」といいます。フェーズ 2交換では、IKEは IKE
デーモンを実行するシステム間の IPsec SAを作成および管理します。また、フェーズ
1交換で作成したセキュリティー保護されたチャネルを使用して、鍵情報の伝送を保
護します。IKEデーモンは、/dev/randomデバイスを使用して乱数発生関数から
キーを作成します。また、IKEデーモンは、キーを一定の割合 (構成可能)で更新し
ます。この鍵情報は、IPsecポリシーの構成ファイル ipsecinit.confに指定されてい
るアルゴリズムによって使用されます。

IKE構成の選択
/etc/inet/ike/config構成ファイルには、IKEポリシーのエントリが含まれていま
す。2つの IKEデーモンを相互に認証するためには、これらのエントリが有効でなけ
ればなりません。さらに、鍵情報も必要です。構成ファイルのエントリ
は、フェーズ 1交換を認証するための鍵情報の使用方法を決定します。選択肢
は、事前共有鍵か公開鍵証明書のどちらかです。

エントリ auth_method presharedは、事前共有鍵が使用されることを示しま
す。auth_methodの値が preshared以外の場合には、公開鍵証明書が使用されること
を示します。公開鍵証明書は自己署名付きにするか、PKI組織から発行できます。詳
細は、ike.config(4)のマニュアルページを参照してください。

IKEと事前共有鍵
事前共有鍵は、管理者によって 1つのシステムで作成され、そのあと、リモートシ
ステムの管理者によって別帯域で共有されます。管理者は、大きなランダム鍵を作
成すること、そのファイルと別帯域での伝送の保護に十分注意する必要がありま
す。鍵は、各システムの /etc/inet/secret/ike.presharedファイルに保存されま
す。IPsecの場合は ipseckeysファイルですが、IKEの場合は ike.presharedファイル
となります。ike.presharedファイルにある鍵に何らかの問題があると、その鍵から
導出されるすべての鍵に問題が発生します。

あるシステムの事前共有鍵は、そのリモートシステムの鍵と同一である必要があり
ます。これらの鍵は、特定の IPアドレスに関連付けられています。あるシステムの
管理者が通信先のシステムを制御する場合、これらの鍵は最も安全です。詳細
は、ike.preshared(4)のマニュアルページを参照してください。
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IKEと公開鍵証明書
公開鍵証明書を使用すると、通信するシステムが秘密鍵情報を帯域外で共有する必
要がなくなります。公開鍵では、鍵の認証とネゴシエーションにDiffie-Hellmanプロ
トコル (DH)を使用します。公開鍵証明書には、2つの方法があります。公開鍵証明
書は、自己署名付きにすることも、認証局 (CA)が認証することもできます。

自己署名付き公開鍵証明書は、自ら (管理者)が作成します。ikecert certlocal -ks

コマンドを実行して、システムの公開鍵と非公開鍵のペアの非公開部分を作成しま
す。そのあと、管理者は、リモートシステムからX.509形式で自己署名付き証明書の
出力を取得します。リモートシステムの証明書は、鍵のペアの公開部分の ikecert

certdbコマンドに入力されます。自己署名付き証明書は、通信するシステムの
/etc/inet/ike/publickeysディレクトリに保存されます。証明書をシステムに接続さ
れているハードウェアに保存したい場合は、-Tオプションを指定します。

自己署名付き証明書は、事前共有鍵とCA間の中間ポイントになります。事前共有鍵
とは異なり、自己署名付き証明書は移動体システムまたは再番号付け可能なシステ
ムで使用できます。固定番号を使用しないで、システムの証明書に自己署名するに
は、DNS ( www.example.org)または email (root@domain.org)の代替名を使用します。

公開鍵は、PKIまたはCA組織で配信できます。公開鍵とそれに関連するCA
は、/etc/inet/ike/publickeysディレクトリに格納されます。証明書をシステムに接
続されているハードウェアに保存したい場合は、-Tオプションを指定します。ま
た、ベンダーは証明書失効リスト (CRL)も発行します。管理者は鍵とCAを格納する
だけでなく、CRLを /etc/inet/ike/crlsディレクトリに格納する責任があります。

CAには、サイトの管理者ではなく、外部の機関によって認証されるといった特長が
あります。その点では、CAは公証された証明書となります。自己署名付き証明書と
同様に、CAは移動体システムまたは再番号付け可能なシステムで使用できます。そ
の一方、自己署名付き証明書とは異なり、CAは通信する多くのシステムを保護する
ために容易にスケーリングできます。

IKEとアクセラレータハードウェア
IKEアルゴリズムは、特にフェーズ 1交換において大量の処理を必要とします。大量
の交換処理を行うシステムでは、Sun Crypto Accelerator 1000ボードを使って公開鍵の
操作を処理できます。フェーズ 1の大量の処理には、Sun Crypto Accelerator 6000
ボードおよび Sun Crypto Accelerator 4000ボードを使用することもできます。

IKEの負荷を高速化ボードに移すために IKEをどのように構成するかについては、646
ページの「Sun Crypto Accelerator 1000ボードを検出するように IKEを設定する方
法」を参照してください。キーを格納する方法については、647ページの「Sun
Crypto Accelerator 4000ボードを検出するように IKEを設定する方法」と
cryptoadm(1M)のマニュアルページを参照してください。
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IKEとハードウェアストレージ
公開鍵証明書、非公開鍵、公開鍵は、Sun Crypto Accelerator 6000または Sun Crypto
Accelerator 4000ボードに格納できます。RSA暗号化の場合、Sun Crypto Accelerator
4000ボードは最大で 2048ビットをサポートします。DSA暗号化の場合、このボード
は最大で 1024ビットをサポートします。Sun Crypto Accelerator 6000ボード
は、SHA-512および ECCアルゴリズムをサポートします。

ボードにアクセスするように IKEを構成する方法については、646ページの「Sun
Crypto Accelerator 1000ボードを検出するように IKEを設定する方法」を参照してく
ださい。ボードに証明書や公開鍵を追加する方法については、631ページの「ハード
ウェア上で公開鍵証明書を生成、格納する方法」を参照してください。

IKEユーティリティーおよび IKEファイル
次の表は、IKEポリシーの構成ファイルや、IKEキーの格納場所、IKEを実装する各
種のコマンドとサービスについてまとめたものです。サービスの詳細について
は、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18章「サービスの管理 (概要)」を参照
してください。

表 22–2 IKE構成ファイル、キーの格納場所、コマンド、サービス

ファイル、場所、コマンド、または
サービス 説明 詳細

svc:/network/ipsec/ike 現在のリリースでは、IKEを管理する SMF。 smf(5)

/usr/lib/inet/in.ikedデーモン インターネットキー交換 (IKE)デーモン。自動鍵管理を有
効にします。現在のリリースでは、ikeサービスがこの
デーモンを有効にします。これより前のリリースで
は、in.ikedコマンドを使用します。

in.iked(1M)

/usr/sbin/ikeadmコマンド IKEポリシーの表示および変更用 IKE管理コマンド。 ikeadm(1M)

/usr/sbin/ikecertコマンド 公開鍵証明書が格納されているローカルデータベースを
操作する証明書データベース管理コマンド。データ
ベースも接続された Sun Crypto Accelerator 4000ボードに
格納できます。

ikecert(1M)

/etc/inet/ike/configファイル /etc/inetディレクトリにある、デフォルトの IKEポリ
シー構成ファイル。インバウンド IKE要求のマッチング
とアウトバウンド IKE要求の準備に関するサイトの規則
が含まれています。

現在のリリースでは、このファイルが存在する場合、ike

サービスが有効になると in.ikedデーモンが起動しま
す。このファイルの場所は svccfgコマンドで変更するこ
とができます。

ike.config(4)
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表 22–2 IKE構成ファイル、キーの格納場所、コマンド、サービス (続き)
ファイル、場所、コマンド、または
サービス 説明 詳細

ike.presharedファイル /etc/inet/secretディレクトリにある事前共有鍵ファイ
ル。フェーズ 1交換での認証の秘密鍵情報が含まれま
す。事前共有鍵を使って IKEを構成するときに使用され
ます。

ike.preshared(4)

ike.privatekeysディレクトリ /etc/inet/secretディレクトリにある非公開鍵ディレク
トリ。公開鍵と非公開鍵のペアの非公開部分が含まれて
います。

ikecert(1M)

publickeysディレクトリ /etc/inet/ikeディレクトリ内のディレクトリ。公開鍵と
証明書ファイルが格納されています。公開鍵と非公開鍵
のペアの公開部分が含まれています。

ikecert(1M)

crlsディレクトリ /etc/inet/ikeディレクトリ内のディレクトリ。公開鍵や
証明書ファイルの失効リストが格納されています。

ikecert(1M)

Sun Crypto Accelerator 1000ボード オペレーティングシステムの処理を少なくすることで公
開鍵操作を高速化するハードウェア。

ikecert(1M)

Sun Crypto Accelerator 4000ボード オペレーティングシステムの処理を少なくすることで公
開鍵操作を高速化するハードウェア。公開鍵、非公開
鍵、および公開鍵証明書も格納します。

ikecert(1M)

Solaris 10リリースにおける IKEの変更
Solaris 9リリース以降、IKEに次の機能が追加されています。

■ IKEを使用すれば、IPv6ネットワークでの IPsecのキー交換を自動化できます。詳
細は、600ページの「IKEによる鍵管理」を参照してください。

注 – IKEを使って、非大域ゾーンでの IPsecのキーを管理することはできません。

■ IKEでの公開鍵操作を Sun Crypto Accelerator 1000ボードや Sun Crypto Accelerator
4000ボードで高速化できます。処理がボードで実行されます。このため、暗号化
処理が高速化され、オペレーティング環境の消費リソースも少なくて済みま
す。詳細は、603ページの「IKEとアクセラレータハードウェア」を参照してくだ
さい。手順については、645ページの「接続したハードウェアを検出するための
IKEの設定 (作業マップ)」を参照してください。

■ 公開鍵証明書や、非公開鍵、公開鍵を Sun Crypto Accelerator 4000ボードに格納で
きます。キーのストレージについては、604ページの「IKEとハードウェアスト
レージ」を参照してください。
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■ IKEを使用すれば、NATボックスの後ろから IPsecのキー交換を自動化できま
す。このトラフィックでは、IPv4ネットワークを使用する必要があります。さら
に、NATを横断する IPsec ESPキーをハードウェアで高速化することはできませ
ん。詳細は、524ページの「IPsecとNAT越え」を参照してください。手順につい
ては、637ページの「移動体システム用の IKEの設定 (作業マップ)」を参照してく
ださい。

■ 再伝送パラメータとパケットタイムアウトパラメータが /etc/inet/ike/config

ファイルに追加されています。これらのパラメータは、IKEフェーズ 1 (メイン
モード)ネゴシエーションを調整することによって、ネットワークの干渉や、重
いネットワークトラフィック、さらに、IKEプロトコルの実装方法が異なるプ
ラットフォームとの相互操作などを処理するためのものです。パラメータの詳細
は、ike.config(4)のマニュアルページを参照してください。手順については、648
ページの「IKE転送パラメータの変更 (作業マップ)」を参照してください。
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IKEの設定 (手順)

この章では、使用するシステムにあわせて Internet Key Exchange (IKE)を設定する方
法について説明します。IKEの設定が完了すると、そのネットワークにおける IPsec
の鍵情報が自動的に生成されます。この章では、次の内容について説明します。

■ 607ページの「IKEの設定 (作業マップ)」
■ 608ページの「事前共有鍵による IKEの設定 (作業マップ)」
■ 619ページの「公開鍵証明書による IKEの設定 (作業マップ)」
■ 637ページの「移動体システム用の IKEの設定 (作業マップ)」
■ 645ページの「接続したハードウェアを検出するための IKEの設定 (作業マップ)」
■ 648ページの「IKE転送パラメータの変更 (作業マップ)」

IKEの概要については、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照してくだ
さい。IKEの参照情報については、第 24章「インターネットキー交換 (リファレン
ス)」を参照してください。詳細な手順については、ikeadm(1M)、ikecert(1M)、およ
び ike.config(4)のマニュアルページで使用例のセクションを参照してください。

IKEの設定 (作業マップ)
IKEを認証するには、事前共有鍵、自己署名付き証明書、および認証局 (CA)の証明
書を使用できます。規則として、保護しようとしているエンドポイントには、特定
の IKE認証方法を関連付けます。したがって、1つのシステムに 1つまたはすべての
IKE認証方法を使用できます。PKCS #11ライブラリへのポインタによって、証明書
は、接続されたハードウェアアクセラレータを使用できます。

IKEを設定したあと、IKE設定を使用する IPsec作業を実行します。次の表に、特定
の IKE設定に注目した作業マップを示します。
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タスク 説明 説明

事前共有鍵で IKEを設定し
ます

2つのシステムに秘密鍵を共有させることによ
り、その通信を保護します。

608ページの「事前共有鍵による IKEの
設定 (作業マップ)」

公開鍵証明書で IKEの設定
します

公開鍵証明書を使って通信を保護します。証明
書は、自己署名付き、または PKI機関の保証付
きです。

619ページの「公開鍵証明書による IKE
の設定 (作業マップ)」

NAT境界を越えます IPsecと IKEを設定して、移動体システムと通信
します

637ページの「移動体システム用の IKE
の設定 (作業マップ)」

公開鍵証明書を生成し、接
続されたハードウェアに格
納するように設定します

Sun Crypto Accelerator 1000ボードまたは Sun
Crypto Accelerator 4000ボードを使って IKE操作
を高速化します。Sun Crypto Accelerator 4000
ボードには、公開鍵証明書も格納できます。

645ページの「接続したハードウェアを
検出するための IKEの設定 (作業
マップ)」

フェーズ 1鍵ネゴシ
エーションパラメータを調
整します

IKE鍵ネゴシエーションのタイミングを変更し
ます。

648ページの「IKE転送パラメータの変
更 (作業マップ)」

事前共有鍵による IKEの設定 (作業マップ)
次の表に、事前共有鍵で IKEを設定および保守する手順を示します。

タスク 説明 説明

事前共有鍵で IKEを設定し
ます

共有する IKEポリシーファイルと 1つの鍵を作
成します。

609ページの「事前共有鍵により IKEを
設定する方法」

実行中の IKEシステムで事
前共有鍵を更新します

通信するシステムに最新の鍵情報を追加しま
す。

612ページの「IKEの事前共有鍵を更新
する方法」

実行中の IKEシステムへ事
前共有鍵を追加します

現在 IKEポリシーを実施しているシステム
に、新しい IKEポリシーエントリと新しい鍵情
報を追加します。

615ページの「ipsecinit.confの新しい
ポリシーエントリ用に IKE事前共有鍵
を追加する方法」

事前共有鍵が同一であるこ
とをチェックします

両方のシステムの事前共有鍵を表示して、その
鍵が同一であることを調べます。

618ページの「事前共有鍵が同一である
ことを確認する方法」

事前共有鍵による IKEの設定
事前共有鍵は、IKE用の最も簡単な認証方法です。2つのシステムが IKEを使用する
ように設定している場合、さらに、両方のシステムの管理者である場合、事前共有
鍵を使用することはよい選択です。しかし、公開鍵認証とは異なり、事前共有鍵は
特定の IPアドレスに縛られます。事前共有鍵は、移動体システムなど、番号が変更
される可能性があるシステムでは使用できません。また、事前共有鍵を使用すると
きには、接続されたハードウェアに IKE計算を任せることはできません。
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▼ 事前共有鍵により IKEを設定する方法
IKE実装では、鍵の長さが異なるさまざまなアルゴリズムが提供されます。鍵の長さ
は、サイトのセキュリティーに応じて選択します。一般的に、鍵の長さが長いほ
ど、セキュリティーが高くなります。

これらの手順には、システム名 enigmaおよび partymを使用します。enigmaと partym

を各自使用しているシステムの名前に置き換えてください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

システムごとに、/etc/inet/ike/config.sampleファイルを /etc/inet/ike/configに
コピーします。

システムごとに、規則とグローバルパラメータを ike/configファイルに入力しま
す。
これらの規則やグローバルパラメータは、システムの ipsecinit.confファイルに設
定されている IPsecポリシーが正しく動作するものでなければなりません。次の
ike/configの例は、531ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護す
るには」の ipsecinit.confの例で機能します。

a. たとえば、enigmaシステムの /etc/inet/ike/configファイルを次のように変更し
ます。
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## Global parameters

#

## Phase 1 transform defaults

p1_lifetime_secs 14400

p1_nonce_len 40

#

## Defaults that individual rules can override.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg des }

p2_pfs 2

#

## The rule to communicate with partym

# Label must be unique

1
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{ label "enigma-partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha1 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

注 – auth_methodパラメータのすべての引数は同じ行になければなりません。

b. partymシステムの /etc/inet/ike/configファイルを次のように変更します。
### ike/config file on partym, 192.168.13.213

## Global Parameters

#

p1_lifetime_secs 14400

p1_nonce_len 40

#

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg des }

p2_pfs 2

## The rule to communicate with enigma

# Label must be unique

{ label "partym-enigma"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha1 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

システムごとに、ファイルの構文を確認します。
# /usr/lib/inet/in.iked -c -f /etc/inet/ike/config

鍵情報として使用する乱数を生成します。

乱数発生関数がすでにある場合は、それを使用してください。Solarisシステムで
は、odコマンドを使用できます。たとえば、次のコマンドを入力すると、16進数の
数値が 2行に渡って表示されます。
% od -X -A n /dev/random | head -2

f47cb0f4 32e14480 951095f8 2b735ba8

0a9467d0 8f92c880 68b6a40e 0efe067d

odコマンドについては、539ページの「Solaris Systemで乱数を生成するには」と
od(1)のマニュアルページを参照してください。

注 –ほかのオペレーティングシステムでは、ASCII形式の鍵情報が必要になる場合が
あります。同じ鍵を 16進形式とASCII形式で生成する方法については、例 23–1を参
照してください。

4

5
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手順 5の出力から、1つの鍵を作成します。
f47cb0f432e14480951095f82b735ba80a9467d08f92c88068b6a40e

この手順における認証アルゴリズムは SHA–1です (手順 3を参照)。事前共有鍵とし
て推奨する最小のサイズは、ハッシュのサイズ (つまり、認証アルゴリズムの出力の
サイズ)で決まります。SHA–1アルゴリズムの出力は 160ビット、すなわち 40文字で
す。例の鍵の長さは 56文字であり、IKEが使用する鍵情報が追加されています。

システムごとに /etc/inet/secret/ike.presharedファイルを作成します。

各ファイルに事前共有鍵を書き込みます。

a. たとえば、enigmaシステムの ike.presharedファイルは次のようになります。
# ike.preshared on enigma, 192.168.116.16

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

remoteid 192.168.13.213

# enigma and partym’s shared key in hex (192 bits)

key f47cb0f432e14480951095f82b735ba80a9467d08f92c88068b6a40e

}

b. partymシステムの ike.presharedファイルは次のようになります。
# ike.preshared on partym, 192.168.13.213

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.13.213

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# partym and enigma’s shared key in hex (192 bits)

key f47cb0f432e14480951095f82b735ba80a9467d08f92c88068b6a40e

}

注 –両システムの事前共有鍵は同一にする必要があります。

オペレーティングシステムの異なる 2つのシステムに対して同じ鍵情
報を生成する

Solaris IPsecは、ほかのオペレーティングシステムと相互運用できます。ASCII形式
の事前共有鍵を必要とするシステムと通信する場合は、1つの鍵を 16進形式とASCII
形式の 2つの形式で生成する必要があります。

この例では、Solarisシステムの管理者が 56文字の鍵情報を使用しようとしていま
す。管理者は、次のコマンドを使用して、ASCIIパスフレーズから 16進形式の鍵を
生成します。オプション -tx1を指定すると、一度に 1バイトずつ、すべての Solaris
システムに出力されます。

6

7
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# /bin/echo "papiermache with cashews and\c" | od -tx1 | cut -c 8-55 | \

tr -d ’\n’ | tr -d ’ ’ | awk ’{print}’

7061706965726d616368652077697468206361736865777320616e64

オフセットを削除して 16進出力を連結すると、Solarisシステム用の 16進形式の鍵は
7061706965726d616368652077697468206361736865777320616e64になります。管理者
は、この値を Solarisシステムの ike.presharedファイルに格納します。

# Shared key in hex (192 bits)

key 7061706965726d616368652077697468206361736865777320616e64

ASCII形式の事前共有鍵を必要とするシステムでは、パスフレーズが事前共有鍵にな
ります。Solarisシステムの管理者は、相手の管理者に電話し、パスフレーズ
papiermache with cashews and を伝えます。

▼ IKEの事前共有鍵を更新する方法
この手順では、一定の間隔で既存の事前共有鍵を置き換えたい場合を想定していま
す。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

乱数を生成し、適切な長さのキーを作成します。
詳細については、539ページの「Solaris Systemで乱数を生成するには」を参照してく
ださい。SolarisシステムがASCII形式を必要とするオペレーティングシステムと通信
する場合、事前共有鍵を生成する方法については、例 23–1を参照してください。

現在の鍵を新しい鍵で置き換えます。
たとえば、ホスト enigmaと partymにおいて、 /etc/inet/secret/ike.preshared

ファイルの keyの値を、同じ長さの新しい番号で置き換えます。

新しい鍵をカーネルに読み込みます。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、ikeサービスを更新します。
# svcadm refresh ike

1
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■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、in.ikedデーモ
ンを強制終了および再起動します。

a. in.ikedデーモンの特権レベルをチェックします。
# /usr/sbin/ikeadm get priv

Current privilege level is 0x0, base privileges enabled

コマンドから 0x1または 0x2の特権レベルが戻された場合には、鍵情報を変更
できます。0x0の特権レベルでは、鍵情報を変更または表示する操作を行うこ
とはできません。デフォルトでは、in.ikedデーモンは 0x0の特権レベルで実
行されます。

b. 特権レベルが 0x0の場合、デーモンを強制終了および再起動します。

デーモンを再起動すると、ike.presharedファイルの新しいバージョンを読み
取ります。

# pkill in.iked

# /usr/lib/inet/in.iked

c. 特権レベルが 0x1または 0x2である場合、ike.presharedファイルの新しい
バージョンを読み取ります。
# ikeadm read preshared

▼ IKEの事前共有鍵を表示する方法
デフォルトでは、ikeadmコマンドではフェーズ 1 SAのダンプに実際の鍵を表示でき
ないようになっています。鍵を表示するとデバッグに役立ちます。

実際の鍵を表示するには、デーモンの特権レベルを高くする必要があります。特権
レベルについては、655ページの「IKE管理コマンド」を参照してください。

注 – Solaris 10 4/09リリースより前のリリースでこの手順を実行するには、例 23–2を
参照してください。

IKEは構成済みで、ikeサービスは実行中です。

IKEの事前共有鍵を表示します。
# ikeadm

ikeadm> dump preshared

始める前に
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エラーが発生する場合は、in.ikedデーモンの特権レベルを高くします。

a. SMFリポジトリの in.ikedデーモンの特権レベルを高くします。
# svcprop -p config/admin_privilege ike

base

# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege=keymat

b. 実行中の in.ikedデーモンの特権レベルを高くします。
# svcadm refresh ike ; svcadm restart ike

c. (省略可能)特権レベルが keymatであることを確認します。
# svcprop -p config/admin_privilege ike

keymat

d. 手順 1をもう一度実行して鍵を表示します。

IKEデーモンを基本の特権レベルに戻します。

a. 鍵を表示したあと、特権レベルをデフォルトに戻します。
# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege=base

b. IKEを更新してから再起動します。
# svcadm refresh ike ; svcadm restart ike

Solaris 10 4/09リリースより前のリリースで IKEの事前共有鍵を確認する

次の例では、現在の Solarisリリースが稼働していない Solarisシステムで管理者が鍵
を表示しようとしています。管理者は、このシステムの鍵が通信先のシステムの鍵
と同じであることを確認する必要があります。2つのシステムの鍵が同じであること
を確認したあと、管理者は特権レベルを 0に戻します。

■ まず、管理者は in.ikedデーモンの特権レベルを調べます。

adm1 # /usr/sbin/ikeadm get priv

Current privilege level is 0x0, base privileges enabled

■ 特権レベルが 0x1または 0x2になっていないため、管理者は in.ikedデーモンを停
止してから特権レベルを 2に上げます。

adm1 # pkill in.iked

adm1 # /usr/lib/inet/in.iked -p 2

Setting privilege level to 2

■ 管理者は鍵を表示します。

adm1 # ikeadm dump preshared

PSKEY: Preshared key (24 bytes): f47cb.../192

LOCIP: AF_INET: port 0, 192.168.116.16 (adm1).

REMIP: AF_INET: port 0, 192.168.13.213 (com1).

2

3
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■ 管理者は通信先のシステムにリモートでログインし、鍵が同じかどうかを調べま
す。

■ その後、基本の特権レベルに戻します。

# ikeadm set priv base

▼ ipsecinit.confの新しいポリシーエントリ用に
IKE事前共有鍵を追加する方法
IPsecと IKEの実行中に IPsecポリシーのエントリを追加した場合は、新しいポリ
シーおよび IKEルールをカーネルに読み込む必要があります。Solaris 10 4/09リ
リース以降では、新しい鍵を追加したあと policyサービスを再起動し、ikeサービ
スを更新します。

注 – Solaris 10 4/09リリースより前のリリースでこの手順を実行するには、例 23–3を
参照してください。

この手順では、次のように仮定しています。

■ enigmaシステムは、609ページの「事前共有鍵により IKEを設定する方法」で説
明されているように設定されている。

■ enigmaシステムは、新しいシステム adaを使用して、そのトラフィックを保護し
ようとしている。

■ 両システムで in.ikedデーモンが動作している。
■ 両システムの /etc/hostsファイルには、各システムのインタフェースのエントリ
が登録されている。次に例を示します。

192.168.15.7 ada

192.168.116.16 enigma

この手順は、/etc/inet/ipnodesファイル内の Ipv6アドレスにも適用されま
す。Solaris 10 6/07リリース以降では、IPv6エントリは /etc/hostsファイルに格納
されています。

■ 両システムの /etc/inet/ipsecinit.confファイルに新しいポリシーエントリが追
加されている。この場合、エントリは次のようになります。

# ipsecinit.conf file for enigma

{laddr enigma raddr ada} ipsec {auth_algs any encr_algs any sa shared}

# ipsecinit.conf file for ada

{laddr ada raddr enigma} ipsec {auth_algs any encr_algs any sa shared}

■ 現在のリリースの場合は、次のコマンドを使用して、各システムの
/etc/inet/ipsecinit.confファイルの構文を確認してある。

# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

始める前に
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システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

このシステムで乱数を生成し、64から 448ビットの鍵を作成します。
詳細については、539ページの「Solaris Systemで乱数を生成するには」を参照してく
ださい。SolarisシステムがASCII形式を必要とするオペレーティングシステムと通信
する場合、事前共有鍵を生成する方法については、例 23–1を参照してください。

このキーを何らかの方法でリモートシステムの管理者に送信します。

両者は、同じ事前共有鍵を同時に追加する必要があります。この鍵の安全性は転送
機構の安全性と同じです。登録済みメールや保護済み FAXマシンなど、帯域外機構
を使用することが最良です。sshセッションを使用して両方のシステムを管理するこ
ともできます。

enigmaと adaの鍵を管理するための IKEの規則を作成します。

a. enigmaシステムで、次の規則を /etc/inet/ike/configファイルに追加します。
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## The rule to communicate with ada

{label "enigma-to-ada"
local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.15.7

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha1 encr_alg blowfish}

p2_pfs 5

}

b. adaシステムで、次の規則を追加します。
### ike/config file on ada, 192.168.15.7

## The rule to communicate with enigma

{label "ada-to-enigma"
local_addr 192.168.15.7

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha1 encr_alg blowfish}

1
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p2_pfs 5

}

リブート時に IKE事前共有鍵が利用できることを確認します。

a. enigmaシステムで、次の情報を /etc/inet/secret/ike.presharedファイルに追加
します。
# ike.preshared on enigma for the ada interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

remoteid 192.168.15.7

# enigma and ada’s shared key in hex (32 - 448 bits required)

key 8d1fb4ee500e2bea071deb2e781cb48374411af5a9671714672bb1749ad9364d

}

b. adaシステムで、次の情報を ike.presharedファイルに追加します。
# ike.preshared on ada for the enigma interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.15.7

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# ada and enigma’s shared key in hex (32 - 448 bits required)

key 8d1fb4ee500e2bea071deb2e781cb48374411af5a9671714672bb1749ad9364d

}

各システムで、IPsecポリシーサービスを再起動して、追加したインタフェースをセ
キュリティー保護します。
# svcadm restart policy

各システムで、ikeサービスを更新します。
# svcadm refresh ike

両システムが通信できることを確認します。
詳細は、618ページの「事前共有鍵が同一であることを確認する方法」を参照してく
ださい。

新しい IPsecポリシーエントリに IKE事前共有鍵を追加する

次の例では、現在の Solarisリリースが稼働していない Solarisシステムに管理者が事
前共有鍵を追加しようとしています。管理者は前の手順に従って ike/configファイ
ルと ike.presharedファイルを変更し、鍵を生成し、リモートシステムに接続しま
す。管理者は各種のコマンドを使用して、新しい IPsecポリシーおよび IKEルールを
カーネルに読み込みます。

■ 新しい鍵を生成する前に、管理者は in.ikedデーモンの特権レベルを 2に設定し
ます。

5
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# pkill in.iked

# /usr/lib/inet/in.iked -p 2

Setting privilege level to 2

■ 通信先のシステムに鍵を送信し、新しい鍵をシステムに追加したあと、管理者は
特権レベルを低くします。

# ikeadm set priv base

■ 次に、管理者は新しい IPsecポリシーをカーネルに読み込みます。

# ipsecconf -a /etc/inet/ipsecinit.conf

■ 最後に、新しい IKEルールをカーネルに読み込みます。

# ikeadm read rules

▼ 事前共有鍵が同一であることを確認する方法
通信するシステム上の事前共有鍵が同一でない場合、それらのシステムは認証でき
ません。

テストしている 2つのシステム間では IPsecが設定されており、有効になっていま
す。現在の Solaris 10リリースが稼働しています。

注 – Solaris 10 4/09リリースより前のリリースでこの手順を実行するには、例 23–2を
参照してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

各システムで、in.ikedデーモンの特権レベルをチェックします。
# svcprop -p config/admin_privilege ike

base

■ 特権レベルが keymatであれば、手順 3に進みます。

始める前に

1
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■ 特権レベルが baseまたは modkeysの場合は、特権レベルを高くします。

その後、ikeサービスを更新してから再起動します。

# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege=keymat

# svcadm refresh ike ; svcadm restart ike

# svcprop -p config/admin_privilege ike

keymat

システムごとに、事前共有鍵情報を表示します。
# ikeadm dump preshared

PSKEY: Preshared key (24 bytes): f47cb.../192

LOCIP: AF_INET: port 0, 192.168.116.16 (enigma).

REMIP: AF_INET: port 0, 192.168.13.213 (partym).

両方のダンプを比較します。

事前共有鍵が同一でない場合は、/etc/inet/secret/ike.presharedファイルで、一方
のキーを他方のキーで置き換えます。

確認が終わったら、各システム上で特権レベルをデフォルトに戻します。
# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege=base

# svcadm restart ike

公開鍵証明書による IKEの設定 (作業マップ)
次の表に、IKEの公開鍵証明書を作成する手順を示します。これらの手順には、接続
されたハードウェア上で証明書を高速化および格納する方法が含まれます。

タスク 説明 説明

自己署名付き公開鍵証明書で
IKEを設定します

システムごとに 2つの証明書を作成および格納し
ます。
■ 自己署名付き証明書
■ リモートシステムからの公開鍵証明書

620ページの「自己署名付き公開
鍵証明書により IKEを設定する方
法」

PKI認証局で IKEを設定します 1つの証明書要求を作成して、そのあと、システ
ムごとに次の 3つの証明書を格納します。
■ 証明書要求に応じて認証局 (CA)が作成した
証明書

■ CAからの公開鍵証明書
■ CAからのCRL

626ページの「CAからの署名付き
証明書により IKEを設定する方
法」

3
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タスク 説明 説明

ローカルハードウェア上で公開
鍵証明書を設定します

次のいずれかの作業を行います。
■ ローカルハードウェア上で自己署名付き証明
書を生成し、リモートシステムの公開鍵を
ハードウェアに追加する。

■ ローカルハードウェア上で証明書要求を生成
し、CAから取得した公開鍵証明書をハード
ウェアに追加する。

631ページの「ハードウェア上で
公開鍵証明書を生成、格納する方
法」

PKIからの証明書失効リスト
CRLを更新します

中央の配布ポイントからCRLにアクセスしま
す。

635ページの「証明書失効リスト
を処理する方法」

公開鍵証明書による IKEの設定
公開鍵証明書を使用すると、通信するシステムは秘密鍵情報を帯域外で共有する必
要がなくなります。事前共有鍵とは異なり、公開鍵証明書は、移動体システムな
ど、番号が変更される可能性があるシステムでも使用できます。

公開鍵証明書はまた、接続されたハードウェアに格納できます。手順については、645
ページの「接続したハードウェアを検出するための IKEの設定 (作業マップ)」を

参照してください。

▼ 自己署名付き公開鍵証明書により IKEを設定する
方法
自己署名付き証明書は、CAからの公開鍵証明書よりもオーバーヘッドが少ないので
すが、あまり簡単には拡大できません。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。
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自己署名付き証明書を ike.privatekeysデータベースに追加します。
# ikecert certlocal -ks|-kc -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname \

[-S validity-start-time] [-F validity-end-time] [-T token-ID]

-ks 自己署名付き証明書を作成します。

-kc 証明書要求を作成します。手順については、626ページ
の「CAからの署名付き証明書により IKEを設定する方法」を
参照してください。

-m keysize キーのサイズです。keysizeは、512、1024、2048、3072、4096
のいずれかです。

-t keytype 使用するアルゴリズムのタイプを指定します。keytypeは
rsa-sha1、rsa-md5、dsa-sha1のいずれかです。

-D dname 証明書主体のX.509識別名です。dnameの一般的な形式は次の
とおりです。C = country (国)、O = organization (組織)、OU =
organizational unit (組織単位)、CN = common name (共通
名)。有効なタグは、C、O、OU、CNです。

-A altname 証明書の代替名です。altnameの形式は tag=valueです。有効
なタグは IP、DNS、email、および DNです。

-S validity-start-time 証明書の有効期間の開始時間を絶対値または相対値で指定し
ます。

-F validity-end-time 証明書の有効期間の終了時間を絶対値または相対値で指定し
ます。

-T token-ID PKCS #11ハードウェアトークンで鍵を生成できるようにしま
す。その後、証明書はハードウェアに格納されます。

a. たとえば、partymシステムでは、コマンドは次のようになります。
# ikecert certlocal -ks -m 1024 -t rsa-md5 \

-D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

-A IP=192.168.13.213

Creating software private keys.

Writing private key to file /etc/inet/secret/ike.privatekeys/0.

Enabling external key providers - done.

Acquiring private keys for signing - done.

Certificate:

Proceeding with the signing operation.

Certificate generated successfully (.../publickeys/0)

Finished successfully.

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIICLTCCAZagAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBNMQswCQYDVQQGEwJVUzEX

...

6sKTxpg4GP3GkQGcd0r1rhW/3yaWBkDwOdFCqEUyffzU

-----END X509 CERTIFICATE-----
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b. enigmaシステムでは、コマンドは次のようになります。
# ikecert certlocal -ks -m 1024 -t rsa-md5 \

-D "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax" \

-A IP=192.168.116.16

Creating software private keys.

...

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIICKDCCAZGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBJMQswCQYDVQQGEwJVUzEV

...

jpxfLM98xyFVyLCbkr3dZ3Tvxvi732BXePKF2A==

-----END X509 CERTIFICATE-----

証明書を保存し、リモートシステムに送信します。

証明書は、電子メールに貼り付けることもできます。

a. たとえば、次の partym証明書を enigmaの管理者に送信します。
To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIICLTCCAZagAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBNMQswCQYDVQQGEwJVUzEX

...

6sKTxpg4GP3GkQGcd0r1rhW/3yaWBkDwOdFCqEUyffzU

-----END X509 CERTIFICATE-----

b. enigmaの管理者は、次の enigma証明書を送信してきます。
To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIICKDCCAZGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADBJMQswCQYDVQQGEwJVUzEV

...

jpxfLM98xyFVyLCbkr3dZ3Tvxvi732BXePKF2A==

-----END X509 CERTIFICATE-----

システムごとに、受信した証明書を追加します。

a. 管理者の電子メールから公開鍵をコピーします。

b. ikecert certdb -aコマンドを入力して、Returnキーを押します。
Returnキーを押してもプロンプトは表示されません。
# ikecert certdb -a Press the Return key

c. 公開鍵を貼り付けます。続いてReturnキーを押します。Control-Dキーを押して入
力を終了します。
-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC...

...

----END X509 CERTIFICATE----- Press the Return key
<Control>-D
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通信するシステムの管理者と一緒に、証明書がその管理者のものであることを確認
します。

たとえば、その管理者に電話で連絡して次に示す公開鍵ハッシュの値を比較できま
す。共有の証明書の公開鍵ハッシュは、両システムで同一でなければなりません。

a. システムに格納されている証明書のリストを表示します。
たとえば、partymシステムでは、公開鍵証明書はスロット 1に格納されてお
り、非公開鍵証明書はスロット 0に格納されています。
partym # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 0 Type: rsa-md5 Private Key
Subject Name: <C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym>

Key Size: 1024

Public key hash: B2BD13FCE95FD27ECE6D2DCD0DE760E2

Certificate Slot Name: 1 Type: rsa-md5 Public Certificate
(Private key in certlocal slot 0) Points to certificate's private key
Subject Name: <C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax>

Key Size: 1024

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

b. この値と enigmaシステムの公開鍵ハッシュを比較します。

公開鍵ハッシュは電話で伝えることができます。
enigma # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 4 Type: rsa-md5 Private Key
Subject Name: <C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax>

Key Size: 1024

Public key hash: DF3F108F6AC669C88C6BD026B0FCE3A0

Certificate Slot Name: 5 Type: rsa-md5 Public Certificate
(Private key in certlocal slot 4)

Subject Name: <C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym>

Key Size: 1024

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

システムごとに、両方の証明書を信頼します。

/etc/inet/ike/configファイルを編集して、証明書を認識します。

パラメータ cert_trust、remote_addr、および remote_idの値は、リモートシステム
の管理者が提供します。

a. たとえば、partymシステム上の ike/configファイルは次のようになります。
# Explicitly trust the following self-signed certs

# Use the Subject Alternate Name to identify the cert

# Verified remote address and remote ID

5
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# Verified public key hash per telephone call from administrator

cert_trust "192.168.13.213" Local system's certificate Subject Alt Name
cert_trust "192.168.116.16" Remote system's certificate Subject Alt Name

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg des }

p2_pfs 5

{

label "US-partym to JA-enigmax"
local_id_type dn

local_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"
remote_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha1 encr_alg aes}

}

b. enigmaシステムで、ike/configファイルにローカルパラメータの enigma値を追加
します。

リモートパラメータには、partym値を使用します。キーワード labelの値が一意
であることを確認します。この値は、リモートシステムの label値とは異なる値
でなくてはなりません。
...

{

label "JA-enigmax to US-partym"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

...

別の管理者の証明書が有効かどうかを確認する

この例で、管理者は被認証者名 (Subject Name)を使用して証明書が同一であることを
確認します。

最初の管理者は、証明書の生成と一覧表示の出力をファイルに保存します。ikecert

コマンドの出力は標準エラーに書き込まれるため、管理者は標準エラーをファイル
にリダイレクトします。

例23–4
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sys1# cd /

sys1# ikecert certlocal -ks -m1024 -t rsa-md5 \

-D"C=US, O=TestCo, CN=Co2Sys" 2>/tmp/for_co2sys

Certificate added to database.

sys1# ikecert certdb -l "C=US, O=TestCo, CN=Co2Sys" 2>>/tmp/for_co2sys

管理者はファイルの内容を確認します。

sys1# cat /tmp/for_co2sys

Creating private key.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIB7TCCAVagAwIBAgIEZkHfOTANBgkqhkiG9w0BAQQFADAxMQwwCgYDVQQGEwNV

U0ExEDAOBgNVBAoMB3Rlc3RfY28xDzANBgNVBAMTBkVuaWdtYTAeFw0wODAxMTUx

OTI1MjBaFw0xMjAxMTUxOTI1MjBaMDExDDAKBgNVBAYTA1VTQTEQMA4GA1UECgwH

dGVzdF9jbzEPMA0GA1UEAxMGRW5pZ21hMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCB

iQKBgQCPxGv0rUzHMnFtkx9uwYuPiWbftmWfa9iDt6ELOEuw3zlboy2qtuRUZohz

FIbCxAJevdCY6a+pktvYy3/2nJL0WATObO5T0FKn3F0bphajinLYbyCrYhEzD9E2

gkiT2D9/ttbSiMvi9usphprEDcLAFaWgCJiHnKPBEkjC0vhA3wIDAQABoxIwEDAO

BgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAL/q6xgweylGQylqLCwzN

5PIpjfzsNPf3saTyh3VplwEOW6WTHwRQT17IO/1Oc6Jnz9Mr0ZrbHWDXq+1sx180

F8+DMW1Qv1UR/lGMq3ufDG3qedmSN6txDF8qLlPCUML0YL8m4oGdewqGb+78aPyE

Y/cJRsK1hWbYyseqcIkjj5k=

-----END X509 CERTIFICATE-----

Certificate Slot Name: 2 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 2)

Subject Name: <C=US, O=TestCo, CN=Co2Sys>

Key Size: 1024

Public key hash: C46DE77EF09084CE2B7D9C70479D77FF

次に、管理者はこのファイルを電子メールで 2番目の管理者に送信します。

2番目の管理者は、セキュリティー保護されたディレクトリにファイルを格納
し、ファイルから証明書をインポートします。

sys2# cd /

sys2# ikecert certdb -a < /sec/co2sys

ikecertコマンドは、-----BEGIN行と -----END行の間にあるテキストだけをイン
ポートします。管理者は、ローカルの証明書の公開鍵ハッシュが co2sysファイル内
の公開鍵ハッシュと同じであることを確認します。

sys2# ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 1 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 1)

Subject Name: <C=US, O=TestCo, CN=Co2Sys>

Key Size: 1024

Public key hash: C46DE77EF09084CE2B7D9C70479D77FF

この電子メールを送信したのが最初の管理者であることを確認するために、2番目の
管理者は最初の管理者に電話して、証明書の被認証者名 (Subject Name)を確認しま
す。

公開鍵証明書による IKEの設定

第 23章 • IKEの設定 (手順) 625



証明書の開始時間と終了時間を指定する

この例では、partymシステムの管理者が、証明書の有効期間の日付を設定しま
す。証明書は、2.5日前の発効とし、作成日から 4年 6か月間有効とします。

# ikecert certlocal -ks -m 1024 -t rsa-md5 \

-D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

-A IP=192.168.13.213 \

-S -2d12h -F +4y6m

enigmaシステムの管理者が、証明書の有効期間の日付を設定します。証明書は、2日
前の発効とし、2010年 12月 31日の午前 0時まで有効とします。

# ikecert certlocal -ks -m 1024 -t rsa-md5 \

-D "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax" \

-A IP=192.168.116.16 \

-S -2d -F "12/31/2010 12:00 AM"

▼ CAからの署名付き証明書により IKEを設定する方
法
認証局 (CA)からの公開鍵証明書では、外部機関とのネゴシエーションが必要となり
ます。この証明書は非常に簡単に拡大できるため、通信するシステムを数多く保護
できます。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

例23–5
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ikecert certlocal -kc コマンドを使用して、証明書要求を作成します。

コマンドの引数については、620ページの「自己署名付き公開鍵証明書により IKEを
設定する方法」の手順 2を参照してください。
# ikecert certlocal -kc -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname

a. たとえば、次のコマンドでは、partymシステム上に証明書要求が作成されます。
# ikecert certlocal -kc -m 1024 -t rsa-md5 \

> -D "C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -A "DN=C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym"

Creating software private keys.

Writing private key to file /etc/inet/secret/ike.privatekeys/2.

Enabling external key providers - done.

Certificate Request:

Proceeding with the signing operation.

Certificate request generated successfully (.../publickeys/0)

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIByjCCATMCAQAwUzELMAkGA1UEBhMCVVMxHTAbBgNVBAoTFEV4YW1wbGVDb21w

...

lcM+tw0ThRrfuJX9t/Qa1R/KxRlMA3zckO80mO9X

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

b. 次のコマンドでは、enigmaシステム上に証明書要求が作成されます。
# ikecert certlocal -kc -m 1024 -t rsa-md5 \

> -D "C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax" \

> -A "DN=C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax"

Creating software private keys.

...

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

8qlqdjaStLGfhDOO

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

この証明書要求をPKI機関に送信します。
証明書要求の送信方法については PKIに問い合わせてください。ほとんどの機関
は、Webサイトに送信フォームを掲載しています。フォームの記入に当たって
は、その送信が正当なものであることを証明する必要があります。通常は、証明書
要求をフォームに貼り付けます。要求を受け取った機関は、それをチェックしてか
ら、次の 2つの証明書オブジェクトと、証明書失効リストを発行します。

■ 公開鍵証明書 –この証明書は機関に送信した要求に基づいて作成されます。送信
した証明書要求も、公開鍵証明書の一部として含まれます。この証明書によって
一意に識別されます。

■ 認証局 –機関の署名。CAによって公開鍵証明書が正規のものであることが確認
されます。

2

3
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■ 証明書失効リスト (CRL) –機関が無効にした証明書の最新リストです。CRLへの
アクセスが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、CRLが別個の証明書オブ
ジェクトとして送信されることはありません。

CRLのURIが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、IKEはCRLを自動的に
取り出すことができます。同様に、DN (LDAPサーバー上のディレクトリ名)エン
トリが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、IKEは、指定された LDAP
サーバーからCRLを取得し、キャッシュできます。
公開鍵証明書に組み込まれているURIとDNエントリの例については、635ページ
の「証明書失効リストを処理する方法」を参照してください。

各証明書をシステムに追加します。

ikecert certdb -aコマンドの -aオプションは、張り付けられたオブジェクトをシス
テムの適切な証明書データベースに追加します。詳細については、603ページ
の「IKEと公開鍵証明書」を参照してください。

a. システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

b. PKI機関から受け取った公開鍵証明書を追加します。
# ikecert certdb -a

Press the Return key
Paste the certificate:

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

...

-----END X509 CERTIFICATE----

Press the Return key
<Control>-D

c. PKI機関のCAを追加します。
# ikecert certdb -a

Press the Return key
Paste the CA:

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

...

-----END X509 CERTIFICATE----

Press the Return key
<Control>-D

d. PKI機関が証明書失効リスト (CRL)を送信してきている場合は、これを certrldb

データベースに追加します。
# ikecert certrldb -a

Press the Return key
Paste the CRL:

-----BEGIN CRL-----

4
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...

-----END CRL----

Press the Return key
<Control>-D

cert_rootキーワードを使用して、/etc/inet/ike/configファイルの PKI機関を識別
します。

PKI機関が提供する名前を使用します。

a. たとえば、partymシステムの ike/configファイルは次のようになります。
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method rsa_sig oakley_group 1 auth_alg sha1 encr_alg des }

p2_pfs 2

{

label "US-partym to JA-enigmax - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"
remote_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha1 encr_alg aes}

}

注 – auth_methodパラメータのすべての引数は同じ行になければなりません。

b. enigmaシステム上で、同様なファイルを作成します。

特に、enigma ike/configファイルは、次の条件を満たしている必要があります。

■ cert_rootには同じ値を使用する。
■ ローカルパラメータには enigma値を使用する。
■ リモートパラメータには partym値を使用する。
■ labelキーワードには一意の値を作成する。この値は、リモートシステムの

label値とは異なる値でなくてはなりません。

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

5
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...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

...

CRLを処理する方法を IKEに伝えます。
適切なオプションを選択します。

■ No CRL available
PKI機関が CRLを提供しない場合、キーワード ignore_crlsを ike/configファイ
ルに追加します。
# Trusted root cert

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example,...

ignore_crls

...

ignore_crlsキーワードにより、IKEはCRLを検索しなくなります。

■ CRL available
PKI機関からCRLの一元的な配布ポイントを知らされている場合は、ike/config

ファイルを変更してこの場所を指定できます。

例については、635ページの「証明書失効リストを処理する方法」を参照してく
ださい。

IKEの設定時における rsa_encryptの使用

ike/configファイルで auth_method rsa_encryptを使用する場合には、ピアの証明書
を publickeysデータベースに追加する必要があります。

1. その証明書をリモートシステムの管理者に送信します。
証明書は、電子メールに貼り付けることもできます。

たとえば、partymの管理者は次のような電子メールを送信します。

To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII...

----END X509 CERTIFICATE-----

enigmaの管理者は次のような電子メールを送信します。

6
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To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII

...

-----END X509 CERTIFICATE-----

2. システムごとに、電子メールで送信された証明書をローカルの publickeysデータ
ベースに追加します。

# ikecert certdb -a

Press the Return key
-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII...

-----END X509 CERTIFICATE-----

Press the Return key
<Control>-D

RSA暗号化の認証方法は、IKE内の識別子を盗聴者から隠します。rsa_encryptメ
ソッドはピアの識別子を隠すため、IKEはピアの証明書を取得できません。結果とし
て、rsa_encryptメソッドでは、IKEピアが互いの公開鍵を知っておく必要がありま
す。

よって、/etc/inet/ike/configファイルの auth_methodに rsa_encryptを指定する場
合には、ピアの証明書を publickeysデータベースに追加する必要があります。この
結果、publickeysデータベースには、通信するシステムペアごとに 3つの証明書が
存在することになります。

■ ユーザーの公開鍵証明書
■ CA証明書
■ ピアの公開鍵証明書

障害追跡 – IKEペイロードは 3つの証明書を持っており、大きくなりすぎ
て、rsa_encryptが暗号化できないことがあります。「authorization failed (承認に失
敗しました)」や「malformed payload (ペイロードが不正です)」などのエ
ラーは、rsa_encryptメソッドがペイロード全体を暗号化できないことを示しま
す。証明書を 2つしか必要としない rsa_sigなどのメソッドを使用して、ペイロード
のサイズを減らします。

▼ ハードウェア上で公開鍵証明書を生成、格納する
方法
ハードウェア上で公開鍵証明書を生成および格納することは、システム上で公開鍵
証明書を生成および格納することと似ています。ハードウェア上では、ikecert
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certlocalおよび ikecert certdbコマンドがハードウェアを識別しなければなりませ
ん。トークン IDに -Tオプションを指定すると、コマンドがハードウェアを識別する
ようになります。

■ ハードウェアの設定が完了していること。
■ /etc/inet/ike/configファイルの pkcs11_pathキーワードが別のライブラリを指
している場合を除き、ハードウェアは /usr/lib/libpkcs11.soライブラリを使用
します。ライブラリが、RSA Security Inc. PKCS #11 Cryptographic Token Interface
(Cryptoki)に準拠して実装されているライブラリ、すなわち PKCS #11ライブラリ
であること。

設定の手順については、647ページの「Sun Crypto Accelerator 4000ボードを検出す
るように IKEを設定する方法」を参照してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

自己署名付き証明書または証明書要求を作成して、トークン IDを指定します。
次のオプションのいずれかを選択します。

注 – Sun Crypto Accelerator 4000ボードは、RSAで最大 2048ビットのキーをサポートし
ます。DSAの場合は最大 1024ビットになります。

■ 自己署名付き証明書の場合、次の構文を使用する
# ikecert certlocal -ks -m 1024 -t rsa-md5 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

-Tオプションの引数は、Sun Crypto Accelerator 4000ボードのトークン ID

■ 証明書要求の場合、次の構文を使用します。
# ikecert certlocal -kc -m 1024 -t rsa-md5 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

始める前に

1
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Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

ikecertコマンドの引数の詳細については、ikecert(1M)のマニュアルページを参照
してください。

PINのプロンプトに、Sun Crypto Accelerator 4000ユーザー、コロン、ユーザーのパス
ワードを入力します。

Sun Crypto Accelerator 4000ボードのユーザー ikemgrのパスワードが rgm4tigtの場
合、次のように入力します。
Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

注 – PINの応答は、ディスク上に「クリアテキストとして」格納されます。

パスワードの入力後、証明書が印刷されます。

Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

oKUDBbZ9O/pLWYGr

-----END X509 CERTIFICATE-----

通信先に証明書を送信します。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ リモートシステムに自己署名付き証明書を送信します。

証明書は、電子メールに貼り付けることもできます。

■ PKIを処理する機関に証明書要求を送信します。
証明書要求は、PKI機関の指示に従って送信します。詳細については、626ページ
の「CAからの署名付き証明書により IKEを設定する方法」の手順 3を参照してく
ださい。

システム上で、/etc/inet/ike/configファイルを編集して、証明書が認識されるよう
にします。

次のオプションのどちらか 1つを選択します。

■ 自己署名付き証明書

リモートシステムの管理者がパラメータ cert_trust、remote_id、および
remote_addr用に提供する値を使用します。たとえば、enigmaシステムの
ike/configファイルは次のようになります。
# Explicitly trust the following self-signed certs

# Use the Subject Alternate Name to identify the cert

3

4
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cert_trust "192.168.116.16" Local system's certificate Subject Alt Name
cert_trust "192.168.13.213" Remote system's certificate Subject Alt name

# Solaris 10 1/06 release: default path does not have to be typed in

#pkcs11_path "/usr/lib/libpkcs11.so" Hardware connection

# Solaris 10 release: use this path

#pkcs11_path "/opt/SUNWconn/cryptov2/lib/libvpkcs11.so"
...

{

label "JA-enigmax to US-partym"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha1 encr_alg aes}

}

■ 証明書要求

PKI機関が cert_rootキーワードの値として提供する名前を入力します。たとえ
ば、enigmaシステムの ike/configファイルは次のようになります。
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

# Solaris 10 1/06 release: default path does not have to be typed in

#pkcs11_path "/usr/lib/libpkcs11.so" Hardware connection

# Solaris 10 release: use this path

#pkcs11_path "/opt/SUNWconn/cryptov2/lib/libvpkcs11.so"
...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform
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{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha1 encr_alg aes}

}

通信先から受け取った証明書をハードウェアに格納します。

手順 3で応答したように、PIN要求に応答します。

注 –公開鍵証明書は、公開鍵を生成したハードウェアに追加する必要があります。

■ 自己署名付き証明書

リモートシステムの自己署名付き証明書を追加します。この例では、証明書は
DCA.ACCEL.STOR.CERTファイルに格納されています。
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

自己署名付き証明書が rsa_encryptを auth_methodパラメータの値として使用して
いた場合、ピアの証明書をハードウェア格納場所に追加します。

■ PKI機関からの証明書
機関が証明書要求から生成した証明書を追加して、認証局 (CA)を追加します。
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CA.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

PKI機関からの証明書失効リスト (CRL)を追加する方法については、635ページ
の「証明書失効リストを処理する方法」を参照してください。

▼ 証明書失効リストを処理する方法
証明書失効リスト (CRL)には、認証局が発行した証明書のうち、期限切れになった
りセキュリティーが低下したりした証明書が含まれます。CRLを処理する方法に
は、次の 4つがあります。

■ CA機関がCRLを発行しない場合、CRLを無視するように IKEに指示する必要が
あります。このオプションについては、626ページの「CAからの署名付き証明書
により IKEを設定する方法」の手順 6を参照してください。

■ CAから受け取った公開鍵証明書にURI (Uniform Resource Indicator)のアドレスが
組み込まれている場合は、URIからCRLにアクセスするように IKEに指示するこ
とができます。

■ CAから受け取った公開鍵証明書に LDAPサーバーのDN (ディレクトリ名)エント
リが組み込まれている場合は、LDAPサーバーからCRLにアクセスするように
IKEに指示することができます。

6
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■ CRLは ikecert certrldbコマンドへの引数として指定できます。例について
は、例 23–7を参照してください。

次の手順に、中央の配布ポイントからCRLを使用するように IKEに指示する手順を
示します。

CAから受信した証明書を表示する
# ikecert certdb -lv certspec

-l IKE証明書データベースにある証明書を一覧表示します。

-v 証明書を冗長モードで一覧表示します。このオプションは慎重に使用し
てください。

certspec IKE証明書データベース内の証明書と一致するパターンです。

たとえば、次の証明書は Sun Microsystemsが発行しています。詳細は変更されていま
す。

# ikecert certdb -lv example-protect.sun.com

Certificate Slot Name: 0 Type: dsa-sha1

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=Sun Microsystems Inc, CN=example-protect.sun.com>

Issuer Name: <CN=Sun Microsystems Inc CA (Cl B), O=Sun Microsystems Inc>

SerialNumber: 14000D93

Validity:

Not Valid Before: 2002 Jul 19th, 21:11:11 GMT

Not Valid After: 2005 Jul 18th, 21:11:11 GMT

Public Key Info:

Public Modulus (n) (2048 bits): C575A...A5

Public Exponent (e) ( 24 bits): 010001

Extensions:

Subject Alternative Names:

DNS = example-protect.sun.com

Key Usage: DigitalSignature KeyEncipherment

[CRITICAL]

CRL Distribution Points:

Full Name:

URI = #Ihttp://www.sun.com/pki/pkismica.crl#i

DN = <CN=Sun Microsystems Inc CA (Cl B), O=Sun Microsystems Inc>

CRL Issuer:

Authority Key ID:

Key ID: 4F ... 6B

SubjectKeyID: A5 ... FD

Certificate Policies

Authority Information Access

CRL Distribution Pointsエントリに注目してください。URIエントリは、この機関
のCRLがWeb上にあることを示しています。DNエントリは、CRLが LDAP
サーバー上にあることを示しています。一度、IKEがアクセスすると、CRLは将来に
備えてキャッシュに格納されます。

CRLにアクセスするには、配布ポイントまで到達する必要があります。

1
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中央の配布ポイントからCRLにアクセスするには、次のメソッドのうちの 1つを選択
します。

■ URIを使用します。
キーワード use_httpをホストの /etc/inet/ike/configファイルに追加します。た
とえば、ike/configファイルは次のようになります。
# Use CRL from organization’s URI

use_http

...

■ Webプロキシを使用します。
キーワード proxyを ike/configファイルに追加します。キーワード proxyは、次
のように引数としてURLを取ります。
# Use own web proxy

proxy "http://proxy1:8080"

■ LDAPサーバーを使用します。
ホストの /etc/inet/ike/configファイルの ldap-listキーワードに LDAP
サーバーの名前を指定します。LDAPサーバーの名前は、使用する機関にたずね
てください。ike/configファイルのエントリは次のようになります。
# Use CRL from organization’s LDAP

ldap-list "ldap1.sun.com:389,ldap2.sun.com"
...

IKEはCRLを取り出し、証明書の期限が切れるまでCRLを保持します。

CRLをローカルの certrldbデータベースに貼り付ける

使用する機関の証明書に一元的な配布ポイントが含まれていない場合は、機関の
CRLを手動でローカルの certrldbデータベースに追加できます。機関の説明に
従って CRLをファイルに抽出し、それを ikecert certrldb -aコマンドでデータ
ベースに追加します。

# ikecert certrldb -a < Sun.Cert.CRL

移動体システム用の IKEの設定 (作業マップ)
次の表に、中央サイトにリモートからログインするシステムを処理するように、IKE
を設定する手順を示します。

2
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タスク 説明 説明

オフサイトから中央サイトへ通信しま
す

遠隔地のシステムが中央サイトと通信できる
ようにします。遠隔地のシステムは移動体シ
ステムの可能性もあります。

638ページの「遠隔地のシステ
ム用に IKEを構成する方法」

移動体システムからのトラフィックを
受信する中央システムでルート証明書
と IKEを使用します

固定 IPアドレスを持たないシステムからの
IPsecトラフィックを受信するゲートウェイシ
ステムを設定します。

例 23–8

固定 IPアドレスを持たないシステムで
ルート証明書と IKEを使用します

中央サイト (会社の本社など)とのトラ
フィックを保護するように、移動体システム
を設定します。

例 23–9

移動体システムからのトラフィックを
受信する中央システムで自己署名付き
証明書と IKEを使用します

移動体システムから IPsecトラフィックを受信
するように、ゲートウェイシステムを自己署
名付き証明書で設定します。

例 23–10

固定 IPアドレスを持たないシステムで
自己署名付き証明書と IKEを使用しま
す

中央サイトとのトラフィックを保護するよう
に、移動体システムを自己署名付き証明書で
設定します。

例 23–11

移動体システム用の IKEの設定
適切に設定することで、ホームオフィスやノートブックから IPsecと IKEを使用し
て、会社の中央コンピュータと通信できます。公開鍵認証方法と結びついたブラン
ケット IPsecポリシーを使用すると、遠隔地のシステムは中央システムとのトラ
フィックを保護できます。

▼ 遠隔地のシステム用に IKEを構成する方法
ソースと宛先を識別するために、IPsecと IKEは一意の IDを必要とします。一意の IP
アドレスを持たない遠隔地のシステムまたは移動体システムの場合、別の種類の ID
を使用する必要があります。システムを一意に識別するために、DNS、DN、または
emailなどの IDの種類を使用できます。

一意の IPアドレスを持つ遠隔地のシステムまたは移動体システムで、別の種類の ID
で設定するようにします。たとえば、システムがNAT越しに中央システムに接続し
ようとした場合、そのシステムの一意なアドレスは使用されません。NATボックス
が任意の IPアドレスを割り当てるため、中央システムは認識できません。

事前共有鍵は固定 IPアドレスを必要とするため、事前共有鍵も移動体システム用の
認証機構としては機能しません。自己署名付き証明書 (または PKIからの証明書)を
使用すると、移動体システムは中央サイトと通信できます。
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システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

移動体システムを認識するように、中央システムを設定します。

a. /etc/hostsファイルを設定します。
中央システムは、移動体システムの固有のアドレスを認識する必要はありませ
ん。
# /etc/hosts on central
central 192.xxx.xxx.x

b. ipsecinit.confファイルを設定します。
中央システムには、IPアドレスの広い範囲を許可するポリシーを必要としま
す。そのあと、IKEポリシーの証明書で接続システムが合法であることを確認し
ます。
# /etc/inet/ipsecinit.conf on central
# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

c. ike.configファイルを設定します。
DNSは中央システムを識別します。証明書を使用して、システムを認証します。
## /etc/inet/ike/ike.config on central
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# List self-signed certificates - trust server and enumerated others

#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"

1
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#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#cert_trust "email=user1@mobile.domain.org"
#

# Rule for mobile systems with certificate

{

label "Mobile systems with certificate"
local_id_type DNS

# Any mobile system who knows my DNS or IP can find me.

local_id "central.domain.org"
local_addr 192.xxx.xxx.x

# Root certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1 }

}

各移動体システムにログインして、中央システムを見つけるように構成します。

a. /etc/hostsファイルを設定します。

/etc/hostsファイルは、移動体システムのアドレスを必要としませんが、提供す
ることは可能です。このファイルは、中央システムの公開 IPアドレスを含んでい
る必要があります。
# /etc/hosts on mobile
mobile 10.x.x.xx
central 192.xxx.xxx.x

b. ipsecinit.confファイルを設定します。

移動体システムは、公開 IPアドレスで中央システムを見つける必要がありま
す。システムは同じ IPsecポリシーで設定する必要があります。
# /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile
# Find central
{raddr 192.xxx.xxx.x} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

c. ike.configファイルを設定します。

識別子は IPアドレスであってはなりません。移動体システムに有効な識別子は次
のとおりです。

■ DN=ldap-directory-name
■ DNS=domain-name-server-address
■ email=email-address

3
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証明書を使用して、移動体システムを認証します。

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"
#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=user1@domain.org"
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site mobile with certificate"
local_id_type DNS

# NAT-T can translate local_addr into any public IP address

# central knows me by my DNS

local_id "mobile.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find central and trust the root certificate

remote_id "central.domain.org"
remote_addr 192.xxx.xxx.x

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1 }

}

IKEの設定をカーネルに読み込みます。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、ikeサービスを使用可能にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、システムを再起
動します。
# init 6

あるいは、in.ikedデーモンを停止および起動します。

4
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移動体システムからの IPsecトラフィックを受信するための中央コン
ピュータの設定

IKEは、NATボックス越しのネゴシエーションを開始できます。しかし、IKEの理想
的な設定はNATボックスをはさまないことです。次の例では、ルート証明書はCA
によって発行されています。CA証明書は、移動体システムと中央システムに格納さ
れています。中央システムはNAT越しのシステムからの IPsecネゴシエーションを受
け入れます。main1は、遠隔地のシステムからの接続を受け入れることができる会社
のシステムです。遠隔地のシステムを設定する方法については、例 23–9を参照して
ください。

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site system with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# Root certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha1}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1}

p1_xform

例23–8
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{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha1}

}

NAT越しのシステムの IPsecによる設定

次の例では、ルート証明書はCAによって発行されており、移動体システムと中央シ
ステムに格納されています。mobile1は、家から会社の本社に接続しています。イン
ターネットサービスプロバイダ (ISP)ネットワークはNATボックスを使用しているた
め、ISPはmobile1に非公開アドレスを割り当てることができます。NATボックス
は、非公開アドレスを公開 IPアドレスに変換します。この公開アドレスは、ほかの
ISPネットワークノードと共有されます。企業の本社はNATを越えません。企業の
本社のコンピュータを設定する方法については、例 23–8を参照してください。

## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site mobile1 with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "mobile1.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the root certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1 }

}

例23–9
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移動体システムからの自己署名付き証明書の受け入れ

次の例では、自己署名付き証明書が発行されており、移動体システムと中央システ
ムに格納されています。main1は、遠隔地のシステムからの接続を受け入れることが
できる会社のシステムです。遠隔地のシステムを設定する方法については、例 23–11
を参照してください。

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

cert_trust "DNS=main1.domain.org"
cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "user2@domain.org"
cert_trust "user3@domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site systems with trusted certificates"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# Trust the self-signed certificates

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1 }

}

自己署名付き証明書による中央システムとの接続

次の例では、mobile1は家から会社の本社に接続しています。自己署名付き証明書が
発行されており、移動体システムと中央システムに格納されています。ISPネット
ワークはNATボックスを使用しているため、ISPは mobile1に非公開アドレスを割り
当てることができます。NATボックスは、非公開アドレスを公開 IPアドレスに変換
します。この公開アドレスは、ほかの ISPネットワークノードと共有されます。企業
の本社はNATを越えません。企業の本社のコンピュータを設定する方法について
は、例 23–10を参照してください。

例23–10

例23–11
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## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha1 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

# Self-signed certificates - trust me and the central system

cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "DNS=main1.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site mobile1 with trusted certificate"
local_id_type email

local_id "jdoe@domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg blowfish auth_alg sha1 }

}

接続したハードウェアを検出するための IKEの設定 (作業
マップ)

次の表に、接続したハードウェアを IKEに伝える手順を示します。IKEがハード
ウェアを使用できるようにするには、接続したハードウェアを IKEに伝える必要が
あります。ハードウェアを使用する手順については、620ページの「公開鍵証明書に
よる IKEの設定」を参照してください。

注 –オンチップハードウェアについては、IKEに通知する必要はありません。たとえ
ば、UltraSPARC® T2プロセッサには暗号化促進機能がありますが、オンチップアク
セラレータを検出するよう IKEを構成する必要はありません。

作業 説明 説明

IKEキーの操作を Sun Crypto
Accelerator 1000ボードで行います

IKEを PKCS #11ライブラリにリンクす
る

646ページの「Sun Crypto Accelerator 1000
ボードを検出するように IKEを設定する
方法」
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作業 説明 説明

IKEキーの操作とキーの格納を Sun
Crypto Accelerator 4000ボードで行
います

IKEを PKCS #11ライブラリにリンクし
て、接続されたハードウェアの名前の
リストを表示する

647ページの「Sun Crypto Accelerator 4000
ボードを検出するように IKEを設定する
方法」

接続したハードウェアを検出するように IKEを設定する
公開鍵証明書は、接続されたハードウェアに格納することもできます。Sun Crypto
Accelerator 1000ボードが提供するのはストレージのみです。Sun Crypto Accelerator
4000および Sun Crypto Accelerator 6000ボードによってストレージが提供され、公開
鍵の操作をシステムからこのボードに移行することができます。

▼ Sun Crypto Accelerator 1000ボードを検出するよう
に IKEを設定する方法
次の手順では、Sun Crypto Accelerator 1000ボードがシステムに接続されていると仮定
します。さらに、ボードに必要なソフトウェアがすでにインストールされ、構成さ
れているものとします。手順については、『Sun Crypto Accelerator 1000 Board
Version 2.0 Installation and User’s Guide』を参照してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

PKCS #11ライブラリがリンクされていることを確認します。
PKCS #11ライブラリがリンクされていることを確認するには、次のコマンドを実行
します。
# ikeadm get stats

Phase 1 SA counts:

Current: initiator: 0 responder: 0

Total: initiator: 0 responder: 0

Attempted: initiator: 0 responder: 0

Failed: initiator: 0 responder: 0

initiator fails include 0 time-out(s)

PKCS#11 library linked in from /usr/lib/libpkcs11.so

#

始める前に

1

2
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Solaris 10 1/06:このリリース以降では、ソフトトークンキーストアにキーを格納でき
ます。

Solaris暗号化フレームワークが提供するキーストアについては、cryptoadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。キーストアを使用する例について
は、Example 23–12を参照してください。

▼ Sun Crypto Accelerator 4000ボードを検出するよう
に IKEを設定する方法
次の手順では、Sun Crypto Accelerator 4000ボードがシステムに接続されていると仮定
します。さらに、ボードに必要なソフトウェアがすでにインストールされ、構成さ
れているものとします。手順については、『Sun Crypto Accelerator 4000 Board
Version 1.1 Installation and User’s Guide』を参照してください。

Sun Crypto Accelerator 6000ボードを使用している場合、手順については、『Sun
Crypto Accelerator 6000 Board Version 1.1 User’s Guide』を参照してください。

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

PKCS #11ライブラリがリンクされていることを確認します。

IKEはライブラリのルーチンを使用して、Sun Crypto Accelerator 4000ボード上で
キーの生成および格納処理を行います。PKCS #11ライブラリがリンクされているこ
とを確認するには、次のコマンドを実行します。
$ ikeadm get stats

...

PKCS#11 library linked in from /usr/lib/libpkcs11.so

$

注 – Sun Crypto Accelerator 4000ボードは、RSAで最大 2048ビットのキーをサポートし
ます。DSAの場合は最大 1024ビットになります。

3
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接続された Sun Crypto Accelerator 4000ボードのトークン IDを見つけます。
$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

ライブラリは、32文字のトークン ID (キーストア名とも呼ぶ)を戻します。この例で
は、ikecertコマンドに Sun Metaslotトークンを使用すると、IKE鍵を格納および高
速化できます。

トークンを使用する手順については、631ページの「ハードウェア上で公開鍵証明書
を生成、格納する方法」を参照してください。

ikecertコマンドにより、後続スペースが自動的に付加されます。

メタスロットトークンの検索と使用

トークンは、ディスク、接続されたボード、または Solaris暗号化フレームワークが
提供するソフトトークンキーストアに格納できます。次に、ソフトトークンキース
トアのトークン IDの例を示します。

$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

ソフトトークンキーストアのパスフレーズを作成する方法については、pktool(1)の
マニュアルページを参照してください。

次に、ソフトトークンキーストアに証明書を追加するコマンドの例を示しま
す。Sun.Metaslot.certは、CA証明書を格納しているファイルです。

# ikecert certdb -a -T "Sun Metaslot" < Sun.Metaslot.cert

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:passphrase

IKE転送パラメータの変更 (作業マップ)
次の表に、IKE用の転送パラメータを構成する手順を示します。

タスク 説明 説明

鍵ネゴシエーションをより効率的にし
ます

鍵ネゴシエーションパラメータを
変更します。

649ページの「フェーズ 1 IKE鍵ネゴシ
エーションの持続時間を変更する方法」

転送で遅延を許可するように鍵ネゴシ
エーションを構成します

鍵ネゴシエーションパラメータを
長くします。

例 23–13

3
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タスク 説明 説明

すばやく成功したり、すばやく障害を
見つけるように鍵ネゴシエーションを
構成します

鍵ネゴシエーションパラメータを
短くします。

例 23–14

IKE転送パラメータの変更
IKEが鍵ネゴシエーションを行うとき、転送速度がネゴシエーションの成功に影響し
ます。通常、IKE転送パラメータのデフォルト値を変更する必要はありません。しか
し、非常に悪い回線で鍵ネゴシエーションを最適化したり、問題を再現したりする
ときには、転送パラメータの値を変更してもかまいません。

持続時間を長くすると、信頼性の低い転送回線で鍵ネゴシエーションを行うことが
できます。初期試行が成功するためには、特定のパラメータを長くします。初期試
行が成功しない場合、後続の試行の間を空けることによって、ネゴシエーション全
体が成功する時間を提供できます。

持続時間を短くすると、信頼性の高い転送回線で鍵ネゴシエーションを行うことが
できます。持続時間が短くなると、ネゴシエーションが失敗したときに素早く再試
行するため、ネゴシエーション全体の速度が上がります。問題を診断するときに
も、ネゴシエーションの速度を上げると、障害をすばやく再現できます。持続時間
を短くすると、フェーズ 1 SAが自分の寿命に使用できるようになります。

▼ フェーズ1 IKE鍵ネゴシエーションの持続時間を
変更する方法

システムコンソール上で、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

注 –リモートログインすると、セキュリティー上重要なトラフィックが盗聴される恐
れがあります。何らかの方法でリモートログインを保護していても、システムのセ
キュリティーがリモートログインセッションレベルに低下します。セキュリ
ティー保護されたリモートログインには、sshコマンドを使用してください。

1
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各システムのグローバル転送パラメータのデフォルト値を変更します。
システムごとに、/etc/inet/ike/configファイルのフェーズ 1持続時間パラメータを
変更します。
### ike/config file on system

## Global parameters

#

## Phase 1 transform defaults

#

#expire_timer 300

#retry_limit 5

#retry_timer_init 0.5 (integer or float)

#retry_timer_max 30 (integer or float)

expire_timer 完了していない IKEフェーズ 1ネゴシエーションを残しておく
秒数。この時間が過ぎると、ネゴシエーションの試行は削除さ
れます。デフォルトは 30秒です。

retry_limit 再転送の最大数。この回数を過ぎると、IKEネゴシエーション
は中断されます。デフォルトは 5回です。

retry_timer_init 再転送の間隔の初期値。retry_timer_max値に到達するま
で、再転送ごとに、その間隔は 2倍にされます。デフォルトは
0.5秒です。

retry_timer_max 再転送の間隔の最大値。再転送の間隔は、この値より大きくは
なりません。デフォルトは 30秒です。

変更した設定をカーネルに読み込みます。

■ Solaris 10 4/09リリース以降では、ikeサービスを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ike

■ Solaris 10 4/09リリースより前のリリースを実行している場合は、システムを再起
動します。
# init 6

あるいは、in.ikedデーモンを停止および起動します。

IKEフェーズ 1ネゴシエーションの時間を長くする

次の例では、システムと IKEピアはトラフィックが多い転送回線で接続されていま
す。オリジナルの設定は、ファイルのコメント行にあります。新しい設定は、ネゴ
シエーションの時間を長くしています。

### ike/config file on partym

## Global Parameters

2

3
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#

## Phase 1 transform defaults

#expire_timer 300

#retry_limit 5

#retry_timer_init 0.5 (integer or float)

#retry_timer_max 30 (integer or float)

#

expire_timer 600

retry_limit 10

retry_timer_init 2.5

retry_timer_max 180

IKEフェーズ 1ネゴシエーションの時間を短くする

次の例では、システムと IKEピアはトラフィックが少ない高速回線で接続されてい
ます。オリジナルの設定は、ファイルのコメント行にあります。新しい設定は、ネ
ゴシエーションの時間を短くしています。

### ike/config file on partym

## Global Parameters

#

## Phase 1 transform defaults

#expire_timer 300

#retry_limit 5

#retry_timer_init 0.5 (integer or float)

#retry_timer_max 30 (integer or float)

#

expire_timer 120

retry_timer_init 0.20

例23–14
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インターネットキー交換 (リファレンス)

この章では、IKEに関する次のリファレンス情報について説明します。

■ 653ページの「サービス管理機能」
■ 654ページの「IKEデーモン」
■ 654ページの「IKEポリシーファイル」
■ 655ページの「IKE管理コマンド」
■ 656ページの「IKE事前共有鍵ファイル」
■ 656ページの「IKE公開鍵のデータベースおよびコマンド」

IKEの実装方法については、第 23章「IKEの設定 (手順)」を参照してください。概要
については、第 22章「インターネットキー交換 (概要)」を参照してください。

サービス管理機能
svc:/network/ipsec/ike:defaultサービス – serviceサービス管理機能 (SMF)で
は、IKEを管理するための ikeサービスが提供されています。デフォルトでは、この
サービスは無効になっています。このサービスを有効にする前に、IKE構成ファイル
/etc/inet/ike/configを作成する必要があります。

次に示す ikeサービスのプロパティーは構成可能です。

■ config_fileプロパティー – IKE構成ファイルの場所です。初期値は
/etc/inet/ike/configです。

■ debug levelプロパティー – in.ikedデーモンのデバッグレベルです。初期値は op

(動作)です。指定可能な値については、ikeadm(1M)のマニュアルページの「オブ
ジェクトタイプ」に記載されているデバッグレベルの表を参照してください。

■ admin_privilegeプロパティー – in.ikedデーモンの特権レベルです。初期値は
baseです。ほかの値は modkeysと keymatです。詳細については、655ページ
の「IKE管理コマンド」を参照してください。
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SMFの詳細については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 18章「サービスの
管理 (概要)」を参照してください。smf(5)、svcadm(1M)、および svccfg(1M)のマ
ニュアルページも参照してください。

IKEデーモン
in.ikedデーモンは、Solarisシステム上で IPsecの暗号化キーの管理を自動化しま
す。また、同じプロトコルを実行するリモートシステムとのネゴシエーションを行
い、認証された鍵情報が、保護された方法でセキュリティーアソシエーション (SA)
に提供されます。そのデーモンは、セキュリティー保護された通信を行うすべての
システムで実行する必要があります。

デフォルトでは、svc:/network/ipsec/ike:defaultサービスは無効になっていま
す。/etc/inet/ike/configファイルを設定し、ikeサービスを有効にしたら、システ
ム起動時に in.ikedデーモンが実行されます。

IKEデーモンを実行すると、システムは、フェーズ 1交換でそのピア IKEエン
ティティーに対してそのシステム自体を認証します。そのピアは、認証方式として
IKEポリシーファイルに定義されています。そのあと、デーモンはフェーズ 2の
キーが設定します。ポリシーファイルで指定した時間間隔で、IKEキーが自動的に更
新されます。in.ikedデーモンを実行すると、ネットワークからの着信 IKE要求と
PF_KEYソケット経由の出力トラフィックの要求を待機します。詳細は、pf_key(7P)
のマニュアルページを参照してください。

2つのコマンドが IKEデーモンをサポートします。ikeadmコマンドを使用する
と、IKEポリシーの表示および一時的な変更を行うことができます。IKEポリシーを
永続的に変更するには、ikeサービスのプロパティーを変更する必要があります。手
順については、613ページの「IKEの事前共有鍵を表示する方法」を参照してくださ
い。

ikecertコマンドを実行すると、公開鍵データベースを表示および変更できます。こ
のコマンドでは、ローカルデータベース ike.privatekeysと publickeysを管理しま
す。公開鍵の操作とハードウェア上の公開鍵の記憶領域も管理します。

IKEポリシーファイル
IKEポリシー用の構成ファイル /etc/inet/ike/configは、IPsecポリシーファイル
/etc/inet/ipsecinit.confの中で保護されているインタフェースのキーを管理しま
す。IKEポリシーファイルは、IKEのキーと IPsec SAのキーを管理します。IKE
デーモン自体は、フェーズ 1交換で鍵情報を要求します。

IKEでの鍵管理には、ルールとグローバルパラメータが関係します。IKEルール
は、その鍵情報で保護するシステムやネットワークを識別します。さらに、ルール
は認証方式も指定します。グローバルパラメータには、接続されたハードウェアア

IKEデーモン
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クセラレータへのパスなどがあります。IKEポリシーファイルの例については、
608ページの「事前共有鍵による IKEの設定 (作業マップ)」を参照してくださ
い。IKEポリシーエントリの例と説明については、ike.config(4)のマニュアル
ページを参照してください。

IKEがサポートする IPsec SAは、IPsecポリシーの設定ファイル
/etc/inet/ipsecinit.confで設定されるポリシーに従って IPデータグラムを保護し
ます。IPsec SAの作成時に perfect forward security (PFS)を使用するかどうかは、IKEポ
リシーファイルで決まります。

ike/configファイルには、RSA Security Inc. PKCS #11 Cryptographic Token Interface
(Cryptoki)に準拠して実装されているライブラリへのパスを含めることができま
す。IKEは、この PKCS #11ライブラリを使って、アクセラレータおよびキースト
レージハードウェアにアクセスします。

ike/configファイルのセキュリティーに関する注意点は、ipsecinit.confファイル
のセキュリティーと同様です。詳細は、592ページの「ipsecinit.confと ipsecconf

のセキュリティーについて」を参照してください。

IKE管理コマンド
ikeadmコマンドを実行すると、次のことができます。

■ IKEデーモンプロセスの要素の表示
■ IKEデーモンに渡すパラメータの変更
■ フェーズ 1交換時の SA作成に関する統計情報の表示
■ IKEプロセスのデバッグ
■ IKE状態の要素の表示
■ IKEデーモンのプロパティーの変更
■ フェーズ 1交換時の SA作成に関する統計情報の表示
■ IKEプロトコル交換のデバッグ

このコマンドのオプションの例と詳しい説明については、ikeadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

実行する IKEデーモンの特権レベルにより、表示および変更可能な IKEデーモンの
要素が決まります。使用可能な特権レベルは 3つあります。

baseレベル 鍵情報を表示したり変更したりすることはできません。baseレベ
ルはデフォルトの特権レベルです。

modkeysレベル 事前共有鍵の削除、変更、追加ができます。

keymatレベル ikeadmコマンドで実際の鍵情報を表示できます。

IKE管理コマンド

第 24章 • インターネットキー交換 (リファレンス) 655

http://docs.sun.com/doc/816-5174/ike.config-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ikeadm-1m?a=view


特権を一時的に変更する場合は、ikeadmコマンドを使用できます。永続的に変更す
る場合は、ikeサービスの admin_privilegeプロパティーを変更します。手順につい
ては、548ページの「IKEおよび IPsecサービスを管理する方法」を参照してくださ
い。

ikeadmコマンドのセキュリティーについては、ipseckeyコマンドのセキュリ
ティーと同様です。詳細は、594ページの「ipseckeyにおけるセキュリティーについ
て」を参照してください。

IKE事前共有鍵ファイル
事前共有鍵を手動で作成すると、キーは、/etc/inet/secretディレクトリのファイ
ルに格納されます。ike.presharedファイルに Internet Security Association and Key
Management Protocol (ISAKMP) SAの事前共有鍵が含まれ、ipseckeysファイルに IPsec
SAの事前共有鍵が含まれます。これらのファイルは 0600で保護されます。secret

ディレクトリは 0700で保護されます。

■ ike.presharedファイルは、事前共有鍵を必要とする ike/configファイルの設定
時に作成します。IKE認証用として、ike.presharedファイルに ISAKMP SAの鍵
情報を入力します。フェーズ 1交換の認証に事前共有鍵を使用するため、この
ファイルを in.ikedデーモンの開始前に有効にする必要があります。

■ ipseckeysファイルには、IPsec SAの鍵情報が含まれています。手動によるファイ
ルの管理の例については、540ページの「IPsecセキュリティーアソシエーション
を手動で作成する方法」を参照してください。IKEデーモンでは、このファイル
を使用しません。IKEによって IPsec SAに対して生成される鍵情報は、カーネル
に保存されます。

注 –事前共有鍵は、ハードウェア記憶領域を利用できません。事前共有鍵は、生成
後、システムに格納されます。

IKE公開鍵のデータベースおよびコマンド
ikecertコマンドを実行すると、ローカルシステムの公開鍵データベースを操作でき
ます。このコマンドは、ike/configファイルが公開鍵証明書を要求するときに使用
します。IKEではそれらのデータベースを使用してフェーズ 1交換を認証するた
め、in.ikedデーモンを起動する前に、それらのデータベースに必要な情報が含まれ
ていなければなりません。3つのサブコマンド certlocal、certdb、certrldbをそれ
ぞれ実行して、3つのデータベースを処理します。

ikecertコマンドはキーの格納処理も行います。キーは、ディスク、接続された Sun
Crypto Accelerator 6000、&sca 4;ボード、またはソフトトークンキーストアに格納でき
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ます。ソフトトークンキーストアは、ハードウェアデバイスと通信するため
に、Solaris暗号化フレームワークのメタスロットを使用しているときに使用できま
す。ikecertコマンドは、PKCS #11ライブラリを使用してキーの格納場所を見つけま
す。

■ Solaris 10 1/06:このリリース以降では、このライブラリを指定する必要はありま
せん。デフォルトでは、PKCS #11ライブラリは /usr/lib/libpkcs11.soです。

■ Solaris 10:このリリースでは、PKCS #11エントリを指定する必要があります。こ
のエントリが存在しない場合、ikecertコマンドの -Tオプションは機能しませ
ん。エントリは次のようになります。

pkcs11_path "/opt/SUNWconn/cryptov2/lib/libvpkcs11.so"

詳細は、ikecert(1M)のマニュアルページを参照してください。メタスロットとソフ
トトークンキーストアについては、cryptoadm(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

ikecert tokensコマンド
tokens引数を使用すると、使用可能なトークン IDがリストされます。トークン ID
により、ikecert certlocalコマンドと ikecert certdbコマンドは、公開鍵証明書と
証明書要求を生成します。これらの証明書と証明書要求は、暗号化フレームワーク
によってソフトトークンキーストアに格納するか、接続された Sun Crypto Accelerator
6000または&sca 4;ボードに格納することができます。ikecertコマンドは、PKCS #11
ライブラリを使用して証明書の格納場所を見つけます。

ikecert certlocalコマンド
certlocalサブコマンドは非公開鍵データベースを管理します。このサブコマンドを
選択すると、非公開鍵の追加、表示、および削除を行うことができます。また、自
己署名付き証明書または証明書要求のいずれかを作成できます。-ksオプションを選
択すると、自己署名付き証明書が作成されます。-kcオプションを選択すると、証明
書要求が作成されます。鍵はシステムの /etc/inet/secret/ike.privatekeysディレク
トリに格納されます。-Tオプションを指定した場合は、システムに接続された
ハードウェアに格納されます。

非公開鍵を作成する場合は、ikecert certlocalコマンドへのサブコマンドに関連す
るエントリが ike/configファイルに存在しなければなりません。ikecertオプション
と ike/configエントリの対応を次の表に示します。
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表 24–1 ikecertオプションと ike/configエントリの対応表

ikecertオプション ike/configエントリ 説明

-A subject-alternate-name cert_trust subject-alternate-name 証明書を一意に識別するニックネーム。指定可能な値
は IPアドレス、電子メールアドレス、およびドメイ
ン名です。

-D X.509-distinguished-name X.509-distinguished-name 国 (C)、組織名 (ON)、組織単位 (OU)、共通名 (CN)を
含む認証局のフルネーム。

-t dsa-sha1 auth_method dss_sig RSAよりもわずかに遅い認証方式。

-t rsa-md5および

-t rsa-sha1

auth_method rsa_sig DSAよりもわずかに速い認証方式。

RSA公開鍵は、最大ペイロードを暗号化するのに十分
な長さが必要。通常、X.509識別名などの IDペイ
ロードが最大ペイロードになります。

-t rsa-md5および

-t rsa-sha1

auth_method rsa_encrypt RSA暗号化により、IKEにある IDが不正侵入者から保
護されますが、IKEピアには互いの公開鍵の認識が要
求されます。

-T pkcs11_path PKCS #11ライブラリは、Sun Crypto Accelerator 1000
ボード、Sun Crypto Accelerator 6000ボード、および
Sun Crypto Accelerator 4000ボード上のアクセラレータ
を処理します。また、このライブラリは、Sun Crypto
Accelerator 6000および Sun Crypto Accelerator 4000
ボード上のキーストレージを処理するトークンも提供
します。

ikecert certlocal -kc コマンドを指定して証明書要求を実行する場合、そのコマン
ド出力を PKI機関または認証局 (CA)に送信します。会社が独自の PKIを運営してい
る場合は、出力を PKI管理者に送信します。PKI機関、CA、または PKIの管理者は
これに基づいて証明書を作成します。PKIまたはCAから返された証明書は、certdb

サブコマンドに渡されます。PKIから返された証明書失効リスト (CRL)は、certrldb

サブコマンドに渡されます。

ikecert certdbコマンド
certdbサブコマンドは、公開鍵データベースを管理します。そのサブコマンドを選
択すると、公開鍵と証明書を追加、表示、および削除できます。また、リモートシ
ステムで ikecert certlocal -ksコマンドを実行して作成された証明書を入力として
受け入れます。手順については、620ページの「自己署名付き公開鍵証明書により
IKEを設定する方法」を参照してください。さらに、PKIまたはCAから受信する証
明書も入力として受け入れます。手順については、626ページの「CAからの署名付
き証明書により IKEを設定する方法」を参照してください。

IKE公開鍵のデータベースおよびコマンド

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月658



証明書と公開鍵は、システムの /etc/inet/ike/publickeysディレクトリに格納され
ます。-Tオプションを指定した場合、証明書、非公開鍵、公開鍵は、システムに接
続されたハードウェアに格納されます。

ikecert certrldbコマンド
certrldbサブコマンドは、証明書失効リスト (CRL)データベース /etc/inet/ike/crls

を管理します。CRLデータベースには、公開鍵の失効リストが保存されていま
す。よって、このリストには、すでに有効でない証明書が明記されます。PKIに
よって CRLが提供されるときに、ikecert certrldbコマンドを指定して CRLデータ
ベースにそのCRLを格納します。手順については、635ページの「証明書失効リス
トを処理する方法」を参照してください。

/etc/inet/ike/publickeysディレクトリ
/etc/inet/ike/publickeysディレクトリの複数のファイルまたは「スロット」に
は、公開鍵と非公開鍵のペアの公開部分とその証明書が含まれています。この
ディレクトリは 0755で保護されています。ikecert certdbコマンドを使用して、そ
のディレクトリを読み込みます。-Tオプションを指定すると、鍵は publickeys

ディレクトリではなく Sun Crypto Accelerator 6000または&sca 4;ボード上に格納され
ます。

スロットには、別のシステムで生成された証明書のX.509識別名が符号化された形式
で含まれます。自己署名付き証明書を使用する場合、そのコマンドへの入力とし
て、リモートシステムの管理者から受信する証明書を使用します。CAからの証明書
を使用する場合、CAから受け取る 2つの署名付き証明書をこのデータベースに格納
します。CAに送信した証明書署名要求に基づいた証明書を格納します。また、CA
の証明書も格納します。

/etc/inet/secret/ike.privatekeysディレクトリ
/etc/inet/secret/ike.privatekeysディレクトリには、公開鍵非公開鍵ペアの一部で
ある公開鍵ファイルが入っています。このペアはISAKMP SAの鍵情報です。この
ディレクトリは 0700で保護されています。ikecert certlocalコマンドを実行し
て、ike.privatekeysディレクトリを読み込みます。非公開鍵は、ペアとなる公開
鍵、自己署名付き証明書やCAが格納されてから有効になります。ペアとなる公開鍵
は、/etc/inet/ike/publickeysディレクトリか、Sun Crypto Accelerator 6000または
Sun Crypto Accelerator 4000ボードに格納されます。
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/etc/inet/ike/crlsディレクトリ
/etc/inet/ike/crlsディレクトリには、証明書失効リスト (CRL)ファイルが含まれて
います。各ファイルは、/etc/inet/ike/publickeysディレクトリにある公開鍵証明書
ファイルに対応しています。PKI機関により、それらの証明書のCRLが提供されま
す。ikecert certrldbコマンドを使用して、そのデータベースを読み込むことができ
ます。
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Oracle Solaris IPフィルタ (概要)

この章では、Oracle Solaris IPフィルタの概要を紹介します。Oracle Solaris IPフィルタ
を使用した作業については、第 26章「Oracle Solaris IPフィルタ (作業)」を参照して
ください。

この章では、次の内容について説明します。

■ 661ページの「Oracle Solaris IPフィルタの新機能」
■ 662ページの「Oracle Solaris IPフィルタとは」
■ 663ページの「Oracle Solaris IPフィルタのパケット処理」
■ 666ページの「OpenSolaris IPフィルタの使用ガイドライン」
■ 666ページの「Oracle Solaris IPフィルタの構成ファイルの使用」
■ 667ページの「Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理」
■ 673ページの「パケットフィルタリングフック」
■ 674ページの「Oracle Solaris IPフィルタと pfil STREAMSモジュール」
■ 674ページの「IPv6とOracle Solaris IPフィルタ」
■ 676ページの「Oracle Solaris IPフィルタのマニュアルページ」

Oracle Solaris IPフィルタの新機能
この節では、Oracle Solaris IPフィルタの新しい機能について説明します。

新機能の完全な一覧や各Oracle Solarisリリースの説明については、『Oracle
Solaris 10 9/10の新機能』を参照してください。

パケットフィルタリングフック
Solaris 10 7/07リリース以降では、Oracle Solarisでのパケットフィルタリングにパ
ケットフィルタリングフックが使用されるようになりました。この機能は、システ
ム管理に次のような利点をもたらします。
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■ パケットフィルタリングフックにより、Oracle Solaris IPフィルタの構成が簡単に
なります。

■ ゾーン間のパケットフィルタリングがサポートされるようになりました。
■ フィルタリングフックを使用するとOracle Solaris IPフィルタのパフォーマンスが
向上します。

これらのフックの詳細については、673ページの「パケットフィルタリング
フック」を参照してください。パケットフィルタリングフックに関する作業につい
ては、第 26章「Oracle Solaris IPフィルタ (作業)」を参照してください。

Oracle Solaris IPフィルタの IPv6パケットフィルタ
リング
Solaris 10 6/06:ネットワークインフラストラクチャーの全部または一部を IPv6で構成
しているシステム管理者のために、Oracle Solaris IPフィルタが IPv6パケットフィル
タリングに対応できるように拡張されています。IPv6パケットフィルタリングで
は、発信元または宛先の IPv6アドレス、IPv6アドレスを含むプール、および IPv6拡
張ヘッダーに基づいて、パケットを取り出すことができます。

ipfコマンドと ipfstatコマンドを IPv6に使用できるように、-6オプションが追加さ
れています。ipmonコマンドと ippoolコマンドのコマンド行インタフェースに変更
はありませんが、これらのコマンドは IPv6でも使用することができます。ipmonコ
マンドは、IPv6パケットのログを記録できるように拡張されており、ippoolコマン
ドは、IPv6アドレスをプールに格納することができます。

詳細は、「IPv6とOracle Solaris IPフィルタ」を参照してください。IPv6パケット
フィルタリングに関する作業については、第 26章「Oracle Solaris IPフィルタ (作
業)」を参照してください。

Oracle Solaris IPフィルタとは
Oracle Solaris IPフィルタは、Oracle Solarisのファイアウォールソフトウェアとして
SunScreenファイアウォールを置き換えます。SunScreenファイアウォール同
様、Oracle Solaris IPフィルタは、ステートフルパケットフィルタリングとネット
ワークアドレス変換 (NAT)を行います。Oracle Solaris IPフィルタには、ステートレス
パケットのフィルタリングとアドレスプールの作成と管理を行う機能もあります。

パケットのフィルタリングは、ネットワークベースの攻撃に対する基本的な保護を
提供します。Oracle Solaris IPフィルタは、IPアドレス、ポート、プロトコ
ル、ネットワークインタフェース、およびトラフィックの転送方向を元にフィルタ
リングを行うことができます。また、発信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、IPアド
レスの範囲、またはアドレスプールによってもフィルタリングを行うことができま
す。
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Oracle Solaris IPフィルタは、オープンソースの IP Filterソフトウェアをベースにして
います。オープンソースの IP Filterのライセンス契約、作者、および著作権宣言文を
参照するためのデフォルトパスは、/usr/lib/ipf/IPFILTER.LICENCEです。Oracle
Solarisがデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、所定のパスを修
正して、インストールした場所にあるファイルにアクセスします。

オープンソースの IP Filterの情報源
Darren Reedによるオープンソースの IP Filterソフトウェアのホームページ
は、http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ip-filter.htmlにあります。このサイトに
は、オープンソースの IP Filterに関する情報が含まれており、チュートリアル「IP
Filter Based Firewalls HOWTO」(Brendan Conoboyおよび Erik Fichtner、2002)へのリン
クも含まれています。このチュートリアルは、BSD UNIX環境でファイアウォールを
作成する方法を手順ごとに説明しています。このチュートリアルは BSD UNIX環境
向けに書かれていますが、Oracle Solaris IPフィルタの構成にも関連しています。

Oracle Solaris IPフィルタのパケット処理
Oracle Solaris IPフィルタは、パケットが処理されるときに一連の手順を実行しま
す。次の図は、パケット処理の段階と、フィルタがTCP/IPプロトコルスタックとど
のように統合されるかを示しています。
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図 25–1 パケット処理の順序
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パケット処理には次の手順が含まれます。

■ ネットワークアドレス変換 (NAT)
プライベート IPアドレスを異なる公開アドレスに変換するか、複数のプライ
ベートアドレスの別名として単一の公開アドレスを使用します。NATを使用する
と、組織に既存のネットワークがあり、インターネットにアクセスする必要があ
る場合に、IPアドレスが枯渇する問題を解決できます。

■ IPアカウンティング
入力と出力の規則を個別に設定し、通過するバイト数を記録できます。規則に一
致する数に達するたびに、パケットのバイト数を規則に追加し、段階的な統計を
収集できます。

■ フラグメントキャッシュチェック

現在のトラフィック内の次のパケットがフラグメントの場合、前のパケットが許
可されると、状態テーブルと規則のチェックが迂回され、そのフラグメントも許
可されます。

■ パケットの状態チェック

規則に keep stateが含まれている場合、指定されたセッション内のすべてのパ
ケットは、規則で passまたは blockのどちらが指定されているかに応じて自動的
に通されるかブロックされます。

■ ファイアウォールチェック

入力と出力の規則を個別に設定し、パケットが Solaris IPフィルタを通過して
カーネルのTCP/IPルーチンまたはネットワーク上に送信されることを許可する
かどうかを決定できます。

■ グループ

グループを使用すると、ツリー形式で規則セットを作成できます。
■ 機能

機能とは、実行されるアクションです。block、 pass、literal、および send

ICMP responseなどの機能を実行できます。
■ 高速経路制御

高速ルートは、パケットを経路制御のためのUNIX IPスタックを通過させないよ
うに Solaris IPフィルタに指示し、TTLの減少を防ぎます。

■ IP認証
認証されたパケットが、ファイアウォールループを 1回だけ通過するようにし
て、重複した処理を防止します。
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OpenSolaris IPフィルタの使用ガイドライン
■ OpenSolaris IPフィルタは SMFサービス svc:/network/pfilと svc:/network/ipfilterに
よって管理されます。SMF全体の概要については、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 18章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。SMFに関する
詳細な手順については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の第 19章「サービス
の管理 (手順)」を参照してください。

■ OpenSolaris IPフィルタでは、構成ファイルを直接編集する必要があります。
■ OpenSolaris IPフィルタはOpenSolarisの一部としてインストールされます。デ
フォルトでは、インストール直後のOpenSolaris IPフィルタはアクティブではあり
ません。フィルタリングを設定するには、構成ファイルを編集し、手動で
OpenSolaris IPフィルタをアクティブ化する必要があります。フィルタリング
は、システムをリブートするか、ifconfigコマンドでインタフェースを plumbす
ることによってアクティブ化できます。詳細は、ifconfig(1m)のマニュアル
ページを参照してください。OpenSolaris IPフィルタを有効にするための作業につ
いては、677ページの「Oracle Solaris IPフィルタの構成」を参照してください。

■ OpenSolaris IPフィルタを管理するには、IP Filter Managementの権利プロファイル
を持つ役割またはスーパーユーザーになれなければなりません。IP Filter
Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てること
ができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照
してください。

■ IPネットワークマルチパス (IPMP)は、ステートレスフィルタリングだけをサ
ポートしています。

■ Sun Clusterの構成は、OpenSolaris IPフィルタによるフィルタリングをサポートし
ていません。

■ ゾーン間のフィルタリングは、OpenSolaris IPフィルタでは現在サポートされてい
ません。

Oracle Solaris IPフィルタの構成ファイルの使用
Oracle Solaris IPフィルタを使用して、ファイアウォールサービスまたはネットワーク
アドレス変換 (NAT)を提供できます。Oracle Solaris IPフィルタは、ロード可能な構成
ファイルを使用して実行できます。Oracle Solaris IPフィルタには、/etc/ipfという
ディレクトリがあります。/etc/ipfディレクトリには、ipf.conf、ipnat.confおよ
び ippool.conf と呼ばれる構成ファイルを作成して、保存できます。 /etc/ipf

ディレクトリに保存されている場合、これらのファイルは、起動プロセスで自動的
にロードされます。構成ファイルを別の場所に保存して、これらのファイルを手動
でロードすることも可能です。構成ファイルの例については、712ページの「Oracle
Solaris IPフィルタ構成ファイルの作成と編集」を参照してください。
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Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理
ファイアウォールを管理するために、Oracle Solaris IPフィルタを使用して、ネット
ワークトラフィックをフィルタリングするために使用する規則セットを指定しま
す。次の種類の規則セットを作成できます。

■ パケットフィルタリング規則セット
■ ネットワークアドレス変換 (NAT)規則セット

さらに、まとまった IPアドレスを参照するために、アドレスプールを作成すること
もできます。作成したプールは、あとで規則セット内で使用できます。アドレス
プールは、規則処理を速めるために役立ちます。また、アドレスプールに
よって、大きなまとまりのアドレスをより簡単に管理できます。

Oracle Solaris IPフィルタのパケットフィルタリン
グ機能の使用
パケットフィルタリング規則セットを使用して、パケットのフィルタリングを設定
します。ipfコマンドで、パケットフィルタリング規則セットを処理します。ipfコ
マンドの詳細については、ipf(1M)コマンドを参照してください。

パケットフィルタリング規則は、ipfコマンドによってコマンド行で作成すること
も、パケットフィルタリングの構成ファイル内で作成することもできます。起動時
にパケットフィルタリング規則をロードする場合は、パケットフィルタリング規則
を保存する /etc/ipf/ipf.confという構成ファイルを作成します。起動時にパ
ケットフィルタリング規則をロードしない場合は、適当な場所に ipf.confファイル
を保存し、 ipfコマンドによってパケットフィルタリングを手動でアクティブ化し
ます。

Oracle Solaris IPフィルタには、アクティブ規則セットと非アクティブ規則セットの 2
つのパケットフィルタリング規則セットを格納できます。大部分の場合、作業では
アクティブ規則セットを使用します。ただし、ipf -Iコマンドを使用すると、コマ
ンドアクションを非アクティブ規則リストに適用できます。非アクティブ規則リス
トは、ユーザーが選択しない限り、Oracle Solaris IPフィルタによって使用されること
はありません。非アクティブ規則リストによって、アクティブなパケットのフィル
タリングに影響を与えずに、規則を保存できます。

Oracle Solaris IPフィルタは、パケットを通過させる、またはブロックする前に、設定
された規則リストの最初から最後まで規則を処理します。Oracle Solaris IPフィルタ
は、パケットを通過させるかどうかを決めるフラグを格納しています。フラグ
は、規則セット全体を調べ、最後に一致した規則を基にパケットを通過させる
か、ブロックするかを決定します。
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このプロセスには、2つの例外があります。最初の例外は、パケットが quick

キーワードを含む規則に一致した場合です。規則が quickキーワードを含む場合
は、その規則に対する処理が実行され、それ以降の規則はチェックされません。2番
目の例外は、パケットが groupキーワードを含む規則に一致した場合です。パケット
がグループに一致すると、グループでタグ付けされた規則だけがチェックされま
す。

パケットのフィルタリング規則の構成
パケットのフィルタリング規則を作成するには、次の構文を使用します。

action [in|out] option keyword, keyword...

1. 各規則がアクションを開始します。Oracle Solaris IPフィルタは、パケットが規則
に一致する場合、アクションを実行します。次の一覧に、パケットに対して実行
される一般的なアクションを示します。

block パケットはフィルタを通過できません。

pass パケットはフィルタを通過します。

log パケットをロギングしますが、パケットをブロックするか、通過
させるかの決定は行いません。ログを参照するには、ipmonコマ
ンドを使用します。

count フィルタの統計にパケットを含めます。統計を参照するには、
ipfstatコマンドを使用します。

skip number フィルタは numberフィルタリング規則をスキップします。

auth パケット情報を確認するユーザープログラムが実行するパケット
認証を要求します。このプログラムは、パケットを通過させる
か、ブロックするかを決定します。

preauth パケットの処理を決定するにあたって、フィルタが事前認証リス
トを参照するように要求します。

2. アクション後の出力は、inまたは outのはずです。ユーザーの選択により、パ
ケットのフィルタリング規則が、受信パケットと発信パケットのどちらに適用さ
れるのかが決定されます。

3. 次に、オプションの一覧からオプションを選択します。複数のオプションを使用
する場合は、次の順序で使用してください。

log 規則が最後に一致した規則の場合、パケットをロギング
します。ログを参照するには、ipmonコマンドを使用し
ます。

quick パケットが一致した場合、quickオプションを含む規則
を実行します。これ以上の規則チェックは行われませ
ん。
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on interface-name パケットが指定したインタフェースを出入りする場合だ
け、規則を適用します。

dup-to interface-name パケットをコピーし、interface-name上の複製を任意で指
定した IPアドレスに送信します。

to interface-name パケットを interface-nameの出力キューに移動します。
4. オプションの指定後、パケットが規則に一致するかどうかを決定するさまざまな
キーワードを選択できます。次のキーワードは、以下の順序で使用してくださ
い。

注 –デフォルトでは、構成ファイルのいずれの規則にも一致しないパケット
は、すべてフィルタを通過します。

tos 16進数または 10進数の整数で表されたサービスタイプの値を
基に、パケットをフィルタリングします。

ttl 生存期間の値を基に、パケットの一致を取ります。パケット
に保存されている生存期間の値は、破棄される前にパケット
がネットワーク上に存在できる期間を示します。

proto 特定のプロトコルに対して一致を取ります。/etc/protocols

ファイルに指定されている任意のプロトコル名を使用した
り、そのプロトコルを表す 10進数の数を指定したりできま
す。キーワード tcp/udpは、TCPまたはUDPパケットとの一
致を取るために使用できます。

from/to/all/ any 発信元 IPアドレス、宛先 IPアドレスおよびポート番号のい
ずれか、またはすべてに対して一致を取ります。all

キーワードは、すべての発信元からのパケットおよびすべて
の宛先へのパケットを受諾するために使用します。

with パケットに関連する指定された属性に対して一致を取りま
す。オプションがない場合にパケットを一致させるに
は、キーワードの前に notまたは noと記述します。

flags 設定されているTCPフラグを基にフィルタリングを行うTCP
で使用します。TCPフラグについては、ipf(4)のマニュアル
ページを参照してください。

icmp-type ICMPのタイプによってフィルタリングを行います。この
キーワードは protoオプションが icmpに設定されているとき
に使用され、flagsオプションが指定されているときは使用
されません。
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keep keep-options 保存しておくパケットの情報を決定します。使用可能な
keep-optionsには、stateオプションと fragsオプションなどが
あります。stateオプションは、セッションに関する情報
を、TCP、UDP、および ICMPパケットで保存できま
す。fragsオプションは、パケットのフラグメントに関する
情報を保存し、後のフラグメントにその情報を適用しま
す。keep-optionsは、一致したパケットをアクセス制御リスト
のチェックなしで、通過させます。

head number 番号 numberで指定されるフィルタリング規則に対して、新し
いグループを作成します。

group number デフォルトグループではなく、グループ番号 numberのグ
ループに規則を追加します。ほかのグループを指定しない場
合は、すべてのフィルタリング規則がグループ 0に保存され
ます。

次の例は、規則を作成するためにパケットのフィルタリング規則構文をまとめる方
法を示しています。IPアドレス 192.168.0.0/16からの受信トラフィックをブロック
するには、規則リストに次の規則を含めます。

block in quick from 192.168.0.0/16 to any

パケットフィルタリング規則を記述するときの詳細な文法および構文について
は、ipf(4)のマニュアルページを参照してください。パケットのフィルタリングに関
する作業については、693ページの「Oracle Solaris IPフィルタのパケットフィルタリ
ング規則セットの管理」を参照してください。この例の IPアドレススキーム
(192.168.0.0/16 )については、第 2章「TCP/IPネットワークの計画 (手順)」を参照
してください。

Oracle Solaris IPフィルタのNAT機能の使用
NATは、発信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスをほかのインターネットアドレスまた
はイントラネットアドレスに変換するマッピング規則を設定します。これらの規則
は、受信 IPパケットまたは発信 IPパケットの発信元アドレスおよび宛先アドレスを
変更し、パケットを送信します。また、NATを使用して、あるポートから別の
ポートにトラフィックの方向を変更することもできます。NATは、パケットに修正
または方向の変更が行われても、パケットの完全性を維持します。

ipnatコマンドは、NAT規則リストを処理するために使用します。ipnatコマンドの
詳細については、ipnat(1M)コマンドを参照してください。

NAT規則は、 ipnatコマンドを使用してコマンド行で作成することもNAT構成
ファイルで作成することもできます。NAT構成規則は、ipnat.confファイルに保存
されます。ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作
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成します。起動時にNAT規則をロードしない場合は、適当な場所に ipnat.conf

ファイルを保存し、ipnatコマンドによってパケットフィルタリングを手動でアク
ティブ化します。

NAT規則の構成
次の構文でNAT規則を作成します。

command interface-name parameters

1. 各規則の冒頭には、次のコマンドのいずれかが記述されています。

map ある IPアドレスまたはネットワークを規制のないラウンドロビン方
式で別の IPアドレスまたはネットワークにマッピングします。

rdr ある IPアドレスとポートのペアから別の IPアドレスとポートのペ
アにパケットの方向を変更します。

bimap 外部 IPアドレスと内部 IPアドレス間で双方向のNATを確立しま
す。

map-block 静的 IPアドレスをベースにした変換を確立します。このコマンド
は、アドレスを指定の範囲に変換するアルゴリズムに基づいていま
す。

2. このコマンドのあとには、hme0などのインタフェース名を記述します。

3. 次に、NAT構成を決定するさまざまなパラメータを選択します。次に、この種の
パラメータの例をいくつか挙げます。

ipmask ネットワークマスクを指定します。

dstipmask ipmaskが変換されるアドレスを指定します。

mapport ポート番号の範囲と tcp、udpまたは tcp/udpプロトコルを指定しま
す。

次の例は、NAT規則を作成するためにNAT規則の構文をまとめる方法を示していま
す。発信元アドレスが 192.168.1.0/24のデバイス de0から発信されるパケットを書
き換え、外部に対して発信元アドレスが 10.1.0.0/16であることを示すには、NAT規
則セットに次の規則を含めます。

map de0 192.168.1.0/24 -> 10.1.0.0/16

NAT規則を記述する際の詳細な文法と形式については、ipnat(4)のマニュアル
ページを参照してください。
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Oracle Solaris IPフィルタのアドレスプール機能の
使用
アドレスプールは、アドレスとネットマスクのペアのまとまりに名前付けを行いま
す。アドレスプールは、IPアドレスと規則の一致を取るために必要な時間を短縮し
ます。また、アドレスプールによって、大きなまとまりのアドレスをより簡単に管
理できます。

アドレスプール構成規則は、ippool.conf ファイルに保存されます。起動時にアドレ
スプール規則をロードする場合は、アドレスプールの規則を保存する
/etc/ipf/ippool.confというファイルを作成します。起動時にアドレスプール規則
をロードしない場合は、適当な場所に ippool.confファイルを保存し、ippoolコマン
ドによってパケットフィルタリングを手動でアクティブ化します。

アドレスプールの構成
次の構文でアドレスプールを作成します。

table role = role-name type = storage-format number = reference-number

table 複数のアドレスへの参照を定義します。

role Oracle Solaris IPフィルタでプールの役割を指定します。この時点で、参照
できる役割は ipfだけです。

type プールの保存形式を指定します。

number フィルタリング規則が使用する参照番号を指定します。

たとえば、アドレスが 10.1.1.1および 10.1.1.2でネットワークが 192.16.1.0のグ
ループをプール番号 13で参照する場合、アドレスプールの構成ファイルに次の規則
を含めます。

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24 };

次に、フィルタリング規則のプール番号 13を参照するには、次の例のような規則を
構築します。

pass in from pool/13 to any

なお、プールへの参照を含む規則ファイルをロードする前に、プールファイルを
ロードする必要があります。プールファイルをロードしていない場合、次の出力の
ようにプールは未定義となります。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in from pool/13(!) to any
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プールをあとで追加しても、そのプールの追加によってカーネルの規則セットが更
新されることはありません。そのプールを参照する規則ファイルも再ロードする必
要があります。

パケットフィルタリング規則を記述するときの詳細な文法および構文について
は、ippool(4)のマニュアルページを参照してください。

パケットフィルタリングフック
Solaris 10 7/07リリース以降では、pfilモジュールの代わりにパケットフィルタリン
グフックを使用してOracle Solaris IPフィルタを有効にします。以前のOracle Solaris
リリースでは、Oracle Solaris IPフィルタを設定するには、追加手順として pfilモ
ジュールの構成が必要でした。この追加の構成が必要であったため間違いが発生し
やすく、Oracle Solaris IPフィルタが正しく動作しない場合がありました。pfil

STREAMSモジュールが IPとデバイスドライバの間に挿入されることも、パフォーマ
ンス低下の原因となっていました。さらに、pfilモジュールはゾーン間のパケット
傍受を実行できませんでした。

パケットフィルタリングフックを使用することにより、Oracle Solaris IPフィルタを有
効にする手順が簡素化されます。これらのフックを介して、Oracle Solaris IPフィルタ
はルーティング前 (入力)およびルーティング後 (出力)のフィルタタップを使用し
て、Oracle Solarisシステムに対する入出力パケットフローを制御できます。

パケットフィルタリングフックによって pfilモジュールは不要になります。した
がって、このモジュールに関連する次のコンポーネントも削除されます。

■ pfilドライバ
■ pfilデーモン
■ svc:/network/pfil SMFサービス

Oracle Solaris IPフィルタを有効にするための作業については、第 26章「Oracle Solaris
IPフィルタ (作業)」を参照してください。

パケットフィルタリングフック
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Oracle Solaris IPフィルタと pfil STREAMSモジュール

注 – pfilモジュールがOracle Solaris IPフィルタに使用されるのは、次のOracle Solaris
10リリースのみです。

■ Solaris 10 3/05リリース
■ Solaris 10 1/06リリース
■ Solaris 10 6/06リリース
■ Solaris 10 11/06リリース

Solaris 10 7/07リリース以降では、pfilモジュールはパケットフィルタリングフック
で置き換えられ、Oracle Solaris IPフィルタには使用されなくなりました。

pfil STREAMSモジュールは、Oracle Solaris IPフィルタを有効にするために使用され
ます。ただし、Oracle Solaris IPフィルタは、モジュールを各インタフェースに転送す
る自動メカニズムを提供していません。そのかわり、pfil STREAMSモジュールは
SMFサービス svc:/network/pfilによって管理されます。ネットワークインタ
フェースでフィルタリングをアクティブにするには、まず pfil.apファイルを構成し
ます。そのあと svc:/network/pfilサービスをアクティブ化して、pfil STREAMSモ
ジュールをネットワークインタフェースに転送します。STREAMSモジュールを有効
にするには、システムをリブートするか、ifconfigコマンドを使用して、フィルタリ
ングする各ネットワークインタフェースを unplumbしたあと、再度 plumbしま
す。IPv6パケットフィルタリング機能をアクティブ化するには、inet6バージョンの
インタフェースを plumbする必要があります。

ネットワークインタフェースの pfilモジュールが見つからない場合、SMFサービス
は保守状態になります。この状態をもたらすもっとも一般的な原因
は、/etc/ipf/pfil.apファイルが正しく編集されていないことです。サービスが保
守モードになると、フィルタのログファイルにそのことが記録されます。

Oracle Solaris IPフィルタをアクティブ化するための作業については、677ページ
の「Oracle Solaris IPフィルタの構成」を参照してください。

IPv6とOracle Solaris IPフィルタ
Solaris 10 6/06リリース以降のOracle Solaris IPフィルタでは、IPv6がサポートされて
います。IPv6パケットフィルタリングでは、発信元または宛先の IPv6アドレ
ス、IPv6アドレスを含むプール、および IPv6拡張ヘッダーに基づいて、パケットを
取り出すことができます。

IPv6は、多くの点で IPv4に似ています。ただし、これら 2つの IPバージョン
は、ヘッダーとパケットサイズが異なっています。IPフィルタでは、これらは重要
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な要素です。IPv6パケットには、「ジャンボグラム」と呼ばれる、65,535バイトよ
り大きなデータグラムが含まれています。Oracle Solaris IPフィルタでは、IPv6
ジャンボグラムはサポートされていません。IPv6のその他の機能の詳細について
は、72ページの「IPv6の主な特長」を参照してください。

注 –ジャンボグラムの詳細については、Internet Engineering Task Force (IETF)のRFC
2675、『IPv6 Jumbograms』のドキュメントを参照してください。 http://

www.ietf.org/rfc/rfc2675.txt

IPv6に関連する IPフィルタの作業は、IPv4とほとんど変わりません。もっとも大き
な違いは、特定のコマンドで -6オプションを使用することです。ipfコマンドと
ipfstatコマンドには、IPv6パケットフィルタリングを使用するために、-6オプ
ションが用意されています。IPv6パケットフィルタリング規則をロードおよびフ
ラッシュするときは、ipfコマンドで -6オプションを使用します。IPv6統計を表示
するときは、ipfstatコマンドに -6オプションを使用します。ipmonコマンドと
ippoolコマンドでも IPv6がサポートされますが、IPv6をサポートするためのオプ
ションは指定しません。ipmonコマンドは、IPv6パケットのログを記録できるように
拡張されています。ippoolコマンドでは、IPv6アドレスをプールに格納できま
す。IPv4アドレスまたは IPv6アドレスのみのプールを作成したり、IPv4アドレスと
IPv6アドレスを同じプールに含めたりできます。

ipf6.confファイルを使用して、IPv6用のパケットフィルタリング規則セットを作成
できます。デフォルトでは、ipf6.conf構成ファイルは /etc/ipfディレクトリに含ま
れています。ほかのフィルタリング構成ファイルと同様に、/etc/ipf ディレクトリ
に保存されている ipf6.confファイルは、起動時に自動的にロードされます。作成し
た IPv6構成ファイルを別の場所に保存し、そのファイルを手動でロードすることも
できます。

注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

IPv6用のパケットフィルタリング規則を設定したら、inet6バージョンのインタ
フェースを plumbして IPv6パケットフィルタリング機能をアクティブにしてくださ
い。

IPv6の詳細については、第 3章「IPv6の紹介(概要)」を参照してください。Oracle
Solaris IPフィルタに関する作業については、第 26章「Oracle Solaris IPフィルタ (作
業)」を参照してください。
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Oracle Solaris IPフィルタのマニュアルページ
次の表にOracle Solaris IPフィルタに関するマニュアルページを示します。

マニュアルページ 説明

ipf(1M) ipfコマンドを実行して次の作業を行う
■ パケットフィルタリング規則セットの処理

■ フィルタリングの無効化と有効化

■ 統計のリセットと現在のインタフェースステータスリ
ストとカーネル内インタフェースリストの再同期化

ipf(4) Oracle Solaris IPフィルタパケットのフィルタリング規則を
作成するための文法と構文を含む

ipfilter(5) オープンソースの IPフィルタのライセンス情報を提供する

ipfs(1M) ipfsコマンドを実行して、NAT情報と状態テーブル情報を
保存し、リブート後に復元する

ipfstat(1M) ipfstatコマンドを実行して、パケット処理の統計を検索
し、表示する

ipmon(1M) ipmonコマンドを使用してログデバイスを開き、パケット
のフィルタリングとNATの両方に対してロギングされたパ
ケットを参照する

ipnat(1M) ipnatコマンドを実行して次の作業を行う
■ NAT規則の処理
■ NAT統計の検索と表示

ipnat(4) NAT規則を作成するための文法と構文を含む

ippool(1M) ippoolコマンドを実行して、アドレスプールの作成と管理
を行う

ippool(4) Oracle Solaris IPフィルタアドレスプールを作成するための
文法と構文を含む

ndd(1M) pfil STREAMSモジュールの現在のフィルタリングパラ
メータおよび調整可能なパラメータの現在値を表示する
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Oracle Solaris IPフィルタ (作業)

この章では、Solaris IPフィルタを使用する作業を手順ごとに説明します。Oracle
Solaris IPフィルタの概要情報については、第 25章「Oracle Solaris IPフィルタ (概
要)」を参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

■ 677ページの「Oracle Solaris IPフィルタの構成」
■ 682ページの「Oracle Solaris IPフィルタの非アクティブ化と無効化」
■ 684ページの「pfilモジュールの使用」
■ 691ページの「Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理」
■ 704ページの「Oracle Solaris IPフィルタの統計および情報の表示」
■ 708ページの「Oracle Solaris IPフィルタ用ログファイルの処理」
■ 712ページの「Oracle Solaris IPフィルタ構成ファイルの作成と編集」

Oracle Solaris IPフィルタの構成
次の作業マップに、Oracle Solaris IPフィルタを構成するための手順を示します。

26第 2 6 章
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表 26–1 Oracle Solaris IPフィルタの構成 (作業マップ)

作業 説明 参照先

Oracle Solaris IPフィルタを初期
段階で有効にします。

Oracle Solaris IPフィルタは、デ
フォルトでは無効です。Solaris
IPフィルタを手動で有効にする
か /etc/ipf/ディレクトリにあ
る構成ファイルを使用して、シ
ステムをリブートする必要があ
ります。Solaris 10 7/07リリース
以降では、pfilモジュールの代
わりにパケットフィルタリング
フックを使用してOracle Solaris
IPフィルタを有効にします。

678ページの「Oracle Solaris IP
フィルタを有効にする方法」

Oracle Solaris IPフィルタを再度
有効にします。

Oracle Solaris IPフィルタが非ア
クティブ化された、または無効
になった場合は、システムをリ
ブートするか、ipfコマンドを
使用して、Oracle Solaris IP
フィルタを再度有効にできま
す。

680ページの「Oracle Solaris IP
フィルタを再度有効にする方
法」

ループバックフィルタリングを
有効にします。

オプションとして、ループ
バックフィルタリングを有効に
すると、ゾーン間のトラ
フィックのフィルタリングなど
を行うことができます。

681ページの「ループバック
フィルタリングを有効にする方
法」

▼ Oracle Solaris IPフィルタを有効にする方法
Solaris 10 7/07以降のOSを実行しているシステムでOracle Solaris IPフィルタを有効に
するには、次の手順に従います。Solaris 10 7/07 OSより前のOracle Solaris 10を実行し
ているシステムでOracle Solaris IPフィルタを有効にする場合は、684ページの「pfil

モジュールの使用」を参照してください。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

パケットフィルタリング構成ファイルを作成します。
パケットフィルタリング構成ファイルには、Oracle Solaris IPフィルタが使用するパ
ケットフィルタリング規則が含まれています。起動時にパケットフィルタリング規

1

2
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則をロードする場合は、/etc/ipf/ipf.confファイルを編集して IPv4パケットフィル
タリングを実装します。IPv6パケットフィルタリング規則には /etc/ipf/ipf6.conf

ファイルを使用します。起動時にパケットフィルタリング規則をロードしない場合
は、適当な場所に ipf.confファイルを保存し、パケットフィルタリングを手動でアク
ティブ化します。パケットのフィルタリングについては、667ページの「Oracle
Solaris IPフィルタのパケットフィルタリング機能の使用」を参照してください。構
成ファイルの処理については、712ページの「Oracle Solaris IPフィルタ構成ファイル
の作成と編集」を参照してください。

(省略可能)ネットワークアドレス変換 (NAT)構成ファイルを作成します。

注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。起動時にNAT規則をロードしない場合は、適当な場所に ipnat.confファイルを
保存し、NAT規則を手動でアクティブ化します。

NATについては、670ページの「Oracle Solaris IPフィルタのNAT機能の使用」を参
照してください。

(省略可能)アドレスプール構成ファイルを作成します。

ひとかたまりのアドレスを単一のアドレスプールとして参照する場合
は、ipool.confファイルを作成します。起動時にアドレスプール構成ファイルを
ロードする場合は、アドレスプールを保存する /etc/ipf/ippool.confというファイ
ルを作成します。起動時にアドレスプール構成ファイルをロードしない場合は、適
当な場所に ippool.confファイルを保存し、規則を手動でアクティブ化します。

アドレスプールは、IPv4アドレスだけまたは IPv6アドレスだけを含むことができま
す。IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を含むこともできます。

アドレスプールについては、672ページの「Oracle Solaris IPフィルタのアドレス
プール機能の使用」を参照してください。

(省略可能)ループバックトラフィックのフィルタリングを有効にします。

システムに構成されているゾーン間のトラフィックのフィルタリングを行う場合
は、ループバックフィルタリングを有効にする必要があります。681ページ
の「ループバックフィルタリングを有効にする方法」を参照してください。ゾーン
に適用する適切な規則セットも必ず定義してください。

Oracle Solaris IPフィルタをアクティブにします。
# svcadm enable network/ipfilter

3

4

5
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▼ Oracle Solaris IPフィルタを再度有効にする方法
Solaris IPフィルタがアクティブでない場合は、再度有効にできます。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

Oracle Solaris IPフィルタを有効にし、次のいずれかの方法でフィルタリングをアク
ティブにします。

■ マシンをリブートします。

# reboot

注 – IPフィルタが有効になっているときに次のファイルが存在する場合は、リ
ブート後にそれらのファイルがロードされます。 /etc/ipf/ipf.confファイル
(IPv6を使用している場合は /etc/ipf/ipf6.confファイル)または
/etc/ipf/ipnat.confファイル。

■ 次の一連のコマンドを実行して、Oracle Solaris IPフィルタを有効にし、フィルタ
リングをアクティブにします。

a. Oracle Solaris IPフィルタを有効にします。

# ipf -E

b. パケットフィルタリングのアクティブ化

# ipf -f filename
c. (省略可能) NATのアクティブ化

# ipnat -f filename

注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

1

2
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▼ ループバックフィルタリングを有効にする方法

注 –ループバックトラフィックをフィルタリングできるのは、システムで Solaris 10
7/07リリース以降が実行されている場合のみです。以前のOracle Solaris 10リリース
では、ループバックフィルタリングはサポートされません。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

Oracle Solaris IPフィルタが実行中の場合は、IPフィルタを停止します。
# svcadm disable network/ipfilter

/etc/ipf.confファイルまたは /etc/ipf6.confファイルを編集して、ファイルの先頭
に次の行を追加します。
set intercept_loopback true;

この行は、ファイル内で定義されるどの IPフィルタ規則よりも前に置く必要があり
ます。ただし、この行の前にコメントを挿入することはできます。次に例を示しま
す。

#

# Enable loopback filtering to filter between zones

#

set intercept_loopback true;

#

# Define policy

#

block in all

block out all

<other rules>

...

Oracle Solaris IPフィルタを起動します。
# svcadm enable network/ipfilter

ループバックフィルタリングの状態を確認するには、次のコマンドを使用します。
# ipf —T ipf_loopback

ipf_loopback min 0 max 0x1 current 1

#

1

2

3
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ループバックフィルタリングが無効になっている場合、このコマンドは次の出力を
生成します。

ipf_loopback min 0 max 0x1 current 0

Oracle Solaris IPフィルタの非アクティブ化と無効化
次のような場合、パケットフィルタリングとNATを非アクティブ化または無効にし
たほうがよいこともあります。

■ テスト目的

■ 問題の原因がOracle Solaris IPフィルタにあると考えられる場合のシステムのトラ
ブルシューティング

次の作業マップに、Oracle Solaris IPフィルタの機能を非アクティブ化または無効にす
る手順を示します。

表 26–2 Oracle Solaris IPフィルタの非アクティブ化と無効化 (作業マップ)

作業 説明 説明

パケットフィルタリングの非ア
クティブ化

ipfコマンドでパケットフィル
タリングを非アクティブにする

682ページの「パケットフィル
タリングを非アクティブにする
方法」

NATの非アクティブ化 ipnatコマンドでNATを非アク
ティブにする

683ページの「NATを非アク
ティブにする方法」

パケットフィルタリングと
NATの無効化

ipfコマンドでパケットフィル
タリングとNATを無効にする

684ページの「パケットフィル
タリングを無効にする方法」

▼ パケットフィルタリングを非アクティブにする方
法
次の手順は、パケットフィルタリング規則をアクティブなフィルタリング規則
セットから消去することによって、Oracle Solaris IPフィルタのパケットフィルタリン
グを非アクティブにします。この手順では、Oracle Solaris IPフィルタは無効になりま
せん。規則を規則セットに追加することによって、Oracle Solaris IPフィルタを再度ア
クティブ化することもできます。
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IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

次のいずれかの方法でOracle Solaris IPフィルタ規則を非アクティブにします。

■ アクティブな規則セットをカーネルから削除します。

# ipf -Fa

このコマンドは、すべてのパケットフィルタリング規則を非アクティブにしま
す。

■ 受信パケットのフィルタリング規則を削除します。

# ipf -Fi

このコマンドは、受信パケットのパケットフィルタリング規則を非アクティブに
します。

■ 送信パケットのフィルタリング規則を削除します。

# ipf -Fo

このコマンドは、送信パケットのパケットフィルタリング規則を非アクティブに
します。

▼ NATを非アクティブにする方法
次の手順は、NAT規則をアクティブなNAT規則セットから消去することで、Oracle
Solaris IPフィルタのNAT規則を非アクティブにします。この手順では、Oracle Solaris
IPフィルタは無効になりません。規則を規則セットに追加することによって、Oracle
Solaris IPフィルタを再度アクティブ化することもできます。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

NATをカーネルから削除します。
# ipnat -FC

1
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-Cオプションは、現在のNAT規則リストのすべてのエントリを削除します。-Fオプ
ションは、現在アクティブなNATマッピングを示す現在のNAT変換テーブルのすべ
てのアクティブなエントリを削除します。

▼ パケットフィルタリングを無効にする方法
この手順を実行すると、パケットフィルタリングとNATの両方がカーネルから削除
されます。この手順を使用する場合は、パケットフィルタリングとNATを再度有効
にするには、Solaris IPフィルタを有効する必要があります。詳細については、
680ページの「Oracle Solaris IPフィルタを再度有効にする方法」を参照してくださ
い。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

パケットフィルタリングを無効にし、すべてのパケットがネットワークを通過でき
るようにします。
# ipf –D

注 – ipf -Dコマンドは、規則セットから規則を消去します。フィルタリングを再び有
効にするときには、規則セットに規則を追加する必要があります。

pfilモジュールの使用
この節では、pfil STREAMSモジュールを使用してOracle Solaris IPフィルタをアク
ティブまたは非アクティブにする方法と、pfil統計を参照する方法について説明し
ます。これらの手順は、次のOracle Solaris 10リリースのいずれかを実行しているシ
ステムでのみ使用できます。

■ Solaris 10 3/05リリース
■ Solaris 10 1/06リリース
■ Solaris 10 6/06リリース
■ Solaris 10 11/06リリース

次の作業マップに、pfilモジュールを構成するための作業を示します。
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表 26–3 pfilモジュールの使用 (作業マップ)

タスク 説明 参照先

Oracle Solaris IPフィルタの有効
化

Oracle Solaris IPフィルタは、デ
フォルトでは無効です。Solaris
IPフィルタを手動で有効にする
か /etc/ipf/ディレクトリにあ
る構成ファイルを使用して、シ
ステムをリブートする必要があ
ります。

685ページの「以前のOracle
Solaris 10リリースでOracle
Solaris IPフィルタを有効にする
方法」

NICでのパケットフィルタリン
グのアクティブ化

pfilモジュールを構成し
て、NICでのパケットフィルタ
リングをアクティブにします

688ページの「NICでパケット
フィルタリングをアクティブに
する方法」

NICのOracle Solaris IPフィルタ
の非アクティブ化

NICを削除し、すべてのパ
ケットがNICを通過できるよう
にします。

689ページの「NICのOracle
Solaris IPフィルタを非アク
ティブにする方法」

pfil統計の参照 pfilモジュールの統計を参照す
ると、nddコマンドでOracle
Solaris IPフィルタのトラブル
シューティングを行う際に役立
ちます。

691ページの「Oracle Solaris IP
フィルタの pfil統計を参照す
る方法」

▼ 以前のOracle Solaris 10リリースでOracle Solaris IP
フィルタを有効にする方法
Oracle Solaris IPフィルタはOracle Solarisとともにインストールされます。ただし、パ
ケットフィルタリングはデフォルトでは有効になっていません。次の手順でOracle
Solaris IPフィルタをアクティブ化してください。

注 –システムで Solaris 10 7/07リリース以降が実行されている場合は、678ページ
の「Oracle Solaris IPフィルタを有効にする方法」の、パケットフィルタリングフック
を使用する手順に従ってください。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。
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適当なファイルエディタを起動して、 /etc/ipf/pfil.apファイルを編集します。
このファイルには、ホスト上のネットワークインタフェースカード (NIC)の名前が含
まれています。デフォルトでは、名前はコメントとされます。フィルタリングを実
行するネットワークトラフィックのデバイス名をコメントから外してください。シ
ステムのNICの名前が含まれていない場合は、NICを指定する行を追加してくださ
い。
# vi /etc/ipf/pfil.ap

# IP Filter pfil autopush setup

#

# See autopush(1M) manpage for more information.

#

# Format of the entries in this file is:

#

#major minor lastminor modules

#le -1 0 pfil

#qe -1 0 pfil

hme -1 0 pfil (Device has been uncommented for filtering)

#qfe -1 0 pfil

#eri -1 0 pfil

#ce -1 0 pfil

#bge -1 0 pfil

#be -1 0 pfil

#vge -1 0 pfil

#ge -1 0 pfil

#nf -1 0 pfil

#fa -1 0 pfil

#ci -1 0 pfil

#el -1 0 pfil

#ipdptp -1 0 pfil

#lane -1 0 pfil

#dmfe -1 0 pfil

network/pfilサービスインスタンスを再起動することによって、/etc/ipf/pfil.ap

ファイルの変更内容を有効にします。
# svcadm restart network/pfil

パケットフィルタリング構成ファイルを作成します。

パケットフィルタリング構成ファイルには、Oracle Solaris IPフィルタが使用するパ
ケットフィルタリング規則が含まれています。起動時にパケットフィルタリング規
則をロードする場合は、/etc/ipf/ipf.confファイルを編集して IPv4パケットフィル
タリングを実装します。IPv6パケットフィルタリング規則には /etc/ipf/ipf6.conf

ファイルを使用します。起動時にパケットフィルタリング規則をロードしない場合
は、適当な場所に ipf.confファイルを保存し、パケットフィルタリングを手動でアク
ティブ化します。パケットのフィルタリングについては、667ページの「Oracle
Solaris IPフィルタのパケットフィルタリング機能の使用」を参照してください。構
成ファイルの処理については、712ページの「Oracle Solaris IPフィルタ構成ファイル
の作成と編集」を参照してください。

(省略可能)ネットワークアドレス変換 (NAT)構成ファイルを作成します。
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注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。起動時にNAT規則をロードしない場合は、適当な場所に ipnat.confファイルを
保存し、NAT規則を手動でアクティブ化します。

NATについては、670ページの「Oracle Solaris IPフィルタのNAT機能の使用」を参
照してください。

(省略可能)アドレスプール構成ファイルを作成します。
ひとかたまりのアドレスを単一のアドレスプールとして参照する場合
は、ipool.confファイルを作成します。起動時にアドレスプール構成ファイルを
ロードする場合は、アドレスプールを保存する /etc/ipf/ippool.confというファイ
ルを作成します。起動時にアドレスプール構成ファイルをロードしない場合は、適
当な場所に ippool.confファイルを保存し、規則を手動でアクティブ化します。

アドレスプールは、IPv4アドレスだけまたは IPv6アドレスだけを含むことができま
す。IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を含むこともできます。

アドレスプールについては、672ページの「Oracle Solaris IPフィルタのアドレス
プール機能の使用」を参照してください。

次のいずれかの方法でOracle Solaris IPフィルタをアクティブにします。

■ IPフィルタを有効にして、マシンを再起動します。

# svcadm enable network/ipfilter

# reboot

注 – NICで ifconfig unplumbコマンドと ifconfig plumbコマンドを安全に使用で
きない場合は、リブートが必要です。

■ ifconfig unplumbコマンドと ifconfig plumbコマンドを使用して、NICを有効に
します。次に、IPフィルタを有効にします。IPv6パケットフィルタリングを実装
するには、inet6バージョンのインタフェースが plumbされている必要がありま
す。

# ifconfig hme0 unplumb

# ifconfig hme0 plumb 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 up

# ifconfig hme0 inte6 unplumb

# ifconfig hme0 inet6 plumb fec3:f849::1/96 up

# svcadm enable network/ipfilter

ifconfigコマンドの詳細については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照し
てください。
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▼ NICでパケットフィルタリングをアクティブにす
る方法
/etc/ipf/ipf.confファイル (IPv6を使用している場合は /etc/ipf/ipf6.confファイ
ル)が存在する場合は、Oracle Solaris IPフィルタは起動時に有効になります。Oracle
Solaris IPフィルタを有効にしたあと、NICでフィルタリングを有効にする必要があ
る場合は、次の手順で行います。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

適当なファイルエディタを起動して、 /etc/ipf/pfil.apファイルを編集します。
このファイルには、ホスト上のNICの名前が含まれています。デフォルトでは、名
前はコメントとされます。フィルタリングを実行するネットワークトラフィックの
デバイス名をコメントから外してください。システムのNICの名前が含まれていな
い場合は、NICを指定する行を追加してください。
# vi /etc/ipf/pfil.ap

# IP Filter pfil autopush setup

#

# See autopush(1M) manpage for more information.

#

# Format of the entries in this file is:

#

#major minor lastminor modules

#le -1 0 pfil

#qe -1 0 pfil

hme -1 0 pfil (Device has been uncommented for filtering)

#qfe -1 0 pfil

#eri -1 0 pfil

#ce -1 0 pfil

#bge -1 0 pfil

#be -1 0 pfil

#vge -1 0 pfil

#ge -1 0 pfil

#nf -1 0 pfil

#fa -1 0 pfil

#ci -1 0 pfil

#el -1 0 pfil

#ipdptp -1 0 pfil

#lane -1 0 pfil

#dmfe -1 0 pfil

network/pfilサービスインスタンスを再起動することによって、/etc/ipf/pfil.ap

ファイルの変更内容を有効にします。
# svcadm restart network/pfil
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次の方法のいずれかでNICを有効にします。

■ マシンをリブートします。

# reboot

注 – NICで ifconfig unplumbコマンドと ifconfig plumbコマンドを安全に使用で
きない場合は、リブートが必要です。

■ unplumbと plumbオプションを指定して ifconfigコマンドを実行し、フィルタリ
ングするNICを有効にします。IPv6パケットフィルタリングを実装するに
は、inet6バージョンの各インタフェースが plumbされている必要があります。

# ifconfig hme0 unplumb

# ifconfig hme0 plumb 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 up

# ifconfig hme0 inet6 unplumb

# ifconfig hme0 inet6 plumb fec3:f840::1/96 up

ifconfigコマンドの詳細については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参照し
てください。

▼ NICのOracle Solaris IPフィルタを非アクティブに
する方法
NICでフィルタリングパケットを停止するには、次の手順を実行します。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

適当なファイルエディタを起動して、 /etc/ipf/pfil.apファイルを編集します。

このファイルには、ホスト上のNICの名前が含まれています。ネットワークトラ
フィックのフィルタリングに使用されていたNICは、コメントから外されま
す。ネットワークトラフィックのフィルタリングで使用しなくなったデバイスの名
前をコメントにします。
# vi /etc/ipf/pfil.ap

# IP Filter pfil autopush setup

#

# See autopush(1M) manpage for more information.

#

# Format of the entries in this file is:

#
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#major minor lastminor modules

#le -1 0 pfil

#qe -1 0 pfil

#hme -1 0 pfil (Commented-out device no longer filters network traffic)

#qfe -1 0 pfil

#eri -1 0 pfil

#ce -1 0 pfil

#bge -1 0 pfil

#be -1 0 pfil

#vge -1 0 pfil

#ge -1 0 pfil

#nf -1 0 pfil

#fa -1 0 pfil

#ci -1 0 pfil

#el -1 0 pfil

#ipdptp -1 0 pfil

#lane -1 0 pfil

#dmfe -1 0 pfil

次の方法のいずれかでNICを非アクティブにします。

■ マシンをリブートします。

# reboot

注 – NICで ifconfig unplumbコマンドと ifconfig plumbコマンドを安全に使用で
きない場合は、リブートが必要です。

■ unplumbと plumbオプションを指定して ifconfigコマンドを実行し、NICを非ア
クティブにします。IPv6パケットフィルタリングを非アクティブにするに
は、inet6バージョンの各インタフェースを unplumbする必要があります。次の
手順を実行します。システムのサンプルデバイスは hmeです。

a. 無効にするデバイスのメジャー番号を特定します。

# grep hme /etc/name_to_major

hme 7

b. hme0の現在の autopush構成を表示します。

# autopush -g -M 7 -m 0

Major Minor Lastminor Modules

7 ALL - pfil

c. その autopush構成を削除します。

# autopush -r -M 7 -m 0

d. デバイスを開いて IPアドレスを割り当てます。

# ifconfig hme0 unplumb

# ifconfig hme0 plumb 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 up

# ifconfig hme0 inet6 unplumb

# ifconfig hme0 inet6 plumb fec3:f840::1/96 up
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ifconfigコマンドの詳細については、ifconfig(1m)のマニュアルページを参
照してください。

▼ Oracle Solaris IPフィルタの pfil統計を参照する方
法
Oracle Solaris IPフィルタをトラブルシューティングするときに pfil統計を参照でき
ます。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

pfil統計の参照
# ndd -get /dev/pfil qif_status

Oracle Solaris IPフィルタの pfil統計の参照

次の例は、pfil統計の参照方法を示しています。

# ndd -get /dev/pfil qif_status

ifname ill q OTHERQ num sap hl nr nw bad copy copyfail drop notip nodata

notdata

QIF6 0 300011247b8 300011248b0 6 806 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0

dmfe1 3000200a018 30002162a50 30002162b48 5 800 14 171 13681 0 0 0 0 0 0 0

Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理
次の作業マップに、Oracle Solaris IPフィルタの規則セットに関する手順を示します。

表 26–4 Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理 (作業マップ)

作業 説明 参照先

Oracle Solaris IPフィルタのパ
ケットフィルタリング規則
セットの管理、参照、変更

693ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのパケットフィルタリ
ング規則セットの管理」

アクティブなパケットフィルタ
リング規則セットを参照する

693ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットを参照する方法」

1
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表 26–4 Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理 (作業マップ) (続き)
作業 説明 参照先

アクティブでないパケット
フィルタリング規則セットを参
照する

694ページの「アクティブでな
いパケットフィルタリング規則
セットを参照する方法」

別のアクティブな規則セットを
アクティブにする

694ページの「別のパケット
フィルタリング規則セット、ま
たは更新されたパケットフィル
タリング規則セットをアク
ティブにする方法」

規則セットを削除する 696ページの「パケットフィル
タリング規則セットを削除する
方法」

規則セットへ規則を追加する 696ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットに規則を追加する方法」

697ページの「アクティブでな
いパケットフィルタリング規則
セットに規則を追加する方法」

アクティブな規則セットとアク
ティブでない規則セット間を移
動する

698ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットとアクティブでないパ
ケットフィルタリング規則
セットを切り替える方法」

アクティブでない規則セットを
カーネルから削除する

699ページの「カーネルからア
クティブでないパケットフィル
タリング規則セットを削除する
方法」

Oracle Solaris IPフィルタのNAT
規則の管理、参照、変更

700ページの「Oracle Solaris IP
フィルタ向けNAT規則の管
理」

アクティブなNAT規則を参照
する

700ページの「アクティブな
NAT規則を参照する方法」

NAT規則を削除する 701ページの「NAT規則を削除
する方法」

NAT規則へさらに規則を追加
する

701ページの「NAT規則に規則
を追加する方法」

Oracle Solaris IPフィルタのアド
レスプールの管理、参照、変更

702ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのアドレスプールの管
理」
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表 26–4 Oracle Solaris IPフィルタ規則セットの処理 (作業マップ) (続き)
作業 説明 参照先

アクティブなアドレスプールを
参照する

702ページの「アクティブなア
ドレスプールを参照する方法」

アドレスプールを削除する 703ページの「アドレスプール
を削除する方法」

アドレスプールへさらに規則を
追加する

703ページの「規則をアドレス
プールに追加する方法」

Oracle Solaris IPフィルタのパケットフィルタリン
グ規則セットの管理
Solaris IPフィルタが有効な場合、アクティブなパケットフィルタリング規則セット
とアクティブでないパケットフィルタリング規則セットの両方をカーネルに置くこ
とができます。アクティブな規則セットによって、受信パケットと送信パケットに
対して実行するフィルタリングが決まります。アクティブでない規則セットでも規
則を格納します。アクティブでない規則セットは、アクティブな規則セットにしな
い限り、使用されることはありません。アクティブなパケットフィルタリング規則
セットとアクティブでないパケットフィルタリング規則セットの両方を管理、参
照、変更できます。

▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットを参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

カーネルにロードされているアクティブなパケットフィルタリング規則セットを参
照します。
# ipfstat -io

アクティブなパケットフィルタリング規則セットの参照

次の例は、カーネルにロードされたアクティブなパケットフィルタリング規則
セットからの出力を示しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on dmfe1 from 192.168.1.0/24 to any
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pass in all

block in on dmfe1 from 192.168.1.10/32 to any

▼ アクティブでないパケットフィルタリング規則セットを参照する
方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

アクティブでないパケットフィルタリング規則セットを参照します。
# ipfstat -I -io

アクティブでないパケットフィルタリング規則セットの参照

次の例は、アクティブでないパケットフィルタリング規則セットからの出力を示し
ています。

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

▼ 別のパケットフィルタリング規則セット、または更新されたパ
ケットフィルタリング規則セットをアクティブにする方法
次のいずれかのタスクを実行する場合には、ここで示す手順を実行します。

■ Oracle Solaris IPフィルタが現在使用しているパケットフィルタリング規則セット
以外のパケットフィルタリング規則セットをアクティブにする

■ 新規更新されたフィルタリング規則セットを再読み込みする

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

次の手順から 1つを選択します。

■ まったく異なる規則セットをアクティブにする場合は、別個のファイルを選択
し、そこに新規規則セットを作成します。

1
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■ 規則セットを含む構成ファイルを編集して、現在の規則セットを更新します。

現在の規則セットを削除し、新しい規則セットをロードします。
# ipf -Fa -f filename

filenameには、新しい規則セットを含む新規ファイル、またはアクティブな規則
セットを含む更新されたファイルを指定できます。

アクティブな規則セットがカーネルから削除されます。filenameファイル内の規則が
アクティブな規則セットになります。

注 –現在の構成ファイルの再読み込みをしていても、このコマンドを実行する必要が
あります。実行しないと、以前の規則セットがアクティブであり続けるため、更新
した構成ファイル内の変更された規則セットが適用されません。

更新した規則セットをロードするのに ipf -Dや svcadm restartなどのコマンドを使
わないでください。これらのコマンドは、新しい規則セットをロードする前に
ファイアウォールを無効にするため、ネットワークが危険にさらされます。

別のパケットフィルタリング規則セットのアクティブ化

次の例は、あるパケットフィルタリング規則セットを、別の構成ファイル
/etc/ipf/ipf.conf内の別のパケットフィルタリング規則セットに置換する方法を示
しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on dmfe all

# ipf -Fa -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

更新したパケットフィルタリング規則セットの再読み込み

次の例は、現在アクティブでこれから更新するパケットフィルタリング規則セット
を再読み込みする方法を示しています。この例で使用しているファイル
は、/etc/ipf/ipf.confです。

# ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

(Edit the /etc/ipf/ipf.conf configuration file.)

# ip -Fa -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)
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block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on elx10 from 192.168.0.0/12 to any

▼ パケットフィルタリング規則セットを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

規則セットを削除します。
# ipf -F [a|i|o]

-a すべてのフィルタリング規則を規則セットから削除します。

-i 受信パケットのフィルタリング規則を削除します。

-o 送信パケットのフィルタリング規則を削除します。

パケットフィルタリング規則セットの削除

次の例は、すべてのフィルタリング規則をアクティブなフィルタリング規則セット
から削除する方法を示しています。

# ipfstat -io

block out log on dmf0 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# ipf -Fa

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

empty list for ipfilter(in)

▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットに規則を追加す
る方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

1
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■ ipf -f - コマンドを使用して、コマンド行で、規則セットに規則を追加します。

# echo "block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに規則セットを作成します。
b. 作成しておいた規則をアクティブな規則セットに追加します。

# ipf -f filename

filenameの規則がアクティブな規則セットの最後に追加されます。Solaris IP
フィルタは「最後に一致した規則を採用する」アルゴリズムを使用するた
め、quickキーワードを使用していないときは、追加した規則によってフィル
タリングの優先順位が決まります。パケットが quickキーワードを含む規則に
一致する場合は、その規則に対する処理が実行され、それ以降の規則は
チェックされません。

アクティブなパケットフィルタリング規則セットへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、アクティブなパケットフィルタリング規則セットに規
則を追加する方法を示しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# echo "block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

▼ アクティブでないパケットフィルタリング規則セットに規則を追
加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

適当なファイルに規則セットを作成します。

作成しておいた規則をアクティブでない規則セットに追加します。
# ipf -I -f filename
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filenameの規則がアクティブでない規則セットの最後に追加されます。Solaris IP
フィルタは「最後に一致した規則を採用する」アルゴリズムを使用するため、quick

キーワードを使用していないときは、追加した規則によってフィルタリングの優先
順位が決まります。パケットが quickキーワードを含む規則に一致する場合は、その
規則に対する処理が実行され、それ以降の規則はチェックされません。

アクティブでない規則セットへの規則の追加

次の例は、ファイルからアクティブでない規則セットに規則を追加する方法を示し
ています。

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

# ipf -I -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアクティブで
ないパケットフィルタリング規則セットを切り替える方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

アクティブな規則セットとアクティブでない規則セットを切り替えます。
# ipf -s

このコマンドを使用すると、カーネル内のアクティブな規則セットとアクティブで
ない規則セットを切り替えることができます。なお、アクティブでない規則セット
が空の場合は、パケットフィルタリングは行われません。

アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアクティブでない
パケットフィルタリング規則セットの切り替え

次の例は、ipf - sコマンドの使用によって、どのようにアクティブでない規則
セットがアクティブな規則セットになり、アクティブな規則セットがアクティブで
ない規則セットになるのかを示しています。
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■ ipf -sコマンドを実行する前に、ipfstat -I - ioコマンドからの出力でアク
ティブでない規則セット内の規則が示されます。ipfstat -ioコマンドからの出力
は、アクティブな規則セットの規則を示します。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

■ ipf -sコマンドの実行後、ipfstat -I -ioコマンドおよび ipfstat -ioコマンドか
らの出力によって、2つの規則セットの内容が切り替えられたことが示されま
す。

# ipf -s

Set 1 now inactive

# ipfstat -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

▼ カーネルからアクティブでないパケットフィルタリング規則
セットを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

全削除コマンドで、アクティブでない規則セットを指定します。
# ipf -I -Fa

このコマンドが、アクティブでない規則セットをカーネルから消去します。

注 –続けて ipf -sを実行すると、空のアクティブでない規則セットがアクティブな規
則セットになります。アクティブな規則セットが空の場合は、フィルタリングが行
われません。
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カーネルからのアクティブでないパケットフィルタリング規則セット
の削除

次の例は、すべての規則が削除されるように、アクティブでないパケットフィルタ
リング規則セットを消去する方法を示しています。

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

# ipf -I -Fa

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

empty list for inactive ipfilter(in)

Oracle Solaris IPフィルタ向けNAT規則の管理
次の手順でNAT規則を管理、参照および変更します。

▼ アクティブなNAT規則を参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

アクティブなNAT規則を参照します。
# ipnat -l

アクティブなNAT規則の参照

次の例は、アクティブなNAT規則セットからの出力を示しています。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:
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▼ NAT規則を削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

現在のNAT規則を削除します。
# ipnat -C

NAT規則の削除

次の例は、現在のNAT規則のエントリを削除する方法を示してます。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

# ipnat -C

1 entries flushed from NAT list

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

▼ NAT規則に規則を追加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

■ ipnat-f -コマンドを使用して、コマンド行で、NAT規則セットに規則を追加し
ます。

# echo "map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに追加のNAT規則を作成します。
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b. 作成しておいた規則をアクティブなNAT規則に追加します。

# ipnat -f filename

filenameの規則がアクティブなNAT規則の最後に追加されます。

NAT規則セットへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、NAT規則セットに規則を追加する方法を示していま
す。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

# echo "map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

Oracle Solaris IPフィルタのアドレスプールの管理
次の手順でアドレスプールを管理、参照および変更します。

▼ アクティブなアドレスプールを参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

アクティブなアドレスプールを参照します。
# ippool -l

アクティブなアドレスプールの参照

次の例は、アクティブなアドレスプールの内容を参照する方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };
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▼ アドレスプールを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

現在のアドレスプールのエントリを削除します。
# ippool -F

アドレスプールの削除

次の例は、アドレスプールを削除する方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

# ippool -F

1 object flushed

# ippool -l

▼ 規則をアドレスプールに追加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

■ ippool-f -コマンドを使用して、コマンド行で、規則セットに規則を追加しま
す。

# echo "table role = ipf type = tree number = 13

{10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに追加のアドレスプールを作成します。
b. 作成しておいた規則をアクティブなアドレスプールに追加します。

# ippool -f filename
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filenameの規則がアクティブなアドレスプールの最後に追加されます。

アドレスプールへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、アドレスプール規則セットにアドレスプールを追加す
る方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

# echo "table role = ipf type = tree number = 100

{10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 100

{ 10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

Oracle Solaris IPフィルタの統計および情報の表示
表 26–5 Oracle Solaris IPフィルタの統計および情報の表示 (作業マップ)

作業 説明 説明

状態テーブルの参照 ipfstatコマンドで、パケット
フィルタリングに関する情報を
取得する

705ページの「Oracle Solaris IP
フィルタの状態テーブルを参照
する方法」

状態統計の参照 ipfstat -sコマンドでパケット
状態情報の統計を参照する

706ページの「Oracle Solaris IP
フィルタの状態統計を参照する
方法」

NAT統計の参照 ipnat -sコマンドでNAT統計を
参照する

707ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのNAT統計を参照す
る方法」

アドレスプール統計の参照 ippool - sコマンドでアドレス
プール統計を参照する

707ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのアドレスプール統計
情報を表示する方法」
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▼ Oracle Solaris IPフィルタの状態テーブルを参照す
る方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

状態テーブルを参照します。
# ipfstat

注 – -tオプションを使用すると、状態テーブルをトップユーティリティー形式で参照
できます。

Oracle Solaris IPフィルタの状態テーブルの参照

次の例は、状態テーブルの参照方法を示しています。

# ipfstat

bad packets: in 0 out 0

input packets: blocked 160 passed 11 nomatch 1 counted 0 short 0

output packets: blocked 0 passed 13681 nomatch 6844 counted 0 short 0

input packets logged: blocked 0 passed 0

output packets logged: blocked 0 passed 0

packets logged: input 0 output 0

log failures: input 0 output 0

fragment state(in): kept 0 lost 0

fragment state(out): kept 0 lost 0

packet state(in): kept 0 lost 0

packet state(out): kept 0 lost 0

ICMP replies: 0 TCP RSTs sent: 0

Invalid source(in): 0

Result cache hits(in): 152 (out): 6837

IN Pullups succeeded: 0 failed: 0

OUT Pullups succeeded: 0 failed: 0

Fastroute successes: 0 failures: 0

TCP cksum fails(in): 0 (out): 0

IPF Ticks: 14341469

Packet log flags set: (0)

none

1

2

例26–17

Oracle Solaris IPフィルタの統計および情報の表示

第 26章 • Oracle Solaris IPフィルタ (作業) 705

http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view


▼ Oracle Solaris IPフィルタの状態統計を参照する方
法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

状態統計を参照します。
# ipfstat -s

Oracle Solaris IPフィルタの状態統計の参照

次の例は、状態統計の参照方法を示しています。

# ipfstat -s

IP states added:

0 TCP

0 UDP

0 ICMP

0 hits

0 misses

0 maximum

0 no memory

0 max bucket

0 active

0 expired

0 closed

State logging enabled

State table bucket statistics:

0 in use

0.00% bucket usage

0 minimal length

0 maximal length

0.000 average length
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▼ Oracle Solaris IPフィルタのNAT統計を参照する方
法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

NAT統計の参照
# ipnat -s

Oracle Solaris IPフィルタのNAT統計の参照

次の例は、NAT統計の参照方法を示しています。

# ipnat -s

mapped in 0 out 0

added 0 expired 0

no memory 0 bad nat 0

inuse 0

rules 1

wilds 0

▼ Oracle Solaris IPフィルタのアドレスプール統計情
報を表示する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

アドレスプール統計の参照
# ippool -s

Oracle Solaris IPフィルタのアドレスプール統計の参照

次の例は、アドレスプール統計の参照方法を示しています。
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# ippool -s

Pools: 3

Hash Tables: 0

Nodes: 0

Oracle Solaris IPフィルタ用ログファイルの処理
表 26–6 Oracle Solaris IPフィルタログファイルの処理 (作業マップ)

作業 説明 説明

ログファイルの作成 別個のOracle Solaris IPフィルタ
ログファイルを作成する

708ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのログファイルを設定
する方法」

ログファイルの参照 ipmonコマンドで、状
態、NAT、通常のログファイル
を参照する

709ページの「Oracle Solaris IP
フィルタのログファイルを参照
する方法」

パケットログバッファーの消去 ipmon -Fコマンドでパケットロ
グバッファーの内容を削除する

710ページの「パケットログ
ファイルを消去する方法」

ロギングされたパケットの
ファイルへの保存

あとで参照できるようにロギン
グされたパケットをファイルに
保存する

711ページの「ロギングされた
パケットをファイルに保存する
方法」

▼ Oracle Solaris IPフィルタのログファイルを設定す
る方法
デフォルトでは、Oracle Solaris IPフィルタのすべてのログ情報が syslogdファイルに
記録されます。Oracle Solaris IPフィルタのトラフィック情報を、デフォルトログ
ファイルに記録される可能性のあるほかのデータとは別個に記録するため、ログ
ファイルを設定することをお勧めします。次の手順を実行します。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

/etc/syslog.confを編集して、次の 2行を追加します。
# Save IPFilter log output to its own file

local0.debug /var/log/log-name
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注 – 2番目の行の local0.debugと /var/log/log-nameとの区切りには、Spaceバーでは
なくTabキーを必ず使用してください。

新規ログファイルを作成します。
# touch /var/log/log-name

system-logサービスを再起動します。
# svcadm restart system-log

Oracle Solaris IPフィルタログの作成

次の例は、ipmon.logを作成して IPフィルタ情報を保存する方法を示しています。

/etc/syslog.confに、次の記述を追加します。

# Save IPFilter log output to its own file

local0.debug /var/log/ipmon.log

コマンド行で、次のコマンドを実行します。

# touch /var/log/ipmon.log

# svcadm restart system-log

▼ Oracle Solaris IPフィルタのログファイルを参照す
る方法
Oracle Solaris IPフィルタデータの記録用に、別個のログファイルを作成することをお
勧めします。詳細は、708ページの「Oracle Solaris IPフィルタのログファイルを設定
する方法」を参照してください。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

状態、NAT、または通常のログファイルを参照します。ログファイルを参照するに
は、適切なオプションと共に次のコマンドを入力してください。
# ipmon -o [S|N|I] filename

S 状態ログファイルを表示します。

N NATログファイルを表示します。
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I 通常の IPログファイルを表示します。

状態、NAT、および通常のログファイルをすべて表示するには、すべてのオプ
ションを使用します。

# ipmon -o SNI filename

■ ipmonデーモンを最初に手動で停止した場合は、次のコマンドを使って状
態、NAT、およびOracle Solaris IPフィルタログファイルを表示することもできま
す。
# ipmon -a filename

注 – ipmonデーモンが実行中の場合は、ipmon -a構文を使用しないでください。通
常、このデーモンは、システムのブート時に自動的に起動されます。ipmon -a コ
マンドを実行すると、ipmonの別のコピーも開かれます。この場合、両方のコ
ピーが同じログ情報を読み取るため、一方だけが特定のログメッセージを取得し
ます。

ログファイルの参照については、ipmon(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

Oracle Solaris IPフィルタのログファイルの参照

次の例は、/var/ipmon.logからの出力を示しています。

# ipmon -o SNI /var/ipmon.log

02/09/2004 15:27:20.606626 hme0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

または

# pkill ipmon

# ipmon -aD /var/ipmon.log

02/09/2004 15:27:20.606626 hme0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

▼ パケットログファイルを消去する方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。
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パケットログバッファーを消去します。
# ipmon -F

パケットログファイルの消去

次の例は、ログファイルが削除されたときの出力を示しています。ログファイルに
何も保存されていない場合も、この例のようなレポートが出力されます。

# ipmon -F

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

▼ ロギングされたパケットをファイルに保存する方
法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

ロギングされたパケットをファイルへ保存します。
# cat /dev/ipl > filename

Control-Cを入力して、コマンド行のプロンプトに戻って、このプロシージャーを中
断するまで、パケットは filenameファイルに継続的にロギングされます。

ファイルへのロギングされたパケットの保存

次の例は、ロギングされたパケットがファイルに保存されたときの結果を表しま
す。

# cat /dev/ipl > /tmp/logfile

^C#

# ipmon -f /tmp/logfile

02/09/2004 15:30:28.708294 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 52 -S IN

02/09/2004 15:30:28.708708 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.792611 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 70 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.872000 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

2

例26–23

1

2

例26–24

Oracle Solaris IPフィルタ用ログファイルの処理

第 26章 • Oracle Solaris IPフィルタ (作業) 711

http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view
http://docs.sun.com/doc/819-0383/rbactask-15?a=view


129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.872142 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 43 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.872808 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.872951 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 47 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.926792 hme0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

.

.

(output truncated)

Oracle Solaris IPフィルタ構成ファイルの作成と編集
規則セットとアドレスプールを作成および変更するには、構成ファイルを直接編集
する必要があります。構成ファイルは、次のような標準的なUNIX構文規則に
従っています。

■ シャープ記号 (#)は、コメントを含む行を示します。
■ 規則とコメントは、同一の行に共存できます。
■ 規則を読みやすくするために、不要な空白を使用できます。
■ 複数行に渡って規則を記述できます。行の最後のバックスラッシュ (\)は、規則が
次の行に続いていることを示します。

▼ Oracle Solaris IPフィルタの構成ファイルを作成す
る方法
次の手順では、次のファイルの設定方法を説明します。

■ パケットフィルタリングの構成ファイル
■ NAT規則の構成ファイル
■ アドレスプールの構成ファイル

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Solaris
のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照し
てください。

適当なファイルエディタを起動します。構成したい機能の構成ファイルを作成また
は編集します。

1

2
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■ パケットフィルタリング規則の構成ファイルを作成するには、ipf.confファイル
を編集します。

Oracle Solaris IPフィルタは、ipf.confファイルに保存したパケットフィルタリン
グ規則を使用します。パケットフィルタリングの規則ファイルを
/etc/ipf/ipf.confファイルに保存した場合は、システムの起動時に、このファイ
ルがロードされます。フィルタリング規則を起動時にロードしない場合は、この
ファイルを別の場所に保存します。次に、ipfコマンドで規則をアクティブにし
ます (694ページの「別のパケットフィルタリング規則セット、または更新された
パケットフィルタリング規則セットをアクティブにする方法」を参照)。
パケットフィルタリング規則を作成する方法については、667ページの「Oracle
Solaris IPフィルタのパケットフィルタリング機能の使用」を参照してください。

注 – ipf.confファイルが空の場合は、フィルタリングは行われません。空の
ipf.confファイルは、次のような規則セットを持っているのと同じです。

pass in all

pass out all

■ NAT規則の構成ファイルを作成するには、 ipnat.confファイルを編集します。

Oracle Solaris IPフィルタは、ipnat.confファイルに保存したNAT規則を使用しま
す。NATの規則ファイルを /etc/ipf/ipnat.confファイルに保存した場合は、シ
ステムの起動時に、このファイルがロードされます。NAT規則を起動時にロード
しない場合は、適当な場所に ipnat.confファイルを保存します。次に、 ipnatコ
マンドでNAT規則をアクティブ化します。
NATの規則の作成については、670ページの「Oracle Solaris IPフィルタのNAT機
能の使用」を参照してください。

■ アドレスプールの構成ファイルを作成するには、ippool.confファイルを編集し
ます。

Oracle Solaris IPフィルタは、ippool.confファイルに保存したアドレスプールを使
用します。アドレスプールの規則ファイルを /etc/ipf/ippool.confファイルに保
存した場合は、システムの起動時に、このファイルがロードされます。アドレス
プールを起動時にロードしない場合は、適当な場所に ippool.confファイルを保
存します。次に、ippoolコマンドでアドレスプールをアクティブ化できます。

アドレスプールの作成については、672ページの「Oracle Solaris IPフィルタのア
ドレスプール機能の使用」を参照してください。
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Oracle Solaris IPフィルタの構成ファイルの例
次の例は、フィルタリング構成で使用されるパケットフィルタリング規則を示して
います。

例 26–25 Oracle Solaris IPフィルタのホスト構成

この例は、 elxlネットワークインタフェースを備えたホストマシンの構成を示して
います。

# pass and log everything by default

pass in log on elxl0 all

pass out log on elxl0 all

# block, but don’t log, incoming packets from other reserved addresses

block in quick on elxl0 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on elxl0 from 172.16.0.0/12 to any

# block and log untrusted internal IPs. 0/32 is notation that replaces

# address of the machine running Solaris IP Filter.

block in log quick from 192.168.1.15 to <thishost>

block in log quick from 192.168.1.43 to <thishost>

# block and log X11 (port 6000) and remote procedure call

# and portmapper (port 111) attempts

block in log quick on elxl0 proto tcp from any to elxl0/32 port = 6000 keep state

block in log quick on elxl0 proto tcp/udp from any to elxl0/32 port = 111 keep state

この規則セットは、最初の段階では、すべてのデータが elxlインタフェースを出入
りできる制限なしの規則です。2番目の規則セットは、プライベートアドレス空間
10.0.0.0および 172.16.0.0からの受信パケットがファイアウォールの中に入るのを
ブロックします。次の規則セットは、ホストマシンからの特定の内部アドレスをブ
ロックします。そして、最後の規則セットは、ポート 6000およびポート 111から受
信されるパケットをブロックします。

例 26–26 Oracle Solaris IPフィルタのサーバー構成

この例は、Webサーバーとして機能するホストマシンの構成を示しています。この
マシンには、eriネットワークインタフェースがあります。

# web server with an eri interface

# block and log everything by default; then allow specific services

# group 100 - inbound rules

# group 200 - outbound rules

# (0/32) resolves to our IP address)

*** FTP proxy ***

# block short packets which are packets fragmented too short to be real.

block in log quick all with short
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例 26–26 Oracle Solaris IPフィルタのサーバー構成 (続き)

# block and log inbound and outbound by default, group by destination

block in log on eri0 from any to any head 100

block out log on eri0 from any to any head 200

# web rules that get hit most often

pass in quick on eri0 proto tcp from any \

to eri0/32 port = http flags S keep state group 100

pass in quick on eri0 proto tcp from any \

to eri0/32 port = https flags S keep state group 100

# inbound traffic - ssh, auth

pass in quick on eri0 proto tcp from any \

to eri0/32 port = 22 flags S keep state group 100

pass in log quick on eri0 proto tcp from any \

to eri0/32 port = 113 flags S keep state group 100

pass in log quick on eri0 proto tcp from any port = 113 \

to eri0/32 flags S keep state group 100

# outbound traffic - DNS, auth, NTP, ssh, WWW, smtp

pass out quick on eri0 proto tcp/udp from eri0/32 \

to any port = domain flags S keep state group 200

pass in quick on eri0 proto udp from any port = domain to eri0/32 group 100

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \

to any port = 113 flags S keep state group 200

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 port = 113 \

to any flags S keep state group 200

pass out quick on eri0 proto udp from eri0/32 to any port = ntp group 200

pass in quick on eri0 proto udp from any port = ntp to eri0/32 port = ntp group 100

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \

to any port = ssh flags S keep state group 200

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \

to any port = http flags S keep state group 200

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \

to any port = https flags S keep state group 200

pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \

to any port = smtp flags S keep state group 200

# pass icmp packets in and out

pass in quick on eri0 proto icmp from any to eri0/32 keep state group 100

pass out quick on eri0 proto icmp from eri0/32 to any keep state group 200

# block and ignore NETBIOS packets

block in quick on eri0 proto tcp from any \

to any port = 135 flags S keep state group 100
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例 26–26 Oracle Solaris IPフィルタのサーバー構成 (続き)

block in quick on eri0 proto tcp from any port = 137 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on eri0 proto udp from any to any port = 137 group 100

block in quick on eri0 proto udp from any port = 137 to any group 100

block in quick on eri0 proto tcp from any port = 138 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on eri0 proto udp from any port = 138 to any group 100

block in quick on eri0 proto tcp from any port = 139 to any flags S keep state

group 100

block in quick on eri0 proto udp from any port = 139 to any group 100

例 26–27 Oracle Solaris IPフィルタのルーター構成

この例は、内部インタフェース ce0と外部インタフェース ce1を備えるルーターの構
成を示しています。

# internal interface is ce0 at 192.168.1.1

# external interface is ce1 IP obtained via DHCP

# block all packets and allow specific services

*** NAT ***

*** POOLS ***

# Short packets which are fragmented too short to be real.

block in log quick all with short

# By default, block and log everything.

block in log on ce0 all

block in log on ce1 all

block out log on ce0 all

block out log on ce1 all

# Packets going in/out of network interfaces that aren’t on the loopback

# interface should not exist.

block in log quick on ce0 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on ce0 from any to 127.0.0.0/8

block in log quick on ce1 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on ce1 from any to 127.0.0.0/8

# Deny reserved addresses.

block in quick on ce1 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on ce1 from 172.16.0.0/12 to any

block in log quick on ce1 from 192.168.1.0/24 to any

block in quick on ce1 from 192.168.0.0/16 to any

# Allow internal traffic

pass in quick on ce0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24

pass out quick on ce0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24
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例 26–27 Oracle Solaris IPフィルタのルーター構成 (続き)

# Allow outgoing DNS requests from our servers on .1, .2, and .3

pass out quick on ce1 proto tcp/udp from ce1/32 to any port = domain keep state

pass in quick on ce0 proto tcp/udp from 192.168.1.2 to any port = domain keep state

pass in quick on ce0 proto tcp/udp from 192.168.1.3 to any port = domain keep state

# Allow NTP from any internal hosts to any external NTP server.

pass in quick on ce0 proto udp from 192.168.1.0/24 to any port = 123 keep state

pass out quick on ce1 proto udp from any to any port = 123 keep state

# Allow incoming mail

pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = smtp keep state

pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = smtp keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

# Allow outgoing connections: SSH, WWW, NNTP, mail, whois

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

block in quick on ce1 proto tcp from any to any port = nntp keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = whois keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from any to any port = whois keep state

# Allow ssh from offsite

pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = 22 keep state

# Allow ping out

pass in quick on ce0 proto icmp all keep state

pass out quick on ce1 proto icmp all keep state

# allow auth out

pass out quick on ce1 proto tcp from ce1/32 to any port = 113 keep state

pass out quick on ce1 proto tcp from ce1/32 port = 113 to any keep state

# return rst for incoming auth

block return-rst in quick on ce1 proto tcp from any to any port = 113 flags S/SA
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例 26–27 Oracle Solaris IPフィルタのルーター構成 (続き)

# log and return reset for any TCP packets with S/SA

block return-rst in log on ce1 proto tcp from any to any flags S/SA

# return ICMP error packets for invalid UDP packets

block return-icmp(net-unr) in proto udp all
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モバイル IP
このパートでは、モバイルインターネットプロトコル (IP)を紹介し、モバイル
IPを管理する作業について説明します。モバイル IPをラップトップや無線通信
機器などのシステムにインストールすると、これらのマシンを外部ネットワーク
上で運用できます。

注 –モバイル IP機能は、Solaris 10 8/07よりあとのすべてのOracle Solaris Updateか
ら削除されました。
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モバイル IP (概要)

モバイルインターネットプロトコル (IP)は、モバイルコンピュータ間での情報の送
受信を可能にします。「モバイルコンピュータ」には、ラップトップや無線通信機
器などがあります。モバイルコンピュータは外部のネットワークに移動できま
す。外部のネットワークに移動しても、モバイルコンピュータは元のネットワーク
にアクセスし、通信できます。モバイル IPの Solarisによる実装では、IPv4のみをサ
ポートしています。

この章では、次の内容について説明します。

■ 722ページの「モバイル IPの概要」
■ 724ページの「モバイル IPの構成要素」
■ 724ページの「モバイル IPの動作」
■ 727ページの「エージェントの発見」
■ 728ページの「気付アドレス」
■ 729ページの「逆方向トンネリングを使用するモバイル IP」
■ 731ページの「モバイル IPの登録」
■ 736ページの「モバイルノードに対するデータグラムの経路制御」
■ 739ページの「モバイル IPにおけるセキュリティーについて」

モバイル IP関連の作業については、第 28章「モバイル IPの管理 (手順)」を参照して
ください。モバイル IPのリファレンス情報については、第 29章「モバイル IPの
ファイルおよびコマンド (リファレンス)」を参照してください。

モバイル IPの最新情報
モバイル IP機能は、Solaris 10 8/07よりあとの Solaris 10 Updateから削除されました。
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モバイル IPの概要
インターネットプロトコル (IP)の現在のバージョンでは、コンピュータがイン
ターネットあるいはネットワークに接続する場所は固定されているものと仮定して
います。また、IPはその IPアドレスが接続しているネットワークを識別するものと
仮定しています。データグラムは、IPアドレスに含まれる場所情報に基づいてコン
ピュータに送信されます。多くのインターネットプロトコルは、ノードの IPアドレ
スを変更しない状態にしておく必要があります。よって、このようなプロトコルを
モバイル IPコンピュータデバイスで実行すると、そのアプリケーションは失敗しま
す。TCP接続が一時的なものでない場合は、HTTPも失敗します。IPアドレスの更
新とWebページの更新は、場所を移動して行うことはできません。

モバイルコンピュータ、つまり「モバイルノード」が IPアドレスを変更せずに新た
なネットワークに移動すると、そのアドレスは新しい接続点を反映しません。その
結果、既存の経路制御プロトコルではデータグラムをモバイルノードに正しく送り
届けることができません。このような場合、モバイルノードを新しい場所を表す別
の IPアドレスに再構成しなければなりません。ただし、別の IPアドレスを割り当て
るには手間がかかります。このように現在のインターネットプロトコルでは、モバ
イルノードがアドレスを変更せずに移動すれば、そのルートを失います。また、ア
ドレスを変更すれば、今までの接続を失ってしまいます。

モバイル IPでは、この問題を 2つの IPアドレスをモバイルノードに与えることで解
決します。1つ目のアドレスは固定の「ホームアドレス」です。2つ目のアドレスは
新しい接続点ごとに変わる「気付アドレス (care-of address)」です。モバイル IPよ
り、1つのコンピュータはインターネットを自由に移動することができます。ま
た、1つのコンピュータは同じホームアドレスを維持しながら、企業ネットワークを
自由に移動できます。その結果、ユーザーがコンピュータの接続点を変更した場合
でも、コンピュータ動作が中断されることはありません。ネットワークはモバイル
ノードの新しい場所に関する情報を更新します。モバイル IPに関連する用語の定義
については、用語集を参照してください。

次の図にモバイル IPの一般的なトポロジを示します。
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この図のモバイル IPトポロジを使って、データグラムがどのようにモバイル IPフ
レームワーク内のある点から別の点に移動するかを説明します。

1. インターネットホストはモバイルノードのホームアドレスを使って、データグラ
ムをモバイルノードへ送信します (通常の IP経路制御処理)。

2. モバイルノードがホームネットワーク上にある場合、データグラムは通常の IP処
理でモバイルノードに配信されます。それ以外の場合は、ホームエージェントが
データグラムを取得します。

3. モバイルノードが外部ネットワーク上にある場合、ホームエージェントがデータ
グラムを外来エージェントに転送します。外来エージェントの IPアドレスが外部
IPヘッダーに表示されるように、ホームエージェントはそのデータグラムを外部
データグラム内にカプセル化する必要があります。

4. 外来エージェントはデータグラムをモバイルノードに配信します。

5. モバイルノードからデータグラムは、通常の IP経路制御手順でインターネットホ
ストへ送信されます。モバイルノードが外部ネットワーク上にある場合は、パ
ケットは外来エージェントに配信されます。外来エージェントはデータグラムを
インターネットホストに転送します。

6. 進入フィルタがある場合には、データグラムの送信元であるサブネットに対し
て、発信元アドレスをトポロジとして正しくしないと、ルーターがデータグラム
を転送できません。この状況がモバイルノードと通信ノード間のリンク上に存在
する場合、外来エージェントで逆方向トンネリングを使用する必要がありま
す。そのあと、外来エージェントはモバイルノードがそのホームエージェントに
送信する各データグラムを配信します。ホームエージェントは、データグラムが
通過するパスを経由してそのデータグラムをホームネットワーク上にあるモバイ
ルノードに転送します。この処理により、確実に発信元アドレスは、データグラ
ムが横断する必要のあるすべてのリンクに対して正しくなります。

図 27–1 モバイル IPトポロジ
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無線通信の場合、図 27–1では無線トランシーバを使用してデータグラムをモバイル
ノードに送信します。また、インターネットホストとモバイルノード間で送受信さ
れるすべてのデータグラムは、モバイルノードのホームアドレスを使用します。モ
バイルノードが外部ネットワークにある場合でも、ホームアドレスを使用しま
す。その際、気付アドレスはモバイルエージェントとの通信にだけ使用されま
す。気付アドレスでは、インターネットホストが関わることはありません。

モバイル IPの構成要素
モバイル IPは次のような新しい構成要素を使用します。

■ モバイルノード (MN) –モバイルノードの IPホームアドレスを使用して既存する
すべての通信を維持する間、ネットワークに応じて接続点を変更するホストまた
はルーター

■ ホームエージェント (HA) –モバイルノードのホームネットワーク上のルーターま
たはサーバー。ルーターは、モバイルノード宛てのデータグラムを取得しま
す。そのあと、そのデータグラムを気付アドレスに転送します。ホーム
エージェントは、モバイルノードの現在の場所情報も保持しています。

■ 外来エージェント (FA) –モバイルノードの移動先である外部ネットワーク上にあ
るルーターまたはサーバー。そのモバイルノードに経路制御サービスを提供しま
す。また、モバイルノードが登録されている間には、モバイルノードに気付アド
レスも提供します。

モバイル IPの動作
モバイル IPにより、IPデータグラムをモバイルノードへ経路制御できます。モバイ
ルノードのホームアドレスは、モバイルノードの接続場所に関係なく、常にモバイ
ルノードを指します。ホームから離れているときは、気付アドレスにモバイル
ノードのホームアドレスを関連付けます。気付アドレスが、モバイルノードの現在
の接続点に関する情報を提供します。モバイル IPは、登録機構を利用して気付アド
レスをホームエージェントに登録します。

ホームエージェントは、データグラムをホームネットワークからその気付アドレス
に転送します。ホームエージェントは、モバイルノードの気付アドレスを含む新し
い IPヘッダーを宛先 IPアドレスとして作成します。この新しいヘッダーは元の IP
データグラムをカプセル化します。その結果、モバイルノードのホームアドレス
は、カプセル化されたデータグラムが気付アドレスに到達するまで、その経路制御
に影響を与えません。このようなカプセル化を「トンネリング」とも呼びます。気
付アドレスに到達後、データグラムはカプセル化を解除されます。そのあ
と、データグラムはモバイルノードに配信されます。

モバイル IPの構成要素
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次の図では、外部ネットワーク Bに移動する前の、ホームネットワークA上にある
モバイルノードを示しています。どちらのネットワークもモバイル IPをサポートし
ています。モバイルノードは、モバイルノードのホームアドレス 128.226.3.30に
よって常に関連付けられています。

次の図では、外部ネットワーク Bに移動したモバイルノードを示しています。モバ
イルノード宛てのデータグラムはホームネットワークA上のホームエージェントが
取得し、カプセル化します。そのデータグラムをネットワーク B上の外来
エージェントに転送します。カプセル化されたデータグラムを受信すると、外来
エージェントは外側のヘッダーを取り除きます。そのあと、そのデータグラムを
ネットワーク Bにあるモバイルノードに配信します。

図 27–2 ホームネットワーク上にあるモバイルノード

モバイル IPの動作
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気付アドレスは外来エージェントに含まれる場合があります。また、動的ホスト構
成プロトコル (DHCP)またはポイントツーポイントプロトコル (PPP)を使ってモバイ
ルノードにより取得される場合もあります。PPPにより取得される場合、モバイル
ノードは、共存気付アドレスを持っています。

モビリティーエージェント (ホームエージェントと外来エージェント)
は「エージェント通知」メッセージを使用してその存在を通知します。オプション
としてモバイルノードは、エージェント通知メッセージを要請できます。モバイル
ノードは、「エージェント要請」メッセージによって、ローカルに接続されている
任意のモビリティーエージェントを使用します。モバイルノードは、その
エージェント通知を受信して、モバイルノードがホームネットワーク上または外部
ネットワーク上にあるのかを判断します。

モバイルノードは、特別な「登録」処理を使用して現在の場所に関する情報を
ホームエージェントに提供します。また、常に存在を通知するモビリ
ティーエージェントを「待機」します。さらに、それらの通知を利用して、モバイ
ルノードが別のサブネットに移動する時期を判断します。モバイルノード自体がサ
ブネットに移動したと判断すると、新しい外来エージェントを使用して登録
メッセージをホームエージェントに転送します。ある外部ネットワークから別の外
部ネットワークにモバイルノードが移動したときにも、モバイルノードでは同じ処
理を行います。

図 27–3 モバイルノードの外部ネットワークへの移動

モバイル IPの動作
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モバイルノード自体がホームネットワークにいることを判断すると、モビリ
ティーサービスを利用せずに動作します。モバイルノードがホームネットワークに
戻ると、ホームエージェントの「登録を解除」します。

エージェントの発見
モバイルノードは次の情報を調べ「エージェントの発見」をします。

■ ノードがネットワーク間をいつ移動したか
■ ネットワークがホームネットワークまたは外部ネットワークかどうか
■ ネットワーク上の各外来エージェントによって提供される外来エージェント気付
アドレス

■ モビリティーエージェントによって提供されるモビリティーサービスは、フラグ
として通知されます。これは、エージェント通知の追加拡張です。

モビリティーエージェントは、「エージェント通知」を送信してネットワークに
サービスを通知します。エージェント通知がない場合は、モバイルノードは通知を
要請できます。これを「エージェント要請」といいます。モバイルノードで自身の
共存気付アドレスをサポートできる場合、モバイルノードはエージェント要請に通
常のルーター広告を使用できます。

エージェント通知
モバイルノードは、エージェント通知を使用してインターネットまたは組織の
ネットワークへの現在の接続点を決めます。エージェント通知とは、モビリ
ティーエージェント通知拡張も送信するように拡張されたインターネット制御
メッセージプロトコル (ICMP)ルーター広告のことです。

外来エージェント (FA)は、忙しすぎて新たなモバイルノードを処理できない場合が
あります。しかし、外来エージェントはエージェント通知を継続して送信しなけれ
ばなりません。このようにして、外来エージェントに登録済みのモバイルノード
が、外来エージェントの有効範囲から外れていないことを認識できます。また、外
来エージェントに障害が発生していないことも認識できます。外来エージェントに
登録済みのモバイルノードが外来エージェントからエージェント通知を受信しない
場合には、その外来エージェントと通信できないと認識します。

動的インタフェースによるエージェント通知
外来エージェントの実装を設定して、動的に作成されたインタフェースによって通
知を送信できます。通知するインタフェースによる、要請されていない通知を制限
するかどうかを決定できるオプションがあります。動的に作成されたインタ
フェースは、mipagentデーモンの開始後に設定されるインタフェースとしてのみ定

エージェントの発見
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義されます。動的インタフェースによる通知は、モバイルインタフェースを一時的
にサポートするアプリケーションに有用です。さらに、要請されていない通知を制
限することで、ネットワークの帯域幅を節約できます。

エージェント要請
各モバイルノードはエージェント要請を実装する必要があります。モバイルノード
は、ICMPルーターの要請メッセージ用に指定されたものと同じエージェント要請用
の手順、デフォルト値、および定数を使用します。

モバイルノードが要請を送信する頻度は、モバイルノードによって制限されま
す。モバイルノードはエージェントの検索時に、3回の初期要請 (最大で 1秒間に 1
回ずつ)を送信できます。モバイルノードをエージェントに登録したあとは、要請を
送信する頻度を減少させ、ローカルネットワークのオーバーヘッドを制限します。

気付アドレス
モバイル IPは、気付アドレスを取得するために次の代替モードを提供します。

■ 外来エージェントは、エージェント通知メッセージを通してモバイルノードに通
知される「外来エージェント気付アドレス」を提供します。通常、気付アドレス
は、その通知を送信する外来エージェントの IPアドレスです。この場合、外来
エージェントはトンネルのエンドポイントです。外来エージェントはトンネルを
経由してデータグラムを受信し、そのデータグラムのカプセル化を解除しま
す。そのあと、内部データグラムをモバイルノードに配信します。その結果、多
数のモバイルノードが共存気付アドレスを共有できます。帯域幅は無線リンクで
は重要です。モバイル IPサービスを高帯域幅の固定リンクに提供できる外来
エージェントの中では、無線リンクがかなり有効です。

■ モバイルノードは、なんらかの外部的な手段で「共存気付アドレス」をローカル
IPアドレスとして取得します。そのあと、モバイルノードはこのアドレスをモバ
イルノードのネットワークインタフェースの1つに関連付けます。また、DHCP
を使ってこのアドレスを一時的アドレスとして取得することもできます。このア
ドレスを、モバイルノードが長期間アドレスとして所有する場合もあります。さ
らに、このアドレスが属するサブネットに移動している間だけそのアドレスを使
用する場合もあります。共存気付アドレスを使用する場合、モバイルノードはト
ンネルの終点として機能します。その上、モバイルノードにトンネリングされた
データグラムのカプセル化を解除します。

共存気付アドレスにより、モバイルノードは外来エージェントなしで機能できま
す。その結果、モバイルノードは外来エージェントを配置していないネットワーク
で共存気付アドレスを使用できます。

気付アドレス
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共存気付アドレスをモバイルノードが使用している場合、モバイルノードはその気
付アドレスのネットワーク接頭辞によって識別されるリンク上になければなりませ
ん。リンク上にないと、その気付アドレス宛てのデータグラムを配信できません。

逆方向トンネリングを使用するモバイル IP
724ページの「モバイル IPの動作」では、インターネット上の経路制御は、データ
パケット発信元アドレスから独立したものと想定されています。しかし、中間
ルーターは、トポロジとして正しい発信元アドレスを確認します。中間ルーターが
確認する場合は、モバイルノードで逆方向トンネルを設定しなければなりませ
ん。モバイルノードの気付アドレスからホームエージェントへ逆方向トンネルを設
定することで、IPデータパケットについてトポロジとして正しいソースアドレスを
確保できます。逆方向トンネルのサポートは、外来エージェントとホーム
エージェントによって通知されます。モバイルノードは、登録時に外来エージェン
トとホームエージェントの間に逆方向トンネルを要求できます。逆方向トンネル
は、モバイルノードの気付アドレスで始まり、ホームエージェントで終わるトンネ
ルです。次の図に逆方向トンネルを使用するモバイル IPトポロジを示します。

専用アドレスの制限付きサポート
専用アドレスを持ち、インターネットを経由してグローバルに経路制御できないモ
バイルノードには、逆方向トンネルが必要です。Solarisモバイル IPは、専用アドレ
スを持つモバイルノードをサポートします。Solarisモバイル IPがサポートしない機
能については、757ページの「Solarisモバイル IP実装の概要」を参照してください。

外部との接続が必要でない場合、ネットワークでは専用アドレスを使います。専用
アドレスは、インターネットを通る経路制御ができません。専用アドレスを持つモ
バイルノードは、データグラムをそのホームエージェントに逆方向トンネリングを

図 27–4 逆方向トンネルを使用するモバイル IP

逆方向トンネリングを使用するモバイル IP
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設定することによって通信ノードとだけ通信できます。通常、モバイルノードが
ホームにあるときにデータグラムが配信される場合でも、ホームエージェントは
データグラムを通信ノードに配信します。次の図は、専用アドレスが指定された 2
つのモバイルノードのネットワークトポロジを示します。その 2つのモバイル
ノードは、同じ外来エージェントに登録されたときに同じ気付アドレスを使用しま
す。

気付アドレスとホームエージェントの IPアドレスが公衆インターネットによって接
続される異なるドメインに属する場合、それらのアドレスはグローバルに経路制御
できるアドレスでなければなりません。

同じ外部ネットワーク上に、同じ IPアドレスを持つ、専用アドレスが指定された 2
つのモバイルノードを持つことは可能です。ただし、各モバイルノードが異なる
ホームエージェントを持っていなければなりません。さらに、各モバイルノードが
共通の 1つの外来エージェントの異なる通知サブネット上になければなりませ
ん。次の図は、このような状況を表わすネットワークトポロジを示しています。

図 27–5 同じ外部ネットワーク上にある、専用アドレスが指定されたモバイルノード

逆方向トンネリングを使用するモバイル IP

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月730



モバイル IPの登録
モバイルノードは、エージェント通知を利用してサブネット間を移動した時期を検
出します。モバイルノードは、その場所を変更したことを示すエージェント通知を
受信すると、外来エージェントを経由して登録します。モバイルノードは、共存気
付アドレスを取得できる場合でも、この機能によってサイトはモビリティーサービ
スへのアクセスを制限できます。

モバイル IP登録機能は、モバイルノードの現在の到達可能情報をホームエージェン
トに通知するための融通性のある機構を提供します。登録処理によってモバイル
ノードは次の作業を実行できます。

■ 外部ネットワークに移動する際の要求転送サービス
■ ホームエージェントへの現在の気付アドレスの通知
■ 期間が満了する登録の更新
■ ホームに戻る際の登録解除
■ 逆方向トンネルの要求

登録メッセージは、モバイルノード、外来エージェント、およびホームエージェン
ト間の情報を交換します。登録によってホームエージェントでのモビリティー結合
を作成または変更します。登録は、指定された有効期間モバイルノードのホームア
ドレスをその気付アドレスに関連付けます。

登録処理によってモバイルノードは次の機能を実行できます。

■ 複数の外来エージェントへ登録する
■ ほかのモビリティー結合を維持しながら特定の気付アドレスの登録を解除する

図 27–6 異なる外部ネットワーク上にある、専用アドレスが指定されたモバイルノード

モバイル IPの登録
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■ モバイルノードがこの情報で構成されていない場合にホームエージェントのアド
レスを発見する

モバイル IPは、モバイルノードに対して次の登録処理を定義します。

■ モバイルノードが外来エージェントの気付アドレスを登録する場合、モバイル
ノードはその外来エージェントを使用して到達可能なホームエージェントを通知
します。

■ モバイルノードが外来エージェントを使用してその登録を要求するエージェント
通知を受信する場合でも、モバイルノードは共存気付アドレスを取得できま
す。モバイルノードは、その外来エージェントあるいはこのリンク上の別の外来
エージェントに登録することもできます。

■ モバイルノードが共存気付アドレスを使用する場合、自分のホームエージェント
に直接登録します。

■ モバイルノードがホームネットワークに戻るときにホームエージェントでの登録
を解除します。

これらの処理には登録要求および登録応答メッセージの交換が伴います。外来
エージェントを使用して登録する場合、登録処理は次の手順で行われます (下図を参
照)。

1. モバイルノードは、可能性がある外来エージェントに登録要求を送信して、登録
処理を開始します。

2. 外来エージェントは登録要求を処理し、その要求をホームエージェントに転送し
ます。

3. ホームエージェントは登録応答を外来エージェントに送信し、要求を承認または
否認します。

4. 外来エージェントは登録応答を処理し、その応答をモバイルノードに転送し
て、その要求を処理したことを通知します。

モバイル IPの登録
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モバイルノードがホームエージェントに直接登録する場合、登録処理には次の手順
が必要です。

■ モバイルノードが登録要求をホームエージェントに送信する。
■ ホームエージェントが登録応答をモバイルノードに送信して、要求を承認または
否認する。

また、逆方向トンネルが外来エージェントまたはホームエージェントのいずれかに
要求されます。外来エージェントが逆方向トンネリングをサポートする場合、モバ
イルノードは登録処理を使用して、逆方向トンネルを要求します。モバイルノード
は、登録要求で逆方向トンネルフラグを設定することによって、逆方向トンネルを
要求します。

ネットワークアクセス識別子 (NAI)
インターネット内で使用している認証、承認、会計 (AAA)サーバーは、ダイアル
アップコンピュータ用の認証および承認サービスを提供します。これらのサービス
は、ノードがAAAサーバーにより外部ドメインに接続しようとしているときにモバ

図 27–7 モバイル IPの登録処理

モバイル IPの登録
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イル IPを使用しているモバイルノードにも、同様に価値がある可能性がありま
す。AAAサーバーは、ネットワークアクセス識別子 (NAI)を使ってクライアントを
特定します。モバイルノードはNAIをモバイル IP登録要求に含めることによって自
分自身を識別できます。

NAIは通常モバイルノードを特定するために使用されるので、モバイルノードの
ホームアドレスが必ずしもこの機能を提供する必要はありません。したがって、モ
バイルノードでそれ自体を認証します。その結果、モバイルノードではホームアド
レスがない場合でも、外部ドメインへ接続するための承認を得ることができま
す。ホームアドレスの割り当てを要求するために、モバイルノードのNAI拡張を含
むメッセージは登録要求内でホームアドレスをゼロに設定できます。

モバイル IPメッセージの認証
各モバイルノード、外来エージェント、およびホームエージェントは、さまざなモ
バイル IP構成要素間のモビリティーセキュリティーアソシエーションをサポートし
ます。セキュリティーアソシエーションは、セキュリティーパラメータインデック
ス (SPI)と IPアドレスで索引付けされています。モバイルノードの場合、このアドレ
スはモバイルノードのホームアドレスです。モバイルノードとそのホーム
エージェント間の登録メッセージは、モバイルホーム間認証拡張により認証されま
す。必須であるモバイルホーム間認証に加え、ユーザーは任意のモバイルと外来
エージェント間、およびホームと外来エージェント間認証を使用できます。

モバイルノード登録要求
モバイルノードは、「登録要求」メッセージを使用してそのホームエージェントに
登録します。このようにして、ホームエージェントが (たとえば新しい有効期間をも
つ)そのモバイルノード用のモビリティー結合を作成または変更できるようにしま
す。外来エージェントは登録要求をホームエージェントに転送できます。ただしモ
バイルノードが、共存気付アドレスを登録している場合には、モバイルノードはそ
の登録要求を直接ホームエージェントに送信できます。外来エージェントが、登録
メッセージを送信する必要があることを通知する場合、モバイルノードは登録要求
を外来エージェントに送信しなければなりません。

登録応答メッセージ
モビリティーエージェントは、登録要求メッセージを送信したモバイルノード
に「登録応答」メッセージを返します。モバイルノードが外来エージェントに
サービスを要求している場合、その外来エージェントはホームエージェントから応
答を受信します。そのあと、外来エージェントはその応答をモバイルノードに転送
します。応答メッセージには、登録要求の状態についてモバイルノードと外来
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エージェントに通知するのに必要なコードが含まれています。また、ホーム
エージェントにより許可されている有効期間も含まれています。有効期間は元の要
求よりも短い可能性があります。登録応答には動的ホームアドレス割り当てが含ま
れることがあります。

外来エージェント
外来エージェントは、ほとんどの場合モバイル IPの登録において受動的役割を果た
します。また、ビジターテーブルに登録されているモバイルノードをすべて追加し
ます。外来エージェントは、登録要求をモバイルノードとホームエージェント間で
転送します。また、気付アドレスをサポートしている場合は、データグラムをカプ
セル化解除してモバイルノードに配信します。さらに、周期的エージェント通知
メッセージを送信して外来エージェントの存在を通知します。

ホームエージェントと外来エージェントが逆方向トンネルをサポートし、モバイル
ノードが逆方向トンネルを要求する場合、外来エージェントはすべてのパケットを
モバイルノードからホームエージェントへトンネリングします。そのあと、ホーム
エージェントはそのパケットを通信ノードに送信します。この処理は、モバイル
ノードへの配信用にホームエージェントがモバイルノードのすべてのパケットを外
来エージェントにトンネリングする場合と逆です。逆方向トンネルをサポートして
いる外来エージェントは、登録のために逆方向トンネルをサポートしていることを
通知します。ローカルポリシーにより、外来エージェントは、逆方向トンネルフラ
グが設定されていないときに、登録要求を拒否できます。また、モバイルノードが
外来エージェント上の異なる 2つのインタフェースに移動するときに、外来
エージェントが特定できるのは、同じ (専用) IPアドレスを持つ複数のモバイル
ノードだけです。順方向トンネルの場合、外来エージェントは、着信側のトンネル
インタフェースを調べることによって、同じ専用アドレスを共有する複数のモバイ
ルノードを特定します。着信トンネルインタフェースは、固有のホームエージェン
トのアドレスに対応します。

ホームエージェント
ホームエージェントは、モバイル IPの登録処理において能動的役割を果たしま
す。ホームエージェントは、モバイルノードから登録要求を受信します。登録要求
は、外来エージェントによって転送されます。また、このモバイルノードに対する
モビリティー結合の記録を更新します。さらに、各登録要求に対して適切な登録応
答を発行します。その上、モバイルノードがホームネットワークから離れていると
きには、そのモバイルノードにパケットを転送します。

ホームエージェントは、モバイルノード用に構成された物理サブネットを持たなけ
ればいけないわけではありません。ただし、ホームエージェントは、登録を承認す
るときに mipagent.confファイルまたはほかの機構を使用してモバイルノードの
ホームアドレスを認識しなければなりません。mipagent.confの詳細は、742ページ
の「モバイル IP構成ファイルの作成」を参照してください。
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専用アドレスが指定されたモバイルノードをサポートするには、mipagent.conf

ファイルで専用アドレスが指定されたモバイルノードを設定します。ホーム
エージェントで使用されるホームアドレスは一意にする必要があります。

動的ホームエージェントの発見
モバイルノードは、登録しようとする際にそのホームエージェントのアドレスを認
識していないことがあります。モバイルノードがそのホームエージェントのアドレ
スを認識していない場合、動的ホームエージェントアドレス解決を使用してホーム
エージェントのアドレスを認識できます。この場合、モバイルノードは登録要求の
ホームエージェントフィールドをモバイルノードのホームネットワークのサブ
ネット指定のブロードキャストアドレスに設定します。ブロードキャスト宛先アド
レスが指定された登録要求を受信した各ホームエージェントは、拒否登録応答を返
信することによってモバイルノードの登録を拒否します。こうすることによってモ
バイルノードは、拒否応答に示された、ホームエージェントのユニキャスト IPアド
レスを次に登録を行う際に使用できます。

モバイルノードに対するデータグラムの経路制御
モバイルノード、ホームエージェント、および外来エージェントが協力して、外部
ネットワークに接続されているモバイルノードへのデータグラムのルートを指定す
る方法を説明します。Solaris OSでサポートされているモバイル IPの機能について
は、757ページの「Solarisモバイル IP実装の概要」を参照してください。

カプセル化方式
ホームエージェントおよび外来エージェントは、利用可能なカプセル化方法のいず
れか 1つを使用して、トンネルを使用するデータグラムをサポートします。定義さ
れているカプセル化の方法は、IP内 IP (IP-in-IP)カプセル化、最小カプセル化、およ
び汎用経路制御カプセル化です。外来エージェントおよびホームエージェントの場
合 (つまり、モバイルノードとホームエージェントが間接的に共存する場合)、同じ
カプセル化の方法をサポートする必要があります。また、すべてのモバイル IPエン
トリが IP内 IPカプセル化をサポートする必要があります。

ユニキャストデータグラムの経路制御
外部ネットワークに登録された場合、モバイルノードは次に示す規則を使用してデ
フォルトのルーターを選択します。

モバイルノードに対するデータグラムの経路制御
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■ モバイルノードが外来エージェントの気付アドレスを使用して登録された場
合、その処理は直線的な順方向になります。モバイルノードは、ICMP
ルーター広告メッセージのいずれかで通知されているものの中からデフォルトの
ルーターを選択します。また、エージェント通知の IP発信元アドレスをデフォル
トルーターの IPアドレスに対するもう1つの選択候補にできます。

■ モバイルノードは、共存気付アドレスを使用して直接ホームエージェントに登録
できます。そのあと、モバイルノードが受信する ICMPルーター広告メッセージ
のいずれかで通知されているものの中からデフォルトのルーターを選択しま
す。選択したデフォルトルーターのネットワーク接頭辞は、モバイルノードが外
部で取得した、共存気付アドレスに一致しなければなりません。よって、そのア
ドレスは、ネットワーク接頭辞でのエージェント通知の IP発信元アドレスに一
致します。さらに、モバイルノードはその IP発信元アドレスをデフォルト
ルーターの IPアドレスに対するもう1つの選択候補にできます。

■ モバイルノードが登録されている場合、逆方向トンネルをサポートする外来
エージェントは、モバイルノードから逆方向トンネルを経由してホーム
エージェントにユニキャストデータグラムを経路制御します。モバイルノードが
逆方向トンネルをサポートする外来エージェントに登録されている場合には、デ
フォルトルーターとしてその外来エージェントを使用する必要があります。

ブロードキャストデータグラム
ホームエージェントがブロードキャストデータグラムまたはマルチキャストデータ
グラムを受信したときは、ホームエージェントが受信するモバイルノードに対して
そのデータグラムだけを転送します。ブロードキャストデータグラムおよびマルチ
キャストデータグラムをモバイルノードに転送する方法は、主に 2つの要素に
よって異なります。モバイルノードで外来エージェントが提供する気付アドレスを
使用するか、その独自の共存気付アドレスを使用するかという 2つの要素です。気
付アドレスを使用する場合、データグラムを二重カプセル化する必要がありま
す。最初の IPヘッダーは、データグラムの配信先となるモバイルノードを示しま
す。最初の IPヘッダーは、ブロードキャストデータグラムまたはマルチキャスト
データグラムには存在しないので注意してください。2番目の IPヘッダーは、気付
アドレスを示し、その通常のトンネルヘッダーとなります。独自の共存気付アドレ
スを使用する場合、モバイルノードはその独自のデータグラムのカプセル化を解除
し、そのデータグラムを通常のトンネル経由のみで送信する必要があります。

マルチキャストデータグラムの経路制御
モバイルノードが外部サブネットの移動時に、マルチキャストトラフィックの受信
を開始するには、次のいずれかの方法でマルチキャストグループを結合します。

モバイルノードに対するデータグラムの経路制御
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■ モバイルノードが共存気付アドレスを使用している場合には、このアドレスをイ
ンターネットグループ管理プロトコル (IGMP)結合メッセージの発信元 IPアドレ
スとして使用できます。ただし、マルチキャストルーターが移動先のサブネット
に存在していなければなりません。

■ モバイルノードがそのホームサブネットから ICMPグループを結合する場合、逆
方向トンネルを使用して IGMP結合メッセージをホームエージェントに送信する
必要があります。ただし、モバイルノードのホームエージェントをマルチキャス
トルーターにする必要があります。ホームエージェントはそのあと、マルチ
キャストデータグラムをトンネルを通してモバイルノードまで転送します。

■ モバイルノードが、共存気付アドレスを使用している場合には、このアドレスを
IGMP結合メッセージの発信元 IPアドレスとして使用します。ただし、マルチ
キャストルーターが移動先のサブネットに存在していなければなりません。グ
ループに結合されると、モバイルノードは、移動先ネットワークに直接独自のマ
ルチキャストパケットを送信することによって加入できます。

■ 移動先ネットワークに直接送信する
■ トンネルを通して自分のホームエージェントに送信する

マルチキャストの経路制御は IP発信元アドレスに依存しています。マルチキャスト
データグラムを送信するモバイルノードは、そのリンクで有効な発信元アドレスか
らそのデータグラムを送信する必要があります。したがって、マルチキャスト
データグラムを移動先ネットワークに直接送信するモバイルノードは、共存気付ア
ドレスを IP発信元アドレスとして使用します。また、モバイルノードはそのアドレ
スに関連付けられるマルチキャストグループを結合する必要もあります。同様
に、移動前にホームサブネットでマルチキャストデータグラムを結合する、または
ホームエージェントへの逆方向トンネルを通して移動中にマルチキャストグループ
を結合するモバイルノードは、そのホームアドレスをマルチキャストデータグラム
の IP発信元アドレスとして使用します。したがって、モバイルノードはそのホーム
サブネットにそれらのデータグラムを逆方向トンネルで送信する必要があると同様
に、その共存気付アドレスを使用してモバイルノード自体または外来エージェント
の逆方向トンネルのいずれかも使用します。

モバイルノードが移動先のサブネットから常に結合している方が効率的であると思
われる場合、モバイルノードのままにします。よって、モバイルノードはサブ
ネットに移動するたびにその結合を繰り返すことになります。モバイルノードがそ
のホームエージェントを通して結合した方が効率的である場合には、この
オーバーヘッドを処理する必要はありません。また、マルチキャストセッションは
ホームサブネットで有効な場合に限り存在します。さらに、特定の方法でモバイル
ノードが加入するためには、そのほかにも留意点があります。
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モバイル IPにおけるセキュリティーについて
多くの場合、モバイルコンピュータは無線リンクを利用してネットワークに接続さ
れます。無線リンクは特に、盗聴や、攻撃などの能動的な攻撃に対して脆弱です。

モバイルIPはこの脆弱性を低下あるいは除去することはできないため、それらの攻
撃に対してモバイル IP登録メッセージを保護するために認証形式を使用します。使
用しているデフォルトのアルゴリズムは、128ビットの鍵を採用したMD5です。デ
フォルトの動作モードでは、ハッシュしようとするデータの前後にこの 128ビット
鍵がある必要があります。外来エージェントは、MD5を使用して認証をサポートし
ます。また、128ビット以上の鍵サイズ、および手動による鍵配布を使用した認証
もサポートしています。モバイル IPでは、より多くの認証アルゴリズム、アルゴリ
ズムモード、鍵の配布方法、および鍵サイズをサポートできます。

これらの方法により、モバイル IP登録メッセージの改ざんを防止します。さら
に、前のモバイル IP登録メッセージと重複するメッセージを受信した場合、モバイ
ル IPはモバイル IPの要素を警告する応答保護形式も使用します。この保護方法を使
用しないと、登録メッセージの受信時にモバイルノードとそのホームエージェント
が同期をとることができなくなります。そのため、モバイル IPはその状態を更新し
ます。たとえば、モバイルノードが外来エージェントを通して登録している間
に、ホームエージェントが重複する登録解除メッセージを受信したとします。

その場合、「ナンス (Nonce)」と呼ばれる方法または「タイムスタンプ」に
よって、応答保護を確立します。ナンスおよびタイムスタンプは、モバイル IP登録
メッセージ内でホームエージェントとモバイルノードによって交換されます。ナン
スおよびタイムスタンプは、認証機構による変更から保護されています。その結
果、ホームエージェントまたはモバイルノードが重複するメッセージを受け取った
場合、そのメッセージを破棄できます。

トンネリングは非常に攻撃されやすく、特に登録が認証されていない場合に脆弱で
す。また、アドレス解決プロトコル (ARP)は認証されていないため、別のホストの
トラフィックを盗むために利用される可能性があります。

モバイル IPにおけるセキュリティーについて
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モバイル IPの管理 (手順)

この章では、モバイル IP構成ファイルのパラメータの変更、追加、削除、および表
示の方法について説明します。また、モビリティーエージェント状態の表示方法に
ついても説明します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 741ページの「モバイル IP構成ファイルの作成 (作業マップ)」
■ 742ページの「モバイル IP構成ファイルの作成」
■ 747ページの「モバイル IP構成ファイルの変更」
■ 746ページの「モバイル IP構成ファイルの変更 (作業マップ)」
■ 753ページの「モビリティーエージェント状態の表示」
■ 755ページの「外来エージェントでのモビリティー経路制御の表示」

モバイル IPの概要については、第 27章「モバイル IP (概要)」を参照してくださ
い。モバイル IPの詳細については、第 29章「モバイル IPのファイルおよびコマン
ド (リファレンス)」を参照してください。

注 –モバイル IP機能は、Solaris 10 8/07よりあとの Solaris 10 Updateから削除されまし
た。

モバイル IP構成ファイルの作成 (作業マップ)

作業 説明 説明

モバイル IP構成ファイルの作成 /etc/inet/mipagent.confファイルの
作成またはサンプルファイルの 1つの
コピーを含む。

743ページの「モバイル IP構成ファイ
ルを作成する方法」
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作業 説明 説明

Generalセクションの構成 バージョン番号のモバイル IP構成
ファイルの Generalセクションへの挿
入を含む。

744ページの「Generalセクションを
構成する方法」

Advertisementsセクションの構成 ラベルおよび設定値の追加、またはモ
バイル IP構成ファイルの
Advertisementsセクション内のラベル
および設定値の変更を含む。

744ページの「Advertisementsセク
ションを構成する方法」

GlobalSecurityParametersセクション
の構成

ラベルおよび設定値の追加、またはモ
バイル IP構成ファイルの
GlobalSecurityParametersセクション
内のラベルおよび設定値の変更を含
む。

744ページ
の「GlobalSecurityParametersセク
ションを構成する方法」

Poolセクションの構成 ラベルおよび設定値の追加、またはモ
バイル IP構成ファイルの Poolセク
ション内のラベルおよび設定値の変更
を含む。

745ページの「Poolセクションを構成
する方法」

SPIセクションの構成 ラベルおよび設定値の追加、またはモ
バイル IP構成ファイルの SPIセク
ションのラベルおよび設定値の変更を
含む。

745ページの「SPIセクションを構成
する方法」

Addressセクションの構成 ラベルおよび設定値の追加、またはモ
バイル IP構成ファイルの Addressセク
ションのラベルおよび設定値の変更を
含む。

745ページの「Addressセクションを
構成する方法」

モバイル IP構成ファイルの作成
この項では、モバイル IPの準備と /etc/inet/mipagent.confファイルの作成を行い
ます。

▼ モバイル IPに対する準備方法
mipagent.conf ファイルを初めて構成する場合は、次の作業を行う必要があります。

ホストに対する組織の要件に従って、モバイル IPエージェントで提供する機能を決
めます。

■ 外来エージェント機能のみ
■ ホームエージェント機能のみ
■ 外来エージェントとホームエージェント機能の両方

1
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/etc/inet/mipagent.confファイルを作成し、この節で説明する手順に従って必要な
設定を入力します。次に示すファイルの 1つを /etc/inet/mipagent.confにコ
ピーし、要求条件に応じて変更することもできます。

■ 外来エージェント機能用には、/etc/inet/mipagent.conf.fa-sampleをコピーしま
す。

■ ホームエージェント機能用には、/etc/inet/mipagent.conf.ha-sampleをコピーし
ます。

■ 外来エージェントとホームエージェントの両機能用に
は、/etc/inet/mipagent.conf-sampleをコピーします。

システムをリブートすることによって、mipagent デーモンを起動するブートスクリ
プトを起動できます。あるいは、次のコマンドを使って mipagentを起動することも
できます。
# /etc/inet.d/mipagent start

▼ モバイル IP構成ファイルを作成する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

次のオプションの 1つを使って /etc/inet/mipagent.confファイルを作成します。

■ /etc/inetディレクトリで mipagent.confという空ファイルを作成します。

■ 次のリストから、必要な /etc/inet/mipagent.confファイルの機能を提供するサ
ンプルファイルをコピーします。

■ /etc/inet/mipagent.conf.fa-sample

■ /etc/inet/mipagent.conf.ha-sample

■ /etc/inet/mipagent.conf-sample

構成条件に応じて /etc/inet/mipagent.confファイル内に構成パラメータを追加また
は変更します。

次の各手順では、/etc/inet/mipagent.conf内のセクションをどのようにして変更す
るかについて説明します。
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▼ Generalセクションを構成する方法
前の手順で /etc/inetディレクトリにあるサンプルファイルをコピーしたのであれ
ば、この手順を行う必要はありません。サンプルファイルには、この項目がすでに
含まれているからです。このセクションで使用するラベルや値の説明については、763
ページの「Generalセクション」を参照してください。

/etc/inet/mipagent.confファイルを編集して次の行を追加します。
[General]

Version = 1.0

注 – /etc/inet/mipagent.confファイルには、この項目が含まれていなければなりま
せん。

▼ Advertisementsセクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、763ページ
の「Advertisementsセクション」を参照してください。

/etc/inet/mipagent.confファイルを編集し、構成に必要な設定値を使用して次の行
を追加または変更します。
[Advertisements interface]

HomeAgent = <yes/no>

ForeignAgent = <yes/no>

PrefixFlags = <yes/no>

AdvertiseOnBcast = <yes/no>

RegLifetime = n
AdvLifetime = n
AdvFrequency = n
ReverseTunnel = <yes/no/FA/HA/both>

ReverseTunnelRequired = <yes/no/FA/HA>

注 –モバイルIPサービスを提供するローカルホストの各インタフェースには、それぞ
れ異なる Advertisementsセクションを指定しなければなりません。

▼ GlobalSecurityParametersセクションを構成する
方法
このセクションで使用されるラベルと値の説明については、765ページ
の「GlobalSecurityParametersセクション」を参照してください。
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/etc/inet/mipagent.confファイルを編集し、構成に必要な設定値を使用して次の行
を追加または変更します。
[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew = n
HA-FAauth = <yes/no>

MN-FAauth = <yes/no>

Challenge = <yes/no>

KeyDistribution = files

▼ Poolセクションを構成する方法
このセクションで使用されるラベルと値の説明については、766ページの「Poolセク
ション」を参照してください。

/etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集します。

次の行を追加または変更して、構成に必要な値を指定します。
[Pool pool-identifier]

BaseAddress = IP-address
Size = size

▼ SPIセクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、767ページの「SPIセク
ション」を参照してください。

/etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集します。

次の行を追加または変更して、構成に必要な値を指定します。
[SPI SPI-identifier]

ReplayMethod = <none/timestamps>

Key = key

注 –配置した各セキュリティーコンテキストに対して異なる SPIセクションを指定し
なければなりません。

▼ Addressセクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、767ページの「Addressセ
クション」を参照してください。

/etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集します。

次の行を追加または変更して、構成に必要な値を指定します。
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■ モバイルモードの場合は、次のようにします。

[Address address]
Type = node

SPI = SPI-identifier

■ エージェントの場合は、次のようにします。

[Address address]
Type = agent

SPI = SPI-identifier

■ 自身のNAIによって識別されるモバイルノードの場合は、次のようにします。

[Address NAI]
Type = Node

SPI = SPI-identifier
Pool = pool-identifier

■ デフォルトモバイルノードの場合は、次のようにします。

[Address Node-Default]

Type = Node

SPI = SPI-identifier
Pool = pool-identifier

モバイル IP構成ファイルの変更 (作業マップ)

作業 説明 説明

Generalセクションの変更 mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの
Generalセクション内のラベル値を変
更します。

747ページの「Generalセクションを
変更する方法」

Advertisementsセクションの変更 mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの
Advertisementsセクション内のラベル
値を変更します。

748ページの「Advertisementsセク
ションを変更する方法」

GlobalSecurityParametersセクション
の変更

mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの
GlobalSecurityParametersセクション
内のラベル値を変更します。

748ページ
の「GlobalSecurityParametersセク
ションを変更する方法」

Poolセクションの変更 mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの Pool

セクション内のラベル値を変更しま
す。

749ページの「Poolセクションを変更
する方法」

SPIセクションの変更 mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの SPIセ
クション内のラベル値を変更します。

749ページの「SPIセクションを変更
する方法」
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Addressセクションの変更 mipagentconfig changeコマンドを使用
してモバイル IP構成ファイルの
Addressセクション内のラベル値を変
更します。

750ページの「Addressセクションを
変更する方法」

パラメータの追加または削除 mipagentconfig addまたは deleteコマ
ンドを使用して新しいパラメータ、ラ
ベル、または設定値を追加、あるいは
モバイル IP構成ファイルの任意のセ
クション内の既存の項目を変更しま
す。

751ページの「構成ファイルのパラ
メータを追加または削除する方法」

パラメータ宛先の現在の設定値の表示 mipagentconfig getコマンドを使用し
てモバイル IP構成ファイルの任意の
セクション内の現在の設定値を表示し
ます。

752ページの「構成ファイルの現在の
パラメータ値を表示する方法」

モバイル IP構成ファイルの変更
この節では、mipagentconfigコマンドを使用してモバイル IP構成ファイルを変更す
る方法を説明します。さらに、パラメータの宛先の現在の設定値を表示する方法に
ついても説明します。

771ページの「モビリティー IPエージェントの構成」コマンドの使用に関する概念
的な説明については、Configuring the Mobility IP Agentを参照してください。さら
に、mipagentconfig(1M)のマニュアルページもご覧ください。

▼ Generalセクションを変更する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

コマンド行で、Generalセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンドを
入力します。
# mipagentconfig change <label> <value>

Generalセクションのパラメータの変更

次の例では、構成ファイルの Generalセクション内のバージョン番号を変更する方法
を示しています。
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# mipagentconfig change version 2

▼ Advertisementsセクションを変更する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Advertisementsセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンドを入力し
ます。
# mipagentconfig change adv device-name <label> <value>

たとえば、エージェントの通知された有効期間をデバイス hme0に対して 300秒に変
更したい場合は、次のコマンドを使用します。

# mipagentconfig change adv hme0 AdvLifetime 300

Advertisementsセクションの変更

次の例は、構成ファイルの Advertisementsセクション内のその他のパラメータを変
更する方法を示しています。

# mipagentconfig change adv hme0 HomeAgent yes

# mipagentconfig change adv hme0 ForeignAgent no

# mipagentconfig change adv hme0 PrefixFlags no

# mipagentconfig change adv hme0 RegLifetime 300

# mipagentconfig change adv hme0 AdvFrequency 4

# mipagentconfig change adv hme0 ReverseTunnel yes

▼ GlobalSecurityParametersセクションを変更する
方法

モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

GlobalSecurityParametersセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンド
を入力します。
# mipagentconfig change <label> <value>
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たとえば、ホームエージェントおよび外来エージェント認証を有効にしたい場合
は、次のコマンドを使用します。

# mipagentconfig change HA-FAauth yes

GlobalSecurityParametersセクションの変更

次の例では、構成ファイルの GlobalSecurityParametersセクション内のその他のパ
ラメータを変更する方法を示しています。

# mipagentconfig change MaxClockSkew 200

# mipagentconfig change MN-FAauth yes

# mipagentconfig change Challenge yes

# mipagentconfig change KeyDistribution files

▼ Poolセクションを変更する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Poolセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンドを入力します。
# mipagentconfig change Pool pool-identifier <label> <value>

Poolセクションの変更

次の例では、基底アドレスを 192.168.1.1に、Poolのサイズを 10から 100にそれぞれ
変更します。

# mipagentconfig change Pool 10 BaseAddress 192.168.1.1

# mipagentconfig change Pool 10 Size 100

▼ SPIセクションを変更する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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SPIセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンドを入力します。
# mipagentconfig change SPI SPI-identifier <label> <value>

たとえば、SPI 257のキーを 5af2aee39ff0b332に変更する場合は、次のコマンドを使
用します。

# mipagentconfig change SPI 257 Key 5af2aee39ff0b332

SPIセクションの変更

次の例では、構成ファイルの SPIセクション内の ReplayMethodラベルを変更する方
法を示しています。

# mipagentconfig change SPI 257 ReplayMethod timestamps

▼ Addressセクションを変更する方法
モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

Addressセクション内の変更したい各ラベルに対して次のコマンドを入力します。
# mipagentconfig change addr [NAI | IPaddr | node-default] <label> <value>

3つの構成方式 (NAI、IPアドレス、ノードデフォルト)の説明については、767
ページの「Addressセクション」を参照してください。

たとえば、IPアドレス 10.1.1.1の SPIを 258に変更する場合は、次のコマンドを使
用します。

# mipagentconfig change addr 10.1.1.1 SPI 258

Addressセクションの変更

次の例では、サンプル構成ファイルの Addressセクションに指定されたその他のパラ
メータを変更する方法を示しています。

# mipagentconfig change addr 10.1.1.1 Type agent

# mipagentconfig change addr 10.1.1.1 SPI 259

# mipagentconfig change addr mobilenode@abc.com Type node

# mipagentconfig change addr mobilenode@abc.com SPI 258

# mipagentconfig change addr mobilenode@abc.com Pool 2

# mipagentconfig change addr node-default SPI 259

# mipagentconfig change addr node-default Pool 3
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# mipagentconfig change addr 10.68.30.36 Type agent

# mipagentconfig change addr 10.68.30.36 SPI 260

▼ 構成ファイルのパラメータを追加または削除する
方法

モバイル IPを使用可能にしたいシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

指定したセクションに対して追加または削除したい各ラベルについてコマンドを入
力します。

■ Generalセクション

# mipagentconfig [add | delete] <label> <value>

■ Advertisementsセクション

# mipagentconfig [add | delete] adv device-name <label> <value>

注 –次のコマンドを入力してインタフェースを追加できます。

# mipagentconfig add adv device-name

この場合、デフォルト値は (外来エージェントおよびホームエージェントに対す
る)インタフェースに割り当てられます。

■ GlobalSecurityParametersセクション

# mipagentconfig [add | delete] <label> <value>

■ Poolセクション

# mipagentconfig [add | delete] Pool pool-identifier <label> <value>

■ SPIセクション

# mipagentconfig [add | delete] SPI SPI-identifier <label> <value>

■ Addressセクション

# mipagentconfig [add | delete] addr [NAI | IP-address | node-default] \

<label> <value>
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注 –同じ内容の Advertisements、Pool、SPI、および Addressセクションは作成でき
ないので注意してください。

ファイルパラメータの変更

たとえば、基底アドレスが 192.167.1.1でサイズが 100の新しいアドレスプール Pool
11を作成したい場合、次のコマンドを使用します。

# mipagentconfig add Pool 11 BaseAddress 192.167.1.1

# mipagentconfig add Pool 11 size 100

SPIの削除

次の例では、SPIセキュリティーパラメータ SPI 257を削除します。

# mipagentconfig delete SPI 257

▼ 構成ファイルの現在のパラメータ値を表示する方
法
mipagentconfig getコマンドを使用して、パラメータ宛先に関連付けられている現在
の設定を表示できます。

モバイル IPを使用可能にするシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

設定値を表示したい各パラメータについて次のコマンドを入力します。
# mipagentconfig get [<parameter> | <label>]

たとえば、hme0デバイスに対する通知設定を表示する場合、次のコマンドを使用し
ます。

# mipagentconfig get adv hme0

その結果、次のような出力が表示されます。

[Advertisements hme0]

HomeAgent = yes

ForeignAgent = yes

例28–7
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mipagentconfig getコマンドでパラメータ値を表示する

次の例は、その他のパラメータ宛先に mipagentconfig getコマンドを使用した結果で
す。

# mipagentconfig get MaxClockSkew

[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew=300

# mipagentconfig get HA-FAauth

[GlobalSecurityParameters]

HA-FAauth=no

# mipagentconfig get MN-FAauth

[GlobalSecurityParameters]

MN-FAauth=no

# mipagentconfig get Challenge

[GlobalSecurityParameters]

Challenge=no

# mipagentconfig get Pool 10

[Pool 10]

BaseAddress=192.168.1.1

Size=100

# mipagentconfig get SPI 257

[SPI 257]

Key=11111111111111111111111111111111

ReplayMethod=none

# mipagentconfig get SPI 258

[SPI 258]

Key=15111111111111111111111111111111

ReplayMethod=none

# mipagentconfig get addr 10.1.1.1

[Address 10.1.1.1]

SPI=258

Type=agent

# mipagentconfig get addr 192.168.1.200

[Address 192.168.1.200]

SPI=257

Type=node

モビリティーエージェント状態の表示
mipagentstatコマンドを使用して、外来エージェントのビジターリストおよび
ホームエージェントの結合テーブルを表示できます。772ページの「モバイル IPモビ
リティーエージェントの状態」コマンドの概念的な説明については、Mobile IP

Mobility Agent Statusを参照してください。詳細は、mipagentstat(1M) のマニュア
ルページでも説明しています。

例28–9

モビリティーエージェント状態の表示
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▼ モビリティーエージェント状態を表示する方法

モバイル IPを使用可能にするシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割に
なります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

モビリティーエージェント状態の表示
# mipagentstat options

-f 外来エージェントのビジターリストに稼動中のモバイルノードの一覧を表示す
る

-h ホームエージェントの結合テーブルに稼動中のモバイルノードの一覧を表示す
る

-p エージェントのモビリティーエージェントピアとセキュリティーアソシ
エーションの一覧を表示する

モビリティーエージェント状態の表示

たとえば、外来エージェントに登録された全モバイルノードのビジターリストを表
示するには、次のコマンドを使用します。

# mipagentstat -f

その結果、次のような出力が表示されます。

Mobile Node Home Agent Time (s) Time (s) Flags

Granted Remaining

--------------- -------------- ------------ --------- -----

foobar.xyz.com ha1.xyz.com 600 125 .....T.

10.1.5.23 10.1.5.1 1000 10 .....T.

その結果、次のような出力が表示されます。

Foreign ..... Security Association(s).....

Agent Requests Replies FTunnel RTunnel

---------------------- -------- -------- -------- --------

forn-agent.eng.sun.com AH AH ESP ESP

次の例では、ホームエージェントのセキュリティーアソシエーションを表示しま
す。

# mipagentstat -fp

その結果、次のような出力が表示されます。

1

2
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Home ..... Security Association(s) .....

Agent Requests Replies FTunnel RTunnel

---------------------- -------- -------- -------- --------

home-agent.eng.sun.com AH AH ESP ESP

ha1.xyz.com AH,ESP AH AH,ESP AH,ESP

外来エージェントでのモビリティー経路制御の表示
netstatコマンドを使用して、順方向および逆方向トンネルによって作成される発信
元固有の経路制御に関する追加情報を表示できます。このコマンドの詳細について
は、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

▼ 外来エージェントでモビリティー経路制御を表示
する方法

モバイル IPを使用可能にするシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割に
なります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

モビリティールートを表示します。
# netstat -rn

外来エージェントでのモビリティー経路制御の表示

次の例は、逆方向トンネルを使用する外来エージェントの経路制御を示します。

Routing Table: IPv4 Source-Specific

Destination In If Source Gateway Flags Use Out If

-------------- ------- ------------ --------- ----- ---- -------

10.6.32.11 ip.tun1 -- 10.6.32.97 UH 0 hme1

-- hme1 10.6.32.11 -- U 0 ip.tun1

最初の行は、宛先 IPアドレス 10.6.32.11と着信インタフェース ip.tun1がパケット
を転送するインタフェースとして hme1を選択していることを表します。次の行
は、インタフェース hme1から発信する任意のパケットと発信元アドレス 10.6.32.11

が ip.tun1に転送されることを表しています。

1

2

例28–11
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モバイル IPのファイルおよびコマンド
(リファレンス)

この章では、モバイル IPの Solaris実装に提供される構成要素について説明しま
す。モバイル IPを使用するには、最初に、この章で説明されるパラメータとコマン
ドを使用して、モバイル IP構成ファイルを構成する必要があります。

この章では、次の内容について説明します。

■ 757ページの「Solarisモバイル IP実装の概要」
■ 758ページの「モバイル IP構成ファイル」
■ 771ページの「モビリティー IPエージェントの構成」
■ 772ページの「モバイル IPモビリティーエージェントの状態」
■ 772ページの「モバイル IPの状態情報」
■ 773ページの「モバイル IP用の netstat拡張」
■ 773ページの「モバイルIP用の snoop拡張」

注 –モバイル IP機能は、Solaris 10 8/07よりあとの Solaris 10 Updateから削除されまし
た。

Solarisモバイル IP実装の概要
モビリティーエージェントソフトウェアには、ホームエージェントと外来
エージェントの機能が組み込まれています。 Solarisモバイル IPソフトウェアではク
ライアントモバイルノードを提供していません。エージェント機能だけが提供され
ています。モビリティーサポートのある各ネットワークは、このソフトウェアを実
行している静的な (非モバイル)ホストを 1つ以上持たなければなりません。

次に示すRFC機能がモバイル IPの Solaris実装でサポートされています。
■ RFC 1918, "Address Allocation for Private Internets" (http://www.ietf.org/rfc/

rfc1918.txt?number=1918)
■ RFC 2002, "IP Mobility Support" (Agent only) (http://www.ietf.org/rfc/

rfc2002.txt?number=2002)
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■ RFC 2003, "IP Encapsulation Within IP" (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2003.txt?number=2003)

■ RFC 2794, "Mobile IP Network Access Identifier Extension for IPv4" (http://
www.ietf.org/rfc/rfc2794.txt?number=2794)

■ RFC 3012, "Mobile IPv4 Challenge/Response Extensions" (http://www.ietf.org/rfc/
rfc3012.txt?number=3012)

■ RFC 3024, "Reverse Tunneling for Mobile IP" (http://www.ietf.org/rfc/
rfc3024.txt?number=3024)

基本モバイル IPプロトコル (RFC 2002)は、スケーラブルな鍵配布の問題を取り扱わ
ず、鍵の配布として扱っています。Solarisモバイル IPソフトウェアは、構成ファイ
ルに指定された、手動で構成された鍵のみを使用します。

次のRFC機能は、モバイルIPの Solaris実装ではサポートされていません。

■ RFC 1701, "General Routing Encapsulation" (http://www.ietf.org/rfc/
rfc1701.txt?number-1701)

■ RFC 2004, "Minimal Encapsulation Within IP" (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2004.txt?number=2004)

次の機能は、モバイルIPの Solaris実装ではサポートされていません。

■ ホームエージェントによる、マルチキャストトラフィックまたはブロードキャス
トトラフィックの外部ネットワークにアクセスしているモバイルノードの外来
エージェントへの転送

■ 逆方向トンネルを経由するブロードキャストデータグラムマルチキャストデータ
グラムの経路制御

■ 専用気付アドレス、または専用ホームエージェントアドレス

詳細については、mipagent(1M)のマニュアルページを参照してください。

モバイル IP構成ファイル
mipagentコマンドは、起動時に /etc/inet/mipagent.conf構成ファイルから構成情報
を読み取ります。モバイル IPは /etc/inet/mipagent.conf構成ファイルを使用してモ
バイル IPモビリティーエージェントを初期化します。構成および配置されると、モ
ビリティーエージェントは定期的なルーター広告を発行し、ルーター発見要請
メッセージおよびモバイル IP登録メッセージに応答します。

ファイル属性の説明は、mipagent.conf(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。このファイルの使用法については、mipagent(1M)のマニュアルページを参照し
てください。
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構成ファイルの形式
モバイル IP構成ファイルはセクションにより構成されています。各セクションは固
有の名前を持っていて、角括弧で囲まれています。各セクションには 1つ以上のラ
ベルが含まれています。ラベルに値を設定するには次の形式を用います。

[Section_name]

Label-name = value-assigned

セクション名やラベル、指定可能な値については、 762ページの「構成ファイルのセ
クションとラベル」を参照してください。

構成ファイルの例
Solarisのデフォルトのインストールでは、次の構成ファイルのサンプルが /etc/inet

ディレクトリにあります。

■ mipagent.conf-sample –外来エージェントおよびホームエージェントの両機能を
提供するモバイル IPエージェント用のサンプル構成ファイル

■ mipagent.conf.fa-sample –外来エージェント機能のみを提供するモバイル IP
エージェント用のサンプル構成ファイル

■ mipagent.conf.ha-sample –ホームエージェント機能のみを提供するモバイル IP
エージェント用のサンプル構成ファイル

これらのサンプル構成ファイルには、モバイルノードアドレスおよびセキュリ
ティー設定の例が含まれています。モバイル IPを実装する前に、mipagent.confとい
う構成ファイルを作成して /etc/inetディレクトリに格納しなければなりません。こ
のファイルには、ユーザーのモバイル IP実装の要件を満たす値を指定します。サン
プル構成ファイルの 1つを選択し、ユーザーのアドレスおよびセキュリティー設定
で変更して、/etc/inet/mipagent.confにコピーすることもできます。

詳細は、743ページの「モバイル IP構成ファイルを作成する方法」を参照してくだ
さい。

mipagent.conf-sampleファイル
次に mipagent.conf-sampleファイルに含まれているセクション名、ラベル、および
設定値を示します。構文やセクション、ラベル、値については、 762ページの「構成
ファイルのセクションとラベル」を参照してください。

[General]

Version = 1.0 # version number for the configuration file. (required)

[Advertisements hme0]

HomeAgent = yes

ForeignAgent = yes

モバイル IP構成ファイル
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PrefixFlags = yes

AdvertiseOnBcast = yes

RegLifetime = 200

AdvLifetime = 200

AdvFrequency = 5

ReverseTunnel = no

ReverseTunnelRequired = no

[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew = 300

HA-FAauth = yes

MN-FAauth = yes

Challenge = no

KeyDistribution = files

[Pool 1]

BaseAddress = 10.68.30.7

Size = 4

[SPI 257]

ReplayMethod = none

Key = 11111111111111111111111111111111

[SPI 258]

ReplayMethod = none

Key = 15111111111111111111111111111111

[Address 10.1.1.1]

Type = node

SPI = 258

[Address mobilenode@sun.com]

Type = node

SPI = 257

Pool = 1

[Address Node-Default]

Type = node

SPI = 258

Pool = 1

[Address 10.68.30.36]

Type = agent

SPI = 257

mipagent.conf.fa-sampleファイル
次に mipagent.conf.fa-sampleファイルに含まれているセクション名、ラベル、およ
び設定値を示します。構文やセクション、ラベル、値については、 762ページの「構
成ファイルのセクションとラベル」を参照してください。

mipagent.conf.fa-sampleファイルは、外来エージェント機能のみを提供する構成を
示しています。サンプルファイルには Poolセクションが含まれていません。Poolは
ホームエージェントのみが利用するからです。その他の点では、このファイルは
mipagent.conf-sampleファイルと同じです。
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[General]

Version = 1.0 # version number for the configuration file. (required)

[Advertisements hme0]

HomeAgent = no

ForeignAgent = yes

PrefixFlags = yes

AdvertiseOnBcast = yes

RegLifetime = 200

AdvLifetime = 200

AdvFrequency = 5

ReverseTunnel = yes

ReverseTunnelRequired = no

[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew = 300

HA-FAauth = yes

MN-FAauth = yes

Challenge = no

KeyDistribution = files

[SPI 257]

ReplayMethod = none

Key = 11111111111111111111111111111111

[SPI 258]

ReplayMethod = none

Key = 15111111111111111111111111111111

[Address 10.1.1.1]

Type = node

SPI = 258

[Address 10.68.30.36]

Type = agent

SPI = 257

mipagent.conf.ha-sampleファイル
次に mipagent.conf.ha-sampleファイルに含まれているセクション名、ラベル、およ
び設定値を示します。構文やセクション、ラベル、値については、 762ページの「構
成ファイルのセクションとラベル」を参照してください。

mipagent.conf.ha-sampleファイルは、ホームエージェント機能のみを提供する構成
を示しています。その他の点では、このファイルは mipagent.conf-sampleファイル
と同じです。

[General]

Version = 1.0 # version number for the configuration file. (required)

[Advertisements hme0]

HomeAgent = yes

ForeignAgent = no

PrefixFlags = yes

AdvertiseOnBcast = yes

RegLifetime = 200

モバイル IP構成ファイル
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AdvLifetime = 200

AdvFrequency = 5

ReverseTunnel = yes

ReverseTunnelRequired = no

[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew = 300

HA-FAauth = yes

MN-FAauth = yes

Challenge = no

KeyDistribution = files

[Pool 1]

BaseAddress = 10.68.30.7

Size = 4

[SPI 257]

ReplayMethod = none

Key = 11111111111111111111111111111111

[SPI 258]

ReplayMethod = none

Key = 15111111111111111111111111111111

[Address 10.1.1.1]

Type = node

SPI = 258

[Address mobilenode@sun.com]

Type = node

SPI = 257

Pool = 1

[Address Node-Default]

Type = node

SPI = 258

Pool = 1

構成ファイルのセクションとラベル
モバイル IP構成ファイルには、次のセクションが含まれています。

■ General (必須)
■ Advertisements (必須)
■ GlobalSecurityParameters (省略可能)
■ Pool (省略可能)
■ SPI (省略可能)
■ Address (省略可能)

Generalと GlobalSecurityParametersセクションには、モバイル IPエージェントの動
作に関する情報を指定します。これらのファイルは、構成ファイルに 1つずつしか
指定できません。
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Generalセクション
Generalセクションには 1つのラベル (構成ファイルのバージョン番号)しか指定でき
ません。Generalセクションの構文は次のとおりです。

[General]

Version = 1.0

Advertisementsセクション
Advertisementsセクションには、ほかのラベルとともに HomeAgentや ForeignAgentラ
ベルを指定します。モバイル IPサービスを提供するローカルホストの各インタ
フェースには、それぞれ異なる Advertisementsセクションを指定しなければなりま
せん。Advertisementsセクションの構文は次のとおりです。

[Advertisements interface]
HomeAgent = <yes/no>

ForeignAgent = <yes/no>

.

.

通常、システムは 1つのインタフェース(eri0や hme0など)を持ち、ホーム
エージェントと外来エージェントの動作をサポートします。たとえば hme0の場
合、yesが HomeAgentおよび ForeignAgentの両ラベルに次のように指定されます。

[Advertisements hme0]

HomeAgent = yes

ForeignAgent = yes

.

.

動的インタフェースによる通知の場合、デバイス ID部分に *を使用します。たとえ
ば、 Interface-name ppp*は、mipagentデーモンの開始後に構成されるすべての PPPイ
ンタフェースを含むことを意味します。動的インタフェースタイプの advertisement
セクションにあるすべての属性は、同じ状態にします。

次の表は、Advertisementsセクションに指定できるラベルと値を示しています。

表 29–1 Advertisementsセクションのラベルと設定値

ラベル 値 説明

HomeAgent yesまたは no mipagentデーモンがホームエージェント機能を
提供するかどうかを指定する

ForeignAgent yesまたは no mipagentデーモンが外来エージェント機能を提
供するかどうかを指定する

PrefixFlags yesまたは no 通知に任意の接頭辞の長さの拡張子を含めるか
どうかを指定する

モバイル IP構成ファイル
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表 29–1 Advertisementsセクションのラベルと設定値 (続き)
ラベル 値 説明

AdvertiseOnBcast yesまたは no 設定値が yesの場合、通知は 224.0.0.1ではなく
255.255.255.255に送信される

RegLifetime n 登録要求で受け付けた、秒単位の最長有効期間

AdvLifetime n 通知がそれ以上ない場合に現在の通知が有効と
考えられる、秒単位の最大時間

AdvFrequency n 2つの連続した通知間の、秒単位の時間

ReverseTunnel yes、no、 FA、HA、
bothのいずれか

mipagentが逆方向トンネル機能を要求するかど
うかを指定する。

設定値が yesの場合、外来エージェントと
ホームエージェントの両方が逆方向トンネリン
グをサポートする。設定値が noの場合、インタ
フェースは逆方向トンネリングをサポートしな
い

設定値が FAの場合、外来エージェントが逆方向
トンネリングをサポートする。設定値が HAの場
合、ホームエージェントが逆方向トンネリング
をサポートする。設定値が bothの場合、外来
エージェントとホームエージェントの両方が逆
方向トンネリングをサポートする。

ReverseTunnelRequired yesまたは no mipagentが逆方向トンネル機能を要求するかど
うかを指定する。したがって、モバイルノード
が逆方向トンネルを登録中に要求すべきかどう
かを指定する

設定値が yesの場合、外来エージェントと
ホームエージェントの両方が逆方向トンネルを
要求する。設定値が noの場合、インタフェース
は逆方向トンネルを要求しない

設定値が FAの場合、外来エージェントが逆方向
トンネリングを要求する。設定値が HAの場
合、ホームエージェントが逆方向トンネリング
を要求する

AdvInitCount n 要請しない通知の初期値を指定する。デフォル
ト値は 1。この値は、AdvLimitUnsolicitedが
yesの場合にのみ有効

AdvLimitUnsolicited yesまたは no モビリティーインタフェースによる非要請通知
の数 (限定されている)を有効または無効にする
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GlobalSecurityParametersセクション
GlobalSecurityParametersセクションに
は、maxClockSkew、HA-FAauth、MN-FAauth、Challenge、および KeyDistributionラベ
ルが含まれます。このセクションの構文は次のとおりです。

[GlobalSecurityParameters]

MaxClockSkew = n
HA-FAauth = <yes/no>

MN-FAauth = <yes/no>

Challenge = <yes/no>

KeyDistribution = files

モバイル IPプロトコルは、タイムスタンプをメッセージ内に含めること
で、メッセージの再実行に対する保護を提供します。クロックが異なる場
合、ホームエージェントは現在時間とともにエラーをモバイルノードに返しま
す。モバイルノードはその現在時間を使って再登録できます。モバイルノードはそ
の現在時間を使って再登録できます。MaxClockSkewラベルを使用して、ホーム
エージェントとモバイルノードのクロック間で異なる最大秒数を構成できます。デ
フォルト値は 300秒です。

HA-FAauthおよび MN-FAauthラベルは、それぞれホームと外来間、およびモバイルと
外来間の認証に関する条件を有効または無効にします。デフォルトは無効です。外
来エージェントが通知内に指定されたモバイルノードへ呼び出しを発行するように
するためには、challengeラベルを使用します。このラベルは再実行に対する保護の
ために使用します。デフォルト値は無効です。

次の表は、GlobalSecurityParametersセクションに指定可能なラベルと設定値を示し
ています。

表 29–2 GlobalSecurityParametersセクションのラベルと設定値

ラベル 値 説明

MaxClockSkew n mipagentが自分のローカル時間と登録要求に示された
時間の差として受け入れる秒数

HA-FAauth yesまたは no HA-FA認証拡張が、登録要求と応答に存在する必要が
あるかを指定する

MN-FAauth yesまたは no MN-FA認証拡張が、登録要求と応答に存在する必要
があるかどうかを指定する

Challenge yesまたは no 外来エージェントが自分のモビリティー通知内に呼び
出しを含むかどうかを指定する

KeyDistribution files 常に filesに設定
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Poolセクション
モバイルノードには、ホームエージェントによって動的アドレスを割り当てること
ができます。動的アドレスの割り当ては、DHCPとは独立に mipagentデーモンが行
います。ユーザーは、ホームアドレスを要求することによってモバイルノードが使
用できるアドレスプールを作成できます。アドレスプールは、構成ファイルの Pool

セクションを使って構成されます。

Poolセクションには、BaseAddressおよび Sizeラベルが含まれます。Poolセク
ションの構文は次のとおりです。

[Pool pool-identifier]
BaseAddress = IP-address
Size = size

注 – Pool識別子を使用している場合、モバイルノードの Addressセクションにも存在
していなければなりません。

Poolセクションを使用してモバイルノードに割り当て可能なアドレスプールを定義
します。BaseAddressラベルは、プール内の最初の IPアドレスを設定するのに使用し
ます。Sizeラベルは、プール内の使用可能なアドレス数を指定するのに使用しま
す。

たとえば、IPアドレスの 192.168.1.1から 192.168.1.100が Pool 10に予約されている
場合、Poolセクションには次の項目を指定します。

[Pool 10]

BaseAddress = 192.168.1.1

Size = 100

注 –アドレスの範囲にブロードキャストアドレスは含まないでください。たとえ
ば、BaseAddress = 192.168.1.200、Size = 60 のように割り当てないでください。こ
のアドレス範囲にはブロードキャストアドレスの 192.168.1.255が含まれているから
です。

次の表は、Poolセクションに指定可能なラベルと設定値を示しています。

表 29–3 Poolセクションのラベルと設定値

ラベル 値 説明

BaseAddress n.n.n.n アドレスプール内の最初のアドレス

Size n プール内のアドレス数
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SPIセクション
モバイル IPプロトコルはメッセージ認証を要求するので、セキュリティーパラ
メータインデックス (SPI)を使用してセキュリティーコンテキストを特定しなければ
なりません。セキュリティーコンテキストは SPIセクションに定義します。定義し
たセキュリティーコンテキストそれぞれに異なる SPIセクションを指定しなければ
なりません。ID番号がセキュリティーコンテキストを特定します。モバイル IPプロ
トコルは、最初の 256 SPIを予約しています。したがって、256より大きい SPI値を使
用してください。SPIセクションには、共有された秘密情報や再実行保護など、セ
キュリティーに関連した情報が含まれています。

SPIセクションにはまた、ReplayMethodおよび Keyラベルが含まれています。SPIセ
クションの構文は次のとおりです。

[SPI SPI-identifier]
ReplayMethod = <none/timestamps>

Key = key

2つの通信中のピアは、同じ SPI識別子を共有しなければなりません。ユーザーはそ
れらを同じ鍵と再実行メソッドで構成しなければなりません。鍵は 16進数の文字列
で指定します。最大長は 16バイトです。たとえば、鍵の長さが 16バイトで 16進数
値の 0から fを含んでいる場合、鍵は次のようになります。

Key = 0102030405060708090a0b0c0d0e0f10

鍵は、偶数の桁 (1バイト 2桁の表示法に対応)を持たなければなりません。

次の表は、SPIセクションに指定可能なラベルと設定値を示しています。

表 29–4 SPIセクションのラベルと設定値

ラベル 値 説明

ReplayMethod noneまたは
timestamps

SPI用の再実行認証の種類を指定する

Key x 16進表示の認証キー

Addressセクション
モバイル IPの Solaris実装では、3つの方法の 1つを使ってモバイルノードを構成で
きます。各方法は Addressセクションで構成されます。最初の方法は、従来のモバイ
ル IPプロトコルに従い、各モバイルノードがホームアドレスを持つことを要求しま
す。第2の方法では、モバイルノードをネットワークアクセス識別子 (NAI)を使って
特定することが可能になります。最後の方法では、ユーザーは「デフォルト」のモ
バイルノードを構成できます。このデフォルトモバイルノードは、適当な SPI値およ
び関連する鍵情報を持っているどのモバイルノードでも利用できます。
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モバイルノード

モバイルノード用の Addressセクションには、アドレスタイプと SPI識別子を定義し
た Typeおよび SPIラベルが含まれます。Addressセクションの構文は次のとおりで
す。

[Address address]
Type = node

SPI = SPI-identifier

サポートされた各モバイルノードに対して Addressセクションをホームエージェント
の構成ファイル内に指定しなければなりません。

モバイル IPメッセージ認証が外来エージェントおよびホームエージェント間で必要
な場合は、エージェントが通信する必要のある各ピアに対してAddressセクションを
指定しなければなりません。

構成した SPI値は、構成ファイルに存在する SPIセクションを示さなければなりませ
ん。

また、モバイルノード用の専用アドレスを構成することもできます。

次の表は、モバイルノード用の Addressセクションに指定可能なラベルと設定値を示
しています。

表 29–5 Addressセクションのラベルと設定値 (モバイルノード)

ラベル 値 説明

Type ノード この項目がモバイルノード用であることを指定する

SPI n 関連する項目用の SPI値を指定する

モビリティーエージェント

モビリティーエージェント用の Addressセクションには、アドレスタイプと SPI識別
子を定義した Typeおよび SPIラベルが含まれます。モビリティーエージェントの
Addressセクションの構文は次のとおりです。

[Address address]
Type = agent

SPI = SPI-identifier

サポートされた各モビリティーエージェントに対して Addressセクションをホーム
エージェントの構成ファイル内に指定しなければなりません。

モバイル IPメッセージ認証が外来エージェントおよびホームエージェント間で必要
な場合は、エージェントが通信する必要のある各ピアに対して Addressセクションを
指定しなければなりません。
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構成した SPI値は、構成ファイルに存在する SPIセクションを示さなければなりませ
ん。

次の表で、モビリティーエージェント用の Addressセクションに指定可能なラベルと
設定値について説明します。

表 29–6 Addressセクションのラベルと設定値 (モビリティーエージェント)

ラベル 値 説明

Type agent この項目がモビリティーエージェント用
であることを指定する

SPI n 関連する項目用の SPI値を指定する

自分のNAIで識別されるモバイルノード
自分のNAIで識別されるモバイルノード用の Addressセクションに
は、Type、SPI、および Poolラベルが含まれます。NAIパラメータがあるため、NAI
によるモバイルノードの識別が可能になります。NAIパラメータを使用した Address

セクションの構文は次のとおりです。

[Address NAI]
Type = Node

SPI = SPI-identifier
Pool = pool-identifier

プールを利用するには、NAI経由でモバイルノードを特定します。Addressセク
ションでは、ホームアドレスの場合と異なりNAIを構成できます。NAIに
は、user@domainの形式を使用します。ホームアドレスをモバイルノードに割り当て
るためにどのアドレスプールを使用するかを指定するには、Poolラベルを使用しま
す。

次の表は、自分のNAIで識別されるモバイルノード用の Addressセクションに指定
可能なラベルと設定値を示しています。

表 29–7 Addressセクションのラベルと設定値 (自分のNAIで識別されるモバイルノード)

ラベル 値 説明

Type ノード この項目がモバイルノード用であることを指定する

SPI n 関連する項目用の SPI値を指定する

Pool n モバイルノードに割り当てるアドレスのプールを割
り当てる

次の図に示すように、NAIで識別されたモバイルノードを指定した Addressセク
ションに定義された SPIおよび Poolラベルに対して、ユーザーは対応する SPIおよ
び Poolセクションを持たなければなりません。
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デフォルトのモバイルノード

デフォルトのモバイルノード用の Addressセクションには、Type、SPI、および Pool

ラベルが含まれます。Node-Defaultパラメータがあるため、(このセクションで定義
された)正しい SPIを持っている場合は、すべてのモバイルノードがサービスを受け
られるようになります。Node-Defaultパラメータを使用した Addressセクションの構
文は次のとおりです。

[Address Node-Default]

Type = Node

SPI = SPI-identifier
Pool = pool-identifier

Node-Defaultパラメータがあるため、構成ファイルのサイズを縮小することが可能
になります。その他の方法では、各モバイルノードには独自のセクションが必要で
す。ただし、Node-Defaultパラメータはセキュリティーに影響します。何かの理由
でモバイルノードが信用できなくなった場合、すべての信頼のおけるモバイル
ノードに関するセキュリティー情報を更新する必要があります。この作業は手間が
かかります。しかし、セキュリティーがあまり重要でないネットワークでは
Node-Defaultパラメータを利用できます。

次の表は、デフォルトモバイルノード用の Addressセクションに指定可能なラベルと
設定値を示しています。

表 29–8 Addressセクションのラベルと設定値 (デフォルトモバイルノード)

ラベル 値 説明

Type ノード この項目がモバイルノード用であることを指定する

SPI n 関連する項目用の SPI値を指定する

Pool n モバイルノードに割り当てるアドレスのプールを割
り当てる

図 29–1 自分のNAIで識別されたモバイルノードを指定したAddressセクションに対応する SPI

および Pool
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次の図に示すように、デフォルトモバイルノードを指定した Addressセクションに定
義された SPIおよび Poolラベルに対して、対応する SPIおよび Poolセクションを持
たなければなりません。

モビリティー IPエージェントの構成
mipagentconfigコマンドを使用してモビリティーエージェントを構成できます。ま
た、/etc/inet/mipagent.conf構成ファイル内のどのようなパラメータも作成または
変更できます。つまり、どの設定値でも変更できます。さらに、モビリティークラ
イアント、プール、および SPIの追加および削除ができます。mipagentconfigコマン
ドは、次の形式になります。

# mipagentconfig <command> <parameter> <value>

次の表は、/etc/inet/mipagent.conf構成ファイルにパラメータを作成または変更す
るために、mipagentconfigで利用できるコマンドを示しています。

表 29–9 mipagentconfigサブコマンド

コマンド 説明

add 通知パラメータ、セキュリティーパラメータ、SPI、およびアドレスを構
成ファイルに追加するために使用する

change 構成ファイル内の通知パラメータ、セキュリティーパラメータ、SPI、お
よびアドレスを変更するために使用する

delete 構成ファイル内の通知パラメータ、セキュリティーパラメータ、SPI、お
よびアドレスを削除するために使用する

get 構成ファイル内の現在の値を表示するのに使用する

コマンドパラメータおよび許容できる設定値については、mipagentconfig(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。747ページの「モバイル IP構成ファイルの変
更」では、mipagentconfigコマンドの利用方法について説明しています。

図 29–2 デフォルトモバイルノードを指定したAddressセクションに対応する SPIおよび Poolセ
クション
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モバイル IPモビリティーエージェントの状態
mipagentstatコマンドを使用して、外来エージェントのビジターリストおよび
ホームエージェントの結合テーブルを表示できます。さらに、エージェントのモビ
リティーエージェントピアに関するセキュリティーアソシエーションを表示できま
す。外来エージェントのビジターリストを表示するには、mipagentstatコマンドの
-fオプションを使用します。ホームエージェントの結合テーブルを表示するに
は、mipagentstatコマンドの -hオプションを使用します。次の例では、これらのオ
プションを使用した場合の出力例を示します。

例 29–1 外来エージェントのビジターリスト

Mobile Node Home Agent Time (s) Time (s) Flags

Granted Remaining

--------------- -------------- ------------ --------- -----

foobar.xyz.com ha1.xyz.com 600 125 .....T.

10.1.5.23 10.1.5.1 1000 10 .....T.

例 29–2 ホームエージェントの結合テーブル

Mobile Node Home Agent Time (s) Time (s) Flags

Granted Remaining

--------------- -------------- ------------ --------- -----

foobar.xyz.com fa1.tuv.com 600 125 .....T.

10.1.5.23 123.2.5.12 1000 10 .....T.

コマンドのオプションの詳細については、mipagentstat(1M)のマニュアルページを
参照してください。753ページの「モビリティーエージェント状態の表示」では、
mipagentstatコマンドを使用する手順を説明しています。

モバイル IPの状態情報
mipagentデーモンは、シャットダウン時に内部の状態情報を
/var/inet/mipagent_stateに格納します。ただし、このイベントが起こるの
は、mipagentがホームエージェントとしてサービスを提供している場合だけで
す。この状態情報には、ホームエージェントとしてサポートされているモバイル
ノードのリスト、それらのノードの現在の気付アドレス、および残りの登録有効期
間が含まれます。また、モビリティーエージェントのピアに関するセキュリ
ティーアソシエーション構成も含まれます。mipagentデーモンを (保守のために)終
了して再起動すると、モビリティーエージェントの内部状態をできるだけ再現する
ために mipagent_stateが使用されます。このようにして、モバイルノードがほかの
ネットワークにいる場合でも、サービスの中断を最小限に抑えます。mipagent_state

が存在していれば、mipagentが起動または再起動されるたびに mipagent.confの直後
に読み込まれます。
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モバイル IP用の netstat拡張
モバイル IPの転送先経路制御を特定するために、モバイル IP用の拡張が netstatコ
マンドに追加されています。つまり、netstatコマンドを使用し
て、「Source-Specific」と呼ばれる新しい経路制御テーブルを表示できます。詳細に
ついては、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

次の例は、-nrフラグを使用した場合の netstatコマンドの出力を示します。

例 29–3 netstatコマンドのモバイル IP出力

Routing Table: IPv4 Source-Specific

Destination In If Source Gateway Flags Use Out If

-------------- ------- ------------ --------- ----- ---- -------

10.6.32.11 ip.tun1 -- 10.6.32.97 UH 0 hme1

-- hme1 10.6.32.11 -- U 0 ip.tun1

この例は、逆方向トンネルを使用する外来エージェントの経路制御を示します。最
初の行は、宛先 IPアドレス 10.6.32.11と着信インタフェース ip.tun1がパケットを
転送するインタフェースとして hme1を選択していることを表します。次の行は、イ
ンタフェース hme1から発信する任意のパケットと発信元アドレス 10.6.32.11が
ip.tun1に転送されることを表しています。

モバイルIP用の snoop拡張
リンク上のモバイル IPトラフィックを特定するために、モバイル IP拡張が snoopコ
マンドに追加されました。詳細については、snoop(1m)のマニュアルページを参照し
てください。

次の例は、モバイルノードの mip-mn2上で実行中の snoopの出力を示します。

例 29–4 snoopコマンドのモバイル IP出力

mip-mn2# snoop

Using device /dev/hme (promiscuous mode)

mip-fa2 -> 224.0.0.1 ICMP Router advertisement (Lifetime 200s [1]:

{mip-fa2-80 2147483648}), (Mobility Agent Extension), (Prefix Lengths),

(Padding)

mip-mn2 -> mip-fa2 Mobile IP reg rqst

mip-fa2 -> mip-mn2 Mobile IP reg reply (OK code 0)

この例は、モバイルノードが外来エージェントの mip-fa2から定期的に送信されたモ
ビリティーエージェント通知の 1つを受信したことを示しています。そのあ
と、mip-mn2が登録要求を mip-fa2に送信し、その応答として登録応答を受信してい
ます。登録応答は、モバイルノードが自分のホームエージェントに正常に登録され
たことを示しています。
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IPMP
このパートでは、IPマルチパス (IPMP)を紹介し、IPMPを管理するための作業
について説明します。IPMPは、同じリンクに接続されたシステムインタ
フェースの障害検出およびフェイルオーバーを行います。
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IPMPの紹介 (概要)

IPネットワークマルチパス (IPMP)は、同一の IPリンク上に複数のインタフェースを
保持するシステムで、物理インタフェースの障害検出および透過的なネットワーク
アクセスフェイルオーバーを提供します。IPMPも、複数のインタフェースを保持す
るシステムについて、パケットの負荷分散を提供します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 777ページの「IPMPを使用しなければならない理由」
■ 781ページの「IPMPの基本要件」
■ 782ページの「IPMPアドレス指定」
■ 778ページの「Oracle Solaris IPMPコンポーネント」
■ 785ページの「IPMPインタフェースの構成」
■ 787ページの「IPMP障害検出とリカバリ機能」
■ 791ページの「IPMPと動的再構成」

IPMP構成作業については、第 31章「IPMPの管理 (手順)」を参照してください。

IPMPを使用しなければならない理由
IPMPは、複数の物理インタフェースを持つシステムの信頼性、可用性、および
ネットワークパフォーマンスを向上させます。物理インタフェースまたはそのイン
タフェースに接続しているネットワークハードウェアでは、ときどき障害が発生し
たり、メンテナンスが必要になったりすることがあります。従来、このような場合
には、障害が発生したインタフェースに関連するどの IPアドレスを使用しても、シ
ステムに接続できなくなっていました。さらに、これらの IPアドレスを使用する既
存のシステム接続も妨害されていました。

IPMPを使用すると、1つ以上の物理インタフェースを IPマルチパスグループ、つま
り「IPMPグループ」に構成できます。IPMPを構成すると、IPMPグループのインタ
フェースに障害が発生していないかどうかをシステムが自動的に監視します。グ
ループ内のインタフェースで障害が発生した場合、またはインタフェースがメンテ
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ナンスのために取り外された場合、IPMPは、障害が発生したインタフェースの IP
アドレスを自動的に移行、つまり「障害を迂回」します。フェイルオーバーされた
アドレスは、障害が発生したインタフェースの IPMPグループ内の機能中のインタ
フェースが受け取ります。IPMPのフェイルオーバー機能は、接続を保持し、既存の
接続の切断を防止します。さらに、IPMPは、ネットワークトラフィックを自動的に
IPMPグループ内のインタフェースのセットに分散することによって、ネットワーク
パフォーマンス全体を向上させます。このプロセスは「負荷分散」と呼ばれます。

Oracle Solaris IPMPコンポーネント
Oracle Solaris IPMPには、次のソフトウェアが必要です。

■ in.mpathd(1M)のマニュアルページに詳しく説明されている in.mpathdデーモン。
■ /etc/default/mpathd構成ファイル。これについても、in.mpathd(1M)のマニュア
ルページに説明があります。

■ ifconfig(1m)のマニュアルページに説明がある IPMP構成の ifconfigオプ
ション。

マルチパスデーモン in.mpathd

in.mpathdデーモンはインタフェース障害を検出し、障害経路の迂回や回復した経路
への復帰に対するさまざまな手続を実装します。in.mpathd は、障害または修復を検
出すると、ioctlを送信して、フェイルオーバーまたは回復した経路への復帰を実行
します。ioctlを実行する ipカーネルモジュールは、ネットワークアクセスの
フェイルオーバーを、透過的かつ自動的に行います。

注 –ネットワークインタフェースカードの同じセットで IPMPを使用している間
は、代替パスを使用しないでください。同様に、代替パスを使用している間
は、IPMPを使用しないでください。異なるインタフェースセットの場合は、代替パ
スと IPMPを同時に使用できます。代替パスについては、『Sun Enterprise Server
Alternate Pathing 2.3.1 User Guide』を参照してください。

in.mpathdデーモンは、IPMPグループの一部であるインタフェースすべてに検査信
号を送信して、障害と回復を検出します。in.mpathdデーモンも、グループに属する
各インタフェースで RUNNINGフラグを監視することによって障害や回復を検出しま
す。詳細は、in.mpathd(1M)のマニュアルページを参照してください。

注 – IPMPデータアドレスの管理にDHCPは使用できません。これらのアドレスに対
してDHCPを使用しようとすると、DHCPは最終的にこれらのアドレスの制御を放
棄します。データアドレスにはDHCPを使用しないでください。
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IPMPの用語と概念
この節では、このマニュアルの IPMPの章を通して使用される用語と概念を紹介しま
す。

IPリンク
IPMPの用語では、「IPリンク」は、ノードがインターネットプロトコル群のデータ
リンク層で通信を行う通信設備またはメディアです。IPリンクのタイプには、単純
な Ethernet、ブリッジ Ethernet、ハブ、またはATM (Asynchronous Transfer Mode)
ネットワークなどがあります。IPリンクは、1つ以上の IPv4サブネット番号、およ
び適用できる場合は、1つ以上の IPv6サブネット接頭辞を持つことができます。同
じサブネット番号またはネットワーク接頭辞を複数の IPリンクに割り当てることは
できません。ATM LANEでは、IPリンクは 1つのエミュレートされた LAN (Local
Area Network)です。ARP (Address Resolution Protocol)を使用する場合、ARPプロトコ
ルの範囲は、1つの IPリンクです。

注 – RFC 2460、『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』などのその他の IP関
連文書では、「IPリンク」の代わりに「リンク」という用語を使用します。パート 6
では、IEEE 802との混乱を避けるために、「IPリンク」という用語を使用しま
す。IEEE 802では、「リンク」は、Ethernetネットワークインタフェースカード
(NIC)から Ethernetスイッチへの一本の配線を指します

物理インタフェース
「物理インタフェース」は、IPリンクにシステム接続を提供します。この接続
は、しばしばデバイスドライバやNICとして実装されます。システムが同じリンク
に複数のインタフェースを接続している場合は、IPMPを構成して、インタフェース
の 1つで障害が発生した場合に障害を迂回させることができます。物理インタ
フェースについては、785ページの「IPMPインタフェースの構成」を参照してくだ
さい。

ネットワークインタフェースカード
「ネットワークインタフェースカード」(NIC)は、システム内に組み込むことができ
るネットワークアダプタです。また、NICは、システムから IPリンクへのインタ
フェースとして機能する別のカードの場合もあります。複数の物理インタフェース
を持つNICもあります。たとえば、qfe NICは、qfe0 - qfe3などの 4つのインタ
フェースを持つことができます。

IPMPグループ
IPマルチパスグループ、つまり「IPMP」グループは、同じ IPMPグループ名で構成
された同じシステム上の 1つ以上の物理インタフェースで構成されます。IPMPグ
ループ内のインタフェースは、同じ IPリンクに接続してください。同じ (空文字以外
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の)文字列の IPMPグループ名は、グループ内のすべてのインタフェースを識別しま
す。NICのタイプが同じである限り、違った速度のNICインタフェースを同じ IPMP
グループ内に配置できます。たとえば、100Mビット Ethernet NICのインタフェース
と 1Gビット Ethernet NICのインタフェースを同じグループに構成できます。別の例
として、2つの 100Mビット Ethernet NICを持っているとします。インタフェースの
どちらかを 10Mビットに下げて構成しても、この 2つのインタフェースを同じ IPMP
グループに配置できます。

メディアタイプの異なる 2つのインタフェースを 1つの IPMPグループに配置するこ
とはできません。たとえば、ATMインタフェースを Ethernetインタフェースと同じ
グループに配置することはできません。

障害検出とフェイルオーバー
「障害検出」は、インターネット層デバイスへのインタフェースまたはインタ
フェースからのパスが機能しなくなったことの検出プロセスです。IPMPは、インタ
フェースでの障害を検出する機能をシステムに提供します。IPMPは、次のタイプの
通信障害を検出します。

■ インタフェースの送信または受信パスで障害が発生した場合
■ IPリンクとのインタフェースの接続が停止した場合
■ Ethernetスイッチ上のポートがパケットを送受信しないした場合
■ IPMPグループ内の物理インタフェースがシステムの起動時に存在しない場合。

障害を検出すると、IPMPはフェイルオーバーを開始します。「フェイル
オーバー」は、障害が発生したインタフェースから同じグループ内の機能中の物理
インタフェースにネットワークアクセスを切り替える自動プロセスです。ネット
ワークアクセスには、IPv4のユニキャスト、マルチキャスト、およびブロード
キャストと、IPv6のユニキャストとマルチキャストが含まれます。フェイル
オーバーは、IPMPグループ内に複数のインタフェースを構成している場合のみ実行
できます。フェイルオーバープロセスにより、ネットワークへのアクセスは中断す
ることなく継続されます。

回復の検出と回復した経路への復帰
「回復の検出」は、障害後、NICまたはNICからインターネット層デバイスへのパ
スが正しく機能し始めたときの検出プロセスです。NICが回復されたことを検出す
ると、IPMPは、ネットワークアクセスを回復されたインタフェースに戻すプロセス
である「回復した経路への復帰」を実行します。回復検出が行われるのは、回復し
た経路への復帰が有効になっている場合のみです。詳細については、789ページ
の「物理インタフェースの回復検出」を参照してください。

ターゲットシステム
検査信号ベースの障害検出は、「ターゲットシステム」を使用して、インタ
フェースの状態を判断します。各ターゲットシステムは、IPMPグループのメン
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バーと同じ IPリンクに接続します。ローカルシステムの in.mpathdデーモン
は、ICMP検査信号メッセージを各ターゲットシステムに送信します。検査信号
メッセージは、IPMPグループ内の各インタフェースの状態を判断するのに役立ちま
す。

検査信号ベースの障害検出での対象システムの使用については、788ページの「検査
信号ベースの障害検出」を参照してください。

出力負荷の分散
IPMPを構成すると、出力ネットワークパケットは、パケットの順番に影響を与える
ことなく、複数のNICに分散されます。このプロセスは、「負荷分散」として知ら
れています。負荷分散の結果、より高いスループットを達成できます。ただし、負
荷分散が行われるのは、データが複数の接続を経由して複数の標識に送信される場
合だけです。

動的再構成 (DR)
「動的再構成」(DR)は、既存の操作にほとんど、またはまったく影響を与えること
なく、システムを実行しながらシステムを再構成する機能です。Sunプラット
フォームの一部は、DRをサポートしていません。Sunプラットフォームの一部
は、特定のタイプのハードウェアのDRだけをサポートする場合があります。NICの
DRをサポートするプラットフォームでは、IPMPを使用して透過的にネットワーク
アクセスの障害を迂回し、システムのネットワークアクセスは中断なしで継続させ
ることができます。

IPMPがどのようにDRをサポートするかについては、791ページの「IPMPと動的再
構成」を参照してください。

IPMPの基本要件
IPMPはOracle Solarisに組み込まれており、特殊なハードウェアを必要としませ
ん。Oracle Solarisでサポートされているインタフェースはすべて、IPMPと使用でき
ます。ただし、IPMPはネットワーク構成とトポロジに次の要件を課します。

■ IPMPグループ内のすべてのインタフェースは、一意のMACアドレスを持つ必要
があります。

デフォルトでは、SPARCベースのシステムのネットワークインタフェースは、す
べてで 1つのMACアドレスを共有します。よって、SPARCベースのシステムで
IPMPを使用するには、デフォルトを明示的に変更する必要があります。詳細に
ついては、797ページの「IPMPグループの計画を立てる方法」を参照してくださ
い。

■ 1つの IPMPグループ内のすべてのインタフェースは、同じメディアタイプでなけ
ればなりません。詳細については、779ページの「IPMPグループ」を参照してく
ださい。
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■ 1つの IPMPグループ内のすべてのインタフェースは、同じ IPリンク上になけれ
ばなりません。詳細については、779ページの「IPMPグループ」を参照してくだ
さい。

注 –同じリンク層 (L2またはレイヤー 2)ブロードキャストドメイン上に複数の
IPMPグループを構成する操作はサポートされていません。通常、L2ブロード
キャストドメインは特定のサブネットに対応します。したがって、サブネットご
とに IPMPグループを 1つだけ構成する必要があります。

■ 障害検出に関する要件によって、特定のタイプのネットワークインタフェースを
使用するか、各ネットワークインタフェースに追加の IPアドレスを構成する必要
がある場合もあります。787ページの「リンクベースの障害検出」と788ページ
の「検査信号ベースの障害検出」を参照してください。

IPMPアドレス指定
IPMP障害検出は、IPv4ネットワークと IPv4および IPv6のデュアルスタックネット
ワークで構成できます。IPMPで構成されたインタフェースは、データアドレスと検
査用 IPアドレスという 2種類のアドレスをサポートしています。

データアドレス
「データアドレス」は、起動時または手動で ifconfigコマンドによってNICのイン
タフェースに割り当てられる従来の IPv4および IPv6アドレスです。標準 IPv4と、適
用できる場合は、インタフェースを通した IPv6パケットトラフィックは、「データ
トラフィック」とみなされます。

検査用 IPアドレス
「検査用 IPアドレス」は、in.mpathdデーモンが使用する IPMP固有のアドレスで
す。検査信号ベースの障害と回復の検出を使用するインタフェースの場合、そのイ
ンタフェースは 1つ以上の検査用 IPアドレスで構成する必要があります。

注 – DRを使用してプローブベースの障害検出を使用する場合のみ、テストアドレス
を構成する必要があります。

in.mpathdデーモンは、検査用 IPアドレスを使用して、「検査信号トラフィック」と
も呼ばれる ICMP検査信号を IPリンク上のほかのターゲットと交換します。検査信
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号トラフィックは、インタフェースで障害が発生していないかどうかなど、インタ
フェースとNICのステータスを判断するのに役立ちます。検査信号は、インタ
フェースとの送受信パスが正しく機能していることを確認します。

各インタフェースは、IP検査用 IPアドレスで構成できます。デュアルスタック
ネットワークのインタフェースの場合、IPv4検査用 IPアドレス、IPv6検査用 IPアド
レス、または IPv4と IPv6検査用 IPアドレスの両方を構成できます。

インタフェースで障害が発生すると、in.mpathdがそれ以降の回復をチェックするた
めに検査信号を送信し続けることができるように、検査用 IPアドレスは障害が発生
したインタフェースに留まります。アプリケーションが間違って使用しないよう
に、検査用 IPアドレスは具体的に構成しなければなりません。詳細については、784
ページの「アプリケーションによる検査用 IPアドレス使用の防止」を参照してくだ
さい。

検査信号ベースの障害検出については、788ページの「検査信号ベースの障害検
出」を参照してください。

IPv4検査用アドレス
一般的に、どの IPv4アドレスもサブネット上で検査用 IPアドレスとして使用できま
す。IPv4検査用 IPアドレスは、ルートが指定できなくても構いません。IPv4アドレ
スは、多くのサイトでは限定リソースなので、ルート指定できないRFC 1918プライ
ベートアドレスを検査用 IPアドレスとして指定したい場合もあります。 in.mpathd

デーモンは、ICMP検査信号を検査用 IPアドレスと同じサブネットのホストとしか
交換しません。RFC 1918形式の検査用 IPアドレスを使用していない場合は、IPリン
ク上のほかのシステム (ルーターが望ましい)を適切なRFC 1918サブネットのアドレ
スで必ず構成してください。この構成により、in.mpathdデーモンは、ターゲットシ
ステムと正常に検査信号を交換できます。

IPMPの例は、192.168.0/24ネットワークのRFC 1918アドレスを IPv4検査用 IPアド
レスとして使用します。RFC 1918プライベートアドレスの詳細については、RFC
1918, Address Allocation for Private Internets (http://www.ietf.org/rfc/
rfc1918.txt?number=1918)を参照してください。

IPv4検査用 IPアドレスを構成するには、タスク799ページの「複数のインタフェース
を持つ IPMPグループを構成する方法」を参照してください。

IPv6検査用 IPアドレス
有効な IPv6検査用 IPアドレスは、物理インタフェースのリンクローカルアドレスだ
けです。IPMP検査用 IPアドレスとして機能する別の IPv6アドレスは必要ありませ
ん。IPv6リンクローカルアドレスは、インタフェースのメディアアクセスコント
ロール (MAC)アドレスに基づいています。リンクローカルアドレスは、インタ
フェースが起動時に IPv6を使用できるようになったり、ifconfigによって手動で構
成された場合に、自動的に構成されます。
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インタフェースのリンクローカルアドレスを識別するには、IPv6が有効なノードで
ifconfig interfaceコマンドを実行します。リンクローカル接頭辞 fe80で始まるアド
レスの出力をチェックします。次の ifconfigの NOFAILOVERフラグは、hme0インタ
フェースのリンクローカルアドレスfe80::a00:20ff:feb9:17fa/10が検査用 IPアドレ
スとして使用されていることを示しています。

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:17fa/10

リンクローカルアドレスについては、リンクローカルユニキャストアドレスを参照
してください。

IPMPグループですべてのグループのインタフェースに IPv4と IPv6の両方が使用さ
れる場合には、別個の IPv4検査用アドレスは必要ない場合があります。in.mpathd

デーモンは、IPv6リンクローカルアドレスを検査用 IPアドレスとして使用します。

IPv6検査用 IPアドレスを作成するには、タスク799ページの「複数のインタフェース
を持つ IPMPグループを構成する方法」を参照してください。

アプリケーションによる検査用 IPアドレス使用の
防止
検査用 IPアドレスの構成後、アドレスがアプリケーションによって使用されないこ
とを確認する必要があります。確認しなかった場合、インタフェースで障害が発生
しても、検査用 IPアドレスはフェイルオーバー操作でフェイルオーバーできないの
で、アプリケーションを操作できなくなります。IPが一般的なアプリケーションに
対して検査用 IPアドレスを選択しないことを確認するために、検査用 IPアドレスを
deprecatedとマークします。

deprecated (推奨されない)と指定したアドレスは、アプリケーションで明示的に指定
されていない限り、通信のソースアドレスとしては選択されません。in.mpathd

デーモンは、検査信号トラフィックを送受信するためにこのようなアドレスを明示
的に指定します。

IPv6リンクローカルアドレスは通常ネームサービス内にないので、DNSとNISアプ
リケーションは通信のリンクローカルアドレスを使用しません。結果として、IPv6
リンクローカルアドレスを deprecatedとマークする必要はなくなります。

IPv4検査用 IPアドレスをDNSおよびNISネームサービステーブルに配置しないでく
ださい。通常はネームサービステーブルには追加されません。
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IPMPインタフェースの構成
IPMP構成は、通常同じ IPリンクに接続された同じシステムの複数の物理インタ
フェースで構成されます。これらの物理インタフェースは、同じNIC上にある場合
とない場合があります。これらのインタフェースは、同じ IPMPグループのメン
バーとして構成されます。システムは、2番目の IPリンクに追加インタフェースを
持つので、これらのインタフェースを別の IPMPグループとして構成する必要があり
ます。

単独インタフェースは、それ自体の IPMPグループ内で構成できます。単独インタ
フェースIPMPグループは、複数のインタフェースを持つ IPMPグループと同じよう
に動作します。ただし、インタフェースが 1つだけの IPMPグループでは、フェイル
オーバーと回復した経路への復帰は実行できません。

IPインタフェースからグループを構成するのと同じ手順を使用して、VLANを IPMP
グループに構成することもできます。手順については、799ページの「IPMPグ
ループの構成」を参照してください。VLANを IPMPグループに構成する際には、
781ページの「IPMPの基本要件」に記載されているのと同じ要件が適用されます。

注意 – VLANを IPMPグループとして構成するときに、VLANの命名に使用される規
則によってエラーが生じることがあります。VLAN名の詳細については、166ページ
の「VLANタグと物理接続点」 in『System Administration Guide: IP Services』を参照し
てください。bge1000、bge1001、bge2000、bge2001という 4つのVLANの例を考えて
みます。IPMPの実装では、これらのVLANを次のようにグループ化する必要があり
ます。つまり、bge1000と bge1001は同じVLAN 1の 1つのグループに属し、bge2000

と bge2001は同じ VLAN 2の別のグループに属すことが必要です。VLAN名が原因
で、たとえば bge1000と bge2000など、異なるリンクに属しているVLANを 1つの
IPMPグループに混在させるといった誤りが発生しやすくなっています。

IPMPグループ内の予備インタフェース
IPMPグループ内の「予備インタフェース」は、グループ内のほかのインタフェース
で障害が発生しない限り、データトラフィックには使用されません。障害が発生す
ると、障害が発生したインタフェースのデータアドレスが予備インタフェースに移
行されます。移行後、障害が発生したインタフェースが回復されるまで、予備イン
タフェースはほかのアクティブなインタフェースと同じように扱われます。一部の
障害では、待機インタフェースが選択されないことがあります。そのかわ
り、フェイルオーバーで、待機インタフェースより少ないデータアドレスを持
ち、UPとして構成されたアクティブなインタフェースが選択されます。

待機インタフェースには検査用 IPアドレスだけを構成します。IPMPでは、ifconfig

コマンドによって standbyとして構成したインタフェースにデータアドレスを追加す
ることはできません。このような構成を作成しようとしても失敗します。同様
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に、すでにデータアドレスを持っているインタフェースを standbyとして構成して
も、それらのアドレスは、自動的に IPMPグループ内の別のインタフェースにフェイ
ルオーバーされます。これらの制限により、インタフェースを standbyとして設定す
る前に、ifconfigコマンドを使用して検査用 IPアドレスを -deprecatedおよび
failoverとしてマークする必要があります。待機インタフェースを構成するには、806
ページの「IPMPグループの待機インタフェースを構成する方法」を参照してくだ

さい。

一般的な IPMPインタフェースの構成
782ページの「IPMPアドレス指定」のとおり、IPMPグループ内のインタフェース
は、インタフェースの構成によって、通常のデータトラフィックと検査信号トラ
フィックを処理します。ifconfigコマンドの IPMPオプションを使用して、構成を行
います。

「アクティブなインタフェース」とは、データトラフィックと検査信号トラ
フィックの両方を転送する物理インタフェースです。799ページの「複数のインタ
フェースを持つ IPMPグループを構成する方法」または 808ページの「単一インタ
フェースの IPMPグループを構成する方法」のどちらかのタスクを実行すると、イン
タフェースが「アクティブ」として構成されます。

次に IPMP構成の一般的な種類を 2つ示します。

アクティブ-アクティブ構成 両方のインタフェースが「アクティブ」である 2つ
のインタフェースを持つ IPMPグループです。つま
り、検査信号とデータの両方のトラフィックが送信
されている可能性があります。

アクティブ-待機構成 一方のインタフェースが「待機」として構成されて
いる、2つのインタフェースを持つ IPMPグループで
す。

インタフェースのステータスチェック
インタフェースのステータスは、ifconfigインタフェースコマンドを発行して
チェックできます。ifconfigステータスレポートの一般的な情報については、特定
のインタフェースに関する情報を入手する方法を参照してください。

たとえば、ifconfigコマンドを使用して、待機インタフェースのステータスを取得
できます。待機インタフェースがデータアドレスのホストになっていない場合
は、そのインタフェースのステータスには INACTIVEフラグが付いています。このフ
ラグは、ifconfigの出力のインタフェースのステータス行で見ることができます。
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IPMP障害検出とリカバリ機能
in.mpathdデーモンは、次の種類の障害検出を処理します。

■ リンクベースの障害検出 (NICドライバがサポートしている場合)
■ 検査信号ベースの障害検出 (検査用 IPアドレスが構成されている場合)
■ 起動時に不足しているインタフェースの検出

in.mpathdデーモンがどのようにインタフェース障害の検出を処理するかについて
は、in.mpathd(1M)のマニュアルページに詳細に説明されています。

リンクベースの障害検出
リンクベースの障害検出は、インタフェースがその種の障害検出をサポートしてい
る場合は、常に有効です。次の Sunネットワークドライバは、Oracle Solarisの現在の
リリースでサポートされています。

■ hme

■ eri

■ ce

■ ge

■ bge

■ qfe

■ dmfe

■ e1000g

■ ixgb

■ nge

■ nxge

■ rge

■ xge

サン以外のインタフェースがリンクベースの障害検出をサポートしているかどうか
を判断するには、メーカーのマニュアルを参照してください。

これらのネットワークインタフェースドライバは、インタフェースのリンク状態を
監視し、リンク状態が変わったときにネットワークサブシステムに通知します。変
更を通知されると、ネットワークサブシステムは、インタフェースの RUNNINGフラグ
を適宜設定または解除します。インタフェースの RUNNINGフラグが解除されたことを
検出すると、デーモンは即座にインタフェースに障害があるものとみなします。
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検査信号ベースの障害検出
in.mpathdデーモンは、検査用 IPアドレスを持つ IPMPグループの各インタフェース
で検査信号ベースの障害検出を実行します。検査信号ベースの障害検出では、検査
用 IPアドレスを使用して ICMP検査信号メッセージを送受信します。これらの
メッセージは、インタフェースを経由して同じ IPリンクの 1つ以上のターゲットシ
ステムに届きます。検査用 IPアドレスの紹介については、782ページの「検査用 IP
アドレス」を参照してください。検査用 IPアドレスの構成については、799ページ
の「複数のインタフェースを持つ IPMPグループを構成する方法」を参照してくださ
い。

in.mpathdデーモンは、動的に検査信号を送信するターゲットシステムを検出しま
す。IPリンクに接続されているルーターは、自動的に検査信号のターゲットとして
選択されます。リンクにルーターがない場合、in.mpathdは検査信号をリンクの隣接
ホストに送信します。ターゲットシステムとして使用するホストの選択にあたって
は、すべてのホストを意味するマルチキャストアドレス (IPv4では 224.0.0.1、IPv6
では ff02::1)にマルチキャストパケットが送信されます。検査信号は、ICMPエ
コーパケットに応答する最初のいくつかのホストに送信されます。in.mpathdが
ICMPエコーパケットに応答したルーターまたはホストを検出できなかった場
合、in.mpathdは検査信号ベースの障害を検出できません。

ホストルートを使用して、in.mpathdが使用するターゲットシステムのリストを明示
的に構成できます。手順については、804ページの「ターゲットシステムの構成」を
参照してください。

IPMPグループの各インタフェースが正常に機能するかどうかを確認するため
に、in.mpathdは、IPMPグループのすべてのインタフェースを通してすべての
ターゲットに個別に検査信号を送信します。連続する 5つの検査信号に対して応答
がない場合、in.mpathdはそのインタフェースに障害があるものとみなします。検査
信号を発信する頻度は、「障害検出時間」に依存します。障害検出時間のデフォル
ト値は 10秒です。ただし、障害検出時間は /etc/default/mpathdファイルで調整で
きます。手順については、817ページの「/etc/default/mpathdファイルを構成する
方法」を参照してください。

回復検出時間が 10秒の場合、検査信号を発信する頻度はおよそ 2秒に 1度になりま
す。最短の回復検出時間は障害検出時間の倍の時間となり、デフォルトは 20秒で
す。これは、検査信号に対する応答を連続して 10回受け取る必要があるためで
す。障害および回復検出時間は、検査信号ベースの障害検出だけに適用されます。
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注 – VLANから構成される IPMPグループでは、リンクベースの障害検出が物理リン
クごとに実装されるため、そのリンク上のすべてのVLANに影響します。検査信号
ベースの障害検出は、VLANリンクごとに実行されます。たとえば、bge0/bge1と
bge1000/bge1001は、1つのグループに構成されます。bge0のケーブルが取り外され
ると、リンクベースの障害検出では、即時の障害発生場所として bge0と bge1000の
両方が報告されます。ただし、bge0上のすべての検査ターゲットが到達不可能に
なった場合は、障害発生場所として bge0のみが報告されます。これは、 bge1000は
自身のVLAN上の検査ターゲットを持つためです。

グループ障害
「グループ障害」は、IPMPグループ内のすべてのインタフェースで同じ時間に障害
が起こったと考えられる場合に、発生します。in.mpathdデーモンは、グループ障害
に対するフェイルオーバーは実行しません。これは、すべてのターゲットシステム
で同時に障害が発生した場合も同様です。この場合 in.mpathdは、現在のすべての
ターゲットシステム選択を取り消し、新しくターゲットシステムを見つけます。

物理インタフェースの回復検出
in.mpathdデーモンが回復するインタフェースを考慮できるように、インタフェース
に RUNNINGフラグを設定する必要があります。検査信号ベースの障害検出を使用する
場合、in.mpathdデーモンは、インタフェースが回復したとみなされる前に、10の連
続する検査信号パケットへの応答を受信する必要があります。インタフェースが回
復したとみなされると、別のインタフェースにフェイルオーバーしていたアドレス
が、回復したインタフェースに復帰されます。障害前に「アクティブ」として構成
されていたインタフェースは、回復後、トラフィックの送受信を再開できます。

インタフェースのフェイルオーバー時の処理
次の 2つの例は、一般的な構成とインタフェースの障害時に構成がどのように自動
的に変更されるかを示します。hme0インタフェースに障害が発生すると、すべての
データアドレスが hme0から hme1に移されます。

例 30–1 インタフェースに障害が発生する前のインタフェース構成

hme0: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4>

mtu 1500 index 2

inet 192.168.85.19 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

groupname test

hme0:1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>

mtu 1500
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例 30–1 インタフェースに障害が発生する前のインタフェース構成 (続き)

index 2 inet 192.168.85.21 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

hme1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

8 inet 192.168.85.20 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

groupname test

hme1:1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>

mtu 1500

index 2 inet 192.168.85.22 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:19fa/10

groupname test

hme1: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:1bfc/10

groupname test

例 30–2 インタフェースに障害が発生したあとのインタフェース構成

hme0: flags=19000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,

NOFAILOVER,FAILED> mtu 0 index 2

inet 0.0.0.0 netmask 0

groupname test

hme0:1: flags=19040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,

NOFAILOVER,FAILED> mtu 1500 index 2

inet 192.168.85.21 netmask ffffff00 broadcast 10.0.0.255

hme1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2

inet 192.168.85.20 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

groupname test

hme1:1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,

NOFAILOVER> mtu 1500

index 2 inet 192.168.85.22 netmask ffffff00 broadcast 10.0.0.255

hme1:2: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 6

inet 192.168.85.19 netmask ffffff00 broadcast 192.168.18.255

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER,FAILED> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:19fa/10

groupname test

hme1: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:1bfc/10

groupname test

上記の例では、このインタフェースに障害が発生したことを示す FAILEDフラグが
hme0に設定されています。また、hme1:2が新しく作成されているのがわかりま
す。hme0の構成は hme1:2に引き継がれました。アドレス192.168.85.19は、hme1に
よってアクセス可能になります。

192.168.85.19と関連するマルチキャストメンバーシップは、そのままパケットを受
信できますが、パケットの受信は hme1を通して行われます。アドレス 192.168.85.19

が hme0から hme1にフェイルオーバーされると、ダミーアドレス 0.0.0.0が hme0に作
成されます。ダミーアドレスは、hme0を引き続きアクセスできる状態に保つために
作成されます。hme0がなければ、hme0:1は存在できません。ダミーアドレスは、回
復した経路への復帰時に削除されます。
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同様に、IPv6アドレスが hme0から hme1へ移されています。IPv6では、マルチキャス
トメンバーシップはインタフェースインデックスに関連付けられています。マルチ
キャストメンバーシップも、障害経路の迂回処理により、hme0から hme1へ移されま
す。 in.ndpdによって構成されたすべてのアドレスも移動します。この動作は、上
記の例には示されていません。

in.mpathdデーモンは引き続き、障害が発生したインタフェースの hme0を通して検査
を行います。デーモンは、デフォルトの回復検出時間 20秒の間に連続して 10回の応
答を受け取った時点で、インタフェースが回復されたものとみなします。RUNNINGフ
ラグも hme0で設定されるので、デーモンは回復した経路への復帰を呼び出しま
す。回復した経路への復帰が行われると、元の構成が再びリストアされます。

障害時および回復時にコンソールに記録されるすべてのエラーメッセージの説明に
ついては、in.mpathd(1M)のマニュアルページを参照してください。

IPMPと動的再構成
動的再構成 (DR)機能によって、システムの実行中にインタフェースなどのシステム
ハードウェアを再構成できます。この節では、DRが IPMPとどのように相互運用で
きるかについて説明します。

NICのDRをサポートするシステム上では、IPMPを使用して接続を保持したり、既
存の接続の切断を防止できます。DRをサポートし、IPMPを使用するシステムの
NICは、安全に接続、切断、または再接続できます。これが可能なのは、IPMPが
RCM (Reconfiguration Coordination Manager)フレームワークと統合されているからで
す。「RCM」は、システムコンポーネントの動的再構成を管理します。

一般的には、cfgadmコマンドを使用して、DR操作を実行します。ただし、ほかの方
法で動的再構成を行うプラットフォームもあります。詳細は、お使いのプラット
フォームのマニュアルを参照してください。DRに関する具体的な文書は、次のリ
ソースから得ることができます。

表 30–1 動的再構成の文書リソース

説明 参照先

cfgadmコマンドの詳細情報 cfgadm(1m)のマニュアルページ

Sun Cluster環境でのDRに関する具体的な情報 Sun Cluster 3.1 System Administration Guide

Sun Fire環境でのDRに関する具体的な情報 Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration Guide

DRと cfgadmコマンドに関する紹介情報 『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシ
ステム)』の第 6章「デバイスの動的構成 (手
順)」
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表 30–1 動的再構成の文書リソース (続き)
説明 参照先

DRをサポートするシステムでの IPMPグループ
の管理タスク

813ページの「動的再構成をサポートするシス
テムでの障害が発生した物理インタフェースの
交換」

NICの接続
How to Configure an IPMP Group With Multiple Interfacesの説明どおり、799 ページ
の「複数のインタフェースを持つ IPMPグループを構成する方法」コマンドを使用
して、IPMPグループにいつでもインタフェースを追加できます。よって、システム
起動後に接続したシステムコンポーネント上のすべてのインタフェースは plumbさ
れ、既存の IPMPグループに追加されます。また、適当であれば、新たに追加したイ
ンタフェースを独自の IPMPグループで構成することも可能です。

これらのインタフェースとこれらに構成されたデータアドレスは、IPMPグループに
よって即座に使用できます。ただし、システムが再起動後、自動的にインタ
フェースを構成し、使用するようにするには、新しいインタフェースごとに
/etc/hostname.interfaceファイルを作成する必要があります。手順については、シス
テムインストール後に物理インタフェースを構成する方法を参照してください。

インタフェースの接続時に、/etc/hostname.interfaceファイルがすでに存在する場合
は、RCMは、このファイルの内容に従って、自動的にインタフェースを構成しま
す。よって、インタフェースは、システム起動後に受け取るのと同じ構成を受け取
ります。

NICの切断
NICを含むシステムコンポーネントを切断するすべての要求は、まず接続性を保持
できるかどうかチェックされます。たとえば、デフォルトでは、IPMPグループ外の
NICを切断することはできません。IPMPグループ内の機能中のインタフェースだけ
を含むNICも切断できません。ただし、システムコンポーネントを削除しなければ
ならない場合は、cfgadm(1m)のマニュアルページに説明されている cfgadmの -fオプ
ションを使用して、この動作を無効にできます。

チェックが成功すると、切断されたNICに関連するデータアドレスは、切断された
NICで障害が発生した場合のように、同じグループ内の機能中のNICにフェイル
オーバーされます。NICが切断されると、NICのインタフェースのすべての検査用
IPアドレスの構成が解除されます。次に、NICはシステムを unplumbします。これ
らの手順のいずれかが失敗した場合、または同じシステムコンポーネントのその他
のハードウェアのDRで障害が発生した場合は、前の構成が元の状態にリストアされ
ます。ユーザーは、このイベントに関するステータスメッセージを受け取るはずで
す。メッセージがない場合は、切断要求は正常に完了しています。システムからコ
ンポーネントを削除できます。既存の接続は切断されません。
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NICの再接続
RCMは、実行中のシステムから切断されたNICと関連する構成情報を記録しま
す。結果として、RCMは、新しいNICの接続と同様に、以前切断されたNICの再接
続を扱います。つまり、RCMは plumbすることだけを行います。

ただし、再接続されたNICは、通常既存の /etc/hostname.interfaceファイルを持って
います。この場合、RCMは、既存の /etc/hostname.interfaceファイルの内容に
従って、自動的にインタフェースを構成します。さらに、RCMは、再接続されたイ
ンタフェースに元々あった各データアドレスを in.mpathdデーモンに通知しま
す。よって、再接続されたインタフェースが正しく機能するようになると、そのす
べてのデータアドレスが、回復時のように再接続されたインタフェースに復帰され
ます。

再接続されているNICに /etc/hostname.interfaceファイルがない場合は、構成情報は
使用できません。RCMは、インタフェースの構成方法に関する情報をまったく持ち
ません。このため、以前別のインタフェースにフェイルオーバーされたアドレスが
回復した経路へ復帰されないことになります。

システム起動時にないNIC
システム起動時にないNICは、特別な障害検出です。起動時、起動スクリプト
は、plumbできない /etc/hostname.interfaceファイルを持つインタフェースを追跡し
ます。このようなインタフェースの/etc/hostname.interfaceファイル内のデータアド
レスは、IPMPグループ内の代替インタフェースに自動的に配置されます。

このような場合は、次のようなエラーメッセージを受け取ります。

moving addresses from failed IPv4 interfaces: hme0 (moved to hme1)

moving addresses from failed IPv6 interfaces: hme0 (moved to hme1)

代替インタフェースが存在しない場合は、次のようなエラーメッセージを受け取り
ます。

moving addresses from failed IPv4 interfaces: hme0 (couldn’t move;

no alternative interface)

moving addresses from failed IPv6 interfaces: hme0 (couldn’t move;

no alternative interface)

注 –このような障害検出では、不足インタフェースの /etc/hostname.interfaceファイ
ルで明示的に指定されているデータアドレスだけが、代替インタフェースに移され
ます。通常、RARPまたはDHCPなどのほかの手段で取得されるアドレスは、取得ま
たは移動されません。
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DRを使用して、システム起動時に不足していた別のインタフェースと同じ名前のイ
ンタフェースが再接続される場合、RCMは、インタフェースを自動的に plumbしま
す。次に、RCMは、インタフェースの /etc/hostname.interfaceファイルの内容に
従って、インタフェースを構成します。最後に、インタフェースが回復したときの
ように、RCMはデータアドレスを回復した経路へ復帰させます。よって、最終的な
ネットワーク構成は、システムが現在のインタフェースで起動された場合と同一の
構成になります。
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IPMPの管理 (手順)

この章では、IPネットワークマルチパス (IPMP)でインタフェースグループを管理す
るための作業を紹介します。この章では、主に次の内容について説明します。

■ 795ページの「IPMPの設定 (作業マップ)」
■ 797ページの「IPMPグループの構成」
■ 809ページの「IPMPグループの維持」
■ 813ページの「動的再構成をサポートするシステムでの障害が発生した物理イン
タフェースの交換」

■ 815ページの「システムの起動時に存在しない物理インタフェースの回復」
■ 817ページの「IPMP構成の変更」

IPMPの概念の概要については、第 30章「IPMPの紹介 (概要)」を参照してくださ
い。

IPMPの設定 (作業マップ)
この節には、この章で説明する作業へのリンクが含まれています。

IPMPグループの構成と管理 (作業マップ)

作業 説明 説明

IPMPグループの計画 IPMPグループを構成する以前
の補助的な情報と必要な作業を
すべて示す

797ページの「IPMPグループ
の計画を立てる方法」

複数のインタフェースを持つ
IPMPインタフェースグループ
の構成

複数のインタフェースを IPMP
グループのメンバーとして構成
する

799ページの「複数のインタ
フェースを持つ IPMPグループ
を構成する方法」
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作業 説明 説明

インタフェースの 1つが待機イ
ンタフェースである IPMPグ
ループの構成

マルチインタフェース IPMPグ
ループのインタフェースの 1つ
を待機インタフェースとして構
成する

806ページの「IPMPグループ
の待機インタフェースを構成す
る方法」

1つのインタフェースで構成さ
れる IPMPグループの構成

単一インタフェースの IPMPグ
ループを作成する

808ページの「単一インタ
フェースの IPMPグループを構
成する方法」

物理インタフェースが属する
IPMPグループの表示

ifconfigコマンドの出力からイ
ンタフェースの IPMPグループ
の名前を取得する方法を説明す
る

810ページの「インタフェース
の IPMPグループメン
バーシップを表示する方法」

IPMPグループへのインタ
フェースの追加

既存の IPMPグループのメン
バーとして新しいインタ
フェースを追加する

810ページの「IPMPグループ
にインタフェースを追加する方
法」

IPMPグループからのインタ
フェースの削除

IPMPグループからインタ
フェースを削除する方法を説明
する

811ページの「IPMPグループ
からインタフェースを削除する
方法」

既存の IPMPグループから別の
グループへのインタフェースの
移動

IPMPグループ間でインタ
フェースを移動する

812ページの「インタフェース
を 1つの IPMPグループから別
のグループに移動する方法」

in.mpathdデーモンの 3つのデ
フォルト設定の変更

in.mpathd デーモンの障害検出
時間などのパラメータをカスタ
マイズする

817ページ
の「/etc/default/mpathd

ファイルを構成する方法」

動的再構成をサポートするインタフェースでの
IPMPの管理 (作業マップ)

作業 説明 説明

障害が発生したインタフェース
の削除

システム内の障害が発生したイ
ンタフェースを削除する

813ページの「障害が発生した
物理インタフェースを削除する
方法 (DR-Detach)」

障害が発生したインタフェース
の交換

障害が発生したインタフェース
を交換する

814ページの「障害が発生した
物理インタフェースを交換する
方法 (DR-Attach)」

起動時に構成されなかったイン
タフェースの回復

障害が発生したインタフェース
を回復する

815ページの「システムの起動
時に存在しない物理インタ
フェースを回復する方法」
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IPMPグループの構成
この節では、IPMPグループの構成手順を紹介します。また、インタフェースを待機
インタフェースとして構成する方法についても説明します。

IPMPグループの計画
IPMPグループの一部としてシステム上のインタフェースを構成する前に、構成前の
計画を立てる必要があります。

▼ IPMPグループの計画を立てる方法
次の手順には、計画作業と IPMPグループを構成する前に収集すべき情報が含まれて
います。これらの作業は、順番どおり行う必要はありません。

システムのどのインタフェースを IPMPグループの一部とするかを決定します。

IPMPグループは、通常、同じ IPリンクに接続されている 2つ以上の物理インタ
フェースによって構成されています。ただし、必要に応じて、単一インタフェース
の IPMPグループを構成することも可能です。IPMPグループの紹介については、
785ページの「IPMPインタフェースの構成」を参照してください。たとえば、同じ
Ethernetスイッチまたは同じ IPサブネットを同じ IPMPグループに構成できます。同
じ IPMPグループにはいくつでもインタフェースを構成できます。

論理インタフェースでは、ifconfigコマンドの groupパラメータを使用することはで
きません。たとえば、groupパラメータを hme0と使用することはできますが、hme0:1

とは使用できません。

グループ内の各インタフェースが一意のMACアドレスを持っていることを確認しま
す。

手順については、160ページの「SPARC:インタフェースのMACアドレスが一意であ
ることを確認する方法」を参照してください。

IPMPグループの名前を選択します。

空文字以外であれば、どんなグループ名でも構いません。インタフェースが接続さ
れている IPリンクを識別する名前を使用するのが良いでしょう。

1
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STREAMSモジュールの同じセットが転送され、IPMPグループ内のすべてのインタ
フェースで構成されていることを確認します。

同じグループのすべてのインタフェースは、同じ順番で構成された STREAMSモ
ジュールを持っていなければなりません。

a. 予想される IPMPグループのすべてのインタフェースの STREAMSモジュールの順
番を確認します。

ifconfig interface modlistコマンドを使用して、STREAMSモジュールの一覧を印刷
できます。たとえば、hme0インタフェースの ifconfig出力は次のようになりま
す。

# ifconfig hme0 modlist

0 arp

1 ip

2 hme

この出力の ifconfig hme0 modlistで示されているように、インタフェースは、通
常 IPモジュールの直下にネットワークドライバとして存在します。追加構成は必
要ありません。

ただし、NCAや IPフィルタのような一部のテクノロジーは、IPモジュールと
ネットワークドライバ間に自分自身を STREAMSモジュールとして挿入しま
す。これにより、同じ IPMPグループのインタフェースの動作方法に問題が生じ
る場合があります。

STREAMSモジュールの処理状態を把握可能な場合には、グループ内のすべての
インタフェースに同じモジュールを転送している場合でも、フェイルオーバーで
予想外の動作が実行される可能性はあります。ただし、IPMPグループのすべて
のインタフェースに同じ順番で転送している場合は、処理状態を把握できない
STREAMSモジュールを使用できます。

b. インタフェースのモジュールを IPMPグループでの標準的な順番で転送します。
ifconfig interface modinsert module-name

ifconfig hme0 modinsert ip

IPMPグループのすべてのインタフェースで同じ IPアドレス指定書式を使用します。

1つのインタフェースが IPv4向けに構成されている場合は、そのグループのすべて
のインタフェースを IPv4向けに構成する必要があります。たとえば、複数のNICの
インタフェースで構成される IPMPグループがあるとします。1つのNICのインタ
フェースに IPv6アドレス指定を追加すると、IPMPグループ内のすべてのインタ
フェースを IPv6によってサポートする構成にする必要があります。

IPMPグループ内のすべてのインタフェースが同じ IPリンクに接続されていることを
チェックします。

4

5

6

IPMPグループの構成

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月798



IPMPグループに、別のネットワークメディアタイプのインタフェースが含まれてい
ないことを確認します。
グループ化するインタフェースは、/usr/include/net/if_types.hで定義されている
同じインタフェースタイプになるべきです。たとえば、1つの IPMPグループに
Ethernetインタフェースとトークンリングインタフェースを組み合わせることはでき
ません。別の例としては、同じ IPMPグループに、トークンバスインタフェースと非
同期転送モード (ATM)インタフェースを組み合わせることはできません。

ATMインタフェースを持つ IPMPの場合は、LANエミュレーションモードでATMイン
タフェースを構成します。
IPMPは、従来型の IPをATMで使用するインタフェースではサポートされていませ
ん。

IPMPグループの構成
この節には、2つ以上の物理インタフェースを持つ一般的な IPMPグループの構成作
業を記載します。

■ マルチインタフェースの IPMPグループの紹介については、779ページの「IPMP
グループ」を参照してください。

■ 計画を立てる作業については、797ページの「IPMPグループの計画」を参照して
ください。

■ 1つの物理インタフェースだけで IPMPグループを構成するには、808ページの「1
つの物理インタフェースを持つ IPMPグループの構成」を参照してください。

▼ 複数のインタフェースを持つ IPMPグループを構成する方法
次の IPMPグループの構成手順は、VLANを IPMPグループに構成する際にも適用さ
れます。

IPv4アドレス、および該当する場合は、予想される IPMPグループ内のすべてのイン
タフェースの IPv6アドレスを構成しておく必要があります。

注意 –各サブネットまたは L2ブロードキャストドメインに対して、IPMPグループを
1つだけ構成する必要があります。詳細については、781ページの「IPMPの基本要
件」を参照してください。

構成するインタフェースのシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

7
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各物理インタフェースを IPMPグループを配置します。
# ifconfig interface group group-name

たとえば、hme0と hme1をグループ testgroup1の下に配置するには、次のコマンドを
入力します。

# ifconfig hme0 group testgroup1

# ifconfig hme1 group testgroup1

グループ名には空白文字を使用しないでください。ifconfigステータスディスプレ
イは、スペースを表示しません。したがって、違いは一方の名前がスペースを含ん
でいるだけという 2つの類似するグループ名は作成しないでください。グループ名
の 1つにスペースが含まれる場合、これらのグループ名はステータスディスプレイ
では同じに見えます。

デュアルスタック環境では、特定のグループにインタフェースの IPv4インスタンス
を配置すると、IPv6インスタンスが自動的に同じグループに配置されます。

(任意) 1つ以上の物理インタフェース上で IPv4検査用 IPアドレスを構成します。

検査用 IPアドレスを構成する必要があるのは、特定のインタフェースで検査信号
ベースの障害検出を使用する場合だけです。検査用 IPアドレスは、ifconfigコマン
ドに指定した物理インタフェースの論理インタフェースとして構成されます。

グループ内の 1つのインタフェースを待機インタフェースにする場合は、この時点
ではそのインタフェースの検査用 IPアドレスを設定しないでください。待機インタ
フェースの検査用 IPアドレスは、806ページの「IPMPグループの待機インタ
フェースを構成する方法」の作業の一環として設定します。

検査用 IPアドレスを設定するには、次の構文の ifconfigコマンドを使用します。

# ifconfig interface addif ip-address parameters -failover deprecated up

たとえば、一次ネットワークインタフェース hme0には次の検査用 IPアドレスを作成
します。

# ifconfig hme0 addif 192.168.85.21 netmask + broadcast + -failover deprecated up

このコマンドは、一次ネットワークインタフェース hme0に対して次のパラメータを
設定します。

■ アドレスを 192.168.85.21に設定する。

■ ネットマスクおよびブロードキャストアドレスをデフォルト値に設定する。

■ -failoverと deprecatedを指定

注 –この検査用 IPアドレスをアプリケーションから使用されないようにするため
IPv4検査用アドレスを deprecatedと指定する必要があります。
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特定のインタフェースの IPv4構成をチェックします。
ifconfig interfaceを入力することによって、インタフェースの現在のステータスを常
に参照できます。インタフェースのステータス参照の詳細については、特定のイン
タフェースに関する情報を入手する方法を参照してください。

検査用 IPアドレスに割り当てられている論理インタフェースを指定することで、物
理インタフェースの検査用 IPアドレス構成に関する情報を取得できます。
# ifconfig hme0:1

hme0:1: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>

mtu 1500 index 2

inet 192.168.85.21 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

(任意)適用できる場合、IPv6検査用アドレスを構成します。
# ifconfig interface inet6 -failover

IPv6アドレスを持つ物理インタフェースは、インタフェースの IPv4アドレスと同じ
IPMPグループに配置されます。この状況は、IPv4アドレスを持つ物理インタ
フェースを IPMPグループに構成する場合に発生します。まず IPv6アドレスを持つ
物理インタフェースを IPMPグループに配置する場合は、IPv4アドレスを持つ物理イ
ンタフェースも暗示的に同じ IPMPグループに配置されます。

たとえば、IPv6検査用 IPアドレスを持つ hme0を構成するには、次のように入力しま
す。

# ifconfig hme0 inet6 -failover

検査用 IPアドレスをアプリケーションから使用されないようにするために IPv6検査
用 IPアドレスを deprecatedと指定する必要はありません。

IPv6構成を確認します。
# ifconfig hme0 inet6

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:17fa/10

groupname test

IPv6検査用 IPアドレスは、インタフェースのリンクローカルアドレスです。

(任意)リブートしても IPMPグループ構成を保持させます。

■ IPv4の場合は、次の行を /etc/hostname.interfaceファイルに追加します。

interface-address <parameters> group group-name up \

addif logical-interface -failover deprecated <parameters> up

この例では、検査用 IPv4アドレスは、次回のリブートで有効になります。構成を
その場で有効にするには、手順 1、2、および任意で 3を実行する必要がありま
す。

■ IPv6の場合は、次の行を /etc/hostname6.interfaceファイルに追加します。

-failover group group-name up
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この検査用 IPv6アドレスは、次回のリブートで有効になります。構成をその場で
有効にするには、手順 1、2、および任意で 5を実行する必要があります。

(任意)手順 1 - 6を繰り返して、IPMPグループにさらにインタフェースを追加しま
す。
実行中のシステムの既存のグループに新しいインタフェースを追加できます。ただ
し、リブート後は変更の内容は失われます。

2つのインタフェースを持つ IPMPグループの構成

次の操作を実行したいとします。

■ ネットマスクおよびブロードキャストアドレスをデフォルト値に設定する。
■ 検査用 IPアドレス 192.168.85.21を持つインタフェースを構成する。

次のコマンドを入力します。

# ifconfig hme0 addif 192.168.85.21 netmask + broadcast + -failover deprecated up

この検査用 IPアドレスをアプリケーションから使用されないようにするため IPv4検
査用アドレスを deprecatedと指定する必要があります。799ページの「複数のインタ
フェースを持つ IPMPグループを構成する方法」を参照してください。

アドレスのフェイルオーバー属性を有効にするには、ダッシュなしで failoverオプ
ションを使用します。

IPMPグループのすべての検査用 IPアドレスには、同じネットワークアドレスを使
用してください。すべての検査用 IPアドレスは 1つの IPサブネットに属していなけ
ればなりません。

リブート後の IPv4 IPMPグループ構成の保持

次の構成で testgroup1という名の IPMPグループを作成したいとします。
■ データアドレス 192.168.85.19を持つ物理インタフェース hme0

■ 検査用 IPアドレス 192.168.85.21を持つ論理インタフェース

注 –この例では、物理インタフェースとデータアドレスが互いにペアになってい
ます。論理インタフェースと検査用 IPアドレスについても同様です。ただし、イ
ンタフェースのタイプとアドレスタイプの間に固有の関係が存在するわけではあ
りません。

■ deprecatedと -failoverオプション設定
■ ネットマスクおよびブロードキャストアドレスをデフォルト値に設定する。

8
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この場合、/etc/hostname.hme0ファイルに次の行を追加します。

192.168.85.19 netmask + broadcast + group testgroup1 up \

addif 192.168.85.21 deprecated -failover netmask + broadcast + up

同様に、2番目のインタフェース hme1を同じグループ (testgroup1)に入れ、検査用
IPアドレスを指定するには、次の行を追加します。

192.168.85.20 netmask + broadcast + group testgroup1 up \

addif 192.168.85.22 deprecated -failover netmask + broadcast + up

リブート後の IPv6 IPMPグループ構成の保持

IPv6アドレスを持つインタフェース hme0のテストグループを作成するには、次の行
を /etc/hostname6.hme0ファイルに追加します。

-failover group testgroup1 up

同様に、2番目のインタフェース hme1をグループ (testgroup1)に入れ、検査用 IPア
ドレスを指定するには、次の行を /etc/hostname6.hme1ファイルに追加します。

-failover group testgroup1 up

IPMPグループの構成時、in.mpathdは、システムコンソールまたは syslogファイル
に多数のメッセージを出力します。これらのメッセージは、本質的に参考情報
で、IPMP構成が正しく機能していることを示します。
■ このメッセージは、インタフェース hme0が IPMPグループ testgroup1に追加され
たことを示します。ただし、hme0では検査用 IPアドレスは設定されていませ
ん。検査信号ベースの障害検出を有効にするには、検査用 IPアドレスをインタ
フェースに割り当てる必要があります。

May 24 14:09:57 host1 in.mpathd[101180]:

No test address configured on interface hme0;

disabling probe-based failure detection on it.

testgroup1

■ このメッセージは、IPMPグループに追加される IPv4アドレスだけを持つすべて
のインタフェースに対して表示されます。

May 24 14:10:42 host4 in.mpathd[101180]:

NIC qfe0 of group testgroup1 is not

plumbed for IPv6 and may affect failover capability

■ インタフェースの検査用 IPアドレスを構成した場合には、このメッセージが表示
されるはずです。

Created new logical interface hme0:1

May 24 14:16:53 host1 in.mpathd[101180]:

Test address now configured on interface hme0;

enabling probe-based failure detection on it

例31–3
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IPMPグループをアクティブ-待機構成にする場合は、806ページの「IPMPグループ
の待機インタフェースを構成する方法」を参照してください。

ターゲットシステムの構成
検査信号ベースの障害検出では、788ページの「検査信号ベースの障害検出」で説明
されているようにターゲットシステムを使用します。一部の IPMPグループで
は、in.mpathdが使用するデフォルトのターゲットで十分です。ただし、一部の
IPMPグループでは、検査信号ベースの障害検出用に特定のターゲットを設定したほ
うが良いこともあります。ルートテーブルのホストルートを検査信号のターゲット
として設定して、検査信号ベースの障害検出を実行します。経路制御テーブルに構
成されているすべてのホストルートは、デフォルトルーターの前に一覧化されま
す。したがって、IPMPはターゲットを選択するために、明示的に定義されたホスト
ルートを使用します。直接ターゲットを指定するには、ホストルートを手動で設定
するか、起動スクリプトになることができるシェルスクリプトを作成します。

ネットワーク上のどのホストが適切なターゲットになるのかの評価では、次の基準
を検討します。

■ 予想されるターゲットが使用可能で、実行されていることを確認します。IPアド
レスの一覧を作成します。

■ ターゲットインタフェースが、構成中の IPMPグループと同じネットワークにあ
ることを確認します。

■ ターゲットシステムのネットマスクとブロードキャストアドレスは、IPMPグ
ループ内のアドレスと同じでなければなりません。

■ ターゲットホストは、検査信号ベースの障害検出を使用しているインタフェース
からの ICMP要求に応答できなければなりません。

▼ 検査信号ベースの障害検出のターゲットシステムを手動で指定す
る方法

検査信号ベースの障害検出を構成しているシステムにユーザーアカウントでログイ
ンします。

検査信号ベースの障害検出のターゲットとして使用される特定のホストにルートを
追加します。
$ route add -host destination-IP gateway-IP -static

destination-IPと gateway-IPの値を、ターゲットとして使用されるホストの IPv4アド
レスと置き換えます。たとえば、IPMPグループ testgroup1のインタフェースと同じ
サブネット上のターゲットシステム 192.168.85.137を指定するには、次のように入
力します。

$ route add -host 192.168.85.137 192.168.85.137 -static

参照
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ターゲットシステムとして使用されるネットワーク上の追加ホストにルートを追加
します。

▼ シェルスクリプトでターゲットシステムを指定する方法

IPMPグループを構成したシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

提案したターゲットへの静的なルートを設定するシェルスクリプトを作成します。

たとえば、次のような内容の ipmp.targetsというシェルスクリプトを作成します。

TARGETS="192.168.85.117 192.168.85.127 192.168.85.137"

case "$1" in

’start’)

/usr/bin/echo "Adding static routes for use as IPMP targets"
for target in $TARGETS; do

/usr/sbin/route add -host $target $target

done

;;

’stop’)

/usr/bin/echo "Removing static routes for use as IPMP targets"
for target in $TARGETS; do

/usr/sbin/route delete -host $target $target

done

;;

esac

シェルスクリプトを起動スクリプトディレクトリにコピーします。
# cp ipmp.targets /etc/init.d

新しい起動スクリプトのアクセス権を変更します。
# chmod 744 /etc/init.d/ipmp.targets

新しい起動スクリプトの所有権を変更します。
# chown root:sys /etc/init.d/ipmp.targets

/etc/init.dディレクトリ内に起動スクリプトのリンクを作成します。
# ln /etc/init.d/ipmp.targets /etc/rc2.d/S70ipmp.targets

ファイル名 S70ipmp.targetsの接頭辞 S70によって、ほかの起動スクリプトを尊重し
ながら新しいスクリプトが命令されます。
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待機インタフェースの構成
IPMPグループをアクティブ-待機構成にする場合は、この手順を行ってくださ
い。この種類の構成についての詳細は、785ページの「IPMPインタフェースの構
成」を参照してください。

▼ IPMPグループの待機インタフェースを構成する方法
■ すべてのインタフェースを IPMPグループのメンバーとして構成しておく必要が
あります。

■ 待機インタフェースとなるインタフェースには、検査用 IPアドレスを設定しない
でください。

IPMPグループの構成と検査用 IPアドレスの割り当てについては、799ページの「複
数のインタフェースを持つ IPMPグループを構成する方法」を参照してください。

構成する待機インタフェースのシステムで、Primary Administratorの役割を引き受け
るか、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

インタフェースを待機用として構成し、検査用 IPアドレスを割り当てます。
# ifconfig interface plumb \

ip-address other-parameters deprecated -failover standby up

待機インタフェースは、1つの IPアドレス (検査用 IPアドレス)しか持つことができ
ません。standby upオプションを設定する前に、-failoverオプションを設定してく
ださい。<other-parameters>の場合は、ifconfig(1m)のマニュアルページに説明さ
れているように、構成で必要なパラメータを使用します。

■ たとえば、IPv4検査用 IPアドレスを作成するには、次のコマンドを入力します。

# ifconfig hme1 plumb 192.168.85.22 netmask + broadcast + deprecated -failover standby up

hme1 待機インタフェースとして構成する物理インタフェースとして
hme1を定義します。

192.168.85.22 この検査用 IPアドレスを待機インタフェースに割り当てます。

deprecated その検査用 IPアドレスが出力パケットには使用されないことを
示します。

-failover インタフェースで障害が発生しても、検査用 IPアドレスの
フェイルオーバーは行われないことを示します。

standby インタフェースを待機インタフェースに指定します。
■ たとえば、IPv6検査用 IPアドレスを作成するには、次のコマンドを入力します。

始める前に
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# ifconfig hme1 plumb -failover standby up

待機インタフェースの構成結果をチェックします。
# ifconfig hme1

hme1: flags=69040843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER,

STANDBY,INACTIVE mtu 1500

index 4 inet 192.168.85.22 netmask ffffff00 broadcast 19.16.85.255

groupname test

INACTIVEは、このインタフェースが送信パケットには使用されないことを示しま
す。この待機インタフェースに障害経路の迂回が行われると、INACTIVE状態は取り
消されます。

注 – ifconfig interfaceコマンドを入力することによって、インタフェースの現在のス
テータスを常に参照できます。インタフェースのステータス参照については、
217ページの「特定のインタフェースに関する情報を入手する方法」を参照してくだ
さい。

(任意)リブート後も IPv4待機インタフェースを保持します。
待機インタフェースを同じ IPMPグループに割り当て、待機インタフェースの検査用
IPアドレスを構成します。

たとえば、hme1を待機インタフェースとして構成するには、/etc/hostname.hme1

ファイルに次の行を追加します。
192.168.85.22 netmask + broadcast + deprecated group test -failover standby up

(任意)リブート後も IPv6待機インタフェースを保持します。
待機インタフェースを同じ IPMPグループに割り当て、待機インタフェースの検査用
IPアドレスを構成します。

たとえば、hme1を待機インタフェースとして構成するには、/etc/hostname6.hme1

ファイルに次の行を追加します。
-failover group test standby up

IPMPグループの待機インタフェースの構成

次の構成に基づいて検査用 IPアドレスを作成するとします。

■ 物理インタフェース hme2を待機インタフェースにする。
■ 検査用 IPアドレスは 192.168.85.22とする。
■ deprecatedと -failoverオプション設定
■ ネットマスクおよびブロードキャストアドレスをデフォルト値に設定する。

その場合、次のように入力します。

3

4

5

例31–4

IPMPグループの構成

第 31章 • IPMPの管理 (手順) 807



# ifconfig hme2 plumb 192.168.85.22 netmask + broadcast + \

deprecated -failover standby up

インタフェースは、アドレスが NOFAILOVERとして設定されたあとにだけ、待機イン
タフェースとして設定されます。

次のように入力して、インタフェースの待機ステータスを解除します。

# ifconfig interface -standby

1つの物理インタフェースを持つ IPMPグループの
構成
IPMPグループにインタフェースが 1つしかない場合は、フェイルオーバーを実行で
きません。ただし、インタフェースを IPMPグループに割り当てることで、インタ
フェースの障害検出を有効にすることはできます。単一インタフェースの IPMPグ
ループの障害検出を確立するために、専用テストIPアドレスを構成する必要はあり
ません。単一の IPアドレスを、データの送信と障害検出の両方に使用できます。

▼ 単一インタフェースの IPMPグループを構成する方法

予想される単一インタフェース IPMPグループのあるシステムで、Primary
Administratorの役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

IPv4の場合は、単一インタフェースの IPMPグループを作成します。
次の構文で単一インタフェースを IPMPグループに割り当てます。
# ifconfig interface group group-name

次の例では、インタフェース hme0が IPMPグループ v4testに割り当てられます。

# ifconfig hme0 group v4test

この手順の実行後、IPMPによりリンクベースの障害検出がインタフェース上で有効
になります。

また、ifconfigコマンドの -failoverサブコマンドを使用して、検査信号ベースの障
害検出を有効にすることもできます。次の例は、検査信号ベースの障害検出を hme0

上で有効にします。その際、 hme0に現在割り当てられている IPアドレスを使用しま
す。

# ifconfig hme0 -failover
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複数インタフェースのグループとは異なり、同じ IPアドレスをデータアドレスと検
査用 IPアドレスの両方に使用できます。アプリケーションで検査用 IPアドレスを
データアドレスとして使用できるようにするには、単一インタフェースの IPMPグ
ループで検査用 IPアドレスに deprecatedのマークを付けないでください。

IPv6の場合は、単一インタフェースの IPMPグループを作成します。
次の構文で単一インタフェースを IPMPグループに割り当てます。
# ifconfig interface inet6 group group-name

たとえば、単一インタフェース hme0を IPMPグループ v6testに追加するには、次の
ように入力します。

# ifconfig hme0 inet6 group v6test

この手順の実行後、IPMPによりリンクベースの障害検出がインタフェース上で有効
になります。

また、ifconfigコマンドの -failoverサブコマンドを使用して、検査信号ベースの障
害検出を有効にすることもできます。次の例は、検査信号ベースの障害検出を hme0

上で有効にします。その際、 hme0に現在割り当てられている IPアドレスを使用しま
す。

# ifconfig hme0 inet6 -failover

複数インタフェースのグループとは異なり、同じ IPアドレスをデータアドレスと検
査用 IPアドレスの両方に使用できます。アプリケーションで検査用 IPアドレスを
データアドレスとして使用できるようにするには、単一インタフェースの IPMPグ
ループで検査用 IPアドレスに deprecatedのマークを付けないでください。

単一物理インタフェース構成では、検査信号が送信されるターゲットシステムで障
害が発生しているのか、インタフェースで障害が発生しているのかを確認できませ
ん。検査信号の受信システムは、単一の物理インタフェースを介して検査されま
す。唯一のデフォルトルーターがサブネット上にある場合、単一物理インタ
フェースがグループ内にあるときは、IPMPをオフにします。IPv4と IPv6のデフォル
トルーターが別個に存在する場合 (または複数のデフォルトルーターが存在する場
合)は、検査信号のターゲットシステムは 2つ以上あります。よって、IPMPを安全
にオンに設定できます。

IPMPグループの維持
この節には、既存の IPMPグループとこれらのグループを構成するインタフェースを
維持する作業を記載します。797ページの「IPMPグループの構成」の説明に
従って、すでに IPMPグループを構成していることが前提です。
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▼ インタフェースの IPMPグループメンバーシップ
を表示する方法

IPMPグループ構成を持つシステムで、スーパーユーザーまたは同等の役割になりま
す。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「RBACの構成 (作業マップ)」を参照して
ください。

インタフェースが属するグループなど、インタフェースに関する情報を表示しま
す。
# ifconfig interface

適切な場合は、インタフェースの IPv6情報を表示します。
# ifconfig interface inet6

物理インタフェースグループの表示

hme0のグループ名を表示するには、次のように入力します。

# ifconfig hme0

hme0: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500

index 2 inet 192.168.85.19 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

groupname testgroup1

IPv6情報だけのグループ名を表示するには、次のように入力します。

# ifconfig hme0 inet6

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:19fa/10

groupname testgroup1

▼ IPMPグループにインタフェースを追加する方法
IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

IPMPグループへインタフェースを追加します。
# ifconfig interface group group-name
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interfaceで指定したインタフェースが、IPMPグループ group-nameのメンバーになり
ます。

IPMPグループへのインタフェースの追加

hme0を IPMPグループ testgroup2に追加するには、次のコマンドを入力します。

# ifconfig hme0 group testgroup2

hme0: flags=9000843<UP ,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,NOFAILOVER> mtu 1500 index 2

inet 192.168.85.19 netmask ff000000 broadcast 10.255.255.255

groupname testgroup2

ether 8:0:20:c1:8b:c3

▼ IPMPグループからインタフェースを削除する方
法
ifconfigコマンドの groupパラメータに空文字列を指定すると、インタフェースが現
在の IPMPグループから削除されます。グループからインタフェースを削除する場
合は、慎重に行う必要があります。IPMPグループのほかのインタフェースに障害が
発生している場合、障害経路の迂回が行われていることがあります。たとえ
ば、hme0に障害が発生し、すべてのアドレスが、同じグループに属する hme1に移さ
れたとします。このグループから hme1を削除するとin.mpathdデーモンはこれらの障
害経路の迂回が行われたアドレスをグループ内のほかのインタフェースに戻しま
す。正常に動作しているインタフェースがグループ内になければ障害経路の迂回が
行われず、すべてのネットワークアクセスは維持できません。

同様に、グループ内のインタフェースを unplumbする必要がある場合は、まずイン
タフェースをグループから削除する必要があります。そのあと、構成されたすべて
の IPアドレスを確実に維持します。これは、グループから削除されるインタ
フェースの構成を in.mpathdデーモンが再現しようとするからです。インタフェース
を unplumbする場合は、その前に構成が再現されていなければなりません。フェイ
ルオーバーの前後のインタフェースの見た目については、789ページの「インタ
フェースのフェイルオーバー時の処理」を参照してください。

IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

IPMPグループからインタフェースを削除します。
# ifconfig interface group ""
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引用符 ("")は空文字列を表します。

グループからのインタフェースの削除

hme0を IPMPグループ testから削除するには、次のコマンドを入力します。

# ifconfig hme0 group ""

# ifconfig hme0

hme0: flags=9000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500

index 2 inet 192.168.85.19 netmask ffffff00 broadcast 192.168.85.255

# ifconfig hme0 inet6

hme0: flags=a000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2

inet6 fe80::a00:20ff:feb9:19fa/10

▼ インタフェースを1つの IPMPグループから別の
グループに移動する方法
インタフェースが既存の IPMPグループに属している場合は、新しい IPMPグループ
にインタフェースを配置できます。この場合、現在の IPMPグループからインタ
フェースを削除する必要はありません。新しいグループに追加されたインタ
フェースは、既存の IPMPグループから自動的に削除されます。

IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

新しい IPMPグループへインタフェースを移動します。
# ifconfig interface group group-name

インタフェースを新しいグループに追加すると、そのインタフェースは現在のグ
ループから自動的に削除されます。

別の IPMPグループへのインタフェースの移動

インタフェース hme0の IPMPグループを変更するには、次のように入力します。

# ifconfig hme0 group cs-link

このコマンドは、hme0インタフェースを IPMPグループ testから削除し、グループ
cs-linkに追加します。
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動的再構成をサポートするシステムでの障害が発生した
物理インタフェースの交換

この節には、動的再構成 (DR)をサポートするシステムを管理する手順を記載しま
す。

注 –この作業は、ifconfigコマンドを使用して構成される IP層にしか関係ありませ
ん。ATMまたはほかのサービスなど、IP層よりも上位または下位の層が自動化され
ていない場合には、手動による特別な手順が必要です。次の手順は、切断の前処理
でインタフェースの構成を解除し、接続の後処理でインタフェースを構成するため
に使用します。

▼ 障害が発生した物理インタフェースを削除する方
法 (DR-Detach)
この手順では、DRをサポートするシステムの物理インタフェースを削除する方法を
示します。ここでは、すでに次の状態が存在していることを想定しています。

■ サンプルインタフェースは、物理インタフェース hme0と hme1です。
■ 両方のインタフェースが同じ IPMPグループ内にあります。
■ hme0で障害が発生しています。
■ 論理インタフェース hme0:1は、検査用 IPアドレスを持っています。
■ 障害のあるインタフェースを同じ名前の別の物理インタフェースで置き換えま
す。hme0の置き換えを例にとります。

注 –検査用 IPアドレスが /etc/hostname.hme0ファイルを使用して plumbされている
場合は、手順 2は省略できます。

IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

検査用 IPアドレスの構成を表示します。
# ifconfig hme0:1

hme0:1:

flags=9040842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
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mtu 1500 index 3

inet 192.168.233.250 netmask ffffff00 broadcast 192.168.233.255

この情報は、物理インタフェースを交換する時に、検査用 IPアドレスを再度 plumb
するために必要です。

物理インタフェースを削除します。

物理インタフェースの削除に関する完全な説明については、次の参考文書を参照し
てください。

■ cfgadm(1m)のマニュアルページ
■ 『Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's

Guide』
■ 『Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide』

▼ 障害が発生した物理インタフェースを交換する方
法 (DR-Attach)
この手順では、DRをサポートするシステムの物理インタフェースを交換する方法を
示します。

IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

物理インタフェースを交換します。

手順については、次の参考文書を参照してください。

■ cfgadm(1m)のマニュアルページ
■ 『Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's

Guide』
■ 『Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide』または『Sun Fire 880 Dynamic

Reconfiguration User's Guide』
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システムの起動時に存在しない物理インタフェースの回
復

注 –この手順は、ifconfigコマンドを使用して構成される IP層にしか関係ありませ
ん。ATMまたはほかのサービスなど、IP層よりも上位または下位の層が自動化され
ていない場合には、手動による特別な手順が必要です。次の手順は、切断の前処理
でインタフェースの構成を解除し、接続の後処理でインタフェースを構成するため
に使用します。

動的再構成後の回復は、Sun FireTMプラットフォームの I/Oボードの一部であるイン
タフェースでは自動的に行われます。NICが Sun Crypto Accelerator I - cPCI boardの場
合も、回復は自動的に行われます。よって、インタフェースがDR操作の一部として
戻される場合には、次の手順を行う必要はありません。Sun Fire x800および Sun Fire
15000システムの詳細については、cfgadm_sbd(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。物理インタフェースは、/etc/hostname.interfaceファイルで指定された構成
にフェイルオーバーされます。リブートしても構成を保持できるようにインタ
フェースを構成する方法についての詳細は、797ページの「IPMPグループの構
成」を参照してください。

注 –以前の Sun Fireシステム (Exx00)の場合には、DR切り離しは手動で行う必要があ
ります。ただし、DR接続は自動的に行われます。

▼ システムの起動時に存在しない物理インタ
フェースを回復する方法
システムの起動時に存在しない物理インタフェースを回復するには、次の手順を行
なってください。この手順の例は、次のような構成です。

■ 物理インタフェース hme0と hme1は、インタフェースです。
■ 両方のインタフェースが同じ IPMPグループ内にあります。
■ hme0は、システム起動時にインストールされていません。

注 –障害が発生した物理インタフェースの回復時における、IPアドレスの障害回路の
迂回には、3分かかります。この時間は、ネットワークトラフィックによって異なり
ます。また、所要時間は in.mpathdによって障害経路を迂回し回復した着信インタ
フェースの安定性によっても異なります。
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IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

コンソールログの障害エラーメッセージから、障害が発生したネットワークの情報
を取得します。

syslog(3C)のマニュアルページを参照してください。エラーメッセージは次のよう
に表示されます。
moving addresses from failed IPv4 interfaces:

hme1 (moved to hme0)

このメッセージは、障害が発生したインタフェース hme1の IPv4アドレスの障害が
hme0インタフェースに迂回されたことを示しています。

また、次のようなメッセージを受け取ることもあります。

moving addresses from failed IPv4 interfaces:

hme1 (couldn’t move, no alternative interface)

このメッセージは、障害が発生したインタフェース hme1と同じグループにアク
ティブなインタフェースを発見できなかったことを示しています。したがって、
hme1の IPv4アドレスの障害を迂回することはできません。

システムに物理インタフェースを接続します。

物理インタフェースの交換方法については、次の参考文書を参照してください。

■ cfgadm(1m)のマニュアルページ
■ 『Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide』
■ 『Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's

Guide』

手順 2のエラーメッセージの内容を参照し、アドレスを移動できなかった場合は手
順6へ、アドレスが移動された場合は手順5へ進んでください。

フェイルオーバープロセスの一環として構成された論理インタフェースをunplumb
します。

a. /etc/hostname.moved-from-interfaceファイルの内容から、フェイルオーバー処理
の一部として構成された論理インタフェースを確認してください。

b. 各フェイルオーバー IPアドレスをunplumbします。
# ifconfig moved-to-interface removeif moved-ip-address
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注 –フェイルオーバーアドレスは、failoverパラメータが指定されたアドレ
ス、または -failoverパラメータが指定されていないアドレスです。-failoverが
指定された IPアドレスは、unplumbする必要がありません。

たとえば、/etc/hostname.hme0ファイルの中に次の行が含まれている場合

inet 10.0.0.4 -failover up group one

addif 10.0.0.5 failover up

addif 10.0.0.6 failover up

各フェイルオーバー IPアドレスを unplumbするためには、次のコマンドを入力し
ます。

# ifconfig hme0 removeif 10.0.0.5

# ifconfig hme0 removeif 10.0.0.6

問題となっている各インタフェース用に次のコマンドを入力して、交換した物理イ
ンタフェースの IPv4情報を再構成します。
# ifconfig removed-from-NIC <parameters>

たとえば、次のコマンドを入力します。

# ifconfig hme1 inet plumb

# ifconfig hme1 inet 10.0.0.4 -failover up group one

# ifconfig hme1 addif 10.0.0.5 failover up

# ifconfig hme1 addif 10.0.0.6 failover up

IPMP構成の変更
IPMPグループに関連する次のシステム共通パラメータを設定するには、IPMP構成
ファイル /etc/default/mpathdを使用します。

■ FAILURE_DETECTION_TIME

■ TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS

■ FAILBACK

▼ /etc/default/mpathd ファイルを構成する方法
IPMPグループ構成を持つシステムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
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/etc/default/mpathdファイルを編集します。

3つのパラメータの 1つ以上のデフォルト値を変更します。

a. FAILURE_DETECTION_TIMEパラメータの新しい値を入力します。
FAILURE_DETECTION_TIME=n

ここで、nは ICMP検証がインタフェースの障害が発生していないかどうかを検
出する時間 (秒単位)です。デフォルトは 10秒です。

b. FAILBACKパラメータの新しい値を入力します。
FAILBACK=[yes | no]

■ yes -値 yesを指定した場合は、IPMPのデフォルトのフェイルバック動作になり
ます。障害が発生したインタフェースの回復が検出されると、ネットワークア
クセスはこの回復したインタフェースに復帰されます。詳細は、787ページ
の「IPMP障害検出とリカバリ機能」を参照してください。

■ no - noを指定した場合、回復したインタフェースにデータトラフィックが戻る
ことはありません。障害が発生したインタフェースの回復が検出されると、そ
のインタフェースに INACTIVEフラグが設定されます。このフラグは、現時点
でそのインタフェースをデータトラフィックに使用すべきでないことを示しま
す。ただし、そのインタフェースを検査信号トラフィックに使用することはで
きます。

たとえば、IPMPグループが 2つのインタフェース ce0と ce1で構成されている
とします。また、/etc/default/mpathdに値 FAILBACK=noが設定されているとしま
す。ce0で障害が発生した場合、IPMPの期待される動作に従って、そのトラ
フィックの処理は ce1に継続されます。ただし、/etc/default/mpathdに
FAILBACK=noパラメータが設定されているため、IPMPがce0の回復を検出し
てもトラフィックが ce1から復帰することはありません。ce1インタフェース
に障害が発生しないかぎり、ce0インタフェースはその INACTIVE状態を維持
し、トラフィックには使用されません。ce1インタフェースに障害が発生する
と、ce1上のアドレスは ce0に戻され、ce0の INACTIVEフラグは消去されま
す。この移行が発生するのは、ce0がグループ内で唯一の INACTIVEインタ
フェースである場合です。グループ内にほかの INACTIVEインタフェースが存
在している場合は、ce0以外の INACTIVEインタフェースにアドレスが移行さ
れることもあります。

c. TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPSパラメータの新しい値を入力します。
TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS=[yes | no]

■ yes -値 yesを指定した場合は、IPMPのデフォルトの動作になります。このパラ
メータを指定した場合、IPMPは、IPMPグループ内に構成されていない
ネットワークインタフェースを無視します。
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■ no -値 noを指定すると、IPMPグループ内に構成されているネットワークイン
タフェースかどうかにかかわらず、すべてのネットワークインタフェースの障
害と回復を検出するように設定されます。ただし、IPMPグループ内に構成さ
れていないインタフェースで障害や回復が検出されたときは、フェイル
オーバーやフェイルバックは発生しません。したがって、値 noを指定するこ
とは、障害の報告には役立ちますが、ネットワークの可用性を直接向上させる
ことはありません。

in.mpathdデーモンを再起動します。
# pkill -HUP in.mpathd

3

IPMP構成の変更
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IPサービス品質 (IPQoS)
このパートには、Oracle Solarisでの差別化サービス実装である IPサービス品質
(IPQoS)に関する作業と関連情報を記載します。

パ ー ト V I I
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IPQoSの紹介 (概要)

IPサービス品質 (IPQoS)を使用すると、優先順位付け、管理、およびアカウンティン
グ統計情報の収集を行うことができます。IPQoSによって、ネットワークの
ユーザーに一貫したサービスレベルを提供できます。また、ネットワークの輻輳を
防ぐために、トラフィックを管理することもできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 823ページの「IPQoSの基本」
■ 826ページの「IPQoSによるサービス品質の提供」
■ 827ページの「IPQoSによるネットワーク効率の向上」
■ 829ページの「差別化サービスモデル」
■ 834ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」

IPQoSの基本
IPQoSは、Internet Engineering Task Force (IETF)のDifferentiated Services Working Group
によって定義されている差別化サービス (Diffserv)アーキテクチャーに対応していま
す。Oracle Solarisでは、TCP/IPプロトコルスタックの IPレベルで IPQoSが実装され
ます。

差別化サービスとは
IPQoSを有効にすることで、選択した顧客および選択したアプリケーションに対し
て、異なるレベルのネットワークサービスを提供できます。この異なるレベルの
サービスは、まとめて「差別化サービス」と呼ばれます。顧客に提供する差別化
サービスは、ユーザーの企業が顧客に提供するサービスレベルの構造を基に決定で
きます。ネットワーク上のアプリケーションやユーザーに設定した優先順位に基づ
く場合もあります。

サービス品質を提供するためには、次の作業を行います。
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■ 顧客や企業内の部署などのグループごとに異なるサービスレベルを提供する
■ 特定のグループやアプリケーションにネットワークサービスを優先的に提供する
■ ネットワーク上の障害やその他の輻輳の発生箇所を特定し、問題を取り除く
■ ネットワークパフォーマンスを監視し、パフォーマンスの統計情報を提供する
■ ネットワーク資源に対する帯域幅を調整する

IPQoSの機能
IPQoSには次の機能があります。

■ ipqosconf QoSポリシーを設定するためのコマンド行ツール
■ アクションを選択するクラシファイア。アクションは、組織のQoSポリシーを設
定するフィルタに基づいている

■ Diffservモデルに従ってネットワークトラフィックを測定するメータリングモ
ジュール

■ パケットの IPヘッダーに転送情報を付ける機能に基づく、サービスの差別化
■ トラフィックフローの統計情報を収集するフローアカウンティングモジュール
■ UNIX®の kstatコマンドによる、トラフィッククラスごとの統計情報の収集
■ SPARC®および x86アーキテクチャーのサポート
■ IPv4および IPv6アドレス指定のサポート
■ IPセキュリティーアーキテクチャーの相互運用性 (IPsec)
■ 仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)の 802.1Dユーザー優先順位マークのサ
ポート

サービス品質の理論と実践に関する情報をもっと
得るには
差別化サービスやサービス品質の詳細情報は、印刷物やオンラインで入手できま
す。

サービス品質に関する書籍
サービス品質の理論や実践については、次の関連書籍を参照してください。

■ Ferguson, PaulおよびGeoff Huston著『Quality of Service』John Wiley & Sons, Inc.発
行、1998年

■ Kilkki, Kalevi著『Differentiated Services for the Internet』Macmillan Technical
Publishing発行、1999年

IPQoSの基本
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サービス品質に関するRFC (Request for Comments)
IPQoSは、次のRFCおよび Internet Draftの仕様に準拠しています。

■ RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers (http://www.ietf.org/rfc/rfc2474.txt?number=2474) –差別化サービスを
サポートするための、IPv4や IPv6パケットヘッダーのサービスタイプ (ToS)
フィールドまたはDSフィールドの拡張を説明している

■ RFC 2475, An Architecture for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2475.txt?number=2475) – Diffservアーキテクチャーの構成とモジュールについ
て詳細に解説している

■ RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2597.txt?number=2597) –相対的優先転送 (AF)ホップ単位動作について解説し
ている

■ RFC 2598, An Expedited Forwarding PHB (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2598.txt?number=2598) –完全優先転送 (EF)ホップ単位動作について解説して
いる

■ インターネットドラフト「An Informal Management Model for Diffserv Routers」 –
ルーター上にDiffservアーキテクチャーを実装するためのモデルを紹介している

サービス品質に関する情報が掲載されているWebサイト
IETFのDifferentiated Services Working Groupは、Diffserv Internet Draftへのリンクを含
むWebサイト (http://www.ietf.org/html.charters/diffserv-charter.html)を管理
しています。

Cisco Systems社や Juniper Networks社などのルーター製造元は、それぞれ自社のWeb
サイトで、差別化サービスの製品への実装状況について解説しています。

IPQoSのマニュアルページ
IPQoSの文書には、次のマニュアルページが含まれます。

■ ipqosconf(1M) - IPQoS構成ファイルを設定するコマンドについて説明する
■ ipqos(7ipp) – Diffservアーキテクチャーモデルの IPQoS実装について説明する
■ ipgpc(7ipp) – Diffservクラシファイアの IPQoS実装について説明する
■ tokenmt(7ipp) – IPQoSの tokenmtメーターについて説明する
■ tswtclmt(7ipp) – IPQoSの tswtclmtメーターについて説明する
■ dscpmk(7ipp) – DSCPマーカーモジュールについて説明する
■ dlcosmk(7ipp) – IPQoS 802.1Dユーザー優先順位マーカーモジュールについて説明
する

■ flowacct(7ipp) – IPQoSフローアカウンティングモジュールについて説明する

IPQoSの基本
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■ acctadm(1M) – Oracle Solaris拡張アカウンティング機能を構成するコマンドについ
て説明する。acctadmコマンドには、IPQoSの拡張が含まれます。

IPQoSによるサービス品質の提供
IPQoS機能を使用すると、インターネットサービスプロバイダ (ISP)やアプリ
ケーションサービスプロバイダ (ASP)は、顧客ごとに異なるレベルのネットワーク
サービスを提供できます。同様に、一般企業や教育機関では、この機能を使って内
部組織向けのサービスや主要なアプリケーションのサービスを優先できます。

サービスレベル契約の実装
ISPやASPでは、顧客に提示する「サービスレベル契約 (Service-Level
Agreement、SLA)」に基づいて IPQoSの構成を行うことができます。個々の SLAで
は、サービスプロバイダは、価格体系に基づいた一定レベルのネットワークサービ
スを顧客に保証します。たとえば、プレミアム価格の SLAでは、顧客はすべての種
類のネットワークトラフィックに対して毎日 24時間もっとも高い優先順位が与えら
れます。逆に、中ぐらいの価格の SLAでは、業務時間に電子メールだけに高い優先
順位が保証されている場合もあります。ほかのトラフィックはすべて、一日 24時
間、中ぐらいの優先順位になります。

一般の組織にとってのサービス品質の保証
一般企業や法人である場合でも、ネットワークにサービス品質機能を提供できま
す。つまり、特定のグループまたは特定のアプリケーションのトラフィックに対し
て高レベルまたは低レベルのサービスを保証できます。

サービス品質ポリシーの紹介
サービス品質を実装するには、「サービス品質 (Quality-of-Service、QoS)ポリ
シー」を定義します。QoSポリシーでは、顧客またはアプリケーションの優先順
位、さまざまなカテゴリのトラフィックを処理するアクションなど、各種のネット
ワーク属性を定義します。組織のQoSポリシーは IPQoS構成ファイルに実装しま
す。このファイルは、Oracle Solarisのカーネルに入っている IPQoSモジュールを構成
します。IPQoSポリシーが適用されているホストは、「IPQoS対応システム」とみな
されます。

QoSポリシーは、一般に次のことを定義します。

■ 「サービスクラス」と呼ばれるネットワークトラフィックの個別グループ

IPQoSによるサービス品質の提供
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■ クラスごとにネットワークトラフィックの量を調整するための測定基準。これら
の測定基準によって、「メータリング」と呼ばれるトラフィック測定プロセスが
管理される

■ IPQoSシステムおよびDiffservルーターがパケットフローに適用するアク
ション。このアクションは「ホップ単位動作 (PHB)」と呼ばれる

■ サービスのクラスで必要な統計の収集。たとえば、顧客または特定のアプリ
ケーションが生成したトラフィックなどがある

パケットがネットワークに渡されると、IPQoS対応システムはパケットヘッダーを
評価します。IPQoSシステムが行うアクションは、作成したQoSポリシーに応じて
決まります。

QoSポリシーの設計作業については、843ページの「サービス品質ポリシーの計
画」に説明があります。

IPQoSによるネットワーク効率の向上
IPQoSには、サービス品質の実装に伴ってネットワークパフォーマンスの効率を向
上させるのに役立ついくつかの機能が含まれています。コンピュータネットワーク
が拡大すると、ユーザーや高機能なプロセッサの数が増加して、生成されるネット
ワークトラフィックを管理する必要性も増大します。ネットワークを過度に使用す
ると、データの消失やトラフィックの輻輳などの症状が現れます。どちらの症状も
応答時間を遅らせます。

従来、システム管理者は帯域幅を拡張する方法でネットワークトラフィックの問題
に対処してきました。しかし同時に、リンクごとのトラフィックのレベルには、大
きなばらつきが見られがちでした。IPQoSを使用すると、既存のネットワーク上の
トラフィックを管理しながら、ネットワークの拡大が必要かどうか、またどこに必
要かを評価できます。

たとえば、企業や法人の場合は、効率的なネットワークを維持して、トラフィック
に関する障害の発生を防ぐ必要があります。また、グループやアプリケーションが
割り当てられた以上の帯域幅を消費しないようにする必要もあります。ISPやASP
は、顧客が料金分のレベルのネットワークサービスを確実に受けられるように
ネットワークパフォーマンスを管理する必要があります。

ネットワークトラフィックへの帯域幅の影響
IPQoSを使用すると、ネットワークの「帯域幅」、つまりネットワークリンクまた
はデバイスが完全に使用された場合に転送できるデータの最大量を調整できま
す。サービス品質を顧客またはユーザーに提供するには、QoSポリシーで、帯域幅
の使用に優先順位を付ける必要があります。IPQoSのメータリングモジュールを使
用すると、IPQoS対応ホスト上の各トラフィッククラスへの帯域幅の割り当て量を
測定および管理できます。

IPQoSによるネットワーク効率の向上

第 32章 • IPQoSの紹介 (概要) 827



ネットワーク上のトラフィックを効果的に管理するには、帯域幅の使用量に関し
て、次の点を明らかにしておく必要があります。

■ ローカルネットワークのトラフィック問題の発生箇所はどこか
■ 帯域幅を最適利用するために行うべきことは何か
■ サイト内で最優先するべき、重要なアプリケーションはどれか
■ 輻輳が発生しやすいアプリケーションはどれか
■ 優先順位を落としてもよい、重要度の低いアプリケーションはどれか

サービスクラスを使ったトラフィックの優先順位
付け
サービス品質を実現するには、ネットワークトラフィックを分析して、トラ
フィックを分類する大まかなグループ分けを決定します。次に、それぞれ特徴と優
先順位を持つサービスクラスに各グループ分けを整理します。これらのクラスが基
本的なカテゴリとなり、それに基づいて組織のQoSポリシーを作成します。サービ
スクラスは、管理の対象となるトラフィックグループを代表します。

たとえば、プロバイダがプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの各レベルの
サービスをそれぞれ異なる利用料金で提供するとします。プラチナレベルの SLAで
は、プロバイダが顧客用に運営しているWebサイト宛ての着信トラフィックに対し
て、もっとも高い優先順位を保証します。このように、ある顧客のWebサイト宛て
の着信トラフィックを 1つのトラフィッククラスとしてまとめることができます。

企業向けには、部門の要求に基づくサービスクラスを作成できます。また、ネット
ワークトラフィック内の特定のアプリケーションの優位性に基づくクラスを作成す
ることもできます。次に、企業向けのトラフィッククラスの例をいくつか示しま
す。

■ 特定のサーバー宛ての電子メールや発信 FTPなどの、よく使われるアプリ
ケーション。アプリケーションごとに 1つのクラスを構成できる。これらのアプ
リケーションは従業員によって絶えず使用されるため、QoSポリシーで、電子
メールと発信 FTPには少量の帯域幅と低い優先順位を割り当てる

■ 一日 24時間実行の必要がある注文入力データベース。企業にとってのデータ
ベースアプリケーションの重要度に応じて、大量の帯域幅と高い優先順位を割り
当てる

■ 人事部門などの、極めて重要な業務または機密業務を行う部署。組織にとっての
部署の重要度に応じて、割り当てる優先順位と帯域幅の大きさを決める

■ 企業の外部向けWebサイトへの呼び出し。このクラスには、適度な大きさの帯域
幅と低い優先順位を割り当てる

IPQoSによるネットワーク効率の向上
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差別化サービスモデル
IPQoSには次のモジュールがあります。これらのモジュールは、RFC 2475に定義さ
れている「差別化サービス (diffserv)」アーキテクチャーの一部です。

■ クラシファイア
■ メーター
■ マーカー

IPQoSでは、次の拡張機能がDiffservモデルに追加されています。
■ フローアカウンティングモジュール
■ 802.1Dデータグラムマーカー

この節では、IPQoSで使用するDiffservモジュールについて簡単に説明します。QoS
ポリシーを設定するには、これらのモジュール、その名前、およびその使用目的を
認識しておく必要があります。各モジュールの詳細は、901ページの「IPQoSアーキ
テクチャーとDiffservモデル」を参照してください。

クラシファイア (ipgpc)の概要
Diffservモデルでは、「クラシファイア」がネットワークトラフィックフローからパ
ケットを選択します。「トラフィックフロー」は、次の IPヘッダーフィールド内に
同一の情報を持つパケットのグループで構成されます。

■ 発信元アドレス
■ 着信先アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先ポート
■ プロトコル番号

IPQoSでは、これらのフィールドを「5タプル」と呼びます。

IPQoSのクラシファイアモジュールの名前は ipgpcです。ipgpcクラシファイア
は、トラフィックフローを、IPQoS構成ファイルに設定されている特性に基づいた
クラスに分類します。

ipgpcの詳細については、901ページの「クラシファイアモジュール」を参照してく
ださい。

IPQoSクラス
「クラス」とは、似たような特性を共有するネットワークフローのグループのこと
です。たとえば、ISPは、顧客に提供するさまざまなサービスレベルを表すクラスを
定義できます。一方、ASPは、アプリケーションごとに異なるサービスレベルを提
供する SLAを定義できます。ASPのQoSポリシーでは、特定の着信先 IPアドレス宛
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ての発信 FTPトラフィックを 1つのクラスにまとめることができます。ある企業の
外部Webサイトからの発信トラフィックも、1つのクラスとして定義できます。

トラフィックをいくつかのクラスに分類することは、QoSポリシーを計画する際に
欠かせない作業の 1つです。ipqosconfユーティリティーを使用してクラスを作成す
るときは、実際にはipgpcクラシファイアを構成しています。

クラスを定義するには、846ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」を参
照してください。

IPQoSフィルタ
「フィルタ」は、「セレクタ」と呼ばれるパラメータを含む規則のセットです。各
フィルタは、必ず 1つのクラスを指定する必要があります。IPQoSは、パケットを各
フィルタのセレクタと突き合わせて、パケットがフィルタのクラスに属しているか
どうかを調べます。さまざまなセレクタを使用してパケットにフィルタをかけるこ
とができます。セレクタの例として、IPQoS 5タプルなどのよく使うパラメータを次
に示します。

■ 発信元および着信先のアドレス
■ 発信先および着信先のポート
■ プロトコル番号
■ ユーザー ID
■ プロジェクト ID
■ 差別化サービスコードポイント (DSCP)
■ インタフェースインデックス

たとえば、簡単なフィルタに値が 80の宛先ポートが含まれているとします。ipgpc

クラシファイアは、宛先ポート 80 (HTTP)向けのパケットをすべて選択し、QoSポリ
シーの指示どおりに選択したパケットを処理します。

フィルタの作成については、849ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方
法」を参照してください。

メーター (tokenmtおよび tswtclmt)の概要
Diffservモデルでは、「メーター」はトラフィックフローの転送速度をクラス単位で
追跡します。メーターは、該当する結果 (outcome)を得るために、フローの実際の転
送速度が設定された速度にどれだけ適合しているかを評価します。そして、トラ
フィックフローの結果に基づいて、次のアクションを選択します。次のアクション
では、パケットを別のアクションに送信したり、それ以上処理しないでネット
ワークに戻したりできます。

IPQoSのメーターは、ネットワークフローが、QoSポリシーでそのクラスに定義され
ている転送速度に適合しているかどうかを調べます。IPQoSには、次の 2つのメータ
リングモジュールがあります。
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■ tokenmt - 2トークンバケットメータリング方式を使用
■ tswtclmt -タイムスライディングウィンドウメータリング方式を使用

どちらのメータリングモジュールも、赤、黄、緑という 3つの結果を識別しま
す。結果ごとに実行させたいアクション
は、red_action_name、yellow_action_name、および green_action_nameのパラメータ
で定義します。

また、tokenmtをカラーアウェアとして構成することもできます。カラーアウェアと
して構成されているメータリングインスタンスでは、パケットのサイズ、DSCP、ト
ラフィックの転送速度、および設定されたパラメータを使って結果を求めま
す。メーターは、DSCPを使用してパケットの結果を緑、黄、赤にマッピングしま
す。

IPQoSメーターのパラーメータの定義については、850ページの「フロー制御を計画
する方法」を参照してください。

マーカー (dscpmkおよび dlcosmk)の概要
Diffservモデルでは、「マーカー」は転送動作を表す値をパケットに付けま
す。「マーキング」とは、パケットをネットワークに転送する方法を示す値を、そ
のパケットのヘッダーに付加するプロセスのことです。IPQoSには、次の 2つの
マーカーモジュールが含まれています。

■ dscpmk – IPパケットヘッダーのDSフィールドに「差別化サービスコードポイン
ト (DSCP)」と呼ばれる数値を付けます。Diffserv対応ルーターは、このDSコード
ポイントを使って、適切な転送動作をパケットに適用できます。

■ dlcosmk – Ethernetフレームヘッダーの仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)
タグに「ユーザー優先順位」と呼ばれる数値を付けます。ユーザー優先順位
は、データグラムに適用される適切な転送動作を定義する「サービスクラス
(CoS)」のことです。
dlcosmkは、IPQoSの追加機能として IETFによって設計されたものであ
り、Diffservモデルの一部ではありません。

QoSポリシーのマーカー戦略の実装については、853ページの「転送動作を計画する
方法」を参照してください。

フローアカウンティング (flowacct)の概要
IPQoSでは、flowacctアカウンティングモジュールがDiffservモデルに追加されてい
ます。flowacctを使用すると、トラフィックフローに関する統計情報を取得し、SLA
に合わせて顧客に課金できます。フローアカウンティングは、容量計画やシステム
の監視にも役立ちます。
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flowacctモジュールを acctadmコマンドと組み合わせて、アカウンティングログ
ファイルを作成できます。基本的なログには、次に示すように、IPQoS 5タプルのほ
かに 2つの属性が記録されます。

■ 発信元アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先アドレス
■ 着信先ポート
■ プロトコル番号
■ パケット数
■ バイト数

896ページの「トラフィックフローに関する情報の記録」および flowacct(7ipp)や
acctadm(1M)のマニュアルページに説明されているとおり、その他の属性の統計を集
めることもできます。

フローアカウンティング戦略の計画については、855ページの「フローアカウン
ティングを計画する方法」を参照してください。

トラフィックが IPQoSモジュールをどのように通
過するか
次の図は、着信トラフィックが IPQoSモジュールのいくつかを通過するときに取り
うる経路を示しています。
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この図は、IPQoS対応マシンにおける一般的なトラフィックフローシーケンスを示
しています。

1. クラシファイアが、システムのQoSポリシーのフィルタリング条件に適合するす
べてのパケットをパケットストリームから選択します。

2. 選択したパケットが評価されて、次に実行されるアクションが決められます。

3. クラシファイアが、フロー制御を必要としないトラフィックをマーカーに送信し
ます。

4. フロー制御が必要なトラフィックは、メーターに送信されます。

5. メーターは、設定速度を実施します。次に、トラフィックの適合値をフロー制御
されているパケットに割り当てます。

6. フロー制御されるパケットが評価されて、アカウンティングが必要であるかどう
かが判断されます。

7. メーターが、フローアカウンティングを必要としないトラフィックをマーカーに
送信します。

図 32–1 diffservモデルの IPQoS実装を通過するトラフィックフロー
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8. フローアカウンティングモジュールが、受信したパケットに関する統計情報を収
集します。次に、それらのパケットをマーカーに送信します。

9. マーカーがDSコードポイントをパケットヘッダーに割り当てます。このDSCP
は、Diffserv対応システムがパケットに適用するべきホップ単位動作 (PHB)を示し
ます。

IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送
この節では、IPQoS対応ネットワークでのパケット転送に関係するいくつかの要素
について簡単に説明します。IPQoS対応システムは、着信先としてそのシステムの
IPアドレスを持つ、ネットワークストリーム上のパケットを処理します。そし
て、IPQoSシステムのQoSポリシーをパケットに適用して、差別化サービスを確立
します。

DSコードポイント
DSコードポイント (DSCP)は、マークされたパケットに対してDiffserv対応システム
が実行するアクションをパケットヘッダーに定義します。diffservアーキテク
チャーは、使用する IPQoS対応システムと diffservルーターに対して一連のDS
コードポイントを定義します。また、DSCPに対応する「転送動作」と呼ばれる一連
の処理も定義します。IPQoS対応システムは、パケットヘッダーにあるDSフィール
ドの優先度ビットにDSCPを付けます。DSCP値を持つパケットを受信する
と、ルーターは、そのDSCPと関連付けられた転送動作を実行します。次にパケット
はネットワーク上に送出されます。

注 – dlcosmkマーカーは、DSCPを使用しません。代わりに、Ethernetフレーム
ヘッダーにCoS値を付加します。VLANデバイスを使用するネットワークで IPQoS
を構成する予定の場合は、907ページの「マーカーモジュール」を参照してくださ
い。

ホップ単位動作
Diffserv用語では、DSCPに割り当てられる転送動作を「ホップ単位動作 (Per-Hop
Behavior、PHB)」と呼びます。PHBは、Diffserv対応システム上で、マークされたパ
ケットの転送がほかのトラフィックに比べて優先される度合いを定義します。この
優先度によって、IPQoS対応システムまたはDiffservルーターが、マークされたパ
ケットを転送するかドロップするかが最終的に決まります。パケットが転送された
場合、パケットがその着信先への途中で通過する各Diffservルーターは、同じ PHB
をそのパケットに適用します。ただし、別のDiffservシステムによってDSCPが変更
された場合は例外です。PHBの詳細については、907ページの「パケット転送での
dscpmkマーカーの使用」を参照してください。
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PHBの目的は、指定された量のネットワーク資源を連続したネットワーク上のトラ
フィッククラスに提供することです。この目的は、QoSポリシーで達成できま
す。トラフィックフローが IPQoS対応システムを離れたときのトラフィッククラス
の優先順位を示すDSCPを定義します。優先度は、高い優先度 (ドロップ率が低い)
から低い優先度 (ドロップ率が高い)の範囲になります。

たとえば、QoSポリシーによってあるトラフィッククラスにドロップ率が低い PHB
を保証するDSCP割り当てることができます。このトラフィッククラスは、ドロップ
率が低い優先度の PHBをすべてのDiffserv対応ルーターから与えられ、このクラス
のパケットの帯域幅が保証されます。QoSポリシーに別のDSCPを追加して、ほかの
トラフィッククラスにさまざまなレベルの優先度を割り当てることもできます。優
先度の低いパケットには、パケットのDSCPに示された優先順位に応じた帯域幅
を、Diffservシステムが割り当てます。

IPQoSは、Diffservアーキテクチャーに定義されている 2種類の転送動作、完全優先
転送 (EF)と相対的優先転送 (AF)をサポートしています。

完全優先転送
「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF)」PHBは、EF関連のDSCPを持つトラ
フィッククラスが一番高い優先順位を割り当てられることを保証します。EF DSCP
のトラフィックは、キューに格納されません。EFでは、低損失、低遅延、低
ジッターのサービスを提供します。EFの推奨DSCPは、101110です。101110が付加
されたパケットは、着信先への途中でDiffserv対応ネットワークを通過するとき
に、ドロップ率の低い優先度を与えられます。EF DSCPは、プレミアム SLAを持つ
顧客またはアプリケーションに優先順位を割り当てるときに使用してください。

相対的優先転送
「相対的優先転送 (Assured Forwarding、AF)」PHBには、パケットに割り当てられる
転送クラスが 4種類あります。表 37–2に示すように、各転送クラスは 3つのド
ロップ優先順位を提供します。

AFコードポイントには、顧客やアプリケーションにさまざまなレベルのサービスを
割り当てる機能があります。QoSポリシーでは、QoSポリシーを計画するとき
に、ネットワーク上のトラフィックやサービスに優先順位を付けておきます。そう
すれば、優先順位の付いたトラフィックにそれぞれ異なるAFレベルを割り当てるこ
とができます。

diffserv環境でのパケット転送
次の図は、Diffserv対応環境を部分的に備えた企業のイントラネット部分を示してい
ます。このシナリオでは、ネットワーク 10.10.0.0および 10.14.0.0上のホストはす
べて IPQoSに対応しており、ローカルルーターはDiffservに対応しています。しか
し、間にある 2つのネットワークはDiffservに対応していません。
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次の手順は、前の図に示すパケットの流れをたどっています。この手順は、ホスト
ipqos1で発生するパケットの前進で開始されます。手順は数回のホップでホスト
ipqos2に続きます。

1. ipqos1のユーザーが ftpコマンドを実行して、3ホップ離れたところにあるホス
ト ipqos2にアクセスしようとします。

2. ipqos1は、結果生じたパケットフローにQoSポリシーを適用します。ipqos1

は、ftpトラフィックを正常に分類します。

システム管理者は、ローカルネットワーク 10.10.0.0で発生するすべての発信 ftp

トラフィックのためのクラスを作成しています。ftpクラスのトラフィックに
は、次のようなAF22ホップ単位動作を割り当てます。クラス 2、標準ドロップ優
先順位ftpクラスには、2Mb/秒のトラフィックフロー速度が設定されます。

3. ipqos-1は、ftpフローを測定し、フローが 2 Mbit/秒を超過していないかどうかを
判断します。

4. ipqos1上のマーカーが、発信 ftpパケットのDSフィールドに 010100 DSCP (AF22
PHBに対応している)を付加します。

5. ルーター diffrouter1は、ftpパケットを受信します。次に、DSCPをチェックし
ます。diffrouter1が輻輳している場合、AF22でマークされているパケットは振
り落とされます。

6. diffrouter1のファイルでAF22に対して設定されている PHBに合わせて、ftpト
ラフィックが次のホップに転送されます。

図 32–2 diffserv対応ネットワークのホップ間のパケット転送
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7. ftpトラフィックがネットワーク 10.12.0.0を通って genrouterに進みま
す。genrouterはDiffservに対応していません。その結果、トラフィックはベスト
エフォートの転送動作を与えられます。

8. genrouterが ftpトラフィックをネットワーク 10.13.0.0に渡し、diffrouter2が
そのトラフィックを受け取ります。

9. diffrouter2はDiffservに対応しています。したがって、ルーターのポリシーで
AF22パケットに対して定義されている PHBに合わせて、ftpパケットをネット
ワークに転送します。

10. ipqos2は、ftpトラフィックを受信します。 ipqos2は、ipqos1のユーザーに
ユーザー名とパスワードの入力を促します。
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IPQoS対応ネットワークの計画 (手順)

Oracle Solarisが動作する任意のシステムで IPQoSを構成できます。そして、IPQoSシ
ステムをDiffserv対応ルーターと組み合わせると、イントラネット上で差別化サービ
スを提供したり、トラフィック管理を行うことができます。

この章では、IPQoS対応システムをDiffserv対応ネットワークに追加するための計画
作業について説明します。この章の内容は次のとおりです。

■ 839ページの「一般的な IPQoSの構成計画 (作業マップ)」
■ 840ページの「diffservネットワークトポロジの計画」
■ 843ページの「サービス品質ポリシーの計画」
■ 844ページの「QoSポリシーの計画 (作業マップ)」
■ 856ページの「IPQoSの構成例の紹介」

一般的な IPQoSの構成計画 (作業マップ)
IPQoSなどの差別化サービスをネットワーク上に実装する場合は、綿密な計画が必
要です。各 IPQoS対応システムの位置と機能だけではなく、各システムとローカル
ネットワーク上のルーターとの関係についても考慮してください。次の作業マップ
に、ネットワーク上で IPQoSを実装するための主な計画作業の一覧と、各作業を完
了するための手順へのリンクを示します。

作業 説明 説明

1. IPQoS対応システムを取り入
れたDiffservネットワークトポ
ロジを計画する

さまざまなDiffservネット
ワークトポロジを考慮して、自
分のサイトにもっとも適したソ
リューションを考える

840ページの「diffservネット
ワークトポロジの計画」
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作業 説明 説明

2. IPQoSシステムによって提供
する各種サービスを計画する

ネットワークが提供するサービ
スの種類をいくつかのサービ
スレベル契約 (service-level
agreement、SLA)に分類する

843ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

3. IPQoSシステムごとにQoSポ
リシーを計画する

各 SLAの実装に必要なクラ
ス、メータリング、およびアカ
ウンティング機能を決める

843ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

4.必要であれば、Diffserv
ルーターのポリシーを計画する

IPQoSシステムで使用する
Diffservルーターのスケ
ジューリングポリシーおよび
キューイングポリシーを決める

キューイングポリシーおよびス
ケジューリングポリシーについ
ては、ルーターのマニュアルを
参照

diffservネットワークトポロジの計画
ネットワークに差別化サービスを提供するには、IPQoS対応システムが最低 1つと
Diffserv対応ルーターが 1台必要です。この節で説明するように、この基本構成はさ
まざまな方法で拡張できます。

diffservネットワークのハードウェア計画
一般に、IPQoSはサーバーやサーバー統合 (Sun Sun EnterpriseTM 0000サーバーなど)上
で実行します。一方、ネットワークのニーズに応じて、UltraSPARC®システムなどの
デスクトップシステムで IPQoSを実行することもできます。次に、IPQoS構成に使
用できるシステムの例を示します。

■ Oracle Solarisシステム。Webサーバーやデータベースサーバーなどの各種サービ
スを提供する

■ アプリケーションサーバー。電子メール、FTPなどのよく使われるネットワーク
アプリケーションを提供する

■ Webキャッシュサーバーまたはプロキシサーバー
■ IPQoS対応サーバーファームのネットワーク。Diffserv対応ロードバランサに
よって管理される

■ ファイアウォール。単一の異機種システム混在ネットワークのトラフィックを管
理する

■ 仮想ローカルエリアネットワーク (LAN)の一部である IPQoSシステム

IPQoSシステムを導入しようとするネットワークトポロジでは、Diffserv対応
ルーターがすでに機能していることもありえます。もし、現在使用している
ルーターがDiffservに対応していない場合は、Cisco Systems社や Juniper Networks社な
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どのルーター製造元が提供するDiffservのソリューションを検討してくださ
い。ローカルルーターがDiffservを実装していないと、パケットのマークは評価され
ずに次のホップへ渡されてしまいます。

IPQoSネットワークトポロジ
この節では、ネットワーク上のさまざまなニーズを満たす IPQoS計画を図で説明し
ます。

個々のホストでの IPQoS
次の図は、IPQoS対応システムの単一ネットワークを示しています。

このネットワークは、ある企業のイントラネットの一部分です。アプリケーション
サーバーやWebサーバーで IPQoSを有効にすると、各 IPQoSシステムが発信トラ
フィックを送出する速度を制御できます。ルーターがDiffservに対応していれば、着
信トラフィックおよび発信トラフィックをさらに制御できます。

このマニュアルで取り上げる例では、「個々のホストでの IPQoS」シナリオを使用
します。このマニュアルを通して使用されているサンプルトポロジについて
は、図 33–4を参照してください。

図 33–1 ネットワークセグメント上の IPQoSシステム
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サーバーファームのネットワークでの IPQoS
次の図には、複数の異種サーバーファームを備えるネットワークを示します。

このようなトポロジでは、ルーターがDiffservに対応しているため、着信トラ
フィックと発信トラフィックの両方をキューに入れたり評価したりできます。ま
た、ロードバランサもDiffserv対応システムであるため、サーバーファームは IPQoS
対応となります。ロードバランサは、ユーザー IDやプロジェクト IDなどのセレク
タを使用することによって、ルーター以外で追加フィルタリングを提供できま
す。これらのセレクタは、アプリケーションデータに含まれます。

このシナリオでは、フロー制御とトラフィック転送を行って、ローカルネット
ワーク上の輻輳を管理しています。また、このシナリオでは、サーバーファームか
らの発信トラフィックが原因でイントラネットのほかの部分が過負荷状態になるの
を防いでいます。

ファイアウォールでの IPQoS
次の図は、ファイアウォールによってほかのセグメントから保護されている、企業
ネットワークのセグメントの 1つを示しています。

図 33–2 IPQoS対応サーバーファームのネットワーク
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このシナリオでは、トラフィックはまずDiffserv対応ルーターに入り、そこでフィル
タにかけられ、キューに入れられます。次に、ルーターによって転送された着信ト
ラフィックはすべて、IPQoS対応のファイアウォールに進みます。IPQoSを使用する
には、ファイアウォールで IP転送スタックをバイパスしないでください。

ファイアウォールのセキュリティーポリシーによって、着信トラフィックを内部
ネットワークに入れて良いかどうかが決まります。QoSポリシーは、ファイア
ウォールを通過した着信トラフィックのサービスレベルを制御します。QoSポリ
シーによっては、発信トラフィックに転送動作を付けることもできます。

サービス品質ポリシーの計画
サービス品質 (QoS)ポリシーを計画するときは、ネットワークが提供するサービスの
確認、分類、そして優先順位付けを行う必要があります。また、利用できる帯域幅
の大きさを評価して、各トラフィッククラスがネットワークに送出される速度を決
める必要もあります。

QoSポリシー計画の手掛かり
IPQoS構成ファイルで必要な情報を含む形式でQoSポリシーの計画情報を収集しま
す。たとえば、次のテンプレートを使って、IPQoS構成ファイルで使用する主なカ
テゴリの情報を表にできます。

図 33–3 IPQoS対応のファイアウォールによって保護されているネットワーク

サービス品質ポリシーの計画
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表 33–1 QoS計画テンプレート

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート 転送動作をどうするか
アカウンティン
グが必要か

クラス 1 1 フィルタ 1

フィルタ 3

セレクタ 1

セレクタ 2

メーターの速度
(メーターの種類
による)

マーカーのドロップ優
先度

フローアカウ
ンティング統
計情報を必要
とする

クラス 1 1 フィルタ 2 セレクタ 1

セレクタ 2

なし なし なし

クラス 2 2 フィルタ 1 セレクタ 1

セレクタ 2

メーターの速度
(メーターの種類
による)

マーカーのドロップ優
先度

フローアカウ
ンティング統
計情報を必要
とする

クラス 2 2 フィルタ 2 セレクタ 1

セレクタ 2

なし なし なし

各カテゴリをいくつかに分けて、QoSポリシーをさらに細かく定義できます。以降
の節では、テンプレートに示されているカテゴリの情報を入手する方法について説
明します。

QoSポリシーの計画 (作業マップ)
この作業マップでは、QoSポリシーを計画するための主な作業の一覧と、各作業の
実行手順へのリンクを示します。

作業 説明 説明

1. IPQoSをサポートするようネット
ワークトポロジを設計する

差別化サービスを提供するネット
ワーク上のホストとルーターを特定す
る

845ページの「IPQoS用のネット
ワークを準備する方法」

2.ネットワーク上のサービスを分類す
るためのクラスを定義する

自分のサイトで提供するサービスの種
類と SLAを調べ、これらのサービスを
分類するためのトラフィッククラスを
決める

846ページの「QoSポリシーのクラス
を定義する方法」

3.クラス用のフィルタを定義する 特定のトラフィッククラスをネット
ワークトラフィックフローから取り出
すための最善の方法を決める

849ページの「QoSポリシーにフィル
タを定義する方法」
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作業 説明 説明

4. IPQoSシステムから送出されるトラ
フィックを測定するためのフロー制御
速度を定義する

トラフィッククラスごとに容認できる
フロー速度を決める

850ページの「フロー制御を計画する
方法」

5. QoSポリシーで使用するDSCPすな
わちユーザー優先順位の値を定義する

トラフィックフローがルーターまたは
スイッチによって処理されるときに割
り当てられる転送動作を決める方法を
計画する

853ページの「転送動作を計画する方
法」

6.必要であれば、ネットワーク上のト
ラフィックフローに対する統計監視計
画を設定する

トラフィッククラスを評価して、アカ
ウンティングまたは統計上の目的で監
視するトラフィックフローを決める

855ページの「フローアカウンティン
グを計画する方法」

注 –この節の残りの部分では、IPQoS対応システムのQoSポリシーを計画する方法に
ついて説明します。Diffservルーター向けのQoSポリシーの計画を立てるに
は、ルーターのマニュアルおよびルーター製造元のWebサイトを参照してくださ
い。

▼ IPQoS用のネットワークを準備する方法
次の手順では、QoSポリシーを作成する前に行う一般的な計画作業を示します。

ネットワークトポロジを見直します。次に、IPQoSシステムとDiffservルーターを使
用する戦略の計画を作成します。
トポロジの例は、840ページの「diffservネットワークトポロジの計画」を参照してく
ださい。

IPQoSを必要とするホスト、または IPQoSサービスの有力な候補となるホストをトポ
ロジで特定します。

IPQoS対応後に同じQoSポリシーを共用できそうなシステムを調べます。
たとえば、ネットワーク上のすべてのホストで IPQoSを有効にする場合は、同じ
QoSポリシーを使用できるホストをすべて特定します。各 IPQoS対応システムには
ローカルQoSポリシーが必要で、そのポリシーはそれぞれの IPQoS構成ファイルに
実装されます。ただし、IPQoS構成ファイルを 1つだけ作成し、これを同じQoSポリ
シー要件を持つすべてのシステムにコピーして使うこともできます。

ネットワーク上のDiffservルーターに対して必要な計画作業をすべて確認し、実行し
ます。
詳細については、ルーターのマニュアルとルーター製造元のWebサイトを参照して
ください。

1
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▼ QoSポリシーのクラスを定義する方法
QoSポリシーを定義するための最初の手順は、トラフィックフローをクラスに整理
することです。Diffservネットワーク上のトラフィックの種類ごとにクラスを作成す
る必要はありません。また、計画したネットワークトポロジによっては、IPQoS対
応システムごとに異なるQoSポリシーを作成する必要があります。

注 –クラスの概要は、829ページの「IPQoSクラス」を参照してください。

次の手順では、845ページの「IPQoS用のネットワークを準備する方法」に
従って、IPQoS対応とするネットワーク上のシステムを決定済みであることを前提
としています。

QoSポリシー情報を整理するQoS計画テーブルを作成します。
提案については、表 33–1を参照してください。

ネットワーク上にあるすべてのQoSポリシーについて、残りの手順を実行します。

QoSポリシーで使用するクラスを定義します。
次の質問は、ネットワークトラフィックを解析してクラス定義を行うためのガイド
ラインとなります。

■ 顧客にサービスレベル契約を提示しているか

提示する場合は、顧客に提供する複数の SLA間の相対的な優先レベルを評価しま
す。保証されている優先レベルが異なる顧客に同じアプリケーションを提供する
場合もあります。

たとえば、企業が各顧客に対してWebサイトの運営サービスを提供するとしま
す。この場合は、顧客のWebサイトごとに 1つのクラスを定義する必要がありま
す。SLAは、サービスレベルの 1つとしてプレミアムWebサイトを提供するとし
ます。別の SLAは、割引顧客に「ベストエフォート型」のパーソナルWebサイト
を提供するとします。この場合は、Webサイトのクラスが異なるだけでなく、ク
ラスに割り当てられる PHBも異なる可能性があります。

■ IPQoSシステムでは、フロー制御を必要としそうなよく使われるアプリ
ケーションを提供しているか

よく使われるアプリケーションを提供しているために大量のトラフィックが生成
されるサーバーの場合、IPQoSを有効にするとネットワークパフォーマンスが向
上します。そのようなアプリケーションの例として、電子メール、ネットワーク
ニュース、FTPなどがあげられます。該当する場合は、サービスの種類ごとに着
信トラフィックと発信トラフィックのクラスを別々に作成することを検討してく
ださい。たとえば、メールサーバーのQoSポリシーに対して、mail-inクラスと
mail-outクラスを作成します。

1
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■ ネットワークでもっとも高い優先順位の転送動作を必要とする特定のアプリ
ケーションを実行しているか

優先順位が最も高い転送動作を必要とする重要なアプリケーションに
は、ルーターのキューで最も高い優先順位を与える必要があります。一般的な例
は、ストリーミングビデオやストリーミングオーディオです。

まず、優先順位の高いこれらのアプリケーションに対して、それぞれ着信クラス
と発信クラスを定義します。次に、定義したクラスを、それらのアプリ
ケーションを提供する IPQoS対応システムとDiffservルーターの両方のQoSポリ
シーに追加します。

■ 帯域幅を大量に消費するため、ネットワークで制御を必要とするトラフィックフ
ローが発生したことがあるか

netstat、snoopなどのネットワーク監視ユーティリティーを使用して、ネット
ワーク上で問題のあるトラフィックの種類を検出します。これまでに作成したク
ラスを確認し、問題のトラフィックカテゴリが未定義である場合は、このカテゴ
リに対して新しいクラスを作成します。問題のトラフィックカテゴリのクラスが
定義済みである場合は、このトラフィックを制御するメーターの速度を定義しま
す。

問題のあるトラフィックのクラスは、ネットワーク上の IPQoS対応システムごと
に作成します。これによって、各 IPQoSシステムは、問題のあるトラフィックを
受け取った場合に、トラフィックフローをネットワークに送出する速度を制限で
きるようになります。また、DiffservルーターのQoSポリシーにもこれらの問題
のあるクラスを必ず定義してください。これによって、diffservルーターは、QoS
ポリシーの設定に従って、問題のあるフローをキューに入れたりスケジュールし
たりできるようになります。

■ 特定の種類のトラフィックに対して統計情報を取得する必要があるか

SLAをざっと確認すると、どのタイプの顧客のトラフィックにアカウンティング
が必要であるかがわかります。自分のサイトで SLAを提供している場合は、アカ
ウンティングを必要とするトラフィックのクラスはおそらく作成済みです。ま
た、クラスを定義して、監視しているトラフィックフローの統計収集を可能にす
ることもできます。さらに、セキュリティー上の理由でアクセスを制限するトラ
フィックのクラスも作成できます。

手順 1で作成したQoS計画テーブルで定義したクラスを一覧にします。

優先レベルを各クラスに割り当てます。

たとえば、優先レベル 1がもっとも高い優先順位のクラスを表すようにし、それ以
降の優先レベルを残りのクラスに割り当てます。割り当てた優先レベルの目的
は、クラスを整理することだけです。QoSポリシーテンプレートで設定した優先レ
ベルは、実際に IPQoSによって使用されるわけではありません。また、QoSポリ
シーによっては、同じ優先順位を複数のクラスに割り当てることもできます。
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クラスの定義の次は、849ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方法」の説
明に従って、各クラスのフィルタを定義します。

クラスの優先順位付け

クラスを作成するうちに、どのクラスの優先順位が高いか、中程度か、ベストエ
フォートでよいかをすぐに認識できます。853ページの「転送動作を計画する方
法」に説明されているとおり、クラスの優先順位を設定する良いスキームは、出力
トラフィックにホップ単位の動作を割り当てる場合に、特に重要になります。

PHBをクラスに割り当てるほかに、そのクラスのフィルタに優先順位セレクタを定
義することもできます。優先順位セレクタは、IPQoS対応ホストでのみ有効で
す。たとえば、同じ速度と同じDSCPを持ついくつかのクラスが、IPQoSシステムか
ら送出されるときに帯域幅をめぐって競合することがあるとします。このような場
合、各クラスの優先順位セレクタによって、ほかの点ではまったく同じ評価のクラ
スに割り当てられるサービスレベルをさらに細かく順序付けることができます。

フィルタの定義
パケットフローを特定のクラスのメンバーとして識別するには、フィルタを作成し
ます。各フィルタには、パケットフローの評価基準を定義するセレクタがいくつか
含まれています。IPQoS対応システムは、次にセレクタの基準を使用して、トラ
フィックフローからパケットを抽出します。そして、IPQoSシステムは、パケット
とクラスを関連付けます。フィルタの紹介は、830ページの「IPQoSフィルタ」を参
照してください。

次の表に、もっとも一般的に使用されるセレクタを示します。最初の 5つのセレク
タは、IPQoS 5タプルを表し、IPQoSシステムがパケットをフローのメンバーとして
識別するときに使用します。セレクタの完全なリストについては、表 37–1を参照し
てください。

表 33–2 一般的な IPQoSセレクタ

名前 定義

saddr 発信元アドレス

daddr 着信先アドレス

sport 発信元ポート番号。/etc/servicesに定義されている既知のポート番
号、またはユーザー定義のポート番号を使用できる

dport 着信先ポート番号

プロトコル IPプロトコル番号またはプロトコル名。/etc/protocolsのトラフィック
フロータイプに割り当てられる

6
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表 33–2 一般的な IPQoSセレクタ (続き)
名前 定義

ip_version 使用するアドレス指定方式。IPv4または IPv6を使用。デフォルトは
IPv4。

dsfield DSフィールドの内容、つまりDSCP。このセレクタは、特定のDSCPが
付いている着信パケットを取り出すために使用する

priority クラスに割り当てられている優先レベル。詳細は、846ページの「QoS
ポリシーのクラスを定義する方法」を参照

user UNIXのユーザー IDまたはユーザー名。上位アプリケーションの実行時
に使用される

projid プロジェクト ID。上位アプリケーションの実行時に使用される

direction トラフィックフローの方向。LOCAL_IN、 LOCAL_OUT、FWD_IN、または
FWD_OUTのいずれかの値

注 –セレクタは正しい判断のもとで選択してください。また、クラスのパケットを取
り出すのに必要なものだけを使用してください。定義するセレクタが多いほ
ど、IPQoSパフォーマンスに与える影響も大きくなります。

▼ QoSポリシーにフィルタを定義する方法
次の手順を実行する前に、846ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」の
手順を完了しておく必要があります。

846ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」で作成したQoS計画テーブル
の各クラスに 1つ以上のフィルタを作成します。
必要であれば、1つのクラスの着信トラフィックと発信トラフィックに対し
て、フィルタを別々に作成することを検討してください。たとえば、ftp-inフィル
タと ftp-outフィルタを IPQoS対応の FTPサーバーのQoSポリシーに追加しま
す。そうすれば、基本セレクタに加えて、該当する方向セレクタも定義できます。

クラスのフィルタごとにセレクタを最低 1つ定義します。
表 33–1で紹介されているQoS計画テーブルを使用して、定義したクラスのフィルタ
を埋めます。

FTPトラフィック向けのフィルタの定義

次の表は、出力 FTPトラフィック向けにフィルタを定義する方法を示す例です。

始める前に

1

2
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クラス 優先順位 フィルタ セレクタ

ftp-traffic 4 ftp-out saddr 10.190.17.44

daddr 10.100.10.53

sport 21

direction LOCAL_OUT

■ フロー制御スキームを定義するには、850ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ フローがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、853ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、855
ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、846ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、849ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

▼ フロー制御を計画する方法
フロー制御では、クラスのトラフィックフローを測定し、定義された速度でネット
ワークにパケットを送出します。フロー制御を計画するときは、IPQoSメータリン
グモジュールが使用するパラメータを定義します。メーターは、トラフィックが
ネットワークに送出される速度を決定します。メータリングモジュールの紹介は、
830ページの「メーター (tokenmtおよび tswtclmt)の概要」を参照してください。

次の手順は、849ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方法」の説明に
従って、フィルタとセレクタを定義していることが前提になります。

ネットワークの最大帯域幅を調べます。

ネットワークでサポートされている SLAを見直します。顧客と各顧客に保証されて
いるサービスの種類を特定します。

一定レベルのサービスを保証するには、顧客によって生成される特定のトラ
フィッククラスを計測する必要があります。

846ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」で作成したクラスの一覧を見
直します。

SLAに対応付けられているクラス以外に計測する必要があるクラスがあるかどうか
確認します。

参照
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たとえば、IPQoSシステムが大量のトラフィックを生成するアプリケーションを実
行するとします。この場合は、そのアプリケーションのトラフィックを分類したあ
と、フローのパケットがネットワークに戻される速度を制御して、フローを計測し
ます。

注 –すべてのクラスを計測する必要があるとは限りません。クラスのリストを確認す
るときは、このガイドラインに留意してください。

各クラスのどのフィルタがフロー制御に必要なトラフィックを選択するのかを判断
します。次に、メータリングを必要とするクラスのリストを精緻化します。

複数のフィルタを持つクラスでも 1つのフィルタに対してだけ計測を必要とする場
合もあります。たとえば、あるクラスの着信トラフィックと発信トラフィックに対
してフィルタを定義したとします。しかし、結果的にどちらかの方向のトラ
フィックしかフロー制御を必要としない場合があります。

フロー制御を行うクラスごとにメーターモジュールを選択します。

作成したQoS計画表のメーター欄にモジュール名を追加します。

計測するクラスごとの速度を構成表に追加します。

tokenmtモジュールを使用する場合は、次の速度を bpsで定義する必要があります。

■ 認定速度
■ 最大速度

特定のクラスの計測に十分な場合は、認定速度と認定バーストを tokenmtに定義する
だけでも構いません。

必要に応じて、次の速度も定義できます。

■ 認定バースト
■ 最大バースト

tokenmt速度の詳しい説明については、 905ページの「tokenmtをツーレート
メーターとして構成する」を参照してください。tokenmt(7ipp)のマニュアルページ
でも詳しく説明しています。

tswtclmtモジュールを使用する場合は、次の速度を bpsで定義する必要があります。

■ 認定速度
■ 最大速度

また、ウィンドウサイズをミリ秒単位で定義することもできます。これらの速度
は、906ページの「tswtclmtメータリングモジュール」および twstclmt(7ipp)のマ
ニュアルページで定義されています。

4
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計測するトラフィックのトラフィック適合結果 (outcome)を追加します。
どちらのメータリングモジュールでも、結果は緑、赤、黄の 3つです。定義した速
度に当てはまるトラフィック適合結果をQoS構成表に追加します。メーターの結果
については、904ページの「メーターモジュール」で詳しく説明されています。

認定速度に適合したトラフィックまたは適合しなかったトラフィックに対して取る
べきアクションを決める必要があります。常にではありませんが多くの場合、この
アクションは、ホップ単位の動作でパケットヘッダーをマークすることです。緑レ
ベルのトラフィックに対して取りうるアクションの 1つとして、トラフィックフ
ローが認定速度を超えないかぎり処理を続行することもあります。あるいは、フ
ローが最大速度を超えた場合にそのクラスのパケットをドロップすることもできま
す。

メーターの定義

次の表は、電子メールトラフィックのクラスに対するメーターの記入例を示す例で
す。IPQoSシステムを持つネットワークの総帯域幅は 100 Mbits/秒、つまり毎秒
10000000ビットです。QoSポリシーは、電子メールクラスに低い優先順位を割り当
てます。このクラスには、ベストエフォート型の転送動作も割り当てられます。

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート

email 8 mail_in daddr10.50.50.5

dport imap

direction

LOCAL_IN

email 8 mail_out saddr10.50.50.5

sport imap

direction

LOCAL_OUT

メーター =tokenmt

認定速度 =5000000

認定バースト =5000000

最大速度 =10000000

最大バースト =1000000

緑の優先度 =処理続行

黄の優先度 =黄の PHBを付加

赤の優先度 =ドロップ

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、853ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、855
ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。
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■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、846ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、849ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ 別のフロー制御スキームを定義するには、850ページの「フロー制御を計画する
方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ 転送動作を計画する方法
転送動作によって、ネットワークに転送されるトラフィックフローの優先度とド
ロップ優先順位が決まります。選択できる主な転送動作は 2つあります。 1つはほか
のトラフィッククラスとの関連でクラスのフローに優先順位を付けることで、もう 1
つはフローを完全にドロップすることです。

Diffservモデルでは、マーカーを使用して選択した転送動作をトラフィックフローに
割り当てます。IPQoSには、次のマーカーモジュールが用意されています。
■ dscpmk – IPパケットのDSフィールドにDSCPを付けるために使用する
■ dlcosmk –データグラムのVLANタグにサービスクラス (CoS)値を付けるために使
用する

注 –この節では、IPパケットに限定して説明します。IPQoSシステムにVLANデバイ
スが含まれている場合は、dlcosmkマーカーを使って、データグラムの転送動作を
マークできます。詳細は、909ページの「VLANデバイスでの dlcosmkマーカーの使
用」を参照してください。

IPトラフィックに優先順位を付けるには、各パケットにDSCPを割り当てる必要が
あります。dscpmkマーカーは、パケットのDSフィールドにDSCPのマークを設定し
ます。クラスのDSCPは、転送動作の種類に対応付けられている既知のコードポイン
トのグループから選択します。既知のコードポイントには、EF PHB用の 46 (101110)
やAF PHB用のいくつかのコードポイントがあります。DSCPと転送の概要情報につ
いては、834ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」を参照して
ください。

次の手順の前に、QoSポリシーのクラスとフィルタを定義してあるものとしま
す。トラフィックを制御する場合は、メーターをマーカーと組み合わせて使用しま
すが、転送動作を定義するだけであれば、マーカーを単独で使用できます。

これまでに作成したクラスとそれらに割り当てた優先順位を確認します。
すべてのトラフィッククラスをマークする必要があるとは限りません。

始める前に

1
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もっとも高い優先順位のクラスに EF PHBを割り当てます。
EF PHBは、EF DSCP 46 (101110)を持つパケットが、AF PHBを割り当てたパケットよ
りも先にネットワーク上に送出されることを保証します。このため、もっとも高い
優先順位のトラフィックには EF PHBを使用します。EFについては、908ページ
の「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF) PHB」を参照してください。

トラフィックを計測するクラスに転送動作を割り当てます。

残りのクラスに、すでに割り当てた優先順位に応じたDSコードポイントを割り当て
ます。

ゲームアプリケーション向けQoSポリシー

トラフィックの計測は、一般に次の理由で行います。

■ SLAは、ネットワークの使用率が高いときでも、このクラスのパケットにある程
度のサービスを保証する

■ 低い優先順位のクラスがネットワークをあふれさせる傾向がある

マーカーをメーターと組み合わせて使用すると、これらのクラスに対して差別化
サービスを提供したり帯域幅の管理を行ったりできます。たとえば、次の表はQoS
ポリシーの一部を示しています。このポリシーは、高いトラフィックレベルを生成
する人気のあるゲームアプリケーション向けのクラスを定義します。

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート 転送動作をどうするか

games_app 9 games_in sport 6080 なし なし

games_app 9 games_out dport 6081 メーター =tokenmt

認定速度 =5000000

認定バースト
=5000000

最大速度 =10000000

最大バースト
=15000000

緑の優先度 =処理続
行

黄の優先度 =黄の
PHBを付加

赤の優先度 =ド
ロップ

緑 =AF31

黄 =AF42

赤 =ドロップ

2

3
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これらの転送動作では、認定速度に適合しているか、最大速度を下回っている
games_appトラフィックには、低い優先順位のDSCPを割り当てます。games_appト
ラフィックが最大速度を上回ると、QoSポリシーは games_appのパケットをドロップ
するよう指示します。すべてのAFコードポイントについては、表 37–2を参照して
ください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、
855ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、846ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、849ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ フロー制御スキームを定義するには、850ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作をさらに定義
するには、853ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ フローアカウンティングを計画する方法
IPQoS flowacctモジュールを使用して、請求またはネットワーク管理のためにトラ
フィックフローを追跡します。次の手順に従って、QoSポリシーにフローアカウン
ティングを含める必要があるかどうか判断してください。

顧客に SLAを提示していますか

提示している場合は、フローアカウンティングを使用する必要があります。ま
ず、SLAを確認して、企業が顧客に使用料を請求するネットワークトラフィックの
種類を調べます。次に、QoSポリシーを確認して、課金の対象となるトラフィック
が含まれるクラスを調べます。

ネットワークの問題を防ぐために監視またはテストを必要とするアプリケーション
はありますか

ある場合は、フローアカウンティングを使ってそれらのアプリケーションの動作を
監視することを検討します。QoSポリシーを確認して、監視を必要とするトラ
フィックに割り当てたクラスを調べます。

QoS計画表で、フローアカウンティングを必要とする各クラスのフローアカウン
ティング欄にYと記入します。

参照
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■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、846ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、849ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ フロー制御スキームを定義するには、850ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、853ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックの追加フローのアカウンティングを計画するには、
855ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

IPQoSの構成例の紹介
このマニュアルの残りの章で説明する作業では、この節で紹介する IPQoSの構成例
を使用します。この例は、架空のサービスプロバイダである BigISPの公共イントラ
ネットでの差別化サービスソリューションを示しています。BigISPは、専用回線に
よって BigISPにアクセスする大企業向けにサービスを提供しています。モデムによ
るダイアルインを行う個人顧客も BigISPからサービスを購入しています。

IPQoSトポロジ
次の図は、BigISPの公共イントラネットで使用するネットワークトポロジを示して
います。

参照
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BigISPは、公共イントラネットにこれらの 4つの層を実装しています。

■ 第 0層 –ネットワーク 10.10.0.0には、Bigrouterという大規模なDiffserv
ルーターがあり、外部インタフェースと内部インタフェースの両方を備えていま
す。Goldco社という大企業をはじめとする数社の企業が Bigrouterで終端する専
用回線サービスを借りています。第 0層では、電話回線または ISDNを介して接
続する個人客も管理しています。

図 33–4 IPQoSのトポロジの例
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■ 第 1層 –ネットワーク 10.11.0.0では、Webサービスを提供しています。Goldweb

サーバーは、Goldco社が BigISPから購入したプレミアムサービスの一部である
Webサイトのホストとして動作します。Userwebサーバーは、個人客が購入した
小規模のWebサイトのホストして動作します。Goldwebと Userwebのどちらの
サーバーも IPQoSに対応しています。

■ 第 2層 –ネットワーク 10.12.0.0では、すべての顧客が使用するアプリ
ケーションを提供します。アプリケーションサーバーの 1つである BigAPPSは
IPQoS対応サーバーです。BigAPPSは、SMTP、ニュース、および FTPサービスを
提供します。

■ 第 3層 –ネットワーク 10.13.0.0には、大規模データベースサーバーがいくつか
格納されています。第 3層へのアクセスは datarouterというDiffservルーターに
よって制御されます。

IPQoSの構成例の紹介
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IPQoS構成ファイルの作成 (手順)

この章では、IPQoS構成ファイルの作成方法について説明します。この章では、次
の内容について説明します。

■ 859ページの「IPQoS構成ファイル内でのQoSポリシーの定義 (作業マップ)」
■ 861ページの「QoSポリシー作成用のツール」
■ 862ページの「Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
■ 875ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
■ 885ページの「ルーター上での差別化サービスの提供」

この章の説明は、完全なQoSポリシーを定義していること、このポリシーを IPQoS
構成ファイルのベースとしてすぐに使用できることを前提としています。QoSポリ
シーを計画するには、843ページの「サービス品質ポリシーの計画」を参照してくだ
さい。

IPQoS構成ファイル内でのQoSポリシーの定義 (作業
マップ)

この作業マップでは、IPQoS構成ファイルを作成するための一般的な作業の一覧
と、各作業の実行手順を説明した節へのリンクを示します。

作業 説明 説明

1. IPQoS対応のネットワーク構
成を計画する

ローカルネットワーク上でどの
システムを IPQoS対応にするか
を決定する

845ページの「IPQoS用の
ネットワークを準備する方法」

2.ネットワーク上の IPQoSシス
テム用QoSポリシーを計画す
る

トラフィックフローを区別でき
るサービスクラスとして識別す
る。次に、トラフィック管理が
必要なフローを決定する

843ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

34第 3 4 章

859



作業 説明 説明

3. IPQoS構成ファイルを作成
し、その最初のアクションを定
義する

IPQoSファイルを作成し、IPク
ラシファイアを呼び出し、処理
を実行させるクラスを定義する

864ページの「IPQoS構成
ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方
法」

4.クラス用のフィルタを作成す
る

トラフィックの選択とクラス分
けとを規定するフィルタを追加
する

866ページの「IPQoS構成
ファイル内でフィルタを定義す
る方法」

5. IPQoS構成ファイルにクラス
およびフィルタをさらに追加す
る

IPクラシファイアに処理させ
るクラスおよびフィルタをさら
に作成する

872ページの「ベストエ
フォートWebサーバー用の
IPQoS構成ファイルを作成する
方法」

6.メータリングモジュールを構
成するパラメータを含む action

文を追加する

QoSポリシーがフロー制御を必
要とする場合、フロー制御速度
および適合レベルをメーターに
割り当てる

881ページの「IPQoS構成
ファイル内でフロー制御を構成
する方法」

7.マーカーを構成するパラ
メータを含む action文を追加
する

QoSポリシーが差別化転送動作
を必要とする場合、トラ
フィッククラスの転送方法を定
義する

867ページの「IPQoS構成
ファイル内でトラフィック転送
を定義する方法」

8.フローアカウンティングモ
ジュールを構成するパラメータ
を含む action文を追加する

QoSポリシーがトラフィックフ
ローに関する統計の取得を必要
とする場合、これらのアカウン
ティング統計の収集方法を定義
する

870ページの「IPQoS構成
ファイル内でクラスのアカウン
ティングを有効にする方法」

9. IPQoS構成ファイルを適用す
る

作成した IPQoS構成ファイルの
内容を、適切なカーネルモ
ジュールに追加する

888ページの「新規構成を
IPQoSカーネルモジュールへ適
用する方法」

10.転送動作をルーターファイ
ル内で構成する

ネットワーク上のいずれかの
IPQoS構成ファイルで転送動作
が定義されている場合、結果と
して得られるDSCP
を、ルーターの適切なスケ
ジューリングファイルに追加す
る

885ページの「IPQoS対応
ネットワーク上でルーターを構
成する方法」
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QoSポリシー作成用のツール
ネットワーク用のQoSポリシーは、IPQoS構成ファイル内に格納します。テキスト
エディタでこの構成ファイルを作成します。次に、作成したファイルを IPQoS構成
ユーティリティー ipqosconfの引数とします。ipqosconfに対し、構成ファイル内で
定義されたポリシーの適用を指示すると、ポリシーがカーネル IPQoSシステムに書
き込まれます。ipqosconfコマンドの詳細については、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照してください。ipqosconfの使用方法については、888ページの「新規
構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

基本 IPQoS構成ファイル
IPQoS構成ファイルは、Planning the Quality-of-Service Policyで定義した QoSポ
リシーを実行する 843ページの「サービス品質ポリシーの計画」文のツリーで構成
されています。IPQoS構成ファイルは、IPQoSモジュールの構成を行います。各アク
ション文には、アクション文の中で呼び出されるモジュールが処理する「クラ
ス」、「フィルタ」、または「パラメータ」のセットが含まれます。

IPQoS構成ファイルの完全な構文については、例 37–3および ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

IPQoSトポロジ例の構成
この章では、3つの IPQoS対応システム用の IPQoS構成ファイルを作成する方法を示
します。これらのシステムは、図 33–4で紹介した BigISP社のネットワークトポロジ
の一部です。

■ Goldweb –プレミアムレベル SLAを購入した顧客用Webサイトのホストとして機
能するWebサーバー

■ Userweb –ベストエフォート SLAを購入したホームユーザー向けの個人用Webサ
イトのホストとして機能する、やや能力の劣るWebサーバー

■ BigAPPS –ゴールドレベルとベストエフォートの両方の顧客に、メール、ネット
ワークニュース、および FTPを提供するアプリケーションサーバー

3つの構成ファイルを通して、最も一般的な IPQoS構成を示します。IPQoSを実装す
るために、次の節のサンプルファイルをテンプレートとして使用することもできま
す。

QoSポリシー作成用のツール
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Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
この節では、まず、プレミアムWebサーバー用の構成を通して、IPQoS構成ファイ
ルを紹介します。次に、個人用Webサイトのホストとして機能するサーバー用の構
成ファイルで、まったく異なるサービスレベルを構成する方法を示します。両方の
サーバーは、図 33–4のネットワーク例の一部です。

次の構成ファイルは、Goldwebサーバーの IPQoSアクティビティーを定義します。こ
のサーバーは、プレミアム SLAを購入したGoldco社のWebサイトのホストです。

例 34–1 プレミアムWebサーバー用 IPQoS構成ファイルの例

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name goldweb

next_action markAF11

enable_stats FALSE

}

class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class goldweb

}

filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

}

action {

module dscpmk

name markAF11

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:10}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markEF

params {

Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
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例 34–1 プレミアムWebサーバー用 IPQoS構成ファイルの例 (続き)

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

action {

module flowacct

name acct

params {

enable_stats TRUE

timer 10000

timeout 10000

max_limit 2048

}

}

次の構成ファイルは、Userwebの IPQoSアクティビティーを定義します。この
サーバーは、低価格または「ベストエフォート型」の SLAを購入した個人のWebサ
イトのホストです。このサービスレベルでは、IPQoSシステムがより高額の SLAを
利用する顧客からのトラフィックを処理したあとに、できるかぎり最良のサービス
をベストエフォートの顧客に保証します。

例 34–2 ベストエフォートWebサーバー用の構成例

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name Userweb

next_action markAF12

enable_stats FALSE

}

filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class Userweb

}

}

action {

module dscpmk

name markAF12

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:12}

next_action continue

}

}
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▼ IPQoS構成ファイルを作成し、トラフィッククラ
スを定義する方法
最初の IPQoS構成ファイルは、メンテナンスしやすい任意のディレクトリに作成で
きます。この章では、IPQoS構成ファイルの位置としてディレクトリ /var/ipqosを
使用します。次の手順では、例 34–1の IPQoS構成ファイルの最初のセグメントを構
築します。

注 – IPQoS構成ファイルを作成する際、各 action文および句を必ず中括弧 ({ })で囲ん
でください。中括弧の使用例については、例 34–1を参照してください。

プレミアムWebサーバーにログインし、新規 IPQoS構成ファイルを拡張子 .qosを付
けて作成します。

すべての IPQoS構成ファイルで、最初の非コメント行にバージョン番号 fmt_version

1.0を記述する必要があります。

冒頭のパラメータに続き、初期 action文を記述して汎用の IPクラシファイア ipgpc

を構成します。

IPQoS構成ファイルを成す action文のツリーは、この初期アクションから始まりま
す。たとえば、/var/ipqos/Goldweb.qos ファイルは、 ipgpc クラシファイアを呼び
出す初期 action文で始まります。

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

fmt_version 1.0 IPQoS構成ファイルを開始する

action { action文を開始する

module ipgpc 構成ファイル内の最初のアクションとして ipgpcクラシ
ファイアを構成する

name ipgpc.classify クラシファイアの action文の名前を定義する。名前は常に
ipgpc.classifyでなければならない

action文の詳しい構文については、915ページの「action文」および ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照してください。

統計パラメータ global_statsを含む params句を追加します。
params {

global_stats TRUE

}

1

2

3
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ipgpc.classify文のパラメータ global_stats TRUEは、そのアクションに関する統計
の収集を可能にします。また、global_stats TRUEを使用し、かつクラス句定義に
enable_stats TRUEを指定すれば、そのクラスの統計の収集が可能になります。

統計の取得を有効にすると、パフォーマンスが影響を受けます。新規 IPQoS構成
ファイルを作成したときには、IPQoSが適正に動作するか検証するために、統計収
集を有効にしてもかまいません。あとで global_statsの引数を FALSEに変更すれ
ば、統計取得を無効にできます。

グローバル統計は、params句で定義可能なパラメータの 1種類に過ぎません。params

句の構文などについては、917ページの「params句」および ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

プレミアムサーバーに向かうトラフィックを特定するクラスを定義します。
class {

name goldweb

next_action markAF11

enable_stats FALSE

}

この文は、「class句」と呼ばれます。class句には次の内容が含まれます。

name goldweb goldwebクラスを作成して、Goldwebサーバーに向かうトラ
フィックを特定する

next_action markAF11 ipgpcモジュールに対し、goldwebクラスのパケットをアク
ション文 markAF11に渡すよう指示する。アクション文
markAF11は、 dscpmkマーカーを呼び出す

enable_stats FALSE goldwebクラスの統計取得を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの統
計取得は有効にはならない

class句の構文の詳細については、916ページの「class句」と ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

もっとも高い優先順位の転送を必要とするアプリケーションを特定するクラスを定
義します。
class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

name video videoクラスを作成して、Goldwebサーバーから発信されるス
トリーミングビデオのトラフィックを特定する

next_action markEF ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した video

クラスのパケットを、markEF文に渡すよう指示する。markEF

文は、dscpmkマーカーを呼び出す

4
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enable_stats FALSE videoクラスの統計収集を可能にする。ただし、enable_stats

の値が FALSEであるため、このクラスの統計収集は有効には
ならない

■ 作成したばかりのクラスにフィルタを定義するには、866ページの「IPQoS構成
ファイル内でフィルタを定義する方法」を参照してください。

■ 構成ファイルに対して別の class句を作成するには、864ページの「IPQoS構成
ファイルを作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でフィルタを定義する方法
次の手順では、IPQoS構成ファイル内でクラスのフィルタを定義します。

次の手順の前に、構成ファイルの作成を開始しており、クラスを定義してあるもの
とします。この手順は、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラフィック
クラスを定義する方法」で作成された /var/ipqos/Goldweb.qosファイルを引き続き
構築します。

注 – IPQoS構成ファイルを作成する際、各 class句および filter句を必ず中括弧 ({ })
で囲んでください。中括弧の使用例については、例 34–1を参照してください。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義したクラスの末尾を探します。
たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qosで
は、次の class句のあとから作業を始めます。
class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

filter句を定義し、IPQoSシステムからの出力トラフィックを選択します。
filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class goldweb

}

name webout フィルタに weboutという名前を付ける

sport 80 ソースポート 80のトラフィックを選択する。これは、既知
のHTTP (Web)トラフィック用ポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

参照

始める前に
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class goldweb フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは goldweb

クラス)を特定する

IPQoS構成ファイル内の filter句の構文などについては、917ページの「filter

句」を参照してください。

IPQoSシステムのストリーミングビデオトラフィックを選択する filter句を定義し
ます。

filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

name videoout フィルタに videooutという名前を付ける

sport videosrv ソースポート videosrvのトラフィックを選択する。これ
は、以前にこのシステムのストリーミングビデオアプリ
ケーション用に定義したポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

class video フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは videoク
ラス)を特定する

■ マーカーモジュールの転送動作を定義するには、867ページの「IPQoS構成ファイ
ル内でトラフィック転送を定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールのフロー制御パラメータを定義するには、881ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ さらにフィルタを定義するには、866ページの「IPQoS構成ファイル内でフィル
タを定義する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、877
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でトラフィック転送を定義
する方法
次の手順では、IPQoS構成ファイルにクラスのホップ単位の動作を追加して、トラ
フィック転送を定義します。

3

参照
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次の手順の前に、既存の IPQoS構成ファイルにクラスおよびフィルタを定義してあ
るものとします。この手順では、Example 34–1の例 34–1ファイルを引き続き構築し
ます。

注 –次の手順では、dscpmkマーカーモジュールを使用してトラフィック転送を構成す
る方法を示します。dlclosmkマーカーを使用したVLANシステムのトラフィック転
送については、909ページの「VLANデバイスでの dlcosmkマーカーの使用」を参照
してください。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義したフィルタの末尾を探します。
たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qosで
は、次の filter句のあとから作業を始めます。
filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

}

この filter句は、ipgpcクラシファイアの action文の最後に位置します。このた
め、フィルタを終了させる閉じ括弧のあとに、action文を終了させる閉じ括弧が必
要です。

次の action文でマーカーを呼び出します。
action {

module dscpmk

name markAF11

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF11 action文に markAF11という名前を付ける

以前に定義した goldwebクラスには next_action markAF11という文が含まれていま
す。この文は、クラシファイアによる処理が完了したトラフィックフローを、アク
ション文 markAF11に送信します。

トラックフローに対してマーカーが取るアクションを定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:10}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF11の統計収集を可能にする。ただ
し、global_statsの値が FALSEであるため、統計は収集され
ない

始める前に
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dscp_map{0–63:10} DSCP 10を、マーカーにより処理中の goldwebクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue userwebクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要が
ないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

DSCP 10は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 10
(バイナリ値 001010)に設定するよう指示します。このコードポイントは、goldwebト
ラフィッククラスのパケットがAF11ホップ単位動作 (PHB)に従うことを示しま
す。AF11は、DSCP 10を持つすべてのパケットが、低ドロップ、および高い優先順
位のサービスを受けることを保証します。このため、Goldweb上のプレミアム顧客用
の発信トラフィックには、AF (相対的優先転送) PHBで指定可能なもっとも高い優先
順位が与えられます。AFに設定可能なDSCPの表については、表 37–2を参照してく
ださい。

別のマーカー action文を開始します。
action {

module dscpmk

name markEF

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markEF action文に markEFという名前を付ける

トラフィックフローに対してマーカーが取るアクションを定義します。
params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

global_stats TRUE videoクラスの統計収集を有効にする。このクラスはスト
リーミングビデオのパケットを選択する

dscp_map{0–63:46} DSCP 46を、マーカーにより処理中の videoクラスのパケット
ヘッダーに割り当てる

next_action acct dscpmkモジュールに対し、dscpmkによる処理が完了した video

クラスのパケットを、acct文 actionに渡すよう指示する。
action文 acctは flowacctモジュールを呼び出す

DSCP 46は、dscpmkモジュールに対し、dscpマップのすべてのエントリをDS
フィールドの 10進数の 46 (バイナリ 101110)に設定するよう指示します。このコード
ポイントは、videoトラフィッククラスのパケットが完全優先転送ホップ単位動作
(PHB)に従うことを示します。

4
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注 – EFのコードポイントは 46 (バイナリ値 101110)にすることをお勧めします。その
他のDSCPは、AF PHBをパケットに割り当てるときに使用します。

EF PHBは、DSCP 46を持つパケットが IPQoSおよびDiffserv対応システムにより
もっとも高い優先度を与えられることを保証します。ストリーミングアプリ
ケーションは、もっとも高い優先順位のサービスを必要とします。これが、QoSポ
リシーでこれらのアプリケーションに EF PHBを割り当てる理由です。PHBの完全優
先転送の詳細については、908ページの「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF)
PHB」を参照してください。

作成したばかりのDSCPをDiffservルーターの適切なファイルに追加します。
詳細については、885ページの「IPQoS対応ネットワーク上でルーターを構成する方
法」を参照してください。

■ トラフィックフローのフローアカウンティング統計の収集を開始するには、870
ページの「IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティングを有効にする方
法」を参照してください。

■ マーカーモジュールの転送動作を定義するには、867ページの「IPQoS構成
ファイル内でトラフィック転送を定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールのフロー制御パラメータを定義するには、881ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ さらにフィルタを定義するには、866ページの「IPQoS構成ファイル内でフィル
タを定義する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、877
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティン
グを有効にする方法
次の手順では、IPQoS構成ファイル内でトラフィッククラスのアカウンティングを
有効にします。この手順では、How to Create the IPQoS Configuration File and

Define Traffic Classesで紹介した 864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」クラスのフローアカウンティングを定義しま
す。このクラスは、プレミアム SLAの一部として課金されるストリーミングビデオ
のトラフィックを選択します。
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次の手順の前に、既存の IPQoS構成ファイルにクラス、フィルタ、メーターのアク
ション (必要な場合だけ)、およびマーカーのアクション (必要な場合だけ)を定義し
てあるものとします。この手順では、Example 34–1の例 34–1ファイルを引き続き構
築します。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義した action文の末尾を探します。

たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qos.で
は、次の action文 markEFのあとから作業を始めます。
action {

module dscpmk

name markEF

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

フローアカウンティングを呼び出す action文を開始します。
action {

module flowacct

name acct

module flowacct flowacctフローアカウンティングモジュールを呼び出す

name acct action文に acctという名前を付ける

トラフィッククラスに関するアカウンティングを制御する params句を定義します。
params {

global_stats TRUE

timer 10000

timeout 10000

max_limit 2048

next_action continue

}

}

global_stats TRUE videoクラスの統計収集を有効にする。このクラスはスト
リーミングビデオのパケットを選択する

timer 10000 フローテーブル内で、タイムアウトしたフローが走査され
る間隔を、ミリ秒単位で指定する。このパラメータで
は、間隔は 10000ミリ秒

timeout 10000 最小の間隔タイムアウト値を指定する。フローのパケット
がタイムアウト値で指定された時間検出されないと、フ
ローは「タイムアウト」する。このパラメータでは、パ
ケットは 10000ミリ秒後にタイムアウトする

始める前に
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max_limit 2048 このアクションインスタンスのフローテーブル内でアク
ティブなフローレコードの最大数を設定する

next_action continue videoクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要が
ないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

flowacctモジュールは、指定されたタイムアウト値に達するまで、特定のクラスの
パケットフローに関する統計情報を収集します。

■ ルーターでホップ単位の動作を設定するには、885ページの「IPQoS対応ネット
ワーク上でルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、877
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ ベストエフォートWebサーバー用の IPQoS構成
ファイルを作成する方法
ベストエフォートWebサーバー用の IPQoS構成ファイルは、プレミアムWeb
サーバー用の IPQoS構成ファイルとは少し違います。この手順では、例として
例 34–2の構成ファイルを使用します。

ベストエフォートWebサーバーにログインします。

新規 IPQoS構成ファイルを拡張子 .qosを付けて作成します。
fmt_vesion 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

/var/ipqos/userweb.qosファイルは、ipgpcクラシファイアを呼び出す部分 action文
から始める必要があります。この action文には、統計収集を有効にする params句も
含めています。この action文については、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

参照
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ベストエフォートWebサーバーに向かうトラフィックを特定するクラスを定義しま
す。
class {

name userweb

next_action markAF12

enable_stats FALSE

}

name userweb userwebクラスを作成して、ユーザーからUserweb
サーバーに向かうトラフィックを特定する

next_action markAF1 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した
userwebクラスのパケットを、action文 markAF12に渡すよう
指示する。action文 markAF12は、dscpmkマーカーを呼び出
す

enable_stats FALSE userwebクラスの統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの統
計は収集されない

class句の処理については、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

userwebクラスのトラフィックフローを選択する filter句を定義します。
filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class userweb

}

}

name webout フィルタに weboutという名前を付ける

sport 80 ソースポート 80のトラフィックを選択する。これは、既知
のHTTP (Web)トラフィック用ポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

class userweb フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは userweb

クラス)を特定する

filter句の処理については、866ページの「IPQoS構成ファイル内でフィルタを定義
する方法」を参照してください。

dscpmkマーカーを呼び出す action文を開始します。
action {

module dscpmk

name markAF12

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す
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name markAF12 action文に markAF12という名前を付ける

以前に定義した userwebクラスには next_action markAF12という文が含まれていま
す。この文は、クラシファイアによる処理が完了したトラフィックフローを、
action文 markAF12に送信します。

トラフィックフローの処理に使用する、マーカーのパラメータを定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:12}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF12の統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、統計は収集さ
れない

dscp_map{0–63:12} DSCP 12を、マーカーにより処理中の userwebクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue userwebクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要
がないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

DSCP 12は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 12
(バイナリ値 001100)に設定するよう指示します。このコードポイントは、userwebト
ラフィッククラスのパケットがAF12ホップ単位動作 (PHB)に従うことを示しま
す。AF12は、DSフィールド内にDSCP 12を持つすべてのパケットが、中程度のド
ロップ、および高い優先順位のサービスを受けることを保証します。

IPQoS構成ファイルを完成したら、構成を適用します。

■ アプリケーションからのトラフィックフローに対して、クラスやほかの構成を追
加するには、877ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを
作成する方法」を参照してください。

■ ルーターでホップ単位の動作を設定するには、885ページの「IPQoS対応ネット
ワーク上でルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。
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アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
この節では、顧客に主要アプリケーションを提供するアプリケーションサーバー用
の、構成ファイルを作成する方法について説明します。この手順では、例として
図 33–4の BigAPPSサーバーを使用します。

次の構成ファイルは、BigAPPSサーバーの IPQoSアクティビティーを定義します。こ
のサーバーは、顧客向けの FTP、電子メール (SMTP)、およびネットワークニュース
(NNTP)のホストです。

例 34–3 アプリケーションサーバー用サンプル IPQoS構成ファイル

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name smtp

enable_stats FALSE

next_action markAF13

}

class {

name news

next_action markAF21

}

class {

name ftp

next_action meterftp

}

filter {

name smtpout

sport smtp

class smtp

}

filter {

name newsout

sport nntp

class news

}

filter {

name ftpout

sport ftp

class ftp

}

filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

action {
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例 34–3 アプリケーションサーバー用サンプル IPQoS構成ファイル (続き)

module dscpmk

name markAF13

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:14}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

action {

module tokenmt

name meterftp

params {

committed_rate 50000000

committed_burst 50000000

red_action_name AF31

green_action_name markAF22

global_stats TRUE

}

}

action {

module dscpmk

name markAF31

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:26}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markAF22

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:20}

next_action continue

}

}
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▼ アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイル
を作成する方法

IPQoS対応アプリケーションサーバーにログインし、新規 IPQoS構成ファイルを拡張
子 .qosを付けて作成します。

たとえば、アプリケーションサーバー用に /var/ipqos/BigAPPS.qosファイルを作成
します。action文の最初に、ipgpcクラシファイアを呼び出す次の記述を配置しま
す。これらは必ず記述する必要があります。
fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

冒頭の action文については、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

BigAPPSサーバー上の 3つのアプリケーションからのトラフィックをそれぞれ選択す
るクラスを作成します。

冒頭の action文のあとに、クラス定義を追加します。
class {

name smtp

enable_stats FALSE

next_action markAF13

}

class {

name news

next_action markAF21

}

class {

name ftp

enable_stats TRUE

next_action meterftp

}

name smtp smtpという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、SMTPアプリケーションが扱う電子メールのトラ
フィックフローが含まれる

enable_stats FALSE smtpクラスの統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの
統計は取得されない

next_action markAF13 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した smtp

クラスのパケットを、action文 markAF13に渡すよう指示す
る
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name news newsという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、NNTPアプリケーションが扱うネットワークニュース
のトラフィックフローが含まれる

next_action markAF21 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した news

クラスのパケットを、アクション文 markAF21に渡すよう指
示する

name ftp ftpという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、FTPアプリケーションが扱う発信トラフィックが含ま
れる

enable_stats TRUE ftpクラスの統計収集を可能にする

next_action meterftp ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した ftp

クラスのパケットを、action文 meterftpに渡すよう指示す
る

クラスの定義の詳細については、864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

手順 2で定義したクラスのトラフィックを選択する filter句を定義します。
filter {

name smtpout

sport smtp

class smtp

}

filter {

name newsout

sport nntp

class news

}

filter {

name ftpout

sport ftp

class ftp

}

filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

name smtpout フィルタに smtpoutという名前を付ける

sport smtp ソースポート 25のトラフィックを選択する。これは、既知の
sendmail (SMTP)アプリケーション用ポート

class smtp フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは smtpクラス)を
特定する

name newsout フィルタに newsoutという名前を付ける
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sport nntp ソースポート名 nntpのトラフィックを選択する。これは、既知の
ネットワークニュース (NNTP)アプリケーション用ポート

class news フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは newsクラス)を
特定する

name ftpout フィルタに ftpoutという名前を付ける

sport ftp ソースポート 21の制御データを選択する。これは、既知の FTP
トラフィック用ポート番号

name ftpdata フィルタに ftpdataという名前を付ける

sport ftp-data ソースポート 20のトラフィックを選択する。これは、既知の FTP
データトラフィック用ポート番号

class ftp ftpoutおよび ftpdataフィルタが所属するクラス (このインスタン
スでは ftp)を特定する

■ フィルタを定義するには、866ページの「IPQoS構成ファイル内でフィルタを定
義する方法」を参照してください。

■ アプリケーショントラフィックの転送動作を定義するには、879ページの「IPQoS
構成ファイル内でアプリケーショントラフィックの転送を構成する方法」を参照
してください。

■ メータリングモジュールを使用してフロー制御を設定するには、881ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを設定するには、870ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でアプリケーショントラ
フィックの転送を構成する方法
次の手順では、アプリケーショントラフィックの転送を設定します。次の手順で
は、アプリケーショントラフィッククラスのホップ単位動作を定義します。これら
のクラスは、ネットワーク上のほかのトラフィックよりも優先度を低くする場合が
あります。この手順では、例 34–3の /var/ipqos/BigAPPS.qosファイルを引き続き構
築します。

この手順では、マークしたアプリケーションに対してクラスとフィルタをすでに定
義した既存の IPQoS構成ファイルがあることを前提にしています。

参照
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アプリケーションサーバー用に作成した IPQoS構成ファイルを開き、最後の filter

句の末尾を検索します。

/var/ipqos/BigAPPS.qosファイルでは、最後のフィルタは次のとおりです。
filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

次の方法でマーカーを呼び出します。
action {

module dscpmk

name markAF13

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF13 action文に markAF13という名前を付ける

電子メールのトラフィックフローにマークされるホップ単位動作を定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:14}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF13の統計収集を可能にする。ただ
し、global_statsの値が FALSEであるため、統計は収集さ
れない

dscp_map{0–63:14} DSCP 14を、マーカーにより処理中の smtpクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue smtpクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要がな
いことを示す。よって、これらのパケットはネットワーク
ストリームに戻すことができる

DSCP 14は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 14
(バイナリ値 001110)に設定するよう指示します。DSCP 14は、AF13のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 14で smtpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF13は、DSCP 14を持つすべてのパケットに高いドロップ優先度を割り当てます
が、それと同時にClass 1の優先順位も保証するため、ルーターは電子メールの発信
トラフィックに対し、キューの中で高い優先順位を与えます。設定可能なAFコード
ポイントの表については、表 37–2を参照してください。
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マーカー action文を追加して、ネットワークニュースのトラフィック用のホップ単
位動作を定義します。
action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

name markAF21 action文に markAF21という名前を付ける

dscp_map{0–63:18} DSCP 18を、マーカーにより処理中の nntpクラスのパケット
ヘッダーに割り当てる

DSCP 18は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 18
(バイナリ値 010010)に設定するよう指示します。DSCP 18は、AF21のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 18で newsトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF21はDSCP 18を持つすべてのパケットに低いドロップ優先度を保証しますが、優
先順位はClass 2にとどまります。よって、ネットワークニューストラフィックが振
り落とされる可能性は低くなります。

■ Webサーバーの構成情報を追加するには、864ページの「IPQoS構成ファイルを
作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールを使用してフロー制御を設定するには、881ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを設定するには、870ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

■ ルーターで転送動作を設定するには、885ページの「IPQoS対応ネットワーク上で
ルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方
法
ネットワークに送出される特定のトラフィックフローの速度を制御するに
は、メーターのパラメータを定義しなければなりません。IPQoS構成ファイル内
で、2つのメーター tokenmtと tswtclmtとのどちらかを使用できます。
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次の手順では、例 34–3のアプリケーションサーバーの IPQoS構成ファイルを引き続
き構築します。次の手順では、メーターを構成するだけではなく、メーター action

文の内部で呼び出される 2つのマーカーアクションも構成します。

この手順の前に、フローを制御するアプリケーション用のクラスおよびフィルタを
定義してあるものとします。

アプリケーションサーバー用に作成した IPQoS構成ファイルを開きます。
/var/ipqos/BigAPPS.qosファイルで、次のマーカーアクションのあとから作業を開始
します。
action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

ftpクラスのトラフィックをフロー制御するメーター action文を作成します。
action {

module tokenmt

name meterftp

module tokenmt tokenmtメーターを呼び出す

name meterftp action文に meterftpという名前を付ける

メーターの速度を設定するパラメータを追加します。
params {

committed_rate 50000000

committed_burst 50000000

committed_rate 50000000 ftpクラスのトラフィックに 50,000,000 bpsの転送速度
を割り当てる

committed_burst 50000000 ftpクラスのトラフィックに 50,000,000ビットのバース
トサイズを割り当てる

tokenmtパラメータについては、905ページの「tokenmtをツーレートメーターとして
構成する」を参照してください。

次のようにパラメータを追加して、トラフィック適合優先順位を設定します。
red_action markAF31

green_action_name markAF22

global_stats TRUE

始める前に
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}

}

red_action_name markAF31 ftpクラスのトラフィックフローが認定速度を超過
した場合、パケットは、markAF31マーカー action文
に送信されることを示す

green_action_name markAF22 ftpクラスのトラフィックフローが認定速度に適合
する場合、パケットがアクション文 markAF22に送ら
れることを示す

global_stats TRUE ftpクラスのメータリング統計取得を有効にする

トラフィックの適合性については、904ページの「メーターモジュール」を参照して
ください。

ホップ単位動作を ftpクラスの不適合トラフィックフローに割り当てるマーカー
action文を追加します。
action {

module dscpmk

name markAF31

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:26}

next_action continue

}

}

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF31 action文に markAF31という名前を付ける

global_stats TRUE ftpクラスの統計取得を有効にする

dscp_map{0–63:26} ftpクラスのトラフィックが認定速度を超過した場合は常
に、DSCP 26を ftpクラスのパケットヘッダーに割り当てる

next_action continue ftpクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要がな
いことを示す。よって、これらのパケットはネットワーク
ストリームに戻すことができる

DSCP 26は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 26
(バイナリ値 011010)に設定するよう指示します。DSCP 26は、AF31のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 26で ftpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF31はDSCP 26を持つすべてのパケットに低いドロップ優先度を保証しますが、優
先順位はClass 2にとどまります。このため、速度不適合の FTPトラフィックがド
ロップされる可能性は低くなりますが、設定可能なAFコードポイントの表について
は、表 37–2を参照してください。
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認定速度に適合する ftpトラフィックフローにホップ単位動作を割り当てるマーカー
action文を追加します。
action {

module dscpmk

name markAF22

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:20}

next_action continue

}

}

name markAF22 markerアクションに markAF22という名前を付ける

dscp_map{0–63:20} ftpクラスのトラフィックが認定速度に適合する場合は常
に、DSCP 20をパケットヘッダーに割り当てる

DSCP 20は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 20
(バイナリ値 010100)に設定するよう指示します。DSCP 20は、AF22のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 20で ftpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF22は、DSCP 20を持つすべてのパケットに中程度のドロップ優先度とClass 2の優
先順位を保証します。このため、速度適合の FTPトラフィックは、IPQoSシステム
から同時に送出されるフロー内で中程度のドロップ優先度を保証されます。ただ
し、ルーターは、Class 1で中程度のドロップ優先度以上を持つトラフィッククラス
の転送を優先します。設定可能なAFコードポイントの表については、表 37–2を参
照してください。

アプリケーションサーバー用に作成したDSCPを、Diffservルーターの適切なファイル
に追加します。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、888ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ Webサーバーの構成情報を追加するには、864ページの「IPQoS構成ファイルを
作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを設定するには、870ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

■ ルーターで転送動作を設定するには、885ページの「IPQoS対応ネットワーク上で
ルーターを構成する方法」を参照してください。
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ルーター上での差別化サービスの提供
差別化サービスを提供するには、840ページの「diffservネットワークのハードウェア
計画」の説明に従って、ネットワークトポロジにDiffserv対応ルーターを含める必要
があります。ルーター上でDiffservを構成し、ルーターのファイルを更新する実際の
手順は、このマニュアルの扱う範囲ではありません。

この節では、ネットワーク上のさまざまな IPQoS対応システムおよびDiffserv
ルーター間で、転送情報を調整する一般的な手順を説明します。

▼ IPQoS対応ネットワーク上でルーターを構成する
方法
次の手順では、例として図 33–4のトポロジを使用します。

次の手順の前に、この章のこれまでの作業を実行することにより、ネットワーク上
で IPQoSシステムを構成してあるものとします。

ネットワーク上のすべての IPQoS対応システムの構成ファイルを確認します。

さまざまなQoSポリシーで使用される各コードポイントを特定します。
コードポイント、およびコードポイントを適用するシステムとクラスの表を作成し
ます。次の表から、同じコードポイントを使用した領域を知ることができます。同
じコードポイントを使用したままでもかまいませんが、同じマークが付けられたク
ラス間の優先度を決めるには、IPQoS構成ファイル内に precedenceセレクタなどほ
かの条件を指定する必要があります。

たとえば、この章の手順で使用するネットワーク例の場合、次のコードポイント表
を作成できます。

システム クラス PHB DSコードポイント

Goldweb video EF 46 (101110)

Goldweb goldweb AF11 10 (001010)

Userweb webout AF12 12 ( 001100)

BigAPPS smtp AF13 14 ( 001110)

BigAPPS news AF18 18 ( 010010)

BigAPPS ftp適合トラフィック AF22 20 ( 010100)

始める前に
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システム クラス PHB DSコードポイント

BigAPPS ftp不適合トラ
フィック

AF31 26 ( 011010)

ネットワークの IPQoS構成ファイルから得たコードポイントを、Diffservルーターの
適切なファイルに追加します。

これらのコードポイントは、ルーターのDiffservスケジューリング機構の設定に役立
ちます。詳しくは、ルーターの製造元の文書およびWebサイトを参照してくださ
い。

3

ルーター上での差別化サービスの提供

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月886



IPQoSの起動と保守(手順)

この章では、IPQoS構成ファイルを有効化する方法および IPQoS関連のイベントを
記録する方法について説明します。次の項目について説明します。

■ 887ページの「IPQoSの管理 (作業マップ)」
■ 888ページの「IPQoS構成の適用」
■ 889ページの「IPQoSメッセージの syslogによるログ記録の有効化」
■ 891ページの「IPQoSのエラーメッセージの障害追跡」

IPQoSの管理 (作業マップ)
この節には、Oracle Solarisシステム上で IPQoSを起動および保守するための一連の作
業を示します。作業を行う前に、859ページの「IPQoS構成ファイル内でのQoSポリ
シーの定義 (作業マップ)」に従って、IPQoS構成ファイルを完成しておく必要があり
ます。

次の表では、それらの作業について箇条書き形式で説明し、各作業を完了する方法
が詳しく説明された節へのリンクを示しています。

作業 説明 説明

1.システムで IPQoSを構成
します。

ipqosconfコマンドを使用して、システム
の IPQoS構成ファイルを有効にします。

888ページの「新規構成を IPQoSカーネルモ
ジュールへ適用する方法」

2. Oracle Solaris起動スクリ
プトを使用して、各システ
ムの起動後にデバッグ済み
の IPQoS構成ファイルを適
用します。

システムを再起動するたびに、IPQoS構成
ファイルが確実に適用されるようにしま
す。

889ページの「再起動後にも IPQoS構成を適
用する方法」

3. syslogを使用した IPQoS
のログ記録を有効にしま
す。

エントリを追加して、syslogによる IPQoS
メッセージのログ記録を有効にします。

890ページの「起動時に IPQoSメッセージを
記録する方法」
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作業 説明 説明

4.発生する IPQoSの問題を
解決します。

エラーメッセージを利用して IPQoSの問題
を解決します。

表 35–1のエラーメッセージを参照してくだ
さい。

IPQoS構成の適用
IPQoS構成の有効化およびそのほかの操作には、 ipqosconfコマンドを使用します。

▼ 新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する
方法
ipqosconfコマンドで、IPQoS構成ファイルを読み取り、UNIXカーネルで IPQoSモ
ジュールを構成します。次の手順では、Creating IPQoS Configuration Files for Web

Serversで作成した 862ページの「Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
ファイルを例として使用します。詳細については、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

IPQoS対応システムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

新規構成を適用します。
# /usr/sbin/ipqosconf -a/var/ipqos/Goldweb.qos

ipqosconfにより、指定された IPQoS構成ファイル内の情報がOracle Solarisカーネル
内の IPQoSモジュールに書き込まれます。この例では、/var/ipqos/Goldweb.qosの内
容が現行のOracle Solarisカーネルに適用されます。

注 – -aオプションを指定して IPQoS構成ファイルを適用すると、ファイル内のアク
ションが現行のセッションの間だけ有効になります。

新規 IPQoS構成のテストおよびデバッグを行います。
UNIXユーティリティーを使用して、IPQoSの動作を追跡し、IPQoS実装に関する統
計を収集します。この情報は、構成が予想どおりに機能するかを判断するのに役立
ちます。

■ IPQoSモジュールがどのように機能するかに関する統計は、898ページの「統計情
報の収集」を参照してください。
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■ ipqosconfメッセージをログ記録するには、889ページの「IPQoSメッセージの
syslogによるログ記録の有効化」を参照してください。

■ 起動のたびに現在の IPQoS構成を適用させるには、889ページの「再起動後にも
IPQoS構成を適用する方法」を参照してください。

▼ 再起動後にも IPQoS構成を適用する方法
再起動後にも IPQoS構成を持続させるには、明示的に指定する必要があります。そ
のように指定しないと、システムの再起動後に現行の構成が適用されません。シス
テムで IPQoSが適正に動作するときは、次の操作を実行して再起動後にも構成が持
続するようにします。

IPQoS対応システムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

カーネルモジュール内に IPQoS構成が存在することを確認します。
# ipqosconf -l

構成がすでに存在する場合は、ipqosconfによって画面に表示されます。出力が行わ
れない場合は、888ページの「新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する方
法」の説明に従って、構成を適用します。

IPQoSシステムを再起動するたびに既存の IPQoS構成が適用されるようにします。
# /usr/sbin/ipqosconf -c

-cオプションを指定すると、現行の IPQoS構成が、起動時の構成ファイル
/etc/inet/ipqosinit.confに書き込まれます。

IPQoSメッセージの syslogによるログ記録の有効化
IPQoS起動時のメッセージを記録するには、次に示す手順に従って /etc/syslog.conf

ファイルを変更する必要があります。
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▼ 起動時に IPQoSメッセージを記録する方法
IPQoS対応システムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。

Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

/etc/syslog.confファイルを開きます。

ファイルの最後に、次のエントリを追加します。
user.info /var/adm/messages

列の区切りは、空白ではなくタブを使用してください。

このエントリを指定すると、IPQoSにより生成された起動時のメッセージがすべて
/var/adm/messagesファイルに記録されます。

システムを再起動して設定を適用します。

/var/adm/messagesからの IPQoS出力

システムの再起動後に /var/adm/messagesを表示すると、出力に次のような IPQoSロ
グメッセージが含まれることがあります。

May 14 10:44:33 ipqos-14 ipqosconf: [ID 815575 user.info]

New configuration applied.

May 14 10:44:46 ipqos-14 ipqosconf: [ID 469457 user.info]

Current configuration saved to init file.

May 14 10:44:55 ipqos-14 ipqosconf: [ID 435810 user.info]

Configuration flushed.

また、IPQoSシステムの /var/adm/messagesファイル内に、次のような IPQoSエ
ラーメッセージが表示される場合もあります。

May 14 10:56:47 ipqos-14 ipqosconf: [ID 123217 user.error]

Missing/Invalid config file fmt_version.

May 14 10:58:19 ipqos-14 ipqosconf: [ID 671991 user.error]

No ipgpc action defined.

これらのエラーメッセージについては、表 35–1を参照してください。
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IPQoSのエラーメッセージの障害追跡
この節には、IPQoSによって生成されるエラーメッセージと考えられる解決方法を
示します。

表 35–1 IPQoSのエラーメッセージ

エラーメッセージ 説明 解決方法

Undefined action in

parameter parameter-name's
action action-name

parameter-nameに指定したアクション
名が IPQoS構成ファイル内に存在し
ません。

アクションを作成します。またはパラメータ内
の別の既存のアクションを参照します。

action action-name involved

in cycle

IPQoS構成ファイル内の action-name
はアクション循環の一部です。これ
は IPQoSでは許可されません。

アクション循環を決定します。次に、IPQoS構
成ファイルから循環参照の 1つを削除します。

Action action-name isn’t

referenced by any other

actions

ipgpcアクション以外で、ほかの定義
済みアクションにより参照されない
アクション定義が IPQoS構成内にあ
ります。これは IPQoSでは許可され
ません。

参照されていないアクションを削除します。ま
たは別のアクションに現在参照されていないア
クションを参照させます。

Missing/Invalid config file

fmt_version

構成ファイルのフォーマットが
ファイルの最初のエントリに指定さ
れていません。これは IPQoSでは必
須です。

864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」の説明に
従って、書式のバージョンを追加します。

Unsupported config file

format version

IPQoSがサポートしないフォーマット
のバージョンが、構成ファイル内で
指定されています。

フォーマットのバージョンを、Solaris 9 9/02
バージョンの IPQoS実行に必要な fmt_version

1.0以降に変更します。

No ipgpc action defined. 構成ファイル内で、ipgpcクラシ
ファイアのアクションが定義されて
いません。これは IPQoSでは必須で
す。

864ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」のように
ipgpcのアクションを定義します。

Can’t commit a null

configuration

ipqosconf -cを実行して空の構成を
コミットしようとしました。IPQoSは
空の構成を許可しません。

構成ファイルを確実に適用してから構成をコ
ミットします。手順については、888ページ
の「新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適
用する方法」を参照してください。

Invalid CIDR mask on line

line-number
構成ファイル内で、CIDRマスクの IP
アドレスとして無効なアドレスを使
用しました。

マスク値を 1–32 (IPv4の場合)および 1–128 (IPv6
の場合)の範囲内の値に変更します。

Address masks aren’t

allowed for host names line

line-number

構成ファイル内で、ホストのCIDRマ
スク値を定義しました。これは IPQoS
では許可されません。

マスクを削除するか、あるいはホスト名を IPア
ドレスに変更します。
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表 35–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Invalid module name line

line-number
構成ファイル内のアクション文に無
効なモジュール名を指定しました。

モジュール名のスペルに入力ミスがないか確認
します。IPQoSモジュールのリストについて
は、表 37–5を参照してください。

ipgpc action has incorrect

name line line-number
構成ファイル内で ipgpcアクションに
付けた名前が、必須の
ipgpc.classifyではありません。

アクション名を ipgpc.classifyに変更します。

Second parameter clause not

supported line line-number
構成ファイル内で、単一のアク
ションに対し 2つのパラメータ句を
指定しました。これは IPQoSでは許
可されません。

アクションのパラメータすべてを結合して、単
一のパラメータ句にします。

Duplicate named action 構成ファイル内で、2つのアクション
に同じ名前を付けました。

どちらかのアクションの名前を変更するか、あ
るいは削除します。

Duplicate named

filter/class in action

action-name

1つのアクション内の 2つのフィルタ
または 2つのクラスに同じ名前を付
けました。これは IPQoS構成ファイ
ルでは許可されません。

どちらかのフィルタまたはクラスの名前を変更
するか、あるいは削除します。

Undefined class in filter

filter-name in action

action-name

フィルタが、構成ファイル内のアク
ションで定義されていないクラスを
参照します。

クラスを作成するか、あるいは既存のクラスへ
の参照に変更します。

Undefined action in class

class-name action action-name
クラスが、構成ファイル内で定義さ
れていないアクションを参照しま
す。

アクションを作成するか、あるいは既存のアク
ションへの参照に変更します。

Invalid parameters for

action action-name
構成ファイル内のパラメータのどれ
かが無効です。

指名されたアクションが呼び出すモジュールに
ついては、901ページの「IPQoSアーキテク
チャーとDiffservモデル」のモジュールエントリ
を参照してください。あるいは、ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照します。

Mandatory parameter missing

for action action-name
アクションに必要なパラメータが構
成ファイル内に定義されていませ
ん。

指名されたアクションが呼び出すモジュールに
ついては、901ページの「IPQoSアーキテク
チャーとDiffservモデル」のモジュールエントリ
を参照してください。あるいは、ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照します。

Max number of classes

reached in ipgpc

IPQoS構成ファイルの ipgpcアク
ションに、許可される数を超えたク
ラスを指定しました。最大数は 10007
です。

構成ファイルを確認して、不要なクラスを削除
します。または、/etc/systemファイルにエント
リ ipgpc_max_classesclass-numberを追加して最
大クラス数を増やすこともできます。
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表 35–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Max number of filters

reached in action ipgpc

IPQoS構成ファイルの ipgpcアク
ションに、許可される数を超えた
フィルタを指定しました。最大数は
10007です。

構成ファイルを確認して、不要なフィルタを削
除します。または、/etc/systemファイルにエン
トリ ipgpc_max_filtersfilter-numberを追加して
最大フィルタ数を増やすこともできます。

Invalid/missing parameters

for filter filter-name in

action ipgpc

構成ファイル内で、フィルタ
filter-nameに無効なパラメータが指定
されているか、あるいはパラメータ
が不足しています。

ipqosconf(1M)のマニュアルページで、有効なパ
ラメータのリストを参照します。

Name not allowed to start

with ’!’, line line-number
アクション、フィルタまたはクラス
名の最初に感嘆符 (!)を記述しまし
た。IPQoSファイルでは感嘆符は許可
されていません。

感嘆符を削除するか、あるいは、アク
ション、クラス、またはフィルタの名前を変更
します。

Name exceeds the maximum

name length line line-number
構成ファイル内のアクション、クラ
ス、またはフィルタの名前が、最大
長の 23文字を超えています。

アクション、クラス、またはフィルタの名前を
短くします。

Array declaration line

line-number is invalid

構成ファイル内で、line-number行の
パラメータの配列宣言が無効です。

無効な配列を持つ action文が呼び出す配列宣言
の正しい構文については、901ページの「IPQoS
アーキテクチャーとDiffservモデル」を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Quoted string exceeds line,

line-number
文字列の最後の閉じ引用符が同一行
に存在しません。これは構成ファイ
ルでは必須です。

引用符で囲まれた文字列を、構成ファイルの同
一行内に収めます。

Invalid value, line

line-number
構成ファイルの line-numberに、パラ
メータとしてサポートされない値が
指定されています。

action文が呼び出すモジュールの許容値につい
ては、901ページの「IPQoSアーキテクチャーと
Diffservモデル」のモジュールの説明を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Unrecognized value, line

line-number
構成ファイルの line-numberに、パラ
メータとしてサポートされない列挙
値が指定されています。

パラメータの列挙値が適正であるかどうかを確
認します。認識されない行番号を持つ action文
の説明については、901ページの「IPQoSアーキ
テクチャーとDiffservモデル」を参照してくださ
い。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照します。

Malformed value list line

line-number
構成ファイルの line-numberで指定さ
れた列挙が、仕様構文に適合しませ
ん。

間違った形式の値リストを持つ action文が呼び
出すモジュールの正しい構文については、
901ページの「IPQoSアーキテクチャーと
Diffservモデル」のモジュールの説明を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。
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表 35–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Duplicate parameter line

line-number
重複したパラメータが line-numberに
指定されています。これは構成
ファイルでは許可されません。

重複したパラメータのどちらかを削除します。

Invalid action name line

line-number
構成ファイルの line-numberのアク
ションに、定義済みの名前 continue
または dropを含む名前を付けまし
た。

定義済みの名前を使用しないよう、アクション
の名前を変更します。

Failed to resolve src/dst

host name for filter at line

line-number, ignoring filter

構成ファイル内で、あるフィルタ用
に定義された発信元または着信先ア
ドレスを、ipqosconfが解釈処理でき
ません。このため、このフィルタは
無視されます。

フィルタが重要な場合、あとで構成の適用を試
みます。

Incompatible address

version line line-number
line-number上の IPバージョンのアド
レスが、すでに指定済みの IPアドレ
スのバージョンまたは ip_versionパ
ラメータと互換性がありません。

競合する 2つのエントリを変更して、互換性を
持たせます。

Action at line line-number
has the same name as

currently installed action,

but is for a different

module

システムの IPQoS構成内にすでに存
在するアクションのモジュールを変
更しようとしました。これは許可さ
れません。

現行の構成をフラッシュしてから、新しい構成
を適用します。
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フローアカウンティングの使用と統計情
報の収集 (手順)

この章では、IPQoSシステムによって処理されるトラフィックに関して、アカウン
ティング情報と統計情報を取得する方法について説明します。この章では、次の内
容について説明します。

■ 895ページの「フローアカウンティングの設定 (作業マップ)」
■ 896ページの「トラフィックフローに関する情報の記録」
■ 898ページの「統計情報の収集」

フローアカウンティングの設定 (作業マップ)
次の作業マップは、flowacctモジュールを使用してトラフィックフローに関する情
報を取得するための一般的な作業を示しています。マップでは、これらの作業の実
施手順へのリンクも示しています。

作業 説明 説明

1.トラフィックフローの
アカウンティング情報を
格納するためのファイル
を作成する

acctadmコマンドを使用し
て、flowacctによる処理結果を格納
するファイルを作成する

896ページの「フローアカウンティングデータ用の
ファイルを作成する方法」

2. flowacctのパラメータ
を IPQoS構成ファイルに
定義する

timer、timeout、および max_limitの
各パラメータの値を定義する

870ページの「IPQoS構成ファイル内でクラスのア
カウンティングを有効にする方法」
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トラフィックフローに関する情報の記録
トラフィックフローに関する情報を収集するには、IPQoS flowacctモジュールを使
用します。たとえば、発信元アドレスや宛先アドレス、フロー内のパケット数など
のデータを収集することが可能です。フローに関する情報を蓄積して記録するプロ
セスのことを「フローアカウンティング」と呼びます。

特定のクラスのトラフィックに関するフローアカウンティングの結果は、「フ
ローレコード」というテーブルに記録されます。各フローレコードは、一連の属性
から構成されます。これらの属性には、特定のクラスの一定時間のトラフィックフ
ローに関するデータが格納されます。flowacct属性のリストについては、表 37–4を
参照してください。

フローアカウンティングは、サービスレベル契約 (SLA)に定義されているとおりに顧
客に課金するために、非常に役立ちます。また、フローアカウンティングを
使って、重要なアプリケーションのフロー統計情報を取得することもできます。こ
の節では、flowacctをOracle Solaris拡張アカウンティング機能と組み合わせて、ト
ラフィックフローに関するデータを取得するための作業について説明します。

この章以外の場所からも次の情報が入手できます。

■ IPQoS構成ファイル内の flowacctのアクション文の作成方法については、
881ページの「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照して
ください。

■ flowacctがどのように機能するかについては、901ページの「クラシファイアモ
ジュール」を参照してください。

■ 技術的な情報については、flowacct(7ipp)のマニュアルページを参照してくださ
い。

▼ フローアカウンティングデータ用のファイルを作
成する方法
flowacctアクションを IPQoS構成ファイルに追加する前に、flowacctモジュールか
らフローレコードのファイルを作成します。このためには、acctadmコマンドを使用
します。acctadmでは、基本属性または拡張属性のどちらもファイルに記録できま
す。すべての flowacct属性のリストについては、表 37–4を参照してくださ
い。acctadmについては、acctadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

IPQoS対応システムで、Primary Administratorの役割を引き受ける
か、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator役割には、Primary Administratorプロファイルが含まれま
す。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の第 2章「Solaris管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。

1
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基本フローアカウンティングファイルを作成します。

次の例に、例 34–1で構成されるプレミアムWebサーバ用の基本的なフローアカウン
ティングファイルの作成方法を示します。

# /usr/sbin/acctadm -e basic -f /var/ipqos/goldweb/account.info flow

acctadm -e acctadmを -eオプションを指定して呼び出しま
す。-eオプションによって、あとに続く引数
が有効になる

basic flowacctの 8つの基本属性のデータだけが
ファイルに記録されることを示す

/var/ipqos/goldweb/account.info flowacctから得られるフローレコードを格納す
るファイルの絶対パス名を示す

flow acctadmにフローアカウンティングを有効にす
るよう指示する

引数を指定しないで acctadmと入力し、IPQoSシステムのフローアカウンティングに
関する情報を表示します。

acctadmによって次の出力が生成されます。
Task accounting: inactive

Task accounting file: none

Tracked task resources: none

Untracked task resources: extended

Process accounting: inactive

Process accounting file: none

Tracked process resources: none

Untracked process resources: extended,host,mstate

Flow accounting: active

Flow accounting file: /var/ipqos/goldweb/account.info

Tracked flow resources: basic

Untracked flow resources: dsfield,ctime,lseen,projid,uid

最後の 4つのエントリ以外はすべて、Solarisのリソースマネージャー機能で使用され
ます。次の表では、IPQoSに固有のエントリについて説明します。

エントリ 説明

Flow accounting: active フローアカウンティングが有効になっているこ
とを示す

Flow accounting file:

/var/ipqos/goldweb/account.info

現在のフローアカウンティングファイルの名前
を示す

Tracked flow resources: basic 基本フロー属性だけが記録されることを示す

Untracked flow resources:

dsfield,ctime,lseen,projid,uid

ファイルに記録されない flowacctの属性を示す

2
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(オプション)拡張属性をアカウンティングファイルに追加します。
# acctadm -e extended -f /var/ipqos/goldweb/account.info flow

(オプション)基本属性だけがアカウンティングファイルに記録されるような設定に戻
します。
# acctadm -d extended -e basic -f /var/ipqos/goldweb/account.info

-dオプションによって拡張アカウンティングが無効になります。

フローアカウンティングファイルの内容を参照します。

フローアカウンティングファイルの内容の参照方法については、『Oracle Solarisのシ
ステム管理 (Oracle Solarisコンテナ :資源管理とOracle Solarisゾーン)』の「libexacctに
対する Perlインタフェース」を参照してください。

■ 拡張アカウンティング機能の詳細については、『Oracle Solarisのシステム管理
(Oracle Solarisコンテナ :資源管理とOracle Solarisゾーン)』の第 4章「拡張アカウ
ンティング (概要)」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイル内に flowacctパラメータを定義するには、870ページ
の「IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参
照してください。

■ acctadmで作成されたファイルのデータを印刷するには、『Oracle Solarisのシステ
ム管理 (Oracle Solarisコンテナ :資源管理とOracle Solarisゾーン)』の「libexacctに
対する Perlインタフェース」を参照してください。

統計情報の収集
kstatコマンドを使用すると、IPQoSモジュールから統計情報を生成できます。構文
は次のとおりです。

/bin/kstat -m ipqos-module-name

表 37–5に示されている、有効な IPQoSモジュール名であればどれでも指定できま
す。たとえば、dscpmkマーカーによって生成される統計情報を表示するには、次の
形の kstatを使用します。

/bin/kstat -m dscpmk

技術的な情報については、kstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

例 36–1 IPQoS用の kstat統計

ここでは、kstatを実行して flowacctモジュールに関する統計情報を取得した場合に
予想される結果の一例について説明します。

4

5

6
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例 36–1 IPQoS用の kstat統計 (続き)

# kstat -m flowacct

module: flowacct instance: 3

name: Flowacct statistics class: flacct

bytes_in_tbl 84

crtime 345728.504106363

epackets 0

flows_in_tbl 1

nbytes 84

npackets 1

snaptime 345774.031843301

usedmem 256

class: flacct トラフィックフローが属するクラスの名前 (この例では flacct)を
示す

bytes_in_tbl フローテーブルの総バイト数。フローテーブルの総バイト数と
は、フローテーブルに現在格納されているすべてのフローレ
コードの合計バイト数。このフローテーブルの総バイト数は 84で
ある。テーブルにフローがない場合、bytes_in_tblの値は 0になる

crtime この kstat出力が作成された最も最近の時間

epackets 処理中にエラーが発生したパケットの数 (この例では 0)

flows_in_tbl フローテーブルのフローレコード数 (この例では 1)。テーブルにレ
コードがない場合、flows_in_tblの値は 0になる

nbytes この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計バイト
数 (この例では 84)。フローテーブルに現在格納されているバイト
を含む値。この値には、タイムアウトになり、フローテーブルに
現在は含まれていない値も含まれる

npackets この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計パ
ケット数 (この例では 1)。npacketsには、フローテーブルに現在あ
るパケットが含まれる。npacketsには、タイムアウトになり、フ
ローテーブルに現在は含まれていないパケットも含まれる

usedmem この flowacctインスタンスで保持されているフローテーブルが使
用しているメモリーのバイト数。この例では、usedmemの値は
256。フローテーブルにフローレコードがまったく存在しない場
合、usedmemの値は 0になる

統計情報の収集
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IPQoSの詳細 (リファレンス)

この章は、IPQoSの詳細を説明するリファレンスです。この章では、次の内容につ
いて説明します。

■ 901ページの「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」
■ 914ページの「IPQoS構成ファイル」
■ 918ページの「ipqosconf構成ユーティリティー」

概要は、第 32章「IPQoSの紹介 (概要)」を参照してください。計画について
は、第 33章「IPQoS対応ネットワークの計画 (手順)」を参照してください。IPQoS
の構成手順については、第 34章「IPQoS構成ファイルの作成 (手順)」を参照してく
ださい。

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル
この節では、IPQoSアーキテクチャーとこのアーキテクチャーがRFC 2475, An
Architecture for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2475.txt?number=2475)で定義された差別化サービス (Diffserv)モデルを実装する
方法について説明します。次に示すDiffservモデルの要素が、IPQoSに含まれます。

■ クラシファイア
■ メーター
■ マーカー

さらに、IPQoSには、仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)デバイスで使用され
るフローアカウンティングモジュールと dlcosmkマーカーが含まれています。

クラシファイアモジュール
Diffservモデルでは、「クラシファイア」は、トラフィックフローを選択して、それ
ぞれに異なるサービスレベルを適用するためのグループに分類する作業を担当しま
す。RFC 2475で定義されたクラシファイアは、当初、境界ルーター用に設計されま
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した。それとは対照的に、IPQoSクラシファイア ipgpcは、内部ホストからローカル
ネットワークへのトラフィックフローを処理するために設計されています。このた
め、IPQoSシステムとDiffservルーターの両方を備えたネットワークは、より広範囲
な差別化サービスを提供できます。ipgpcの技術情報については、ipgpc(7ipp)のマ
ニュアルページを参照してください。

ipgpcクラシファイアは、次の機能を実行します。

1. IPQoS対応システムの IPQoS構成ファイルに指定された条件を満たすトラ
フィックフローを選択します。

QoSポリシーは、パケットヘッダーに存在する必要のあるさまざまな条件を定義
します。これらの条件は、「セレクタ」と呼ばれます。 ipgpcクラシファイア
は、これらのセレクタを、IPQoSシステムから受信したパケットのヘッダーと比
較して、一致するパケットをすべて選択します。

2. パケットフローを、IPQoS構成ファイルの定義に従い、同じ特性を持つネット
ワークトラフィックである「クラス」に分類します。

3. パケットの差別化サービス (DS)フィールドの値を調べ、差別化サービスコードポ
イント (DSCP)の存在を確認します
DSCPは、受信したトラフィックに送信側によって転送動作のマークが付けられ
ているかどうかを示します。

4. 特定クラスのパケットに関して、IPQoS構成ファイル内で次に指定されているア
クションを調べます。

5. パケットを、IPQoS構成ファイルで指定された次の IPQoSモジュールに渡す
か、あるいはネットワークストリームに戻します。

クラシファイアの概要は、829ページの「クラシファイア (ipgpc)の概要」を参照し
てください。IPQoS構成ファイルでクラシファイアを呼び出すには、914ページ
の「IPQoS構成ファイル」を参照してください。

IPQoSセレクタ
ipgpcクラシファイアは、IPQoS構成ファイルの filter句で使用可能なさまざまなセ
レクタをサポートします。フィルタを定義するときには、特定クラスのトラ
フィック取得に必要な最小限のセレクタを使用してください。定義するフィルタの
数が、IPQoSのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

次の表に、 ipgpcで使用できるセレクタを示します。

表 37–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ

セレクタ 引数 選択される情報

saddr IPアドレス番号 発信元アドレス

daddr IPアドレス番号 着信先アドレス
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表 37–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ (続き)
セレクタ 引数 選択される情報

sport ポート番号またはサービス
名。/etc/services の定義に従う

トラフィッククラスの発信元ポート

dport ポート番号またはサービス
名。/etc/services の定義に従う

トラフィッククラスの着信先ポート

プロトコル プロトコル番号またはプロトコル
名。/etc/protocols の定義に従う

このトラフィッククラスが使用するプロ
トコル

dsfield 0 - 63の値を持つDSコードポイント (DSCP) DSCP。パケットに適用される転送動作
を定義する。このパラメータを指定した
場合は、dsfield_maskパラメータも指定
すること

dsfield_mask 0 - 255の値を持つビットマスク dsfieldセレクタと組み合わせて使
用。dsfield_maskは、dsfieldセレクタ
に適用して、ビットのどれが一致するか
を決定する

if_name インタフェース名 特定クラスの着信トラフィックまたは発
信トラフィックで使用されるインタ
フェース

user 選択するUNIXユーザー IDの番号または
ユーザー名。パケットにユーザー IDまた
はユーザー名が存在しない場合、デフォル
トの –1が使用される

アプリケーションに指定されるユーザー
ID

projid 選択するプロジェクト IDの番号 アプリケーションに付加されるプロ
ジェクト ID

priority 優先順位の番号。もっとも低い優先順位は
0

このクラスのパケットに与えられる優先
順位。優先順位は、同じクラスに複数存
在するフィルタの重要度の順位付けに使
用される

direction 次の引数のいずれかを指定できる。 IPQoSマシン上のパケットフローの方向

LOCAL_IN ローカルシステムから IPQoSシステムへ
の入力トラフィック

LOCAL_OUT ローカルシステムから IPQoSシステムへ
の出力トラフィック

FWD_IN 転送される入力トラフィック

FWD_OUT 転送される出力トラフィック

precedence 優先度の値。もっとも高い優先度は 0 優先度は、同一優先順位のフィルタの順
序付けに使用される
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表 37–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ (続き)
セレクタ 引数 選択される情報

ip_version V4または V6 パケットにより使用されるアドレス指定
スキーマ (IPv4または IPv6)

メーターモジュール
「meter」は、パケット単位でフローの転送速度を追跡します。このメーターは、設
定されているパラメータにパケットが一致するかどうかを決定します。メーターモ
ジュールは、パケットサイズ、設定されたパラメータ、およびフロー速度に基づ
き、パケットの次のアクションをアクションセットの中から決定します。

メーターには 2つのメータリングモジュール、すなわち tokenmtおよび tswtclmtがあ
ります。モジュールの構成は、IPQoS構成ファイルで行います。モジュールのどち
らか一方または両方をクラスに設定できます。

メータリングモジュールを構成する際、速度に関する 2つのパラメータを定義でき
ます。

■ committed-rate –特定クラスのパケットに容認可能な転送速度を bpsで定義する
■ peak-rate –特定クラスのパケットに最大限容認可能な転送速度を bpsで定義する

パケットに対するメータリングアクションの結果 (outcome)は、次の 3つのどれかに
なります。

■ green –パケットの生成するフローは認定速度内である
■ yellow –パケットの生成するフローは認定速度を超過しているが、最大速度内で
ある

■ red –パケットの生成するフローは最大速度を超過している

IPQoS構成ファイル内で、結果ごとに異なるアクションを構成できます。認定速度
および最大速度については、次に説明します。

tokenmtメータリングモジュール
tokenmtモジュールは、「トークンバケット」を使用してフローの転送速度を測定し
ます。tokenmtは、シングルレートメーターまたはツーレートメーターとして機能す
るように構成できます。tokenmtアクションインスタンスは、2つのトークンバ
ケットを管理します。これらのトークンバケットは、トラフィックフローが設定さ
れたパラメータに適合するかどうかを調べます。

tokenmt(7ipp)のマニュアルページでは、IPQoSがどのようにトークンメーターパラ
ダイムを実装するかが説明されています。トークンバケットに関する一般的な情報
は、Kalevi Kilkki著『Differentiated Services for the Internet』および多数のWebサイトで
入手できます。
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tokenmtの構成パラメータを次に示します。

■ committed_rate –フローの認定速度を bpsで指定する
■ committed_burst –認定バーストサイズをビット単位で指定する。committed_burst

パラメータは、認定速度でネットワークに渡すことのできる、特定クラスの発信
パケット数を定義する

■ peak_rate –最大速度を bpsで指定する
■ peak_burst –最大バーストサイズまたは超過バーストサイズをビット単位で指定
する。peak_burstパラメータは、トラフィッククラスに、認定速度を超過する最
大バーストサイズを付与する

■ color_aware – tokenmtのカラーアウェアモードを有効にする
■ color_map – DSCP値を緑、黄、または赤にマッピングする整数配列を定義する

tokenmtをシングルレートメーターとして構成する
tokenmtをシングルレートメーターとして構成するには、IPQoS構成ファイル内で
tokenmtに peak_rateパラメータを指定しないでください。赤、緑、または黄の結果
(outcome)を識別するようにシングルレートの tokenmtインスタンスを構成するに
は、peak_burstパラメータを指定する必要があります。peak_burstパラメータを使
用しないことによって、tokenmtが赤または緑の結果だけを識別するように構成する
こともできます。2つの出力を持つシングルレート tokenmtの例については、例 34–3
を参照してください。

tokenmtがシングルレートメーターとして機能する場合、 peak_burstパラメータは
実質的にバーストサイズを超過します。committed_burstと peak_burstのどちらかと
committed_rateは、ゼロ以外の正の整数にする必要があります。

tokenmtをツーレートメーターとして構成する
tokenmtをツーレートメーターとして構成するには、IPQoS構成ファイル内で
tokenmtアクション用の peak_rateパラメータを指定します。ツーレートの tokenmt

は、必ず赤、黄、および緑の 3つの結果 (outcome)を識別しま
す。committed_rate、committed_burst、および peak_burstパラメータは、ゼロ以外
の正の整数にする必要があります。

tokenmtをカラーアウェアとして構成する
ツーレートの tokenmtをカラーアウェアとして構成するには、「カラーアウェアネ
ス」を特に追加するパラメータを追加します。tokenmtをカラーアウェアとして構成
する action文の例を次に示します。

例 37–1 IPQoS構成ファイル用のカラーアウェア tokenmtアクション

action {

module tokenmt

name meter1
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例 37–1 IPQoS構成ファイル用のカラーアウェア tokenmtアクション (続き)

params {

committed_rate 4000000

peak_rate 8000000

committed_burst 4000000

peak_burst 8000000

global_stats true

red_action_name continue

yellow_action_name continue

green_action_name continue

color_aware true

color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW}

}

}

color_awareパラメータを trueに設定することによって、カラーアウェアを有効にで
きます。カラーアウェアにした tokenmtメーターは、以前の tokenmtアクションに
よってパケットが赤、黄、または緑にマーキング済みであるものと見なします。カ
ラーアウェアの tokenmtは、ツーレートメーター用のパラメータに加え、パケット
ヘッダー内のDSCPも使用してパケットを評価します。

color_mapパラメータは、パケットヘッダーのDSCPがマッピングされる配列を含み
ます。次の color_map配列について説明します。

color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW}

DSCPが 0~20および 22のパケットは緑にマッピングされます。DSCPが 21および
23~42のパケットは赤にマッピングされます。DSCPが 43~63のパケットは黄に
マッピングされます。tokenmtは、デフォルトのカラーマップを格納します。ただ
し、このデフォルトは必要に応じて color_mapパラメータを使用して変更できます。

color_action_nameパラメータでは、continueを指定するとパケットの処理を完了で
きます。また、たとえば yellow_action_name mark22のように、引数を指定してパ
ケットをマーカーアクションに送信することもできます。

tswtclmtメータリングモジュール
tswtclmtメータリングモジュールは、時間ベースの「速度エスティメータ」を使用
して、トラフィッククラスの平均帯域幅を見積もります。tswtclmtは必ず 3つの結
果 (outcome)を識別するメーターとして機能します。速度エスティメータは、フ
ローの到着速度の見積もりを提供します。この速度は、一定期間すなわち「時間
ウィンドウ」内の、トラフィックストリームの実行帯域幅の平均を見積もりま
す。速度概算アルゴリズムは、RFC 2859 (A Time Sliding Window Three Colour Marker)
に基づいています。

tswtclmtを構成するには、次のパラメータを使用します。

■ committed_rate –認定速度を bpsで指定する
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■ peak_rate –最大速度を bpsで指定する
■ window –タイムウィンドウをミリ秒で定義する。このタイムウィンドウに対して
平均帯域幅の履歴が記録される

tswtclmtの技術的な詳細については、tswtclmt(7ipp)のマニュアルページを参照して
ください。tswtclmtに似た速度シェーパの一般的な情報については、RFC 2963, A
Rate Adaptive Shaper for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2963.txt?number=2963)を参照してください。

マーカーモジュール
IPQoSには 2つのマーカーモジュール、すなわち dscpmkおよび dlcosmkが含まれま
す。ここでは、両方のマーカーの使用方法を説明します。dlcosmkはVLANデバイス
を使用する IPQoSシステムでだけ利用可能であるため、通常は dscpmkを使用する必
要があります。

dscpmkの技術情報については、dscpmk(7ipp)のマニュアルページを参照してくださ
い。dlcosmkの技術情報については、dlcosmk(7ipp)のマニュアルページを参照して
ください。

パケット転送での dscpmkマーカーの使用
マーカーは、クラシファイアモジュールまたはメータリングモジュールによって処
理されたあとのトラフィックフローを受け取ります。マーカーは、転送動作をトラ
フィックにマークします。転送動作とは、フローが IPQoSシステムから送出された
あと、フローに対して行われるアクションです。トラフィッククラスに対して実行
される転送動作は、「ホップ単位動作 (PHB)」に定義されます。PHBはトラ
フィッククラスに優先順位を割り当てます。これは、そのクラスのフローに割り当
てられる、ほかのトラフィッククラスに対する相対的な優先度です。PHBは、IPQoS
システムの隣接するネットワーク上での転送動作だけを制御します。PHBの詳細に
ついては、834ページの「ホップ単位動作」を参照してください。

「パケット転送」とは、特定クラスのトラフィックを、ネットワーク上の次の宛先
へ送信するプロセスを指します。IPQoSシステムなどのホストの場合、パケットは
ホストからローカルネットワークストリームへ転送されます。Diffservルーターの場
合、パケットはローカルネットワークからルーターの次のホップへ転送されます。

マーカーは、パケットヘッダー内のDSフィールドに、IPQoS構成ファイル内で定義
された既知の転送動作のマークを付けます。以後、IPQoSシステムおよびあとに続
くDiffserv対応システムは、マークが変更されないかぎり、DSフィールド内の指示
に従ってトラフィックを転送します。PHBを割り当てるため、IPQoSシステム
は、パケットヘッダーのDSフィールドの値をマークします。この値は、DSCP
(Differentiated Services Codepoint)と呼ばれます。Diffservアーキテクチャーは、2種類
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の転送動作、すなわち EFおよびAFを定義しており、各転送動作はそれぞれ異なる
DSCPを使用します。DSCPの概要については、834ページの「DSコードポイン
ト」を参照してください。

IPQoSシステムは、トラフィックフローのDSCPを読み取り、ほかの送信トラ
フィックフローに対する相対的な優先度を評価します。次に IPQoSシステムは、並
行するトラフィックフローすべての優先順位を定め、各フローを優先順位に従って
ネットワーク上に送出します。

Diffservルーターは、送信トラフィックフローを受け取り、パケットヘッダー内のDS
フィールドを読み取ります。DSCPを使用すると、ルーターで現在のトラフィックフ
ローに優先順位を付け、スケジュールを設定できます。ルーターは、PHBで指示さ
れた優先順位に従って各フローを転送します。あとに続くホップ上のDiffserv対応シ
ステムも同じ PHBを認識する場合を除いて、ネットワークの境界ルーターを越えて
PHBを適用することはできません。

完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF) PHB

「完全優先転送」(EF)は、推奨される EFコードポイント 46 (101110)の付いたパ
ケットが、ネットワークに送出される時に、可能なかぎり最良の扱いを受けること
を保証します。完全優先転送は、しばしば専用回線に例えられます。コードポイン
ト 46 (101110)を持つパケットには、宛先に向かう途中、すべてのDiffservルーターに
よる優先待遇が保証されます。EFの技術情報については、RFC 2598 (An Expedited
Forwarding PHB)を参照してください。

相対的優先転送 (Assured Forwarding、AF) PHB

「相対的優先転送」(AF)では、4つの異なるクラスの転送動作をマーカーに指定でき
ます。次の表に、クラス、各クラスに指定できる 3つのドロップ優先度、および各
優先度に対応する推奨DSCPを示します。各DSCPは、AF値 (10進数値およびバイナ
リ値)で表されます。

表 37–2 相対的優先転送のコードポイント

クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4

低ドロップ優先度 AF11 =

10 (001010)

AF21 =

18 (010010)

AF31 =

26 (011010)

AF41 =

34 (100010)

Medium-Drop
Precedence

AF12 =

12 (001100)

AF22 =

20 (010100)

AF32 =

28 (011100)

AF42 =

36 (100100)

高ドロップ優先度 AF13 =

14 (001110)

AF23 =

22 (010110)

AF33 =

30 (011110)

AF43 =

38 (100110)
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AFコードポイントは、各トラフィッククラスに差別化転送動作を提供する際のガイ
ドとして、すべてのDiffserv対応システム上で使用できます。

これらのパケットがDiffservルーターに達すると、ルーターはパケットのコードポイ
ントを、キュー内のほかのトラフィックのDSCPとともに評価します。次に
ルーターは、利用可能な帯域幅、およびパケットのDSCPにより割り当てられた優先
順位に応じて、パケットを転送またはドロップします。EF PHBの付いたパケット
は、どのAF PHBの付いたパケットよりも広い帯域幅の使用が保証されます。

ネットワーク上の IPQoSシステムとDiffservルーターとの間でパケットのマーキング
を合致させて、パケットが意図したとおりに転送されるようにしてください。たと
えば、ネットワーク上の IPQoSシステムがパケットにコードポイントAF21
(010010)、AF13 (001110)、AF43 (100110)、および EF (101110)を付けるとします。この
場合、AF21、AF13、AF43、および EF DSCPを、Diffservルーターの適切なファイル
に追加する必要があります。

AFコードポイント表の技術的な説明については、RFC 2597を参照してくださ
い。ルーターの製造元であるCisco SystemsとJuniperNetworksは、WebサイトにAF
PHBの設定に関する詳細な情報を載せています。この情報を使用して、IPQoSシス
テムおよびルーター用のAF PHBを定義できます。また、ルーター製造元のマニュア
ルには、自社製品でのDSコードポイントの設定方法が含まれています。

マーカーへのDSCPの設定

DSCPの長さは 6ビットです。DSフィールドの長さは 1バイトです。DSCPを定義す
ると、マーカーは、DSコードポイントでパケットヘッダーの最初の 6つの重み
ビットをマークします。残りの 2ビットは、使用されません。

DSCPを定義するには、マーカーアクション文の中で次のパラメータを使用します。

dscp_map{0-63:DS_codepoint}

dscp_mapパラメータは、(DSCP)値を使用して生成する 64要素の配列です。dscp_map

は、dscpmkマーカーによって着信DSCPを発信DSCPにマップするために使用されま
す。

DSCP値は、10進表記で dscp_mapに指定する必要があります。たとえば、EFコード
ポイント 101110は 10進数値 46に変換する必要があり、その結果 dscp_map{0-63:46}

になります。AFコードポイントの場合は、表 37–2のさまざまなコードポイントを
10進数表記に変換して、dscp_mapで使用できるようにしてください。

VLANデバイスでの dlcosmkマーカーの使用
dlcosmkマーカーモジュールは、データグラムのMACヘッダー内に転送動作を
マークします。VLANインタフェースを持つ IPQoSシステムでだけ、dlcosmkを使用
できます。
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dlcosmkは、「VLANタグ」と呼ばれる 4バイトをMACヘッダーに追加しま
す。VLANタグには、IEEE 801.D標準に定義されている 3ビットのユーザー優先順位
値が含まれます。VLANを認識するDiffserv対応スイッチは、データグラム内の
ユーザー優先順位フィールドを読み取ることができます。801.Dユーザー優先順位値
は、サービスクラス (CoS)マークを実装します。CoSマークは、商用スイッチで一般
的に使われています。

次の表のサービスマークのクラスを定義することによって、dlcosmkマーカーアク
ションのユーザー優先値を使用できます。

表 37–3 801.Dユーザー優先順位値

サービスクラス 定義

0 ベストエフォート

1 背景

2 予備

3 エクセレントエフォート

4 制御された負荷

5 応答時間 100ms未満のビデオ

6 応答時間 10ms未満のビデオ

7 ネットワーク制御

dlcosmkの詳細は、dlcosmk(7ipp)のマニュアルページを参照してください。

VLANデバイスを持つシステムでの IPQoS構成

ここでは、VLANデバイスを持つシステムでの IPQoSの実装方法を示す、単純な
ネットワークのシナリオを紹介します。このシナリオには、スイッチで接続された 2
つの IPQoSシステム、すなわち machine1および machine2が含まれます。machine1上
のVLANデバイスの IPアドレスは 10.10.8.1、machine2上のVLANデバイスの IPア
ドレスは 10.10.8.3です。

machine1向けの次の IPQoS構成ファイルは、machine2への切り替えによる、トラ
フィックのマーキングの簡単な解決策を示しています。

例 37–2 VLANデバイスを持つシステムの IPQoS構成ファイル

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

filter {
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例 37–2 VLANデバイスを持つシステムの IPQoS構成ファイル (続き)

name myfilter2

daddr 10.10.8.3

class myclass

}

class {

name myclass

next_action mark4

}

}

action {

name mark4

module dlcosmk

params {

cos 4

next_action continue

global_stats true

}

}

この構成では、machine2上のVLANデバイスを着信先とする machine1からのすべて
のトラフィックが、dlcosmkマーカーに渡されます。mark4マーカーアクション
は、CoSが 4でクラスが myclassのデータグラムにVLANマークを追加するように
dlcosmkに指示します。ユーザー優先値 4は、2台のマシン間の切り替えに
よって、machine1からの myclassトラフィックフローへの制御された負荷転送を指定
しなければならないことを示します。

flowacctモジュール
IPQoSの flowacctモジュールは、トラフィックフローに関する情報を記録しま
す。このプロセスは、「フローアカウンティング」と呼ばれます。フローアカウン
ティングは、顧客への課金や特定クラスへのトラフィック量の評価に使用できる
データを作成します。

フローアカウンティングは、オプションです。通常、flowacctは、メーターまたは
マーカーに処理されたトラフィックフローが、ネットワークストリームへ送出され
る前に通る、最後のモジュールです。Diffservモデルでの flowacctの位置の図につい
ては、図 32–1を参照してください。flowacctの詳細な技術情報について
は、flowacct(7ipp)のマニュアルページを参照してください。

フローアカウンティングを有効にするには、flowacctに加えて、Oracle Solarisの
exacctアカウンティング機能および acctadmコマンドを使用する必要があります。フ
ローアカウンティングの設定の全手順については、895ページの「フローアカウン
ティングの設定 (作業マップ)」を参照してください。
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flowacctパラメータ
flowacctモジュールは、「フローレコード」で構成された「フローテーブル」内
に、フローに関する情報を収集します。テーブル内の各エントリには、1つのフ
ローレコードが含まれます。フローテーブルは、表示できません。

フローレコードを測定してフローテーブルへ書き込むには、IPQoS構成ファイル内
で次の flowacctパラメータを定義します。

■ timer –タイムアウトしたフローをフローテーブルから削除し、acctadmにより作
成されたファイルに書き込む間隔を、ミリ秒単位で定義する

■ timeout –パケットフローがタイムアウトするまでの非アクティブな時間を、ミリ
秒単位で定義する

注 – timerと timeoutには異なる値を指定できます。

■ max_limit –フローテーブルに格納可能なフローレコードの数に上限を設定する

flowacctパラメータの IPQoS構成ファイルでの使用例については、881ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

フローテーブル
flowacctモジュールは、flowacctインスタンスが認識するすべてのパケットフ
ローを記録するフローテーブルを管理します。フローは、次のパラメータによって
特定されます。これらを、flowacctの 8タプルと呼びます。

■ 発信元アドレス
■ 着信先アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先ポート
■ DSCP
■ ユーザー ID
■ プロジェクト ID
■ プロトコル番号

フローの 8タプルのパラメータが変化しないかぎり、フローテーブルには 1つのエン
トリだけが含まれます。max_limitパラメータにより、フローテーブルに含めること
のできるエントリ数が決定されます。

フローテーブルは、IPQoS構成ファイル内の timerパラメータに指定された間隔でス
キャンされます。デフォルトは 15秒です。IPQoS構成ファイル内の timeout間隔に
指定された時間以上、IPQoSシステムがパケットを認識しない場合、フローは「タ
イムアウト」します。デフォルトのタイムアウト間隔は 60秒です。タイムアウトし
たエントリは、acctadmコマンドを使用して作成されたアカウンティングファイルに
書き込まれます。
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flowacctレコード
flowacctレコードには、次の表に示される属性が含まれています。

表 37–4 flowacctレコードの属性

属性名 属性の内容 種類

src-addr-address-type オリジネータの発信元アドレス。address-type
は、IPQoS構成ファイルの指定に従い、v4

(IPv4の場合)または v6 (IPv6の場合)になる

基本

dest-addr-address-type パケットの着信先アドレス。address-type
は、IPQoS構成ファイルの指定に従い、v4

(IPv4の場合)または v6 (IPv6の場合)になる

基本

src-port フローの起点となる発信元ポート 基本

dest-port ブローの宛先となる着信先ポート番号 基本

プロトコル フローのプロトコル番号 基本

total-packets フロー内のパケット数 基本

total-bytes フロー内のバイト数 基本

action-name このフローを記録した flowacctアクションの
名前

基本

creation-time flowacctがそのフローのパケットを最初に認識
した時間

拡張 (Extended)のみ

last-seen そのフローのパケットを最後に認識した時間 拡張 (Extended)のみ

diffserv-field フローの発信パケットヘッダー内のDSCP 拡張 (Extended)のみ

user アプリケーションから取得されるUNIX
ユーザー IDまたはユーザー名

拡張 (Extended)のみ

projid アプリケーションから取得されるプロジェクト
ID

拡張 (Extended)のみ

flowacctモジュールでの acctadmの使用
acctadmコマンドを使用して、flowacctにより生成されるさまざまなフローレコード
を格納するファイルを作成します。acctadmは、拡張アカウンティング機能と連動し
て動作します。acctadmの技術的情報については、acctadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

flowacctモジュールは、フローを観察し、フローレコードにフローテーブルを入力
します。次に flowacctは、timerに指定された間隔でパラメータと属性を評価しま
す。last_seen値に timeout値を加えた時間以上パケットが検出されない場合、パ
ケットはタイムアウトします。タイムアウトしたエントリはすべて、フローテーブ
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ルから削除されます。削除されたタイムアウトエントリは、timerパラメータに指定
された時間が経過するたびに、アカウンティングファイルに書き込まれます。

acctadmを呼び出して flowacctモジュールで使用するには、次の構文を使用します。

acctadm -e file-type -f filename flow

acctadm -e acctadmを -eオプションを指定して呼び出します。-eは、直後にタイ
プを指定することを示します。

file-type 収集するタイプを指定します。file-typeは、basicまたは extendedに置
き換える必要があります。各ファイルタイプの属性の一覧について
は、表 37–4を参照してください。

-ffile-name フローレコードを格納するファイル file-nameを作成します。

flow acctadmを IPQoS上で実行することを示します。

IPQoS構成ファイル
この節では、IPQoS構成ファイル各部の詳細を説明します。IPQoSのブート時にアク
ティブになるポリシーは、/etc/inet/ipqosinit.confファイルに格納されていま
す。このファイルは編集可能ですが、新しい IPQoSシステムの場合、別の名前で構
成ファイルを作成するのが最善の方法です。IPQoS構成の適用とデバッグについて
は、第 34章「IPQoS構成ファイルの作成 (手順)」で説明されています。

IPQoS構成ファイルの構文については、例 37–3を参照してください。この例で
は、次の表記上の規則に従います。

■ computer-style type –構成ファイル各部を説明する構文情報。このテキスト
は、入力しない

■ bold type – IPQoS構成ファイルに入力する必要のあるリテラルテキスト。たとえ
ば、IPQoS構成ファイルは、常に fmt_versionで始める必要がある

■ イタリック体 –構成を説明する情報と置き換える変数テキスト。たとえ
ば、action-nameまたはmodule-nameは、常に構成に関する情報で置き換える必要
がある

例 37–3 IPQoS構成ファイルの構文

file_format_version ::= fmt_version version

action_clause ::= action {

name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses

}

action_name ::= string
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例 37–3 IPQoS構成ファイルの構文 (続き)

module_name ::= ipgpc | dlcosmk | dscpmk | tswtclmt | tokenmt | flowacct

params_clause ::= params {

parameters
params-stats | ""
}

parameters ::= prm-name-value parameters | ""
prm_name_value ::= param-name param-value

params_stats ::= global-stats boolean

cf_clauses ::= class-clause cf-clauses |

filter-clause cf-clauses | ""

class_clause ::= class {

name class-name
next_action next-action-name
class-stats | ""

}

class_name ::= string
next_action_name ::= string
class_stats ::= enable_stats boolean
boolean ::= TRUE | FALSE

filter_clause ::= filter {

name filter-name
class class–name
parameters
}

filter_name ::= string

次では、IPQoS構成ファイルの各主要部分について説明します。

action文
action文を使用して、901ページの「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」で
説明されているさまざまな IPQoSモジュールを呼び出します。

IPQoS構成ファイルを新規作成する場合、必ずバージョン番号から始める必要があ
ります。ついで、次の action文を追加して、クラシファイアを呼び出す必要があり
ます。

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

}
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クラシファイア action文の次に、params句または class句を記述します。

ほかのすべての action文には次の構文を使用します。

action {

name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
}

name action_name アクションに名前を付ける

module module_name 呼び出し予定の IPQoSモジュールを識別し
ます。表 37–5のモジュールの 1つでなけれ
ばなりません。

params_clause クラシファイアが処理するパラメータ (グ
ローバル統計、次に処理するアクションな
ど)を指定する

cf_clauses class句または filter句のゼロ以上のセット

モジュール定義
モジュールの定義によって、action文のパラメータを処理するモジュールが示され
ます。IPQoS構成ファイルには、次のモジュールを含めることができます。

表 37–5 IPQoSモジュール

モジュール名 定義

ipgpc IPクラシファイア

dscpmk IPパケット内でDSCP作成に使用するマーカー

dlcosmk VLANデバイスで使用するマーカー

tokenmt トークンバケットメーター

tswtclmt タイムスライディングウィンドウメーター

flowacct フローアカウンティングモジュール

class句
トラフィックのクラスごとに「class句」を定義します。

IPQoS構成内の残りのクラスを定義するには、次の構文を使用します。
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class {

name class-name
next_action next-action-name

}

特定のクラスに関する統計情報収集を有効にするには、最初に ipgpc.classifyアク
ション文でグローバル統計を有効にする必要があります。詳細は、915ページ
の「action文」を参照してください。

クラスに関する統計を収集したいときは、enable_stats TRUE文を使用します。クラ
スの統計を収集する必要がない場合は、enable_stats FALSEを指定します。あるい
は、 enable_stats文を削除してもかまいません。

IPQoS対応ネットワーク上のトラフィックは、特に定義しなければ「デフォルトク
ラス」になります。

filter句
「フィルタ」は、トラフィックフローをクラスに分類するセレクタで構成されま
す。これらのセレクタは、クラス句で作成されたクラスのトラフィックへ適用する
条件を、明確に定義します。パケットがもっとも高い優先順位のフィルタのセレク
タすべてに一致する場合、パケットはそのフィルタのクラスのメンバーと見なされ
ます。ipgpcクラシファイアと使用できるセレクタの完全なリストについて
は、表 37–1を参照してください。

次の構文を持つ「filter句」を使用して IPQoS構成ファイル内にフィルタを定義しま
す。

filter {

name filter-name
class class-name
parameters (selectors)
}

params句
params句には、アクション文で定義されたモジュールの処理方法が含まれま
す。params句の構文を次に示します。

params {

parameters
params-stats | ""

}

params句では、モジュールに適用するパラメータを使用します。
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params句の params-stats値は、global_stats TRUEまたは global_stats FALSEになり
ます。global_stats TRUE命令は、グローバル統計を呼び出した action文に関する
UNIXスタイルの統計を有効にします。kstatコマンドを使用して、統計情報を表示
できます。クラス単位の統計を有効にする前に、action文の統計を有効にする必要
があります。

ipqosconf構成ユーティリティー
IPQoS構成ファイルを読んだり、UNIXカーネル内の IPQoSモジュールを構成したり
するには、ipqosconfユーティリティーを使用します。ipqosconfは、次のアク
ションを実行します。

■ 構成ファイルを IPQoSカーネルモジュールに適用する (ipqosconf -a filename)
■ カーネル内に現在常駐している IPQoS構成ファイルを表示する (ipqosconf -l)
■ マシンをリブートするたびに、現行の IPQoS構成を読み取り、適用するようにす
る (ipqosconf -c)

■ 現行の IPQoSカーネルモジュールをフラッシュする (ipqosconf -f)

技術的な情報は、ipqosconf(1M)のマニュアルページを参照してください。
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用語集

この用語集には、このマニュアルで新たに使用された用語の定義のう
ち、docs.sun.com Webサイトの Sun Global Glossaryに含まれていないものが収録され
ています。

3DES Triple-DESを参照してください。

AES Advanced Encryption Standardの略。対称 128ビットブロックのデータ暗号技術。2000年
の 10月、米国政府は暗号化標準としてこのアルゴリズムのRijndael方式を採用しまし
た。AESはDESに代わる米国政府の標準として採用されています。

Blowfish 32ビットから 448ビットまでの可変長キーの対称ブロックの暗号化アルゴリズム。その
作成者である Bruce Schneier氏は、鍵を頻繁に変更しないアプリケーションに効果的で
あると述べています。

CA 認証局 (CA)を参照してください。

DEPRECATEDアドレス IPMPグループ内でデータの発信元アドレスとして使用することのできない IPアドレ
ス。通常、IPMPの検査用 IPアドレスは DEPRECATEDアドレスです。ただし、任意のアド
レスに DEPRECATEDのマークを付けて、そのアドレスが発信元アドレスとして使用される
ことを防止できます。

DES Data Encryption Standard。1975年に開発され、1981年にANSI X.3.92としてANSIで標準
化された対称鍵の暗号化方式。DESでは 56ビットの鍵を使用します。

Diffie-Hellmanプロトコ
ル

公開鍵暗号化としても知られています。1976年にDiffie氏とHellman氏が開発した非対
称暗号鍵協定プロトコルです。このプロトコルを使用すると、セキュリティー保護され
ていない伝達手段で、事前の秘密情報がなくても 2人のユーザーが秘密鍵を交換できま
す。Diffie-Hellmanは、IKEプロトコルで使用されます。

diffservモデル IPネットワークで差別化サービスを実装するための IETF (Internet Engineering Task Force)
のアーキテクチャー標準。主なモジュールとして、クラシファイ
ア、メーター、マーカー、スケジューラ、およびドロッパがあります。IPQoSでは、ク
ラシファイア、メーター、およびマーカーの各モジュールを実装します。diffservモデル
については、RFC 2475 ( An Architecture for Differentiated Services)に解説されています。

DSA デジタル署名アルゴリズム。512ビットから 4096ビットまでの可変長キーの公開鍵アル
ゴリズム。米国政府標準であるDSSは最大 1024ビットです。この場合、DSAでは入力
に SHA-1を使用します。
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DSコードポイント
(DSCP)

IPヘッダーのDSフィールドに含まれていて、パケットの転送方法を指示する 6ビット
の値。

header IPヘッダーを参照してください。

HMAC メッセージ認証を行うためのキー付きハッシュ方法。HMACは秘密鍵認証アルゴリズム
の 1つです。HMACは秘密共有鍵と併用して、MD5、SHA-1などの繰り返し暗号化の
ハッシュ関数で使用します。HMACの暗号の強さは、基になるハッシュ関数のプロパ
ティーによって異なります。

ICMP インターネット制御メッセージプロトコル (Internet Control Message Protocol)。エラーの
処理や制御メッセージの交換に使用されます。

ICMPエコー要求パ
ケット

応答を促すためにインターネット上のマシンに送信されるメッセージ。そのようなパ
ケットは一般に “ping”パケットといわれています。

IKE インターネットキー交換。IPsecセキュリティーアソシエーション (SA)用の認証された
鍵情報の管理を自動化します。

IP インターネットプロトコル (IP)、IPv4、IPv6を参照してください。

IPMPグループ IPマルチパスグループ。ネットワークの可用性と利用率を向上させるために相互に入れ
替え可能なものとしてシステムで扱われる、一連のネットワークインタフェースと一連
のデータアドレスで構成されます。IPMPグループは、そのすべての IPインタフェース
とデータアドレスも含めて、IPMPインタフェースによって表されます。

IPQoS diffservモデル標準に加えて、仮想 LANに対するフローアカウンティングや 802.1 D
マーカーの実装を行うソフトウェア機能。IPQoSを使用すると、IPQoS構成ファイル内
に定義したとおりに、さまざまなレベルのネットワークサービスを顧客やアプリ
ケーションに提供できます。

IPsec IPセキュリティー。IPデータグラムを保護するためのセキュリティーアーキテク
チャー。

IPv4 インターネットプロトコルのバージョン 4。単に IPと呼ばれることもあります。この
バージョンは 32ビットのアドレス空間を提供します。

IPv6 インターネットプロトコルのバージョン 6。128ビットのアドレス空間を提供します。

IPスタック TCP/IPはしばしば「スタック」と呼ばれます。データ交換のクライアントエンドと
サーバーエンドですべてのデータが通過する層 (TCP、IP、場合によってはそのほかを含
む)のことを意味します。

IPデータグラム IP経由で転送される情報パケット。IPデータグラムはヘッダーとデータを含みま
す。ヘッダーにはデータグラムのソースと宛先のアドレスが含まれます。ヘッダーのそ
の他のフィールドには、複数のデータグラムを宛先で識別し、再結合するための情報が
含まれます。

IP内 IPカプセル化 IPパケット内で IPパケットをトンネリングするための機構。

DSコードポイント
(DSCP)
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IPヘッダー インターネットパケットを固有に識別する 20バイトのデータ。ヘッダーには、パケット
の送信元と送信先のアドレスが含まれています。さらに、ヘッダー内のオプションに
よって、新しいバイトを追加できます。

IPリンク リンク層でノード間の通信に使用される通信設備や通信メディア。リンク層とは IPv4お
よび IPv6のすぐ下の層です。例としては、Ethernet (ブリッジされたものも含む)やATM
ネットワークなどがあります。1つまたは複数の IPv4サブネット番号またはネット
ワーク接頭辞が IPリンクに割り当てられます。同じサブネット番号またはネットワーク
接頭辞を複数の IPリンクに割り当てることはできません。ATM LANEでは、IPリンク
は 1つのエミュレートされた LANです。ARPを使用する場合、ARPプロトコルの有効範
囲は単一の IPリンクです。

MD5 デジタル署名などのメッセージ認証に使用する繰り返し暗号化のハッシュ関数。1991年
にRivest氏によって開発されました。

MTU 最大転送単位。リンクに転送できるサイズ (オクテット単位)。たとえば、Ethernetの
MTUは 1500オクテットです。

NAT ネットワークアドレス変換を参照してください。

Perfect Forward Secrecy
(PFS)

PFSでは、データ伝送を保護するために使用されるキーが、追加のキーを導き出すため
に使用されることはありません。さらに、データ伝送を保護するために使用される
キーのソースが、追加のキーを導き出すために使用されることはありません。

PFSは認証されたキー交換だけに適用されます。Diffie-Hellmanプロトコルも参照してく
ださい。

PKI Public Key Infrastructure。インターネットトランザクションに関係する各関係者の有効性
を確認および承認する、デジタル署名、認証局、ほかの登録機関のシステム。

plumbする 物理インタフェース名に関連するデバイスを開く動作のこと。インタフェースが plumb
されると、そのデバイスを IPプロトコルが使用できるようにストリームが設定されま
す。システムの現在のセッション中にインタフェースを plumbするには、ifconfigコマ
ンドを使用します。

RSA デジタル署名と公開鍵暗号化システムを取得するための方法。その開発者であるRivest
氏、Shamir氏、Adleman氏によって 1978年に最初に公開されました。

SA セキュリティーアソシエーション (SA)を参照してください。

SADB セキュリティーアソシエーションデータベース。暗号化鍵と暗号化アルゴリズムを指定
するテーブル。鍵とアルゴリズムは、安全なデータ転送で使用されます。

SCTP 「ストリーム制御転送プロトコル」を参照してください。

SHA-1 セキュリティー保護されたハッシュアルゴリズム。メッセージ要約を作成するために
264文字以下の長さを入力するときに操作します。SHA-1アルゴリズムはDSAに入力さ
れます。

smurf攻撃 IPブロードキャストアドレスや複数のブロードキャストアドレスに向けられた ICMPエ
コー要求パケットをリモートロケーションから送信して、深刻なネットワークの混雑や
中断を引き起こすこと。

smurf攻撃
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SPD セキュリティーポリシーデータベース (SPD)を参照してください。

SPI セキュリティーパラメータインデックス (SPI)を参照してください。

TCP/IP TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル)は、インターネットの基本的
な通信言語またはプロトコルです。プリベートネットワーク (イントラネットやエクス
トラネット)の通信プロトコルとしても使用されます。

Triple-DES Triple-Data Encryption Standard。対称鍵暗号化システムの 1つ。Triple-DESではキーの長
さとして 168ビットが必要です。Triple-DESを「3DES」と表記することもあります。

アドレスの移行 あるネットワークインタフェースから別のネットワークインタフェースにアドレスを移
動する処理を指します。アドレスの移行は、インタフェースに障害が発生した際の
フェイルオーバー、またはインタフェースが回復した際のフェイルバックの一部として
実行されます。

アドレスプール Mobile IPでは、ホームアドレスを必要とするモバイルノードが利用する、ホームネット
ワーク管理者によって指定された一連のアドレス。

インターネットプロト
コル
(IP)

インターネットを介してデータをあるコンピュータから別のコンピュータに送信するた
めの方法またはプロトコル。

エージェント通知 Mobile IPでは、ホームエージェントおよび外来エージェントが、モバイルノードがリン
ク上に存在することを通知するために定期的に送信するメッセージ。

エージェント発見 Mobile IPでは、モバイルノードが移動している場合は、自分の現在の場所および外部
ネットワーク上での自分の気付アドレスを決定すること。

エニーキャストアドレ
ス

(一般的に別のノードに属する)インタフェースグループに割り当てられる IPv6アドレ
ス。エニーキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスを持つ、プロトコル
に基づき「最も近い」インタフェースに配送されます。パケットの経路制御は、経路制
御プロトコルの距離測定に応じて決定されます。

エニーキャストグ
ループ

同じエニーキャスト IPv6アドレスからなるインタフェースグループ。IPv6のOracle
Solaris実装は、エニーキャストアドレスやグループの作成をサポートしていません。た
だし、Oracle Solaris IPv6ノードはトラフィックをエニーキャストグループに送信できま
す。

解釈ドメイン
(DOI)

データ形式や、ネットワークトラフィック交換タイプ、セキュリティー関連情報の命名
規約を定義します。セキュリティー関連情報の例としては、セキュリティーポリ
シーや、暗号化アルゴリズム、暗号化モードなどがあります。

回復検出 障害の発生後、NICやNICから第 3層の装置への経路が、正しく動作し始めたことを検
出する処理。

外部ネットワーク モバイルノードのホームネットワーク以外のネットワーク。

外来エージェント モバイルノードが移動する外部ネットワーク上のルーターまたはサーバー。

鍵管理 セキュリティーアソシエーション (SA)を管理する方法。

SPD
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仮想 LAN
(VLAN)デバイス

IPプロトコルスタックの Ethernet (データリンク)レベルでトラフィック転送を行う
ネットワークインタフェース。

仮想ネットワーク ソフトウェアおよびハードウェアのネットワーク資源とネットワーク機能を組み合わせ
たもの。単一のソフトウェアエンティティとしてまとめて管理されます。「内部」仮想
ネットワークは、ネットワーク資源を単一のシステムに統合したもので、「ワンボック
スネットワーク (network in a box)」と呼ばれることもあります。

仮想ネットワークイン
タフェース
(VNIC)

物理的なネットワークインタフェースで構成されているかどうかに関係なく、仮想
ネットワーク接続を提供する擬似インタフェース。排他的 IPゾーンや xVMドメインな
どのコンテナがVNIC上に構成されて、仮想ネットワークを形成します。

仮想プライベート
ネットワーク
(VPN)

インターネットのような公共ネットワーク内でトンネルを利用する、単独の、安全で論
理的なネットワーク。

カプセル化 ヘッダーとペイロードを 1番目のパケット内に配置し、そのパケットを 2番目のパ
ケットのペイロード内に配置すること。

カプセル化セキュリ
ティーペイロード
(ESP)

データグラムに対して認証と完全性を提供する拡張ヘッダー。ESPは、IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (IPsec)の 5つのコンポーネントの 1つです。

キーストア名 管理者がストレージ領域 (つまり、キーストア)に与える、ネットワークインタフェース
カード (NIC)上の名前。キーストア名は、「トークン」、「トークン ID」とも呼ばれま
す。

気付アドレス モバイルノードの一時的アドレス。モバイルノードを外来ネットワークに接続すると
き、トンネル出口として使用します。

逆方向トンネル モバイルノードの気付アドレスで始まり、ホームエージェントで終わるトンネル。

近傍検索 接続されているリンク上にあるほかのホストをホストが特定できるようにするための IP
メカニズム。

近傍通知 近傍要請メッセージに対する応答、またはデータリンク層アドレスの変更を通知するた
めに、ノードが自発的に近傍通知メッセージを送ること。

近傍要請 近傍のリンク層アドレスを決定するために、ノードによって送信される要請。ま
た、キャッシュされたリンク層アドレスによって近傍が到達可能であるかを確認しま
す。

クラス IPQoSでは、似たような特性を共有するネットワークフローのグループ。クラス
は、IPQoS構成ファイル内に定義します。

クラスレスドメイン間
経路制御
(CIDR)アドレス

ネットワーククラス (クラスA、B、C)に基づかない IPv4アドレス形式。CIDRアドレス
の長さは 32ビットです。標準的な IPv4 10進ドット表記形式にネットワーク接頭辞を付
加したものを使用します。この接頭辞はネットワーク番号とネットワークマスクを定義
します。

クラスレスドメイン間経路制御
(CIDR)アドレス
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結果
(outcome)

トラフィックの計測結果に基づいて実行されるアクション。IPQoSメーターに
は、赤、黄、および緑の 3種類の結果 (outcome)があり、IPQoS構成ファイル内に定義さ
れます。

結合テーブル Mobile IPでは、ホームアドレスを、残りの有効期間と与えられた時間を含む気付アドレ
スに関連付けるホームエージェント表。

検査用アドレス IPMPグループ内の IPアドレスで、検査信号用の発信元アドレスまたは宛先アドレスと
して使用する必要があり、データトラフィック用の発信元アドレスまたは宛先アドレス
として使用してはならないもの。

公開鍵暗号化 2つの鍵を使用する暗号化システム。公開鍵はだれでも知ることができます。非公開鍵
は、メッセージの受信者だけが知っています。IKEにより、IPsecの公開鍵が提供されま
す。

再実行攻撃 IPsecでは、パケットが侵入者によって捕捉されるような攻撃のこと。格納されたパ
ケットは、あとで元のパケットを置き換えるか繰り返します。そのような攻撃を防止す
るために、パケットを保護している秘密キーが存在している間、値が増加を続ける
フィールドをパケットに含めることができます。

最小カプセル化 ホームエージェント、外来エージェント、およびモバイルノードによってサポートされ
る任意の形態の IPv4内 IPv4トンネリング。最小カプセル化は、IP内 IPカプセル化より
も 8ないし 12バイト少ないオーバヘッドしか持ちません。

サイトローカルアドレ
ス

単一サイト上でアドレスを指定するために使用します。

自動設定 ホストが、サイト接頭辞とローカルMACアドレスからその IPv6アドレスを自動的に設
定する処理。

順方向トンネル ホームエージェントから始まり、モバイルノードの気付アドレスで終わるトンネル。

障害検出 インタフェースや、インタフェースからインターネット層デバイスまでのパスが動作し
ていないことを検出する処理。IPネットワークマルチパス (IPMP)には、障害検出のタ
イプとして、リンクベース (デフォルト)と検証ベース (オプション)があります。

証明書失効リスト
(CRL)

CAが無効とした公開鍵証明書のリスト。CRLは、IKEを使用して管理されるCRL
データベースに格納されます。

スタック IPスタックを参照してください。

ステートフルパケット
フィルタ

アクティブな接続の状態を監視し、そこから得た情報を使ってパケットフィルタを通過
させるネットワークパケットを決めるファイアウォール。要求と応答を追跡、照合する
ことによって、ステートフルパケットフィルタは、要求と一致しない応答を選別できま
す。

ステートレス自動設定 ホストがそれ自身の IPv6アドレスを生成する処理。その生成は、ホスト自身のMACア
ドレスと、ローカル IPv6ルーターによって表明される IPv6接頭辞を結合することに
よって行われます。

結果
(outcome)
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ストリーム制御転送プ
ロトコル

TCPと似た方法で接続指向の通信を行う転送層プロトコル。さらに、このプロトコル
は、接続のエンドポイントの 1つが複数の IPアドレスをもつことができる複数ホーム機
能をサポートします。

スプーフィング コンピュータに不正にアクセスするために、メッセージが、信頼されるホストから来た
かのように見える IPアドレスを使ってコンピュータにメッセージを送信すること。IP
のなりすましを行うために、ハッカーはまず、さまざまなテクニックを使って、信頼さ
れるホストの IPアドレスを見つけ、次にパケットヘッダーを変更します。それに
よって、パケットは、そのホストから来たかのように見えます。

セキュリティーアソシ
エーション
(SA)

1つのホストから 2つめのホストにセキュリティー属性を指定するアソシエーション。

セキュリティーパラ
メータインデックス
(SPI)

受信したパケットを復号化するために使用する、SADB (セキュリティーアソシ
エーションデータベース)内の行を特定する整数値。

セキュリティーポリ
シーデータベース
(SPD)

パケットにどのレベルの保護を適用するかを指定するデータベース。SPDは、IPトラ
フィックをフィルタして、パケットを破棄すべきか、検証済みとして通過させるべき
か、IPsecで保護すべきかを決めます。

セレクタ ネットワークストリームからトラフィックを選択するために、特定クラスのパケットに
適用される条件を具体的に定義する要素。セレクタは、IPQoS構成ファイル内のフィル
タ句に定義します。

専用アドレス インターネット経由で経路制御ができない IPアドレス。プライベートアドレスは、イン
ターネット接続を必要としない社内ネットワークのホストで使用できます。このような
アドレスはAddress Allocation for Private Internets (http://www.ietf.org/rfc/
rfc1918.txt?number=1918)で定義され、しばしば "1918"アドレスと呼ばれます。

双方向トンネル 双方向にデータグラムを送信するトンネル。

待機 グループ内のほかの物理インタフェースに障害が発生するまでデータの伝送には使用さ
れない物理インタフェース。

対称鍵暗号化 メッセージの送信側と受信側が 1つの共通鍵を共有する暗号化システム。この共通鍵
は、メッセージを暗号化および復号化するために使用されます。対称鍵は、IPsecでの大
量データ転送の暗号化に使用します。対称鍵システムの一例としてDESがあります。

データアドレス データの発信元アドレスまたは宛先アドレスとして使用できる IPアドレス。データアド
レスは IPMPグループの一部であり、グループ内の任意のインタフェース上でトラ
フィックの送受信に使用できます。さらに、IPMPグループ内の 1つのインタフェース
が機能している場合は、IPMPグループのデータアドレスのセットを継続的に使用する
ことができます。

データグラム IPデータグラムを参照してください。

デジタル署名 送信側を一意に識別する、電子的に転送されたメッセージに添付されるデジタル
コード。

デジタル署名
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デュアルスタック IPv4と IPv6に関するネットワーク層のTCP/IPプロトコルスタック。このスタック以外
は同一です。Oracle Solarisのインストール時に IPv6を使用可能にすると、ホストは
デュアルスタックバージョンのTCP/IPを受け取ります。

盗聴 コンピュータネットワーク上で盗聴すること。普通のテキストによるパスワードなどの
情報をネットワークから自動的に選別するプログラムの一部としてしばしば使用されま
す。

動的再構成
(DR)

進行中の操作にほとんど、またはまったく影響を与えることなく、システムを実行しな
がらシステムを再構成できるようにする機能。Sunプラットフォームの一部は、DRをサ
ポートしていません。Sunプラットフォームの一部は、NICなど特定のタイプのハード
ウェアのDRだけをサポートする場合があります。

動的パケットフィルタ ステートフルパケットフィルタを参照してください。

登録 モバイルノードが、ホームにないときに自分の気付アドレスを自分のホームエージェン
トおよび外来エージェントに登録すること。

トンネル カプセル化される間データグラムが通過するパス。カプセル化を参照してください。

認証局
(CA)

デジタル署名および公開鍵と非公開鍵のペアの作成に使用するデジタル証明書を発行す
る、公証された第三者機関または企業。CAは、一意の証明書を付与された個人が当該
の人物であることを保証します。

認証ヘッダー IPデータグラムに対し認証と完全性を提供する拡張ヘッダー。機密性は提供されませ
ん。

ネットワークアクセス
識別子
(NAI)

user@domain形式でモバイルノードを一意に特定するために使用します。

ネットワークアドレス
変換

NAT。あるネットワークで使用されている IPアドレスを、別のネットワークで認識され
ている異なる IPアドレスに変換すること。必要となる大域 IPアドレスの数を抑えるた
めに使用されます。

ネットワークインタ
フェースカード
(NIC)

ネットワークへのインタフェースになる、ネットワークアダプタカード。NICによって
は、qfeカードなど複数の物理インタフェースをもてるものもあります。

ノード IPv6では、IPv6が有効なシステムのこと。ホストかルーターかは問いません。

パケット 通信回線上で、1単位として送られる情報の集合。IPヘッダーやペイロードを含みま
す。

パケットフィルタ 指定するパケットのファイアウォールの通過を許可するようにも許可しないようにも設
定できるファイアウォール機能。

パケットヘッダー IPヘッダーを参照してください。

ハッシュ値 テキストの文字列から生成される数値。ハッシュ関数は、転送されるメッセージが改ざ
んされないようにするために使用します。一方向のハッシュ関数の例としては、MD5と
SHA-1があります。

デュアルスタック
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汎用経路制御カプセル
化
(GRE)

ホームエージェント、外来エージェント、およびモバイルノードによってサポートされ
る任意の形態のトンネリング。ほかの任意の (または同じ)ネットワーク層プロトコルの
配信パケット内で任意のネットワーク層プロトコルのパケットをカプセル化できるよう
にします。

非対称鍵暗号化 メッセージの送受信側で異なる鍵を使用してメッセージの暗号化および暗号解除を行う
暗号化システム。非対称鍵を使用して、対称鍵暗号に対するセキュリティー保護された
チャネルを作成します。Diffie-Hellmanプロトコルは、非対称鍵プロトコルの例です。対
称鍵暗号化と比較してください。

ファイアウォール 組織のプライベートネットワークやイントラネットをインターネットから切り離し、外
部からの進入を防止するためのデバイスまたはソフトウェア。ファイアウォールに
は、フィルタリングや、プロキシサーバー、NAT (ネットワークアドレス変換)などを組
み込むことができます。

フィルタ クラスの特性を IPQoS構成ファイル内に定義するための規則セット。IPQoSシステムで
は、IPQoS構成ファイル内に定義されたフィルタに適合するトラフィックフローを選択
して処理します。パケットフィルタを参照してください。

フェイルオーバー ネットワークアクセスを障害が検出されたインタフェースから正常な物理インタ
フェースに切り替える処理。ネットワークアクセスには、IPv4のユニキャスト、マルチ
キャスト、およびブロードキャストと、IPv6のユニキャストとマルチキャストが含まれ
ます。

フェイルバック ネットワークアクセスを、回復が検出されたインタフェースに戻す処理。

負荷分散 インバウンドまたはアウトバウンドのトラフィックを一連のインタフェースに分散する
処理。負荷分散を使用すると、より高いスループットを達成できます。ただし、負荷分
散が行われるのは、データが複数の接続を経由して複数の標識に送信される場合だけで
す。負荷分散には、インバウンドトラフィック用のインバウンド負荷分散とアウトバウ
ンドトラフィック用のアウトバウンド負荷分散の 2種類があります。

物理インタフェース リンクへのシステムの接続。この接続は通常、デバイスドライバとネットワークインタ
フェースカード (NIC)として実装されます。NICによっては、qfeのように複数の接続点
を持つ場合もあります。

フローアカウンティン
グ

IPQoSでは、トラフィックフローに関する情報を蓄積、記録する処理のこと。フローア
カウンティングを確立するには、flowacctモジュールのパラメータを IPQoS構成ファイ
ル内に定義します。

ブロードキャストアド
レス

アドレスのホスト部分のビットがすべてゼロ (10.50.0.0)か 1 (10.50.255.255)である IPv4
ネットワークアドレス。ローカルネットワーク上のマシンからブロードキャストアドレ
スに送信されたパケットは、同じネットワーク上のすべてのマシンに配信されます。

プロキシサーバー Webブラウザなどのクライアントアプリケーションと別のサーバーの間にある
サーバー。要求をフィルタするために使用されます (たとえば、特定のWebサイトへの
アクセスを防ぐ)。

プロトコルスタック IPスタックを参照してください。

プロトコルスタック
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ペイロード パケットで伝送されるデータ。ペイロードには、パケットを宛先に送るために必要な
ヘッダー情報は含まれません。

ホームアドレス モバイルノードに長期間割り当てられた IPアドレス。このアドレスは、インターネット
あるいは企業ネットワークに接続されたときにも変更されません。

ホームエージェント モバイルノードのホームネットワーク上のルーターまたはサーバー。

ホームネットワーク モバイルノードのホームアドレスのネットワーク接頭辞と一致するネットワーク接頭辞
を持つネットワーク。

ホスト パケット転送を行わないシステム。Oracle Solarisをインストールされると、システムは
デフォルトでホストになります。つまり、このシステムはパケットを転送できませ
ん。通常、ホストは 1つの物理インタフェースをもちます。ただし、複数のインタ
フェースをもつこともできます。

ホップ 2つのホストを分離するルーターの数を判別するための手段。たとえば、始点ホストと
終点ホストが 3つのルーターで分離されている場合、ホストは互いに 4ホップ離れてい
ます。

ホップ単位動作
(Per-Hop
Behavior、PHB)

トラフィッククラスに割り当てられる優先順位。PHBは、そのクラスのフローに割り当
てられる、ほかのトラフィッククラスに対する相対的な優先度を示します。

マーカー 1. diffservアーキテクチャーおよび IPQoSのモジュールの 1つ。パケットの転送方法を指
示する値を IPパケットのDSフィールドに付けます。IPQoS実装では、このマーカーモ
ジュールは dscpmkです。

2. IPQoS実装のモジュールの 1つ。ユーザー優先順位の値を Ethernetデータグラムの仮
想 LANタグに付けます。ユーザー優先順位の値は、VLANデバイスを備えたネット
ワーク上でデータグラムが転送される方法を示します。このモジュールは dlcosmkと呼
ばれます。

マルチキャストアドレ
ス

特定の方法でインタフェースのグループを特定する IPv6アドレス。マルチキャストアド
レスに送信されるパケットは、グループにあるすべてのインタフェースに配信されま
す。IPv6マルチキャストアドレスには、IPv4ブロードキャストアドレスに似た機能があ
ります。

マルチホームホスト 複数の物理インタフェースをもち、パケット転送を行わないシステム。マルチホームホ
ストでは経路制御プロトコルを実行できます。

メーター 特定クラスのトラフィックフローの速度を測定する diffservアーキテクチャーのモ
ジュール。IPQoS実装には、tokenmtおよび tswtclmtという 2つのメーターがありま
す。

メッセージ認証コード
(MAC)

データの整合性を保証し、データの出所を明らかにするコード。MACは盗聴行為には
対応できません。

モバイルノード 自分の IPホームアドレスを使用して既存の通信をすべて維持しながら、接続点をネット
ワーク間で変更するホストまたはルーター。

ペイロード
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モビリ
ティーエージェント

ホームエージェントまたは外来エージェント。

モビリティー結合 ホームアドレスと気付アドレスとを関連付けます。その関連付けの残りの有効期間も含
みます。

モビリティーセキュリ
ティーアソシ
エーション

認証アルゴリズムのような、ノード間のセキュリティー対策の集合。2つのノード間で
交換されるモバイル IPプロトコルメッセージに適用されます。

ユーザー優先順位 サービスクラスのマークを実装する 3ビットの値。VLANデバイスのネットワーク上で
Ethernetデータグラムが転送される方法を定義します。

ユニキャストアドレス IPv6が有効なノードの単一インタフェースを識別する IPv6アドレス。ユニキャストアド
レスは、サイト接頭辞や、サブネット ID、インタフェース IDなどからなります。

リダイレクト 特定の終点に到達するために、ホストに対して最適な最初のホップノード
を、ルーターが通知すること。

リンク -ローカル・ア
ドレス

IPv6では、自動アドレス設定などのために、単一リンク上でアドレスを指定するために
使用することを表します。デフォルトでは、リンク -ローカル・アドレスはシステムの
MACアドレスから作成されます。

リンク層 IPv4/IPv6のすぐ下の層。

ルーター 複数のインタフェースを通常もち、経路制御プロトコルを実行し、パケットを転送する
システム。システムが PPPリンクのエンドポイントである場合は、ルーターとしてのイ
ンタフェースを 1つだけもつようなシステムを構成できます。

ルーター広告 ルーターが、各種のリンクパラメータおよびインターネットパラメータと共に、その存
在を定期的にあるいはルーター要請メッセージに応じて通知すること。

ルーター発見 ホストが、接続されているリンク上にあるルーターを特定すること。

ルーター要請 ホストがルーターに対し、次に予定されている時刻ではなく、ただちにルーター広告
メッセージを送信するように要求すること。

ローカル使用アドレス ローカルの経路制御可能な範囲だけを対象とするユニキャストアドレス (サブネット内
またはネットワーク内)。また、ローカルまたはグローバルな一意の範囲を対象とする
こともできます。

ローカル使用アドレス
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dhcptabテーブル (続き)
説明, 500

dhcptagsファイル, 502
DHCPv4クライアント,ネットワークインタ
フェースの管理, 454

DHCPv4とDHCPv6, 448
DHCPv6,クライアント名, 450
DHCPv6管理モデル, 449
DHCPv6クライアント,ネットワークインタ
フェースの管理, 454

DHCPv6とDHCPv4, 448
DHCPイベント, 468-471
DHCPオプション
概要, 327
作業, 424
削除, 432
作成, 427
属性, 425
変更, 430

DHCPクライアント
IPアドレスの解放, 458
IPアドレスの中断, 459
イベントスクリプト, 468-471
インタフェースの状態の表示, 459
インタフェースのテスト, 459
オプション情報, 433
管理, 458
起動, 452, 458
クライアント ID, 399
構成解除, 457
シャットダウン, 455
障害追跡, 480
使用可能にする, 456-457
使用不可にする, 457
定義, 330
ディスクレスクライアントシステム, 434
デバッグモードで実行
サンプル出力, 482

でプログラムを実行, 468-471
ネームサービス, 379
パラメータ, 459-460
複数のネットワークインタフェース, 460
不正確な構成, 489

DHCPクライアント (続き)
ホスト名
指定, 462-463

ホスト名生成, 341
リースなしのネットワーク情報, 436-437, 458
リースの延長, 458
論理インタフェース, 460

DHCP構成ウィザード
BOOTPリレーエージェント用の, 355
説明, 350

DHCPコマンド行ユーティリティー, 324
特権, 365

DHCPサーバー
DNSの更新の有効化, 376-377
いくつ構成すべきか, 333
オプション, 369

dhcpconfigコマンド, 381-382
DHCPマネージャ, 381

管理, 321
機能, 320
構成

dhcpconfigコマンド, 357-358
DHCPマネージャによる, 350
概要, 325
収集された情報, 334

障害追跡, 473
選択, 337
データストア, 321
デバッグモードで実行, 481
サンプル出力, 483-486

複数のサーバーの計画, 344
DHCPサービス

BOOTPクライアントのサポート, 393
IPアドレス
クライアントの予約, 410
削除, 407
使用不可, 407
属性の変更, 404
追加, 400

IPアドレス割り当て, 326
Oracle Solarisネットワークのブートとインス
トール, 434

WANブートインストールサポート, 434
エラーメッセージ, 477, 485

索引

933



DHCPサービス (続き)
起動と停止

DHCPマネージャ, 367
影響, 366

記録
概要, 371
トランザクション, 372

計画, 331
構成解除, 355

DHCPマネージャによる, 357
サービスオプションの変更, 369
サービス管理機能, 368-369
提供された時間のキャッシュ, 380
ネットワークインタフェースの監視, 383
ネットワーク構成の概要, 327
ネットワークトポロジ, 332
ネットワークの追加, 385
有効と無効

dhcpconfigコマンド, 368
DHCPマネージャ, 367
影響, 366

DHCPデータストア
インポートしたデータの変更, 445, 446
概要, 321
サーバー間でのデータの移動, 439-446
データのインポート, 444
データのエクスポート, 442
変換, 437-439

DHCPデータストアの選択,選択, 337
DHCPデータストアの変換, 437-439
DHCPネットワーク

DHCPサービスから削除, 391
DHCPサービスへの追加, 385
の利用, 382-393
変更, 388

DHCPネットワークウィザード, 385
DHCPネットワークテーブル
構成解除するときに削除, 356
サーバー構成中に作成される, 352
説明, 323

DHCPプロトコル
Oracle Solaris実装の利点, 316
一連のイベント, 317
概要, 315

DHCPマクロ
概要, 328
カテゴリ, 328
クライアント IDマクロ, 329
クライアントクラスマクロ, 329
構成, 398
サーバーマクロ, 352
サイズ限度, 330
作業, 413
削除, 423
作成, 420
自動的な処理, 328
処理順序, 329
デフォルト, 341
ネットワークアドレスマクロ, 329, 352
ネットワークブート, 435
変更, 415
ロケールマクロ, 351

DHCPマネージャ
ウィンドウとタブ, 362
起動, 364
機能, 345
説明, 323
停止, 365
メニュー, 364

DHCPリース
期間, 339
タイプ, 400
動的および常時, 342
ネゴシエーション, 339
ポリシー, 338
有効期限, 400
予約済み IPアドレス, 343
予約済みの IPアドレス, 400

DHCPリースの延長, 458
dhtadmコマンド
オプションの作成, 427
オプションの変更, 430
説明, 325, 493
によるオプションの削除, 432
マクロの削除, 423
マクロの作成, 420
マクロの変更, 416
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Diffserv対応ルーター
DSコードポイントの評価, 909
計画, 845

Diffservモデル
IPQoSでの実装, 829, 830, 831, 832
クラシファイアモジュール, 829
フローの例, 832
マーカーモジュール, 831
メーターモジュール, 830

dladmコマンド
VLANの構成, 169-170
集積からのインタフェースの削除, 179
集積の作成, 175
集積の状態の確認, 176
集積の変更, 178
状態の表示, 156

dlcosmkマーカー, 831
VLANタグ, 910
データグラム転送の計画, 853
ユーザー優先値、表, 910

DNS (Domain Name System),準備、IPv6をサポート
するための, 93-94

dscpmkマーカー, 831
パケット転送での PHB, 907
パケット転送の計画, 853
呼び出し,マーカー actionでの, 874
呼び出し,マーカー action文での, 880
呼び出し、マーカー action文, 868
呼び出し、マーカー action文での, 883

DSS認証アルゴリズム, 658
DSコードポイント (DSCP), 831, 834

AFコードポイント, 835
AF転送のコードポイント, 908
dscp_mapパラメータ, 909
EFコードポイント, 835, 908
PHBおよびDSCP, 834
カラーアウェアネス構成, 906
計画, QoSポリシーでの, 854
構成, diffservルーターでの, 885, 908
定義, IPQoS構成ファイルでの, 868

-Dオプション
ikecert certlocalコマンド, 621
ikecertコマンド, 658

E
EGP,「経路制御プロトコル」を参照
encr_algsセキュリティーオプション, ifconfigコ
マンド, 597

encr_auth_algsセキュリティーオプション,
ifconfigコマンド, 596

ESP,「カプセル化されたセキュリティーペイ
ロード (ESP)」を参照

/etc/bootparamsファイル, 263
/etc/default/dhcpagentファイル, 459-460
/etc/default/dhcpagentファイル,説明, 501
/etc/default/inet_typeファイル, 230-231

DEFAULT_IP値, 288
/etc/default/mpathdファイル, 817
/etc/defaultdomainファイル
説明, 249
ネットワーククライアントモードの場合の削
除, 112

ローカルファイルモード構成, 108
/etc/defaultrouterファイル
説明, 249
ローカルファイルモード構成, 109

/etc/dhcp/dhcptagsファイル
エントリの変換, 502
説明, 502

/etc/dhcp/eventhookファイル, 469
/etc/dhcp/inittabファイル
説明, 502
変更, 433

/etc/dhcp/interface.dhcファイル,説明, 501
/etc/dhcp.interfaceファイル, 453, 459
/etc/dhcp.interfaceファイル,説明, 501
/etc/ethersファイル, 264
/etc/hostname.interface ファイル
手動構成, 148, 158

/etc/hostname.interfaceファイル
説明, 248

/etc/hostname.interfaceファイル,ネットワークク
ライアントモードの構成, 112

/etc/hostname.interfaceファイル
ルーター構成, 126
ローカルファイルモード構成, 107

/etc/hostname6.interfaceファイル, IPv6トンネ
ル, 302
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/etc/hostname6.interfaceファイル,インタ
フェースを手動で構成する, 184-186

/etc/hostname6.interfaceファイル,構文, 281-282
/etc/hostname6.ip.6to4tun0ファイル, 206
/etc/hostname6.ip.tunファイル, 203, 204, 205
/etc/hostsファイル,「/etc/inet/hostsファイ
ル」を参照

/etc/inet/dhcpsvc.confファイル, 351
/etc/inet/hostsファイル, 532
形式, 250
サブネットの追加, 104
初期ファイル, 250, 252
ネットワーククライアントモードの構成, 112
複数のネットワークインタフェース, 251, 252
ホスト名, 251
ループバックアドレス, 251
ローカルファイルモード構成, 108

/etc/inet/ike/configファイル
cert_rootキーワード, 629, 634
cert_trustキーワード, 623
cert_trust設定ファイル, 633
ignore_crlsキーワード, 630
ikecertコマンドと, 657
ldap-listキーワード, 637
PKCS #11ライブラリエントリ, 656
pkcs11_pathキーワード, 632, 656
proxyキーワード, 637
use_httpキーワード, 637
公開鍵証明書, 629, 634
サンプル, 609
自己署名付き証明書, 623
事前共有鍵, 609
セキュリティーについて, 655
説明, 602, 654
転送パラメータ, 650
ハードウェアに証明書を格納, 633
要約, 604

/etc/inet/ike/crlsディレクトリ, 660
/etc/inet/ike/publickeysディレクトリ, 659
/etc/inet/ipaddrsel.confファイル, 239, 282-283
/etc/inet/ipnodesファイル, 253, 532
/etc/inet/ipsecinit.confファイル, 591-592
/etc/inet/ndpd.confファイル, 192, 290

6to4通知, 272

/etc/inet/ndpd.confファイル (続き)
6to4ルーター広告, 207
一時アドレスの構成, 195
インタフェース設定変数, 279
キーワード, 278-281, 290
作成, 192
接頭辞設定変数, 280

/etc/inet/netmasksファイル
サブネットの追加, 104
編集, 257, 258
ルーター構成, 127

/etc/inet/networksファイル,概要, 265
/etc/inet/protocolsファイル, 266
/etc/inet/secret/ike.privatekeysディレクト
リ, 659

/etc/inet/servicesファイル,サンプル, 267
/etc/ipf/ipf.confファイル,「Oracle Solaris IP
フィルタ」を参照

/etc/ipf/ipnat.confファイル,「Oracle Solaris IP
フィルタ」を参照

/etc/ipf/ippool.confファイル,「Oracle Solaris IP
フィルタ」を参照

/etc/netmasksファイル, 257
/etc/nodenameファイル
説明, 249
ネットワーククライアントモード用に削
除, 111

/etc/nsswitch.confファイル, 261, 263
DHCPによって使用される, 501
構文, 262
ネームサービステンプレート, 262
ネットワーククライアントモードの構成, 112
変更, 262, 263
変更、IPv6サポート用の, 310-311
例, 262

/etc/resolv.confファイル、DHCPによる使
用, 501

Ethernetアドレス
「ethersデータベース」を参照
「MACアドレス」を参照

ethersデータベース
エントリのチェック, 242
概要, 264
対応するネームサービスファイル, 260

索引

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月936



eventhookファイル, 469
expire_timerキーワード, IKE設定ファイル, 650

F
failoverオプション, ifconfigコマンド, 783
filter句, IPQoS構成ファイルの, 917
filter句、IPQoS構成ファイル, 866
flowacctモジュール, 831, 911

acctadmコマンド、フローアカウンティング
ファイルを作成する, 913

flowacctの action文, 871
パラメータ, 912
フローレコード, 896
フローレコードテーブル, 912
フローレコードの属性, 913

ForeignAgentラベル, 744, 752, 763
ftpプログラム, 42
匿名 FTPプログラム
説明, 43

-Fオプション, ikecert certlocalコマンド, 621
-fオプション

in.ikedデーモン, 610
ipseckeyコマンド, 535

G
Generalセクション

Versionラベル, 763
モバイル IP構成ファイル, 763

gethostbynameコマンド, 310
getipnodebynameコマンド, 310
GlobalSecurityParametersセクション
モバイル IP構成ファイル, 765-766
ラベルと値, 765

groupパラメータ
ifconfigコマンド, 800, 812

>プロンプト, ipseckeyコマンドモード, 541

H
HA-FAauthラベル, 744, 749, 765

HomeAgentラベル, 744, 752, 763
hostconfigプログラム, 112
hostname.interfaceファイル, IPMP, 807
hostname.interfaceファイル
説明, 248
ルーター構成, 126

hostname6.interfaceファイル,インタフェースを手
動で構成する, 184-186

hostname6.interfaceファイル,構文, 281-282
hostname6.ip.tunファイル, 203, 204, 205
hosts
ホスト名

/etc/inet/hostsファイル, 251
hosts.byaddrマップ, 212
hosts.bynameマップ, 212
hosts.org_dirテーブル, 212
hostsデータベース, 250, 252

/etc/inet/hostsファイル
形式, 250
サブネットの追加, 104
初期ファイル, 250, 252
ネットワーククライアントモードの構
成, 112

複数のネットワークインタフェース, 251,
252

ホスト名, 251
ルーター構成, 126
ループバックアドレス, 251
ローカルファイルモード構成, 108

エントリのチェック, 242
対応するネームサービスファイル, 260
ネームサービス
に対する影響, 252
の形式, 259

ネームサービスの影響, 252
hostsファイル, 532

I
ICMPプロトコル
説明, 41
統計の表示, 222
メッセージ、近傍検索プロトコルの, 293
呼び出し、pingによる, 228
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ICMPルーター発見 (RDISC)プロトコル, 268
ifconfigコマンド, 302, 666

6to4拡張, 207
auth_algsセキュリティーオプション, 596
deprecated属性, 784
DHCPクライアントの制御, 458
DHCPと, 494
encr_algsセキュリティーオプション, 597
encr_auth_algsセキュリティーオプ
ション, 596

failoverオプション, 783
groupパラメータ, 800, 812
IPMP拡張, 778
IPMPグループの表示, 810
IPsecセキュリティーオプション, 595-597
IPv6拡張, 286
standbyパラメータ, 785, 807
STREAMSモジュールの順番チェック, 798
testパラメータ, 800
インタフェースの状態の表示, 217, 220, 786
インタフェースを plumbする, 125, 147, 157, 164
構成

VLANデバイス, 152
構文, 217
出力の形式, 217
出力の情報, 218
障害追跡ツールとして使用, 241
設定

IPv6トンネル, 287
ignore_crlsキーワード, IKE設定ファイル, 630
IGP,「経路制御プロトコル」を参照
IKE

crlsデータベース, 660
ike.presharedファイル, 656
ike.privatekeysデータベース, 659
ikeadmコマンド, 655-656
ikecert certdbコマンド, 628
ikecert certrldbコマンド, 637
ikecert tokensコマンド, 648
ikecertコマンド, 656
in.ikedデーモン, 654
ISAKMP SA, 601
NATと, 642-643, 644
Perfect Forward Secrecy (PFS), 600

IKE (続き)
PKCS #11ライブラリ, 658
publickeysデータベース, 659
RFC, 510
Sun Crypto Accelerator 1000ボードの使
用, 646-647

Sun Crypto Accelerator 4000ボードの使
用, 647-648

SMFからのサービス, 653-654
SMFサービスの説明, 604-605
SMFを使用した管理, 548-550
Sun Crypto Accelerator 6000ボードの使
用, 647-648

Sun Crypto Acceleratorボードの使用, 657, 658,
659

UltraSPARC T2プロセッサの使用, 645
アクセラレータハードウェア, 603
移動体システムと, 638-645
概要, 600
鍵管理, 600
キーの格納場所, 604-605
キーのハードウェアストレージ, 604
構成ファイル, 604-605
コマンドの説明, 604-605
自己署名付き証明書の作成, 621
自己署名付き証明書の追加, 621
事前共有鍵, 602
表示, 613-615

実装, 607
証明書, 603
証明書要求の作成, 627
セキュリティーアソシエーション, 654
接続したハードウェアの検出, 645
設定

CAからの証明書による, 626-631
移動体システム用の, 638-645
公開鍵証明書による, 619
事前共有鍵による, 608

大域ゾーン, 599
データベース, 656-660
デーモン, 654
転送タイミングの障害追跡, 649-651
特権レベル
説明, 655
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IKE,特権レベル (続き)
チェック, 613, 614
変更, 614, 656

表示
事前共有鍵, 613-615

フェーズ 1鍵ネゴシエーション, 649-651
フェーズ 1交換, 601
フェーズ 2交換, 602
変更
特権レベル, 614, 656

有効なポリシーであるかどうかの
チェック, 610

リファレンス, 653
ike/configファイル,「/etc/inet/ike/config

ファイル」を参照
ike.presharedファイル, 611, 656
サンプル, 617

ike.privatekeysデータベース, 659
ikeadmコマンド
説明, 654, 655-656
特権レベル
チェック, 613, 614

ikecert certdbコマンド
-aオプション, 622, 628

ikecert certlocalコマンド
-kcオプション, 627
-ksオプション, 621

ikecert certrldbコマンド, -aオプション, 637
ikecert tokensコマンド, 648
ikecertコマンド

-Aオプション, 658
-aオプション, 632
-Tオプション, 632, 658
-tオプション, 658
説明, 654, 656

ikeサービス
使用, 534
説明, 516, 590

IKE転送パラメータの変更 (作業マップ), 648
IKEの設定 (作業マップ), 607
in.dhcpdデーモン, 324
説明, 494
デバッグモード, 481

in.ikedデーモン
-cオプション, 610
-fオプション, 610
アクティブ化, 654
説明, 600
停止と起動, 535, 613
特権レベル
チェック, 613, 614

in.mpathdデーモン
検査信号のターゲット, 788
検査信号レート, 778
定義, 778-779

in.ndpdデーモン
オプション, 289
状態のチェック, 243
ログの作成, 232

in.rarpdデーモン, 102
in.rdiscプログラム,説明, 268
in.ripngdデーモン, 191, 290
in.routedデーモン, 139
省スペースモード, 268
説明, 267
ログの作成, 231

in.telnetデーモン, 43
in.tftpdデーモン
オンに設定する, 110
説明, 102

inet_typeファイル, 230-231
inetdデーモン

IPv6サービスと, 291-292
起動されるサービス, 140
サービスの管理, 258

inetdデーモン,状態のチェック, 243
Internet Draft

IPsecによる SCTP, 510
定義, 50

Internet Security Association and Key Management
Protocol (ISAKMP) SA,格納場所, 656

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)、登録
サービス, 61

InterNIC
登録サービス
ドメイン名の登録, 38
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ip_strict_dst_multihoming, IPのスプーフィング
の防止, 585-587

ipaddrsel.confファイル, 239, 282-283
ipaddrselコマンド, 239, 283-284
ipf.confファイル, 667-670
「Oracle Solaris IPフィルタ」を参照

ipfstatコマンド, 705
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照
-6オプション, 674-675
-Iオプション, 694
-iオプション, 693-694, 694
-oオプション, 693-694, 694
-sオプション, 706
-tオプション, 705

ipfコマンド
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照
-6オプション, 674-675
-aオプション, 694-696
-Dオプション, 684
-Eオプション, 680-681
-Fオプション, 682-683, 694-696, 696, 699-700
-fオプション, 680-681, 694-696, 696-697,

697-698
-Iオプション, 697-698, 699-700
-sオプション, 698-699
コマンド行からの規則の追加, 696-697

ipgpcクラシファイア,「クラシファイアモ
ジュール」を参照

ipmonコマンド
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照
-aオプション, 709-710
-Fオプション, 710-711
IPv6, 674-675
-oオプション, 709-710

IPMP
ATMのサポート, 798
Ethernetのサポート, 798
hostname.interfaceファイル, 807
IPMP構成ファイル, 817-819
IPリンク、タイプ, 779
インタフェース構成
アクティブ-アクティブ, 786
アクティブ-待機, 786
インタフェース構成のタイプ, 785

IPMP,インタフェース構成 (続き)
予備インタフェース, 785-786

インタフェースの交換、DR, 813-814
インタフェースの構成
待機インタフェース, 806-808

回復の検出, 780
概要, 777-781
管理, 809-812
基本要件, 781-782
グループ構成

IPMPグループの計画, 797-799
構成作業, 799-804
トラブルシューティング, 803

検査信号トラフィック, 782
検査信号ベースの障害検出, 788-789
検査用 IPアドレス, 782-784
サポート対象のネットワークドライバ, 787
システムの起動時に存在しなかったインタ
フェースの交換, 815-817

障害検出
定義, 780

障害検出時間, 788
ソフトウェアコンポーネント, 778
ターゲットシステム, 780-781
手動構成, 804-805
スクリプトでの構成, 805

データアドレス, 782
動的再構成, 781, 791-794
トークンリングのサポート, 798
フェイルオーバー
定義, 780

負荷分散, 778
マルチパスグループの定義
「IPMPグループ」を参照

用語, 779-781
リブート後の構成の保持, 801, 802-803, 807
リンクベースの障害検出, 787

IPMPグループ
インタフェースのグループからの削
除, 811-812

インタフェースのグループへの追加, 810-811
インタフェースの削除、DR, 792, 793
インタフェースの追加、DR, 792
起動時にないインタフェースの影響, 793-794
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IPMPグループ (続き)
グループ間でのインタフェースの移動, 812
グループ構成のトラブルシューティング, 803
グループ障害, 789
グループ内のNICの速度, 779-780
グループメンバーシップの表示, 810
計画作業, 797-799
構成, 799-804
単一インタフェースのグループの構
成, 808-809

IPMPデーモン in.mpathd, 778-779
IPMPでの回復検出, 789
IPMPの要件, 781-782
ipnat.confファイル, 670-671
「Oracle Solaris IPフィルタ」を参照

ipnatコマンド
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照
-Cオプション, 683-684
-Fオプション, 683-684, 701
-fオプション, 680-681, 701-702
-lオプション, 700
-sオプション, 707
コマンド行からの規則の追加, 701-702

ipnodes.byaddrマップ, 212
ipnodes.bynameマップ, 212
ipnodes.org_dirテーブル, 212
ipnodesファイル, 253, 532
ippool.confファイル, 672-673
「Oracle Solaris IPフィルタ」を参照

ippoolコマンド
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照
-Fオプション, 703
-fオプション, 703-704
IPv6, 674-675
-lオプション, 702
-sオプション, 707-708
コマンド行からの規則の追加, 703-704

IPQoS, 823
Diffservモデルの実装, 829
IPQoSネットワークのルーター, 885
IPv6が有効なネットワークのポリシー, 93
QoSポリシーの計画, 843
VLANデバイスのサポート, 909
エラーメッセージ, 891

IPQoS (続き)
関連するRFC, 825
機能, 824
構成計画, 839
構成ファイル, 861, 914

action文の構文, 916
class句, 865
filter句, 866
IPQoSモジュールの一覧, 916
構文, 914
冒頭の action文, 915
冒頭の action文, 864
マーカー action文, 868

構成例, 856-858
サポートするネットワークトポロジ, 840, 841,

842
サポート対象のネットワークトポロジ, 842
統計情報の生成, 898
トラフィック管理機能, 827, 828
ネットワーク例, 861
マニュアルページ, 825
メッセージのログ記録, 889

ipqosconf, 861
ipqosconfコマンド
現行の構成の表示, 889
構成の適用, 888, 889
コマンドオプション, 918

IPQoS構成ファイルの例,カラーアウェアネスセ
グメント, 905

IPQoSのエラーメッセージ, 891
IPQoSの統計,グローバル統計の有効化, 865
IPQoSのネットワークトポロジ,構成例, 856
IPsec

/etc/hostname.ip6.tun0ファイル
VPNの構成, 570, 582

/etc/hostsファイル, 532
/etc/inet/ipnodesファイル, 532
hostname.ip.tun0ファイル

VPNの構成, 575
ifconfigコマンド

VPNの構成, 561, 571, 583
セキュリティーオプション, 595-597

in.ikedデーモン, 516
ipsecalgsコマンド, 519, 593
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IPsec (続き)
ipsecconfコマンド, 520, 590-591
ipsecinit.confファイル

LANの IPsecバイパスの削除, 565, 578
LANのバイパス, 559, 575, 596
Webサーバーの保護, 536, 537
構成, 532
説明, 591-592
ポリシーファイル, 520

ipseckeyコマンド, 516, 594-595
IPv4 VPNと, 556-566
IPv4 VPN、トランスポートモード, 572-579
IPv6 VPNと, 566-572
IPv6 VPN、トランスポートモード, 579-585
NAT, 524
RBACと, 531
RFC, 510
routeコマンド, 561, 562, 570, 571, 576, 577, 583,

584
SAの手動作成, 540-545
SCTPプロトコルと, 531
SMFからのサービス, 507-509, 589-590
SMFを使用した管理, 548-550
snoopコマンド, 595, 597
Solaris暗号化フレームワーク, 593
STCPプロトコル, 525
VPNの保護, 550-552, 552-587
アクティブ化, 526
アルゴリズムのソース, 593
暗号化アルゴリズム, 519
概要, 509
鍵管理, 515-516
仮想プライベートネットワーク (VPN), 523,

556-566
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 516-519
キーユーティリティー

IKE, 600
ipseckeyコマンド, 594-595

キー用の乱数の取得, 539-540
構成, 520, 590-591
構成ファイル, 526-528
コマンド、リスト, 526-528
コンポーネント, 509

IPsec (続き)
サービス

ipsecalgs, 527
manual-key, 527
policy, 526

サービス、リスト, 526-528
実装, 529
指定
暗号化アルゴリズム, 596
認証アルゴリズム, 595

出力パケットプロセス, 512
省略, 520, 536
セキュリティーアソシエーション

(SA), 515-516
セキュリティーアソシエーション (SA)の置き
換え, 542

セキュリティーアソシエーション (SA)の追
加, 533

セキュリティーアソシエーションデータベース
(SADB), 509, 593

セキュリティー機構, 509
セキュリティー上の役割, 547-548
セキュリティーパラメータインデックス

(SPI), 515-516
セキュリティープロトコル, 509, 515-516
セキュリティー保護されたリモートログインに

sshを使用, 534
セキュリティーポリシーデータベース

(SPD), 509, 511, 590
ゾーン, 525, 531
データのカプセル化, 517
トラフィックの保護, 531-535
トランスポートモード, 520-522
トンネル, 523
トンネルモード, 520-522
入力パケットプロセス, 512
認証アルゴリズム, 519
バイパス, 537
パケット保護の確認, 545-546
ほかのプラットフォームとの相互運用

IP内 IPトンネル, 508
事前共有鍵, 539, 611

保護
VPN, 556-566
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IPsec,保護 (続き)
Webサーバー, 535-538
移動体システム, 638-645
パケット, 509

保護機構, 516-519
保護ポリシー, 520
ポリシーコマンド

ipsecconf, 590-591
ポリシーの設定
一時的に, 590-591
永続的に, 591-592

ポリシーの表示, 538-539
ポリシーファイル, 591-592
ユーティリティーの拡張

ifconfigコマンド, 595-597
snoopコマンド, 595, 597

用語, 511
リモートログインのセキュリティー保護, 532
論理ドメイン, 525

ipsecalgsサービス,説明, 589
ipsecconfコマンド

-aオプション, 535
-fオプション, 535
IPsecポリシーの構成, 590-591
IPsecポリシーの表示, 535-538, 538-539, 591-592
セキュリティーについて, 535, 592
説明, 526
トンネルの設定, 521
目的, 520

ipsecinit.confファイル
LANの IPsecバイパスの削除, 565, 578
LANのバイパス, 559, 575
Webサーバーの保護, 536, 537
構文の確認, 533
サンプル, 591
セキュリティーについて, 592
説明, 526
トンネルオプションの構成, 596
場所と有効範囲, 525
目的, 520

ipseckeysファイル, IPsecキーの保管, 527
ipseckeyコマンド
セキュリティーについて, 594-595
説明, 527, 594-595

ipseckeyコマンド (続き)
対話モード, 541
目的, 516

IPsecトンネル,簡素化された構文, 507-509
IPsecによるVPNの保護 (作業マップ), 552-587
IPsecによるトラフィックの保護 (作業
マップ), 529

IPsecポリシー
IP内 IPデータグラム, 507-509
LANの例, 565
指定, 569, 581
推奨されない構文の使用例, 578-579
トランスポートモードのトンネルの例, 578
トンネル構文の例, 550-552

IPv4アドレス
IANAネットワーク番号の割り当て, 61
形式, 59
構成部分, 61
サブネットの問題, 254
サブネット番号, 61
ドット化 10進形式, 59
ネットマスクの適用, 256, 257
ネットワーククラス, 61
アドレス指定スキーマ, 60
アドレス指定スキーム, 61
クラスA, 269
クラス B, 269, 270
クラスC, 270

ネットワーク番号のシンボリック名, 258
割り当て可能な番号の範囲, 61

IPv6
6to4アドレス, 272
6to4ルーターの既知の問題, 245
ATMサポート, 311
DNS AAAAレコード, 212
DNSサポートの準備, 93-94
ifconfigコマンドの拡張, 286
in.ndpdデーモン, 289
in.ndpdの状態のチェック, 243
in.ripngdデーモン, 290
IPv4との比較, 72, 297-299
IPv6の一般的な問題の障害追跡, 243-246
nslookupコマンド, 213
Oracle Solaris IPフィルタ, 674-675
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IPv6 (続き)
アドレス指定計画, 96-97
アドレス自動設定, 289, 294
一時アドレスの構成, 194-197
拡張ヘッダーフィールド, 276
近傍検索プロトコル, 293-299
近傍不到達検出, 298
近傍不到達の検索, 83
近傍要請, 293
近傍要請と不到達, 295
経路制御, 299
サイトローカルアドレス, 85
サブネット, 76
自動トンネル, 302
重複アドレスの検出, 83
ステートレスアドレス自動設定, 295
セキュリティーについて, 94-95
追加

DNSサポート, 211
アドレスをNISに, 212

次のホップの判断, 83
デフォルトアドレス選択ポリシーテーブ
ル, 283

デュアルスタックプロトコル, 90
トラフィックの監視, 237-238
トンネル, 302-304
トンネルの構成, 202-203
パケットヘッダーの書式, 275-276
プロトコルの概要, 294
マルチキャストアドレス, 274-275, 298
有効にする、サーバー上で, 200-201
リダイレクト, 83, 293, 298
リンクローカルアドレス, 295, 299
ルーター広告, 293, 294, 298, 300
ルーター発見, 289, 297
ルーター要請, 293, 295

IPv6アドレス
IPsecによるVPNの使用例, 566-572
アドレスの解決, 83
アドレスの自動構成, 83, 84-85
一意性, 295
インタフェース ID, 80-81
エニーキャスト, 82-83
マルチキャスト, 82

IPv6アドレス (続き)
ユニキャスト, 80-81
リンクローカル, 81-82

IPv6の特長,近傍検索機能, 83
IPv6への移行, 6to4機構, 305
IPv6リンクローカルアドレス、IPMP, 784
IPアドレス

BaseAddressラベル, 766
DHCP
エラー, 477
クライアントの予約, 410
作業, 396
削除, 407
使用不可, 407
属性, 397
属性の変更, 404
追加, 400

DHCPにおける割り当て, 340
IPソースアドレス, 736
IPプロトコル機能, 40
アドレススキームの設計, 55, 64
気付アドレス, 728
サブネットの問題, 257
すべてのインタフェースのアドレスの表
示, 220

ネットワークインタフェース, 63
ネットワーククラス
ネットワーク番号の管理, 56

発信元 IPアドレス, 738
モバイルノード, 725, 734

IPセキュリティーアーキテクチャー,「IPsec」を
参照

IPデータグラム
IPsecによる保護, 509
IPプロトコルの形式設定, 40
IPヘッダー, 48
UDPプロトコル機能, 42
パケットプロセス, 48

IP転送
IPv4 VPN, 557, 560, 561, 573, 576
IPv6 VPN, 567, 570, 571, 580, 582, 583

IPのスプーフィングの防止, SMFマニフェス
ト, 585-587

IPの転送, VPN, 523
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IPフィルタ,「Oracle Solaris IPフィルタ」を参照
IPプロトコル
説明, 40
統計の表示, 222
ホストの接続性のチェック, 228, 229

IPマルチパス (IPMP),「IPMP」を参照
IPリンク、IPMP用語, 779

K
-kcオプション

ikecert certlocalコマンド, 621, 627, 657
KeyDistributionラベル, 744, 765
Keyラベル, 745, 750, 767
kstatコマンド, IPQoSでの使用, 898
-ksオプション

ikecert certlocalコマンド, 621, 657

L
LACP (Link Aggregation Control Protocol)

LACPモードの変更, 178
モード, 174

ldap-listキーワード, IKE設定ファイル, 637
“r”コマンド、UNIX, 43
-lオプション

ikecert certdbコマンド, 623
-Lオプション, ipsecconfコマンド, 539
-lオプション

ipsecconfコマンド, 539

M
MAC (Media Access Control)アドレス,「MACアド
レス」を参照

MACアドレス, 449
DHCPクライアント IDで使用される, 329
ethersデータベースでの IPへのマッピン
グ, 264

IPMPの要件, 781-782
IPv6インタフェース ID, 80-81
一意であることの確認, 160-162

manual-keyサービス
使用, 534
説明, 516, 589

MaxClockSkewラベル, 744, 765
MD5認証アルゴリズム,キー長, 542
metaslot,キーの格納, 599
mipagent.conf構成ファイル, 743, 744, 758, 771
構成, 742

mipagent_stateファイル, 772
mipagentconfigコマンド
コマンドの説明, 771
変更

Addressセクション, 750
Advertisementsセクション, 748
Generalセクション, 747
GlobalSecurityParametersセクション, 749
Poolセクション, 749
SPIセクション, 750
構成ファイル, 747

モビリティーエージェントの構成, 771
mipagentstatコマンド
エージェント状態の表示, 753-755
モビリティーエージェントの状態, 772

mipagentデーモン, 743, 758, 772
MN-FAauthラベル, 744, 765
mpathdファイル, 817-819
-mオプション, ikecert certlocalコマンド, 621

N
NAT

IPsecと IKEの使用, 642-643, 644
IPsecによる複数のクライアントのサ
ポート, 507-509

IPsecの制限, 524
NAT規則
参照, 700
追加, 701-702

NAT規則の削除, 701
RFCへの準拠, 508
概要, 670-671
規則の構成, 670-671
統計の参照, 707
非アクティブ化, 683-684
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nddコマンド, pfilモジュールの参照, 691
ndpd.confファイル

6to4通知, 207
一時アドレスの構成, 195

ndpd.confファイル
インタフェース設定変数, 279
キーワードリスト, 278-281

ndpd.confファイル
作成、IPv6ルーター上で, 192

ndpd.confファイル
接頭辞設定変数, 280

/net/if_types.hファイル, 798
netmasksデータベース, 254

/etc/inet/netmasksファイル
サブネットの追加, 104
編集, 257, 258
ルーター構成, 127

サブネット化, 254
サブネットの追加, 104, 109
対応するネームサービスファイル, 260
ネットワークマスク

IPv4アドレスへの適用, 256, 257
作成, 255, 257
説明, 255

netstatコマンド
-aオプション, 225
-fオプション, 225
inet6オプション, 225
inetオプション, 225
IPv6拡張, 288
-rオプション, 227-228
既知のルートの状態の表示, 227-228
構文, 221
説明, 221
ソフトウェアチェックの実行, 242
プロトコル別の統計の表示, 222
モバイル IP用の拡張, 773

Network IPsec Management権利プロファイル, 547
Network Management権利プロファイル, 547
Network Security権利プロファイル, 547-548
networksデータベース
概要, 265
対応するネームサービスファイル, 261

NFSサービス, 44

NIC
「ネットワークインタフェースカード

(NIC)」を参照
Oracle Solaris IPフィルタ向けの指定, 688-689

NIS
IPv6アドレスの追加, 212
ドメイン名の登録, 38
ネームサービスとしての選択, 65
ネットワークデータベース, 65, 259

NIS+
とDHCPデータストア, 473-477
ネームサービスとしての選択, 65

nisaddcredコマンド、およびDHCP, 476
nischmodコマンド、およびDHCP, 476
nislsコマンド、およびDHCP, 475
nisstatコマンド、およびDHCP, 474
nodenameファイル
説明, 249
ネットワーククライアントモード用に削
除, 111

nslookupコマンド, 311
IPv6, 213

nsswitch.confファイル, 261, 263
構文, 262
ネームサービステンプレート, 262
ネットワーククライアントモードの構成, 112
変更, 262, 263
変更、IPv6サポート用の, 310-311
例, 262

O
odコマンド, 610
/opt/SUNWconn/lib/libpkcs11.soエントリ,

ike/configファイル内の, 656
OpenSolaris IPフィルタ

ifconfigコマンド, 666
使用ガイドライン, 666

P
params句

flowacct actionでの使用, 871

索引

Solarisのシステム管理 (IPサービス) • 2010年 9月946



params句 (続き)
グローバル統計の定義, 864, 917
構文, 917
マーカー actionでの使用, 868
メータリング actionでの, 882

Perfect Forward Secrecy (PFS)
IKE, 600
説明, 601

PF_KEYソケットインタフェース
IPsec, 515, 526

pfilモジュール, 674
統計の表示, 691

PFS,「Perfect Forward Secrecy (PFS)」を参照
pingコマンド, 229

IPv6用の拡張, 288
-sオプション, 229
構文, 228
実行, 229
説明, 228

PKCS #11ライブラリ
ike/configファイル内の, 656
へのパスを指定, 658

pkcs11_pathキーワード
ikecertコマンドと, 658
使用, 632
説明, 656

pntadmコマンド
スクリプトの中で使用, 494
説明, 325, 493
例, 396

policyサービス
使用, 533
説明, 589

Poolセクション
モバイル IP構成ファイル, 766-767
ラベルと値, 766

Poolラベル, 746, 750, 769, 770
PPPリンク
障害追跡
パケットフロー, 234

PrefixFlagsラベル, 744, 763
Oracle Solaris IPフィルタ

/etc/ipf/ipf.confファイル, 712-713
/etc/ipf/ipf6.confファイル, 674-675

Oracle Solaris IPフィルタ (続き)
/etc/ipf/ipnat.confファイル, 712-713
/etc/ipf/ippool.confファイル, 712-713
ipf.confファイル, 667-670
ipf6.confファイル, 674-675
ipfstatコマンド

-6オプション, 674-675
ipfコマンド, 680-681

-6オプション, 674-675
ipmonコマンド

IPv6, 674-675
ipnat.confファイル, 670-671
ipnatコマンド, 680-681
ippool.confファイル, 672-673
ippoolコマンド, 702

IPv6, 674-675
IPv6, 674-675
NAT, 670-671
NAT規則
参照, 700
追加, 701-702

NICの指定, 688-689
pfilモジュール, 674
アドレスプール, 672-673
削除, 703
参照, 702
追加, 703-704

以前のOracle Solaris 10リリースで有効
化, 685-687

オープンソースの情報, 663
概要, 662-663
規則セット, 667-673
アクティブ, 693-694
アクティブでないセットへの追加, 697-698
アクティブなセットへの追加, 696-697
切り替え, 698-699
削除, 696
削除、非アクティブ, 699-700
非アクティブ, 694
別のもののアクティブ化, 694-696

構成ファイルの作成, 712-713
構成ファイルの例, 666
再有効化, 680-681
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Oracle Solaris IPフィルタ (続き)
削除

NAT規則, 701
作成
ログファイル, 708-709

参照
NAT統計, 707
pfil統計, 691
アドレスプール統計, 707-708
状態テーブル, 705
状態統計, 706
ログファイル, 709-710

パケットフィルタリング規則セットの管
理, 693-700

パケットフィルタリングの概要, 667-670
パケットフィルタリングフック, 673, 678-679
非アクティブ化, 684

NAT, 683-684
NIC, 689-691

ループバックフィルタリング, 681-682
ロギングされたパケットをファイルに保
存, 711-712

ログファイルの消去, 710-711
Oracle Solaris IPフィルタの非アクティブ化, 684,

689-691
Oracle Solaris IPフィルタの有効化,以前のOracle

Solaris 10リリースで, 685-687
protocolsデータベース
概要, 266
対応するネームサービスファイル, 261

proxyキーワード, IKE設定ファイル, 637
publickeysデータベース, 659

Q
QoSポリシー, 826
計画作業マップ, 844
実装、IPQoS構成ファイル, 859
フィルタの作成, 848
ポリシー組織のテンプレート, 843

-qオプション, in.routedデーモン, 268

R
RARPプロトコル

Ethernetアドレスのチェック, 242
Ethernetアドレスマッピング, 264
RARPサーバーの構成, 109
説明, 102

RBAC
IPsecと, 531
とDHCPコマンド, 325

RCM (Reconfiguration Coordination Manager)フ
レームワーク, 793

RDISC
説明, 45, 268

RegLifetimeラベル, 744, 764
ReplayMethodラベル, 745, 767
Requests for Comments (RFC), 50
定義, 50

retry_limitキーワード, IKE設定ファイル, 650
retry_timer_initキーワード, IKE設定ファイ
ル, 650

retry_timer_maxキーワード, IKE設定ファイ
ル, 650

ReverseTunnelRequiredラベル, 744, 764
ReverseTunnelラベル, 744, 764
RFC (Request for Comment), IPQoS, 825
RFC (Requests for Comments)

IKE, 510
IPsec, 510
IPv6, 73-74

rloginコマンド,パケットプロセス, 46
routeadmコマンド

IPsecを使用したVPNの構成, 578
IPv6ルーターの構成, 191
IP転送, 557
動的経路制御の有効化, 127, 139
マルチホームホスト, 134

routeコマンド
inet6オプション, 288
IPsec, 561, 562, 570, 571, 576, 577, 583, 584

rpc.bootparamdデーモン, 102
RSA暗号化アルゴリズム, 658
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S
Sun Crypto Accelerator 1000ボード, 603

IKEで使用, 646-647
Sun Crypto Accelerator 4000ボード

IKEキーの格納, 604
IKE処理の高速化, 603
IKEで使用, 647-648

SCTPプロトコル
/etc/inet/servicesファイルのサービス, 267
IPsecと, 531
SCTP対応のサービスの追加, 141-145
状態の表示, 223-224
説明, 42
統計の表示, 222

servicesデータベース
概要, 267
更新、SCTPの場合, 142
対応するネームサービスファイル, 261

Sizeラベル, 745, 766
SNMP (シンプルネットワーク管理プロトコル

), 44
snoopコマンド

DHCPトラフィックの監視, 481-482
サンプル出力, 486

ip6プロトコルキーワード, 288
IPv6トラフィックの監視, 237-238
IPv6用の拡張, 288
サーバーとクライアント間のパケットの
チェック, 237

パケットの内容の表示, 234
パケットフローのチェック, 234
パケット保護の確認, 545-546
保護されたパケットの表示, 595, 597
モバイル IP用の拡張, 773

Solaris暗号化フレームワーク, IPsec, 593
SPIセクション
モバイル IP構成ファイル, 767, 768, 769
ラベルと値, 767

SPIラベル, 750, 768, 769, 770
standbyパラメータ

ifconfigコマンド, 785, 807
STCPプロトコル, IPsecの制限事項, 525
svcadmコマンド

IKEの更新, 617

svcadmコマンド (続き)
IPsecポリシーの再起動, 617
ネットワークサービスの無効化, 558, 568, 574

SYNセグメント, 47
sys-unconfigコマンド

DHCPクライアント, 456, 457
syslog.confファイルのログ記録, IPQoSの, 889
-Sオプション

ikecert certlocalコマンド, 621
in.routedデーモン, 268

-sオプション, pingコマンド, 229

T
TCP/IPネットワーク

ESPでの保護, 517
IPv4ネットワーク構成の作業, 106
IPv4ネットワークトポロジ, 103
構成

nsswitch.confファイル, 261, 263
前提条件, 100
ネットワーククライアント, 111
ネットワーク構成サーバーの設定, 109
ネットワークデータベース, 258, 261, 263
標準TCP/IPサービス, 140
ホスト構成モード, 101, 103
ローカルファイルモード, 109

構成ファイル, 247
/etc/defaultdomainファイル, 249
/etc/defaultrouterファイル, 249
/etc/hostname.interfaceファイル, 248
/etc/nodenameファイル, 111, 249
hostsデータベース, 250, 252
netmasksデータベース, 254

障害追跡, 237
ifconfigコマンド, 217
netstatコマンド, 221
pingコマンド, 228, 229
一般的な方法, 241, 242
サードパーティーの診断プログラム, 241
ソフトウェアチェック, 242
パケットの消失, 229
パケットの内容の表示, 234

ネットワーク番号, 38
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TCP/IPネットワーク (続き)
ホスト構成モード, 101, 103
混合構成, 103
サンプルネットワーク, 103
ネットワーククライアントモード, 103
ネットワーク構成サーバー, 102
ローカルファイルモード, 101, 102

TCP/IPプロトコル群, 37
OSI参照モデル, 38, 39
TCP/IPプロトコルアーキテクチャーモデ
ル, 39, 45
アプリケーション層, 39, 42, 45
インターネット層, 39, 40
データリンク層, 39, 40
トランスポート層, 39, 41
物理ネットワーク層, 39, 40

概要, 37, 38
詳細情報

FYI, 50
詳細な情報, 49
書籍, 49

データ通信, 45, 49
データのカプセル化, 45, 49

デュアルスタックプロトコル, 90
統計の表示, 222
内部トレースのサポート, 49
標準サービス, 140

TCPプロトコル
/etc/inet/servicesファイルのサービス, 267
セグメンテーション, 47
接続の確立, 47
説明, 41
統計の表示, 222

TCPラッパー、有効化, 145
Telnetプロトコル, 43
testパラメータ, ifconfigコマンド, 800
/tftpbootディレクトリの作成, 110
tftpプロトコル
説明, 43
ネットワーク構成サーバーのブートプロトコ
ル, 102

tokenmtメーター, 831
カラーアウェアとして構成, 831
カラーアウェアネス構成, 905

tokenmtメーター (続き)
シングルレートメーターとして構成, 905
速度の計測, 904
速度パラメータ, 905
ツーレートメーターとして構成, 905

tracerouteコマンド
IPv6用の拡張, 289
定義, 233-234
ルートのトレース, 233-234

Triple-DES暗号化アルゴリズム, IPsecおよび, 519
Trunking,「集積」を参照
tswtclmtメーター, 831, 906
速度の計測, 906

tunnelキーワード
IPsecポリシー, 521, 551, 559, 569

tunモジュール, 302
Typeラベル, 750, 768, 769, 770
-Tオプション

ikecert certlocalコマンド, 621
-tオプション

ikecert certlocalコマンド, 621
-Tオプション

ikecertコマンド, 632, 658, 659
-tオプション

ikecertコマンド, 658
inetdデーモン, 140

U
UDPプロトコル

/etc/inet/servicesファイルのサービス, 267
UDPパケットプロセス, 47
説明, 42
統計の表示, 222

UltraSPARC T2プロセッサ, IKEで使用, 645
UNIXの “r” (リモート)コマンド, 43
URI (Uniform Resource Indicator), CRLにアクセス
するための, 635

use_httpキーワード, IKE設定ファイル, 637
/usr/sbin/6to4relayコマンド, 209
/usr/sbin/in.rdiscプログラム,説明, 268
/usr/sbin/in.routedデーモン
省スペースモード, 268
説明, 267
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/usr/sbin/inetdデーモン
inetdの状態のチェック, 243
起動されるサービス, 140

/usr/sbin/pingコマンド, 229
構文, 228
実行, 229
説明, 228

V
/var/inet/ndpd_state.interfaceファイル, 290
Versionラベル, 744, 763
VLAN

Solaris 10 1/06でサポートされているインタ
フェース, 169

VLAN ID (VID), 150, 166-168
仮想デバイス, 152, 169
計画, 168
構成, 164-170
構成、Solaris 10 3/05, 150-152
サンプルシナリオ, 165
スイッチの構成, 166
静的
構成、Solaris 10 3/05, 151-152

タグヘッダーの形式, 150-151
定義, 150-152, 164-170
トポロジ, 165-168
物理接続点 (PPA), 151, 167

VPN,「仮想プライベートネットワーク
(VPN)」を参照

-Vオプション
snoopコマンド, 595, 597

W
Webサーバー

IPQoSの構成, 863, 873
IPQoS用の構成, 862, 872
IPsecによる保護, 535-538

あ
アイデンティティーアソシエーション, 450
アクティブ-アクティブインタフェース構
成、IPMP, 786

アクティブ-待機インタフェース構成、IPMP, 786
アクティブでない規則セット,「Oracle Solaris IP
フィルタ」を参照

アクティブな規則セット,「Oracle Solaris IPフィル
タ」を参照

* (アスタリスク), bootparamsデータベースのワイ
ルドカード, 264

アスタリスク (*), bootparamsデータベースのワイ
ルドカード, 264

新しい機能
IPv6の一時アドレス, 194-197
デフォルトアドレス選択, 238-240
リンクローカルアドレスの手動構成, 198-200

新しい特長
サイト接頭辞、IPv6, 77, 78-79

アドレス
6to4書式, 272
CIDR形式, 59
Ethernetアドレス

ethersデータベース, 260, 264
IPv4形式, 59
IPv4ネットマスク, 255
IPv6、6to4形式, 206
IPv6グローバルユニキャスト, 80-81
IPv6リンクローカル, 81-82
一時、IPv6の, 194-197
検査用 IPアドレス、IPMP, 782-784
すべてのインタフェースのアドレスの表
示, 220

データアドレス、IPMP, 782
デフォルトアドレス選択, 238-240
マルチキャスト、IPv6, 274-275
ループバックアドレス, 251

アドレス解決プロトコル (ARP)
近傍検索プロトコルとの比較, 297-299
定義, 41

アドレス自動設定
IPv6, 289, 294

アドレスの解決、IPv6, 83
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アドレスの自動構成
構成, 83
定義, 84-85
有効化、IPv6ノード上で, 185, 186, 188

アドレスプール
概要, 672-673
構成, 672-673
削除, 703
参照, 702
追加, 703-704
統計の参照, 707-708

アプリケーションサーバー, IPQoS用の構成, 875
アプリケーション層

OSI, 38
TCP/IP, 42, 45

UNIXの “r” (リモート)コマンド, 43
経路制御プロトコル, 45
説明, 39, 42
ネームサービス, 44
ネットワーク管理, 44
標準TCP/IPサービス, 42, 43
ファイルサービス, 44

パケットのライフサイクル
受信側ホスト, 49
送信側ホスト, 46

暗号,「暗号化アルゴリズム」を参照
暗号化アルゴリズム

IPsec
3DES, 519
AES, 519
Blowfish, 519
DES, 519

IPsec用に指定, 596

い
一時アドレス、IPv6の
構成, 195-197
定義, 194-197

一次ネットワークインタフェース, 163
一覧,アルゴリズム (IPsec), 518
移動体システム用の IKEの設定 (作業マップ), 637
インターネット,ドメイン名の登録, 38

インターネットセキュリティーアソシエーション
と鍵管理プロトコル (ISAKMP) SA,説明, 601

インターネット層 (TCP/IP)
ARPプロトコル, 41
ICMPプロトコル, 41
IPプロトコル, 40
説明, 39, 40
パケットのライフサイクル
受信側ホスト, 49
送信側ホスト, 48

インターネットプロトコル (IP), 722
インターネットワーク
冗長性と信頼性, 68
定義, 67
トポロジ, 67, 68
ルーターによるパケット転送, 69, 70

インタフェース
IPMPインタフェースタイプ, 785-786
MACアドレスが一意であることの確
認, 160-162

NICのタイプ, 146, 163
VLAN, 164-170
VLAN、Solaris 10 3/05, 150-152
インタフェースでの STREAMSモジュールの順
番, 798

疑似インタフェース、6to4トンネル用の, 206
旧式のインタフェースタイプ, 164
構成

plumbする, 164
Solaris 10 1/06, 157-160
Solaris 10 3/05, 147
VLANの一部として, 169-170
一時アドレス, 194-197
集積, 175-177
手動で、IPv6用に, 184-186

削除, 149-150
Solaris 10 1/06, 160

集積をサポートするタイプ, 175
状態の表示, 217, 220, 786
状態の表示、Solaris 10 1/06, 155-156
設定

IPv6論理インタフェース, 281-282
待機、IPMP, 806-808
タイプ、Solaris 10 1/06, 164
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インタフェース (続き)
定義, 162
パケットのチェック, 235-236
非VLANインタフェースタイプ, 164
フェイルオーバー、IPMP, 789
マルチホームホスト, 133, 251
命名規約, 163-164
予備、IPMP, 785-786
ルーター構成, 124, 127

インタフェース ID
手動構成したトークンの使用, 200
定義, 80-81
フォーマット、IPv6アドレス, 78

インタフェースを plumbする, 125, 147, 157, 164

う
失われたパケット, 41, 229

え
エージェント通知
動的インタフェースによる, 727-728
動的インタフェースを通した, 763
モバイル IP, 727

エージェントの発見、モバイル IP, 727-728
エージェント要請、モバイル IP, 726, 727, 728
エニーキャスト, 6to4リレールーター, 209
エニーキャストアドレス, 209
定義, 82-83

お
置き換え

IPsec SA, 542
手動キー (IPsec), 542

置き換える,事前共有鍵 (IKE), 612-613
オプション要求, 451
オンに設定する,ネットワーク構成デーモン, 109

か
回復した経路への復帰
定義, 780
動的再構成 (DR), 793

回復の検出、IPMP, 780
外部ネットワーク, 725
開放型相互接続 (OSI)参照モデル, 38, 39
外来エージェント
新しいモバイルノードの処理, 727
カプセル化サポート, 736
気付アドレス, 728, 732, 736
機能の決定, 742
実装, 757
セキュリティーアソシエーションサ
ポート, 734

定義, 724
データグラム, 723
登録メッセージ, 726
登録要求のリレー, 734
にサービスを要求, 734
認証, 749
ビジターリスト, 753, 772
複数の外来エージェントに登録, 731
メッセージ認証, 768
留意点, 735
を使用せずに動作, 728
を使って登録, 731, 732

外来ネットワーク, 731, 736
鍵管理

IKE, 600
ikeサービス, 516
IPsec, 515-516
manual-keyサービス, 516
自動, 600
手動, 594-595

鍵ネゴシエーション, IKE, 649-651
確認

ipsecinit.confファイル
syntax, 559
構文, 533

IPsec構成ファイル
構文, 508

パケットの保護, 545-546
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格納
IKE鍵をディスクに, 628, 659
IKE鍵をハードウェアで, 647-648
IKEキーをハードウェアに, 604

仮想 LAN (VLAN)デバイス, IPQoSネットワーク上
の, 909

仮想プライベートネットワーク (VPN)
IPsecで構築, 523
IPsecによる保護, 556-566
IPv4の例, 556-566
IPv6の例, 566-572
routeadmコマンドによる構成, 578
routeadmコマンドによる設定, 557
トランスポートモードの IPsecトンネルによる
保護, 572-579

カプセル化されたセキュリティーペイロード
(ESP), IPパケットの保護, 509

カプセル化されたデータグラム,モバイル IP, 724
カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)

IPsecの保護機構, 516-519
セキュリティー上の考慮事項, 518
説明, 517-518

カプセル化の種類、モバイル IP, 736
カラーアウェアネス, 831, 905
完全優先転送 (EF), 835, 908
定義、IPQoS構成ファイル, 869

管理作業の分業化, 66
管理モデル, 449

き
キー

ike.privatekeysデータベース, 659
ike/publickeysデータベース, 659
IPsec SA向けの作成, 540-545
IPsecの管理, 515-516
格納 (IKE)
公開鍵, 659
証明書, 659
非公開, 657

事前共有 (IKE), 602
自動管理, 600
手動管理, 594-595
ハードウェアに格納, 604

キー (続き)
乱数の生成, 539-540

キー管理,ゾーン, 531
キーストア名,「トークン ID」を参照
キーの格納

ISAKMP SA, 656
ソフトトーク, 656
ソフトトークンキーストア, 508, 648
メタスロットのトークン ID, 648

キーの保管, IPsec SA, 527
キーユーティリティー

ikeサービス, 516
IKEプロトコル, 600
ipseckeyコマンド, 516
manual-keyサービス, 516

規則セット
「Oracle Solaris IPフィルタを参照」を参照
NAT, 670-671
パケットフィルタリング, 667-673
非アクティブ
「Oracle Solaris IPフィルタ」も参照

気付アドレス
外来エージェント, 728, 732, 735
共存, 726, 728, 734, 737
共有, 728
取得, 728-729
状態情報, 772
モバイル IP, 722
モバイルノードの登録, 731
モバイルノードの場所, 724
モビリティーエージェント, 724

逆ゾーンファイル, 211
逆方向トンネル
外来エージェントの留意点, 735
ホームエージェントの留意点, 735
マルチキャストデータグラムの経路制御, 738
モバイル IP, 727, 729-730
ユニキャストデータグラム経路制御, 737

旧式のインタフェース, 164
境界ルーター、6to4サイトにおける, 306
共存気付アドレス, 726, 734, 737
取得, 728

近傍検索プロトコル
ARPとの比較, 297-299
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近傍検索プロトコル (続き)
アドレス自動設定, 294
アドレスの解決, 83
アドレスの自動構成, 83
主な機能, 293-299
機能, 83
近傍要請, 295
接頭辞検索, 295
接頭辞の検出, 83
ルーターの発見, 83
ルーター発見, 294

近傍検出プロトコル,重複アドレス検出アルゴリ
ズム, 296

近傍不到達検出
IPv6, 295, 298

近傍不到達の検索, IPv6, 83
近傍要請, IPv6, 293

く
クライアント ID, 449
クライアントの構成, 449
クラシファイアモジュール, 829

action文, 864
クラシファイアの機能, 902

クラス, 829
class句の構文, 916
セレクタ、リスト, 902
定義, IPQoS構成ファイルでの, 873, 877

クラスA、B、Cのネットワーク番号, 61
クラスA、BおよびCのネットワーク番号, 56
クラスAネットワーク番号

IPv4アドレス空間の区分, 60
説明, 269
割り当て可能な番号の範囲, 61

クラス Bネットワーク番号
IPv4アドレス空間の区分, 60
説明, 269, 270
割り当て可能な番号の範囲, 61

クラスCネットワーク番号
IPv4アドレス空間の区分, 61
説明, 270
割り当て可能な番号の範囲, 61

クラス句、IPQoS構成ファイルの, 916

グループ障害, IPMP, 789

け
経路制御

IPv6, 299
間接ルート, 117
経路制御テーブルの構成, 131
経路制御テーブルの手動構成, 129
ゲートウェイ, 129
構成、静的, 136
静的経路制御, 130
単一インタフェースホスト, 136
直接ルート, 117
定義, 117
動的経路制御, 130
ホストでの手動構成, 136
マルチホームホスト, 133

経路制御情報プロトコル (RIP)
説明, 45, 267

経路制御テーブル
in.routedデーモンの作成, 267
サブネット化, 254
手動構成, 129, 131
省スペースモード, 268
すべてのルートのトレース, 234
説明, 69
定義, 117
パケット転送例, 70
表示, 241

経路制御プロトコル
Border Gateway Protocol (BGP), 122
Oracle Solaris, 118
RDISC
説明, 45, 268

RIP
説明, 45, 267

外部ゲートウェイプロトコル (EGP), 118
関連する経路制御デーモン, 118-119
自動選択, 127
説明, 45, 117, 267, 268
内部ゲートウェイプロトコル (IGP), 118

ゲートウェイ、ネットワークトポロジ, 129
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結合テーブル
ホームエージェント, 753, 755
モバイル IP, 772

検査信号のターゲット、in.mpathdデーモン, 782
検査信号ベースの障害検出
検査信号トラフィック、IPMP, 782
検査信号のターゲット, 788
障害検出時間, 788
ターゲットシステムの構成, 804-805
定義, 788-789

検査用 IPアドレス、IPMP
IPv4の要件, 783
IPv6の要件, 783-784
アプリケーションによる使用の防止, 784
検査信号トラフィック, 782
構成

IPv4, 800
待機インタフェース, 807

定義, 782
検査用アドレス、IPMP
構成

IPv6, 801
待機インタフェース, 786

権利プロファイル
Network IPsec Management, 547
Network Management, 547

こ
広域ネットワーク (WAN)
インターネット
ドメイン名の登録, 38

公開鍵,格納 (IKE), 659
公開鍵証明書,「証明書」を参照
公開鍵証明書による IKEの設定 (作業マップ), 619
公開トポロジ、IPv6, 80
更新,事前共有鍵 (IKE), 612-613
構成

DHCPクライアント, 447
DHCPサービス, 349
ike/configファイル, 654
IPsec, 590-591
ipsecinit.confファイル, 591-592
IPsecで保護されたVPN, 556-566

構成 (続き)
IPv6が有効なルーター, 190
LAN上の IPsec, 565, 578
NAT規則, 670-671
TCP/IP構成ファイル, 247

/etc/defaultdomainファイル, 249
/etc/defaultrouterファイル, 249
/etc/hostname.interfaceファイル, 248
/etc/nodenameファイル, 111, 249
hostsデータベース, 250, 252
netmasksデータベース, 254

TCP/IP構成モード
混合構成, 103
サンプルネットワーク, 103
ネットワーククライアントモード, 112
ローカルファイルモード, 101, 109

TCP/IPネットワーク
nsswitch.confファイル, 261, 263
構成ファイル, 247
前提条件, 100
ネットワーククライアント, 111
ネットワークデータベース, 258, 261, 263
標準TCP/IPサービス, 140
ローカルファイルモード, 109

VPN、トランスポートモードの IPsec, 572-579
VPN、トンネルモードの IPsec, 550, 556-566
アドレスプール, 672-673
インタフェースを手動で、IPv6用に, 184-186
ネットワーク構成サーバー, 109
ネットワークセキュリティー、役割, 547-548
パケットフィルタリング規則, 667-670
ルーター, 267
概要, 124
ネットワークインタフェース, 124, 127

構成ファイル
IPv6

/etc/inet/ipaddrsel.confファイル, 282-283
/etc/inet/ndpd.confファイル, 279, 280

Oracle Solaris IPフィルタの例, 666
Oracle Solaris IPフィルタ向けの作成, 712-713
TCP/IPネットワーク

/etc/defaultdomainファイル, 249
/etc/defaultrouterファイル, 249
/etc/hostname.interfaceファイル, 248
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構成ファイル, TCP/IPネットワーク (続き)
/etc/nodenameファイル, 111, 249
hostsデータベース, 250
hostsデータベース, 252
netmasksデータベース, 254

高速化
IKE処理, 603, 646

コマンド
IKE, 656-660

ikeadmコマンド, 604, 654, 655-656
ikecertコマンド, 604, 654, 656
in.ikedデーモン, 654

IPsec
in.ikedコマンド, 516
ipsecalgsコマンド, 519, 593
ipsecconfコマンド, 526, 535, 590-591
ipseckeyコマンド, 527, 541, 594-595
snoopコマンド, 595, 597
セキュリティーについて, 594-595
リスト, 526-528

さ
サーバー, DHCPv6, 448
サーバー、IPv6

IPv6を有効にする, 200-201
計画作業, 92

サービス
ネットワークと svcadmコマンド, 558, 568, 574

サービス管理機能 (SMF)
IKEサービス

admin_privilegeサービスプロパティーの変
更, 614

ikeサービス, 516, 604
更新, 534, 612
構成可能なプロパティー, 653
再起動, 534
使用可能にする, 534, 641, 650, 654
説明, 599, 653-654

IKEの管理に使用, 548-550
IPsecサービス, 589-590

ipsecalgsサービス, 593
manual-keyサービス, 594
manual-key、使用, 534

サービス管理機能 (SMF), IPsecサービス (続き)
manual-key、説明, 516
policyサービス, 526
説明, 507-509
リスト, 526-528

IPsecの管理に使用, 548-550
サービスクラス,「クラス」を参照
サービス品質 (QoS)

QoSポリシー, 826
作業, 823

サービスレベル契約 (SLA), 826
顧客への課金,フローアカウンティングに基づ
く, 896

サービスクラス, 829
さまざまなサービスクラスの提供, 828

最大転送単位 (MTU), 298
サイト接頭辞、IPv6
取得方法, 95-96
通知、ルーターで, 192
定義, 77, 79

サイトトポロジ、IPv6, 80
サイトローカルアドレス, IPv6, 85
作業マップ

DHCP
BOOTPクライアントのサポート, 393
DHCPサーバー構成データの移動, 440
DHCPサーバーの構成前に必要な選択, 336
DHCPサービスオプションの変更, 369
DHCPによるリモートブートクライアント
とディスクレスクライアントのサ
ポート, 435

DHCPネットワークを使用した作業, 382
DHCPマクロを使用した作業, 413, 424
DHCP用のネットワークを準備, 332
IPアドレス管理に伴う選択, 340
IPアドレスを使用した作業, 396
情報のみクライアントのサポート, 436

IKE転送パラメータの変更 (作業マップ), 648
IKEの設定 (作業マップ), 607
IPMP

IPMPグループ構成, 795-796
動的再構成 (DR)の管理, 796-797

IPQoS
QoSポリシー計画, 844
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作業マップ, IPQoS (続き)
構成計画, 839
構成ファイルの作成, 859
フローアカウンティングの設定, 895

IPsecによるVPNの保護 (作業マップ), 552-587
IPsecによるトラフィックの保護 (作業
マップ), 529

IPv4ネットワーク
サブネットの追加, 104-105

IPv6
計画, 87-89
構成, 189-190
トンネル構成, 201

移動体システム用の IKEの設定 (作業
マップ), 637

公開鍵証明書による IKEの設定 (作業
マップ), 619

事前共有鍵による IKEの設定 (作業
マップ), 608

接続したハードウェアを検出するための IKEの
設定 (作業マップ), 645

ネットワーク管理作業, 215
ネットワーク構成, 100-101
モバイル IP
構成, 741-742
構成の変更, 746-747

削除
DHCPオプション, 432
IPsec SA, 541

削除された /etc/ipnodesファイル, 507-509
作成

DHCPオプション, 427
DHCPマクロ, 420
IPsec SA, 533, 540-545
ipsecinit.confファイル, 532
サイト固有の SMFマニフェスト, 585-587
自己署名付き証明書 (IKE), 621
証明書要求, 627
セキュリティー関連の役割, 547-548
セキュリティーパラメータインデックス

(SPI), 540
サブネット

IPv4
アドレス, 255

サブネット, IPv4 (続き)
ネットマスクの構成, 109

IPv4アドレス, 257
IPv4アドレスのサブネット番号, 61
IPv6

6to4トポロジと, 306
定義, 76
番号付けの提案, 96

netmasksデータベース, 254
/etc/inet/netmasksファイルの編集, 257,

258
ネットワークマスクの作成, 255, 257

概要, 254
サブネット接頭辞、 IPv6, 79
サブネット番号、IPv4, 254
ネットワーク構成サーバー, 102
ネットワークマスク

IPv4アドレスへの適用, 256, 257
作成, 257

サブネット接頭辞、IPv6, 79
差別化サービス, 823
差別化サービスモデル, 829
さまざまなサービスクラスの提供, 828
ネットワークトポロジ, 840

参照, IPsecポリシー, 538-539
サンプル IPQoS構成ファイル

VLANデバイスの構成, 910
アプリケーションサーバー, 875
プレミアムWebサーバー, 862
ベストエフォート型のサーバー, 863

し
システム,通信の保護, 531-535
事前共有鍵 (IKE)
置き換える, 612-613
格納, 656
作業マップ, 608
説明, 602
表示, 613-615
ほかのプラットフォームとの共有, 611

事前共有鍵による IKEの設定 (作業マップ), 608
事前共有キー (IPsec),作成, 540-545
自動トンネル, IPv6への移行, 302
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集積
インタフェースの削除, 179
機能, 171
作成, 175-177
定義, 171
トポロジ
基本, 172
スイッチの使用, 172
バックツーバック, 173

負荷分散ポリシー, 174
変更, 177-178
要件, 175

重複アドレスの検出
IPv6, 83
アルゴリズム, 296

重複したアドレスの検出, DHCPサービス, 380
受信側ホスト
パケットの通り抜け, 48, 49

巡回冗長検査 (CRC)フィールド, 48
障害検出、IPMP, 787
起動時にないNIC, 793-794
検査信号レート, 778
定義, 780

障害検出時間、IPMP, 788
障害追跡

DHCP, 473
IKE転送タイミング, 649-651
IKEペイロード, 631
IPv6の問題, 243-246
PPPリンクのチェック
パケットフロー, 234

TCP/IPネットワーク
ifconfigコマンドによるインタフェースの
状態の表示, 217, 220

in.ndpd活動のトレース, 232
in.routed活動のトレース, 231
netstatコマンドによるネットワークの状態
の監視, 221

pingコマンド, 229
pingコマンドによるリモートホストの検
証, 228

snoopコマンドによるパケット転送の監
視, 234

tracerouteコマンド, 233-234

障害追跡, TCP/IPネットワーク (続き)
一般的な方法, 241, 242
インタフェースからの転送の表示, 224-225
既知のルートの状態の表示, 227-228
クライアントとサーバー間のパケットの
チェック, 237

サードパーティーの診断プログラム, 241
ソフトウェアチェック, 242
転送プロトコルの状態の取得, 223-224
パケットの消失, 229
プロトコル別の統計の取得, 221-223

消去,「削除」を参照
省スペースモード, in.routedデーモンオプ
ション, 268

状態情報、モバイル IP, 772
状態テーブル,参照, 705
状態統計,参照, 706
使用不可のDHCPアドレス, 400, 407
証明書

CAからの, 628
CAからハードウェアで, 635
CRLの無視, 630
IKE, 603
ike/configファイル内, 633
格納

IKE, 659
コンピュータに, 620
ハードウェアに, 604, 646

自己署名付きの作成 (IKE), 621
説明, 627
データベースへの追加, 628
要求

CAから, 627
ハードウェアで, 632

リスト, 623
証明書失効リスト,「CRL」を参照
証明書の要求,使用, 658
証明書要求

CAから, 627
ハードウェアで, 632

省略, IPsecポリシー, 520
処理
ハードウェアにおける IKEの高速化, 603,

646-647, 647-648
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自律システム (AS),「ネットワークトポロジ」を
参照

新機能
DHCPイベントスクリプト, 468-471
dladmコマンドによるインタフェースの状
態, 156

IKEの拡張, 605-606
inetconvコマンド, 110
IPMPでのターゲットシステムの構成, 804-805
IPsecの拡張, 528
routeadmコマンド, 191
SCTPプロトコル, 141-145
サービス管理機能 (SMF), 111
リンクベースの障害検出, 787
論理インタフェース上のDHCP, 460

シンプルネットワーク管理プロトコル
(SNMP), 44

す
スイッチの構成

LACP (Link Aggregation Control Protocol)
モード, 174, 178

VLANトポロジ, 166
集積トポロジ, 172

ステートレスアドレス自動設定, 295
スロット,ハードウェア内, 659

せ
生成,乱数, 539-540
静的経路制御, 137, 249
構成例, 132
最適な使用対象, 130
静的ルートの追加, 129, 131-132
ホストの構成例, 137

セキュリティー
IKE, 654
IPsec, 509

セキュリティー、IPv6, 6to4リレールーターの問
題, 244

セキュリティーアソシエーション,モバイル
IP, 734

セキュリティーアソシエーション (SA)
IKE, 654
IPsec, 515-516, 533
IPsec SA, 542
IPsec SAの消去, 541
IPsecデータベース, 593
IPsecの追加, 533
ISAKMP, 601
キーの取得, 539-540
手動作成, 540-545
乱数発生, 602

セキュリティーアソシエーションデータベース
(SADB), 593

セキュリティー上の考慮事項
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 518
セキュリティープロトコル, 518
認証ヘッダー (AH), 518

セキュリティーについて
ipsecconfコマンド, 592
ipsecinit.confファイル, 592
ipseckeysファイル, 544
ipseckeyコマンド, 594-595
IPv6が有効なネットワーク, 94-95
事前共有鍵, 602
設定

IPsec, 532
ラッチされたソケット, 592

セキュリティーについての留意点,モバイル
IP, 739

セキュリティーの考慮事項, ike/configファイ
ル, 654

セキュリティーパラメータインデックス (SPI)
キーサイズ, 540
構築, 540
説明, 515-516

セキュリティーパラメータインデックス (SPI),モ
バイル IP, 767

セキュリティーパラメータインデックス (SPI)
モバイル IP, 734

セキュリティープロトコル
IPsecの保護機構, 516
概要, 509
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セキュリティープロトコル (続き)
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 517-518
セキュリティー上の考慮事項, 518
認証ヘッダー (AH), 516-517

セキュリティーポリシー
ike/configファイル (IKE), 527
IPsec, 520
ipsecinit.confファイル (IPsec), 532, 591-592

セキュリティーポリシーデータベース (SPD)
IPsec, 509, 511
構成, 590

セッション層 (OSI), 38
接続したハードウェアを検出するための IKEの設
定 (作業マップ), 645

接続性, ICMPプロトコルの障害レポート, 41
設定

CAからの証明書による IKE, 626-631
IKE, 607
移動体システムによる IKE, 638-645
公開鍵証明書による IKE, 619, 620-626
自己署名付き証明書による IKE, 620-626
ハードウェア上で証明書による IKE, 631-635

設定ファイル
IPv6

/etc/inet/hostname6.interfaceファイ
ル, 281-282

/etc/inet/ndpd.confファイル, 278-281
接頭辞
サイト接頭辞、IPv6, 78-79
サブネット接頭辞、IPv6, 79
ネットワーク、IPv4, 62
ルーター広告, 295, 298, 300

接頭辞の検出、IPv6での, 83
セレクタ, 830

IPQoS 5タプル, 829
計画, QoSポリシーでの, 848
セレクタ、リスト, 902

専用アドレス,モバイル IP, 729-730

そ
相互運用性

IPsec、トンネルモードでほかのプラット
フォームと, 508

事前共有鍵を使用したほかのプラットフォーム
との IPsec, 611

送信側ホスト
パケットの転送, 48
パケットの通り抜け, 46

相対的優先転送 (AF), 835, 908
AFコードポイント表, 908
マーカー action文での使用, 869

ゾーン
IPsec, 525, 531
キー管理, 531

ゾーンファイル, 211
ソケット

IPsecセキュリティー, 592
netstatによるソケットの状態の表示, 225
セキュリティーについて, 535

ソフトトークンキーストア
メタスロットでのキーの格納, 508, 599, 648, 656

た
ターゲットシステム、IPMP
構成、シェルスクリプト内, 805
手動構成, 804-805
定義, 780-781

大域ゾーン, IKE, 599
帯域幅の調整, 827
計画, QoSポリシーでの, 847

待機インタフェース
IPMPグループの構成, 806-808
検査用 IPアドレスの構成, 807

タイムスタンプ, 745, 765
対話モード, ipseckeyコマンド, 541
断片化したパケット, 40

つ
追加

CAからの証明書 (IKE), 626-631
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追加 (続き)
IPsec SA, 533, 540-545
公開鍵証明書 (IKE), 626-631
自己署名付き証明書 (IKE), 621
事前共有鍵 (IKE), 615-618
手動、キー (IPsec), 540-545

次のホップ, 117, 298
次のホップの判断, IPv6, 83

て
ディスクレスクライアント, DHCPサポート, 434
ディレクトリ

/etc/inet, 604
/etc/inet/ike, 605
/etc/inet/publickeys, 659
/etc/inet/secret, 605
/etc/inet/secret/ike.privatekeys, 657
公開鍵 (IKE), 659
事前共有鍵 (IKE), 656
証明書 (IKE), 659
非公開鍵 (IKE), 657

ディレクトリ名 (DN), CRLにアクセスするため
の, 635

データアドレス、IPMP,定義, 782
データグラム

IP, 509
IPプロトコルの形式設定, 40
IPヘッダー, 48
UDPプロトコル群, 42
パケットプロセス, 48

データ通信, 45, 49
パケットのライフサイクル, 46, 49

データのカプセル化
TCP/IPプロトコルスタック, 45, 49
定義, 45

データベース
IKE, 656-660
ike/crlsデータベース, 659, 660
ike.privatekeysデータベース, 657, 659
ike/publickeysデータベース, 658, 659
セキュリティーアソシエーションデータベース

(SADB), 593

データベース (続き)
セキュリティーポリシーデータベース

(SPD), 509
データリンク層

OSI, 39
TCP/IP, 39, 40
パケットのライフサイクル
受信側ホスト, 48
送信側ホスト, 48

フレーミング, 48
デーモン

in.ikedデーモン, 600, 604, 654
in.mpathdデーモン, 778-779
in.ndpdデーモン, 289
in.ripngdデーモン, 191, 290
in.routed経路制御デーモン, 139
in.tftpdデーモン, 109
inetdインターネットサービス, 258
ネットワーク構成サーバーのブートプロトコ
ル, 102

デジタル署名
DSA, 658
RSA, 658

デフォルトアドレス選択, 283-284
IPv6アドレス選択ポリシーテーブル, 238-240
定義, 238-240

デフォルトモバイルノード
モバイル IP Addressセクション, 746, 770-771

デフォルトルーター
構成例, 128
定義, 123

デュアルスタックプロトコル, 90, 277
転送パラメータ

IKEグローバルパラメータ, 650
IKEの調整, 649-651

転送パラメータ (IKE),変更, 648

と
統計
パケット転送 (ping), 229
プロトコル別 (netstat), 222

統計情報, IPQoSの
クラスの統計取得の有効化, 917
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統計情報, IPQoSの (続き)
生成, kstatコマンドによる, 898

統計情報、IPQoSの,グローバル統計取得の有効
化, 917

動的インタフェース
エージェント通知, 727-728
を通したエージェント通知, 763

動的経路制御, 139
最適な使用対象, 130
単一インタフェースホストでの設定, 138
ホストの構成例, 140

動的再構成 (DR)
DR-attachの手順, 814
DR-detachの手順, 813-814
IPMPグループ内のインタフェースの再接
続, 793

IPMPとの相互運用, 791-794
インタフェースの IPMPグループからの切
断, 792

インタフェースの IPMPグループへの追加, 792
起動時に存在しなかったインタフェースの交
換, 815-817

起動時にないインタフェース, 793-794
障害が発生したインタフェースの交
換, 813-814

定義, 781
動的ホスト構成プロトコル,「DHCPプロトコ
ル」を参照

登録
応答メッセージ, 735
逆方向トンネルフラグ, 733
自律システム, 123
ドメイン名, 38
ネットワーク, 58
メッセージ, 731, 732, 734-735
モバイル IP, 724, 726, 731
要求, 734

登録解除
モバイル IP, 727, 731, 732, 733

トークン ID,ハードウェア内, 659
トークン引数, ikecertコマンド, 657
トークンリング, IPMPサポート, 798
匿名 FTPプログラム,説明, 43
匿名ログイン名, 43

特権レベル
IKEでの設定, 619
IKEにおけるチェック, 613, 614

ドット化 10進形式, 59
トポロジ, 67, 68
ドメインネームシステム (DNS)

DHCPサーバーによる動的更新の有効
化, 376-377

IPv6用の拡張, 309
逆ゾーンファイル, 211
説明, 44
ゾーンファイル, 211
ドメイン名の登録, 38
ネームサービスとしての選択, 65
ネットワークデータベース, 65, 259

ドメイン名
/etc/defaultdomainファイル, 108, 112, 249
最上位ドメイン, 66
選択, 66
登録, 38

トラフィック管理
帯域幅の調整, 827
トラフィック転送, 834, 835, 836
トラフィックフローの優先順位付け, 828
ネットワークトポロジの計画, 841
フロー制御, 830

トラフィック適合
計画

QoSポリシーでの速度, 851
QoSポリシーの結果, 852

結果 (outcome), 831, 904
速度パラメータ, 904, 905
定義, 882

トラフィック転送
Diffservネットワークを介したトラフィックフ
ロー, 835

IPパケットの転送, DSCPを使用した, 834
データグラムの転送, 909
パケット転送での PHBの影響, 907

トラフィックの転送,計画、QoSポリシー, 847
トランスポート層

OSI, 38
TCP/IP

SCTPプロトコル, 42, 141-145
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トランスポート層, TCP/IP (続き)
TCPプロトコル, 41
UDPプロトコル, 42
説明, 39, 41

データのカプセル化, 47
転送プロトコルの状態の取得, 223-224
パケットのライフサイクル
受信側ホスト, 49
送信側ホスト, 47

トランスポートモード
AHによるデータの保護, 522
ESPで保護されたデータ, 521
IPsec, 520-522

トンネリング, 724, 736, 739
トンネル

6to4トンネル, 305
既知の問題, 245
トポロジ, 305
パケットフロー, 307, 308

ifconfigセキュリティーオプション, 595-597
IPsec, 523
IPsecのモード, 520-522
IPv6、自動
「トンネル、6to4トンネル」を参照

IPv6、手動設定, 302-304
IPv6トンネル機構, 301
IPv6の構成

6to4トンネル, 205
6to4リレールーターとの間の, 209
IPv4 over IPv6, 204
IPv6 over IPv4, 202-203
IPv6 over IPv6, 203

IPv6の設定
例, 287

計画、IPv6の, 94
トポロジ、6to4リレールーターへ, 308
トランスポートモード, 520
トンネルモード, 521
パケットの保護, 523

トンネルモード
IPsec, 520-522
内側の IPパケット全体の保護, 522

な
名前/名前付け
ドメイン名
最上位ドメイン, 66
選択, 66

ネットワークのエンティティーの名前付け, 67
ネットワークのエンティティーへの名前付
け, 64

ノード名
ローカルホスト, 112, 249

ホスト名
/etc/inet/hostsファイル, 251
管理, 64

名前/ネーミング
ドメイン名
登録, 38

に
入力負荷分散, 297
認証アルゴリズム

IKE証明書, 658
IPsec用に指定, 595

認証ヘッダー (AH)
IPsecの保護機構, 516-519
IPデータグラムの保護, 516-517
IPパケットの保護, 509
セキュリティー上の考慮事項, 518

ね
ネームサービス

DHCPクライアントの登録, 379
hostsデータベース, 252
hostsデータベースと, 252
NIS, 65
NIS+, 65
nsswitch.confファイルテンプレート, 262
管理作業の分業化, 66
サービスの選択, 65, 67
サポートサービス, 65
データベースの検索順序の指定, 261, 263
ドメインネームシステム (DNS), 44, 65
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ネームサービス (続き)
ドメイン名の登録, 38
ネットワークデータベース, 65, 259
ネットワークデータベースに対応するファイ
ル, 260

ローカルファイル
/etc/inet/hostsファイル, 250, 252
説明, 66
ローカルファイルモード, 101, 102

ネットワークアクセス識別子
モバイル IP, 767
モバイル IP Addressセクション, 769-770

ネットワークアドレス変換 (NAT),「NAT」を参照
ネットワークインタフェース

DHCPサービスによる監視, 383
DHCPの状態の表示, 459
IPアドレス, 63
構成, 145-152
複数のネットワークインタフェース

/etc/inet/hostsファイル, 251, 252
ネットワークインタフェースカード (NIC)

DRによるNICの接続, 792
DRによるNICの切断, 792, 793
IPMPグループ内のNICの速度, 779-780
IPMPをサポートしているNIC, 787
NIC、タイプ, 146, 163
回復の検出, 780
起動時にないNICの管理, 793-794
障害とフェイルオーバー, 780
定義, 779
動的再構成, 781

ネットワークインタフェース名, 163-164
ネットワーク管理
シンプルネットワーク管理プロトコル

(SNMP), 44
ホスト名, 64

ネットワーククライアント
ethersデータベース, 264
システム動作, 103
ネットワーク構成サーバー, 102, 109
ホスト構成, 112

ネットワーククライアントモード
概要, 103
定義, 101

ネットワーククライアントモード (続き)
ホスト構成, 112

ネットワーククラス, 61
IANAネットワーク番号の割り当て, 61
アドレス指定スキーマ, 60
アドレス指定スキーム, 61
クラスA, 269
クラス B, 269, 270
クラスC, 270
ネットワーク番号の管理, 56
割り当て可能な番号の範囲, 61

ネットワーク構成
IPv4ネットワーク構成の作業, 106
IPv4ネットワークトポロジ, 103
IPv6ルーター, 190
TCP/IP構成モード, 103
構成情報, 101
ネットワーククライアントモード, 103
ネットワーク構成サーバー, 102
ローカルファイルモード, 102

構成
サービス, 140
ネットワーククライアント, 111

セキュリティーの構成, 505
ネットワーク構成サーバーの設定, 109
ホスト構成モード, 101
ホップ、説明, 117
ルーター, 124

ネットワーク構成サーバー
設定, 109
定義, 102
ブートプロトコル, 102

ネットワークセキュリティー,構成, 505
ネットワーク接頭辞、IPv4, 62
ネットワーク層 (OSI), 39
ネットワークデータベース, 258, 261

bootparamsデータベース, 263
DNS起動ファイルとデータファイル, 259
ethersデータベース
エントリのチェック, 242
概要, 264

hostsデータベース
エントリのチェック, 242
概要, 250, 252
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ネットワークデータベース, hostsデータベース
(続き)

ネームサービス、影響, 252
ネームサービスの影響, 252
ネームサービス、の形式, 259

netmasksデータベース, 254, 260
networksデータベース, 265
nsswitch.confファイル, 259, 261, 263
protocolsデータベース, 266
servicesデータベース, 267
対応するネームサービスファイル, 260
ネームサービスの影響, 259, 261

ネットワークトポロジ, 67, 68
DHCPと, 332
自律システム, 121

ネットワークトポロジ, IPQoSの
IPQoS対応サーバーファームを備えた

LAN, 841
IPQoS対応のファイアウォールを備えた

LAN, 842
IPQoS対応ホストを備えた LAN, 841

ネットワークトポロジ、IPQoSの, 840
ネットワークの管理
ネットワークの設計, 55
ネットワーク番号, 56

ネットワークの計画, 53, 70
IPアドレス指定スキーム, 55, 64
設計の決定, 55
名前の割り当て, 64, 67
ネットワークの登録, 58
ルーターの追加, 67, 70

ネットワークの構成
IPv6が有効なマルチホームホスト, 184-186
ホストにおける IPv6の有効化, 193-201

ネットワークの設計
IPアドレス指定スキーム, 55, 64
概要, 55
サブネット化, 254
ドメイン名の選択, 66
ホストの名前付け, 64

ネットワーク番号, 38
ネットワーク番号のシンボリック名, 258
ネットワーク例, IPQoSの, 861

の
ノード、IPv6, 75
ノード名
ローカルホスト, 111, 249

は
ハードウェア

IKE鍵の格納, 647-648
IKEキーの格納, 604
IKE処理の高速化, 603, 646
物理層 (OSI), 39
物理ネットワーク層 (TCP/IP), 39, 40

ハードウェア、IPQoS対応ネットワークの, 840
バイパス

LAN上の IPsec, 559, 575
パケット

IPv6ヘッダーの書式, 275-276
IPプロトコル機能, 40
UDP, 47
失われた, 41, 229
説明, 45
断片化, 40
データのカプセル化, 47
転送, 117

TCP/IPスタック, 45, 49
ルーター, 69, 70

内容の表示, 234
フローのチェック, 234
ヘッダー

IPヘッダー, 48
TCPプロトコル機能, 41

保護
IKEによる, 601
IPsecによる, 512, 516-519
出力パケット, 512
入力パケット, 512

保護の確認, 545-546
ライフサイクル, 46, 49
アプリケーション層, 46
インターネット層, 48
受信側ホストの処理, 48, 49
データリンク層, 48
トランスポート層, 47
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パケット,ライフサイクル (続き)
物理ネットワーク層, 48

パケット転送ルーター, 123
パケットのフィルタリング

NICの指定, 688-689
非アクティブ化, 682-683

パケットのヘッダー
IPヘッダー, 48
TCPプロトコル機能, 41

パケットフィルタリング
規則セットの管理, 693-700
規則セットの切り替え, 698-699
現在の規則セット更新後の再読み込
み, 694-696

構成, 667-670
削除
アクティブでない規則セット, 699-700
アクティブな規則セット, 696

追加
規則をアクティブでないセットへ, 697-698
規則をアクティブなセットへ, 696-697

別の規則セットのアクティブ化, 694-696
パケットフィルタリングフック, 673
パケットフロー
トンネルを介して, 307
リレールーター, 308

パケットフロー、IPv6
6to4とネイティブな IPv6, 308
6to4トンネルを介して, 307

ハンドシェーク, 3相, 47

ひ
非VLANインタフェース, 164
非公開鍵,格納 (IKE), 657
ビジターリスト
外来エージェント, 753
モバイル IP, 772

表示
IPsec構成, 591-592
IPsecポリシー, 538-539

ふ
ファイル

IKE
crlsディレクトリ, 605, 660
ike/configファイル, 527, 602, 604, 654
ike.presharedファイル, 605, 656
ike.privatekeysディレクトリ, 605, 659
publickeysディレクトリ, 605, 659

IPsec
ipsecinit.confファイル, 526, 591-592
ipseckeysファイル, 527

ファイルサービス, 44
フィルタ, 830

filter句の構文, 917
計画, QoSポリシーでの, 848
作成, IPQoS構成ファイルでの, 873, 878
セレクタ、リスト, 902

ブート,ネットワーク構成サーバーのブートプロ
トコル, 102

フェイルオーバー
待機インタフェース, 786
定義, 780
動的再構成 (DR), 792
例, 789

負荷分散
IPQoS対応ネットワーク, 842
IPv6が有効なネットワーク, 297
集積間, 174
出力, 781
定義, 778

複数のネットワークインタフェース
DHCPクライアントシステム, 460
/etc/inet/hostsファイル, 251, 252
ルーター構成, 124, 127

物理インタフェース, 171-172
「インタフェース」も参照
IPMPでの回復検出, 789
VLAN、定義, 150-152
構成, 145-152
削除, 160

Solaris 10 3/05, 149-150
障害検出, 787
追加、インストール後, 147, 157
定義, 146, 162, 779
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物理インタフェース (続き)
ネットワークインタフェースカード

(NIC), 146, 163
命名規約, 163-164

物理接続点 (PPA), 151, 167
物理層 (OSI), 39
物理ネットワーク層 (TCP/IP), 40, 48
プライマリネットワークインタフェース, 146
フレーミング
説明, 48
データリンク層, 40, 48

プレゼンテーション層 (OSI), 38
フローアカウンティング, 896, 911
フローレコードテーブル, 912

フロー制御,メータリングモジュールによる, 830
ブロードキャストアドレス, 766
ブロードキャストデータグラム、モバイル

IP, 737
プロトコル層

OSI参照モデル, 38, 39
TCP/IPプロトコルアーキテクチャーモデ
ル, 39, 45
アプリケーション層, 39, 42, 45
インターネット層, 39
データリンク層, 39, 40
トランスポート層, 39, 41
物理ネットワーク層, 39, 40

TCP/IPプロトコルのアーキテクチャーモデル
インターネット層, 40

パケットのライフサイクル, 46, 49
プロトコル統計の表示, 222
分業化、管理作業, 66

へ
ヘッダーフィールド, IPv6, 275
変更

DHCPオプション, 430
DHCPマクロ, 415

ほ
ボーダールーター, 122

ポート, TCP、UDP、および SCTPポート番
号, 267

ホームアドレス, 722, 723, 724
ホームエージェント

Addressセクション, 768
カプセル化, 736
機能の決定, 742
結合テーブル, 753, 755, 772
実装, 757
状態情報, 772
セキュリティーアソシエーションサ
ポート, 734

データグラムの転送, 737
データグラムの配信, 723
動的アドレスの割り当て, 766
動的発見, 736
登録応答, 734
登録解除, 732
登録メッセージ, 726, 731
登録要求, 734, 735
認証, 749
メッセージ再実行の防止, 765
モバイルノードの場所, 726
留意点, 735

ホーム外来エージェント間認証, 734
ホームネットワーク, 723, 725, 732, 735
保護

2つのシステム間のパケット, 531-535
IPsecトラフィック, 509
IPsecによるWebサーバーの, 535-538
IPsecによる移動体システム, 638-645
VPNをトランスポートモードの IPsecトンネル
で, 572-579

VPNをトンネルモードの IPsecトンネル
で, 556-566

ハードウェア内のキーを, 604
保護機構, IPsec, 516-519
ホスト

6to4アドレスの設定, 273
IPv4経路制御トポロジ, 123
IPv4ネットワークトポロジ, 103
IPv6一時アドレス, 194-197
IPv6用の構成, 193-201
IP接続性のチェック, 229
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ホスト (続き)
pingによるホストの接続性のチェック, 228
TCP/IP構成モード, 103
構成情報, 101
混合構成, 103
サンプルネットワーク, 103
ネットワーククライアントモード, 103, 112
ネットワーク構成サーバー, 102
ローカルファイルモード, 101, 102, 109

一般的な問題の障害追跡, 241
経路制御プロトコルの選択, 127
サンプルネットワーク, 103
受信
パケットの通り抜け, 48

受信側
パケットの通り抜け, 49

送信
パケットの転送, 48
パケットの通り抜け, 46

ホスト名
管理, 64

マルチホーム
構成, 133
定義, 123

ホスト間通信, 40
ホスト構成モード (TCP/IP), 101, 103

IPv4ネットワークトポロジ, 103
混合構成, 103
サンプルネットワーク, 103
ネットワーククライアントモード, 103
ネットワーク構成サーバー, 102
ローカルファイルモード, 101, 102

ホスト名,クライアントからの要求の有効
化, 462-463

ホップ単位動作 (PHB), 834
AF転送, 835
EF転送, 835
使用, dscpmkマーカーでの, 907
定義, IPQoS構成ファイルでの, 884

ホップ、パケット転送, 117
ホップ、リレーエージェント, 380
ポリシー, IPsec, 520
ポリシーファイル

ike/configファイル, 527, 604, 654

ポリシーファイル (続き)
ipsecinit.confファイル, 591-592
セキュリティーについて, 592

ポリシー、負荷分散, 174

ま
マーカーモジュール, 831
「dlcosmkマーカー」も参照
「dscpmkマーカー」も参照
DSコードポイントの指定, 909
PHB, IPパケット転送での, 834
VLANデバイスのサポート, 909

マクロ
DHCP
「DHCPマクロ」を参照

マシン,通信の保護, 531-535
マルチキャストアドレス、IPv6
概要, 82
ブロードキャストアドレスとの比較, 298
マルチキャストアドレス, 274-275

マルチキャストデータグラムの経路制御、モバイ
ル IP, 737-738

マルチホームホスト
IPv6を有効にする, 184-186
インストール時の構成, 251-252
構成, 133-136
構成例, 134
定義, 123, 133
ファイアウォールのあるネットワーク, 133

む
無線通信
モバイル IP, 724, 728, 739

め
メータリングモジュール
「tokenmtメーター」も参照
「tswtclmtメーター」も参照
紹介, 830
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メータリングモジュール (続き)
メータリングの結果, 831, 904
呼び出し, IPQoS構成ファイルでの, 882

メタスロット
キーの格納, 508, 648

メッセージ,ルーター広告, 300
メッセージ再実行の防止, 765
メッセージ認証
モバイル IP, 734, 767, 768

も
モバイル IP

Addressセクション
デフォルトモバイルノード, 746, 770-771
ネットワークアクセス識別子, 769-770

エージェント状態の表示, 753-755
エージェント通知, 726, 727, 731
エージェントの発見, 727-728
エージェント要請, 726, 727, 728
カプセル化されたデータグラム, 724
カプセル化の種類, 736
逆方向トンネル, 727, 729-730
外来エージェントの留意点, 735
ホームエージェントの留意点, 735
マルチキャストデータグラムの経路制
御, 738

ユニキャストデータグラム経路制御, 737
構成, 742-746
構成ファイル

Addressセクション, 766, 767-771
Advertisementsセクション, 763-765
Generalセクション, 763
GlobalSecurityParametersセク
ション, 765-766

Poolセクション, 766-767
SPIセクション, 767, 768, 769

構成ファイルの形式, 759
構成ファイルのセクション, 762
構成ファイルの例, 759-762
サポートされていないRFC, 758
サポートされていない機能, 758
サポートされているRFC, 757
状態情報, 772

モバイル IP (続き)
セキュリティーアソシエーション, 734
セキュリティーについての留意点, 739
セキュリティーパラメータインデックス

(SPI), 767
セキュリティーパラメータインデックス

(SPI), 734
専用アドレス, 729-730
データグラムの移動, 723
動作, 724-727
登録, 724, 726, 731
逆方向トンネルフラグ, 733

登録応答メッセージ, 734-735, 735
登録解除, 727, 731, 732, 733
登録メッセージ, 732, 733, 734, 758
登録要求, 734
登録要求メッセージ, 734
ネットワークアクセス識別子, 767
配備, 741
ブロードキャストデータグラム, 737
マルチキャストデータグラムの経路制
御, 737-738

無線通信, 724, 728, 739
メッセージ認証, 734, 739, 767
ユニキャストデータグラムの経路制
御, 736-737

ルーター広告, 758
モバイル IPトポロジ, 722
モバイル外来エージェント間認証, 734
モバイルノード, 722, 723, 725, 769

Addressセクション, 746
定義, 724

モバイルホームエージェント間認証, 734
モビリティーエージェント, 726, 734

Addressセクション, 768
mipagent_stateファイル, 772
構成, 771
状態, 772
ソフトウェア, 757
ルーター広告, 758

モビリティー結合, 731, 734, 735, 737
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や
役割,ネットワークセキュリティーの役割の作
成, 547-548

ゆ
有効にする, IPv6が有効なネットワーク, 189-190
ユーザー優先順位の値, 831
ユニキャストデータグラムの経路制御、モバイル

IP, 736-737

よ
予備インタフェース,定義, 785-786

ら
ライブラリ, PKCS #11, 658
ラッパー、TCP, 145
乱数, odコマンドで生成, 610

り
リスト

CRL (IPsec), 636
アルゴリズム (IPsec), 596
証明書 (IPsec), 623, 636
トークン ID (IPsec), 648
ハードウェア (IPsec), 648
メタスロットのトークン ID, 648

リダイレクト
IPv6, 83, 293, 298

リレールーター、6to4トンネル構成, 209
リレールーター、6to4トンネル設定, 210
リンク、IPv6, 76
リンク集積,「集積」を参照
リンク層アドレスの変更, 297
リンクのローカルアドレス,手動構成、トーク
ン, 200

リンクベースの障害検出,定義, 787

リンクローカルアドレス
IPMP検査用 IPアドレスとして, 783-784
IPv6, 295, 299, 302
フォーマット, 81-82

る
ルーター

6to4トポロジにおける役割, 305
DHCPクライアントのアドレス, 340
/etc/defaultrouterファイル, 249
IPv6用にアップグレードするときの問題, 243
経路制御プロトコル
自動選択, 127
説明, 45, 267, 268

構成, 267
IPv4ネットワーク用, 124
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