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はじめに

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化へようこ
そ。このドキュメントは、Oracle Solarisシステム管理に関する重要な情報を扱った全
14巻セットの一部です。このドキュメントの記述は、Oracle Solaris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。

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
クチャーを使用するシステムをサポートしています。サポートされるシステム
は、Oracle Solaris OS: Hardware Compatibility Listsに記載されています。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、次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は特に 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、Oracle Solaris OS: Hardware Compatibility Listsを
参照してください。

対象読者
このドキュメントは、Oracle Solarisが動作しており、ネットワークに構成されている
システムの管理を行うユーザー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
システム管理ガイドセットに含まれる各ガイドとその内容は、次のとおりです。

マニュアルのタイトル トピック

『SPARCプラットフォームでのOracle Solarisのブートおよ
びシャットダウン』

システムのブートおよびシャットダウン、ブートサービス
の管理、ブート動作の変更、ZFSからのブート、ブート
アーカイブの管理、および SPARCプラットフォーム上で
のブートのトラブルシューティング

『x86プラットフォーム上のOracle Solarisのブートおよび
シャットダウン』

システムのブートおよびシャットダウン、ブートサービス
の管理、ブート動作の変更、ZFSからのブート、ブート
アーカイブの管理、および x86プラットフォーム上での
ブートのトラブルシューティング

『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』 Oracle Solarisコマンドの使用、システムのブートと
シャットダウン、ユーザーアカウントとグループの管
理、サービスの管理、ハードウェア障害、システム情
報、システムリソース、およびシステム性能、ソフト
ウェアの管理、印刷、コンソールと端末、およびシステム
とソフトウェアの問題の障害追跡

『Oracle Solarisの管理: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

『Oracle Solarisの管理: IPサービス』 TCP/IPネットワーク管理、IPv4および IPv6アドレスの管
理、DHCP、IPsec、IKE、IPフィルタ、および IPQoS

『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory Services
』

DNS、NIS、および LDAPネームサービスおよびディレク
トリサービス (NISから LDAPへの移行を含む)

『Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネット
ワーク仮想化』

WiFiワイヤレスを含む自動および手動の IPインタ
フェース構成、ブリッジ、VLAN、集積体、LLDP、および
IPMPの管理、仮想NICとリソース管理

『Oracle 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

『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』

リソース管理機能 (利用可能なシステムリソースをアプリ
ケーションが使用する方法を制御できる)、Oracle Solaris
ゾーンソフトウェア区分技術 (オペレーティングシステム
のサービスを仮想化してアプリケーション実行用の隔離さ
れた環境を作成する)、およびOracle Solaris 10ゾーン
(Oracle Solaris 11カーネル上で実行されるOracle Solaris 10
環境をホストする)

はじめに
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マニュアルのタイトル トピック

『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』 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、暗号化フ
レームワーク、鍵管理、特権、RBAC、SASL、Secure
Shell、およびウイルススキャン

『Oracle Solaris Administration: SMB and Windows
Interoperability』

SMBサービス (SMBクライアントが SMB共有を利用できる
ようにOracle Solarisシステムを構成できるようにす
る)、SMBクライアント (SMB共有へのアクセスを可能に
する)、およびネイティブの識別情報マッピングサービス
(Oracle SolarisシステムとWindowsシステム間で
ユーザーとグループの識別情報をマップできるようにす
る)

『Oracle Solarisの管理: ZFSファイルシステム』 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

『Trusted Extensions構成と管理』 Trusted Extensionsに固有のシステムのインストール、構
成、および管理

『Oracle Solaris 11セキュリティーガイドライン』 Oracle Solarisシステムのセキュリティー保護、および
ゾーン、ZFS、Trusted Extensionsなどのセキュリティー機
能の使用シナリオ

『Oracle Solaris 10からOracle Solaris 11への移行』 システム管理情報およびOracle Solaris 10からOracle Solaris
11への移行例を提供します。移行例には、インス
トール、デバイス、ディスク、ファイルシステムの管
理、ソフトウェアの管理、ネットワーク、システムの管
理、セキュリティー、仮想化、デスクトップ機
能、ユーザーアカウントの管理、ユーザー環境をエ
ミュレートしたボリューム、およびトラブルシューティン
グとデータ回復が含まれます。

関連するサードパーティーのWebサイト情報
このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しな
いWebサイトへのリンクが含まれている場合があります。

はじめに
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注 –オラクル社およびその関連会社は、それらのWebサイトのアクセシビリティに関
しての評価や言及は行っておりません。このソフトウェアまたはハードウェア、そ
してドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるい
はそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社
は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる
保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製
品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生し
ても一切の責任を負いかねます。

Oracleサポートへのアクセス
Oracleのお客様は、My Oracle Supportを通じて電子的なサポートを利用することがで
きます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoを参照
してください。聴覚に障害をお持ちの場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/

lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

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。

はじめに
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表 P–1 表記上の規則 (続き)
字体または記号 意味 例

\ 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

# 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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ネットワークスタックの概要

この章では、Oracle Solarisでのネットワーク管理について紹介します。インタ
フェース、インタフェースが構成されているデータリンク、およびネットワークデ
バイスのベースとなる相互関係について説明します。また、データリンクの柔軟な
名前のサポートについても詳細に説明します。

このOracle Solarisリリースでのネットワーク構成
このリリースでのネットワーク構成の方法が、以前のOracle Solarisリリースと次の
点で異なることに注意してください。

■ ネットワーク構成はプロファイルで管理されます。システムで機能する構成のタ
イプは、どのネットワーク構成プロファイルがアクティブなのかによって異なり
ます。パート I「Network Auto-Magic」を参照してください。

■ ネットワークスタックの第 2層のデータリンクは、dladmコマンドを使用して管
理されます。このコマンドは、データリンクプロパティーを構成するための以前
の ifconfigコマンドオプションに代わるものです。したがって、リンク集
約、VLAN、および IPトンネルの構成も変更されています。第 8章「データリン
クの構成と管理」、第 12章「リンク集約の管理」、および第 13章「VLANの管
理」を参照してください。『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の第 6章「IPトン
ネルの構成」も参照してください。

■ データリンク名はハードウェアデバイスにバインドされなくなりました。した
がって、データリンクにはデフォルトで net0や net1などの汎用リンク名が割り
当てられています。26ページの「ネットワークデバイスとデータリンク名」を
参照してください。

■ ネットワークスタックの第 3層の IPインタフェースは、ipadmコマンドを使用し
て管理されます。このコマンドは、IPインタフェースを構成するための以前の
ifconfigコマンドオプションに代わるものです。第 9章「IPインタフェースの構
成」を参照してください。

1第 1 章
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■ IPMPグループは IPインタフェースとして実装されているため、同様に ipadmコ
マンドを使用して構成されます。さらに、IPMP関連の情報や統計情報を取得で
きる ipmpstatも導入されています。第 14章「IPMPの紹介」および
第 15章「IPMPの管理」を参照してください。

■ 仮想化はネットワークデバイスレベルで実装されています。したがって、効率性
を高めるために、VNICを構成して、ネットワークリソースの使用を管理できま
す。パート III「ネットワーク仮想化およびリソース管理」を参照してください。

Oracle Solarisのネットワークスタック
ネットワークインタフェースによって、システムとネットワークが接続されま
す。これらのインタフェースは、システムのハードウェアデバイスインスタンスに
順に対応するデータリンク上に構成されます。ネットワークハードウェアデバイス
は、ネットワークインタフェースカード (NIC)またはネットワークアダプタとも呼ば
れます。NICは、システム購入時から組み込まれていて、すでに備わっている場合
もあります。ただし、別のNICを購入して、システムに追加することもできま
す。一部のNICには、カードに備えられている単一のインタフェースしか持たない
ものがあります。その他のブランドは、ネットワーク操作を行うために構成できる
複数のインタフェースを持っていることがあります。

現在のネットワークスタックモデルでは、ソフトウェア層のインタフェースおよび
リンクはハードウェア層のデバイスに構築されます。具体的には、ハードウェア層
のハードウェアデバイスインスタンスには、データリンク層の対応するリンク、お
よびインタフェース層の構成済みインタフェースが存在します。次の図では、この
ようなネットワークデバイス、データリンク、および IPインタフェース間の 1対 1
の関係について説明します。

注 – TCP/IPスタックの詳細は、『System Administration Guide: IP Services』の第 1
章「Oracle Solaris TCP/IP Protocol Suite (Overview)」を参照してください。
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この図は、ハードウェア層の 2基のNIC (単一のデバイスインスタンス e1000g0には
e1000、複数のデバイスインスタンス qfe0 - qfe3には qfe)を示しています。デバイス
qfe0 - qfe2は使用されません。デバイス e1000gと qfe3が使用され、対応するリンク
e1000gと qfe3がデータリンク層に存在します。この図では、IPインタフェースにそ
れぞれベースとなるハードウェア e1000gおよび qfe3に基づいて名前が付けられてい
ます。これらのインタフェースを IPv4または IPv6アドレスで構成すると、両方のタ
イプのネットワークトラフィックに対応できます。インタフェース層にループ
バックインタフェース lo0が存在することにも注意してください。このインタ
フェースは、たとえば、IPスタックが正常に機能していることをテストするときな
どに使用されます。

スタックの各層で、さまざまな管理コマンドが使用されます。たとえば、dladm

show-devコマンドは、システムにインストールされているハードウェアデバイスを

図 1–1 ネットワークデバイス、リンク、およびインタフェースを示すネットワークスタック -
Oracle Solaris 10モデル
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一覧表示します。dladm show-linkコマンドは、データリンク層のリンクに関する情
報を表示します。ifconfigコマンドは、インタフェース層の IPインタフェース構成
を表示します。

このモデルでは、デバイス、データリンク、およびインタフェースをバインドする 1
対 1の関係が存在します。この関係は、ネットワーク構成がハードウェア構成およ
びネットワークトポロジに依存することを意味します。ハードウェア層に、NICの
交換やネットワークトポロジの変更などの変更が実装されている場合は、インタ
フェースを再構成する必要があります。

Oracle Solaris 11に導入されているネットワークスタックの実装では、ハード
ウェア、データリンク、およびインタフェースの各層間の基本関係が存続していま
す。ただし、ソフトウェア層はハードウェア層から分離されています。この分離に
より、ソフトウェアレベルでのネットワーク構成は、ハードウェア層のチップ
セットやネットワークトポロジにバインドされなくなりました。この実装では、次
のようにネットワーク管理の柔軟性が高くなっています。

■ ネットワーク構成は、ハードウェア層で発生する可能性のある変更から分離され
ます。ベースとなるハードウェアが削除されても、リンクおよびインタフェース
の構成は保持されます。したがって、2基のNICタイプが同じであれば、同じ構
成を交換用のNICに再適用できます。

■ ネットワーク構成がネットワークハードウェア構成から分離されることに
よって、カスタマイズリンク名をデータリンク層で使用することもできます。

■ データリンク層の抽象化によって、複数ネットワークの抽象化や構成
(VLAN、VNIC、物理デバイス、リンク集約、IPトンネルなど)が共通の管理エン
ティティー (つまり、データリンク)に統合されます。

次の図は、このようなネットワーク構成をネットワークスタックに作成する方法を
示しています。
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このイラストの構成については、31ページの「その他のリンクタイプの管理」で詳
細に説明します。

図 1–2 ネットワークデバイス、リンク、およびインタフェースを示すネットワークスタック - Oracle Solaris 11モデ
ル
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ネットワークデバイスとデータリンク名
管理者は管理の観点から、データリンク上に IPインタフェースを作成しま
す。データリンクは、開放型システム間相互接続 (OSI)モデルの第 2層のリンクオブ
ジェクトを表します。物理リンクはデバイスに直接関連付けられ、デバイス名を持
ちます。原則的に、デバイス名はデバイスインスタンス名であり、ドライバ名とデ
バイスインスタンス番号で構成されます。インスタンス番号には、システムでその
ドライバを使用するNICの数に応じて、0 - nの値を付けることができます。

たとえば、ホストシステムとサーバーシステムの両方でプライマリNICとして使用
されることが多いギガビット Ethernetカードについて考えてみます。このNICの典
型的なドライバ名は bgeや e1000gなどです。ギガビット Ethernetインタフェースを
プライマリNICとして使用する場合、デバイス名は bge0や e1000g0などです。その
他のドライバ名は ngeや nxgeなどです。

このOracle Solarisリリースでは、デバイスインスタンス名はベースとなるハード
ウェアに引き続き依存します。ただし、これらのデバイス上のデータリンクは同様
にバインドされていないため、意味のある名前を付けることができます。たとえ
ば、管理者はデバイスインスタンス e1000g0上のデータリンクに itops0という名前
を割り当てることができます。このOracle Solarisリリースでは、データリンクには
デフォルトで汎用名が付けられています。汎用名が付けられたデータリンクと対応
するデバイスインスタンスとのマッピングを表示するには、dladm sho-physサブコ
マンドを使用します。

デフォルトの汎用リンク名
このOracle Solarisリリースをはじめてシステムにインストールするときに、Oracle
Solarisによって自動的にすべてのシステムの物理ネットワークデバイスに汎用リン
ク名が割り当てられます。この名前の割り当てでは、net #という命名規則が使用さ
れます (#はインスタンス番号)。このインスタンス番号は、net0、net1、net2のよう
にデバイスごとに増分します。

汎用名または柔軟なリンク名には、次の例で示すようなネットワーク構成における
利点があります。

■ 単一のシステムでは、動的再構成が簡単になります。特定のNIC向けに設定され
たネットワーク構成は、別のNICに交換するときに継承できます。

■ ゾーンの移行によって、ネットワーク設定に関する複雑さが少なくなりまし
た。移行先システムのリンクが、移行前にゾーンに割り当てられていたリンクと
同じ名前を共有している場合、移行されたシステムのゾーンではネットワーク構
成が保持されます。したがって、移行後の追加のネットワーク構成は必要ありま
せん。
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■ システム構成 (SC)マニフェストでネットワーク構成が指定されている場合は、汎
用の名付けスキームが役立ちます。一般に、すべてのシステムのプライマリ
ネットワークデータリンクには、net0という名前が付けられています。した
がって、net0の構成を指定する複数のシステムで、汎用 SCマニフェストを使用
できます。

■ データリンクの管理も柔軟になります。たとえば、図 1–2で示すように、データ
リンクで提供される特定の機能が反映されるように、データリンク名をさらにカ
スタマイズできます。

次の表は、ハードウェア (NIC)、デバイスインスタンス、リンク名、およびリン
ク上のインタフェース間の新しい対応関係を示しています。データリンク名は自
動的にOSで割り当てられます。

ハードウェア (NIC) デバイスインスタンス
リンクに割り当てられた名
前 IPインタフェース

e1000g e1000g0 net0 net0

qfe qfe1 net1 net1

表で示すように、デバイスインスタンス名はハードウェアに基づくままである一
方で、データリンク名はインストール後にOSによって変更されています。

データリンクへの汎用名の割り当て
Oracle Solarisでは、特定の条件に基づいて、自動的にすべてのデータリンクに汎用名
が割り当てられます。すべてのデバイスは、netという同一の接頭辞を共有しま
す。ただし、インスタンス番号は次の条件に基づいて割り当てられます。

■ 物理ネットワークデバイスは、メディアタイプに従って順序が付けられ、特定の
タイプが他よりも優先されます。メディアタイプは、次のような降順の優先度で
順序が付けられます。

1. Ethernet
2. IP over IB (Infinibandデバイス)
3. Ethernet over IB
4. WiFi

■ デバイスがメディアタイプに従ってグループ化およびソートされたあとに、これ
らのデバイスは物理的な場所に基づいて、さらに順序が付けられ、ボード上のデ
バイスが周辺デバイスよりも優先されます。

■ メディアタイプと場所に基づいた優先度が高いデバイスには、小さいインスタン
ス番号が割り当てられます。
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条件に基づいて、下位のマザーボードや IOボード、ホストブリッジ、PCIeルートコ
ンプレックス、バス、デバイス、および機能上の Ethernetデバイスが他のデバイス
よりもランクが上になります。

リンク名、デバイス、および場所の対応関係を表示するには、次のように dladm

show-physコマンドを使用します。

# dladm show-phys -L

LINK DEVICE LOCATION

net0 e1000g0 MB

net1 e1000g1 MB

net2 e1000g2 MB

net3 e1000g3 MB

net4 ibp0 MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net5 ibp1 MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net6 eoib2 MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

net7 eoib4 MB/RISER0/PCIE0/PORT2/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

汎用リンク名の割り当て方法をカスタマイズする
Oracle Solarisでは、リンク名の割り当て時に netという接頭辞が使用されます。ただ
し、代わりに ethなどのカスタム接頭辞も使用できます。必要であれば、中立的な
リンク名の自動割り当てを無効にすることもできます。

注意 – Oracle Solarisをインストールする前に、汎用リンク名を自動的に割り当てる方
法をカスタマイズする必要があります。インストール後は、既存の構成を破棄しな
いかぎりデフォルトのリンク名をカスタマイズすることはできません。

リンク名の自動割り当てを無効にしたり、リンク名の接頭辞をカスタマイズしたり
するには、自動インストール (AI)プログラムで使用される「システム構成」マニ
フェストで、次のプロパティーを設定します。

<service name="network/datalink-management"
version="1" type="service">

<instance name="default enabled="true">
<property_group name=’linkname-policy’

type=’application’>

<propval name=’phys-prefix’ type=’astring’

value=’net’/>

</property_group>

</instance>

</service

強調表示されているように、デフォルトでは phys-prefixが netに設定されていま
す。

■ 名前の自動割り当てを無効にするには、phys-prefixに設定されている値をすべ
て削除します。名前の自動割り当てを無効にすると、関連するハードウェアドラ
イバに基づいて、bge0や e1000g0などのデータリンク名が付けられます。
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■ net以外の接頭辞を使用するには、phys-prefixの値として ethなどの新しい接頭
辞を指定します。

phys-prefixに指定された値が無効な場合は、その値は無視されます。データリンク
には、関連するハードウェアドライバに従って bge0や e1000g0などの名前が付けら
れます。有効なリンク名の規則については、30ページの「有効なリンク名の規
則」を参照してください。

アップグレードされたシステムでのリンク名
このOracle Solarisリリースが新規にインストールされたシステムでは、自動的に
net0 - net N-1の名前が付けられます。ここで、Nはネットワークデバイスの合計数
を表します。

Oracle Solaris 11 Expressからアップグレードする場合、これは適用されません。この
ようにアップグレードされたシステムでは、アップグレード前のデータリンク名が
保持されます。これらの名前は、デフォルトのハードウェアに基づく名前、または
アップグレード前に管理者がデータリンクに割り当てたカスタマイズされた名前で
す。さらに、これらのアップグレードされたシステムでは、あとで追加される新規
ネットワークデバイスでも、中間的な名前を受け入れるのではなく、デフォルトの
ハードウェアに基づく名前が保持されます。アップグレードされたシステムでのこ
の動作によって、OSで割り当てられた中立的な名前が、その他のハードウェアに基
づく名前やアップグレード前に管理者によって割り当てられたカスタマイズされた
名前と混在しなくなります。

このOracle Solarisリリースのシステムでは、ハードウェアに基づく名前とOSで割り
当てられたリンク名は、両方とも他の任意の名前で置き換えることができます。一
般に、システムのネットワーク構成を作成するには、OSで割り当てられたデフォル
トのリンク名で十分です。ただし、リンク名を変更することを選択した場合は、次
の節で説明する重要な考慮点に注意してください。

ハードウェアに基づくリンク名を置き換える
システムのリンクにハードウェアに基づく名前が付けられている場合は、これらの
リンク名を少なくとも汎用名に変更します。ハードウェアに基づくリンク名を保持
すると、あとでこれらの物理デバイスが削除または交換される状況で混乱が生じる
可能性があります。

たとえば、デバイス bge0に関連付けられた bge0というリンク名を保持するとしま
す。すべてのリンク構成は、リンク名を参照することで実行されます。あとで、NIC
bgeをNIC e1000gに交換するとします。新しいNIC e1000g0に以前のデバイスのリン
ク構成を適用するには、リンク名を bge0から e1000g0に再割り当てする必要があり
ます。ハードウェアに基づくリンク名 bge0を関連する別のNIC e1000g0と組み合わ
せると、混乱が生じる可能性があります。ハードウェアに基づかない名前を使用す
れば、そのリンクを関連するデバイスと適切に区別することができます。
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リンク名を変更する際の注意点
ハードウェアに基づくリンク名を置き換えることは推奨されていますが、リンク名
を変更する前に慎重に計画してください。デバイスのリンク名を変更しても、新し
い名前が既存の関連するすべての構成に自動的に反映されるわけではありませ
ん。次の例は、リンク名を変更する際のリスクを示しています。

■ 特定のリンクには、IPフィルタ構成の規則の一部が適用されます。リンク名を変
更しても、振り分け規則は引き続きリンクの元の名前を参照します。した
がって、リンク名を変更したあとは、これらの規則が予期したとおりに動作しな
くなります。新しいリンク名を使用して、リンクに適用されるように振り分け規
則を調整する必要があります。

■ ネットワーク構成の情報をエクスポートする可能性について考慮してくださ
い。前述のとおり、OSで割り当てられたデフォルトの net #名を使用すると、簡
単に別のシステムにゾーンを移行して、ネットワーク構成をエクスポートできま
す。ターゲットシステムのネットワークデバイスに net0や net1などの汎用名を
付けると、ゾーンは単純に、ゾーンに割り当てられたデータリンクと名前が一致
するデータリンクのネットワーク構成を継承します。

したがって、一般的な規則として、データリンク名はランダムに変更しないでくだ
さい。データリンク名を変更する際は、リンク名が変更されたあとに、すべてのリ
ンク関連の構成が引き続き適用されていることを確認します。リンク名を変更する
と影響を受ける可能性のある構成の一部は、次のとおりです。

■ IP振り分け規則
■ 構成ファイルに指定された IP構成 (/etc/dhcp.*など)
■ Oracle Solaris 11ゾーン
■ autopush構成

注 –リンク名を変更する際には、autopush構成を変更する必要はありません。た
だし、リンク名を変更したあとに、リンクごとの autopushプロパティーによる
構成の動作に注意する必要があります。詳細は、176ページの「データリンクに
STREAMSモジュールを設定する方法」を参照してください。

有効なリンク名の規則
リンク名を割り当てる際には、次の規則を確認してください。

■ リンク名は、文字列と物理接続点 (PPA)番号で構成されています。
■ 名前は次の制約に従う必要があります。

■ 名前は 3 - 8文字で構成されます。ただし、最大で 16文字までです。
■ 名前に有効な文字は、英数字 (a-z、0-9)と下線 (「_」)です。
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注意 –リンク名には大文字を使用しないでください。

■ 各データリンクには、同時に 1つのリンク名しか指定できません。
■ 各データリンクには、システム内で一意のリンク名を指定する必要があります。

注 –追加の制限として、lo0は柔軟なリンク名としては使用できません。この名前
は、IPループバックインタフェースの識別用に予約済みです。

リンク名を割り当てる際に、ネットワーク設定内のリンク機能が役に立つリファレ
ンスとなることがあります。たとえば、netmgt0をネットワーク管理専用のリンクに
することができます。Upstream2を ISPに接続するリンクにすることができます。混
乱を避けるための一般的な規則として、リンクには既知のデバイス名を割り当てな
いでください。

その他のリンクタイプの管理
ネットワーク構成とネットワークハードウェア構成が分離されたことによって、そ
の他のリンク構成タイプにも同様の柔軟性が導入されています。たとえば、仮想
ローカルエリアネットワーク (VLAN)、リンク集約、および IPトンネルに管理用に
選択された名前を割り当て、それらの名前を参照して構成することができま
す。ネットワーク構成が削除されていなければ、追加のネットワーク再構成も必要
ないため、その他の関連タスク (動的再構成 (DR)を実行してハードウェアデバイス
を交換するなど)の実行も簡単になります。

次の図は、デバイス、リンクタイプ、および対応するインタフェース間の相互関係
を示しています。

注 –この図では、システムで実行される特定の機能に従って、データリンクに video0

や sales2などの名前が付けられています。図の目的は、柔軟にデータリンクに名前
を付けられることを強調することです。ただし、OSで割り当てられたデフォルトの
中立的な名前 (net0など)の使用でも十分であり、推奨されています。

この図には、管理用に選択された名前をネットワーク設定で使用する方法のサンプ
ルも示しています。

■ net0リンクにはVLANが構成されています。これらのVLANには、sales1や
sales2などのカスタマイズされた名前も割り当てられています。VLAN sales2の
IPインタフェースが plumbされ、動作しています。
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■ デバイスインスタンス qfe0および qfe2は、ビデオトラフィックの処理に使用さ
れます。したがって、データリンク層の対応するリンクには、subvideo0および
subvideo1という名前が割り当てられています。これらの 2つのリンクは、ビデオ
フィードを処理するために集約されます。リンク集約にも同様に、video0という
独自のカスタマイズされた名前が存在します。

■ 電子メールトラフィックを処理するために、別々のベースとなるハードウェア
(e1000gと qfe)に搭載された 2つのインタフェース (net0と net1)が IPMPグループ
(itops0)としてまとめられています。

注 – IPMPインタフェースはデータリンク層のリンクではありませんが、これらの
インタフェースにも、リンクと同様にカスタマイズされた名前を割り当てること
ができます。IPMPグループの詳細は、第 14章「IPMPの紹介」を参照してくだ
さい。

■ 2つのインタフェース (VPN接続用に構成された vpn1と IPループバック操作用に
構成された lo0)には、ベースとなるデバイスがありません。

この図で示すリンクおよびインタフェースの構成はすべて、ベースとなるハード
ウェアの構成から独立しています。たとえば、qfeカードが交換されても、ビデオト
ラフィック用の video0インタフェースの構成は保持され、あとで交換用のNICに適
用できます。

次の図は、ブリッジ構成を示しています。2つのインタフェース (net0と videoagg0)
がブリッジ bridge0として構成されています。一方のインタフェースで受信されたパ
ケットは、他方のインタフェースに転送されます。ブリッジの構成後も、両方のイ
ンタフェースを使用してVLANおよび IPインタフェースを構成できます。

その他のリンクタイプの管理
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図 1–3 ネットワークスタックのブリッジ
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Network Auto-Magic
Network Auto-Magic (NWAM)は、システムの基本的なネットワーク構成を自動化
するOracle Solarisの機能です。これらの章で扱うトピックでは、NWAMアーキ
テクチャーのコンポーネント、およびOracle Solarisシステムで自動的にネット
ワーク構成を実行するためにこれらのコンポーネントがどのように連携するかに
ついて説明します。

このドキュメントでは主に、NWAMコマンド行ユーティリティーを使用して
ネットワーク構成を管理する方法に焦点を当てています。また、NWAMグラ
フィカルユーザーインタフェース (GUI)を使用してネットワークのステータスを
表示および監視する方法、およびデスクトップからNWAMと対話する方法につ
いても説明します。NWAM GUIを使用してネットワーク構成を監視および管理
するための詳細な手順は、オンラインヘルプで検索できます。

パ ー ト I
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NWAMの紹介

Network Auto-Magic (NWAM)機能では、起動時の有線または無線ネットワークへの
接続やネットワーク接続ステータスのデスクトップへの通知などの、基本的な
EthernetおよびWiFi構成を自動的に処理することで、基本的なネットワーク構成が
簡略化されています。また、NWAMは、システム全体のネットワークプロファイル
の作成や管理などの、より複雑なネットワークタスクの一部が簡略化されるように
設計されています。たとえば、ネームサービス、IPフィルタ、および IPセキュリ
ティー (IPsec)の構成などのOracle Solarisの機能が含まれます。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 38ページの「NWAM構成とは」
■ 40ページの「NWAMを使用する場合」
■ 41ページの「NWAM構成の動作」
■ 42ページの「その他のOracle Solarisネットワーク技術を使用したNWAMの動
作」

■ 44ページの「ネットワーク構成タスクを検索する場所」

この章は、基本的なネットワークの概念を理解していて、従来のネットワーク
ツールやコマンドを使用してネットワーク構成を管理した経験がいくらかある
ユーザーおよびシステム管理者を対象としています。すぐにNWAMを使用して
ネットワーク構成を管理できる場合は、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タス
ク)」に進んでください。

Oracle Solarisでのネットワークインタフェースの管理ついての基本情報
は、パート II「データリンクとインタフェース構成」を参照してください。

2第 2 章
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NWAM構成とは
NWAM構成は、システムのネットワーク構成をできる限り自動的に実行するため
に、連携して動作する複数のコンポーネントで構成されています。機動性に主要な
焦点を当てると、NWAMでは、さまざまなネットワークイベントやユーザーの要求
に応じて、システムの構成を動的に変更できます。NWAMには、ネットワーク状況
の変化 (取り付けられたネットワークインタフェースが取り外された場合や、新しい
無線ネットワークが使用可能になった場合など)に対処する動的な機能が備わってい
ます。

NWAMによるネットワーク構成は、さまざまなタイプのプロファイルに関連付けら
れたプロパティーやその値で構成されます。これらは、構成オブジェクトと呼ばれ
ることもあります。

これらのプロファイルおよび構成オブジェクトには、次の項目が含まれます。

■ ネットワーク構成プロファイル (NCP)
NCPには、ネットワークリンクおよびインタフェースの構成が指定されます。こ
のプロファイルは、NWAM構成を構成する主要なプロファイルタイプの 1つで
す。2つ目の主要なプロファイルタイプは、場所プロファイルです。
システムでは常に、Automatic NCPと呼ばれるNCPが定義されます。このNCP
は、ユーザーからの入力がない場合にアクティブになります。Automatic NCPは
システムで作成および保守され、変更や削除はできません。

必要に応じて、ユーザー定義の追加NCPを作成することもできます。Automatic
NCPおよびユーザー定義のNCPの詳細は、50ページの「Automatic NCPと
ユーザー定義のNCPの説明」を参照してください。

■ ネットワーク構成ユニット (NCU)
NCUとは、NCPを構成するプロパティーがすべて含まれる個々の構成オブ
ジェクトです。基本的に、NCPは定義するNCUを格納するコンテナです。各
NCUは、システムの個々のリンクまたはインタフェースに関連付けられま
す。NCUの詳細は、49ページの「NCUの説明」を参照してください。

■ 場所

場所プロファイルは、NWAM構成を構成する 2つの主要なプロファイルタイプの
1つです。場所には、システム全体のネットワーク構成 (ネームサービス、ドメイ
ン、IPフィルタ、IPsecの構成など)が指定されます。この情報は、システム全体
のネットワーク構成に適用されるプロパティーセットで構成されます。システム
定義とユーザー定義の両方の場所があります。場所プロファイルの詳細は、50
ページの「場所プロファイルの説明」を参照してください。

■ 外部ネットワーク修飾子 (ENM)
ENMとは、NWAM外部のアプリケーション (VPNアプリケーションなど)を管理
するために使用されるプロファイルです。これらのアプリケーションで
は、ネットワーク構成の変更および作成が可能です。nwamdデーモンは、ENMの

NWAM構成とは
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一部として指定されている条件に応じて、ENMをアクティブ化または非アク
ティブ化します。ENMの詳細は、51ページの「ENMの説明」を参照してくださ
い。

■ 既知の無線ローカルエリアネットワーク (WLAN)
既知のWLANとは、システムに認識されている無線ネットワークに関する情報を
監視および格納するためにNWANで使用される構成オブジェクトです。NWAN
では、このような無線ネットワークの全リストが保持され、使用可能な無線
ネットワークへの接続を試みる順序を決定する際に、このリストが参照されま
す。既知のWLANの詳細は、52ページの「既知のWLANについて」を参照して
ください。

NWAMの機能コンポーネント
NWAMは、次の機能コンポーネントで構成されています。
■ NWAMプロファイルリポジトリ –プロファイルリポジトリは、NWAM構成
データが格納される場所です。プロファイルリポジトリへのアクセスは、リポジ
トリデーモン netcfgdで管理されます。

NWAMプロファイルリポジトリには、NWAMが有効であるときのネットワーク
構成のスナップショットが含まれています。このデータは、ネットワークの手動
構成に戻す必要がある場合に備えて保存されています。詳細は、53ページ
の「NWAM構成データ」を参照してください。

■ プロファイル構成プログラム (ユーザーインタフェース)NWAMアーキテク
チャーには、コマンド行インタフェース (CLI)とグラフィカルユーザーインタ
フェース (GUI)の両方が用意されています。これらのインタフェースでは、似た
ようなタスク、たとえば、プロファイルの作成と変更、プロファイルの有効
化、およびプロファイルに関する情報についてのシステムへの問い合わせなどを
実行できます。

NWAM CLIは、netcfgと netadmの 2つの管理用コマンドで構成されていま
す。netcfgコマンドを使用すると、プロファイルを作成および変更できます。こ
のコマンドは、対話型モード、コマンド行モード、およびコマンドファイル
モードで実行されます。netadmコマンドを使用すると、プロファイルの有効化ま
たは無効化や、プロファイル状態に関するレポートの一覧表示などの、特定の操
作を実行できます。詳細は、netcfg(1M)および netadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

NWAM CLIを使用してプロファイルを作成および管理する手順について
は、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」および第 5章「NWAMプロ
ファイルの管理 (タスク)」を参照してください。
NWAM GUIを使用すると、ネットワークプロファイルを作成および管理するこ
ともできます。GUIには、ネットワーク接続のステータスをデスクトップからす
ばやく表示して監視できる追加の機能があります。また、GUIには、現在の
ネットワークステータスの変化についてユーザーに警告する通知機能もありま
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す。通知機能は、GUIでのみ使用可能です。NWAM GUIの使用の詳細
は、第 6章「NWAMグラフィカルユーザーインタフェースについて」またはオン
ラインヘルプを参照してください。nwammgr(1M)および nwammgr-properties(1M)
のマニュアルページも参照してください。

■ ポリシーエンジンデーモン – nwamdデーモンはNWAMのポリシーコンポーネント
です。このデーモンは複数の役割で機能し、プロファイルリポジトリに格納され
たプロファイルに基づいてネットワーク構成を管理します。また、現在のネット
ワーク状況に応じてアクティブにするプロファイルを決定し、そのプロファイル
をアクティブにします。このタスクを完了するために、デーモンは複数のソース
からの情報を統合します。nwamdデーモンが遂行する複数の役割については、71
ページの「NWAMデーモンの概要」節で詳細に説明します。

■ リポジトリデーモン – netcfgdデーモンは、プロファイルおよびその他の構成オ
ブジェクトの構成データがすべて格納される共通のプロファイルリポジトリを制
御します。netcfgコマンド、NWAM GUI、および nwamdデーモンはすべて、プロ
ファイルリポジトリへのアクセス要求を送信することによって、netcfgdデーモ
ンと対話します。リポジトリデーモンのジョブは、リポジトリデータへのアクセ
スを試みるさまざまなプロセスが正しく許可されているかどうかを確認すること
です。このデーモンは、許可されていないプロセスによるアクセスの試みを禁止
(破棄)します。詳細は、72ページの「NWAMリポジトリデーモン (netcfgd)の説
明」を参照してください。

■ NWAMライブラリインタフェース – libnwamライブラリは、プロファイルリポジ
トリと対話するための機能インタフェースを提供します。これにより、プロ
ファイルに関する情報をNWAMで読み取って変更することができます。

■ サービス管理機構 (SMF)ネットワーク - NWAMで使用される複数のネットワーク
サービスは、すでにOracle Solarisの一部になっています。ただし、これらの既存
サービスは一部変更され、NWAMに固有の新規サービスが導入されていま
す。詳細は、72ページの「SMFネットワークサービス」を参照してください。

NWAMを使用する場合
一般に、作業環境や接続方式 (有線または無線)を頻繁に変更する場合は、NWAMの
自動ネットワーク構成機能を利用します。NWAMを使用すると、さまざまな設定
(オフィス、自宅、または外出先)でネットワークに接続できるように、ユーザー定
義のプロファイルを設定できます。NWAMは、ネットワーク環境を頻繁に変更する
必要があるノートパソコンモデルおよびシステムのユーザーに役立つツールで
す。さらに、NWAM GUIを使用すると、従来のネットワークツールやコマンドより
も簡単に、静的 IPの構成やWiFiネットワークへの接続を設定できます。

NWAMは、ネットワーク環境の変更 (Ethernet接続の損失や、ネットワークインタ
フェースカード (NIC)の取り外しなど)に適応するように構成できます。

NWAMを使用する場合
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注 –たとえば、NWAMで現在サポートされていない高度なネットワーク機能を使用
する場合などに、ネットワークを手動で構成することを選択することがありま
す。詳細は、112ページの「ネットワーク構成の管理」を参照してください。

NWAM構成の動作
NWAMのデフォルト動作では、有線または無線ネットワークの基本構成が
ユーザー操作なしで「自動的に」実行されます。NWAMと対話する必要があるの
は、無線ネットワークのセキュリティーキーやパスワードを入力するなど、システ
ムから詳細な情報を要求された場合に限ります。

NWAMの自動構成は、次のイベントおよびアクティビティーで呼び出されます。

■ Ethernetケーブルを接続または切断する
■ WLANカードを接続または切断する
■ 有線インタフェースまたは無線インタフェース (あるいは両方)が使用可能なとき
にシステムをブートする

■ 有線インタフェースまたは無線インタフェース (あるいは両方)が使用可能な (サ
ポートされている)ときに保存停止から再開する

■ DHCPリースを取得または解放する

NWAMコンポーネントは、次の方法でほかの各コンポーネントと対話します。

■ 常に、1つのNCPと 1つの場所プロファイルをシステムでアクティブにする必要
があります。

■ システムブート中に、ポリシーエンジンデーモン nwamdによって次の操作が実行
されます。

1. 現在アクティブなNCPについてサービスプロパティーを調査します。
2. 1つ以上の IPアドレスが構成されるまで続行します。
3. 場所プロファイルの状況を確認します。
4. ポリシーエンジンで指定された場所プロファイルをアクティブにします。
5. ネットワーク (複数可)を適宜構成します。

■ ネットワーク構成の変更を引き起こす可能性のあるイベントが発生する
と、NWAMデーモン nwamdはさまざまな役割で機能し、次の操作を実行します。

1. nwamdはイベントハンドラとして、各イベントの発生時にそのイベントを検出
します。

2. nwamdはプロファイルデーモンとして、アクティブなプロファイルを調査しま
す。

3. nwamdは変更に応じて、ネットワーク (複数可)を適宜再構成する場合がありま
す。

NWAM構成の動作
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NWAMのデフォルト動作
ユーザー定義のネットワークプロファイルが存在しない場合、nwamdは次の 3つのシ
ステム定義のプロファイルに基づいて、ネットワーク構成を管理します。

■ Automatic NCP
■ 場所「Automatic」
■ 場所「NoNet」

Automatic NCPでは、次の基本ポリシーが実装されます。

■ DHCPを使用して、使用可能な (接続されている)すべての Ethernetインタ
フェースを構成します。

■ Ethernetインタフェースが接続されていない場合や、IPアドレスを取得できない
場合は、1つの無線インタフェースをアクティブにすると、既知のWLANリスト
から最適なWLANが選択され自動的に接続されます。または、ユーザーが無線
ネットワーク接続を選択するまで待機します。

■ 1つ以上の IPv4アドレスが取得されるまで、場所「NoNet」はアクティブのまま
です。この場所プロファイルには、IPアドレスの取得に関連するデータ (DHCP
および IPv6 autoconfメッセージ)のみを渡すという厳格な IP振り分け規則があり
ます。場所「NoNet」のすべてのプロパティーは、アクティブ化の条件を除いて
変更可能です。

■ 1つ以上の IPv4アドレスがシステムのインタフェースのいずれかに割り当てられ
ると、場所「Automatic」がアクティブになります。この場所プロファイルに
は、IPフィルタや IPsecの規則はありません。場所プロファイルには、DHCP
サーバーから取得されたDNS構成データが適用されます。場所「NoNet」と同様
に、場所「Automatic」のすべてのプロパティーは、アクティブ化の条件を除いて
変更可能です。

■ システムで IPv4アドレスが割り当てられていない場合は、常に場所「NoNet」が
適用されます。1つ以上の IPv4アドレスが割り当てられている場合は、現在の
ネットワーク状況に最適なアクティブ化の規則を持つ場所プロファイルが選択さ
れます。より適した一致が存在しない場合は、場所「Automatic」に戻ります。詳
細は、58ページの「NWAMプロファイルをアクティブにする方法」を参照して
ください。

その他のOracle Solarisネットワーク技術を使用した
NWAMの動作

NWAMは、次に示すその他のOracle Solarisネットワーク技術を使用して動作しま
す。

■ ネットワーク仮想化

その他のOracle Solarisネットワーク技術を使用したNWAMの動作

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月42



NWAMは、次のようなさまざまなOracle Solarisのネットワーク仮想化を使用して
動作します。
■ 仮想マシン: Oracle VM Server for SPARC (以前の論理ドメイン)およびOracle

VM VirtualBox
NWAMはOracle Solarisのホストとゲストの両方でサポートされていま
す。NWAMは指定された仮想マシンに属するインタフェースのみを管理
し、ほかの仮想マシンには干渉しません。

■ Oracle Solarisゾーンとスタックインスタンス
NWAMは、大域ゾーンまたは排他的なスタック (非大域)ゾーンで動作しま
す。

注 – NWAMは、共有スタックゾーンでは動作しません。

■ VNIC
現在のNWAM実装ではVNICは管理されませんが、手動で作成されたVNIC
はリブートしても存続し、排他的なスタックゾーンへの割り当てなどのために
作成できます。

■ ブリッジ技術

ブリッジ技術は別々のネットワークセグメントを接続する方式であり、単一の
セグメントだけが使用されているかのように、接続されたノード間の通信を行
うことができます。現在のNWAM実装では、ブリッジ技術を使用したネット
ワーク構成は積極的にサポートされていませんが、この技術をシステムで使用
する前に、NWAM構成管理を無効にする必要はありません。

■ 動的再構成とネットワーク構成プロファイル

動的再構成 (DR)およびホットプラグ機能がサポートされているシステムで
は、これらの機能がすぐに使用されるのは、システム上のアクティブなNCP
が「DefaultFixed」の場合に限ります。

これらのシステムで有効なNCPが「自動」またはユーザーが作成したその他
のNCPである場合は、DR操作を実行する前に、まず次の手順のいずれかを実
行する必要があります。
■ ネットワークサービスを停止します。この操作によって、システム上のす
べてのネットワークインタフェースが停止します。したがって、サービス
を停止するときは、システムコンソールを使用する必要があります。デバ
イスを削除または交換したら、サービスを再起動します。

■ netcfgコマンドを使用して、アクティブなNCPの構成から IPインタ
フェースを削除します。次に、その IPインタフェースのベースとなる
ハードウェアデバイスの物理的な削除または交換に進むことができま
す。該当する場合は、DRの完了後に IPインタフェースを再構成します。

■ 従来のネットワークコマンドとユーティリティー

その他のOracle Solarisネットワーク技術を使用したNWAMの動作
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常に、システムでは従来のネットワーク構成か、NWAMネットワーク構成のい
ずれかが使用されます。「DefaultFixed」のNCPが有効な場合は、システムでは
従来のネットワーク構成が使用されます。このNCPが有効な場合
は、/etc/ipadm/ipadm.confおよび /etc/dladm/datalink.confファイルに格納され
た永続的な構成が適用されます。また、ipadmおよび dladmコマンドを使用すれ
ば、ネットワーク構成を表示して変更できます。NWAM NCPが有効な場合
は、/etc/ipadm/ipadm.conf構成が無視され、NWAMはアクティブなNCPに指定
されたポリシーに従って、ネットワーク構成を管理します。

NWAMでネットワーク構成が管理されている場合でも、コマンド行のネット
ワークユーティリティー dladmおよび ipadmを使用すれば、現在のネットワーク
構成のコンポーネントを表示できます。

注 –コマンド行ツールを使用してネットワーク構成を変更すると、その変更が
NWAMで適用されるポリシーと競合する可能性があるため、サポートされてい
ません。

■ IPネットワークマルチパス (IPMP)
現在、NWAMでは IPMPの使用はサポートされていません。IPMPが使用される
ようにネットワークを構成する前に、「DefaultFixed」のNCPが有効になってい
ることを確認します。

ネットワーク構成タスクを検索する場所
次の表には、ネットワーク構成のトピック、および詳細情報の記載場所を一覧表示
します。

ネットワークタスク 参照先

NWAMに関する詳細な概要情報を検索しま
す。

第 3章「NWAM構成と管理 (概要)」

NWAM CLIを使用して、プロファイルと構成オ
ブジェクトの作成、変更、および削除を行いま
す。

第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」

NWAM CLIを使用して、管理者プロファイルお
よび構成オブジェクトに関する情報を表示しま
す。

第 5章「NWAMプロファイルの管理 (タスク)」

デスクトップからNWAM GUIを使用し
て、ネットワークステータスに関する情報の表
示、ネットワーク接続の切り替え、およびプロ
ファイルと構成オブジェクトの作成と変更を行
います。

第 6章「NWAMグラフィカルユーザーインタ
フェースについて」およびオンラインヘルプ

ネットワーク構成タスクを検索する場所
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ネットワークタスク 参照先

NWAMネットワーク構成モードと従来の
ネットワーク構成モードを切り替えます。

112ページの「ネットワーク構成の管理」

従来のネットワークツールおよびコマンドを使
用して、ネットワーク構成を管理します。

第 8章「データリンクの構成と管理」および
第 9章「IPインタフェースの構成」

仮想ネットワークを構成および管理します。 第 17章「ネットワーク仮想化およびリソース制
御の紹介 (概要)」

ネットワーク構成タスクを検索する場所
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NWAM構成と管理 (概要)

この章では、NWAMの構成および管理プロセスの背景と概要について説明しま
す。NWAMでネットワーク構成を簡素化および自動化するために使用されるプロ
ファイルの実装についても、詳細に説明します。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 47ページの「NWAM構成の概要」
■ 53ページの「NWAM構成データ」
■ 58ページの「NWAMプロファイルをアクティブにする方法」
■ 63ページの「netcfgを使用してプロファイルを構成する」
■ 69ページの「netadmコマンドを使用してプロファイルを管理する」
■ 71ページの「NWAMデーモンの概要」
■ 72ページの「SMFネットワークサービス」
■ 73ページの「NWAMセキュリティーの概要」

NWAM構成の概要
NWAMは、優先されるプロパティー値をプロファイルの形式でシステム上に格納す
ることによって、ネットワーク構成を管理します。また、現在のネットワーク状況
に応じてアクティブにするプロファイルを決定したあとに、そのプロファイルをア
クティブにします。NWAMプロファイルの実装は、NWAMの主要なコンポーネン
トです。

ネットワークプロファイルとは
ネットワークプロファイルとは、現在のネットワーク状況に応じて、ネットワーク
の構成方法および操作方法を決定するプロパティーを集めたものです。

3第 3 章
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NWAM構成は、次のプロファイルタイプおよび構成オブジェクトで構成されていま
す。

■ ネットワーク構成プロファイル (NCP)
■ 場所プロファイル
■ 外部ネットワーク修飾子 (ENM)
■ 既知のWLAN

主要な 2つのネットワークプロファイルタイプは、NCPと場所プロファイルで
す。NWAMによるネットワークの自動構成を有効にするには、常にシステムで必ず
1つのNCPと 1つの場所プロファイルをアクティブにする必要があります。

NCPでは、物理リンクや IPインタフェースなどの個々のコンポーネントの構成を含
むローカルネットワークの構成を指定します。各NCPは、ネットワーク構成ユ
ニット (NCU)と呼ばれる個々の構成オブジェクトで構成されています。各NCUは物
理リンクまたはインタフェースを表し、そのリンクまたはインタフェースの構成を
定義するプロパティーで構成されています。ユーザー定義のNCPを構成するプロセ
スには、そのNCPに関するNCUの作成が伴います。詳細は、49ページの「NCUの
説明」を参照してください。

場所プロファイルには、次のようなシステム全体のネットワーク構成情報が含まれ
ます。

■ 場所プロファイルがアクティブになる条件
■ 使用するネームサービス
■ ドメイン名
■ 一連の IPフィルタ規則
■ IPsecポリシー

詳細は、50ページの「場所プロファイルの説明」を参照してください。

ENMは、ネットワーク構成を作成および変更できる外部アプリケーション用の
NWAMプロファイルです。ENMの作成時に指定する条件で、これらの外部アプリ
ケーションがアクティブまたは非アクティブになるようにNWAMを構成できます。

既知のWLANは、以前に接続した既知の無線ネットワークのリストを保持するため
に使用されるNWAMプロファイルです。詳細は、51ページの「ENMの説明」およ
び52ページの「既知のWLANについて」を参照してください。

NCPの説明
NCPは、システムのネットワーク構成を定義します。NCPを構成するNCUには、起
動されるインタフェース (複数可)、インタフェースが起動される条件、インタ
フェースの IPアドレスを取得する方法などの、さまざまなネットワークリンクおよ
びインタフェースの構成方法を指定します。NCPには、Automaticとユーザー定義の
2種類があります。Automatic NCPは、NWAMで自動的に作成されるシステム定義の
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プロファイルです。このプロファイルを作成、変更、または削除することはできま
せん。ユーザー定義のNCPは、特定のネットワーク構成の要件を満たすために作成
するプロファイルです。ユーザー定義のNCPは、ユーザーによる変更および削除が
可能です。

Automatic NCPは、現在システムに存在するすべてのリンクおよびインタフェースを
表します。ネットワークデバイスが追加または削除されると、Automatic NCPの内容
が変更されます。ただし、Automatic NCPに関連付けられた構成の設定は編集できま
せん。Automatic NCPは、システムの IPアドレスの取得を可能にするDHCPおよび
アドレスの自動構成を利用するプロファイルにアクセスできるように作成されてい
ます。このプロファイルには、無線リンクよりも有線リンクが優先されるリンク選
択ポリシーも実装されています。代替の IP構成ポリシー、または代替のリンク選択
ポリシーの指定が必要な場合は、追加のユーザー定義のNCPをシステムに作成しま
す。

NCUの説明
NCUは、NCPを構成する個々の構成オブジェクトです。NCUは、システムに存在す
る個々の物理リンクおよびインタフェースを表します。ユーザー定義のNCPを構成
するプロセスには、各リンクおよびインタフェースを構成する方法および条件を指
定するNCUの作成が伴います。

NCPには次の 2種類があります。

■ リンクNCU

リンクNCU (物理デバイスなど)は、開放型システム間相互接続 (OSI)モデルの第
2層エンティティーです。

■ インタフェースNCU

インタフェースNCU (特に IPインタフェース)は、OSIモデルの第 3層エン
ティティーです。

リンクNCUはデータリンクを表します。データリンクには、次のようなさまざまな
クラスがあります。

■ 物理リンク (EthernetまたはWiFi)
■ トンネル
■ 集約
■ 仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)
■ 仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)

NWAM構成の概要
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注 –現在のNWAM実装では、物理リンク (EthernetとWiFi)の基本ネットワーク構成
のみがサポートされています。VNICやブリッジングなどのいくつかの高度なネット
ワーキング技術は、NWAMでは積極的にサポートされていませんが、NWAMの構
成管理を無効にしなくてもネットワーク上に構成できます。

ただし、IPネットワークマルチパス (IPMP)を使用するようにシステムを構成する場
合は、NWAMの構成管理を使用できません。従来のネットワーク構成を使用する必
要があります。手順については、112ページの「自動ネットワーク構成モードから手
動ネットワーク構成モードに切り替える方法」を参照してください。

Automatic NCPとユーザー定義のNCPの説明
Automatic NCPは、システムに存在する物理リンクごとに、1つのリンクNCUと 1つ
のインタフェースNCUで構成されるシステム定義のプロファイルです。このNCP
のNCUアクティブ化ポリシーでは、無線リンクよりも有線リンクの接続が優先さ
れ、有効な各リンクで IPv4と IPv6の両方が plumbされます。IPv4アドレスを取得す
るには、DHCPが使用されます。IPv6アドレスを取得するには、ステートレス自動
構成およびDHCPが使用されます。Automatic NCPは、新しいリンクがシステムに挿
入またはシステムから削除されると動的に変更されます。挿入または削除されたリ
ンクに対応するすべてのNCUも、同時に追加または削除されます。プロファイル
は、nwamdデーモンによって自動的に更新されます。

ユーザー定義のNCPは、ユーザーによって作成および管理されます。指定されたプ
ロファイルからNCUを明示的に追加および削除する必要があります。現在システム
に存在するリンクに関連しないNCUを作成できます。システムに存在するリンクに
関連しないNCUを削除することもできます。さらに、ユーザー定義のNCPのポリ
シーを決定することもできます。たとえば、特定の時間にシステムで複数のリンク
およびインタフェースが有効になることを許可したり、NCUと静的 IPアドレス間に
さまざまな依存関係を指定したりできます。

ユーザー定義のNCPを作成して、このNCPにNCUを追加および削除するためのス
テップ・バイ・ステップの手順については、80ページの「NCPを作成する」を参照
してください。

場所プロファイルの説明
場所プロファイルでは、基本的な IP接続が確立されたあとに、追加ネットワーキン
グの詳細が提供されます。場所には、システム全体のレベルでのネットワーク構成
に関連するプロパティーセットで構成されるネットワーク構成情報が含まれていま
す。
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場所プロファイルは、ネームサービスやファイアウォールの設定などの特定の
ネットワーク構成情報で構成されています (必要に応じて、同時に適用されま
す)。また、場所は必ずしも物理的な場所に対応しているわけではないため、さまざ
まなネットワーク要件を満たすように複数の場所プロファイルを設定できます。た
とえば、会社のイントラネットに接続するときに、1つの場所を使用できます。オ
フィスに配置されている無線アクセスポイントを使用してパブリックイン
ターネットに接続するときに、もう 1つの場所を使用できます。

デフォルトでは、2つの場所プロファイルがシステムで事前定義されています。
■ NoNet
場所「NoNet」には、非常に具体的なアクティブ化条件があります。このプロ
ファイルは、IPアドレスが割り当てられているローカルインタフェースがない場
合に、NWAMによってスタンドアロンシステムに適用されます。場
所「NoNet」は、システムではじめてアクティブにしたあとに変更できます。こ
の場所のデフォルト設定を復元する場合に備えて、元の場所「NoNet」の読み取
り専用コピーがシステムに格納されます。

■ Automatic
場所「Automatic」は、使用可能なネットワークが存在するが、その他の場所プロ
ファイルが優先されない場合にアクティブになります。場所「Automatic」は、シ
ステムではじめてアクティブにしたあとに変更できます。この場所のデフォルト
設定を復元する場合に備えて、元の場所「Automatic」の読み取り専用コピーがシ
ステムに格納されます。

注 –場所「Automatic」とAutomatic NCPを混同しないでください。場
所「Automatic」は、システムの初期ネットワーク構成が実行されたあとに、シス
テム全体のネットワークプロパティーを定義する場所プロファイルの種類で
す。Automatic NCPは、システムのリンクおよびインタフェースのネットワーク
構成を指定します。

ユーザー定義の場所は、システム全体のネットワーク構成に指定される値で作成す
るプロファイルです。ユーザー定義の場所はユーザーが設定した値で構成されるの
に対して、システム定義の場所には事前設定された値があるという点を除い
て、ユーザー定義の場所はシステム定義の場所と同じです。

ユーザー定義の場所の作成の詳細は、88ページの「場所プロファイルを作成す
る」を参照してください。

ENMの説明
ENMは、NWAM外部にあるアプリケーションに関連するプロファイルです。これ
らのアプリケーションでは、ネットワーク構成の作成および変更が可能です。ENM
は、NCPまたは場所プロファイル以外のカスタマイズ済みのネットワーク構成を作
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成および削除する手段として、NWAMの設計に含まれています。ENMは、有効時
または無効時にネットワーク構成を直接変更するサービスまたはアプリケーション
として定義することもできます。指定された条件で ENMがアクティブまたは非アク
ティブになるように、NWAMを構成できます。常にシステムで各プロファイルタイ
プの 1つのみをアクティブにできるNCPまたは場所プロファイルとは異なり、同時
に複数の ENMがシステムでアクティブになる可能性があります。常にシステムでア
クティブな ENMは、同時にシステムで有効になるNCPまたは場所プロファイルに
必ずしも依存しません。

ENMを作成できる外部アプリケーションおよびサービスはいくつか存在します
が、典型的な例としてVPNアプリケーションが挙げられます。システムにVPNをイ
ンストールして構成したあとに、指定された条件でアプリケーションが自動的にア
クティブおよび非アクティブになるように、ENMを作成できます。

注 –重要な点として、NWAMには、システムのネットワーク構成を直接変更できる
外部アプリケーションについて自動的に学習する機能がないことを理解しておく必
要があります。VPNアプリケーション、または任意の外部アプリケーションや
サービスのアクティブ化または非アクティブ化を管理するには、まずアプリ
ケーションをインストールしてから、CLIとNWAM GUIのどちらかを使用して、そ
のアプリケーション用の ENMを作成する必要があります。

ENMで実行されるネットワーク構成に関する永続的な情報がNWAMによって格納
または追跡される方法は、NCPまたは場所プロファイルに関する情報が格納される
方法とまったく同じではありません。ただし、NWAMには、外部で開始された
ネットワーク構成を記述し、ENMによってシステムに行われた構成の変更に基づい
て、場所プロファイルをアクティブにする必要があるかどうかを再評価したあと
に、その場所をアクティブにする機能があります。たとえば、特定の IPアドレスが
使用中のときに、条件付きでアクティブ化される場所に切り替えることがありま
す。いつでも svc:/network/physical:defaultサービスが再起動されると、アク
ティブなNCPで指定されたネットワーク構成が回復します。同様に ENMが再起動
されると、プロセス中にネットワーク構成が破棄され、再作成される可能性があり
ます。

ENMのプロパティーの作成および変更については、93ページの「ENMプロファイ
ルを作成する」を参照してください。

既知のWLANについて
既知のWLANは、システムに認識されている無線ネットワークを管理するために
NWAMで使用される構成オブジェクトです。NWAMでは、これらの既知の無線
ネットワークのグローバルなリストが保持されます。その後、この情報は、NWAM
が使用可能な無線ネットワークへの接続を試みる順序を決定する際に使用されま
す。「既知のWLAN」リストに存在する無線ネットワークが使用可能な場
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合、NWAMは自動的にそのネットワークに接続します。既知の無線ネットワークを
2つ以上使用可能な場合、NWAMは優先度がもっとも高い (番号がもっとも小さい)
無線ネットワークへの接続を試みます。NWAMが接続する新しい無線ネットワーク
は自動的に「既知のWLAN」リストの一番上に追加され、現在優先度がもっとも高
い無線ネットワークになります。

既知のWLANは、符号のない整数で割り当てられた優先度による優先順位で選択さ
れます。「既知のWLAN」リストでは、番号が小さいほど優先度が高いことを示し
ます。はじめて無線ネットワークに接続するときに、NWAMによって自動的にその
WLANがリストに追加されます。新規WLANが追加されると、このリストで優先度
がもっとも高いとみなされます。NWAMのデフォルト動作では、以前に接続された
WLANよりも最近接続されたWLANの方が優先されます。既知のWLANが同じ優先
度を共有することは決してありません。既存のWLANと同じ優先度値を持つ新規
WLANがリストに追加されると、既存のエントリが低い優先度値にシフトしま
す。その結果、リスト内のその他すべてのWLANの優先度値が動的に低い優先度値
にシフトします。

既知のWLANに、1つ以上のキー名を関連付けることもできます。キー名があれ
ば、dladm create-secobjコマンドを使用して独自のキーを作成できます。その
後、既知のWLAN keynameプロパティーにセキュリティー保護されたオブジェクト
名を追加すると、これらのキーをWLANに関連付けることができます。詳細
は、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。

NWAMコマンド行ユーティリティーを使用したWLAN管理の詳細は、121ページ
の「無線スキャンを実行して、使用可能な無線ネットワークに接続する」を参照し
てください。

NWAM構成データ
システムには事実上、NWAMプロファイルリポジトリ (/etc/nwamディレクトリに格
納される)と、従来の構成リポジトリ (/etc/ipadm/ipadm.confと
/etc/dladm/datalink.confファイル、およびネットワークサービスに関連付けられた
その他の構成ファイルが含まれる)の 2つの構成リポジトリが存在します。

NWAMはネットワーク構成を管理するときに、主に独自のリポジトリから動作しま
す。/etc/ipadm/ipadm.confファイルに格納されたインタフェース構成は無視されま
す。NWAMは、NCPデータに基づいて物理リンクおよびインタフェースを直接構成
します。

場所プロファイルのデータは、NWAMプロファイルリポジトリから読み取られま
す。場所がアクティブになると、ほとんどの場合、適切な SMFサービスプロパ
ティーを設定し、構成の変更が適用されるように対応するサービスを再起動するこ
とによって、この構成が実行中のシステムに適用されます。この操作では、これら
のサービスプロパティーの既存の値が上書きされます。
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NWAMでは、場所プロファイルを適用するプロセス中にレガシー構成データが上書
きされるため、起動時に、上書きされる可能性のある構成が保存されます。その
後、NWAMはシャットダウン時にその構成を復元します。NWAM操作の一部とし
て適用可能な場所ではありませんが、このデータはレガシー場所のデータと呼ばれ
ます。

NWAMリポジトリには、次に示すシステム定義およびユーザー定義のネットワーク
プロファイルのプロパティー値が格納されます。

■ NCP – Automatic NCPおよびユーザーの定義のNCPの値が含まれます。
■ NCU –リンクNCUとインタフェースNCUの両方の値が含まれます。
■ 場所 – 3種類のシステム定義の場所の値、およびユーザー定義の場所の値が含ま
れます。

■ ENM –アプリケーションに関する情報が含まれます。
■ 既知のWLAN –自動的に接続される可能性のある無線ネットワークに関する情報
が含まれます。

各NCPの構成データは、ファイルとして /etc/nwamディレクトリに ncp nameという
形式を使用して永続的に格納されます。各NCUを表すエントリを含む 1つのファイ
ルがNCPごとに存在します。たとえば、Automatic NCPのファイルは
ncp-Automatic.confという名前です。すべてのNCPファイルは、/etc/nwamディレク
トリに格納されます。

場所のプロパティーは、/etc/nwam/loc.confファイルに格納されます。

ENMのプロパティーは、/etc/nwam/enm.confファイルに格納されます。既知の
WLANは、/etc/nwam/known-wlan.confファイルに格納されます。このファイル形式
は、/etc/dladm/datalink.confファイルのファイル形式と似ています。

注 – NWAMプロファイルリポジトリのファイルを直接編集しても、ネットワークプ
ロファイルを変更することは可能ですが、プロファイルを変更するための適切な方
法は、netcfgコマンドまたはNWAM GUI構成パネルを使用することです。ファイル
形式およびファイルの使用法は、今後のリリースで変更される可能性があります。100
ページの「プロファイルのプロパティー値を設定および変更する」を参照してく

ださい。

NCUプロパティーの値
NCUはNCPの個々の構成オブジェクトであり、システム上の個々のリンクおよびイ
ンタフェースを表します。両方のNCUタイプ (リンクとインタフェース)の一般プロ
パティー、および各NCUタイプに固有のプロパティーは、NWAMプロファイルリ
ポジトリに格納されます。type、class、および parentプロパティーは、NCUの作
成時に設定され、あとから変更することはできません。また、enabledプロパ
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ティーも直接変更できません。このプロパティーは、netadmコマンドを使用して
NCUを有効または無効にすることによって、間接的に変更されます。

Automatic NCPは、システムで検出された物理リンクごとに 1つのリンクNCU
と、各リンクで plumbされた 1つのインタフェースNCUで構成されます。Automatic
NCPは、追加の物理リンクの挿入時に動的に変更されます。新しいリンクが挿入さ
れると、新しいリンクごとに、リンクNCUおよび対応するインタフェースNCUが
作成されます。次の表では、Automatic NCPを構成する各NCUに割り当てられる値
を定義します。

注 –この表に示すプロパティーは、Automatic NCPのNCUプロパティーを参照すると
きに表示される順序で一覧表示されています。各NCUタイプには、特定の値が適用
されます。

表 3–1 Automatic NCPのリンクNCUのプロパティー

プロパティー リンクNCUの値

type link

class phys

parent Automatic

enabled true

activation-mode prioritized

priority-group 0 (802.3リンク)または 1 (802.11リンク)

priority-group-mode shared (802.3リンク)または exclusive (802.11リンク)

mac-address ハードウェアによる割り当て

autopush なし

MTU なし

表 3–2 Automatic NCPのインタフェースNCUのプロパティー

プロパティー インタフェースNCUの値

type interface

class IP

parent Automatic

enabled true

ip-version ipv4、ipv6
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表 3–2 Automatic NCPのインタフェースNCUのプロパティー (続き)
プロパティー インタフェースNCUの値

ipv4-addrsrc dhcp

ipv4-static-addr なし

ipv6-addrsrc dhcp、autoconf

ipv6-static-addr なし

システム定義の場所のプロパティー値
次の表には、システム定義のプロファイルである場所「Automatic」のデフォルトプ
ロパティー値を示します。これらの値は、activation-modeと enabledプロパ
ティーを除いて変更可能です。1つ以上のインタフェースがアクティブであり、その
他の場所プロファイルが優先されない場合は、常にシステムで場所「Automatic」が
アクティブになります。

表 3–3 システム定義の場所のプロパティー

プロパティー 値

name Automatic

activation-mode system

enabled system必要に応じて変更される

conditions なし

default-domain なし

nameservices dns

nameservices-config-file /etc/nsswitch.dns

dns-nameservice-configsrc dhcp

dns-nameservice-domain なし

dns-nameservice-servers なし

dns-nameservice-search なし

nis-nameservice-configsrc なし

nis-nameservice-servers なし

ldap-nameservice-configsrc なし

ldap-nameservice-servers なし
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表 3–3 システム定義の場所のプロパティー (続き)
プロパティー 値

nfsv4-domain なし

ipfilter-config-file なし

ipfilter-v6–config-file なし

ipnat-config-file なし

ippool-config-file なし

ike-config-file なし

ipsecpolicy-config-file なし

次の表には、場所「NoNet」の定義済みプロパティーを示します。これらの値
は、activation-modeと enabledプロパティーを除いて変更可能であることに注意し
てください。アクティブなインタフェースがない場合は、常にシステムで場所 NoNet

が有効になります。

表 3–4 場所「NoNet」のプロパティー

プロパティー 値

name NoNet

activation-mode system

enabled system必要に応じて変更される

conditions なし

default-domain なし

nameservices files

nameservices-config-file /etc/nsswitch.files

dns-nameservice-configsrc なし

dns-nameservice-domain なし

dns-nameservice-servers なし

dns-nameservice-search なし

nis-nameservice-configsrc なし

nis-nameservice-servers なし

ldap-nameservice-configsrc なし

ldap-nameservice-servers なし
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表 3–4 場所「NoNet」のプロパティー (続き)
プロパティー 値

nfsv4-domain なし

ipfilter-config-file /etc/nwam/loc/NoNet/ipf.conf (DHCPアドレス
の割り当てなどのネットワーク構成を実行する
ためにNWAMで必要最小量のネットワークト
ラフィックを除く、ループバック以外のすべて
のトラフィックをブロックする IP振り分け規則
で構成される)

ipfilter-v6–config-file /etc/nwam/loc/NoNet/ipf6.conf

(ipfilter-config-fileの説明のとおり、IP振り
分け規則で構成される)

ipnat-config-file なし

ippool-config-file なし

ike-config-file なし

ipsecpolicy-config-file なし

場所のプロパティー (ユーザー定義の場所を構成するプロパティーを含む)の詳細
は、netcfg(1M)のマニュアルページを参照してください。

NWAMプロファイルをアクティブにする方法
NCP、場所プロファイル、および ENMには、activation-modeプロパティーが存在
します。許容される値は、プロファイルタイプごとに異なります。さら
に、activation-modeプロパティーを検証する方法も、各プロファイルがアクティブ
になる条件と同様に、プロファイルごとに異なります。

システム定義の場所 (AutomaticとNoNet)では、activation-modeプロパティー値が
systemに設定されています。つまり、場所はシステムでのみアクティブにでき、さ
らにシステムで事前に定められた条件がその場所に対して適切でなければなりませ
ん。

ユーザー定義の場所では、activation-modeと conditionsプロパティーを
manual、conditional-any、または conditional-allに設定できます。詳細は、61
ページの「場所のアクティブ化の選択条件」を参照してください。

netadmコマンドまたはNWAM GUIを使用すると、場所プロファイルを手動で有効に
することができます。場所を明示的に有効にしない場合は、NWAMデーモン nwamd

によって、条件付きでアクティブ化およびシステムでアクティブ化されたすべての
場所プロファイルのアクティブ化規則がチェックされたあとに、現在のネット
ワーク環境に最適な場所が選択されます。
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NWAMでは、場所の選択で「最適な一致」を決定するアルゴリズムが使用されま
す。場所に適した一致がない場合は、場所「Automatic」がアクティブになりま
す。ネットワーク環境を変更すると、nwamdデーモンが場所の選択を継続的に再評価
して、最適な一致を決定します。ただし、netadmコマンドを使用して場所プロ
ファイル (手動でアクティブ化した場所または条件付きでアクティブ化した場所)を
明示的に有効にする場合は、その場所を明示的に無効にするか、別の場所を有効に
するまで、場所はアクティブなままです。この状況では、より適切な一致があるか
どうかに関係なく、ネットワーク環境を変更しても場所プロファイルは変更されま
せん。現在の場所を明示的に指定することにより、実質的には最良の一致が決定さ
れます。プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする手順については、118
ページの「プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする」を参照してくだ
さい。

NCPアクティブ化ポリシー
NWAMでは、NCUがアクティブな場合には、NCPポリシーを指定できます。NCP
ポリシーは、NCUごとに指定可能なプロパティーおよび条件を使用することで強制
されます。指定されるポリシーの例として、「無線接続よりも有線接続を優先す
る」や「一度に 1つのインタフェースをアクティブにする」などがあります。NCP
をアクティブにする方法および条件は、NCUタイプごとに設定されたプロパ
ティーで定義されます。

注 –常にインタフェースNCUは、ベースとなるリンクNCUに関連付ける必要があり
ます。各インタフェースNCUは、関連付けられたリンクNCUをアクティブにする
とアクティブになります。netadmコマンドを使用すると、NCUのデフォルト動作を
上書きすることができます。ただし、ベースとなるリンクNCUとの依存性は削除で
きません。たとえば、関連付けられたリンクNCUを有効にせずにインタフェース
NCUを有効にする場合は、そのインタフェースのベースとなるNCUがアクティブ
になるまで、インタフェースは実際にオンラインになりません。

NCPポリシーの例
次の例では、使用可能な有線リンクがすべてアクティブであること、および使用可
能な有線接続がない場合にのみ無線接続を使用するようにNCPポリシーで指定する
ためにNCUプロパティーが設定されます。

すべての物理リンク用:

■ NCUタイプ: link
■ NCUクラス: phys
■ activation-mode: prioritized
■ priority-group: 0 (有線)、1 (無線)
■ priority-mode: shared (有線)、exclusive (無線)

NWAMプロファイルをアクティブにする方法

第 3章 • NWAM構成と管理 (概要) 59



次の例では、常にシステムでアクティブなリンクは 1つのみであること、および無
線接続よりも有線接続が優先されることを指定したNCPポリシーに従って、NCPプ
ロパティーが設定されています。

すべての物理リンク用:

■ NCUタイプ: link
■ NCUクラス: phys
■ activation-mode: prioritized
■ priority-group: 0 (有線)、1 (無線)
■ priority-mode: exclusive

NCUのアクティブ化プロパティー
ネットワーク接続をアクティブにする方法は、リンクNCUプロパティーで設定され
ます。NCPのアクティブ化ポリシーを定義する際には、次のプロパティーが使用さ
れます。

■ activation-modeプロパティー

このプロパティーには、manualと prioritizedのどちらかを設定できます。
■ manual – NCUのアクティブ化が管理者によって管理されます。NWAM CLIま
たはGUIを使用して、NCUをアクティブまたは非アクティブにすることがで
きます。NCUの activation-modeが manualに設定されている場合
は、priority-groupと priority-mode NCUプロパティーに設定された値はどち
らも無視されます。

■ prioritized –指定されたNCUの priority-groupと priority-modeプロパ
ティーで設定された値に従って、NCUがアクティブになります。優先順位が
付けられたNCUでは、有効なプロパティーは常に trueです。
優先順位が付けられたアクティブ化によって、リンクのグループを同時にアク
ティブにすることができます。この起動モードでは、1つ以上のリンクをその
他のリンクよりも優先させることもできます。priority-groupプロパティーで
は、指定されたリンクに数値の優先度が割り当てられます。優先度が同じリン
クはすべて、1つのグループとして検査されます。priority-modeプロパ
ティーは、アクティブにするグループで使用可能になる可能性のある、または
使用可能にする必要があるグループメンバーの数を定義します。

■ enabledプロパティー (activation-modeは manualに設定される)
このプロパティーに指定可能な値は trueまたは falseです。このプロパティーの
値は設定できません。より正確には、この値は手動で有効にしたNCUの現在の
状態を反映しており、netadmコマンドまたはNWAM GUIを使用すれば変更でき
ます。

■ priority-groupプロパティー (activation-modeは prioritizedに設定される)
値は数値です。ゼロ (0)は優先度がもっとも高いことを示します。負の値は無効
です。
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使用可能なすべての priority-groupの中で、priority-groupがもっとも高いNCU
のみがアクティブになります。優先度が同じNCUが複数使用可能である場
合、アクティブ化動作は priority-modeプロパティーで定義されます。優先度番
号は絶対値ではありません。NCPリポジトリが更新されると、値が変更される可
能性があります。

注 –優先度の順序は厳格に適用されます。

■ priority-modeプロパティー (activation-modeは prioritizedに設定される)

このプロパティーは、priority-groupプロパティーの値が指定されている場合に
設定されます。

このプロパティーの値は次のとおりです。

■ exclusive –常に priority-group内で 1つのNCUのみをアクティブにできるこ
とを指定します。NWAMでは、優先グループ内で 1番目に使用可能なNCUが
アクティブになり、その他のNCUは無視されます。

■ shared –優先グループ内の複数のNCUを同時にアクティブにできることを指
定します。優先グループ内で使用可能な任意のNCUがアクティブになりま
す。

■ all –優先グループが使用可能であり、したがってアクティブにできるとみな
されるには、優先グループ内のすべてのNCUが使用可能でなければならない
ことを指定します。

場所のアクティブ化の選択条件
各場所プロファイルには、アクティブ化の条件を定義したプロパティーが存在しま
す。これらのプロパティーは、場所がアクティブになる条件に関する情報を指定し
ます。NWAMは、構成されたすべての場所に対する選択条件を継続的に再評価
し、そのたびに、現在のネットワーク環境に最適な条件を持つ場所を判定しま
す。現在のネットワーク環境に変更が発生した結果、より条件に合致するプロ
ファイルがある場合、NWAMは現在の場所プロファイルを非アクティブにして、新
しい環境により適した場所プロファイルをアクティブにします。

場所をアクティブにするタイミングと方法の選択条件は、次のプロパティーで指定
されます。

■ activation-mode

■ conditions
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activation-modeプロパティーは、次の値のいずれかに設定されます。

■ manual

■ conditional-any

■ conditional-all

■ system

注 – activation-modeプロパティーの system値は、システムで提供される場
所「Automatic」および場所「NoNet」にのみ割り当てることができます。system値
は、これらの場所がアクティブになる条件がシステムで決定されることを示しま
す。

activation-modeプロパティーが conditional-anyまたは conditional-allに設定され
ている場合は、conditionsプロパティーにユーザー定義の条件式 (複数可)が含まれ
ます。各式に含まれる条件には、ブール型の値を割り当てることができます (「ncu
ip:net0 is-not active」など)。

activation-modeプロパティーが conditional-anyに設定されている場合は、条件の
いずれかに該当すれば条件を満たすことになります。

activation-modeプロパティーが conditional-allに設定されている場合は、条件の
すべてに該当しなければ条件を満たすことになりません。次の表では、条件文字列
を作成する際に使用可能な条件および演算を定義します。

表 3–5 条件文字列を作成するための条件と演算

オブジェクト型/属性 条件 オブジェクト

ncu, enm, loc is/is-not active 名前

essid is/is-not

contains/does-not-contain

名前文字列

bssid is/is-not bssid文字列

ip-address is/is-not IPv4または IPv6アドレス

ip-address is-in-range/is-not-in-range IPv4または IPv6アドレスと
ネットマスク/接頭辞の長さ

advertised-domain is/is-not

contains/does-not-contain

名前文字列

system-domain is/is-not

contains/does-not-contain

名前文字列

NWAMプロファイルをアクティブにする方法
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注 – essidプロパティーは、無線 LAN (WLAN)のネットワーク名であるExtended
Server Set Identifier (ESSID)を表します。bssidプロパティーは、特定の無線アクセス
ポイント (WAP)または任意のアクセスポイント (AP)のMACアドレスである Basic
Service Set Identifier (BSSID)を表します。

advertised-domain属性と system-domain属性との区別に注意してください。通知さ
れたドメインは、外部通信によって検出されます。たとえば、DNSdmainや NISdmain

ドメイン名は、DHCPサーバーによって通知されます。この属性は、場所の条件付
きアクティブ化に役立ちます。たとえば、通知されたドメインが mycompany.comであ
る場合、workという場所をアクティブ化します。system-domain属性は、現在システ
ムに割り当てられているドメインです。また、domainnameコマンドで返される値で
す。この属性は、場所がアクティブ化されており、その特定のドメインに対してシ
ステムが構成されてはじめて trueになるので、ENMの条件付きのアクティブ化に役
立ちます。詳細は、domainname(1M)のマニュアルページを参照してください。

場所のプロパティーの詳細は、50ページの「場所プロファイルの説明」を参照して
ください。

netcfgを使用してプロファイルを構成する
ネットワークプロファイルのプロパティーおよび値を構成するには、netcfg(1M)の
マニュアルページで説明されている netcfgコマンドを使用します。

netcfgコマンドを使用して、次のタスクを実行できます。

■ ユーザー定義のプロファイルを作成または削除します。

注 –システム定義のプロファイルを作成または削除することはできません。

■ システムに存在するプロファイルおよびそのプロパティー値をすべて一覧表示し
ます。

■ 指定されたプロファイルのプロパティー値およびリソースをすべて一覧表示しま
す。

■ プロファイルに関連付けられた各プロパティーを表示します。
■ 指定されたプロファイルのプロパティーの 1つまたはすべてを設定または変更し
ます。

■ ユーザー定義のプロファイルの現在の構成を標準出力またはファイルにエクス
ポートします。

netcfgを使用してプロファイルを構成する
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注 –システム定義のプロファイルはエクスポートできません。

■ プロファイルに行われた変更を削除して、そのプロファイルの以前の構成に戻し
ます。

■ プロファイルの構成が有効であるかどうかを検証します。

netcfgユーザーインタフェースは、対話型モード、コマンド行モード、またはコマ
ンドファイルモードで使用できます。netcfgコマンドは階層構造であるため、対話
型モードで使用した方が理解が容易です。

netcfgコマンドでは、スコープの概念が使用されます。このコマンドを対話形式で
使用する場合、スコープは常にプロファイルタイプおよび実行中のタスクに依存し
ます。端末ウィンドウで netcfgコマンドを入力すると、プロンプトがグローバルス
コープに表示されます。

ここから、selectまたは createサブコマンドを使用して、次の最上位プロファイル
を表示、変更、または作成できます。

■ NCP
■ 場所
■ ENM
■ 既知のWLAN

プロファイルを作成または選択する前に、netcfg対話型プロンプトが次の形式で表
示されます。

netcfg>

プロファイルを作成または選択したあとは、netcfg対話型プロンプトが次のように
表示されます。

netcfg:profile-type:profile-name>

注 –コマンド行モードでは、完全なコマンドを単一行で入力する必要がありま
す。netcfgコマンドをコマンド行モードで使用することによって、選択したプロ
ファイルに行った変更は、コマンド入力が完了するとすぐに永続リポジトリに確定
されます。

netcfgコマンドを使用するためのステップ・バイ・ステップの手順について
は、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」を参照してください。netcfgコ
マンドの使用については、netcfg(1M)のマニュアルページを参照してください。

netcfgを使用してプロファイルを構成する
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netcfg対話型モード
netcfg対話型モードでの作業中に最上位プロファイルを選択または作成すると、コ
マンドプロンプトが場所プロファイルおよび ENMのプロファイルスコープに表示さ
れます。例:

netcfg> select loc foo

netcfg:loc:foo>

NCPが選択された場合は、コマンドプロンプトがNCPスコープに表示されま
す。NCPスコープから、NCUを選択または作成できます。NCUを選択または作成す
ると、選択したNCUのプロファイルスコーププロンプトになります。このスコープ
では、次の例で示すように、現在選択されているプロファイルに関連付けられたす
べてのプロパティーを表示および設定できます。ここでは、まず User NCPが選択さ
れたあとに、NCUがNCPスコープで作成されました。この操作により、新たに作成
されたNCUのプロファイルスコープになります。このスコープでは、NCUのプロ
パティーを表示または設定できます。

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> create ncu phys net2

Created ncu ’net2’. Walking properties ...

activation-mode (manual) [manual|prioritized]>

どのスコープでも、コマンドプロンプトは現在選択されているプロファイルを示し
ます。このスコープでプロファイルに行われた変更は、確定できます。つまり、変
更は永続リポジトリに保存されます。変更は、スコープの終了時に暗黙的に確定さ
れます。選択したプロファイルに行った変更を確定しない場合は、そのプロファイ
ルを最後に確定したときの状態に戻すことができます。この操作を行うと、そのレ
ベルでプロファイルに行った変更が元に戻ります。revertと cancelサブコマンドは
同じように動作します。

netcfgコマンド行モード
コマンド行モードでは、選択したプロファイルまたはプロパティーに影響を与える
サブコマンドは、選択したプロファイルまたはプロパティーが存在する特定のス
コープで実行する必要があります。たとえば、NCUのプロパティー値を取得するに
は、getサブコマンドをその特定のNCUのスコープで使用します。netcfg対話型
モードでは、このコマンドで使用する構文は比較的明確です。ただし、コマンド行
モードでは構文があまり明確でない場合があります。

たとえば、User NCPで myncuというNCUの属性である、プロパティー「foo」の値
を取得するには、次の構文を使用します。

$ netcfg "select ncp User; select ncu ip myncu; get foo"

netcfgを使用してプロファイルを構成する
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この例では、次の情報に注意してください。

■ 各スコープはセミコロンで区切られます。
■ selectサブコマンドは、各スコープで (グローバルスコープとプロファイルス
コープで 1回ずつ)発行されます。

■ getサブコマンドは、プロパティー「foo」が存在するスコープ内で使用されま
す。

■ シェルでセミコロンが解釈されないようにするには、二重引用符が必要です。

netcfgコマンドファイルモード
コマンドファイルモードでは、構成情報がファイルから取得されます。このファイ
ルを作成するには、exportサブコマンドを使用します。その後、構成を標準出力に
出力するか、-fオプションで指定した出力ファイルに出力することができま
す。exportサブコマンドは、対話形式でも使用できます。詳細は、66ページ
の「netcfgでサポートされるサブコマンド」を参照してください。

netcfgでサポートされるサブコマンド
対話型モードおよびコマンド行モードでは、次の netcfgサブコマンドがサポートさ
れています。特定のサブコマンドでは、各スコープで異なるセマンティクスがある
ことに注意してください。サブコマンドを特定のモードで使用できない場合は、サ
ブコマンドの説明に注記されています。

■ cancel

現在の変更を永続ストレージに確定せずに現在のプロファイル指定を終了してか
ら、1つ上のレベルである前のスコープに進みます。

■ clear prop-name
指定したプロパティーの値を消去します。

■ commit

永続ストレージに現在のプロファイルを確定します。確定されるには構成が正確
である必要があります。したがって、この操作では、verifyも同様にプロファイ
ルまたはオブジェクトで自動的に実行されます。commit操作は、endサブコマン
ドまたは exitサブコマンドを使用して現在のスコープを終了するときに、自動的
に試行されます。

■ create [ -t template ] object-type [ class ] object-name
指定されたタイプと名前のインメモリープロファイルを作成します。-t template
オプションは、新しいプロファイルが、templateと同一であるべきことを指定し
ます。ここで、templateは同じタイプの既存のプロファイルの名前です。-tオプ
ションを使用しない場合、新しいプロファイルはデフォルト値で作成されます。

netcfgを使用してプロファイルを構成する
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■ destroy -a

すべてのユーザー定義のプロファイルをメモリーおよび永続ストレージから削除
します。

■ destroy object-type [ class ] object-name
指定したユーザー定義のプロファイルをメモリーおよび永続ストレージから削除
します。

注意 –この操作は即座に実行され、確定する必要はありません。破棄したプロ
ファイルを元に戻すことはできません。

■ end

現在のプロファイル指定を終了し、1つ上のレベルである前のスコープに進みま
す。編集操作を終了する前に、現在のプロファイルが検証および確定されま
す。verifyと commitのどちらかの操作に失敗すると、エラーメッセージが表示さ
れます。その後、現在の変更を確定せずに操作を終了する機会が与えられま
す。また、現在のスコープに残って、プロファイルの編集を続行することもでき
ます。

■ exit

netcfg対話型セッションを終了します。現在のセッションが終了する前に、現在
のプロファイルが検証および確定されます。verifyと commitのどちらかの操作に
失敗すると、エラーメッセージが表示されます。その後、現在の変更を確定せず
にセッションを終了する機会が与えられます。また、現在のスコープに
残って、プロファイルの編集を続行することもできます。

■ export [ -d ] [- f output-file ] [ object-type [ class ] object-name ]
現在または指定したスコープの現在の構成を、標準出力または -fオプションで指
定したファイルに出力します。-dオプションは、出力の最初の行として destroy

-aサブコマンドを生成します。このサブコマンドを使用すると、コマンドファイ
ルに適した形式で出力が生成されます。

注 – Automatic NCPおよびAutomatic、NoNet、レガシー場所などのシステム定義の
プロファイルは、エクスポートできません。

■ get [ -V ] prop-name
指定したプロパティーの現在のインメモリー値を取得します。デフォルトで
は、プロパティーの名前と値の両方が出力されます。-Vオプションが指定されて
いる場合は、プロパティー値のみが出力されます。

■ help [subcommand]
一般ヘルプまたは特定の項目に関するヘルプを表示します。

netcfgを使用してプロファイルを構成する
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■ list [ -a ] [ object-type [ class ] object-name ]

現在または指定したスコープで使用されるすべてのプロファイル、プロパ
ティーと値のペア、およびリソースを一覧表示します。-aオプションが指定され
ている場合は、現在の設定に基づいて、無視されるプロパティーを含むすべての
プロパティーが一覧表示されます。

■ revert

プロファイルに行われた現在の変更を削除してから、永続ストレージの値に戻し
ます。

■ select object-type [ class ] object-name

指定されたオブジェクトを選択します。

■ set prop-name= value

指定したプロパティーの現在のインメモリー値を設定します。

コマンド行モードで実行した場合、永続ストレージにも変更がただちに確定され
ます。

複数の値が含まれるプロパティーの区切り文字は、コンマ (,)です。指定された
プロパティーの各値にコンマが含まれている場合は、前にバックスラッシュ (\)
を付ける必要があります。単一の値のみが含まれるプロパティー内のコンマ
は、区切り文字とは解釈されないため、前にバックスラッシュを付ける必要はあ
りません。

■ verify

現在のインメモリープロファイルまたはオブジェクトの構成が有効であるかどう
かを検証します。

■ walkprop [ -a]

現在のプロファイルに関連付けられた各プロパティーを「調査」します。プロパ
ティーごとに、名前と現在の値が表示されます。現在の値を変更できるプロンプ
トが表示されます。以前に指定した値に基づいて、プロパティーが使用されない
場合は、プロパティーが表示されません。たとえば、ipv4-addrsrcプロパ
ティーが staticに設定されている場合、-aオプションを指定しないかぎ
り、ipv4-addrプロパティーは使用されず、調査や一覧表示も行われません。

-aオプションが使用されると、指定したプロファイルまたはオブジェクトに対し
て使用可能なすべてのプロパティーが繰り返されます。

複数の値が含まれるプロパティーの区切り文字は、コンマ (,)です。指定された
プロパティーの各値にコンマが含まれている場合は、前にバックスラッシュ (\)
を付ける必要があります。単一の値のみが含まれるプロパティー内のコンマ
は、区切り文字とは解釈されないため、前にバックスラッシュを付ける必要はあ
りません。
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注 –このサブコマンドは、対話型モードで使用する場合にのみ有効です。

タスク関連の情報については、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」を参
照してください。

netadmコマンドを使用してプロファイルを管理する
プロファイル (NCP、場所、ENM、WLAN)およびNCU (NCPを構成する個々の構成
オブジェクト)のステータスを管理および取得するには、netadmコマンドを使用しま
す。さらに、GUIが存在しない場合でも、netadmコマンドを使用すれば、NWAM
デーモン (nwamd)と対話できます。netadmの詳細は、netadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

次の netadmサブコマンドがサポートされています。

■ enable [ -p profile-type ] [ -c ncu-class ] profile-name
指定されたプロファイルを有効にします。プロファイル名が一意でない場合
は、プロファイルタイプを指定する必要があります。プロファイルタイプが ncu

であり、名前が一意でない (たとえば、同じ名前のリンクとインタフェース ncuの
両方がある)場合、-cオプションを使用してNCUクラスを指定しないかぎり、両
方のNCUが有効化されます。

プロファイルタイプは、次のいずれかである必要があります。
■ ncp

■ ncu

■ loc

■ enm

■ wlan

NCUクラスには、physと ipのいずれかを指定する必要があります。
■ disable [- p profile-type ] [ -c ncu-class ] profile-name
指定されたプロファイルを無効にします。プロファイル名が一意でない場合、無
効にするプロファイルを識別するためにプロファイルタイプを指定する必要があ
ります。プロファイルタイプが ncuであり、名前が一意でない (たとえば、同じ名
前のリンクとインタフェース ncuの両方がある)場合、-cオプションを使用して
NCUクラスを指定しないかぎり、両方のNCUが無効化されます。

プロファイルタイプは、次のいずれかである必要があります。
■ ncp

■ ncu

■ loc

netadmコマンドを使用してプロファイルを管理する
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■ enm

■ wlan

NCUクラスには、physと ipのいずれかを指定する必要があります。

■ list [ -x ] [- p profile-type ] [ -c ncu-class ] [ profile-name ]
使用可能なプロファイルおよびその現在の状態をすべて一覧表示します。取り得
る状態の値については、次の節で一覧表示されています。プロファイルを名前で
指定した場合は、そのプロファイルの現在の状態のみが表示されます。プロ
ファイル名が一意でない場合は、指定された名前のプロファイルがすべて一覧表
示されます。また、特定のプロファイルを識別するために、プロファイルタイプ
またはNCUクラス (あるいは両方)を含めることもできます。プロファイルタイ
プだけを指定すると、そのタイプのプロファイルがすべて一覧表示されます。

有効なNCPを一覧表示すると、そのNCPを構成するNCUもすべて含まれます。
-xオプションが指定されている場合は、一覧表示される各プロファイルの状態に
関する詳細な説明も出力に含まれます。

発生可能なプロファイル状態の値は、次のとおりです。

■ disabled

まだ有効化されていないプロファイルが手動でアクティブ化されたことを示し
ます。

■ offline

まだ有効化されていないプロファイルが条件付きでアクティブ化またはシステ
ムでアクティブ化されたことを示します。条件を満たしていないために、プロ
ファイルがアクティブにならない場合があります。また、より具体的な条件を
満たす別のプロファイルが代わりにアクティブになっているために、プロ
ファイルがアクティブにならない場合もあります。この条件は、一度に 1つず
つ有効にする必要があるプロファイルタイプ (場所プロファイルなど)に適用
されます。

■ online

すでに条件を満たし、正常に有効になっているプロファイルが条件付きでアク
ティブ化またはシステムでアクティブ化されたことを示します。または、手動
でアクティブ化されたプロファイルが、ユーザーの要求で正常に有効化された
ことを示す場合もあります。

■ maintenance

プロファイルの有効化が試行されたが、失敗したことを示します。
■ initialized

プロファイルが、操作がまだ行われていない有効な構成オブジェクトを表して
いることを示します。

■ uninitialized

netadmコマンドを使用してプロファイルを管理する
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プロファイルが、システムに存在しない構成オブジェクトを表していることを
示します。たとえば、物理リンクに対応するNCUがシステムから削除された
ことを、この状態が示している可能性があります。

■ show-events

NWAMデーモンからイベントのストリームを待機し、それらを表示します。
■ scan-wifi link-name

link-nameとして指定されたリンクで、無線スキャンを開始します。
■ select-wifi link-name

link-nameとして指定されたリンクで、接続する無線ネットワークをスキャン結果
から選択します。

■ help

各サブコマンドの簡単な説明を含む使用法メッセージを表示します。

タスク関連の情報については、第 5章「NWAMプロファイルの管理 (タスク)」を参
照してください。

NWAMデーモンの概要
NWAMでは、nwamdデーモンと netcfgdデーモンの 2つのデーモンが使用されま
す。ポリシーエンジンデーモンである nwamdは、複数の役割で動作することによって
ネットワークの自動構成を制御します。リポジトリデーモンである netcfgd

は、ネットワーク構成リポジトリへのアクセスを制御します。

NWAMポリシーエンジンデーモン (nwamd )の説明
nwamdデーモンは、次の役割を引き受けることによってネットワークの自動構成を制
御します。

■ イベントコレクタ

この役割では、ルーティングソケットおよび syseventの登録によって検出する必
要のあるリンク関連のイベントを収集します。nwamdによるこのタスクの実行例
として、NICがシステムにホットプラグされたことを示す EC_DEV_ADD syseventを
デーモンが取得することが挙げられます。このようなイベントはすべて、nwamd

イベント構造にパッケージ化されてから、該当タスクを担当するイベント処理ス
レッドに送信されます。

■ イベントハンドラ

この役割では、対象のイベントに応答するためのイベントループスレッドを実行
します。イベントハンドラは、NWAMサービスで管理されるさまざまなオブ
ジェクトに関連付けられた状態マシンで動作します。イベントの処理中

NWAMデーモンの概要

第 3章 • NWAM構成と管理 (概要) 71



に、nwamdデーモンは、ネットワーク環境の変更を検出します。その結果とし
て、1つまたは複数のプロファイルへの変更がトリガーされる場合があります。

■ イベントディスパッチャー

この役割では、このようなイベントへの関与を登録した外部コンシューマにイベ
ントを送信します。イベントディスパッチの例として、使用可能なWLANに関す
る情報を含む無線スキャンイベントが挙げられます。これは、NWAM GUIの使
用時に役立ちます。一方、GUIでは使用可能なオプションをユーザーに表示でき
ます。

■ プロファイルマネージャー

nwamdデーモンによるこれらのプロファイルの管理には、次の情報に応じた
ネットワーク構成の適用が含まれます。

■ アクティブにするリンクとインタフェース
■ 接続されているネットワークの特性
■ 有効なプロファイルに組み込まれた偶発性と依存性
■ 受信される外部イベント

NWAMリポジトリデーモン (netcfgd)の説明
プロファイルデーモンである netcfgdは、ネットワーク構成リポジトリへのアクセス
を制御および管理します。このデーモンは、svc:/network/netcfg:default SMF
サービスによって自動的に開始されます。このデーモンによって、情報をリポジト
リから読み取ったり、リポジトリに書き込んだりする任意のアプリケーション
に、次の承認が付与されます。

■ solaris.network.autoconf.read

■ solaris.network.autoconf.write

承認の詳細は、auth_attr(4)のマニュアルページを参照してください。セキュリ
ティープロファイルの詳細は、prof_attr(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

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

SMFネットワークサービス
Oracle Solarisでは、ネットワーク構成が複数の SMFサービスで実装されています。

■ svc:/network/loopback:default – IPv4および IPv6のループバックインタフェース
を作成します。

SMFネットワークサービス
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■ svc:/network/netcfg:default –このサービスは、svc:/network/physical:default

サービスを使用するための前提条件です。このサービスは、netcfgdネット
ワーク構成リポジトリを管理します。その主な機能はデーモンを起動することで
す。

■ svc:/network/physical:default –リンクを起動して、IPインタフェースを plumb
します。このサービスは、現在アクティブなNCPに基づいて、NWAMと従来の
ネットワーク構成のどちらが使用中であるのかを判定します。NWAMが使用中
の場合、サービスはポリシーデーモン nwamdを起動します。DefaultFixed NCPが
アクティブな場合、サービスは nwamdを停止し、永続的な ipadm構成を適用しま
す。

■ svc:/network/location:default –このサービスは svc:/network/physical:default

サービスに依存しており、nwamdデーモンで選択された場所プロファイルをアク
ティブにします。

注 – svc:/network/location:defaultサービスには、現在の場所プロファイルを格
納するプロパティーがあります。このプロパティーは直接操作しないでくださ
い。その代わりに、NWAM GUIまたはCLIを使用して、このような種類の変更を
行います。

NWAMセキュリティーの概要
NWAMのセキュリティーは、次のコンポーネントが組み込まれるように設計されて
います。

■ CLI (netcfgと netadmコマンド)
■ NWAM GUI
■ NWAMプロファイルリポジトリデーモン (netcfgd)
■ ポリシーエンジンデーモン (nwamd)
■ NWAMライブラリ (libnwam)

netcfgdデーモンは、すべてのネットワーク構成情報が格納されるリポジトリを制御
します。netcfgコマンド、NWAM GUI、および nwamdデーモンはすべて、netcfgd

デーモンに要求を送信してリポジトリにアクセスします。これらの機能コンポーネ
ントは、NWAMライブラリ libnwamから要求を行います。

nwamdデーモンは、システムイベントの受信、ネットワークの構成、およびネット
ワーク構成情報の読み取りを行うポリシーエンジンです。NWAM GUIおよび netcfg

コマンドは、ネットワーク構成を表示および変更する際に使用可能な構成ツールで
す。これらのコンポーネントは、新しい構成をシステムに適用する必要がある場合
に、NWAMサービスを更新する際にも使用されます。

NWAMセキュリティーの概要
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NWAMに関連する承認とプロファイル
現在のNWAM実装では、特定のタスクを実行する際に次の承認が使用されます。
■ solaris.network.autoconf.read – netcfgdデーモンで検証されるNWAM構成
データの読み取りを有効にします。

■ solaris.network.autoconf.write – netcfgdデーモンで検証されるNWAM構成
データの書き込みを有効にします。

■ solaris.network.autoconf.select – nwamdデーモンで検証される新しい構成データ
の適用を有効にします。

■ solaris.network.autconf.wlan –既知のWLAN構成データの書き込みを有効にし
ます。

これらの承認は、auth_attrデータベースに登録されています。詳細
は、auth_attr(4)のマニュアルページを参照してください。

セキュリティーポリシーには、Network Autoconf Userと Network Autoconf Adminの 2
つがあります。Userプロファイルには、read、select、および wlanの承認がありま
す。Adminプロファイルには、write承認が追加されます。Network Autoconf Userプ
ロファイルは、Console Userプロファイルに割り当てられます。したがって、デ
フォルトでは、コンソールにログインしているユーザーならだれでも、プロファイ
ルの表示、有効化、および無効化が可能です。Console Userには
solaris.network.autoconf.write承認が割り当てられていないため、このユーザーは
NCP、NCU、場所、または ENMを作成または変更できません。ただし、Console

UserはWLANを表示、作成、および変更することはできます。

NWAMユーザーインタフェースを使用するために
必要な承認
NWAMコマンド netcfgおよび netadmを使用すると、Console User特権を持つ
ユーザーならだれでも、NWAMプロファイルを表示および有効化できます。これら
の特権は、/dev/consoleからシステムにログインしているユーザーに自動的に割り
当てられます。

netcfgコマンドを使用してNWAMプロファイルを変更するに
は、solaris.network.autoconf.write 承認または Network Autoconf Admin プロファイ
ルが必要です。

プロファイル名を指定して profilesコマンドを使用すると、権利プロファイルに関
連付けられた特権を特定できます。詳細は、profiles(1)のマニュアルページを参照
してください。

たとえば、Console User権利プロファイルに関連付けられた特権を特定するに
は、次のコマンドを使用します。

NWAMセキュリティーの概要
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$ profiles -p "Console User" info

Found profile in files repository.

name=Console User

desc=Manage System as the Console User

auths=solaris.system.shutdown,solaris.device.cdrw,solaris.smf.manage.vbiosd,

solaris.smf.value.vbiosd

profiles=Suspend To RAM,Suspend To Disk,Brightness,CPU Power Management,

Network Autoconf User,Desktop Removable Media User

help=RtConsUser.html

NWAM GUIには、特権がない次の 3つのコンポーネントが含まれています。これら
のコンポーネントには、起動する方法および実行する必要のあるタスクに応じ
て、承認が付与されます。

■ NWAM固有のパネルの存在
このコンポーネントは、ユーザーがNWAMと対話することを可能にするデスク
トップ上のパネルアプレットです。このパネルは、すべてのユーザーが実行可能
であり、システムの自動構成を監視したり、イベント通知を処理したりする際に
使用されます。このパネルを使用して、WiFiネットワークの選択や、手動による
場所の切り替えなどの一部の基本ネットワーク構成タスクを実行することもでき
ます。このような種類のタスクを実行するには、Network Autoconf User 権利プロ
ファイルが必要です。パネルは、/dev/consoleからログインしていて Console

Userプロファイルを持っているユーザーの承認で実行されているため、この権利
プロファイルはデフォルトの構成で使用可能です。

■ NWAM GUI
NWAM GUIは、デスクトップからNWAMと対話するための主要な手段で
す。GUIを使用して、ネットワークステータスの表示、NCPと場所プロファイル
の作成と変更、および構成済み ENMの開始と終了を行います。GUIと対話する
には、4つの solaris.network.autoconf承認または Network Autoconf Adminプロ
ファイルが必要です。デフォルトでは、Console Userプロファイルに、GUIを使
用してネットワークステータスおよびプロファイルを表示するために必要な承認
が含まれています。さらに、GUIを使用してプロファイルを変更するに
は、solaris.network.autoconf.write承認または Network Autoconf Adminプロ
ファイルが必要です。

追加の承認を取得するには、次の方法のいずれかを実行します。

■ 特定のユーザーに Network Autoconf Adminプロファイルを割り当てます。

特定のユーザーの /etc/user_attrファイルを編集すれば、直接そのユーザーに適
切な承認または権利プロファイルを割り当てることができます。

■ Console Userに Network Autoconf Adminプロファイルを割り当てます。

デフォルトで割り当てられる Network Autoconf Userプロファイルの代わりに、こ
のプロファイルを Console Userに割り当てることもできます。このプロファイル
を割り当てるには、/etc/security/prof_attrファイルのエントリを編集します。

NWAMセキュリティーの概要
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NWAMプロファイルの構成 (タスク)

この節では、netcfgコマンドを使用して実行可能なNWAMプロファイルの構成タス
クについて説明します。これらの構成タスクには、プロファイルの作成、変更、お
よび削除に加えて、NWAM構成を制御するさまざまな SMFサービスの管理が含まれ
ます。この章では、netcfgコマンドを対話型モードとコマンド行モードの両方で使
用する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 78ページの「プロファイルを作成する」
■ 98ページの「プロファイルを削除する」
■ 100ページの「プロファイルのプロパティー値を設定および変更する」
■ 102ページの「プロファイル情報についてシステムに問い合わせる」
■ 108ページの「プロファイル構成をエクスポートおよび復元する」
■ 112ページの「ネットワーク構成の管理」

netadmコマンドを使用したプロファイル状態の表示、プロファイルのアクティブ化
と非アクティブ化、および既知の無線ネットワークの管理について
は、第 5章「NWAMプロファイルの管理 (タスク)」を参照してください。

デスクトップからNWAMと対話する方法およびネットワーク構成を管理する方法に
ついては、第 6章「NWAMグラフィカルユーザーインタフェースについて」を参照
してください。

NWAMの紹介については、第 2章「NWAMの紹介」を参照してください。

netcfgユーザーインタフェースモードの説明を含む、NWAMに関する詳細な概要情
報については、第 3章「NWAM構成と管理 (概要)」を参照してください。

4第 4 章
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プロファイルを作成する
netcfg(1M)のマニュアルページで説明されている netcfgコマンドは、NWAMコマ
ンド行インタフェースの 2つの管理コマンドの 1つです。

netcfgコマンドを使用すると、Console User特権を持つユーザーであればだれで
も、プロファイル構成データを表示したり、既知のWLANオブジェクトを表示、作
成、および変更したりできます。これらの特権は、/dev/consoleからシステムにロ
グインしているユーザーに自動的に割り当てられます。Network Autoconf Admin プロ
ファイルを持つユーザーは、すべてのタイプのNWAMプロファイルと構成オブ
ジェクトを作成および変更することもできます。詳細は、73ページの「NWAMセ
キュリティーの概要」を参照してください。

netcfgコマンドを使用すると、ユーザー定義のプロファイルを選択、作成、変
更、および削除できます。このコマンドは、対話型モードまたはコマンド行モード
で使用できます。netcfgコマンドでは、プロファイル構成情報のコマンドファイル
へのエクスポートもサポートされています。

次のプロファイルおよび構成オブジェクトを作成、変更、および削除できます。

■ ネットワーク構成プロファイル (NCP)
■ 場所プロファイル
■ 外部ネットワーク修飾子 (ENM)
■ 既知の無線ローカルエリアネットワーク (WLAN)
■ ネットワーク構成ユニット (NCU)

プロファイルをコマンド行モードで作成する
プロファイルをコマンド行から作成するための基本的なコマンド構文は、次のとお
りです。

netcfg create [ -t template ] object-type [ class ] object-name

create 指定されたタイプおよび名前のインメモリープロファイル (または構
成オブジェクト)を作成します。

-t template 新しいプロファイルが templateと同一であることを指定します。ここ
で、templateは同じタイプの既存のプロファイルの名前を表しま
す。-tオプションを使用しない場合、新しいプロファイルはデフォル
ト値で作成されます。

object-type 作成されるプロファイルのタイプを指定します。

object-typeオプションには、次の値のいずれかを指定できます。
■ ncp

■ ncu

プロファイルを作成する
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■ loc

■ enm

■ wlan

netcfg selectコマンドを使用して特定のオブジェクトを選択する前
に、ncuを除く、object-typeオプションで指定されたすべてのプロ
ファイルをグローバルスコープで作成する必要があります。

class object-typeで指定されたプロファイルのクラスを指定します。このパ
ラメータは、ncuオブジェクト型でのみ使用され、指定可能な値は
physまたは ipの 2つです。

object-name ユーザー定義のプロファイルの名前を指定します。NCUの場
合、object-nameは対応するリンクまたはインタフェースの名前で
す。その他のすべてのプロファイルタイプの場合、object-nameは任意
のユーザー定義の名前です。

たとえば、Userという名前のNCPを作成するには、次のコマンドを入力します。

$ netcfg create ncp User

ここで、ncpは object-type、Userは object-nameを表します。

注 – NCPを作成する場合は、classオプションは必要ありません。

ここで示すように、必要に応じてAutomatic NCPのコピーをテンプレートとして使用
すると、そのプロファイルに変更を加えることができます。

$ netcfg create -t Automatic ncp

名前が officeの場所プロファイルを作成するには、次のコマンドを入力します。

$ netcfg create loc office

プロファイルを対話形式で作成する
netcfgコマンドを対話型モードで使用すると、次のタスクを実行できます。

■ プロファイルを作成します。
■ プロファイルを選択して変更します。
■ プロファイルに関する必須情報がすべて設定され、有効であることを確認しま
す。

■ 新しいプロファイルの変更を確定します。

プロファイルを作成する
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■ 永続ストレージで変更を確定しないで、現在のプロファイル構成を取り消しま
す。

■ プロファイルに行った変更を元に戻します。

NCPを作成する
プロファイルを対話型モードで作成すると、コマンドプロンプトが次のスコープの
いずれかになります。

■ NCPが作成された場合、NCPスコープ
■ 場所プロファイル、ENM、またはWLANオブジェクトが作成された場合、プロ
ファイルスコープ

NCPまたはNCUを作成すると、フォーカスがオブジェクトのスコープに移動し、指
定されたプロファイルのデフォルトプロパティーが調査されます。

NCPを対話形式で作成するには、netcfg対話型セッションを開始します。次
に、createサブコマンドを使用して、次のように Userという新規NCPを作成しま
す。

$ netcfg

netcfg> create ncp User

netcfg:ncp:User>

NCPにNCUを作成する
NCPは基本的に、一連のNCUで構成されるコンテナです。すべてのNCPには、リ
ンクとインタフェースの両方のNCUが含まれています。リンクNCUには、リンク
構成とリンク選択ポリシーの両方を指定します。インタフェースNCUには、インタ
フェース構成ポリシーを指定します。IP接続が必要な場合は、リンクとインタ
フェースの両方のNCUが必要です。netcfgコマンドまたはGUIを使用して、NCU
を明示的に追加または削除する必要があります。

注 –現在システムにインストールされているリンクとは関連性のないNCUを追加す
ることができます。さらに、現在システムにインストールされているリンクに
マップしているNCUを削除することもできます。

NCUを作成するには、netcfgコマンドを対話型モードまたはコマンド行モードで使
用します。NCUの作成には複数の操作が伴うため、NCUおよびすべてのプロパ
ティーを作成する単一行のコマンドを構築しようとするよりも、対話型モードを使
用した方が簡単かつ効率的にNCUを作成できます。NCUは、NCPの初期作成時ま

プロファイルを作成する
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たは作成後に作成できます。NCUを作成または変更するプロセスには、一般的な
NCUプロパティーの設定に加えて、各NCUタイプに特に適用されるプロパ
ティーの設定も含まれます。

NCPにNCUを作成するプロセス中に表示されるプロパティーは、特定のNCPの作
成中に行われた選択に基づいて最適化されます。

NCUを対話形式で作成すると、netcfgによって関連する各プロパティーが調査さ
れ、デフォルト値 (デフォルトが存在する場合)と指定可能な値の両方が表示されま
す。値を指定しないでReturnキーを押すと、デフォルト値が適用されます (デフォル
ト値がない場合、プロパティーは空白のままです)。また、代替の値を指定すること
もできます。NCPにNCUを作成するプロセス中に表示されるプロパティーは、すで
に行われた選択に応じています。たとえば、インタフェースNCUの ipv4-addrsrcプ
ロパティーで dhcpを選択すると、ipv4-addrプロパティーの値を指定するよう求める
プロンプトは表示されません。

次の表では、NCUの作成または変更時に指定する可能性のあるすべてのNCUプロ
パティーについて説明します。一部のプロパティーは、両方のNCUタイプに適用さ
れます。その他のプロパティーは、リンクNCUとインタフェースNCUのどちらか
に適用されます。すべてのNCUプロパティーの詳細 (これらのプロパティーの指定
時に適用される可能性のある規則や条件を含む)は、netcfg(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

表 4–1 NCUを作成または変更するNCUプロパティー

プロパティー 説明 取り得る値 NCUタイプ

type NCUタイプを、linkまた
は interfaceのどちらかに
指定します。

linkまたは interface リンクとインタ
フェース

class NCUクラスを指定しま
す。

phys (リンクNCU)または
ip (インタフェースNCU)

リンクとインタ
フェース

parent このNCUが属するNCP
を指定します。

parent-NCP リンクとインタ
フェース

enabled NCUを有効にするか、無
効にするかを指定しま
す。このプロパティーは
読み取り専用です。これ
は、netadmコマンドまた
はNWAM GUIを使用し
てNCUを有効または無
効にするときに、間接的
に変更されるだけです。

trueまたは false リンクとインタ
フェース

プロファイルを作成する

第 4章 • NWAMプロファイルの構成 (タスク) 81

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114netcfg-1m


表 4–1 NCUを作成または変更するNCUプロパティー (続き)
プロパティー 説明 取り得る値 NCUタイプ

activation-mode NCUの自動アクティブ化
のトリガータイプを指定
します。

manualまたは
prioritized

デフォルト値は manualで
す。

リンク

priority-group グループの優先度番号を
指定します。

0 (有線リンク)または 1

(無線リンク)

ユーザー定義のNCPで
は、さまざまなポリ
シーを指定できます (た
とえば、無線リンク 1は
優先度 1、有線リンク 1
は優先度 2、有線リンク 2
は優先度 3)。

注 –番号が小さいほ
ど、高い優先度を示しま
す。

リンク

priority-mode activation-modeプロパ
ティーを prioritizedに
設定した場合に、優先グ
ループのアクティブ化動
作を決定する際に使用さ
れるモードを指定しま
す。

exclusive、shared、また
は all

これらの値を指定する際
に適用される規則につい
ては、netcfg(1M)のマ
ニュアルページを参照し
てください。

リンク

link-mac-addr このリンクに割り当てら
れるMACアドレスを指
定します。デフォルトで
は、工場出荷時に割り当
てられたMACアドレ
ス、またはその他のデ
フォルトMACアドレス
がNWAMで使用されま
す。ここで別の値を設定
して、これらの選択を上
書きすることができま
す。

48ビットのMACアドレ
スを含む文字列

link-autopush 開いたときに自動的にリ
ンクでプッシュされるモ
ジュールを指定します。

文字列のリスト (リンク
でプッシュされるモ
ジュール)

autopush(1M)を参照して
ください。

リンク
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表 4–1 NCUを作成または変更するNCUプロパティー (続き)
プロパティー 説明 取り得る値 NCUタイプ

link-mtu 物理リンクにはデフォル
トのMTUが自動的に設
定されます。このプロパ
ティーを別の値に設定す
ると、値を上書きするこ
とができます。

リンクのMTUサイズ リンク

ip-version 使用する IPのバージョン
を指定します。複数の値
を割り当てることができ
ます。

ipv4と ipv6

デフォルト値は
ipv4、ipv6です。

インタフェース

ipv4-addrsrc このNCUに割り当てら
れた IPv4アドレスの発信
元を指定します。複数の
値を割り当てることがで
きます。

dhcpと static

デフォルト値は dhcpで
す。

インタフェース

ipv6-addrsrc このNCUに割り当てら
れた IPv6アドレスの発信
元を指定します。複数の
値を割り当てることがで
きます。

dhcp、autoconf、または
static

デフォルト値は
dhcp、autoconfです。

インタフェース

ipv4-addr このNCUに割り当てら
れる 1つまたは複数の
IPv4アドレスを指定しま
す。

割り当てられる 1つまた
は複数の IPv4アドレス

インタフェース

ipv6-addr このNCUに割り当てら
れる 1つまたは複数の
IPv6アドレスを指定しま
す。

割り当てられる 1つまた
は複数の IPv6アドレス

インタフェース

ipv4-default-route IPv4アドレスのデフォル
トルートを指定します。

IPv4アドレス インタフェース

ipv6-default-route IPv6アドレスのデフォル
トルートを指定します。

IPv6アドレス インタフェース

▼ NCPを対話形式で作成する方法
次の手順では、NCPを対話型モードで作成する方法について説明します。
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ヒント –プロファイルの初期作成中にNWAMで実行される調査プロセスでは、事前
に行われた選択に基づき意味があるプロパティーに関するプロンプトのみが表示さ
れます。また、この手順で説明する verifyサブコマンドは、構成を検証します。必
要な値が見つからない場合は、通知されます。プロファイルの作成または変更時に
verifyサブコマンドを使用すると明示的に、commitサブコマンドを使用すると暗黙
的に、変更を保存できます。

netcfg対話型セッションを開始します。
$ netcfg

netcfg>

NCPを作成します。
netcfg> create ncp User

netcfg:ncp:User>

ここで、ncpはプロファイルタイプ、Userはプロファイル名を表します。

NCPを作成すると、自動的にNCPスコープに移動します。場所、ENM、または
WLANオブジェクトを作成した場合は、コマンドプロンプトでプロファイルス
コープに移動します。

NCPにリンクNCUおよびインタフェースNCUを作成します。

a. リンクNCUを作成するには、次のコマンドを入力します。
netcfg:ncp:User> create ncu phys net0

Created ncu ‘net0’, Walking properties ...

ここで、ncuはオブジェクト型、physはクラス、net0 (例示の目的のみ)はオブ
ジェクト名を表します。

NCUを作成すると、オブジェクトのスコープに移動し、オブジェクトのデフォル
トプロパティーが調査されます。

b. インタフェースNCUを作成するには、次のコマンドを入力します。
netcfg:ncp:User> create ncu ip net0

Created ncu ‘net0’. walking properties ...

ここで、ncuはオブジェクト型、ipはクラス、net0 (例示の目的のみ)はオブ
ジェクト名を表します。

NCUを作成すると、オブジェクトのスコープに移動し、オブジェクトのデフォル
トプロパティーが調査されます。

NCUの作成中は、2つのNCUタイプを区別するために classオプションが使用さ
れます。このオプションは、異なるNCUタイプで同じ名前を共有する状況で特
に役立ちます。classオプションを省略すると、同じ名前を共有するNCUを区別
することがかなり難しくなります。

1

2

3
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作成したNCUに適切なプロパティーを追加します。

注 – NCPに必要なNCUがすべて作成されるまで、手順 3と 4を繰り返します。

NCUの作成中、または指定されたNCUのプロパティー値の設定時に、verifyサブコ
マンドを使用して、行われた変更が正しいことを確認します。
netcfg:ncp:User:ncu:net0> verify

All properties verified

NCUに設定したプロパティーを確定します。
netcfg:ncp:User:ncu:net0> commit

committed changes.

または、endサブコマンドを使用して、暗黙の確定処理を実行することもできま
す。これにより、対話型セッションは 1つ上のレベルである次のスコープに移動し
ます。この場合、NCPの作成とNCUの追加が完了したら、対話型セッションをNCP
スコープから直接終了できます。

注 –

■ 対話型モードでは、確定されるまで変更は永続ストレージに保存されませ
ん。commitサブコマンドを使用すると、プロファイル全体が確定されます。永続
ストレージの整合性を維持するために、確定操作には検証手順も含まれます。検
証に失敗すると、確定処理にも失敗します。暗黙の確定処理に失敗すると、現在
の変更を確定せずに対話型セッションを終了するオプションが与えられます。ま
たは、現在のスコープに残って、プロファイルの変更を続行することもできま
す。

■ 行った変更を取り消すには、cancelまたは revertサブコマンドを使用します。

cancelサブコマンドは、現在の変更を永続ストレージに確定せずに現在のプロ
ファイル構成を終了します。これにより、対話型セッションは 1レベル高い次の
スコープに移動します。revertサブコマンドは、行った変更を元に戻し、以前の
構成を再度読み込みます。revertサブコマンドを使用すると、対話型セッション
は同じスコープに残ります。

NCPの構成を表示するには、listサブコマンドを使用します。

NCPの構成が完了したら、対話型セッションを終了します。
netcfg:ncp:User> exit

exitサブコマンドを使用して、netcfg対話型セッションを終了すると、常に現在の
プロファイルが検証され、確定されます。検証と確定のどちらかの操作に失敗する
と、適切なエラーメッセージが発行され、現在の変更を確定せずに終了する機会が
与えられます。または、現在のスコープに残って、プロファイルの変更を続行する
こともできます。

4

5

6

7

8
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注 – netcfg対話型セッションを終了せずにスコープを終了するには、endコマンドを
入力します。

netcfg:ncp:User> end

netcfg>

NCPを対話形式で作成する

次の例では、1つのNCPと 2つのNCU (1つのリンクと 1つのインタフェース)が作成
されます。

$ netcfg

netcfg> create ncp User

netcfg:ncp:User> create ncu phys net0

Created ncu ‘net0’, Walking properties ...

activation-mode (manual) [manual|prioritized]>

link-mac-addr>

link-autopush>

link-mtu>

netcfg:ncp:User:ncu:net0> end

Committed changes

netcfg:ncp:User> create ncu ip net0

Created ncu ‘net0’. Walking properties ...

ip-version (ipv4,ipv6) [ipv4|ipv6]> ipv4

ipv4-addrsrc (dhcp) [dhcp|static]>

ipv4-default-route>

netcfg:ncp:User:ncu:net0> verify

All properties verified

netcfg:ncp:User:ncu:net0> end

Committed changes

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net0

ip net0

netcfg:ncp:User> list ncu phys net0

ncu:net0

type link

class phys

parent "User"
activation-mode manual

enabled true

netcfg:ncp:User> list ncu ip net0

ncu:net0

type interface

class ip

parent "User"
enabled true

ip-version ipv4

ipv4-addrsrc dhcp

ipv6-addrsrc dhcp,autoconf

netcfg:ncp:User> exit

$

例4–1
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この例では、値 ipv4が選択されているため、ipv6-addrsrcプロパティーは使用され
ず、このプロパティーを求めるプロンプトは表示されません。同様に、phys NCUで
は、priority-groupプロパティーのデフォルト値 (手動によるアクティブ化)が受け
入れられるため、その他の条件付きで関連するプロパティーは適用されません。

既存のNCPにNCUを作成する

既存のNCPにNCUを作成したり、既存のプロファイルのプロパティーを変更する
には、selectサブコマンドとともに netcfgコマンドを使用します。

次の例では、既存のNCPに IP NCUが作成されます。既存のプロファイルを対話型
モードで変更するプロセスは、プロファイルの作成と似ています。次の例と例 4–1と
の違いは、この例ではNCPがすでに存在するため、createサブコマンドではな
く、selectサブコマンドが使用される点です。

$ netcfg

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net0

netcfg:ncp:User> create ncu ip net0

Created ncu ‘net0’. Walking properties ...

ip-version (ipv4,ipv6) [ipv4|ipv6]> ipv4

ipv4-addrsrc (dhcp) [dhcp|static]>

ipv4-default-route>

netcfg:ncp:User:ncu:net0> end

Committed changes

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net0

ip net0

netcfg:ncp:User> list ncu phys net0

ncu:net0

type link

class phys

parent "User"
activation-mode manual

enabled true

netcfg:ncp:User> list ncu ip net0

NCU:net0

type interface

class ip

parent "User"
enabled true

ip-version ipv4

ipv4-addrsrc dhcp

ipv6-addrsrc dhcp,autoconf

netcfg:ncp:User> exit

$

例4–2
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場所プロファイルを作成する
場所プロファイルには、基本リンクおよび IP接続に直接関連しないネットワーク構
成の設定を定義するプロパティーが含まれています。一部の例には、必要に応じ
て、同時に適用されるネームサービスおよび IPフィルタの設定が含まれていま
す。常に、システムで 1つの場所プロファイルと 1つのNCPをアクティブにする必
要があります。システム定義の場所とユーザー定義の場所があります。システムの
場所は、場所を指定しなかった場合や、手動でアクティブ化された場所が有効でな
い場合などの特定の条件で、NWAMによって選択されるデフォルトであり、条件付
きでアクティブ化された場所の条件はどれも満たしていません。システム定義の場
所の起動モードは、systemです。ユーザー定義の場所は、ネットワーク接続に
よって取得される IPアドレスなどのネットワーク状況に応じて、手動または条件付
きでアクティブ化されるように構成された場所です。

場所プロファイルの手動アクティブ化 (有効化)については、118ページの「プロ
ファイルをアクティブまたは非アクティブにする」を参照してください。

場所を作成するには、netcfgコマンドを対話型モードまたはコマンド行モードで使
用します。場所プロファイルを作成する際は、その場所に特定の構成パラメータを
定義する値を指定することによって、場所のプロパティーを設定する必要がありま
す。場所のプロパティーは、特定クラスの構成設定を示すグループ別に分類されま
す。

場所のプロパティーは、NWAMによってリポジトリにも格納されます。特定の場所
プロファイルがアクティブになると、NWAMはその場所に設定されたプロパ
ティーに基づいて、ネットワークを自動的に構成します。場所の作成または変更に
は、プロファイルの構成方法を定義するさまざまなプロパティーの設定が伴いま
す。これにより、NWAMによるネットワークの自動構成の方法が決まります。構成
プロセス中に表示されるプロパティーは、事前に行われた選択に基づいて、最適化
されたプロパティーです。

次の表では、指定可能なすべての場所のプロパティーについて説明します。場所の
プロパティーはグループ別に分類されていることに注意してください。すべての場
所のプロパティーの詳細 (プロパティーの指定時に適用される可能性のある規則、条
件、依存など)は、netcfg(1M)のマニュアルページを参照してください。

表 4–2 場所のプロパティーと説明

プロパティーグループと説明 プロパティー値と説明

選択条件

場所をアクティブまたは非アクティブ
にする方法とタイミングを指定しま
す。

■ activation-mode

activation-modeプロパティーに指定可能な値
は、manual、conditional-any、および
conditional-allです。

■ conditions

プロファイルを作成する
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表 4–2 場所のプロパティーと説明 (続き)
プロパティーグループと説明 プロパティー値と説明

システムドメイン

NISネームサービスで直接使用される
ホストのドメイン名を指定します。

system-domainプロパティーは、default-domainプロパ
ティーで構成されます。このプロパティーは、リモート
プロシージャコール (RPC)の変換で使用されるシステム
全体のドメインを指定します。

ネームサービスの情報

使用するネームサービスおよびネーム
サービススイッチの構成を指定しま
す。

指定されたネームサービスのプロパティーを一覧表示し
ます。
■ domain-name

■ nameservices

■ nameservices-config-file

■ dns-nameservice-configsrc

■ dns-nameservice-domain

■ dns-namservice-servers

■ dns-nameservice-search

■ dns-nameservice-sortlist

■ dns-nameservice-options

■ nis-nameservice-configsrc

■ nis-namservice-servers

■ ldap-nameservice-configsrc

■ ldap-namservice-servers

これらのプロパティーの詳細は、netcfg(1M)のマニュア
ルページの「場所のプロパティー」節を参照してくださ
い。

NFSv4ドメイン

NFSv4ドメインを指定します。

システムの nfsmapid_domainプロパティーで使用される
値。nfsmapidのマニュアルページで説明するように、場
所がアクティブな場合に、この値を使用して
nfsmapid_domain SMFプロパティーを設定します。このプ
ロパティーを設定しないと、場所がアクティブな場
合、システムの nfsmapid_propertyがクリアーされま
す。詳細は、nfsmapid(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

IPフィルタの構成

IPフィルタの構成で使用されるパラ
メータを指定します。これらのプロパ
ティーには、IPフィルタとNATの規
則が含まれる適切な ipfおよび ipnat

ファイルへのパスが指定されます。

■ ipfilter-config-file

■ ipfilter-v6-config-file

■ ipnat-config-file

■ ippool-config-file

構成ファイルが指定されている場合は、識別された
ファイルに含まれる規則が適切な ipfilterサブシス
テムに適用されます。
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表 4–2 場所のプロパティーと説明 (続き)
プロパティーグループと説明 プロパティー値と説明

IPsecの構成ファイル

IPsecの構成で使用されるファイルを指
定します。

■ ike-config-file

■ ipsecpolicy-config-file

▼ 場所プロファイルを対話形式で作成する方法
次の手順では、場所プロファイルを作成する方法について説明します。

ヒント –プロファイルの初期作成中にNWAMで実行される調査プロセスでは、事前
に入力された値に基づき、意味があるプロパティーのプロンプトのみが表示されま
す。また、verifyサブコマンドでは、構成が正しいかどうかがチェックされま
す。必要な値が見つからない場合は、通知されます。プロファイル構成の作成また
は変更時に verifyサブコマンドを使用すると明示的に、commitサブコマンドを使用
すると暗黙的に、変更を保存できることに注意してください。

netcfg対話型セッションを開始します。
$ netcfg

netcfg>

場所を作成または選択します。
netcfg> create loc office

netcfg:loc:office>

この例では、officeという場所が作成されます。

場所を作成すると、この場所のプロファイルスコープに自動的に移動します。

場所に適切なプロパティーを設定します。

プロファイル構成を表示します。

たとえば、次の出力では場所 officeのプロパティーが表示されます。

netcfg:loc:office> list

LOC:office

activation-mode conditional-any

conditions "ncu ip:wpi0 is active"
enabled false

nameservices dns

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
dns-nameservice-configsrc dhcp

ipfilter-config-file "/export/home/test/wifi.ipf.conf"

1

2

3

4
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プロファイル構成が正しいかどうかを検証します。
次の例では、場所 officeの構成が検証されます。
netcfg:loc:office> verify

All properties verified

検証が完了したら、場所プロファイルを永続ストレージで確定します。
netcfg:loc:office> commit

Committed changes

また、endサブコマンドを使用してセッションを終了して、プロファイル構成を保存
することもできます。

netcfg:loc:office> end

Committed changes

注 –

■ 対話型モードでは、変更は確定されるまで、永続ストレージに保存されませ
ん。commitサブコマンドを使用すると、プロファイル全体が確定されます。永続
ストレージの整合性を維持するために、確定操作には検証手順も含まれます。検
証に失敗すると、確定処理にも失敗します。暗黙の確定処理に失敗すると、現在
の変更を確定せずに対話型セッションを終了するオプションが与えられます。ま
たは、現在のスコープに残って、プロファイルの変更を続行することもできま
す。

■ 行った変更を取り消すには、cancelサブコマンドを使用します。

cancelサブコマンドは、現在の変更を永続ストレージに確定せずに現在のプロ
ファイル構成を終了します。これにより、対話型セッションは 1つ上のレベルで
ある次のスコープに移動します。

対話型セッションを終了します。
netcfg> exit

Nothing to commit

$

場所プロファイルを対話形式で作成する

次の例では、officeという場所が作成されます。

$ netcfg

netcfg> create loc office

Created loc ’office’. Walking properties ...

activation-mode (manual) [manual|conditional-any|conditional-all]> conditional-any

conditions> ncu ip:wpi0 is active

nameservices (dns) [dns|files|nis|ldap]>

nameservices-config-file ("/etc/nsswitch.dns")>
dns-nameservice-configsrc (dhcp) [manual|dhcp]>

nfsv4-domain>

5

6

7

例4–3
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ipfilter-config-file> /export/home/test/wifi.ipf.conf

ipfilter-v6-config-file>

ipnat-config-file>

ippool-config-file>

ike-config-file>

ipsecpolicy-config-file>

netcfg:loc:office> list

LOC:office

activation-mode conditional-any

conditions "ncu ip:wpi0 is active"
enabled false

nameservices dns

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
dns-nameservice-configsrc dhcp

ipfilter-config-file "/export/home/test/wifi.ipf.conf"
netcfg:loc:office> verify

All properties verified

netcfg:loc:office> commit

Committed changes

netcfg> list

NCPs:

User

Automatic

Locations:

Automatic

NoNet

test-loc

WLANs:

sunwifi

ibahn

gogoinflight

admiralsclub

hhonors

sjcfreewifi

netcfg> exit

Nothing to commit

$

この例では、次のプロパティーが場所 officeに指定されました。

■ activation-modeプロパティーが conditional-anyに設定されたため、アクティブ
化の条件を指定できるコマンドプロンプトが表示されました。

■ アクティブ化の条件は、ncu ip:wpi0 is active と指定されました。

注 –前の手順で conditional-anyプロパティーが指定されたため、conditionsプロ
パティーが要求されました。たとえば、manualプロパティーが指定された場合
は、conditionsプロパティーは要求されません。

■ Returnキーを押すことにより、次のデフォルト値が受け入れられました。
■ nameservices

■ nameservices-config-file

■ dns-nameservice-configsrc

プロファイルを作成する

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月92



■ nfsv4-domain

■ ipfilter-config-fileプロパティーには、/export/home/test/wifi.ipf.conf

ファイルが指定されました。
■ Returnキーを押すことにより、次のデフォルト値が受け入れられました。

■ ipfilter-v6-config-file

■ ipnat-config-file

■ ippool-config-file

■ ike-config-file

■ ipsecpolicy-config-file

■ listサブコマンドを使用して、場所プロファイルのプロパティーを表示しまし
た。

■ verifyサブコマンドを使用して、構成の検証を実行しました。
■ commitサブコマンドを使用して、変更を永続ストレージに確定しました。
■ listサブコマンドを再度使用して、新しい場所が正しく作成され、正確な情報が
含まれていることを確認しました。

■ exitサブコマンドを使用して、netcfg対話型セッションを終了しました。

これらのプロパティーに値を指定する手順については、netcfg(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

ENMプロファイルを作成する
ENMは、VPNアプリケーションなどNWAM外部のアプリケーションの構成に関連
します。これらのアプリケーションでは、ネットワーク構成の作成および変更が可
能です。ENMは、アクティブまたは非アクティブにするとネットワーク構成を直接
変更するサービスやアプリケーションとして定義することもできます。指定された
条件で ENMがアクティブまたは非アクティブになるように、NWAMを構成できま
す。システム上で常に各プロファイルタイプの 1つのみをアクティブにできるNCP
または場所プロファイルとは異なり、同時に複数の ENMをシステム上でアクティブ
にできる可能性があります。システム上で常にアクティブな ENMは、システム上で
同時にアクティブなNCPまたは場所プロファイルに必ずしも依存しません。

注 – NWAMでは、ENMを作成する可能性のあるアプリケーションを自動的には認識
しません。netcfgコマンドを使用して ENMを作成する前に、まずこれらのアプリ
ケーションをシステムにインストールして構成する必要があります。

ENMを作成するには、次のコマンドを入力します。

$ netcfg

netcfg> create enm my_enm

Created enm ’my_enm’. Walking properties ...

プロファイルを作成する

第 4章 • NWAMプロファイルの構成 (タスク) 93

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114netcfg-1m


ここで、enmは ENMプロファイル、my_enmはオブジェクト名を表します。

ENMを作成するプロセスでは、新たに作成された ENMのプロファイルスコープに
移動し、新たに作成された ENMでプロパティーの調査が自動的に開始されます。こ
こから、ENMをアクティブにするタイミングと方法を指示する ENMのプロパ
ティー、および ENMの開始メソッドや終了メソッドなどのその他の条件を設定でき
ます。

ENMプロパティーを指定する詳細な手順については、netcfg(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

次の表では、ENMの作成または変更時に指定されるプロパティーについて説明しま
す。

プロパティー名 説明 取り得る値

activation-mode ENMのアクティブ化を決定する際
に使用されるモード

conditional-any、
conditional-all、 manual

conditions activation-modeが conditional-any

または conditional-allの場合
に、ENMをアクティブにする必要
があるかどうかを判定するための
テストを指定します。

このプロパティーが使用されてい
る場合、netcfg(1M)のマニュアル
ページの「条件式」節で指定され
た形式の文字列。

start (省略可能)アクティブ化時に実行
されるスクリプトへの絶対パス

このプロパティーが使用されてい
る場合、スクリプトへのパス

stop (省略可能)非アクティブ化時に実
行されるスクリプトへの絶対パス

このプロパティーが使用されてい
る場合、スクリプトへのパス

fmri (省略可能) ENMのアクティブ化時
に有効になる FMRI (障害管理リ
ソース識別子)

注 – FMRIと開始スクリプトのどち
らかを指定する必要がありま
す。FMRIが指定されている場合
は、startと stopプロパティーは
どちらも無視されます。

スクリプトへのパス

例 4–4 ENMプロファイルを対話形式で作成する

次の例では、test-enmという名前の ENMが対話型モードで作成されます。

$ netcfg

netcfg> create enm test-enm

Created enm ’testenm’. Walking properties ...

activation-mode (manual) [manual|conditional-any|conditional-all]>

fmri> svc:/application/test-app:default

start>

プロファイルを作成する
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例 4–4 ENMプロファイルを対話形式で作成する (続き)

stop>

netcfg:enm:test-enm> list

ENM:test-enm

activation-mode manual

enabled false

fmri "svc:/application/test-enm:default"

netcfg:enm:test-enm> verify

All properties verified

netcfg:enm:test-enm> end

Committed changes

netcfg> list

NCPs:

User

Automatic

Locations:

Automatic

NoNet

test-loc

ENMs:

test-enm

WLANs:

sunwifi

ibahn

gogoinflight

admiralsclub

hhonors

sjcfreewifi

netcfg> end

$

この例では、次のプロパティー値を使用して test-enmという名前の ENMが作成され
ました。

■ Returnキーを押して、activation-modeプロパティーのデフォルト値 (manual)が受
け入れられました。

■ アプリケーションのアクティブ化および非アクティブ化で使用されるメソッドと
して、SMF FMRIプロパティー svc:/application/test-enm:defaultが指定されま
した。

FMRIが指定されたため、startおよび stopメソッドプロパティーはバイパスさ
れました。

■ listサブコマンドを使用して、ENMのプロパティーを表示しました。
■ verifyサブコマンドを使用して、プロファイル構成が正しいことを確認しまし
た。

■ endサブコマンドを使用して、暗黙的に構成を保存しました。

■ endサブコマンドを再度使用して、対話型セッションを終了しました。
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WLANを作成する
NWAMでは、システム全体の既知のWLANのリストが保持されます。WLAN
は、システムに接続された無線ネットワークの履歴および構成情報が含まれる構成
オブジェクトです。このリストは、NWAMが使用可能な無線ネットワークへの接続
を試みる順序を決定する際に使用されます。「Known WLAN」リストに存在する無
線ネットワークが使用可能な場合、NWAMは自動的にそのネットワークに接続しま
す。既知のネットワークが 2つ以上使用可能な場合、NWAMは優先度がもっとも高
い (番号がもっとも小さい)無線ネットワークに接続します。NWAMが接続する新し
い無線ネットワークは「既知のWLAN」リストの一番上に追加され、その新しい無
線ネットワークの優先度がもっとも高くなります。

WLANオブジェクトを作成するには、次のコマンドを入力します。

$ netcfg

netcfg> create wlan mywifi

Created wlan ’mywifi’. Walking properties ...

ここで、wlanはWLANオブジェクト、mywifiはオブジェクト名を表します。

WLANオブジェクトを作成するプロセスでは、新たに作成されたWLANのプロ
ファイルスコープに移動し、新たに作成されたWLANでプロパティーの調査が自動
的に開始されます。ここから、WLANの構成を定義するためのプロパティーを設定
できます。

次の表では、WLANの作成または変更時に指定されるプロパティーについて説明し
ます。

既知のWLANプロパティー プロパティーのデータ型

name ESSID (無線ネットワーク名)

bssids 指定されたWLANへの接続時にシステムが接
続したWLANのベースステーション ID

priority WLAN接続の優先順位 (小さい値が優先)

keyslot WEPキーが含まれるスロット番号 (1–4)

keyname dladm create-secobjコマンドを使用して作成
されるWLANキーの名前

security-mode 使用される暗号化鍵のタイプ。タイプは
none、wep、または wpaです。

例 4–5 WLANを作成する

次の例では、mywifiという名前のWLANオブジェクトが作成されます。

プロファイルを作成する
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例 4–5 WLANを作成する (続き)

この例では、WLANを追加する前に、WLAN mywifiの keynameプロパティーで指定
されたキーが含まれる、mywifi-keyという名前のセキュリティー保護されたオブ
ジェクトが作成されていることを前提としています。

その他のWLANが追加または削除されると、優先度番号が変更される可能性があり
ます。2つのWLANに同一の優先度番号を割り当てることはできないことに注意し
てください。優先されるWLANに関しては、番号が小さいほど優先度が高くなりま
す。この例では、その他の既知のWLANよりも優先度が低くなるように、WLANに
優先度番号 100が割り当てられます。

手順の最後で listサブコマンドを使用すると、新しいWLANがリストの一番下に追
加されます。これは、既存の既知の全WLANの中で優先度がもっとも低いことを示
します。WLANに優先度番号としてデフォルトのゼロ (0)が割り当てられた場合、リ
ストの一番上に表示されます。これは、優先度がもっとも高いことを示します。そ
の結果、その他の既存のすべてのWLANの優先度が下げられ、リストでは新たに追
加されたWLANのあとに表示されます。

$ netcfg

netcfg> create wlan mywifi

Created wlan ’mywifi’. Walking properties ...

priority (0)> 100

bssids>

keyname> mywifi-key

keyslot>

security-mode [none|wep|wpa]> wpa

netcfg:wlan:mywifi> list

WLAN:mywifi

priority 100

keyname "mywifi-key"
security-mode wpa

netcfg:wlan:mywifi> verify

All properties verified

netcfg:wlan:mywifi> end

Committed changes

netcfg> list

NCPs:

User

Automatic

Locations:

Automatic

NoNet

test-loc

ENMs:

test-enm

WLANs:

sunwifi

ibahn

gogoinflight

admiralsclub

hhonors

sjcfreewifi
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例 4–5 WLANを作成する (続き)

mywifi

netcfg> exit

Nothing to commit

$

プロファイルを削除する
netcfg destroy -a コマンドを使用すると、すべてのユーザー定義のプロファイルま
たは指定されたユーザー定義のプロファイルをメモリーおよび永続ストレージから
削除できます。

注 –システム定義のプロファイル (Automatic NCP、およ
び「NoNet」と「Automatic」の場所プロファイルを含む)は削除できません。

destroyコマンドの構文は、次のとおりです。

netcfg destroy object-type [ class ] object-name

また、次のコマンドを使用すると、システム内のユーザー定義のプロファイルをす
べて削除することもできます。

netcfg destroy -a

例 4–6 netcfgコマンド行モードを使用して、ユーザー定義のプロファイルをすべて削除する

システム上のユーザー定義のプロファイルをすべて削除するには、次のコマンドを
入力します。

$ netcfg destroy -a

システムでは、常に 1つ以上のプロファイルをアクティブにする必要があるた
め、ユーザー定義のプロファイルの削除時に使用中のエラーを回避するため
に、destroy -aコマンドを使用する前に、Automatic NCPが有効になっていることを
確認します。

例 4–7 netcfgコマンド行モードを使用して、特定のユーザー定義のプロファイルを削除する

システム上の特定のユーザー定義のプロファイル (Userという名前のNCPなど)を削
除するには、次のコマンドを入力します。

$ netcfg destroy ncp User

destroyコマンドを使用すると、既存のNCPからNCUを削除することもできま
す。次の例では、net1という名前のインタフェースNCUがユーザー定義のNCPか
ら削除されます。
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例 4–7 netcfgコマンド行モードを使用して、特定のユーザー定義のプロファイルを削除す
る (続き)

$ netcfg "select ncp User; destroy ncu ip net1"

プロファイルが削除されたことを確認するには、ここで示すように、listサブコマ
ンドを使用します。

$ netcfg

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net1

netcfg> exit

Nothing to commit

$

例 4–8 プロファイルを対話形式で削除する

次の例では、net2という名前の IP NCUが削除されます。

$ netcfg list

NCPs:

Automatic

User

Locations:

Automatic

NoNet

test

foo

$ netcfg

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net2

ip net2

netcfg:ncp:User> destroy ncu ip net2

Destroyed ncu ’net2’

netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net2

netcfg:ncp:User> end

netcfg> exit

Nothing to commit

$
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プロファイルのプロパティー値を設定および変更する
新規および既存のユーザー定義のプロファイルにプロパティー値を設定するに
は、setサブコマンドとともに netcfgコマンドを使用します。このサブコマンド
は、対話型モードまたはコマンド行モードで使用できます。プロパティー値をコマ
ンド行モードで設定または変更する場合は、変更が永続ストレージでただちに確定
されます。

setサブコマンドの構文は、次のとおりです。

netcfg set prop-name=value1[,value2...]

特定のプロパティー値を取得する必要がある場合は、netcfg getコマンドを使用し
ます。詳細は、104ページの「特定のプロパティーの値を取得する」を参照してくだ
さい。

例 4–9 プロパティー値をnetcfgコマンド行モードで設定する
netcfgコマンドを使用してプロパティー値をコマンド行モードで設定する場合
は、コマンド行で複数のサブコマンドを入力する必要があります。

たとえば、net1という名前のリンクNCUに mtuプロパティーを設定するには、次の
コマンドを入力します。

$ netcfg "select ncp User; select ncu phys net1; set mtu=1492"

この例では、最上位のプロファイルを選択し、さらに変更された mtuプロパ
ティー値が含まれるNCUを選択するために selectサブコマンドを使用しています。

指定されたプロパティーに、コマンド行から同時に複数の値を設定できます。複数
の値を設定する場合は、各値をコンマ (,)で区切る必要があります。指定されたプロ
パティーの各値にコンマも含まれている場合は、プロパティー値の一部であるコン
マの前に、バックスラッシュ (\,)を付ける必要があります。単一の値のみが含まれ
るプロパティー内のコンマは、区切り文字とは解釈されないため、前にバックス
ラッシュを付ける必要はありません。

次の例では、NCP UserでNCUの ip-versionプロパティー値として myncuが設定され
ます。

$ netcfg "select ncp User; select ncu ip myncu; set ip-version=ipv4,ipv6"

例 4–10 プロファイルのプロパティー値を対話形式で設定する

プロパティー値を対話形式で設定する場合は、まず現在のスコープでプロファイル
を選択します。これにより、対話型セッションがプロファイルのスコープに移動し
ます。このスコープから、変更するプロパティーが含まれるオブジェクトを選択で
きます。その後、選択したプロファイルが永続ストレージからメモリーに読み込ま
れます。このスコープでは、次の例に示すように、プロファイルまたはそのプロパ
ティーを変更できます。

プロファイルのプロパティー値を設定および変更する
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例 4–10 プロファイルのプロパティー値を対話形式で設定する (続き)

$ netcfg

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> select ncu ip iwk0

netcfg:ncp:User:ncu:iwk0> set ipv4-default-route = 129.174.7.366

次の例では、場所 fooの ipfilter config-fileプロパティーが設定されます。

$ netcfg

netcfg> list

NCPs:

Automatic

User

Locations:

Automatic

NoNet

foo

netcfg> select loc foo

netcfg:loc:foo> list

LOC:foo

activation-mode manual

enabled false

nameservices dns

dns-nameservice-configsrc dhcp

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
netcfg:loc:foo> set ipfilter-config-file=/path/to/ipf-file

netcfg:loc:foo> list

LOC:foo

activation-mode manual

enabled false

nameservices dns

dns-nameservice-configsrc dhcp

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
ipfilter-config-file "/path/to/ipf-file"

netcfg:loc:foo> end

Committed changes

netcfg> exit

Nothing to commit

$

次の例では、NCP UserでNCU net0の link-mtuプロパティーが対話形式で変更され
ます。

$ netcfg

netcfg> select ncp User

netcfg:ncp:User> select ncu phys net0

netcfg:ncp:User:ncu:net0> list

NCU:net0

type link

class phys

parent "User"
enabled true

activation-mode prioritized

priority-mode exclusive

プロファイルのプロパティー値を設定および変更する
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例 4–10 プロファイルのプロパティー値を対話形式で設定する (続き)

priority-group 1

netcfg:ncp:User:ncu:net0> set link-mtu=5000

netcfg:ncp:User:ncu:net0> list

NCU:net0

type link

class phys

parent "User"
enabled true

activation-mode prioritized

priority-mode exclusive

priority-group 1

link-mtu 5000

netcfg:ncp:User:ncu:net0> commit

Committed changes

netcfg:ncp:User:ncu:net0> exit

Nothing to commit

$

プロファイル情報についてシステムに問い合わせる
現在のスコープまたは指定されたスコープで存在するプロファイル、プロパ
ティー値のペア、およびリソースをすべて一覧表示するには、listサブコマンドと
ともに netcfgコマンドを使用します。すべてのプロファイルに関する一般的な情報
についてシステムに問い合わせたり、特定のプロファイルに関する具体的な情報を
取得したりするには、listサブコマンドを使用します。listサブコマンドは、対話
型モードまたはコマンド行モードで使用できます。

プロファイルおよびその現在の状態に関する情報を取得する必要がある場合
は、list?サブコマンドとともに netadm?コマンドを使用します。詳細は、116ページ
の「プロファイルの現在の状態を表示する」を参照してください。

システム上のプロファイルをすべて一覧表示する
netcfg listコマンドは、システム上のすべてのシステム定義およびユーザー定義の
プロファイルを一覧表示します。オプションを付けないで listサブコマンドを使用
すると、システム上にあるすべての最上位プロファイルが表示されます。このコマ
ンドでは、各プロファイルの状態は一覧表示されません。プロファイルおよびその
状態 (オンラインまたはオフライン)のリストを表示するには、netadm listコマンド
を使用します。

システム上のすべての最上位プロファイルを一覧表示するには、次のコマンドを入
力します。

$ netcfg list

NCPs:

Automatic

プロファイル情報についてシステムに問い合わせる
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User

Locations:

Automatic

NoNet

home

office

ENMs:

myvpn

testenm

WLANs:

workwifi

coffeeshop

homewifi

この例では、次のプロファイルが一覧表示されます。

■ NCP

システム定義のプロファイルであるAutomatic NCPと、Userという名前の
ユーザー定義のNCPの 2つのNCPが一覧表示されます。

■ 場所

2つのシステム定義 (Automaticと NoNet)および 2つのユーザー定義 (homeと
office)の 4つのプロファイルが一覧表示されます。

■ ENM

インストールおよび構成されたVPNアプリケーション用に 1つの ENM、および
テスト用に 1つの ENMの 2つの ENMが一覧表示されます。

■ WLAN

勤務先用に 1つのWLAN、地元のコーヒーショップ用に 1つのWLAN、および
ユーザーの自宅の無線ネットワーク用に 1つのWLANの 3つのWLANが一覧表示
されます。

注 –作成、変更、または削除できるのは、ユーザー定義のプロファイルのみです。

特定のプロファイルのプロパティー値をすべて一
覧表示する
指定されたプロファイルのすべてのプロパティー値を一覧表示するには、listサブ
コマンドとともに netcfgコマンドを使用します。

listサブコマンドの構文は、次のとおりです。

$ netcfg list [ object-type [ class ] object-name ]

プロファイル情報についてシステムに問い合わせる
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例 4–11 NCUのプロパティー値をすべて一覧表示する

たとえば、User NCPで IP NCUのすべてのプロパティー値を一覧表示するには、次
のコマンドを入力します。

$ netcfg "select ncp User; list ncu ip net0"

NCU:net0

type interface

class ip

parent "User"
enabled true

ip-version ipv4

ipv4-addrsrc dhcp

ipv6-addrsrc dhcp,autoconf

例 4–12 ENMのプロパティー値をすべて一覧表示する

次の例では、myenmという名前の ENMのすべてのプロパティーが一覧表示されま
す。

$ list enm myenm

ENM:myenm

activation-mode manual

enabled true

start "/usr/local/bin/myenm start"
stop "/bin/alt_stop"

この例では、listサブコマンドの出力に次の情報が表示されます。

■ この ENMの activation-modeプロパティーは manualに設定されています。
■ ENMは有効になっています。
■ FMRIを使用するのではなく、startおよび stopメソッドプロパティーが指定さ
れています。

特定のプロパティーの値を取得する
getサブコマンドとともに netcfgコマンドを使用すると、指定されたプロパ
ティーの特定の値を取得できます。このサブコマンドは、対話型モードまたはコマ
ンド行モードで使用できます。

getサブコマンドの構文は、次のとおりです。

netcfg get [ -V ] prop-name

User NCPの一部である myncuという名前のNCUの ip-versionプロパティーの値を取
得するには、次のコマンドを入力します。例:

$ netcfg "select ncp User; select ncu ip myncu; get -V ip-version"

ipv4
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-Vオプションとともに getサブコマンドを使用すると、ここで示すようにプロパ
ティー値だけが表示されます。

netcfg:ncp:User:ncu:net0> get -V activation-mode

manual

それ以外の場合、プロパティーとその値の両方が表示されます。たとえば:

netcfg:ncp:User:ncu:net0> get activation-mode

activation-mode manual

▼ 単一プロパティー値を対話形式で取得する方法
この手順では、netcfg getコマンドを netcfg対話型モードで使用して、単一プロパ
ティー値を取得する方法について説明します。この特定の手順のいくつかの例で
は、User NCPでNCUの単一プロパティー値を取得する方法を示しています。これら
の例は、デモ目的でのみ使用されます。このコマンドの使用時に指定する情報
は、取得を試みるプロファイルおよびプロパティー値によって異なります。

プロファイルのプロパティー値をすべて表示する場合は、代わりに walkpropサブコ
マンドを使用できます。このサブコマンドでは、特定のプロファイルのすべてのプ
ロパティーが 1つずつ調査されるため、プロファイルのプロパティーの 1つまたはす
べてを変更できます。詳細は、106ページの「walkpropサブコマンドを使用して、プ
ロパティー値を対話形式で表示および変更する」を参照してください。

netcfg対話型セッションを開始します。
$ netcfg

netcfg>

取得するプロパティー値が含まれるプロファイルまたは構成オブジェクトを選択し
ます。
netcfg> select object-type [ class ] object-name

注 – classパラメータは、NCPを選択している場合にのみ適用可能です。また、phys

と ipの両方のクラスのNCUが同じ名前を共有する場合、classパラメータを指定す
る必要があります。ただし、NCU名が一意の場合は、classパラメータは必要あり
ません。

たとえば、User NCPを選択するには、次のように入力します。

netcfg> select User NCP

この例では、User NCPを選択することで、選択したオブジェクトのスコープに対話
型セッションが移動します。

1

2
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(省略可能)プロファイルのコンポーネントを表示します。
netcfg:ncp:User> list

NCUs:

phys net0

ip net0

取得するプロパティー値が含まれるオブジェクトを選択します。

次の例では、User NCPでリンク (phys) NCU net0が選択されます。

netcfg:ncp:User> select ncu phys net0

NCU net0を選択すると、該当オブジェクトのスコープに対話型セッションが移動
し、NCUの現在のプロパティーがメモリーから読み込まれます。

指定されたプロパティー値を取得します。
netcfg:ncp:User:ncu:net0> get property-value

たとえば、activation-modeプロパティーの値を取得するには、次のように入力しま
す。

netcfg:ncp:User:ncu:net0> get activation-mode

activation-mode manual

この時点で、setサブコマンドを使用してプロパティーに新しい値を設定したり、変
更を行わずに対話型セッションを終了したりできます。対話型モードでプロパ
ティー値を変更する場合は、commitまたは exitサブコマンドを使用して、変更を保
存する必要があることに注意してください。netcfg対話型モードでのプロパ
ティー値の設定については、100ページの「プロファイルのプロパティー値を設定お
よび変更する」を参照してください。

walkpropサブコマンドを使用して、プロパ
ティー値を対話形式で表示および変更する
walkpropサブコマンドを使用すると、プロファイルのプロパティーを対話形式で表
示できます。このサブコマンドでは、プロファイルのプロパティーが 1つずつ調査
され、プロパティーごとに名前と現在の値が表示されます。指定されたプロパ
ティーの現在の値を変更するために使用可能な対話型コマンドプロンプトも表示さ
れます。複数の値が含まれるプロパティーの区切り文字は、コンマ (,)です。指定さ
れたプロパティーの各値にコンマが含まれている場合は、前にバックスラッシュ (\)
を付ける必要があります。単一の値のみが含まれるプロパティー内のコンマは、区
切り文字とは解釈されないため、前にバックスラッシュを付ける必要はありませ
ん。

3

4

5

次の手順
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注 – walkpropサブコマンドは、対話型モードで使用する場合にのみ有効です。

例 4–13 特定のプロファイルのプロパティー値を表示および変更する

次の例では、場所 fooの activation-modeプロパティーを表示してから、walkpropサ
ブコマンドを使用して変更します。walkpropサブコマンドを使用するときは、setサ
ブコマンドを使用してプロパティー値を設定する必要がないことに注意してくださ
い。

$ netcfg

netcfg> select loc foo

netcfg:loc:foo> list

loc:foo

activation-mode manual

enabled false

nameservices dns

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
dns-nameservice-configsrc dhcp

nfsv4-domain "Central.oracle.com"
netcfg:loc:foo> walkprop

activation-mode (manual) [manual|conditional-any|conditional-all]> conditional-all

conditions> advertised-domain is oracle.com

nameservices (dns) [dns|files|nis|ldap]>

nameservices-config-file ("/etc/nsswitch.dns")>
dns-nameservice-configsrc (dhcp) [manual|dhcp]>

nfsv4-domain ("Central.oracle.com")>
ipfilter-config-file>

ipfilter-v6-config-file>

ipnat-config-file>

ippool-config-file>

ike-config-file>

ipsecpolicy-config-file>

netcfg:loc:foo> list

loc:foo

activation-mode conditional-all

conditions "advertised-domain is oracle.com"
enabled false

nameservices dns

nameservices-config-file "/etc/nsswitch.dns"
dns-nameservice-configsrc dhcp

nfsv4-domain "Central.oracle.com"
netcfg:loc:foo> commit

Committed changes

netcfg:loc:foo> end

netcfg> exit

$
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注 –関連するプロパティーのみが調査されます。たとえば、ipv4-addrsrcプロパ
ティーが staticに設定されている場合は、ipv4-addrプロパティーが調査に含まれま
す。ただし、ipv4-addrsrcが dhcpに設定されている場合は、ipv4-addrプロパ
ティーは調査されません。

プロファイル構成をエクスポートおよび復元する
exportサブコマンドを使用すると、プロファイル構成を保存および復元できま
す。プロファイルのエクスポートは、同一のネットワーク構成が必要な複数の
サーバーを保守する責任のあるシステム管理者にとって役立つことがありま
す。exportサブコマンドは、対話型モードまたはコマンド行モードで使用できま
す。また、コマンドをコマンドファイルモードで使用すると、ファイルをコマンド
の出力として指定できます。

exportサブコマンドのコマンド構文は、次のとおりです。

$ netcfg export [ -d ] [ -f output-file ] [ object-type [ class ] object-name ]

注 – exportサブコマンドの -dおよび -fオプションは、相互に独立して使用できま
す。

例 4–14 プロファイル構成をエクスポートする

この例では、exportサブコマンドを使用して、システムのプロファイル構成を画面
上に表示します。

$ netcfg

netcfg> export

create ncp "User"
create ncu ip "net2"
set ip-version=ipv4

set ipv4-addrsrc=dhcp

set ipv6-addrsrc=dhcp,autoconf

end

create ncu phys "net2"
set activation-mode=manual

set link-mtu=5000

end

create ncu phys "wpi2"
set activation-mode=prioritized

set priority-group=1

set priority-mode=exclusive

set link-mac-addr="13:10:73:4e:2"
set link-mtu=1500

end

end

create loc "test"
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例 4–14 プロファイル構成をエクスポートする (続き)

set activation-mode=manual

set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domainl.oracle.com"
end

create loc "foo"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="system-domain is oracle.com"
set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domain.oracle.com"
end

create enm "myenm"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="ip-address is-not-in-range 1.2.3.4"
set start="/my/start/script"
set stop="/my/stop/script"
end

create wlan "mywlan"
set priority=0

set bssids="0:13:10:73:4e:2"
end

netcfg> end

$

例 4–15 プロファイル構成をnetcfg対話型モードでエクスポートする

次の例では、-dオプションとともに exportサブコマンドを使用します。-dオプ
ションを付けると、destroy -aコマンドが netcfg export出力の先頭行として追加さ
れます。

$ netcfg

netcfg> export -d

destroy -a

create ncp "User"
create ncu ip "net2"
set ip-version=ipv4

set ipv4-addrsrc=dhcp

set ipv6-addrsrc=dhcp,autoconf

end

create ncu phys "net2"
set activation-mode=manual

set link-mtu=5000

end

create ncu phys "wpi2"
set activation-mode=prioritized

set priority-group=1

set priority-mode=exclusive

set link-mac-addr="13:10:73:4e:2"
set link-mtu=1500

end

end
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例 4–15 プロファイル構成をnetcfg対話型モードでエクスポートする (続き)

create loc "test"
set activation-mode=manual

set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domain.oracle.com"
end

create loc "foo"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="system-domain is oracle.com"
set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domain.oracle.com"
end

create enm "myenm"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="ip-address is-not-in-range 1.2.3.4"
set start="/my/start/script"
set stop="/my/stop/script"
end

create wlan "mywlan"
set priority=0

set bssids="0:13:10:73:4e:2"
end

netcfg> end

$

例 4–16 プロファイル構成をnetcfgコマンドファイルモードでエクスポートする

次の例では、-fオプションとともに netcfg exportコマンドを使用することに
よって、User NCPの構成情報がファイルに書き込まれます。-fオプションを付ける
と、出力が user2という名前の新規ファイルに書き込まれます。-dオプションを付
けると、destroy -aコマンドが netcfg export出力の先頭行として追加されます。

$ netcfg export -d -f user2 ncp User

$ ls -al

drwx------ 3 root root 4 Oct 14 10:53 .

drwxr-xr-x 37 root root 40 Oct 14 10:06 ..

-rw-r--r-- 1 root root 352 Oct 14 10:53 user2

$

$ cat user2

destroy -a

create ncp "User"
create ncu ip "net2"
set ip-version=ipv4

set ipv4-addrsrc=dhcp

set ipv6-addrsrc=dhcp,autoconf

end

create ncu phys "net2"
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例 4–16 プロファイル構成をnetcfgコマンドファイルモードでエクスポートする (続き)

set activation-mode=manual

set link-mtu=5000

end

create ncu phys "wpi2"
set activation-mode=prioritized

set priority-group=1

set priority-mode=exclusive

set link-mac-addr="13:10:73:4e:2"
set link-mtu=1500

end

end

create loc "test"
set activation-mode=manual

set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domain.oracle.com"
end

create loc "foo"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="system-domain is oracle.com"
set nameservices=dns

set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"
set dns-nameservice-configsrc=dhcp

set nfsv4-domain="domain.oracle.com"
end

create enm "myenm"
set activation-mode=conditional-all

set conditions="ip-address is-not-in-range 1.2.3.4"
set start="/my/start/script"
set stop="/my/stop/script"
end

create wlan "mywlan"
set priority=0

set bssids="0:13:10:73:4e:2"
end

$

ユーザー定義のプロファイルを復元する
次のように、-fオプションとともに netcfgコマンドを使用すると、ユーザー定義の
プロファイルを復元できます。

$ netcfg [ -f ] profile-name

たとえば:

$ netcfg -f user2

このコマンドでは、エクスポートされた構成が含まれるコマンドファイルが実行さ
れます。
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ネットワーク構成の管理
ネットワーク構成管理は、プロファイルベースで、2つのネットワーク構成モード
(手動と自動)の間で切り替えることで管理されます。モードを切り替えるには、該
当するNCPを有効にします。手動ネットワーク構成の場合は、DefaultFixed NCPを
有効にします。自動 (NWAM)ネットワーク構成の場合は、Automaticまたは
ユーザー定義のNCPを有効にします。

▼ 自動ネットワーク構成モードから手動ネット
ワーク構成モードに切り替える方法
NWAM構成管理で現在サポートされていない高度なネットワーキング機能を使用し
ている場合や、手動ネットワーク構成管理を使いたい場合は、次の手順で示すよう
に、DefaultFixed NCPを有効にできます。

rootユーザーになります。

DefaultFixedNCPを有効にします。
# netadm enable -p ncp DefaultFixed

network/physical:defaultサービスが再起動され、オンラインになっていることを確
認します。
# svcs -xv network/physical:default

svc:/network/physical:default (physical network interface configuration)

State: online since Fri Aug 26 16:19:18 2011

See: man -M /usr/share/man -s 1M ipadm

See: man -M /usr/share/man -s 5 nwam

See: /var/svc/log/network-physical:default.log

Impact: None.

#

DefaultFixedNCPがアクティブであることを確認します。
# netadm list

netadm: DefaultFixed NCP is enabled;

automatic network management is not available.

’netadm list’ is only supported when automatic network management is active.

注 – netadmコマンドがサポートされるのは、ネットワーク構成が自動モードのときだ
けです。したがって、手動モードでは、コマンドの出力は DefaultFixedプロファイ
ルが有効であることを示すだけになります。システム内のその他のNCPに関する情
報は出力されません。

1

2

3

4

ネットワーク構成の管理
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▼ 手動ネットワーク構成モードから自動ネット
ワーク構成モードに切り替える方法
手動ネットワーク構成モードから自動ネットワーク構成モードに戻すには、使用す
るネットワーク構成プロファイルを有効にします。

rootユーザーになります。

NCPを有効にします (たとえば、Automatic)。
# netadm enable -p ncp Automatic

network/physical:defaultサービスが再起動され、オンラインになっていることを確
認します。
# svcs -xv network/physical:default

svc:/network/physical:default (physical network interface configuration)

State: online since Fri Aug 26 16:19:18 2011

See: man -M /usr/share/man -s 1M ipadm

See: man -M /usr/share/man -s 5 nwam

See: /var/svc/log/network-physical:default.log

Impact: None.

#

NCPおよびその他のNWAMプロファイルの状態をチェックします。
# netadm list -x

TYPE PROFILE STATE AUXILIARY STATE

ncp Automatic online active

ncu:phys net0 online interface/link is up

ncu:ip net0 online interface/link is up

ncu:phys net1 offline interface/link is down

ncu:ip net1 offline conditions for activation are unmet

ncp User disabled disabled by administrator

loc Automatic online active

loc NoNet offline conditions for activation are unmet

#

1

2

3

4

ネットワーク構成の管理
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NWAMプロファイルの管理 (タスク)

この章では、netadmコマンドを使用して、NCP、場所、ENM、およびWLANプロ
ファイルを管理する方法について説明します。netadmコマンドを使用すると、NCP
を構成する個々の構成オブジェクトであるNCUを管理したり、NWAM GUIが存在
しない場合にNWAMデーモン (nwamd)と対話したりすることもできます。netadmコ
マンドの使用については、netadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

この章の内容は次のとおりです。

■ 116ページの「プロファイルの状態に関する情報を取得する」
■ 118ページの「プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする」
■ 121ページの「無線スキャンを実行して、使用可能な無線ネットワークに接続す
る」

■ 122ページの「NWAMネットワーク構成のトラブルシューティング」

netcfgコマンドを使用したプロファイルの作成およびプロパティーの構成について
は、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」を参照してください。

デスクトップからNWAM GUIを使用して、NWAM構成と対話する方法および
ネットワーク構成を管理する方法については、第 6章「NWAMグラフィカル
ユーザーインタフェースについて」を参照してください。

NWAMの紹介については、第 2章「NWAMの紹介」を参照してください。

すべてのNWAMコンポーネントおよびNWAM構成の詳細は、第 3章「NWAM構成
と管理 (概要)」を参照してください。
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プロファイルの状態に関する情報を取得する
listサブコマンドとともに netadmコマンドを使用すると、システムで使用可能なす
べてのプロファイルとその現在の状態を表示したり、特定のプロファイルとその状
態を表示したりできます。

listサブコマンドの構文は、次のとおりです。

netadm list [ -p profile-type ] [ -c ncu-class ] [ profile-name ]

たとえば、システム上のすべてのプロファイルとその状態を表示するには、次のコ
マンドを入力します。

$ netadm list

TYPE PROFILE STATE

ncp User disabled

ncp Automatic online

ncu:ip net1 offline

ncu:phys net1 offline

ncu:ip net0 online

ncu:phys net0 online

loc foo disabled

loc test disabled

loc NoNet offline

loc Automatic online

$

この例では、システム上にあるすべてのシステム定義およびユーザー定義のプロ
ファイルと、その現在の状態が表示されます。listサブコマンドでは、有効なNCP
および特定のNCPを構成するすべてのNCUが表示されます。

プロファイルの現在の状態を表示する
コマンド構文にプロファイルタイプおよびNCUクラスを含めると、特定のプロ
ファイルを識別できます。プロファイルタイプのみを指定した場合は、そのタイプ
のプロファイルがすべて表示されます。プロファイルを名前で指定した場合は、そ
のプロファイルの現在の状態が表示されます。プロファイル名が一意でない場合
は、その名前のプロファイルがすべて一覧表示されます。

各プロファイルで取り得る状態の値は、次のとおりです。

disabled まだ有効化されていないプロファイルが手動でアクティブ化され
たことを示します。

offline まだアクティブ化されていないプロファイルが条件付きでアク
ティブ化またはシステムでアクティブ化されたことを示しま
す。プロファイルの条件を満たしていなかったり、より限定され
た条件を満たした別のプロファイルがアクティブになっていたり
するために、プロファイルがアクティブにならない場合がありま
す。

プロファイルの状態に関する情報を取得する
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注 –場所プロファイルなどの、1つずつアクティブにする必要があ
るプロファイルタイプの場合、オフラインの状態がより頻繁に発
生します。

online すでに条件を満たし、正常にアクティブになっているプロファイ
ルが条件付きでアクティブ化またはシステムでアクティブ化され
たことを示します。あるいは、ユーザーの要求で正常に有効に
なっているプロファイルが手動でアクティブ化されたことを示し
ます。

maintenance プロファイルのアクティブ化が試行されたが、アクティブ化に失
敗したことを示します。

initialized プロファイルは有効であるが、プロファイル上で操作が行われな
かったことを示します。

uninitialized プロファイルがシステム上に存在しないことを示します。たとえ
ば、物理リンクに対応するNCUがシステムから削除されると、こ
の状態が発生する可能性があります。

例 5–1 指定されたプロファイルの現在の状態を表示する

次の例では、名前で指定されたAutomatic NCPの現在の状態を一覧表示します。

$ netadm list Automatic

TYPE PROFILE STATE

ncp Automatic online

ncu:ip net1 offline

ncu:phys net1 offline

ncu:ip net0 online

ncu:phys net0 online

loc Automatic online

次の例では、-pオプションとともに listサブコマンドを使用し、システムに現在存
在する場所をすべて表示します。

$ netadm list -p loc

TYPE PROFILE STATE

loc foo disabled

loc test disabled

loc NoNet offline

loc Automatic online

$

次の例では、-cオプションとともに listサブコマンドを使用し、現在アクティブな
NCPのインタフェースNCUをすべて表示します。

プロファイルの状態に関する情報を取得する
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例 5–1 指定されたプロファイルの現在の状態を表示する (続き)

$ netadm list -c ip

TYPE PROFILE STATE

ncu:ip net0 online

ncu:ip net1 disabled

$

補助的な状態の値
プロファイルの補助的な状態は、指定されたプロファイルがオンラインまたはオフ
ライン (有効または無効)である原因について説明しています。補助的な状態の値を
一覧表示するには、次の例に示すように、-xオプションとともに listサブコマンド
を使用します。

$ netadm list -x

TYPE PROFILE STATE AUXILIARY STATE

ncp Automatic disabled disabled by administrator

ncp User online active

ncu:phys nge0 online interface/link is up

ncu:ip nge0 online interface/link is up

ncu:phys nge1 offline interface/link is down

ncu:ip nge1 offline conditions for activation are unmet

loc Automatic offline conditions for activation are unmet

loc NoNet offline conditions for activation are unmet

loc office online active

補助的な状態の値は、プロファイルタイプによって異なります。補助的な状態の値
の詳細は、nwamd(1M)のマニュアルページを参照してください。

プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする
ユーザー定義のNCP、場所プロファイル、および ENMにはすべ
て、activation-modeプロパティーが存在します。各プロファイルで許容される値
は、プロファイルのタイプで決まります。

プロファイルや構成オブジェクトを手動で有効または無効 (アクティブまたは非アク
ティブ)にするには、netadm enableコマンドまたは netadm disableコマンドを使用
します。指定されたプロファイルの activation-modeプロパティーが manualに設定
されている場合は、システム定義とユーザー定義の両方のプロファイルを有効およ
び無効にすることができます。netcfgコマンドを使用してプロファイルを作成また
は変更すると、activation-modeプロファイルが設定されます。詳細は、58ページ
の「NWAMプロファイルをアクティブにする方法」を参照してください。

システムには常に、1つのアクティブなNCPと 1つのアクティブな場所プロファイ
ルが必要です。activation-modeを manualにして別のNCPまたは場所を有効にする

プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする
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と、現在アクティブなNCPまたは場所プロファイルが暗黙的に非アクティブになり
ます。activation-modeプロパティーが manualに設定されている場合は、現在の場所
も非アクティブにすることができます。その他の場所が使用できない場合、NWAM
はシステム定義の場所 (場所「Automatic」、または IPの構成に成功した場合は場
所「NoNet」)のいずれかに戻ります。条件付きおよびシステムの場所は、手動でア
クティブにすることができます。つまり、明示的に無効にするまで、場所はアク
ティブのままです。この動作によって、条件付きの場所プロファイルを「常にオ
ン」の状態に簡単に切り替えることができます。条件付きの場所を無効にする
と、システムは通常の条件付き動作に戻ります。場所を手動で有効にした場合
は、条件付きで有効化された場所の条件を満たしていても、場所は変更されませ
ん。

注 –システムで現在アクティブなNCPを明示的に無効にすることはできません。こ
れにより、システムの基本ネットワーク接続を効率的にシャットダウンします。別
のNCPを手動で有効にすると、NCPは暗黙的に無効になります。ただし、ENMの
アクティブ化には制約がありません。常にシステムで 0個以上の ENMをアクティブ
にすることができます。したがって、1つの ENMを有効または無効にしても、ほか
の現在アクティブな ENMには影響しません。

個々のNCUを手動で有効または無効にすることもできます。指定されたNCUは現
在アクティブなNCPの一部にする必要があり、activation-modeプロパティーを
manualにする必要があることに注意してください。NCUクラスが指定されていない
場合は、すべてのNCU (その名前の 1つのリンクNCUと 1つのインタフェースNCU)
がアクティブまたは非アクティブになります。

オブジェクトのアクティブ化と非アクティブ化は非同期的に実行されます。した
がって、有効または無効にする要求に成功しても、操作 (アクティブ化または非アク
ティブ化)には失敗する場合もあります。この種類の失敗はプロファイルの状態に反
映され、プロファイルで最後に行われた操作に失敗したことを示す maintenance状態
に変わります。プロファイルの状態の表示については、116ページの「プロファイル
の状態に関する情報を取得する」を参照してください。

例 5–2 プロファイルを有効にする

プロファイルを手動で有効にするための構文は、次のとおりです。

netadm enable [ -p profile-type ][ -c ncu-class ] profile-name

プロファイル名が一意でない場合 (たとえば、システム上に同じ名前のプロファイル
が複数存在するが、タイプは異なる場合)、プロファイルタイプも指定する必要があ
ります。

プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする
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例 5–2 プロファイルを有効にする (続き)

-pオプションを使用すると、次のプロファイルタイプのいずれかを指定できます。

■ ncp

■ ncu

■ loc

■ enm

構成オブジェクトのタイプが ncuの場合は、-cオプションを使用すると、NCUクラ
スを区別できます。-cオプションは、システム上に同じ名前のNCUが 2つ存在する
ときに役立ちます。

-cオプションを使用する場合は、physまたは ipのどちらかのクラスタイプを指定す
る必要があります。

次の例では、officeという場所が有効になっています。

$ netadm enable -p loc office

ここで、profile-typeは loc、profile-nameは officeです。この例では、プロファイルタ
イプは場所であり、NCPではないため、-c ncu-classオプションが使用されていない
ことに注意してください。

$ netadm enable -p ncp user

Enabling ncp ’User’

.

.

.

プロファイル名を指定する際に、netadmコマンドでは大文字と小文字が区別されな
いことに注意してください。

例 5–3 プロファイルを無効にする

プロファイルを手動で無効にするための構文は、次のとおりです。

netadm disable [ -p profile-type ][ -c ncu-class ] profile-name

プロファイル名が一意でない場合は、プロファイルタイプも入力する必要がありま
す。

-pオプションを使用すると、次のプロファイルまたはオブジェクト型のいずれかを
指定できます。

■ ncp

■ ncu

■ loc

■ enm

プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月120



例 5–3 プロファイルを無効にする (続き)

構成オブジェクトのタイプが ncuの場合は、-cオプションを使用して、NCUクラス
を区別する必要もあります。

NCUクラスには、physと ipのいずれかを指定する必要があります。

たとえば、net1という名前のリンクNCUを手動で無効にするには、次のコマンドを
入力します。

$ netadm disable -p ncu -c phys net1

ここで、profile-typeは ncu、ncu-classは phys、profile-nameは net1です。この例で
は、構成オブジェクトがNCUであるため、-c ncu-classオプションが使用されている
ことに注意してください。

例 5–4 プロファイルの切り替え

アクティブなNCPを変更して、手動構成を有効にするには、次のコマンドを入力し
ます。

$ netadm enable -p ncp DefaultFixed

同様に、Automatic NCPで自動 (NWAM)構成を有効にするには、次のコマンドを入
力します。

$ netadm enable -p ncp Automatic

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

無線スキャンを実行して、使用可能な無線ネットワーク
に接続する

netadmコマンドを使用すると、使用可能な無線ネットワークをスキャンして接続で
きます。

無線リンクをスキャンして使用可能な無線ネットワークのリストを取得するに
は、netadm scan-wifi link-nameコマンドを使用します。

link-nameとして指定されたリンク上で、スキャン結果から無線ネットワークを選択
して接続するには、netadm select-wifi link-nameコマンドを使用しま
す。select-wifi link-nameサブコマンドでは、必要に応じてWiFiの選択、キー、お
よびキースロットを求めるプロンプトが表示されます。

無線スキャンを実行して、使用可能な無線ネットワークに接続する
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注 – netadm select-wifiコマンドを使用する前に、キーを作成しておく必要がありま
す。

netadm scan-wifi link-nameコマンドを使用すると、使用可能な無線ネットワークを
検索するための後続のネットワークスキャンをトリガーすることもできます。新規
スキャン結果が既存のスキャン結果と同一である場合は、後続のスキャンでス
キャンイベントがトリガーされない可能性があることに注意してください。nwamd

デーモンは、最後のスキャン以降にデータが変更されたかどうかに関係なく、ス
キャンを実行します。

次の例では、netadm scan-wifiコマンドを使用して、無線リンク net1のスキャンを
実行します。次に、netadm select-wifiコマンドを使用して、選択する無線ネット
ワークのリストを表示します。表示されるリストは、以前に net1で実行されたス
キャンの結果に基づきます。

$ netadm select-wifi net1

1: ESSID home BSSID 0:b:e:85:26:c0

2: ESSID neighbor1 BSSID 0:b:e:49:2f:80

3: ESSID testing BSSID 0:40:96:29:e9:d8

4: Other

Choose WLAN to connect to [1-4]: 1

$

この例では、番号 1で表されている無線ネットワークの homeネットワークを選択し
ています。

WLANでキーが必要な場合、WEPが指定されていれば、キーおよびキースロットの
入力を求めるプロンプトが表示されます。たとえば:

Enter WLAN key for ESSID home: mywlankey

Enter key slot [1-4]: 1

NWAMネットワーク構成のトラブルシューティング
この節では、NWAMネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティングを行
う方法について説明します。

すべてのネットワーク接続の現在の状態を監視す
る
show-eventsサブコマンドとともに netadmコマンドを使用すると、NWAMデーモン
nwamdで監視されるイベントを待機して表示できます。このサブコマンド

NWAMネットワーク構成のトラブルシューティング
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は、NWAMで構成されたプロファイルおよび構成オブジェクトの構成プロセスに関
連するイベントについて、役立つ情報を提供します。

netadm show-eventsコマンドの構文は、次のとおりです。

netadm show-events [-v]

次の例では、-vオプションとともに nwam show-eventsコマンドを使用して、イベン
トを詳細モードで表示します。

$ netadm show-events -v

EVENT DESCRIPTION

LINK_STATE net0 -> state down

OBJECT_STATE ncu link:net0 -> state online*, interface/link is down

OBJECT_STATE ncu link:net0 -> state offline, interface/link is down

OBJECT_STATE ncu interface:net0 -> state online*, conditions for act

OBJECT_STATE ncu interface:net0 -> state offline, conditions for act

IF_STATE net0 -> state (0) flags 2004801

IF_STATE net0 -> state (0) flags 2004800

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004803

IF_STATE net0 -> state index 4 flags 0x0 address fe80::214:4fff:

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004802

IF_STATE net0 -> state index 4 flags 0x0 address 129.156.235.229

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004803

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004802

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004803

IF_STATE net0 -> state (0) flags 1004802

ネットワークインタフェース構成に関する問題の
トラブルシューティング
netadm list -xコマンドは、ネットワークインタフェースが正しく構成されない場合
の原因を特定する際に役立ちます。このコマンドは、NWAMで構成されたさまざま
なエンティティー、エンティティーの現在の状態、およびエンティティーがその状
態である理由を表示します。

たとえば、ケーブルが抜かれている場合に、netadm list -xコマンドを使用する
と、リンク状態がオフラインであるかどうか、およびその理由 (「link is down」など)
を特定できます。同様に、重複アドレスが検出された場合は、netadm list -xコマン
ドの出力に、物理リンクがオンライン (起動中)であるが、IPインタフェースは保守
状態であることが表示されます。この例では、表示される理由は「アドレスの重複
が検出されました」です。

netadm list -xコマンドの出力例は、次のとおりです。

$ netadm list -x

TYPE PROFILE STATE AUXILIARY STATE

ncp Automatic online active
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ncu:phys net0 offline interface/link is down

ncu:ip net0 offline conditions for activation are unmet

ncu:phys net1 offline* need WiFi network selection

ncu:ip net1 offline conditions for activation are unmet

ncp User disabled disabled by administrator

loc Automatic offline conditions for activation are unmet

loc NoNet online active

loc office offline conditions for activation are unmet

$

リンクまたはインタフェースがオフラインになっている原因が特定されたら、問題
の修正に進むことができます。IPアドレスが重複している場合は、netcfgコマンド
を使用して、指定されたインタフェースに割り当てられた静的 IPアドレスを変更す
る必要があります。手順については、100ページの「プロファイルのプロパティー値
を設定および変更する」を参照してください。変更を確定したら、netadm list -xコ
マンドを再度実行して、インタフェースが正しく構成され、状態が onlineと表示さ
れることをチェックします。

インタフェースが正しく構成されない場合の原因のもう 1つの例として、使用可能
な既知のWLANが存在しないことが挙げられます。この場合、WiFiリンクの状態が
offlineと表示され、その理由として「need wifi selection」と表示されます。ま
た、WiFiの選択は行われたが、キーが必要である場合は、その理由として「need wifi
key」と表示されます。
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NWAMグラフィカルユーザーインタ
フェースについて

この章では、NWAMグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)を紹介し、NWAM
GUIを構成するコンポーネントについて説明します。デスクトップからのNWAMと
の対話、ネットワーク接続の制御、無線ネットワークの追加、およびネットワーク
プロファイルの作成と管理のための基本手順についても、この章で説明します。

GUIを使用してネットワークを排他的に管理するためのステップ・バイ・ステップ
の手順については、この章では説明しません。詳細な手順については、オンライン
ヘルプを参照してください。オンラインヘルプには、デスクトップのパネル通知領
域に常に表示される「ネットワークステータス」アイコンを右クリックすればアク
セスできます。GUIのリンクをクリックすると、各トピックに関する詳細な情報を
提供するオンラインヘルプのページにアクセスできます。また、テキストに表示さ
れるリンクをクリックするか、サイド区画のさまざまなトピックをクリックし
て、オンラインヘルプをナビゲートすることもできます。

この章の内容は次のとおりです。

■ 125ページの「NWAMグラフィカルユーザーインタフェースの紹介」
■ 128ページの「NWAM GUIの機能コンポーネント」
■ 131ページの「デスクトップからNWAMと対話する」
■ 135ページの「お気に入りの無線ネットワークに加入して管理する」
■ 137ページの「ネットワークプロファイルの管理」
■ 144ページの「場所を作成および管理する」
■ 147ページの「外部ネットワーク識別子について」

NWAMグラフィカルユーザーインタフェースの紹介
NWAMグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)は、NWAMコマンド行
ユーザーインタフェースのグラフィカル版です。NWAM GUIを使用すると、デスク
トップでネットワークのステータスを表示して監視したり、NWAMと対話して
Ethernetおよび無線の構成を管理したりできます。さらに、起動時の有線または無線
ネットワークへの接続や、新しい有線または無線ネットワークの構成などの、さま
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ざまなネットワークタスクをデスクトップから実行できます。NWAM GUIを使用す
ると、場所 (つまり、システム全体にわたるネットワーク構成の複雑なタスクを単純
化するプロファイル)を作成および管理することもできます。GUIコンポーネントに
は、現在のネットワーク接続のステータスに関する情報、およびネットワーク環境
全体の状況に関する情報を表示する機能があります。

NWAM GUIの基本的な機能は次のとおりです。

■ ネットワークステータスの通知
■ ホットプラグイベントの検出
■ ネットワークプロファイルの作成と管理
■ 無線ネットワークの管理

NWAM GUIは、目的のプロパティー値をプロファイルの形式でシステム上に格納す
ることによって、ネットワーク構成をNWAM CLIと同じ方法で管理します。NWAM
サービスは、現在のネットワーク状況に基づいて、特定の時間にアクティブにする
プロファイルを決定し、最適なプロファイルをアクティブにします。

デスクトップからNWAM GUIにアクセスする
NWAM GUIは、デスクトップパネルに継続的に表示される「ネットワークステータ
ス」通知アイコン、および「システム」→「管理」メニューと通知アイコンの右ク
リックのどちらからでもアクセス可能なネットワークの構成ダイアログの 2つのコ
ンポーネントで構成されています。NWAM GUIは、電源管理アイコンやプリンタア
イコンなどの継続的なステータス通知アイコンが付いたその他のアプリケーション
と同様に動作します。これらのアプリケーションでは、右クリック (コンテキスト)
メニューにアクセスするか、アイコンまたは各種設定メニューからアクセス可能な
構成ダイアログを使用することによって、特定のタスクを実行できます。

パネルアイコンは、もっとも頻繁にNWAMと接続するポイントです。アイコンに
は、有線と無線のどちらのネットワークに現在接続しているのかが表示されま
す。アイコンの上にマウスポインタを重ねると、現在アクティブなNCPや場所プロ
ファイルなどの追加情報がツールチップに表示されます。アイコンを右クリックす
ると、別の無線ネットワークに接続するなどの、システムの基本的なネットワーク
構成を変更できます。

パネルアイコンをクリック (左クリック)すると、「ネットワーク設定」ダイアログ
が開きます。このダイアログは、「システム」→「管理」メニューからでも開くこ
とができます。ここでは、静的 IPv4および IPv6アドレスの定義、接続優先度の設
定、外部ネットワーク修飾子 (ENM)の管理、さまざまな場所で使用するための
ネットワーク設定グループの作成などの、より詳細なネットワーク構成を実行でき
ます。
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NWAM CLIとNWAM GUIの相違点
NWAMを使用したネットワーク構成は、CLIとGUIのどちらかを使用して管理でき
ます。どちらのユーザーインタフェースを使用しても、ネットワーク構成の管
理、およびNWAM構成との対話が可能です。特定のタスクを実行する際に、CLIと
GUIの使用のどちらを選択するのかは、そのタスクや特定の状況によって異なりま
す。タスクによっては、NWAM GUIを使用することが、もっとも論理的な選択であ
ることもあります。例として、現在アクティブなネットワーク接続のステータスの
チェックや、起動時に接続する無線ネットワークの選択が挙げられます。これらの
タスクは、デスクトップからGUI経由でNWAMと直接対話するほうが、より簡単
かつ迅速に実行できます。新規 ENMの起動および停止方法としてスクリプトを指定
するなどの、より複雑なタスクでは、コマンド行モードでの作業を選択できます。

CLIとGUIは基本的には同じですが、次の相違点があることに注意してください。

■ 機能の相違点

GUIには、デスクトップからNWAMと対話して、ネットワーク接続をチェック
できる機能が備わっています。ネットワークのステータスに関する情報を取得す
る方法は、GUIとCLIユーティリティー間で若干異なります。GUIコンポーネン
トを使用する場合は、通知が発生するとデスクトップに表示されます。コマンド
行ユーティリティーを使用する場合は、NWAMイベントが発生したときには
netadm show-eventsコマンドを使用して監視を行うことができます。詳細は、
122ページの「すべてのネットワーク接続の現在の状態を監視する」を参照して
ください。

また、GUIを使用してネットワークのステータスに関する情報を取得するに
は、デスクトップに表示される「ネットワークステータス」通知アイコンを視覚
的にチェックしたり、マウスポインタを重ねたり、クリックしたりします。コマ
ンド行からネットワークのステータスに関する情報を取得するには、listサブコ
マンドとともに netadmコマンドを使用します。このコマンドの出力には、システ
ムで構成されている各ネットワークオブジェクトの基本的な状態に関する情報が
含まれます。ただし、GUIでは、接続されている無線ネットワークの種類や
ネットワーク接続の IPアドレスなどの、ネットワークステータスに関するより完
全な情報や詳細が提供されます。

CLIを使用して実行できるコマンドの一部は、GUIを使用しては実行できませ
ん。たとえば、GUIコンポーネントを使用してプロファイル構成をエクスポート
することはできません。プロファイル構成をエクスポートするには、netcfg

exportコマンドを使用します。詳細は、108ページの「プロファイル構成をエク
スポートおよび復元する」を参照してください。

■ コンポーネント名と用語の使用上の相違点

GUIでは、ネットワーク構成プロファイル (NCP)はネットワークプロファイルと
同じです。CLIでネットワーク構成ユニット (NCU)と呼ばれているものは、GUI
ではネットワーク接続と呼ばれます。
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コマンド行インタフェースを使用してNCPを有効または無効にすることは、GUI
を使用する場合のネットワークプロファイルまたは接続を切り替えるタスクと同
じです。

NWAM GUIの機能コンポーネント
NWAM GUIには、CLIを使用して実行できるタスクと実質的に同じタスクを実現す
るために使用される複数の機能コンポーネントがあります。表 6–1では、これらの各
コンポーネントについて説明します。一部、さまざまな方法でアクセスしたり、開
いたりできるダイアログもあることに注意してください。また、一部のダイアログ
では、ダイアログにアクセスする方法に応じて異なる情報が表示されます。このよ
うな相違点に関する具体的な情報については、この章を通じて関連する節で述べら
れ、オンラインヘルプでも詳細に説明しています。

表 6–1 NWAM GUIの主要なコンポーネント

コンポーネント 機能 アクセス方法

「ネットワークステータ
ス」通知アイコン

ネットワークのステータスを表
示する方法およびデスクトップ
からNWAMと対話する方
法。このアイコンには、GUIを
使用してネットワーク構成を作
成および管理するためにアクセ
ス可能なコンテキストメ
ニューが付いています。

■ 常にデスクトップパネルの
通知領域に表示されている
アイコンを参照します。

■ アイコンの上にマウスポイ
ンタを重ねると、現在の
ネットワークステータスに
関する情報を提供する
ツールチップが表示されま
す。

■ アイコンをクリックする
と、「ネットワーク設
定」ダイアログが表示され
ます。

■ アイコンを右クリックする
と、コンテキストメ
ニューが開きます。

NWAM GUIの機能コンポーネント
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表 6–1 NWAM GUIの主要なコンポーネント (続き)
コンポーネント 機能 アクセス方法

「ネットワーク設定」ダイア
ログ

主要な 2種類のネットワークプ
ロファイルタイプ (システム定
義の「自動」プロファイルと複
数のユーザー定義のネット
ワークプロファイル)をアク
ティブ化および管理する方
法。「自動」およびユーザー定
義のネットワークプロファイル
は、ネットワークインタ
フェースごとにネットワーク構
成を管理します。

このダイアログは、ネット
ワークインタフェースごとに
IPv4および IPv6アドレスを構
成して、お気に入りの無線
ネットワークを管理する際にも
使用されます。

■ デスクトップ上の「ネット
ワークステータス」通知ア
イコンをクリックします。

■ デスクトップパネルのメイ
ンメニューバーから、「シ
ステム」→「管
理」→「ネットワーク」の
順に選択します。

■ 「ネットワークステータ
ス」通知アイコンメ
ニューから「ネットワーク
設定」を選択します。

「ネットワークの場所」ダイ
アログ

システム定義およびユーザー定
義の場所プロファイルのプロパ
ティーを作成、有効化、および
管理する方法。場所に
は、ネームサービスやファイア
ウォールの設定などのネット
ワーク構成の特定要素を指定し
ます (必要に応じて、同時に適
用されます)。

■ 「ネットワークステータ
ス」通知アイコンの右ク
リックメニューか
ら「ネットワークの場
所」を選択します。

■ または、「ネットワーク設
定」ダイアログの「接続ス
テータス」ビューか
ら、「場所」ボタンをク
リックします。
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表 6–1 NWAM GUIの主要なコンポーネント (続き)
コンポーネント 機能 アクセス方法

「無線ネットワークの加
入」ダイアログ

無線ネットワークに加入する方
法およびお気に入りネット
ワークのリストを管理する方
法。

注 –このダイアログは、無線
ネットワークの追加を試み
て、そのネットワークに関する
詳細情報が必要な場合に自動的
に開きます。

■ 通知アイコンの右クリック
メニューから「リストにな
い無線ネットワークの加
入」オプションを選択しま
す。

■ 「無線チューザ」ダイアロ
グで「リストにないネット
ワークの加入」ボタンをク
リックします。

■ 次の通知メッセージをク
リックします。「無線
ネットワークが見つかりま
せんでした。リストにない
無線ネットワークを加入す
るには、このメッセージを
クリックしてください。」

「無線チューザ」ダイアログ 無線ネットワークを選択する方
法および接続する方法。

次の通知メッセージをクリック
します。「インタフェースが
ESSIDから切断しました。その
他の使用可能なネットワークを
表示するには、このメッセージ
をクリックしてください。」

注 –このダイアログは、加入可
能な無線ネットワークの選択肢
がある場合に、必ず自動的に開
きます。

「ネットワーク修飾子」ダイ
アログ

ネットワーク構成の作成や変更
が可能な外部ネットワーク修飾
子アプリケーションを追加する
方法。

■ 「ネットワーク設定」ダイ
アログの「接続ステータ
ス」ビューで「修飾子」ボ
タンをクリックします。

■ 「ネットワークステータ
ス」通知アイコンを右ク
リックしてから、「ネット
ワーク修飾子の設定」メ
ニュー項目を選択します。
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デスクトップからNWAMと対話する
常にデスクトップパネルの通知領域に表示されている「ネットワークステータ
ス」通知アイコンは、ネットワークのステータスを表示したり、自動ネットワーク
構成のプロセスと対話したりするための主要な方法です。「ネットワークステータ
ス」通知アイコンは、ネットワークに関する情報メッセージが表示される場所でも
あります。アイコンのコンテキスト (右クリック)メニューを使用すると、基本的な
ネットワーク機能にすばやくアクセスできます。このアイコンの外観は、ネット
ワークの全体的な状態を示します。

ネットワーク接続のステータスの確認
ネットワークに関する重要な情報は、デスクトップのパネル通知領域に表示され
る「ネットワークステータス」通知アイコンをチェックすることで、すばやく確認
できます。「ネットワークステータス」通知アイコンは、現在有効なネットワーク
接続のステータスを参照し、NWAMサービスを操作するための主な手段です。アイ
コンの表示は、現在有効なネットワーク接続のステータスに応じて変化します。現
在有効なネットワーク接続に関する情報を表示する別の方法として、「ネット
ワークステータス」通知アイコン上にマウスのポインタを重ねる方法もありま
す。通知アイコンのコンテキストメニューにアクセスするには、アイコンを右ク
リックします。このコンテキストメニューから、現在有効なネットワークインタ
フェースを変更し、接続先の無線ネットワーク (存在する場合)に関する詳細情報を
参照できます。

注 –「ネットワークステータス」通知アイコンは、NWAMを使用してネットワーク
を自動的に設定している場合のみデスクトップに表示されます。

次の表は、システムで有効なネットワーク接続のステータスを反映して変化す
る「ネットワークステータス」アイコンの表示を示しています。

デスクトップからNWAMと対話する
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アイコン 状態 説明

すべてオンライン (有線) 有効なネットワークプロファイル内にあ
る手動で有効になったすべての接続がオ
ンラインであり、かつ有効なプロファイ
ルグループ内の必要な数の接続 (このよう
なグループが存在する場合)がオンライン
であることを示します。
「必要な数」は次のとおりです。
■ そのグループの優先度タイプが「排他
的」である場合は、1つの接続

■ そのグループの優先度タイプが「共
有」である場合は、1つ以上の接続

■ そのグループの優先度タイプが「すべ
て」である場合は、グループ内のすべ
ての接続

すべてオンライン (無線) 有効なネットワークプロファイル内にあ
る手動で有効になったすべての接続がオ
ンラインであり、かつ有効なプロファイ
ルグループ内の必要な数の接続 (このよう
なグループが存在する場合)がオンライン
であることを示します。必要な数
は、「すべてオンライン (有線)」ス
テータスで説明した数と同じです。

少なくとも 1つのオンライン接続が無線
であることに注意してください。

部分的にオンライン (有
線)

1つ以上の手動で有効化された接続または
優先グループ接続がオフラインであ
り、ステータスが「すべてオンライ
ン」でなくなったことを示します。この
例では、少なくとも 1つの有線接続がオ
ンラインです。

「ネットワークステータス」通知アイコ
ンはまた、無線接続でユーザー入力が保
留されている場合も「部分的にオンライ
ン」として表示されます。たとえば、使
用可能な無線ネットワークを選択してい
る場合や、無線ネットワークのパス
ワードを提供している場合などがありま
す。

オフライン (有線) NWAMサービスが無効になっている
か、または保守モードにあることを示し
ます。

デスクトップからNWAMと対話する
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▼ 有効なネットワーク接続に関する詳細を表示する方法

「ネットワーク設定」ダイアログを開いて、必要に応じてドロップダウンリストか
ら「接続ステータス」を選択します。
「ネットワーク設定」ダイアログは、次の方法のいずれかで開くことができます。

■ デスクトップパネルの「ネットワークステータス」通知アイコンをクリックしま
す。

■ デスクトップパネルのメインメニューバーから、「システム」→「管
理」→「ネットワーク」の順に選択します。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンを右クリックしてメニューを開いてか
ら、「ネットワーク設定」を選択します。
無線ネットワーク接続の場合は、IPアドレス、信号の強さ、接続速度、接続ス
テータス、およびセキュリティーのタイプが表示されます。

特定のネットワーク接続の追加プロパティーを表示または編集するには、リスト内
の接続をダブルクリックするか、ダイアログの一番上にある「表示」ドロップダウ
ンメニューから接続を選択します。

デスクトップからネットワーク接続を制御する
デフォルトでは、NWAMは常にネットワーク接続の維持を試みます。有線ネット
ワーク接続に失敗すると、お気に入りの無線ネットワークのいずれかへの接続が試
みられます。その試みにも失敗すると、アクセス権を持つ、その他の使用可能な無
線ネットワークへの接続が試みられます。

また、必要に応じて、有線ネットワークと無線ネットワークを手動で切り替えるこ
ともできます。

注 –すべての接続タイプで、接続動作は現在のセッションのみに設定されます。シス
テムをリブートまたは接続解除すると、有効なネットワークプロファイルで定義さ
れている優先度に従ってネットワーク接続の確立が試みられます。

NWAMを次の方法で使用することにより、ネットワーク接続をデスクトップから制
御できます。

■ デフォルトの接続優先度の変更

デフォルトでは、すべての有線ネットワークがすべての無線ネットワーク接続よ
りも優先されます。つまり、無線ネットワーク接続が試みられるのは、有線接続
を確立できない場合に限ります。現在の場所で複数の無線ネットワークが利用で

1

2

デスクトップからNWAMと対話する

第 6章 • NWAMグラフィカルユーザーインタフェースについて 133



きる場合は、加入するネットワークの選択が求められます。この動作は「自
動」ネットワークプロファイルで定義され、デフォルトでアクティブになってい
ます。別の動作を強制するには、別のネットワークプロファイルを作成してアク
ティブにする必要があります。

■ 有線ネットワークから無線ネットワークへの切り替え

「自動」ネットワークプロファイルが有効な場合は、有効になっているすべての
有線インタフェースからネットワークケーブルをすべて切り離します。

デフォルトでは、お気に入りの無線ネットワークのいずれかが使用可能な場合
は、お気に入りリストに表示される順序での加入が試みられます。それ以外の場
合は、「無線チューザ」ダイアログが表示されます。このダイアログでは、加入
するネットワークを選択できます。

注 –無線ネットワークに加入する方法は、「接続プロパティー」ビューの「無
線」タブで変更できます。

「自動」ネットワークプロファイル以外のネットワークプロファイルが有効な場
合、無線ネットワークに切り替えるために使用する方法は、そのネットワークプ
ロファイルの定義によって異なります。

次のいずれかの方法から選択します。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンの「接続」サブメニューを使用し
て、有線接続を無効にしてから、無線接続をアクティブにします。この方法が
使用可能なのは、両方の接続の起動型が「手動」である場合に限ることに注意
してください。

■ 有線接続をアクティブにしてから、必要に応じてその他の接続を無効にするに
は、有効なネットワークプロファイルを編集します。

無線接続が確立されると、通知メッセージが表示されます。

■ 無線ネットワークから有線ネットワークへの切り替え

「自動」ネットワークプロファイルが有効な場合は、使用可能な有線インタ
フェースにネットワークケーブルを接続します。

「自動」ネットワークプロファイル以外のネットワークプロファイルが有効な場
合、有線ネットワークに切り替えるために使用する方法は、そのネットワークプ
ロファイルの定義によって異なります。

デスクトップからNWAMと対話する
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次のいずれかの方法から選択します。
■ 「ネットワークステータス」通知アイコンの「接続」サブメニューを使用し
て、無線接続を無効にしてから、有線接続を有効にします。この方法が使用可
能なのは、両方の接続の起動型が「手動」である場合に限ることに注意してく
ださい。

■ 有線接続を有効にしてから無線接続を無効にするには、有効なネットワークプ
ロファイルを編集します。

有線接続が確立されると、通知メッセージが表示されます。

NWAM GUIを使用して実行できるその他のタスクについては、オンラインヘルプを
参照してください。

お気に入りの無線ネットワークに加入して管理する
NWAMのデフォルトでは、無線ネットワーク接続が有効な場合、接続が一覧表示さ
れる優先度の順で、お気に入りリストで使用可能なネットワークへの接続が要求な
しで試みられます。使用可能なお気に入りのネットワークがない場合は、「無線
チューザ」ダイアログが開きます。このダイアログでは、加入する無線ネット
ワークを選択できます。

「ネットワーク設定」ダイアログの「接続プロパティー」ビューの「無線」タブ
で、無線ネットワークへの接続が試行される方法を変更することもできます。必要
に応じて、「ネットワークステータス」通知アイコンの右クリックメニューにアク
セスして、別の無線ネットワークに手動で接続できます。

ヒント –「ネットワーク設定」ダイアログを使用して、選択したネットワークの「接
続プロパティー」ビューにアクセスできます。このダイアログには、「表示」とい
うラベルが付いたドロップダウンリストが付いています。このリストでは、特定の
ネットワークのビューを切り替えることができます。各ビューでは、実行可能なさ
まざまなタスクや、選択したネットワークに関する、該当ビューに固有の情報が提
供されます。

次のビューは、システム上にある各ネットワークプロファイルのネットワーク接続
ごとに存在します。

■ 接続ステータス
■ ネットワークプロファイル
■ 接続プロパティー

ネットワークプロファイルの操作の詳細 (「ネットワーク設定」ダイアログの説明を
含む)は、137ページの「ネットワークプロファイルの管理」を参照してください。

お気に入りの無線ネットワークに加入して管理する
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▼ 無線ネットワークに加入する方法
無線ネットワークに加入するには、「ネットワークステータス」通知アイコンを右
クリックすると使用可能になる「無線ネットワークの加入」オプションを選択しま
す。「無線チューザ」ダイアログは、表示される使用可能なネットワークのリスト
から、接続する無線ネットワークを選択する場所です。

別の無線ネットワークに手動で接続するには、次のいずれかを行うことができま
す。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンの右クリックメニューから、使用可能
な無線ネットワークを選択します。

■ 「ネットワークステータス」通知のアイコンメニューから「リストにない無線
ネットワークに加入」オプションを選択します。

リストにない無線ネットワークとは、そのネットワーク名をブロードキャストし
ないように構成されているけれども、引き続き加入が可能な無線ネットワークの
ことです。

■ 「無線チューザ」ダイアログから、使用可能な無線ネットワークを選択しま
す。加入可能な無線ネットワークの選択肢がある場合は、このダイアログが自動
的に表示されます。

「無線ネットワークの加入」ダイアログが開いたら、選択した無線ネットワークに
関するすべての必要情報を指定してください。

指定する必要のある情報の詳細は、NWAM GUIのオンラインヘルプを参照してくだ
さい。
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お気に入りのネットワークを管理する
デフォルトでは、はじめて無線ネットワークに加入すると、「無線ネットワークに
加入」ダイアログに「接続が成功したらお気に入りのネットワークのリストに追加
する」という名前のチェックボックスが表示されます。

■ お気に入りリストに無線ネットワークを追加するには、接続に成功したら、この
ボックスを選択します。お気に入りリストにネットワークを追加しない場合
は、ボックスの選択を解除します。ボックスはデフォルトで選択されています。

■ 現在使用できない、または現在お気に入りリストにネットワーク名をブロード
キャストしていない無線ネットワークを追加するには、「接続プロパ
ティー」ビューの「無線」タブに移動してから、「追加」ボタンをクリックしま
す。ネットワークを追加するには、ネットワーク名、セキュリティータイプ、お
よびセキュリティーキーを知っている必要があります。

ネットワークプロファイルの管理
NWAM GUIを使用する場合、ネットワークプロファイルが48ページの「NCPの説
明」で説明するNCPに相当します。

ネットワークプロファイルでは、いつでも有効または無効にすることができる
ネットワークインタフェースを指定します。ネットワークプロファイルを使用する
と、複数のネットワークインタフェースが使用可能な状況で役立ちます。たとえ
ば、最新のノートパソコンブランドには、有線と無線の両方のインタフェースが搭

ネットワークプロファイルの管理
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載されています。物理的な場所や作業環境によっては、セキュリティーまたはその
他の理由で、一方のインタフェースのみを使用して、他方のインタフェースは無効
にする場合があります。

NWAM GUIでは、デフォルトの「自動」ネットワークプロファイルとユーザー定義
のネットワークプロファイルの 2種類のネットワークプロファイルが使用可能で
す。どちらの種類のプロファイルも有効または無効にすることができま
す。ユーザー定義のプロファイルは変更できますが、「自動」プロファイルはでき
ません。「自動」プロファイルは、NWAM GUIまたはCLIを使用しても作成した
り、削除したりできません。ただし、ユーザー定義のプロファイルは、GUIとCLI
のどちらかを使用して作成、変更、および削除することができます。

デフォルトでは、「自動」ネットワークプロファイルは最初に 1つの有線接続の有
効化を試みます。この試みに失敗すると、1つの無線接続の有効化が試みられます。

「ネットワーク設定」ダイアログについて
「ネットワーク設定」ダイアログは、個々のネットワーク接続が構成される場所で
あり、各ネットワーク接続の現在の状態が表示されます。ダイアログの一番上にあ
るドロップダウンリストを使用して、切り替え可能なさまざまなビューにアクセス
できます。

ダイアログは、次の方法で開くことができます。

■ デスクトップ上の「ネットワークステータス」通知アイコンをクリックします。
■ デスクトップパネルのメインメニューバーから、「システム」→「管
理」→「ネットワーク」の順に選択します。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンメニューから「ネットワーク設定」を
選択します。

「ネットワーク設定」ダイアログの一番上には、「表示」というラベルが付いたド
ロップダウンリストがあります。このリストでは、各ネットワークプロファイルの
ネットワーク接続ごとに、「接続ステータス」ビュー、「ネットワークプロファイ
ル」ビュー、および「接続プロパティー」ビューを切り替えることができます。

「接続ステータス」ビュー

■ 「接続ステータス」ビューには、手動起動型のネットワークプロファイル内にあ
る有効な各ネットワーク接続に関する情報、およびアクティブな優先グループ内
の各接続 (有効か無効かに関係なく)に関する情報が表示されます。「有効な接
続」セクションには、有効なすべての接続が、「ネットワークプロファイ
ル」ビューに一覧表示されるときと同じ順序で一覧表示されます。133ページ
の「有効なネットワーク接続に関する詳細を表示する方法」を参照してくださ
い。
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「ネットワークプロファイル」ビュー

■ ネットワークプロファイルの情報は、「ネットワーク設定」ダイアログ
の「ネットワークプロファイル」ビューで表示できます。

このビューを表示するには、「ネットワーク設定」ダイアログの一番上にあるド
ロップダウンリストで「ネットワークプロファイル」を選択します。

「接続プロパティー」ビュー

■ 「接続プロパティー」ビューでは、指定されたネットワーク接続のプロパ
ティーを表示および変更できます。このビューに切り替えるには、「表示」ド
ロップダウンリストから接続名を選択するか、「接続ステータス」と「ネット
ワークプロファイル」のどちらかのビューで接続名をダブルクリックします。接
続のプロパティーを表示または編集できるタブ付きのビューが表示されます。

「接続プロパティー」ビューには、「IPアドレス」タブと「無線」タブの 2つの
タブが付いています。「無線」タブは、接続タイプが無線の場合にのみ表示され
ます。この「IPアドレス」タブでは、IPv4と IPv6の両方のアドレスを構成できま
す。「無線」タブでは、お気に入りネットワークのリストを構成し、使用可能な
ネットワークに無線インタフェースを接続する方法を選択できます。
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ネットワークプロファイルに関する情報を表示す
る
ネットワークプロファイルの情報は、「ネットワーク設定」ダイアログの「ネット
ワークプロファイル」ビューで表示できます。

このビューを表示するには、「ネットワーク設定」ダイアログの一番上にあるド
ロップダウンリストで「ネットワークプロファイル」を選択します。

「ネットワークプロファイル」リストには、使用可能な各ネットワークの名前が表
示されます。現在有効になっているプロファイルは、ラジオボタンインジケータ付
きで表示されます。デフォルトでは、1つのプロファイル「自動」が表示されま
す。このプロファイルのアクティブ化はできますが、編集や削除はできません。た
だし、複数の追加ネットワークプロファイルを作成することは可能です。手動で作
成されたネットワークプロファイルは、必要に応じてアクティブ化、編集、または
削除することができます。

「ネットワークプロファイル」リストの下には、選択したプロファイルの要約が表
示されます。選択したプロファイルを完全に表示したり、プロファイルを編集した
りするには、「編集」ボタンをクリックします。

注 –選択したプロファイルが、有効なプロファイルと異なる場合があります。

あるネットワークプロファイルから別のネット
ワークプロファイルに切り替える
1. 「ネットワーク設定」ダイアログの「ネットワークプロファイル」ビューを開き
ます。
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2. アクティブにするネットワークプロファイルの横にあるラジオボタンを選択しま
す。

3. ネットワークプロファイルを切り替えるには、「了解」をクリックします。プロ
ファイルを切り替えずにダイアログを閉じるには、「取消し」をクリックしま
す。

ネットワークプロファイルを追加または削除する
ネットワークプロファイルを作成または編集するには、「ネットワーク設定」ダイ
アログの一番上にあるドロップダウンリストから「ネットワークプロファイル」を
選択します。

■ 新しいネットワークプロファイルを作成するには、「追加」ボタンをクリックし
てから、新しいプロファイルの名前を入力します。

■ 既存のネットワークプロファイルを複製するには、リスト内でプロファイルを選
択し、「複製」ボタンをクリックしてから、新しいプロファイルの名前を入力し
ます。

■ ネットワークプロファイルを削除するには、リスト内でプロファイルを選択して
から、「削除」ボタンをクリックします。

注 –「自動」ネットワークプロファイルを削除することはできません。

追加または複製したプロファイルの編集の詳細は、141ページの「ネットワークプロ
ファイルの編集」を参照してください。

ネットワークプロファイルの編集
新しいネットワークプロファイルを手動で追加するとき、または既存のネット
ワークプロファイルを複製するときは、新しいプロファイルで有効および無効にな
るネットワーク接続を指定するように新しいプロファイルを編集する必要がありま
す。

注 –手動で作成したネットワークプロファイルは、編集および削除することができま
す。ただし、「自動」ネットワークプロファイルは編集や削除ができません。
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▼ 「ネットワークプロファイル」ダイアログを開く方法

ネットワークプロファイルを編集するには、「ネットワーク設定」ダイアログ
の「ネットワークプロファイル」ビューでプロファイルを選択してから、「編
集」ボタンをクリックします。

ネットワークプロファイルのリストは、上位 2つのグループの最小限の説明で構成
されています。たとえば、上記の図で表示した「自動」プロファイルには、次の節
で詳細に説明する 4つのグループの説明が含まれています。

注 –「自動」ネットワークプロファイルは、変更や削除ができません。「自
動」ネットワークプロファイルが「ネットワークプロファイルの編集」ダイアログ
で選択されると、すべてのプロファイル編集のボタンおよびドロップダウンリスト
が常に無効になります。

詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

優先グループを操作する
「常に有効」グループ内のネットワーク接続は、選択されたネットワークプロ
ファイルがアクティブなときに常に有効になります。
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ネットワーク接続を「常に有効」グループに移動するには、まず接続を選択してか
ら、次のいずれかを行います。

■ 「有効」ボタンをクリックします。
■ 接続が「常に有効」グループに移動するまで「上へ」ボタンをクリックします。

「常に無効」グループ内のネットワーク接続は、選択されたネットワークプロ
ファイルがアクティブなときに常に無効になります。

ネットワーク接続を「常に無効」グループに移動するには、まず接続を選択してか
ら、次のいずれかを行います。

■ 「無効」ボタンをクリックします。
■ 接続が「常に無効」グループに移動するまで「下へ」ボタンをクリックします。

1つ以上のネットワークインタフェースを 1つのグループとして処理するネット
ワークプロファイルを作成できます。優先度が最高のグループで 1つ以上のインタ
フェースを有効にすることができない場合は、グループの優先度タイプに
従って、次に優先度が高いグループが考慮されます。

次の表は、使用可能な 3つの異なる優先グループを示しています。

優先度タイプ 説明

Exclusive グループ内の 1つの接続が有効になり、その他のすべての接続
は無効になります。グループ内の 1つ以上の接続が有効である
限り (必ずしも常に同じ接続とは限りません)、優先度が低いグ
ループ内の接続の有効化は試みられません。

共有 有効化可能なグループ内のすべての接続が有効になります。グ
ループ内の 1つ以上の接続が有効のままである限り、優先度が
低いグループ内の接続の有効化は試みられません。

All グループ内のすべての接続が有効になります。接続のいずれか
が失われると、グループ内のすべての接続が無効になりま
す。グループ内のすべての接続が有効のままである限り、優先
度が低いグループ内の接続の有効化は試みられません。

たとえば、デフォルトの「自動」ネットワークプロファイルには、排他的な 2つの
優先グループが含まれています。優先度が高い方のグループには、すべての有線
ネットワーク接続が含まれています。優先度が低い方のグループには、すべての無
線ネットワーク接続が含まれています。

このようなタスクまたはその他のタスクの実行の詳細な手順については、オンライ
ンヘルプを参照してください。

ネットワークプロファイルの管理

第 6章 • NWAMグラフィカルユーザーインタフェースについて 143



場所を作成および管理する
場所は、ネームサービスやファイアウォールの設定などのネットワーク構成の特定
要素で構成されています (必要に応じて、同時に適用されます)。さまざまな使用目
的で複数の場所を作成できます。たとえば、オフィスで会社のイントラネットを使
用して接続しているときは、1つの場所を使用できます。無線アクセスポイントを使
用してパブリックインターネットに接続しているときは、自宅で別の場所を使用で
きます。場所は、ネットワーク接続で取得される IPアドレスなどの環境条件に
従って手動で、または自動的にアクティブにできます。

「ネットワークの場所」ダイアログでは、場所を切り替えたり、場所のプロパ
ティーを編集したり、新しい場所を作成したり、場所を削除したりできます。作成
および削除できるのはユーザー定義の場所だけであることに注意してくださ
い。「場所」ダイアログは、「ネットワーク設定」ダイアログの「接続ステータ
ス」ビューから開くことができます。

「場所」リストは、「ネットワークステータス」通知のアイコンメニューのリスト
と似ています。使用可能な各場所は、起動型を表すアイコン付きで一覧表示されま
す。

場所のタイプは次のとおりです。

■ システム –このタイプの場所は、システム定義の場所 (「自動」および「ネット
ワークなし」)です。つまり、現在のネットワーク状況に基づいて、場所をアク
ティブにするタイミングがシステムにより決定されます。

■ 手動 –このタイプの場所は、「ネットワークの場所」ダイアログを使用する
か、「ネットワークステータス」通知アイコンと対話することによって、手動で
有効または無効にすることができます。
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■ 条件付き –このタイプの場所は、場所の作成中に指定される規則に従って、自動
的に有効または無効になります。

「選択された場所」ドロップダウンリストには、選択された起動型も表示されま
す。有効になっている場所は、リストの 1番目の列に表示されるラジオボタンの選
択で示されます。

▼ 場所の起動モードを変更する方法
次のタスクでは、NWAM GUIを使用して場所の起動モードを変更する方法について
説明します。netcfgコマンドを使用する場合は、指定された場所のプロパティーを
変更して起動モードを変更します。詳細は、100ページの「プロファイルのプロパ
ティー値を設定および変更する」を参照してください。

「ネットワークステータス」通知アイコンの「場所」サブメニューから、「ネット
ワークの場所」を選択します。または、「ネットワーク設定」ダイアログの「接続
ステータス」ビューから、「場所」ボタンをクリックします。

場所の起動モードを変更するには、リスト内で場所を選択してから、「選択された
場所」ドロップダウンリストから新しい起動モードを選択します。

注 –システムの場所が選択されているときは、ドロップダウンリストに「システムに
よって起動されました」が表示され、ドロップダウンリストと「規則の編集」ボタ
ンの両方が無効になることに注意してください。

「手動」または「条件付き」の場所が選択されているときは、ドロップダウンリス
トのオプションは次のとおりです。

■ 手動起動のみ:この場所は、手動で選択した場合にのみ有効になります。このオ
プションが選択されると、「規則の編集」ボタンが無効になります。

■ 規則によって起動:この場所は、特定のネットワーク条件で自動的に選択されま
す。このオプションが選択されると、「規則の編集」ボタンが有効になります。

(省略可能)場所をアクティブにする方法とタイミングに対する規則を設定するに
は、「規則の編集」ボタンをクリックします。
詳細な手順については、オンラインヘルプの「「規則」ダイアログの操作」を参照
してください。

▼ ある場所から別の場所に切り替える方法
次のタスクでは、NWAM GUIを使用してある場所から別の場所に切り替える方法に
ついて説明します。CLIを使用して場所を切り替えるには、netadmコマンドを使用し
て新しい場所をアクティブにします。システムでは常に 1つの場所だけをアク
ティブにする必要があるため、新しい場所をアクティブにすると、暗黙的に現在有
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効になっている場所は無効になります。ネットワークプロファイルをアクティブに
するときにも、同じ規則が適用されます。場所の有効化および無効化の詳細は、
118ページの「プロファイルをアクティブまたは非アクティブにする」を参照してく
ださい。

「ネットワークステータス」通知アイコンの「場所」サブメニューから、アク
ティブにする場所を選択します。

「場所」サブメニューで「場所の自動切り替え」オプションが選択されている場合
は、アクティブにする場所を手動で選択できません。ネットワーク環境の変化に応
じて、常に最適な「システム」または「条件付き」の場所が自動的にアクティブに
なります。

「場所」サブメニューで「場所の手動切り替え」オプションが選択されている場合
は、その起動型には関係なく、使用可能な場所をアクティブにできます。選択され
た場所は、無期限にアクティブなままになります。

■ あるいは、「ネットワークの場所」ダイアログでも場所を切り替えることができ
ます。このためには、次の手順に従います。

a. 「ネットワークステータス」通知アイコンの「場所」サブメニューか
ら、「ネットワークの場所」を選択します。または、「ネットワーク設定」ダ
イアログの「接続ステータス」ビューから、「場所」ボタンをクリックしま
す。

b. 切り替える場所のラジオボタンを選択してから、「了解」をクリックします。

■ 「ネットワークの場所」ダイアログで「場所の自動切り替え」ラジオボタ
ンが選択されている場合は、アクティブにする場所を手動で選択できませ
ん。ネットワーク環境の変化に応じて、常に最適な「システム」また
は「条件付き」の場所が自動的にアクティブになります。

■ 「ネットワークの場所」ダイアログで「場所の手動切り替え」ラジオボタ
ンが選択されている場合は、その起動型には関係なく、使用可能な場所を
アクティブにできます。その場所は無期限にアクティブなままになること
に注意してください。

場所の編集
NWAM GUIを使用して場所を編集することは、NWAM CLIを使用する場合の場所の
プロパティーを変更することに相当します。

●
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場所を編集するには、「ネットワークステータス」通知アイコンの「場所」サブメ
ニューから「ネットワークの場所」を選択します。または、「ネットワーク設
定」ダイアログの「接続ステータス」ビューから、「場所」ボタンをクリックしま
す。

指定された場所のプロパティーを編集するには、リスト内で場所を選択してか
ら、「編集」をクリックします。

あるいは、リスト内の場所をダブルクリックすることもできます。

「場所の編集」ダイアログが開き、次の 2つのタブが使用できます。

ネームサービス 指定された場所内にネームサービスを構成できます。

セキュリティー 指定された場所が有効なときに、IPフィルタや IPsec機能で使用
される構成ファイルを選択できます。

編集する情報を表示するには、該当するタブを選択します。

外部ネットワーク識別子について
外部ネットワーク識別子 (ENM)とは、NWAMの外部にあるアプリケーション用に作
成されるプロファイルです。ただし、これらのアプリケーションではネットワーク
構成の作成および変更が可能です。たとえば、VPNアプリケーションを使用する
と、ネットワーク接続が仮想プライベートネットワークと通信できます。ENM
は、NWAM GUIで「ネットワーク修飾子」ダイアログを使用することで構成および
監視されます。

注 – NWAM GUIを使用してネットワーク修飾子アプリケーションまたはサービスを
管理する前に、手動でインストールしてから、証明書や共有シークレットのインス
トールなどの初期設定を完了する必要があります。

ENMは、必要に応じて手動で起動および停止できます。また、ユーザー定義の規則
に従って、自動的に起動することもできます。このダイアログを使用して管理する
には、ネットワーク修飾子アプリケーションをコマンド行ツールまたは SMFサービ
スとして実装する必要があります。

NWAM CLIを使用した ENMの作成および管理の詳細は、93ページの「ENMプロ
ファイルを作成する」を参照してください。
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「ネットワーク修飾子」ダイアログについて
このダイアログは、ネットワーク構成を作成および変更できる外部ネットワーク識
別子 (ENM)アプリケーションの追加や削除、起動と停止、および編集を行う際に使
用されます。

次のいずれかの方法を使用してダイアログを開きます。

■ 「ネットワーク設定」ダイアログの「接続ステータス」ビューで「修飾子」ボタ
ンをクリックします。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンを右クリックしてから、「ネット
ワーク修飾子の設定」メニュー項目を選択します。

このダイアログのメインセクションは、各 ENMの次の情報を表示する 3つの列から
成るリストです。

■ アクティブ化の状態 (「手動」または「条件付き」)
■ ユーザー定義の名前 (たとえば、「Cisco VPN」)
■ 現在のステータス (「実行中」または「停止しました」)

外部ネットワーク識別子について
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「規則に従って開始/停止する」チェックボックスは、選択したネットワーク修飾子
アプリケーションの起動型が「条件付き」の場合はチェックされ、起動型が「手
動」の場合はチェックが解除されます。起動型を変更するには、チェックボックス
を切り替えます。

▼ コマンド行の ENMを追加する方法
次の手順では、コマンド行の ENMを追加する方法について説明します。ネット
ワーク修飾子アプリケーションサービスの追加の詳細は、オンラインヘルプを参照
してください。

次のいずれかの方法を使用して「ネットワーク修飾子」ダイアログを開きます。

■ 次に、「ネットワーク設定」ダイアログの「接続ステータス」ビューから、「修
飾子」ボタンをクリックします。

■ 「ネットワークステータス」通知アイコンを右クリックしてから、「ネット
ワーク修飾子の設定」メニュー項目を選択します。

「追加」ボタンをクリックします。

新しいネットワーク修飾子アプリケーションの名前を入力します。

次のいずれかを行います。

■ 起動型が「手動」である新しいエントリを追加するには、EnterまたはTabキーを
押します。

2つの修飾子の管理のラジオボタンを有効にします。1つ目の「コマンド行アプリ
ケーション」は、デフォルトで選択されています。「開始コマンド」および「停
止コマンド」フィールドと、2つの「参照」ボタンも有効になっています。

■ 変更を取り消すには、Escキーを押します。

「開始コマンド」フィールドに、このネットワーク修飾子アプリケーションを開始
するコマンドを入力します。

あるいは、「参照」ボタンを使用して、使用するコマンドを選択できるファイル
チューザダイアログを開くこともできます。

このネットワーク修飾子アプリケーションの「開始」ボタンは、このフィールドに
有効なコマンドが入力されるまで無効になっています。
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「停止コマンド」フィールドに、このネットワーク修飾子アプリケーションを停止
するコマンドを入力します。

あるいは、「参照」ボタンを使用して、使用するコマンドを選択できるファイル
チューザダイアログを開くこともできます。

このネットワーク修飾子アプリケーションの「停止」ボタンは、このフィールドに
有効なコマンドが入力されるまで無効になっています。

このアプリケーションを追加するには、「了解」をクリックします。

外部ネットワーク修飾子が追加されます。
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データリンクとインタフェース構成
ここでは、パート I「Network Auto-Magic」で導入されたネットワーク構成プロ
ファイルのコンテキストでのデータリンクとインタフェース構成の手順について
説明します。これらの手順は、有効またはアクティブになっている任意の固定プ
ロファイルに適用されます。

パ ー ト I I
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プロファイルでのデータリンクおよびイ
ンタフェース構成コマンドの使用

この章は、dladmや ipadmのような従来の構成コマンドがプロファイルベースの
ネットワーク構成と関係する場合の、これらのコマンドの使用方法について説明し
ます。

プロファイルベースのネットワーク構成の特徴
このOracle Solarisリリースでは、ネットワーク構成はプロファイルに基づいていま
す。システムのネットワーク構成の設定は、特定のネットワーク構成プロファイル
(NCP)と対応する場所プロファイルによって管理されます。NCP、場所プロファイ
ル、およびその他のプロファイルタイプ、それらのプロパティー、およびプロ
ファイルの操作や管理に使用するコマンドの詳細については、パート I「Network
Auto-Magic」を参照してください。

注 –ネットワーク構成に関する主なプロファイルタイプは、NCP、場所プロファイ
ル、外部ネットワーク修飾子 (ENM)、および無線ローカルエリアネットワーク
(WLAN)です。これらのタイプのうち、主要なプロファイルはNCPです。このマ
ニュアル全体を通じて、特に明記しないかぎり、「プロファイル」という用語は
NCPを指します。

プロファイルベースのネットワーク構成の特徴は、次のとおりです。

■ あるシステムのネットワーク構成を管理するために一度にアクティブになるの
は、1組のNCPと場所プロファイルだけです。システム内のほかの既存のNCPは
すべて、非運用状態になります。

■ アクティブなNCPは、「リアクティブ」、「固定」のいずれかになります。リア
クティブプロファイルでは、システムのネットワーク環境の変化に適応できるよ
うに、ネットワーク構成が監視されます。固定プロファイルでは、ネットワーク
構成はインスタンス化されますが、監視されません。
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■ NCPのさまざまなプロパティーの値が、そのプロファイルによるネットワーク構
成の管理方法を制御するポリシーを構成します。

■ NCPのプロパティーに対する変更は、新しいプロパティー値として即座に実装さ
れ、そのプロファイルの、ネットワーク構成を管理するポリシーの一部となりま
す。

注 – Oracle Solaris 11 11 Expressリリースからアップグレードされたシステムで
は、アップグレード前に使用されていたネットワーク構成が、アップグレード後の
アクティブプロファイルとなります。以前の構成が dladmおよび ipadmコマンドに
よって作成されていた場合、その構成はプロファイル DefaultFixedとなり、これが
システムでアクティブになります。それ以外の場合、その構成はプロファイル
Automaticとなり、これがシステムのネットワーク構成を管理します。

プロファイルと構成ツール
プロファイルのカスタマイズに使用するツールは、アクティブなプロファイルに依
存します。アクティブなプロファイルが Automaticなどのリアクティブプロファイル
である場合は、netcfgおよび netadmコマンドを使用してプロファイルを構成および
監視します。アクティブなプロファイルが DefaultFixedなどの固定プロファイルで
ある場合は、dladmおよび ipadmコマンドを使用します。

dladmおよび ipadmコマンドはアクティブなプロファイルに対してのみ有効です。し
たがって、これらのコマンドを使用する前に、次を確認する必要があります。

■ 適切なコマンドを使用して正しいターゲットプロファイルに対して変更を行える
よう、どのプロファイルがアクティブであるかを知る。

■ コマンド使用後に予期しない構成動作が発生しないように、ターゲットプロ
ファイルがリアクティブ、固定のいずれであるかを知る。リアクティブプロ
ファイルは、固定プロファイルと異なる方法でネットワーク構成を管理しま
す。したがって、変更実装時の 2つのプロファイルの動作も異なります。

注 – dladmおよび ipadmコマンドの -tオプションを使用して一時的な設定を作成でき
るのは、固定プロファイルの場合だけです。リアクティブプロファイルでは、この
オプションはサポートされません。

dladmおよび ipadmコマンドをプロファイル上で正しく使用するには、次の 2つの手
順に従います。

プロファイルと構成ツール
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▼ ネットワーク管理モードを判定する方法
AutomaticなどのリアクティブNCPがシステムでアクティブなNCPである場合、シ
ステムのネットワーク管理モードは自動です。ネットワーク構成を実行する前
に、次の手順に従ってネットワーク管理モードを判定してください。この手順によ
り、正しいコマンドを使用して、適切なプロファイル上で構成を実装していること
を確認できます。

システム内のプロファイルを一覧表示します。
# netadm list -x

TYPE PROFILE STATE AUXILIARY STATE

ncp Automatic online active

ncu:phys net0 online interface/link is up

ncu:ip net0 online interface/link is up

ncu:phys net1 online interface/link is up

ncu:ip net1 offline* waiting for IP address to be set

ncp testcfg disabled disabled by administrator

loc Automatic offline conditions for activation are unmet

loc NoNet offline conditions for activation are unmet

loc Lab online active

loc User disabled disabled by administrator

出力には、次の 2種類の情報が示されます。
■ netadm listコマンドは、ネットワーク管理モードが自動の場合にのみサポートさ
れます。このため、プロファイルリストが生成されるということは、ネット
ワーク管理が自動モードであることを示します。そうでない場合、netadm listコ
マンドは次のメッセージを生成して、代わりにDefaultFixedプロファイルがアク
ティブであることを示します。

netadm: DefaultFixed NCP is enabled; automatic network management is not available.

’netadm list’ is only supported when automatic network management is active.

■ プロファイルリストが生成される場合には、リアクティブNCPの online状態に
より、どのNCPが有効であるかも示されます。サンプル出力は、既存のリアク
ティブNCPは Automatic NCPのみであることを示しています。ユーザーが作成し
たほかのNCPがシステムに存在する場合には、それらもリストに含まれます。

使用する構成ツールに対して、適切なプロファイルがアクティブになっていること
を確認してください。
たとえば、dladmおよび ipadmコマンドは、DefaulfFixedプロファイルでのみ使用で
きます。ただし、netcfgコマンドを使用できるのは、ネットワーク管理が自動
モードである Automaticなどのリアクティブなプロファイルに対してだけです。

選択した構成ツールで変更するプロパティーを含むプロファイルがアクティブでな
い場合は、次の手順に進んで、適切なプロファイルを有効にしてください。該当す
るプロファイルがアクティブな場合は、ツールの使用を開始して、ネットワークを
構成できます。

たとえば、ネットワーク管理を自動モードにせずに、dladmや ipadmなどのコマンド
行を使ってデータリンクおよびインタフェースを手動で構成する場合を考えま

1

2

プロファイルと構成ツール
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しょう。手順 1の出力は、Automaticプロファイルが有効であることを示します。こ
のため、コマンド行を使用してネットワーク構成を行う場合は、DefaultFixedプロ
ファイルを有効にする必要があります。

別のプロファイルを構成する場合は、次のように入力してそのプロファイルを有効
にします。
# netadm enable -p ncp profile-name

例:

# netadm enable -p ncp defaultfixed

ネットワーク管理が自動モードで、別のリアクティブNCPを使用する場合にも、同
じコマンド構文を使用します。手順 1のサンプル出力に基づき、Automaticの代わり
に、ユーザー作成のNCP testcfgをアクティブにするとしましょう。その場合、次
のように入力します。

# netadm enable -p ncp testcfg

注意 –このコマンドはアクティブなプロファイルを切り替えます。アクティブなプロ
ファイルを切り替えると、既存のネットワーク構成は削除され、新しい構成が作成
されます。以前アクティブだったNCP上で実装された永続的な変更はすべて、新し
いアクティブなNCPでは除外されます。

次の手順
次の各章は、さまざまな種類のデータリンク構成やインタフェース構成を実行する
ために使用可能な手順について説明しています。

■ データリンクを構成する場合は、第 8章「データリンクの構成と管理」を参照し
てください。

■ IPインタフェースを構成する場合は、第 9章「IPインタフェースの構成」を参照
してください。

■ ワイヤレスインタフェースを構成する場合は、第 10章「Oracle Solaris上での無線
インタフェース通信の構成」を参照してください。

■ ブリッジを構成する場合は、第 11章「ブリッジを管理する」を参照してくださ
い。

■ リンク集約を構成する場合は、第 12章「リンク集約の管理」を参照してくださ
い。

■ VLANを構成する場合は、第 13章「VLANの管理」を参照してください。
■ IPMPグループを構成する場合は、第 14章「IPMPの紹介」と第 15章「IPMPの
管理」を参照してください。

■ リンク層検出プロトコル (LLDP)を構成する場合は、第 16章「LLDPによるネット
ワーク接続情報の交換」を参照してください。

3

次の手順
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データリンクの構成と管理

この章は、dladmコマンドと、このコマンドを使用してデータリンクを構成する方法
について説明します。

データリンクの構成 (タスク)
次の表は、dladmコマンドを使用して実行可能なさまざまなデータリンク構成タスク
の一覧を示します。またこの表は、タスクを完了するための詳しい手順へのリンク
も示します。

表 8–1 基本的なデータリンク構成の実行 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

データリンクの名前を変更しま
す。

ハードウェアベースの名前を使
用しないでデータリンク名をカ
スタマイズします。

160ページの「データリンクの
名前を変更する方法」

データリンクの物理属性を表示
します。

メディアのタイプや関連するデ
バイスインスタンスの情報な
ど、データリンクのベースとな
る物理情報を一覧表示します。

161ページの「データリンクの
物理属性に関する情報を表示す
る方法」

データリンクの状態を表示しま
す。

データリンクのステータスに関
する情報を一覧表示します。

162ページの「データリンクの
情報を表示する方法」

データリンクを削除します。 もう使用されていないNICに
関連付けられたリンク構成を削
除します。

163ページの「データリンクを
削除する方法」
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表 8–2 データリンクプロパティーの設定 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

MTUサイズを変更します。 ジャンボフレームを処理できる
ように、パケット伝送のMTU
サイズを増やします。

165ページの「ジャンボフ
レームのサポートを有効にする
方法」

リンク速度を変更します。 古いシステムとの通信が可能と
なるように、高いリンク速度を
オフに切り替え、低いリンク速
度のみを通知します。

167ページの「リンク速度パラ
メータを変更する方法」

リンクプロパティーに関する情
報を表示します。

リンクプロパティーとその現在
の構成を一覧表示しま
す。Ethernetパラメータの設定
を一覧表示します。

168ページの「データリンクプ
ロパティーに関するステータス
情報を取得する方法」

DMAバインディングを使用す
るようにドライバを構成しま
す。

伝送時にDMAバインディング
と bcopy機能との切り替えをド
ライバに行わせるためのしきい
値を設定します。

170ページの「ダイレクトメモ
リーアクセスバインディングを
使用するように e1000gドライ
バを設定する方法」

割り込みレートを設定します。 ドライバによって割り込みが発
行されるレートを、自動的に定
義されたものを使用せずに手動
で定義します。

171ページの「割り込みレート
を手動で設定する方法」

ネットワークインタフェース
カード (NIC)を交換します。

動的再構成 (DR)中にシステム
内のNICを変更します。

173ページの「動的再構成を使
用してネットワークインタ
フェースカードを交換する方
法」

リンク単位の autopushプロパ
ティーを設定します。

データリンク上にプッシュされ
る STREAMSモジュールを構成
します。

176ページの「データリンクに
STREAMSモジュールを設定す
る方法」

dladmコマンド
dladmコマンドは、GLDv3ドライバ構成フレームワークを完全に実装したあと、時間
の経過とともに拡張機能を獲得してきました。このフレームワークは次のよう
に、NICドライバの構成を拡張します。

■ ネットワークドライバのプロパティーの構成に必要となるのは、単一のコマンド
インタフェースである dladmコマンドだけです。

■ プロパティーにかかわらず、dladm subcommand properties datalink という一貫した
構文が使用されます。

■ dladmコマンドの使用は、ドライバの公開プロパティーと非公開プロパティーの
両方に適用されます。

dladmコマンド
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■ 特定のドライバに対して dladmコマンドを使用しても、似たタイプのほかのNIC
のネットワーク接続に支障が生じることはありません。したがって、データリン
クのプロパティーを動的に構成できます。

■ データリンク構成の設定は dladmリポジトリ内に格納され、システムのリブート
後も永続します。

データリンクの構成時に前述のメリットの恩恵を受けるには、nddコマンドのような
以前のリリースの従来型ツールではなく、dladmを構成ツールとして使用するように
してください。

データリンクを管理するには、次の dladmサブコマンドを使用します。

■ dladm rename-linkは、データリンクの名前を変更します。
■ dladm show-linkは、システム内の既存のデータリンクを表示します。
■ dladm show-physは、データリンクの物理属性を表示します。
■ dladm delete-physは、データリンクを削除します。
■ dladm show-linkpropは、データリンクに関連付けられたプロパティーを表示しま
す。

■ dladm set-linkpropは、指定されたデータリンクプロパティーを設定します。
■ dladm reset-linkpropは、プロパティーをデフォルト設定に戻します。
■ dladm show-etherは、データリンクの Ethernetパラメータ設定を表示します。

dladmコマンドは、次のようなほかの種類のリンク管理を実行する場合にも使用され
ます。

■ ブリッジの構成。第 11章「ブリッジを管理する」を参照
■ リンク集約の構成。第 12章「リンク集約の管理」を参照
■ VLANの構成。第 13章「VLANの管理」を参照
■ トンネルの構成。『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の第 6章「IPトンネルの構
成」を参照。

コマンドの詳細については、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。

次の各手順は、dladmコマンドを使用してデータリンクを構成する方法を示しま
す。ほとんどの場合、データリンクの構成は、そのリンク上での IPインタフェース
の構成の一部となります。したがって、該当する場合は、これらの手順に、ipadmコ
マンドを使用した IPインタフェースの構成手順を含めています。ただし、IPインタ
フェースの構成と ipadmコマンドについては、第 9章「IPインタフェースの構成」で
詳しく説明します。

dladmコマンド
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▼ データリンクの名前を変更する方法
この手順は、データリンクの名前をカスタマイズされた名前に変更する場合に使用
します。たとえば、アップグレードされたシステムのいくつかのデータリンクで
ハードウェアベースのレガシー名が維持されていて、それらの名前を汎用名に変更
するような場合です。

リンク名の変更の影響を受ける可能性のある関連構成について実行する必要がある
その他の手順の調査と準備が完了していることを確認します。詳細は、29ページ
の「アップグレードされたシステムでのリンク名」を参照してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

データリンク上に IPインタフェースが構成されている場合は、その IPインタ
フェースを削除します。
# ipadm delete-ip interface

リンクの現在のリンク名を変更します。
# dladm rename-link old-linkname new-linkname

old-linkname データリンクの現在の名前を表します。リンク名はデフォルト
で、bge0のようなハードウェアベースのものになります。

new-linkname データリンクに割り当てる任意の名前を表します。リンク名を割り
当てる場合の規則については、30ページの「有効なリンク名の規
則」を参照してください。29ページの「アップグレードされたシス
テムでのリンク名」も参照し、データリンク名の変更に関する詳細
情報を確認してください。

システムのリブート後に新しいリンク名が永続しないようにするには、サブコマン
ドの直後に -tオプションを使用します。このオプションは、リンク名を一時的に変
更します。システムをリブートすると、元のリンク名に戻ります。

注 – dladm rename-linkを使用すると、リンクの構成をあるデータリンクから別の
データリンクに転送できます。例については、173ページの「動的再構成を使用して
ネットワークインタフェースカードを交換する方法」を参照してください。リンク
名をこの目的で変更する場合には、構成を継承するリンクに既存の構成が一切含ま
れていないことを確認してください。それ以外の場合、転送が失敗します。

始める前に

1

2

3
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システムの主ネットワークインタフェースの変更

次の例は、データリンクの名前を変更することでシステムの主ネットワークインタ
フェースを 2番目のNICに切り替える方法を示します。システムの主ネットワーク
インタフェースは net0ですが、これは、e1000g0上のデータリンクの汎用名で
す。この主ネットワークインタフェースのベースとなるインタフェースを、e1000g0

から nge0に切り替えます。この例は、新しいブート環境を作成する手順の一部とし
て使用できます。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 Ethernet up 1000 full e1000g0

net1 Ethernet up 1000 full nge0

# dladm rename-link net0 oldnet0

# dladm rename-link net1 net0

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

oldnet0 Ethernet up 1000 full e1000g0

net0 Ethernet up 1000 full nge0

▼ データリンクの物理属性に関する情報を表示する
方法
この手順は、システムのデータリンクの物理属性に関する情報を表示する手順を示
します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

システム上に現在存在しているデータリンクの物理属性に関する情報を表示しま
す。
# dladm show-phys

このコマンドで -Pを使用すると、各リンクのフラグステータスも表示できます。関
連ハードウェアが取り外された場合、データリンクは使用不可能になります。-Pオ
プションを指定しないと、このコマンドは使用可能なデータリンクのみを表示しま
す。

データリンクの /devicesパスを表示するには、-vオプションを使用します。

例8–1

1

2

dladmコマンド
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使用可能なデータリンクの表示

次の例では、-Pオプションによって FLAGS列が含められていますが、ここには、使
用可能なリンクが示されます。データリンク net0の rフラグは、このリンクに関連
付けられたハードウェア (nge)が取り外されたことを示しています。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 Ethernet up 100Mb full e1000g0

net1 Infiniband down 0Mb -- ibd0

net3 Ethernet up 100Mb full bge0

net4 Ethernet -- 0Mb -- nge0

次の例は、-Lオプション使用時に表示されるリンクとその物理的な場所を示してい
ます。

# dladm show-phys -L

LINK DEVICE LOCATION

net0 bge0 MB

net2 ibp0 MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net3 ibp1 MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net4 eoib2 MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

▼ データリンクの情報を表示する方法
この手順は、使用可能なリンクのステータスを表示します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

リンクの情報を表示します。
# dladm show-link

使用可能なリンクの表示

次の例は、システム上の永続的で使用可能なリンクを表示します。

# dladm show-link -P

LINK CLASS BRIDGE OVER

net0 phys -- --

net1 phys -- --

net2 phys -- --

例8–2

1

2

例8–3
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-Pオプションは、永続的ではあるが使用不可能になっている既存リンクもすべて表
示します。永続的なリンクを一時的に削除すると、そのリンクは使用不可能になり
ます。リンクの関連ハードウェアを取り外した場合も、リンクが使用不可能になり
ます。

▼ データリンクを削除する方法
この手順は、NICに関連付けられたリンク構成を削除します。交換する予定のない
NICを切り離した場合、そのNICに関連付けられたリンク構成を削除できます。こ
の手順を完了したら、リンク名を再利用できます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ハードウェアが取り外されたリンクも含め、システム上のデータリンクを表示しま
す。

取り外されたハードウェアに関する情報を含めるには、-Pオプションを使用しま
す。
# dladm show-phys

交換する予定のない取り外されたハードウェアのリンク構成を削除します。
# dladm delete-phys link

データリンクの削除

次の例で、net2の rフラグは、このリンクの関連ハードウェア (e1000g0)が取り外さ
れたことを示しています。したがって、リンク net2も削除し、その名前を新しい
データリンクに割り当て直すことができます。

# dladm show-phys -P

LINK DEVICE MEDIA FLAGS

net0 nge0 Ethernet -----

net1 bge0 Ethernet -----

net2 e1000g0 Ethernet r----

# dladm delete-phys net2
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データリンクプロパティーの設定
dladmコマンドは、データリンクの基本的な構成を実行するためだけでなく、データ
リンクプロパティーを設定したり、ネットワークの要求に従ってそれらのプロパ
ティーをカスタマイズしたりするために使用することもできます。

注 – dladmコマンドを使用してデータリンクプロパティーをカスタマイズできるの
は、e1000gのように、リンクのネットワークドライバがGLDv3フレームワーク用に
変換されている場合です。特定のドライバがこの機能をサポートしているか確認す
るには、ドライバのマニュアルページを参照してください。

データリンクプロパティーの概要
カスタマイズ可能なデータリンクプロパティーは、ある特定のNICドライバがサ
ポートするプロパティーに依存します。dladmコマンドを使用して構成可能なデータ
リンクプロパティーは、2つのカテゴリのいずれかに該当します:

■ Ethernet用のリンク速度や自動ネゴシエーション、またはすべてのデータリンク
ドライバに適用可能なMTUサイズなど、特定メディアタイプの任意のドライバ
に適用可能な「公開プロパティー」。

■ 特定メディアタイプのNICドライバの特定のサブセットに固有の「非公開プロパ
ティー」。これらのプロパティーはそのサブセットに固有のものとなる可能性が
ありますが、それは、これらのプロパティーが、ドライバに関連付けられた
ハードウェアに密接に関連しているか、あるいはデバッグ関連のチューニング可
能パラメータのように、ドライバ実装自体の詳細に密接に関連しているからで
す。

リンクプロパティーは通常、デフォルト設定を持ちます。ただし、特定のネット
ワークシナリオでは、データリンクの特定のプロパティー設定を変更する必要があ
る場合もあります。これらのプロパティー設定は、公開プロパティー、非公開プロ
パティーのいずれかになります。たとえば、NICは、自動ネゴシエーションを正し
く実行しない古いスイッチと通信する可能性があります。また、スイッチ
は、ジャンボフレームをサポートするように構成されている可能性があります。あ
るいは、特定のドライバで、パケットの送信やパケットの受信を制御するドライバ
固有のプロパティーを変更する必要がある可能性もあります。Oracle Solarisでは、こ
れらすべての設定を、単一の管理ツール dladmによって設定し直せるようになりまし
た。
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dladmコマンドを使用したデータリンクプロパ
ティーの設定
次の節は、特定のデータリンクプロパティーを設定するための手順を、例とともに
提供します。選択されたプロパティーは公開プロパティーであり、すべてのNICド
ライバに共通するものです。別の節は、ドライバに固有のデータリンクプロパ
ティーについて説明します。この節のあとに、e1000gドライバの選択された非公開
プロパティーを構成するための手順が続きます。

▼ ジャンボフレームのサポートを有効にする方法
ネットワーク設定でのジャンボフレームのサポートの有効化は、大部分のネット
ワークシナリオでの一般的なタスクです。ジャンボフレームをサポートするに
は、データリンクの最大伝送単位 (MTU)のサイズを増やす必要があります。次の手
順には、データリンクを識別するためのカスタマイズされた名前の使用が含まれて
います。カスタマイズされた名前の概要やそのネットワーク構成での使用方法につ
いては、22ページの「Oracle Solarisのネットワークスタック」を参照してくださ
い。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

MTUサイズを設定し直す必要がある特定の Ethernetデバイスを識別するために、シス
テム内のリンクを表示します。
# dladm show-phys

この手順は特に、ネットワーク構成がデータリンクに対してカスタマイズされた名
前を使用している場合に実行します。カスタマイズされた名前を使用する場
合、データリンクは必ずしもハードウェアベースの名前で識別されなくなりま
す。たとえば、Ethernetデバイスは bge0です。しかし、そのデバイス上のデータリ
ンクの名前が net0に変更されます。したがって、net0のMTUサイズを構成する必
要があります。カスタマイズされた名前を使用したデータリンクに関する構成タス
クの例については、181ページの「IPインタフェースの構成 (タスク)」を参照してく
ださい。

(省略可能)データリンクの現在のMTUサイズやその他のプロパティーを表示しま
す。

■ データリンクの特定のプロパティーを表示する場合は、次の構文を使用します。
dladm show-linkprop -p property datalink

このコマンドは、指定されたプロパティーの設定を表示します。

1
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■ データリンクの選択されたいくつかのプロパティーを表示する場合は、次の構文
を使用します。
# dladm show-link datalink

このコマンドは、MTUサイズなど、データリンクの情報を表示します。

データリンク上に IPインタフェースが構成されている場合は、その IPインタ
フェースを削除します。
# ipadm delete-ip interface

リンクのMTUサイズを、ジャンボフレーム用の設定である 9000に変更します。
# dladm set-linkprop -p mtu=9000 datalink

IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

IPインタフェースを構成します。
# ipadm create-addr -T addr-type [-a address] addrobj

ipadmコマンドの詳細については、ipadm(1M)を参照してください。

(省略可能)インタフェースが新しいMTUサイズを使用していることを、手順 3のいず
れかのコマンド構文を使用して確認します。
# dladm show-linkprop -p mtu datalink

(省略可能)リンクの現在の Ethernet設定を表示します。
# dladm show-ether datalink

ジャンボフレームのサポートの有効化

ジャンボフレームのサポートを有効化する次の例は、次のシナリオに基づいていま
す。

■ bge0と bge1の 2つの bge NICが、システムに含まれています。
■ デバイス bge0は主インタフェースとして使用され、デバイス bge1はテスト目的
で使用されます。

■ bge1ではジャンボフレームのサポートを有効にしますが、主インタフェースのデ
フォルトのMTUサイズは維持します。

■ ネットワーク構成は、データリンクに対してカスタマイズされた名前を使用して
います。bge0のリンク名は net0です。bge1のリンク名は net1です。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 ether up 100Mb full bge0

net1 ether up 100Mb full bge1
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net2 ether up 100Mb full nge3

# dladm show-linkprop -p mtu net1

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net1 mtu 1500 1500 --

# ipadm delete-ip net1

# dladm set-linkprop -p mtu=9000 net1

# ipadm create-ip net1

# ipadm create-addr -T static -a 10.10.1.2/35 net1/v4

# dladm show-link web1

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

web1 phys 9000 up -- --

MTUの設定が 9000になっていることがわかります。この例では、dladmコマンドを
使用して net1のMTUサイズを直接変更できています。nddコマンドを使用する以前
の方法では、net0も削除する必要がありましたが、そのために、主インタフェース
の動作が不必要に中断されていました。

▼ リンク速度パラメータを変更する方法
ほとんどのネットワーク設定は、異なる速度機能を備えたシステムの組み合わせか
ら構成されます。たとえば、比較的古いシステムと新しいシステムの間で通知され
る速度は、通信を可能にするために低い設定に変更する必要がある場合がありま
す。デフォルトでは、NICカードのすべての速度機能と二重機能が通知されま
す。この手順は、ギガビット機能をオフにしてメガビット機能のみを通知する方法
を示します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

(省略可能)変更するプロパティーの現在のステータスを表示します。
# dladm show-linkprop -p property datalink

低い速度機能を通知する場合は、高い速度機能をオフにし、高い速度機能が通知さ
れないようにします。
# dladm set-linkprop -p property=value1 datalink

NICのギガビット機能の通知の無効化

この例は、リンク net1がギガビット機能を通知しないようにする方法を示します。

# dladm show-linkprop -p adv_1000fdx_cap net1

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net1 adv_1000fdx_cap 1 -- 1,0
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# dladm show-linkprop -p adv_1000hdx_cap web1

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net1 adv_1000hdx_cap 1 -- 1,0

リンクのギガビット機能を通知するプロパティーは、adv_1000fdx_capと
adv_1000hdx_capです。これらのプロパティーを無効にして通知されないようにする
には、次のコマンドを入力します。

# dladm set-linkprop -p adv_1000fdx_cap=0 net1

# dladm set-linkprop -p adv_1000hdx_cap=0 net1

Ethernetパラメータの設定を一覧表示すると、次の出力が表示されます。

# dladm show-ether net1

LINK PTYPE STATE AUTO SPEED-DUPLEX PAUSE

net1 current up yes 1G-f both

▼ データリンクプロパティーに関するステータス情報を取得する方
法
Ethernetパラメータ設定、リンクプロパティーのいずれかを表示することで、データ
リンクのプロパティーに関する情報を取得できます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

Ethernetパラメータ設定に関する情報を取得する場合は、次のコマンドを使用しま
す。
# dladm show-ether [-x] datalink

ここで、-xオプションを指定すると、リンクに関する追加のパラメータ情報が含め
られます。-xオプションを指定しないと、現在のパラメータ設定のみが表示されま
す。

リンクのすべてのプロパティーに関する情報を取得する場合は、次のコマンドを使
用します。
# dladm show-linkprop datalink

Ethernetパラメータ設定の表示

この例は、指定されたリンクに関するパラメータ情報の拡張リストを表示します。

# dladm show-ether -x net1

LINK PTYPE STATE AUTO SPEED-DUPLEX PAUSE

net1 current up yes 1G-f both

-- capable -- yes 1G-fh,100M-fh,10M-fh both
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-- adv -- yes 100M-fh,10M-fh both

-- peeradv -- yes 100M-f,10M-f both

-xオプションを使用すると、このコマンドは指定されたリンクの組み込み機能
や、ホストとリンクパートナーとの間で現在通知されている機能も表示します。次
の情報が表示されています。

■ Ethernetデバイスの現在の状態については、リンクは稼働しており、毎秒 1ギガ
ビットの全二重で機能しています。その自動ネゴシエーション機能が有効化され
ており、ホストとリンクパートナーの両方が一時停止フレームを送受信できる双
方向フロー制御が備わっています。

■ 現在の設定にかかわらず、Ethernetデバイスの機能が表示されています。ネゴシ
エーションタイプは自動に設定可能であり、このデバイスは、毎秒 1ギガ
ビット、毎秒 100メガビット、および毎秒 10メガビットの速度を、全二重、半二
重の両方でサポートできます。同様に、一時停止フレームはホストとリンク
パートナーとの間でどちらの方向にも送受信できます。

■ net1の機能が次のように通知されています:自動ネゴシエーション、速度 -二
重、一時停止フレームのフロー制御。

■ 同様に、net1のリンクパートナーつまりピアパートナーが、次の機能を通知して
います:自動ネゴシエーション、速度 -二重、一時停止フレームのフロー制御。

リンクプロパティーの表示

この例は、リンクのすべてのプロパティーを一覧表示する方法を示します。特定の
プロパティーのみを表示する場合は、監視するその特定のプロパティーで -pオプ
ションを使用します。

# dladm show-linkprop net1

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net1 speed 1000 -- --

net1 autopush -- -- --

net1 zone -- -- --

net1 duplex half -- half,full

net1 state unknown up up,down

net1 adv_autoneg_cap 1 1 1,0

net1 mtu 1500 1500 --

net1 flowctrl no bi no,tx,rx,bi

net1 adv_1000fdx_cap 1 1 1,0

net1 en_1000fdx_cap 1 1 1,0

net1 adv_1000hdx_cap 1 1 1,0

net1 en_1000hdx_cap 1 1 1,0

net1 adv_100fdx_cap 0 0 1,0

net1 en_100fdx_cap 0 0 1,0

net1 adv_100hdx_cap 0 0 1,0

net1 en_100hdx_cap 0 0 1,0

net1 adv_10fdx_cap 0 0 1,0

net1 en_10fdx_cap 0 0 1,0

net1 adv_10hdx_cap 0 0 1,0

net1 en_10hdx_cap 0 0 1,0
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データリンクプロパティーの設定

第 8章 • データリンクの構成と管理 169



リンクの速度機能や二重機能の設定は、en_*_capというラベルの付いた有効化速度
プロパティーに手動で構成されます。たとえば、en_1000fdx_capはギガビット全二
重機能のプロパティーであり、en_100hdx_capは 100メガビット半二重機能のプロパ
ティーです。これらの有効化速度プロパティーの設定は、ホストとそのリンク
パートナーとの間で、対応する通知速度プロパティーによって通知されます。通知
速度プロパティーには、adv_1000fdx_capや adv_100hdx_capのように、adv_*_capと
いうラベルが付けられます。

通常、ある特定の有効化速度プロパティーと対応する通知プロパティーの設定
は、同一になります。ただし、NICが Power Managementなどの一部の高度な機能を
サポートしている場合は、それらの機能が、ホストとそのリンクパートナーとの間
で実際に通知されるビット数の制限を設定する可能性があります。たとえば、Power
Managementを使用する場合、adv_*_capプロパティーの設定が en_*_capプロパ
ティーの設定のサブセットにすぎなくなる可能性があります。有効化速度プロパ
ティーや通知速度プロパティーの詳細については、dladm(1M)のマニュアルページを
参照してください。

▼ ダイレクトメモリーアクセスバインディングを使用するように
e1000gドライバを設定する方法
この手順と次の手順は、非公開プロパティーの構成方法を示します。どちらの手順
も、e1000gドライバに固有のプロパティーに適用されます。しかし、ほかのNICド
ライバの非公開プロパティーを構成する際にも、この一般的な手順を使用できま
す。

ファイル転送などの一括トラフィックでは通常、ネットワーク経由で大きなパ
ケットのネゴシエーションが必要となります。そのような場合に、e1000gドライバ
からより高いパフォーマンスを引き出すには、DMAバインディングを自動的に使用
するようにドライバを構成します。その場合、パケットフラグメントサイズのしき
い値が定義されます。フラグメントサイズがこのしきい値を超えた場合は、伝送に
DMAバインディングが使用されます。フラグメントサイズがこのしきい値より小さ
い場合は、bcopyモードが使用され、事前に割り当てられた伝送バッファーにフラグ
メントデータがコピーされます。

このしきい値を設定するには、次の手順を実行します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

_tx_bcopy_thresholdプロパティーに対して適切な設定を行います。
# dladm set-linkprop -p _tx_bcopy_threshold=value e1000g-datalink

このプロパティーでは、しきい値の有効な設定は、60から 2048までの範囲です。

1
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注 –公開プロパティーの構成と同じく、非公開プロパティーの設定を変更する前
に、インタフェースの unplumbも行う必要があります。

(省略可能)しきい値の新しい設定を確認します。
# dladm show-linkprop -p _tx_bcopy_threshold e1000g-datalink

▼ 割り込みレートを手動で設定する方法
e1000gドライバによって割り込みが発行されるレートを制御するパラメータ
は、ネットワークやシステムのパフォーマンスにも影響を与えます。通常、パ
ケットごとに割り込みを生成することによって、ネットワークパケットがスタック
の上位層に配信されます。また、割り込みレートはデフォルトで、カーネル内の
GLD層によって自動的に調整されます。ただし、ネットワークトラフィックの状態
によっては、このモードが望ましくない場合があります。この問題の詳細について
は、1996年のUSENIX技術会議で発表されたこのドキュメント (http://
www.stanford.edu/class/cs240/readings/mogul.pdf)を参照してください。した
がって、特定の環境でより良いパフォーマンスを得るには、割り込みレートの手動
設定が必要になります。

割り込みレートを定義するには、次のパラメータを設定します。

■ _intr_throttling_rateは、ネットワークトラフィックの状態にかかわらず、割り
込み表明間の遅延を決定します。

■ _intr_adaptiveは、割り込みスロットリングレートの自動チューニングを有効に
するかどうかを決定します。デフォルトでは、このパラメータは有効になってい
ます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

必要に応じて、ドライバのプロパティーを変更するデバイスを特定します。
# dladm show-phys

割り込みスロットリングレートの自動チューニングを無効にします。
# dladm set-linkprop -p _intr_adaptive=0 e1000g-datalink

注 –割り込みスロットリングレートの自動チューニングが有効になっていると、パラ
メータ _intr_throttling_rateの既存の設定は一切無視されます。

データリンク上に構成されている IPインタフェースをすべて削除します。
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最小割り込み間レベルの設定を行います。
# dladm set-linkprop -p _intr_throttling_rate=value e1000g-datalink

注 – _intr_throttling_rateパラメータのデフォルト設定は、SPARCベースシステム
では 550、x86ベースシステムでは 260です。最小割り込み間レベルを 0に設定する
と、割り込みスロットリングロジックが無効になります。

IPインタフェースを構成します。

(省略可能)しきい値の新しい設定を表示します。

DMAバインディングの構成と割り込みスロットリングレートの設定

この例は、e1000g NICを備えた x86ベースシステムを使用します。ドライバは、パ
ケットの伝送にDMAバインディングを使用する方法と bcopyモードを使用する方法
の切り替えを行うしきい値設定で構成されます。割り込みスロットリングレートの
設定も変更されます。さらに、e1000gデータリンクは、OSによって割り当てられた
デフォルトの汎用名を使用しています。したがって、カスタマイズされた名前 net0

を参照することによってデータリンクの構成が実行されます。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 ether up 100Mb full e1000g0

# dladm show-linkprop -p _tx_bcopy_threshold net0

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 _tx_bcopy_threshold 512 512 --

# dladm show-linkprop -p _intr-throttling_rate

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 _intr-throttling_rate 260 260 --

# ipadm delete-ip net0

# dladm set-linkprop -p _tx_bcopy_threshold=1024 net0

# dladm set-linkprop -p _intr_adaptive=0 net0

# dladm set-linkprop -p _intr-throttling_rate=1024 net0

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T static -a 10.10.1.2/24 net0/v4addr

# dladm show-linkprop -p _tx_bocopy_threshold=1024 net0

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 _tx_bcopy_threshold 1024 512 --

# dladm show-linkprop -p _intr_adaptive net0

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 _intr-adaptive 0 1 --

# dladm show-linkprop -p _intr-throttling_rate

LINK PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 _intr-throttling_rate 1024 260 --
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データリンクに関するその他の構成タスク
この節は、動的再構成 (DR)の実行や STREAMSモジュールの操作など、dladmコマン
ドを使用することで単純化された、その他の一般的な構成手順について説明しま
す。

▼ 動的再構成を使用してネットワークインタ
フェースカードを交換する方法
この手順は、動的再構成 (DR)をサポートするシステムにのみ適用されます。ここで
は、ネットワークリンク構成とネットワークハードウェア構成を分離することでDR
がいかに容易になったかを示します。DRの完了後にネットワークリンクを構成し直
す必要はなくなりました。代わりに、取り外したNICのリンク構成を転送し、それ
を交換したNICに継承させるだけです。

DRの実行手順はシステムのタイプによって異なります。まず、次を必ず完了してく
ださい。

■ システムがDRをサポートしていることを確認します。
■ アクティブなネットワーク構成プロファイルが DefaultFixedになっていることを
確認します。システムのアクティブなNCPが DefaultFixedでない場合のDRの使
用方法については、42ページの「その他のOracle Solarisネットワーク技術を使用
したNWAMの動作」の「動的再構成とネットワーク構成プロファイル」の節を
参照してください。

■ システムでのDRを説明した適切なマニュアルを参照します。
Oracle製 SunサーバーのDRに関する最新ドキュメントを見つけるには、http://

www.oracle.com/technetwork/jp/indexes/documentation/index.htmlで「動的再構
成 (dynamic reconfiguration)」を検索します。

注 –次の手順は、データリンクの柔軟な名前の使用に特に関係するDRの側面にの
み言及しています。この手順には、DRを実行するための完全な手順は含まれて
いません。システムの適切なDRドキュメントを参照する必要があります。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

始める前に
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(省略可能)データリンクの物理属性や各データリンクのシステム上の場所に関する情
報を表示します。
# dladm show-phys -L

dladm show-phys -L によって表示される情報のタイプの詳細については、dladm(1M)
のマニュアルページを参照してください。

システムのドキュメントで詳しく説明されているDR手順を実行し、NICを取り外し
てから交換用のNICを挿入します。
この手順を実行するには、システムのDRドキュメントを参照してください。

交換用NICを取り付けたら、次の手順に進みます。

古いNICと同じスロットに交換用NICを挿入した場合は、手順 6に進みます。それ以
外の場合は次の手順に進みます。

古いNICが以前に占有していたのと同じ場所を新しいNICが使用しているため、新
しいNICが古いNICのリンク名と構成を継承します。

該当する状況に応じて、次のいずれかの手順を実行します。

■ 交換する古いNICがシステムのスロット内に未使用NICとして残っている場合
は、次の手順を実行します。

a. 交換するNICに別の名前を割り当てます。

# dladm rename-link oldNIC new-name

oldNIC 交換されるがシステム内に残されるNICを表します。

new-name removedNICに付ける新しい名前を表します。この名前は、シス
テム内のほかのどのリンクとも共有してはいけません。

b. 交換用NICに古いNICの名前を割り当てます。

# dladm rename-link replacementNIC oldNIC

replacementNIC 取り付けたばかりの新しいNICを表します。このNIC
は、システム内で占有しているスロットに応じたデフォル
トリンク名を自動的に受け取ります。

oldNIC 交換されるがシステム内に残されるNICを表します。
■ 古いNICは取り外し、交換用NICを別のスロットに取り付けたが、そのNICに古
いNICの構成を継承させたい場合には、古いNICの名前を新しいNICに割り当て
ます。

# dladm rename-link replacementNIC oldNIC
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新しいNICリソースがOracle Solarisによって使用可能になるようにして、DRプロセス
を完了します。

たとえば、cfgadmコマンドを使用してNICを構成します。詳細は、cfgadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

(省略可能)リンクの情報を表示します。
たとえば、dladm show-phys、dladm show-link のいずれかを使用して、データリンク
に関する情報を表示できます。

新しいネットワークカードを取り付けることによる動的再構成の実行

この例は、リンク名 net0の bgeカードを e1000gカードに交換する方法を示しま
す。e1000gがシステムに接続されると、net0のリンク構成が bgeから e1000gに転送
されます。

# dladm show-phys -L

LINK DEVICE LOCATION

net0 bge0 MB

net1 ibp0 MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net2 ibp1 MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net3 eoib2 MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

cfgadmを使用して bgeを取り外してそこに e1000gを取り付けるなど、DR固有の手順
を実行します。カードを取り付けると、e1000g0のデータリンクは自動的に名前 net0

を引き継ぎ、そのリンク構成を継承します。

# dladm show-phys -L

LINK DEVICE LOCATION

net0 e1000g0 MB

net1 ibp0 MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net2 ibp1 MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net3 eoib2 MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE OVER

net0 phys 9600 up ---

net1 phys 1500 down ---

net2 phys 1500 down --

net3 phys 1500 down ---

データリンクでの STREAMSモジュールの構成
必要に応じて、データリンク上にプッシュされる STREAMSモジュールを最大 8個設
定できます。これらのモジュールは通常、仮想プライベートネットワーク (VPN)や
ファイアウォールなど、他社製のネットワークソフトウェアによって使用されま
す。そのようなネットワークソフトウェアに関するドキュメントは、ソフトウェア
ベンダーから提供されています。
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特定のデータリンク上にプッシュする STREAMSモジュールのリストは、autopushリ
ンクプロパティーによって制御されます。また、autopushリンクプロパティーの値
は、dladm set-linkpropサブコマンドを使用することによって設定されます。

また、独立した autopushコマンドを使用して STREAMS autopushモジュールをドラ
イバ単位で設定することもできます。ただし、ドライバは常にNICにバインドされ
ます。データリンクのベースとなるNICが取り外されると、そのリンクの autopush
プロパティーの情報も失われます。

データリンク上にプッシュされる STREAMSモジュールを構成する際は、autopushコ
マンドに優先して dladm set-linkpropコマンドを使用してください。特定のデータ
リンクでドライバ単位とリンク単位の両方のタイプの autoputsh構成が存在している
場合、dladm set-linkpropで設定されたリンク単位の情報が使用され、ドライバ単位
の情報は無視されます。

▼ データリンクに STREAMSモジュールを設定する方法
次の手順は、dladm set-linkpropコマンドを使用して STREAMSモジュールを構成す
る方法について説明します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

リンクが開かれたときにモジュールをストリームにプッシュします。
# dladm set-linkprop -p autopush=modulelist link

modulelist 自動的にストリームにプッシュされるモジュールのリストを指定しま
す。最大 8個のモジュールをリンク上にプッシュできます。これらのモ
ジュールは、modulelistに指定された順番でプッシュされます。ドット
を区切り記号として使用して、リスト内のモジュールを区切ります。

link モジュールのプッシュ先となるリンクを指定します。

autopushリンクプロパティーの設定

この例では、vpnmodおよび bufmodモジュールをリンク net0の上にプッシュしま
す。このリンクのベースとなるデバイスは、bge0です。

# dladm set-linkprop -p autopush=vpnmod.bufmod net0

あとでこの bgeカードを e1000gに交換する場合は、autopushの設定を構成し直さな
くても新しいデータリンクに切り替えることができます。e1000gカードは、bgeのリ
ンク名と構成を自動的に継承します。
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▼ autopushリンクプロパティーの設定を取得する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

autopushリンクプロパティーの設定を表示します。
# dladm show-linkprop -p autopush [link]

linkを指定しなかった場合、すべての構成済みリンクの情報が表示されます。

▼ autopushリンクプロパティーの設定を削除する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

特定のデータリンクの autopushリンクプロパティーの設定を削除します。
# dladm reset-linkprop [-t] -p autopush link

プロパティーの設定を一時的に削除する場合は、-tオプションを使用します。シス
テムのリブート時に設定が復元されます。
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IPインタフェースの構成

この章では、データリンク上に IPインタフェースを構成するために使用される手順
について説明します。

IPインタフェースの構成について
Oracle Solarisをインストールしたあと、次のタスクを実行する場合があります。

■ 基本的なインタフェース構成のために、データリンク上に IPインタフェースを構
成します。この章では、これらの手順について説明します。

■ 無線インタフェースを構成します。これらの手順は、第 10章「Oracle Solaris上で
の無線インタフェース通信の構成」で説明されています。

■ IPMPグループのメンバーとしての IPインタフェースを構成します。これらの手
順は、第 15章「IPMPの管理」で説明されています。

ipadmコマンド
Oracle Solarisにおける進歩は、ネットワーク構成のさまざまな側面を効率的に管理す
るための従来のツールの機能範囲を超えています。たとえば、ifconfigコマンドは
これまで、ネットワークインタフェースを構成するために慣例的に使用される
ツールでした。ただし、このコマンドには、永続的な構成設定が実装されていませ
ん。ifconfigにはこれまで、ネットワーク管理における追加機能のための拡張機能
が追加されてきました。ただし、その結果、このコマンドは複雑で、使いづらく
なっています。

インタフェースの構成と管理に関する別の問題として、TCP/IPインターネットプロ
トコルのプロパティーまたはチューニング可能パラメータを管理するための簡単な
ツールが存在しない点があります。nddコマンドは、この目的のための定番のカスタ
マイズツールでした。ただし、ifconfigコマンドと同様に、nddには永続的な構成設

9第 9 章

179



定が実装されていません。以前は、ブートスクリプトの編集によって、ネット
ワークのシナリオで永続的な設定をシミュレートすることが可能でした。Oracle
Solarisの SMF機能の導入により、特に、Oracle Solarisインストールへのアップグ
レードを考慮した場合の SMF依存性の管理の複雑さのために、このような回避策の
使用はリスクを伴うことがあります。

ipadmコマンドは、インタフェース構成のための ifconfigコマンドを最終的に置き換
えるために導入されました。このコマンドはまた、プロトコルのプロパティーを構
成するための nddコマンドも置き換えます。

インタフェースを構成するためのツールとして、ipadmコマンドには次の利点があり
ます。

■ インタフェース構成以外の目的にも使用される ifconfigコマンドとは異なり、IP
インタフェースの管理に特化したツールであるため、IPインタフェースと IPアド
レスをより効率的に管理します。

■ インタフェースとアドレスの永続的な構成設定を実装するためのオプションを提
供します。

ifconfigの各オプションとそれと同等の ipadmサブコマンドの一覧については、204
ページの「ifconfigコマンドのオプションと ipadmコマンドのオプション」を参照し
てください。

プロトコルのプロパティーを設定するためのツールとして、ipadmコマンドには次の
利点があります。

■ IP、アドレス解決プロトコル (ARP)、SCTP (Stream Control Transmission
Protocol)、ICMP (Internet Control Messaging Protocol)のほか、TCPや
ユーザーデータグラムプロトコル (UDP)などの上位階層プロトコルの一時的また
は永続的なプロトコルのプロパティーを設定できます。

■ プロパティーの現在およびデフォルトの設定や、指定可能な設定の範囲など
の、各TCP/IPパラメータに関する情報を提供します。そのため、デバッグ情報
の取得が容易になります。

■ ipadmコマンドはまた、一貫性のあるコマンド構文に従っているため、より容易
に使用できます。

nddの各オプションとそれと同等の ipadmサブコマンドの一覧については、206
ページの「nddコマンドのオプションと ipadmコマンドのオプション」を参照してく
ださい。

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

ipadmコマンド
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IPインタフェースの構成 (タスク)
この節では、IPインタフェースに関する基本的な構成手順について説明します。次
の表は、各構成タスクについて説明し、これらのタスクを対応する手順にマップし
ています。

表 9–1 IPインタフェースの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

一意のMACアドレスをサ
ポートするようにシステムを設
定します。

インタフェースに対して一意の
MACアドレスを許可するよう
に SPARCベースのシステムを
構成します。

181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」

ipadmコマンドを使用して、基
本的な IPインタフェース構成
を実行します。

IPインタフェースを作成
し、有効な IPアドレス (静的ま
たはDHCP)を割り当てます。

183ページの「IPインタ
フェースを構成する方法」

ipadmコマンドを使用して、IP
アドレスをカスタマイズしま
す。

特定の IPアドレスのネット
ワーク IDを設定します。

188ページの「IPアドレスのプ
ロパティーを設定する方法」

ipadmコマンドを使用して、イ
ンタフェース情報を取得しま
す。

インタフェース、アドレス、お
よびプロトコルの各種のプロパ
ティーと、それらに対応する設
定を一覧表示します。

198ページの「ネットワークイ
ンタフェースに関する情報を取
得する方法」

▼ SPARC:インタフェースのMACアドレスが一意で
あることを確認する方法
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。

■ リンク集約の場合、集約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。

■ 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
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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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」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。集約の場合
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。
# dladm show-linkprop -p mac-address

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 mac-address rw 8:0:20:0:0:1 8:0:20:0:0:1 --

net1 mac-address rw 8:0:20:0:0:1 8:0:20:0:0:1 --

net3 mac-address rw 0:14:4f:45:c:2d 0:14:4f:45:c:2d --

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。
# dladm set-linkprop -p mac-address=mac-address interface

1

2

3

4

5

IPインタフェースの構成 (タスク)

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月182

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28


前の手順の例では、net0と net1をローカルで管理されているMACアドレスで構成
する必要がありました。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 net0を再構成するには、次のコマンドを入力します。

# dladm set-linkprop -p mac-address=06:05:04:03:02 net0

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

システムをリブートします。

IPインタフェースの構成
次の手順は、IP構成の各種のニーズのために ipadmコマンドを使用する方法を示し
ています。ifconfigコマンドも引き続きインタフェースの構成に使用できます
が、ipadmコマンドの方が推奨されるツールです。ipadmコマンドとその利点の概要
については、179ページの「ipadmコマンド」を参照してください。

注 –通常、IPインタフェースの構成とデータリンクの構成は同時に発生します。その
ため、該当する場合、次の手順には dladmコマンドを使用したデータリンクの構成手
順が含まれます。dladmコマンドを使用してデータリンクを構成および管理する方法
についての詳細は、第 8章「データリンクの構成と管理」を参照してください。

▼ IPインタフェースを構成する方法
次の手順は、IPインタフェースの基本的な構成を実行する例を示しています。

システム上のデータリンクの名前を変更するかどうかを決定します。通常
は、データリンクにデフォルトで割り当てられている汎用名を使用します。リンク
名を変更するには、160ページの「データリンクの名前を変更する方法」を参照して
ください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

(省略可能)現在システム上に存在するデータリンクの物理的属性に関する情報を表示
します。
# dladm show-phys

このコマンドは、システムにインストールされている物理ネットワークカードとそ
れらのプロパティーのいくつかを示します。このコマンドについての詳細
は、データリンクの物理属性に関する情報を表示する方法を参照してください。

6
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現在システム上に存在するデータリンクに関する情報を表示します。
# dladm show-link

このコマンドは、データリンクと、それに対して設定されている特定のプロパ
ティー (リンクの作成に使用した物理カードを含む)を示します。

IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-interface-class interface

interface-class ユーザーが作成できる次の 3つのインタフェースクラスのうちの 1
つを示します。
■ IPインタフェース。このインタフェースクラスは、ネット
ワーク構成を実行するときに作成するもっとも一般的なクラスで
す。このインタフェースクラスを作成するには、create-ipサブ
コマンドを使用します。

■ STREAMS仮想ネットワークインタフェースドライバ (VNIインタ
フェース)。このインタフェースクラスを作成するに
は、create-vniサブコマンドを使用します。VNIデバイスまたは
インタフェースについての詳細は、vni(7d)のマニュアルページ
を参照してください。

■ IPMPインタフェース。このインタフェースは、IPMPグループ
を構成するときに使用されます。このインタフェースクラスを作
成するには、create-ipmpサブコマンドを使用します。IPMPグ
ループについての詳細は、第 14章「IPMPの紹介」 and
第 15章「IPMPの管理」を参照してください。

interface インタフェースの名前を示します。この名前は、インタフェースの
作成に使用しているリンクの名前と同じです。

注 – IPインタフェースに IPアドレスを割り当てるには、その IPインタフェースを事
前に作成する必要があります。

IPインタフェースに有効な IPアドレスを構成します。
次の構文では、インタフェースに静的アドレスを割り当てます。IPアドレスを割り
当てるためのその他のオプションについては、ipadm(1M)のマニュアルページを参照
してください。
# ipadm create-addr -T address-type -a address/prefixlen addrobj

-T address-type インタフェースに割り当てられる IPアドレスのタイプを指定しま
す。static、dhcp、addrconfのいずれかです。addrconfは、自動的
に生成された IPv6アドレスを示します。

-a インタフェース上に構成する IPアドレスを指定します。ローカル
アドレスのみか、またはトンネル構成の場合はローカルアドレス
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とリモートアドレスの両方を指定できます。通常は、ローカルア
ドレスのみを割り当てます。この場合は、-aオプションでアドレ
スを直接指定します。たとえば、-a addressとします。このアドレ
スは自動的にローカルアドレスとみなされます。

トンネルを構成している場合は、システムのローカルアドレスと
宛先システムのリモートアドレスの両方の指定が必要になること
があります。この場合は、2つのアドレスを区別するために local

と remoteを次のように指定する必要があります:-a
local=local-addr,remote= remote-addr。トンネルの構成についての詳
細は、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の第 6章「IPトンネル
の構成」を参照してください。

数値 IPアドレスを使用している場合は、CIDR表記のアドレスに
address/ prefixlenという形式を使用します。たとえば、1.2.3.4/24

とします。prefixlenオプションの説明を参照してください。

必要に応じて、数値 IPアドレスの代わりに addressにホスト名を指
定できます。ホスト名の使用が有効なのは、そのホスト名に対応
する数値 IPアドレスが /etc/hostsファイルで定義されている場合
です。このファイルで数値 IPアドレスが定義されていない場合
は、name-service/switchサービスで hostに対して指定されている
リゾルバの順序を使用して、この数値が一意に取得されます。特
定のホスト名に対して複数のエントリが存在する場合は、エ
ラーが生成されます。

注 –ブートプロセスにおいて、IPアドレスの作成は、ネームサービ
スがオンラインになる前に実行されます。そのため、ネット
ワーク構成で使用されているすべてのホスト名が /etc/hosts

ファイルで定義されているようにする必要があります。

/prefixlen CIDR表記を使用する場合に IPv4アドレスの一部であるネット
ワーク IDの長さを指定します。アドレス 12.34.56.78/24では、24

が prefixlenです。prefixlenを含めない場合は、name-service/switch

サービスで netmaskに対して示されているシーケンスに従って、ま
たはクラスフルアドレスのセマンティクスを使用してネットマス
クが計算されます。

addrobj システムで使用されている一意の IPアドレスまたはアドレスの
セットの識別子を指定します。これらのアドレスは、IPv4または
IPv6タイプのいずれかです。この識別子は、interface/
user_specified_stringという形式を使用します。
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interfaceは、アドレスが割り当てられる IPインタフェースを示しま
す。interface変数には、IPインタフェースが構成されるデータリン
クの名前が反映されている必要があります。

user-specified-stringは、アルファベット文字で始まり、最大長が 32
文字の英数字の文字列を示します。その後、ipadm show-addrや
ipadm delete-addrなどの、システム内のアドレスを管理する任意
の ipadmサブコマンドを使用するときに、数値 IPアドレスの代わ
りに addrobjを参照できます。

(省略可能)新しく構成された IPインタフェースに関する情報を表示します。
調べる対象の情報に応じて、次のコマンドを使用できます。

■ インタフェースの一般的なステータスを表示します。

# ipadm show-if [interface]

インタフェースを指定しない場合は、システム内のすべてのインタフェースの情
報が表示されます。

■ インタフェースのアドレス情報を表示します。

# ipadm show-addr [addrobj]

addrobjを指定しない場合は、システム内のすべてのアドレスオブジェクトの情報
が表示されます。

ipadm show-*サブコマンドの出力についての詳細は、198ページの「IPインタ
フェースとアドレスの監視」を参照してください。

(省略可能) /etc/hostsファイル内に IPアドレスのエントリを追加します。
このファイル内のエントリは、IPアドレスとそれに対応するホスト名で構成されて
います。

注 –この手順は、ホスト名を使用する静的 IPアドレスを構成している場合にのみ適
用されます。DHCPアドレスを構成している場合は、/etc/hostsファイルを更新す
る必要はありません。

静的アドレスによるネットワークインタフェースの構成

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net3 Ethernet up 100Mb full bge3

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net3 phys 1500 up -- --
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# ipadm create-ip net3

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.84.3/24 net3/v4static

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net3 ip ok yes --

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net3/v4 static ok 192.168.84.3/24

# vi /etc/hosts

# Internet host table

# 127.0.0.1 localhost

10.0.0.14 myhost

192.168.84.3 campus01

/etc/hostsファイルで campus01がすでに定義されている場合は、次のアドレスを割
り当てるときにそのホスト名を使用できます。

# ipadm create-addr -T static -a campus01 net3/v4static

IPアドレスによるネットワークインタフェースの自動的な構成

この例では、前の例と同じネットワークデバイスを使用しますが、自身のアドレス
をDHCPサーバーから受信するように IPインタフェースを構成します。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net3 Ethernet up 100Mb full bge3

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net3 phys 1500 up -- --

# ipadm create-ip net3

# ipadm create-addr -T dhcp net3/dhcp

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net3 ip ok yes --

# ipadm show-addr net3/dhcp

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

net3/dhcp dhcp ok 10.8.48.242/24

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net3/dhcp dhcp ok 10.8.48.242/24
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IPアドレスのプロパティーの設定
ipadmコマンドを使用すると、インタフェースにアドレスが割り当てられたあと、そ
れらのアドレス固有のプロパティーを設定できます。これらのプロパティーを設定
することによって、次のことを決定できます。

■ アドレスの prefixlen。
■ IPアドレスを送信パケットの発信元アドレスとして使用できるかどうか。
■ アドレスが大域ゾーンまたは非大域ゾーンのどちらに属するか。
■ アドレスがプライベートアドレスであるかどうか。

IPアドレスのプロパティーを一覧表示するには、次の構文を使用します。

# ipadm show-addrprop [-p property] [addrobj]

表示される情報は、使用するオプションによって異なります。

■ プロパティーもアドレスオブジェクトも指定しない場合は、既存のすべてのアド
レスのすべてのプロパティーが表示されます。

■ プロパティーのみを指定した場合は、すべてのアドレスのそのプロパティーが表
示されます。

■ アドレスオブジェクトのみを指定した場合は、そのアドレスオブジェクトのすべ
てのプロパティーが表示されます。

注 –一度に設定できるアドレスのプロパティーは 1つだけです。

▼ IPアドレスのプロパティーを設定する方法
この手順は、IPアドレスのプロパティーを構成するための一般的な手順を示してい
ます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

システム上で現在使用されている IPアドレスを一覧表示します。
# ipadm show-addr

(省略可能)変更する IPアドレスの特定のプロパティーの現在の設定を判定します。
# ipadm show-addrprop -p property addrobj

プロパティーがわからない場合は、一般的な ipadm show-addrpropコマンドを発行で
きます。このコマンドを使用して IPアドレスを表示すると、アドレスは、そのすべ
てのプロパティーの現在の設定とともに表示されます。
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選択されたプロパティーを目的の値に設定します。
# ipadm set-addrprop -p property=value addrobj

プロパティーの新しい設定を表示します。
# ipadm show-addrprop -p property addrobj

アドレスの prefixlenプロパティーの設定

prefixlenプロパティーは、IPアドレスのネットマスクを示します。次の例で
は、net3の IPアドレスの prefixlenプロパティーの長さを変更します。この例で
は、プロパティーの一時的な変更のみを作成するために -tオプションが使用されて
います。システムがリブートされると、このプロパティーの値はデフォルト設定に
戻ります。

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net3/v4 static ok 192.168.84.3/24

# ipadm show-addrprop -p prefixlen net3/v4

ADDROBJ PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

net3/v4 prefixlen rw 24 24 24 1-30,32

# ipadm set-addrprop -t -p prefixlen=8 net3/v4

# ipadm show-addrprop -p prefixlen net3/v4

ADDROBJ PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

net3/v4 prefixlen rw 8 24 24 1-30,32

IPインタフェースのプロパティーの設定
IPインタフェースには、データリンクと同様に、特定のネットワーク設定のために
ユーザーがカスタマイズできるプロパティーがあります。インタフェースごと
に、それぞれ IPv4プロトコルと IPv6プロトコルに適用される 2つのプロパ
ティーセットが存在します。MTUなどの一部のプロパティーは、データリンクと IP
インタフェースの両方に共通です。そのため、データリンクに対してあるMTU設定
を構成し、そのリンク上に構成されているインタフェースに対して別のMTU設定を
構成することができます。さらに、その IPインタフェースをたどる、それぞれ IPv4
パケットと IPv6パケットに適用される異なるMTU設定を構成できます。

IP転送は、通常はネットワーキングのシナリオで構成される IPインタフェースのプ
ロパティーです。次の手順は、この手順を示しています。

パケット転送の有効化
ネットワーク内で、あるホストは、別のホストシステムに宛てられたデータパ
ケットを受信できます。受信側のローカルシステムでパケット転送を有効にするこ
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とによって、そのシステムは、データパケットを宛先ホストに転送できます。デ
フォルトでは、IP転送は無効になっています。次の 2つの手順では、この機能を有
効にする方法について説明します。以前のOracle Solarisリリースでは、パケット転
送を有効にするために routeadmコマンドが使用されました。この手順での ipadm構
文によって routeadmコマンドが置き換えられます。

インタフェースベースの手順またはプロトコルベースの手順のどちらを使用するか
を判定するには、次の点を考慮してください。

■ パケットの転送方法を選択できるようにする場合は、インタフェース上でパ
ケット転送を有効にします。たとえば、複数のNICを備えたシステムがあるとし
ます。一部のNICが外部ネットワークに接続されているのに対して、その他の
NICはプライベートネットワークに接続されています。そのため、すべてのイン
タフェースではなく、一部のインタフェース上でのみパケット転送を有効にしま
す。190ページの「インタフェースのプロパティーを設定することによって IPパ
ケット転送を有効にする方法」を参照してください。

■ システム内でグローバルにパケット転送を実装する場合は、プロトコルの
forwardingプロパティーを有効にします。この 2番目の方法については、192
ページの「プロトコルのプロパティーを設定することによってパケット転送を有
効にする方法」を参照してください。

注 –このパケット転送の 2つの方法は、相互に排他的ではありません。たとえば、グ
ローバルにパケット転送を有効にしたあと、インタフェースごとに forwardingプロ
パティーをカスタマイズできます。そのため、その特定のシステムでは、パケット
転送は引き続き選択的です。

▼ インタフェースのプロパティーを設定することによって IPパ
ケット転送を有効にする方法
この手順は、特定のインタフェース上で IP転送のプロパティーを構成することに
よって選択的にパケット転送を有効にする方法を示しています。

注 –パケット転送には IPプロトコルが必要です。また、そのため、この手順には IP
のプロトコルバージョンの区別も含まれます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

インタフェースの IP転送のプロパティーの現在の設定を表示します。
# ipadm show-ifprop -p forwarding [-m protocol-version] interface
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ここで、protocol-versionは ipv4または ipv6のどちらかです。バージョンを指定しな
い場合は、IPv4プロトコルと IPv6プロトコルの両方の設定が表示されます。

注 –特定のインタフェースの有効なプロトコルのプロパティーをすべて表示するに
は、次に示すように、プロパティーを指定しないでください。

# ipadm show-ifprop interface

この構文は、例 9–4にも示されています。

パケット転送を有効にするインタフェースごとに、次のコマンドを入力します。
# ipadm set-ifprop forwarding=on -m protocol-version interface

(省略可能)インタフェースの forwardingプロパティーの設定を表示します。
# ipadm show-ifprop -p forwarding interface

インタフェースの forwardingプロパティーをデフォルト設定に戻すには、次のコマ
ンドを入力します。
# ipadm reset-ifprop -p forwarding -m protocol-version interface

インタフェースでの IPv4パケットのみの転送を有効にする

次の例は、選択的なパケット転送を実装する方法を示しています。ここでは、net0

インタフェースでのみ IPv4パケットの転送が有効になります。システムのほかの残
りのインタフェースでは、パケット転送は無効 (デフォルト設定)になっています。

# ipadm show-ifprop -p forwarding net0

IFNAME PROPERTY PROTO PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

net0 forwarding ipv4 rw off off off on,off

net0 forwarding ipv6 rw off -- off on,off

- p propertyオプションを使用する ipadm show-ifpropコマンド構文では、特定のプ
ロパティーに関する情報のみが表示されます。

# ipadm set-ifprop -p forwarding=on -m ipv4 net0

# ipadm show-ifprop net0

IFNAME PROPERTY PROTO PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

...

net0 forwarding ipv4 rw on on off on,off

...

- p propertyオプションを使用しない ipadm show-ifpropコマンド構文では、インタ
フェースのすべてのプロパティーとそれらに対応する設定が表示されます。

# ipadm reset-ifprop -p forwarding -m ipv4 net0

# ipadm show-ifprop -p forwarding -m ipv4 net0

IFNAME PROPERTY PROTO PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE
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net0 forwarding ipv4 rw off off off on,off

ipadm reset-ifpropコマンド構文は、指定されたプロパティーをデフォルト設定にリ
セットします。

▼ プロトコルのプロパティーを設定することによってパケット転送
を有効にする方法
この手順は、システム内でグローバルにパケット転送を有効にする方法を示してい
ます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

IP転送のプロパティーの現在の設定を表示します。
# ipadm show-prop -p forwarding protocol-version

ここで、protocol-versionは ipv4または ipv6のどちらかです。

注 –特定のプロトコルの有効なすべてのチューニング可能パラメータのプロパ
ティーと、それらの現在の設定を表示するには、次のコマンドを入力します。

# ipadm show-prop protocol

ここで、protocolは、ip、ipv4、ipv6、udp、tcp、icmp、および sctpのいずれかで
す。

この構文は、例 9–5に示されています。

転送を有効にするプロトコルバージョンごとに、次のコマンドを入力します。
# ipadm set-prop forwarding=on protocol-version

(省略可能)次のいずれかを実行することによって、IP転送のプロパティーの設定を表
示します。

■ プロトコルのすべてのプロパティーとプロトコルの現在の設定を表示するに
は、次のように入力します。

# ipadm show-prop protocol
■ プロトコルの特定のプロパティーを表示するには、次のように入力します。

# ipadm show-prop -p property protocol
■ 特定のプロトコルバージョンの特定のプロパティーを表示するには、次のように
入力します。
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# ipadm show-prop -p property protocol-version

プロトコルバージョンの特定のプロパティーをデフォルト設定にリセットするに
は、次のように入力します。
# ipadm reset-prop -p property protocol-version

IPv4パケットと IPv6パケットの転送を有効にする

次の例は、インタフェース上でのパケットの転送に関する前の例に相当しま
す。ipadm show-propの 2つの使用によって、指定されたプロパティーの設定、また
はプロトコルのすべてのプロパティーとそれらに対応する設定が表示されます。

# ipadm show-prop -p forwarding ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw off -- off on,off

ipv6 forwarding rw off -- off on,off

#

# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv4

# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv6

#

# ipadm show-prop ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on on off on,off

ipv4 ttl rw 255 -- 255 1-255

ipv6 forwarding rw on on off on,off

ipv6 hoplimit rw 255 -- 255 1-255#

プロトコルのプロパティーの管理
インタフェースは別にして、ipadmコマンドを使用すると、プロトコルのプロパ
ティー (チューニング可能パラメータとも呼ばれる)を構成できます。ipadm

は、チューニング可能パラメータを設定するために以前のリリースで一般的に使用
されていた nddコマンドを置き換えます。この節では、選択されたTCP/IPプロトコ
ルのプロパティーをカスタマイズするための手順と例について説明します。

TCP/IPプロパティーの設定
TCP/IPプロパティーは、インタフェースベースまたはグローバルのどちらにもでき
ます。各プロパティーを特定のインタフェースに適用することも、ゾーン内のすべ
てのインタフェースにグローバルに適用することもできます。グローバルなプロパ
ティーは、非大域ゾーンごとに異なる設定にすることができます。サポートされる
プロトコルのプロパティーの一覧については、ipadm(1M)のマニュアルページを参照
してください。
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ネットワークが機能するには、通常、TCP/IPインターネットプロトコルのデフォル
ト設定で十分です。ただし、デフォルト設定が特定のネットワークトポロジに対し
て十分でない場合は、次の表の手順に、これらのTCP/IPプロパティーをカスタマイ
ズする方法を示しています。

この表は、プロトコルの特定のプロパティーを構成するためのタスクと、それに対
応する手順へのリンクを示しています。

表 9–2 選択されたTCP/IPプロパティーの設定

タスク 説明 手順

ポートを特権ポートとして
マークします。

インタフェースのポート
を、rootユーザー以外からのア
クセスを制限するように予約し
ます。

194ページの「ポートのアクセ
スを rootユーザーのみに制限
する方法」

マルチホームホスト上で受信ま
たは送信されている IPパ
ケットの動作をカスタマイズし
ます。

マルチホームホストで対称
ルーティングをカスタマイズし
ます。

196ページの「マルチホームホ
スト上で対称ルーティングを実
装する方法」

プロトコルのプロパティーに関
する情報を表示します。

プロトコルのプロパティーとそ
の現在の設定を表示します。

198ページの「IPインタ
フェースとアドレスの監視」

注 – ipadmツールを使用してネットワークインタフェースと IPアドレスを構成する手
順については、183ページの「IPインタフェースの構成」を参照してください。

▼ ポートのアクセスを rootユーザーのみに制限する方法
TCP、UDP、SCTPなどのトランスポートプロトコルでは、ポート 1–1023はデフォル
トの特権ポートです。つまり、rootユーザーのアクセス権で実行されるプロセスの
みがこれらのポートにバインドできます。ipadmコマンドを使用することにより、こ
の指定されたデフォルト範囲を超えて、あるポートを特権ポートになるように予約
することができます。それによって、rootプロセスのみがそのポートにバインドで
きます。この手順では、トランスポートプロトコルの次のプロパティーを使用しま
す。

■ smallest_nonpriv_port

■ extra_priv_ports

指定されたポートが通常のポートの範囲内にあって使用可能かどうかを判定しま
す。
# ipadm show-prop -p smallest_nonpriv_port protocol

1

プロトコルのプロパティーの管理

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月194



ここで、protocolは、特権ポートを構成する対象のプロトコルタイプです
(IP、UDP、ICMPなど)。

このコマンド出力で、POSSIBLEフィールドは、通常のユーザーがバインドできる
ポート番号の範囲を示します。指定されたポートがこの範囲内にある場合は、その
ポートを特権ポートとして設定できます。

予約しようとしているポートが使用可能であり、まだ特権ポートとしてマークされ
ていないことを確認します。
# ipadm show-prop -p extra_priv_ports protocol

このコマンド出力で、CURRENTフィールドは、どのポートが現在特権ポートとして
マークされているかを示します。指定されたポートがこのフィールドに含まれてい
ない場合は、そのポートを特権ポートとして設定できます。

指定されたポートを特権ポートとして追加します。
# ipadm set-prop -p extra_priv_ports=port-number protocol

特権ポートとして追加または削除するその他のポートごとに、次のいずれかを繰り
返します。

■ ポートを特権ポートとして追加するには、次の構文を入力します。

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports+=portnumber protocol

注 –プラス記号 (+)の修飾子により、複数のポートを特権ポートになるように割り
当てることができます。プラス記号の修飾子を使用すると、これらのポートの一
覧を作成できます。この一覧にポートを個別に追加するには、この構文をこの修
飾子とともに使用します。この修飾子を使用しない場合は、割り当てるポートに
より、以前に特権ポートとして一覧表示されていたほかのすべてのポートが置き
換えられます。

■ ポートを特権ポートとして削除するには、次の構文を入力します。

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports-=portnumber protocol

注 –マイナス記号 (-)の修飾子を使用すると、現在特権ポートとして一覧表示され
ている既存のポートからポートを削除できます。この同じ構文を使用して、ほか
のすべての特権ポート (デフォルトポートを含む)を削除します。

指定されたポートの新しいステータスを確認します。
# ipadm show-prop -p extra_priv_ports protocol

このコマンド出力で、指定されたポートが現在 CURRENTフィールドに含まれているこ
とを確認します。
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特権ポートの設定

この例では、ポート 3001と 3050を特権ポートとして設定します。また、現在特権
ポートとして一覧表示されているポート 4045を削除します。

smallest_nonpriv_portプロパティーの出力で、POSSIBLEフィールドはポート 1024が
最小の非特権ポートであり、指定されたポート 3001と 3050が使用できる非特権
ポートの範囲内にあることを示します。extra_priv_portsプロパティーの出力
で、ポート 2049と 4045は CURRENTフィールドで特権ポートとしてマークされいま
す。そのため、ポート 3001を特権ポートとして設定する処理に進むことができま
す。

# ipadm show-prop -p smallest_nonpriv_port tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp smallest_nonpriv_port rw 1024 -- 1024 1024-32768

# ipadm show-prop -p extra_priv_ports tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp extra_priv_ports rw 2049,4045 -- 2049,4045 1-65535

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports+=3001 tcp

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports+=3050 tcp

# ipadm show-prop -p extra_priv_ports tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp extra_priv_ports rw 2049,4045 3001,3050 2049,4045 1-65535

3001,3050

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports-=4045 tcp

# ipadm show-prop -p extra_priv_ports tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp extra_priv_ports rw 2049,3001 3001,3050 2049,4045 1-65535

3050

▼ マルチホームホスト上で対称ルーティングを実装する方法
デフォルトでは、複数のインタフェースを備えたシステム (マルチホームホストとも
呼ばれる)は、経路指定テーブル内のトラフィックの宛先への一致する最長のルート
に基づいてネットワークトラフィックを経路指定します。宛先への等しい長さの複
数のルートが存在する場合、Oracle Solarisは、これらのルートにわたってトラ
フィックを分散させるために等コストマルチパス (ECMP)アルゴリズムを適用しま
す。

この方法でのトラフィックの分散が、場合によっては最適でないことがありま
す。ある IPパケットが、そのパケット内の IP発信元アドレスと同じサブネット上に
存在しないマルチホームホスト上のインタフェース経由で送信される可能性があり
ます。さらに、送信パケットが特定の受信要求への応答 (ICMPエコー要求など)であ
る場合は、要求と応答が同じインタフェースをたどらない可能性があります。トラ
フィックのこのようなルーティング構成を非対称ルーティングと呼びます。イン
ターネットサービスプロバイダがRFC 3704 (http://rfc-editor.org/rfc/bcp/
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bcp84.txt)に記載されているイングレスフィルタリングを実装している場合は、非
対称ルーティング構成のために、送信パケットがプロバイダによって破棄されるこ
とがあります。

RFC 3704は、インターネット全体にわたるサービス拒否攻撃の制限を目的にしてい
ます。この目的に従うには、ネットワークを対称ルーティング用に構成する必要が
あります。Oracle Solarisでは、IPの hostmodelプロパティーを使用して、この要件を
満たすことができます。このプロパティーは、マルチホームホスト経由で受信また
は送信されている IPパケットの動作を制御します。

次の手順は、ipadmコマンドを使用して、特定のルーティング構成のための
hostmodelプロパティーを設定する方法を示しています。

マルチホームホスト上で、管理者になります。

システム内のネットワークパケットのルーティングを構成します。
# ipadm set-prop -p hostmodel=value protocol

このプロパティーは、次の 3つの設定のいずれかに構成できます。

strong RFC 1122で定義されている強い終端システム (ES)モデルに対応しま
す。この設定によって、対称ルーティングが実装されます。

weak RFC 1122で定義されている弱い ESモデルに対応します。この設定
では、マルチホームホストは非対称ルーティングを使用します。

src-priority 優先ルートを使用してパケットルーティングを構成します。経路指
定テーブル内に複数の宛先ルートが存在する場合、優先ルート
は、送信パケットの IP発信元アドレスが構成されているインタ
フェースを使用するルートです。このようなルートが存在しない場
合、送信パケットは、そのパケットの IP宛先への一致する最長の
ルートを使用します。

(省略可能) hostmodelプロパティーの設定を確認します。
# ipadm show-prop protocol

マルチホームホスト上での対称ルーティングの設定

この例では、マルチホームホスト内のすべての IPトラフィックの対称ルーティング
を適用します。

# ipadm set-prop -p hostmodel=strong ip

# ipadm show-prop -p hostmodel ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 hostmodel rw strong -- weak strong,

src-priority,

weak

ipv4 hostmodel rw strong -- weak strong,
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src-priority,

weak

IPインタフェースとアドレスの監視
ipadmコマンドはまた、IPインタフェースとそのプロパティーまたはパラメータを監
視し、それらに関する情報を取得するための推奨されるツールでもあります。イン
タフェース情報を取得するための ipadmサブコマンドでは、次の基本的な構文が使用
されます。

ipadm show-* [other-arguments] [interface]
■ インタフェース情報を取得するには、ipadm show-ifを使用します。
■ アドレス情報を取得するには、ipadm show-addrを使用します。
■ 特定のインタフェースのプロパティーに関する情報を取得するには、ipadm

show-ifpropを使用します。
■ 特定のアドレスのプロパティーに関する情報を取得するには、ipadm

show-addrpropを使用します。

この節では、ipadmコマンドを使用してネットワークインタフェースに関する情報を
取得するいくつかの例について説明します。ネットワーク上で実行するその他のタ
イプの監視タスクについては、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の第 5章「TCP/
IPネットワークの管理」を参照してください。

注 – ipadm show-*コマンド内のすべてのフィールドの説明については、ipadm(1M)の
マニュアルページを参照してください。

▼ ネットワークインタフェースに関する情報を取得
する方法
この手順では、インタフェースの一般的なステータス、アドレス情報、および IPプ
ロパティーに関する情報を表示する方法について説明します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

インタフェースに関するステータス情報を取得するには、次のコマンドを入力しま
す。
# ipadm show-if [interface]
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インタフェースを指定しない場合は、この情報にシステム上のすべてのインタ
フェースが含まれます。

コマンド出力の各フィールドは、次の内容を示します。

IFNAME 情報が表示されているインタフェースを示します。

CLASS インタフェースのクラスを示します。次の 4つのいずれかです。
■ ipは IPインタフェースを示します。
■ ipmpは IPMPインタフェースを示します。
■ vniは仮想インタフェースを示します。
■ loopbackは、自動的に作成されるループバックインタフェースを示し
ます。ループバックインタフェースを除き、残りの 3つのインタ
フェースクラスは手動で作成できます。

STATE インタフェースのステータスを示しま
す。ok、offline、failed、down、disabledのいずれかです。

failedのステータスは IPMPグループに適用され、ダウンしているために
トラフィックをホストできないデータリンクまたは IPインタフェースを
示す場合があります。IPインタフェースが IPMPグループに属している場
合、IPMPインタフェースは、グループ内のほかのアクティブな IPインタ
フェースを使用してトラフィックを引き続き送受信できます。

downのステータスは、管理者によってオフラインに切り替えられた IPイ
ンタフェースを示します。

disableのステータスは、ipadm disable-ifコマンドを使用して unplumb
されている IPインタフェースを示します。

ACTIVE インタフェースがトラフィックをホストするために使用されているかど
うかを示し、yesまたは noのどちらかに設定されます。

OVER インタフェースの IPMPクラスにのみ適用され、IPMPインタフェースま
たはグループを構成するベースとなるインタフェースを示します。

インタフェースのアドレス情報を取得するには、次のコマンドを入力します。
# ipadm show-addr [addrobj]

アドレス識別子を指定しない場合は、システム上のすべてのアドレス識別子に対す
るアドレス情報が表示されます。

コマンド出力の各フィールドは、次の内容を示します。

ADDROBJ アドレスが表示されているアドレスオブジェクトを指定します。

3

IPインタフェースとアドレスの監視

第 9章 • IPインタフェースの構成 199



TYPE IPアドレスが static、 dhcp、addrconfのいずれであるかを示しま
す。addrconfの設定は、アドレスがステートレスまたはステートフルア
ドレス構成を使用して取得されたことを示します。

STATE 実際のアクティブな構成内のアドレスオブジェクトを示します。これら
の値の完全な一覧については、ipadm(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

ADDR インタフェース上に構成されている IPアドレスを指定します。このアド
レスは IPv4または IPv6のどちらかです。トンネルインタフェースに
は、ローカルアドレスとリモートアドレスの両方が表示されます。

トンネルについての詳細は、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の第 6
章「IPトンネルの構成」を参照してください。

インタフェースのプロパティーに関する情報を取得するには、次のコマンドを入力
します。
# ipadm show-ifprop [-p property] interface

プロパティーを指定しない場合は、すべてのプロパティーとその設定値が表示され
ます。

コマンド出力の各フィールドは、次の内容を示します。

IFNAME 情報が表示されているインタフェースを示します。

PROPERTY インタフェースのプロパティーを示します。インタフェースには、複
数のプロパティーが含まれる場合があります。

PROTO プロパティーが適用されるプロトコルを示します。IPv4または IPv6
のどちらかです。

PERM 指定されたプロパティーの許可されるアクセス権を示します。読み取
り専用、書き込みのみ、またはその両方のいずれかです。

CURRENT アクティブな構成内のプロパティーの現在の設定を示します。

PERSISTENT システムがリブートされたときに再適用されるプロパティーの設定を
示します。

DEFAULT 指定されたプロパティーのデフォルト設定を示します。

POSSIBLE 指定されたプロパティーに割り当てることのできる値の一覧を示しま
す。数値の設定の場合は、受け入れ可能な値の範囲が表示されます。

注 –いずれかのフィールド値が不明の場合 (たとえば、情報を要求されているプロパ
ティーがインタフェースでサポートされていない場合)、その設定は疑問符 (?)とし
て表示されます。

4
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アドレスのプロパティーに関する情報を取得するには、次のコマンドを入力しま
す。
# ipadm show-addrprop [-p property,...] [addrobj]

表示される情報は、使用するオプションによって異なります。

■ プロパティーを指定しない場合は、すべてのプロパティーが表示されます。
■ プロパティーのみを指定した場合は、すべてのアドレスのそのプロパティーが表
示されます。

■ アドレスオブジェクトのみを指定した場合は、システム上の既存のすべてのアド
レスのプロパティーが表示されます。

コマンド出力の各フィールドは、次の内容を示します。

ADDROBJ プロパティーが表示されているアドレスオブジェクトを示します。

PROPERTY アドレスオブジェクトのプロパティーを示します。アドレスオブ
ジェクトには、複数のプロパティーが含まれる場合があります。

PERM 指定されたプロパティーの許可されるアクセス権を示します。読み取
り専用、書き込みのみ、またはその両方のいずれかです。

CURRENT 現在の構成内のプロパティーの実際の設定を示します。

PERSISTENT システムがリブートされたときに再適用されるプロパティーの設定を
示します。

DEFAULT 指定されたプロパティーのデフォルト設定を示します。

POSSIBLE 指定されたプロパティーに割り当てることのできる設定の一覧を示し
ます。数値の設定の場合は、受け入れ可能な値の範囲が表示されま
す。

ipadmコマンドを使用したインタフェースの監視

この一連の例は、ipadm show-*サブコマンドを使用して取得できる情報の種類を示
しています。最初に、一般的なインタフェース情報が表示されます。次に、アドレ
ス情報が表示されます。最後に、インタフェース net1の MTUという特定のプロパ
ティーに関する情報が表示されます。これらの例には、トンネルインタフェース
や、カスタマイズされた名前を使用するインタフェースが含まれています。

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net0 ip ok yes --

net1 ip ok yes --

tun0 ip ok yes --

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

5
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lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 192.168.84.3/24

tun0/v4tunaddr static ok 173.129.134.1-->173.129.134.2

interface/?として表示されているアドレスオブジェクトは、そのアドレスがインタ
フェース上で、libipadm APIを使用しなかったアプリケーションによって構成された
ことを示しています。このようなアプリケーションは、アドレスオブジェクト名で
interface/ user-defined-stringという形式が使用されることを要求する ipadmコマンドの
制御下にはありません。IPアドレスの割り当ての例については、183ページの「IPイ
ンタフェースを構成する方法」を参照してください。

# ipadm show-ifprop -p mtu net1

IFNAME PROPERTY PROTO PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

net1 mtu ipv4 rw 1500 -- 1500 68-1500

net1 mtu ipv6 rw 1500 -- 1500 1280-1500

# ipadm show-addrprop net1/v4

ADDROBJ PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

net1/v4 broadcast r- 192.168.84.255 -- 192.168.84.255 --

net1/v4 deprecated rw off -- off on,off

net1/v4 prefixlen rw 24 24 24 1-30,32

net1/v4 private rw off -- off on,off

net1/v4 transmit rw on -- on on,off

net1/v4 zone rw global -- global --

インタフェース構成のトラブルシューティング
この節では、ipadmコマンドを使用して IPインタフェースを構成している間に発生
する可能性のある一般的な問題について説明します。

ipadmコマンドが動作しない。
dladmおよび ipadmコマンドによる手動の IPインタフェース構成は、DefaultFixedな
どの、固定タイプのネットワーク構成プロファイル (NCP)でのみ機能します。シス
テム内のアクティブなNCPが自動タイプのプロファイルである場合は、dladmおよ
び ipadmコマンドを使用する前に、固定タイプのプロファイルに切り替えてくださ
い。

# netadm list

TYPE PROFILE STATE

ncp DefaultFixed disabled

ncp Automatic online

loc Automatic offline

loc NoNet offline

...

# netadm enable -p ncp defaultfixed

インタフェース構成のトラブルシューティング
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ipadm create-addrコマンドで IPアドレスを割り当
てることができない。
従来の ifconfigコマンドでは、1つのコマンド構文で IPアドレスを plumbして割り
当てることができます。ipadm create-addrコマンドを使用して IPアドレスを構成す
る場合は、最初に別のコマンドで IPインタフェースを作成する必要があります。

# ipadm create-ip interface
# ipadm create-addr -T addr-type -a address addrobj

IPアドレスの構成中に cannot create address object:
Invalid argument providedというメッセージが表示
される。
アドレスオブジェクトは、IPインタフェースにバインドされた特定の IPアドレスを
識別します。アドレスオブジェクトは、IPインタフェース上の IPアドレスごとの一
意の識別子です。同じ IPインタフェースに割り当てる 2番目の IPアドレスを識別す
るには、別のアドレスオブジェクトを指定する必要があります。同じアドレスオブ
ジェクト名を使用する場合は、別の IPアドレスを識別するために、アドレスオブ
ジェクトの最初のインスタンスを削除してから割り当てる必要があります。

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADR

lo0 static ok 127.0.0.1/10

net0/v4 static ok 192.168.10.1

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4b

または

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADR

lo0 static ok 127.0.0.1/10

net0/v4 static ok 192.168.10.1

# ipadm delete-addr net0/v4

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4

インタフェース構成のトラブルシューティング
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IPインタフェースの構成中に cannot create
address: Persistent operation on temporary objectと
いうメッセージが表示される。
ipadmコマンドは永続的な構成を作成します。構成している IPインタフェースが一
時的なインタフェースとして作成された場合は、ipadmコマンドを使用して、そのイ
ンタフェース上に永続的な設定を構成することはできません。構成しているインタ
フェースが一時的であることを確認したあと、そのインタフェースを削除し、永続
オブジェクトとして再作成してから、構成を再開してください。

# ipadm show-if -o all

IFNAME CLASS STATE ACTIVE CURRENT PERSISTENT OVER

lo0 loopback ok yes -m46-v------ 46-- --

net0 ip ok yes bm4--------- ---- --

PERSISTENTフィールドに 4フラグ (IPv4構成の場合)または 6フラグ (IPv6構成の場合)
が存在しない場合は、net0が一時的なインタフェースとして作成されたことを示し
ます。

# ipadm delete-ip net0

# ipadm create-ip net0

# # ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.10 net0/v4

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド
ipadmコマンドは、IPインタフェース上のすべての構成タスクに使用するための推奨
されるツールです。このコマンドは、ifconfigコマンドや nddコマンドなど
の、ネットワーク構成に使用されていた以前のリリースのコマンドを置き換えま
す。次の表は、これらの以前のツールの選択されたコマンドオプションと、ipadmコ
マンドでのそれと同等のオプションを示しています。

注 –これらの表には、ipadmのオプションの完全な一覧は示されていません。完全な
一覧については、ipadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

ifconfigコマンドのオプションと ipadmコマンド
のオプション
次の表は、ifconfigコマンドのオプションと、ほぼそれに対応する ipadmサブコマン
ドを示しています。

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド
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表 9–3 ifconfigコマンドと ipadmコマンドの構文の対応

ifconfigコマンド ipadmコマンド

plumb/unplumb ipadm create-ip

ipadm create-vni

ipadm create-ipmp

ipadm enable-addr

ipadm delete-ip

ipadm delete-vni

ipadm delete-ipmp

ipadm disable-addr

[address[/prefix-length] [dest-address]] [addif

address[ prefix-length]] [removeif address[
prefix-length]][netmask mask][destination
dest-address]{auto-dhcp|dhcp}[primary][wait
seconds]extend | release | start

ipadm create-addr -T static

ipadm create-addr -T dhcp

ipadm create-addr -T addrconf

ipadm show-addr

ipadm delete-addr

ipadm refresh-addr

[deprecated | -deprecated] [preferred |

-preferred] [private | -private] [zone

zonename | -zones | -all-zones][xmit | -xmit]

ipadm set-addprop

ipadm reset-addprop

ipadm show-addprop

up ipadm up-addr

down ipadm down-addr

[metric n] [mtu n] [nud | -nud] [arp | -arp]

[usesrc [name | none] [router | -router]

ipadm set-ifprop

ipadm show-ifprop

ipadm reset-ifprop

[ipmp] [group [name | ""]] standby |

-standby] [failover | -failover]

ipadm create-ipmp

ipadm delete-ipmp

ipadm add-ipmp

ipadm remove-ipmp

ipadm set-ifprop -p [standby] [group]

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド
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表 9–3 ifconfigコマンドと ipadmコマンドの構文の対応 (続き)
ifconfigコマンド ipadmコマンド

[tdst tunnel-dest-addr] [tsrc tunnel-srcs-addr]
[encaplimit n| -encaplimit] [thoplimit n]

dladm *-iptunコマンドセット。詳細
は、dladm(1M)のマニュアルページおよ
び『Oracle Solarisの管理: IPサービ
ス』の「dladmコマンドによるトンネルの構成
と管理」を参照してください。

[auth_algs authentication algorithm] [encr_algs

encryption algorithm] [encr_auth_algs encryption
authentication algorithm]

ipsecconf

詳細は、ipsecconf(1M)および『Oracle Solarisの
管理: IPサービス』の第 15章「IPsecの構成 (タ
スク)」を参照してください。

[auth_revarp] [ether [address]] [index

if-index] [subnet subnet-address] [broadcast

broadcast-address] [token address /prefix-length]

dhcpオプション -
inform、ping、release、status、drop

同等のサブコマンドは現在使用不可。

modlist] [modinsert mod_name@ pos]
[modremove mod_name@pos ]

同等のサブコマンドは現在使用不可。

nddコマンドのオプションと ipadmコマンドのオ
プション
次の表は、nddコマンドのオプションと、ほぼそれに対応する ipadmサブコマンドを
示しています。

表 9–4 nddコマンドと ipadmコマンドの構文の対応

nddコマンド ipadmコマンド

プロパティーの取得

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド
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表 9–4 nddコマンドと ipadmコマンドの構文の対応 (続き)
nddコマンド ipadmコマンド

bash-3.2# ndd -get /dev/ip ?

ip_def_ttl (read and write)

ip6_def_hops (read and write)

ip_forward_directed_broadcasts

(read and write)

ip_forwarding (read and write)

...

...

bash-3.2# ndd -get /dev/ip \

ip_def_ttl

100

bash-3.2# ndd -get /dev/ip \

ip6_def_hops

255

bash-3.2# ndd -get /dev/tcp ?

tcp_cwnd_max (read and write)

tcp_strong_iss (read and write)

tcp_time_wait_interval

(read and write)

tcp_tstamp_always (read and write)

tcp_tstamp_if_wscale

(read and write)

...

...

bash-3.2# ndd -get /dev/tcp ecn

1

bash-3.2# ndd -get /dev/tcp sack

2

bash-3.2# ipadm show-prop ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw off -- off on,off

ipv4 ttl rw 255 -- 255 1-255

ipv6 forwarding rw off -- off on,off

ipv6 hoplimit rw 255 -- 255 1-255

...

bash-3.2# ipadm show-prop -p ttl,hoplimit ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 ttl rw 255 -- 255 1-255

ipv6 hoplimit rw 255 -- 255 1-255

bash-3.2# ipadm show-prop tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp ecn rw passive -- passive never,passive,

active

tcp extra_ rw 2049 2049,4045 2049,4045 1-65535

priv_ports

tcp largest_ rw 65535 -- 65535 1024-65535

anon_port

tcp recv_ rw 128000 -- 128000 2048-1073741824

maxbuf

tcp sack rw active -- active never,passive,

active

tcp send_ rw 49152 -- 49152 4096-1073741824

maxbuf

tcp smallest_ rw 32768 -- 32768 1024-65535

anon_port

tcp smallest_ rw 1024 -- 1024 1024-32768

nonpriv_port

...

...

...

bash-3.2# ipadm show-prop -p ecn,sack tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp ecn rw passive -- passive never,passive,active

tcp sack rw active -- active never,passive,active

プロパティーの設定

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド

第 9章 • IPインタフェースの構成 207



表 9–4 nddコマンドと ipadmコマンドの構文の対応 (続き)
nddコマンド ipadmコマンド

bash-3.2# ndd -set /dev/ip \

ip_def_ttl

64

bash-3.2# ndd -get /dev/ip \

ip_def_ttl

64

bash-3.2# ipadm set-prop -p ttl=64 ipv4

bash-3.2# ipadm show-prop -p ttl ip

PROTO PROPERTY FAMILY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

ip ttl inet rw 64 255 1-255

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 ttl rw 64 64 255 1-255

bash-3.2# ipadm reset-prop -p ttl ip

bash-3.2# ipadm show-prop -p ttl ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 ttl rw 255 255 255 1-255

比較表: ipadmコマンドとその他のネットワークコマンド
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Oracle Solaris上での無線インタフェース
通信の構成

この章では、Oracle Solarisを実行するノートパソコン上で無線インタフェース通信を
構成して使用する方法について説明します。次の項目が含まれています。

■ WiFiインタフェース上の通信
■ WiFiネットワークの検索
■ Oracle Solarisシステム上でのWiFiの接続および使用
■ セキュリティー保護されたWiFi通信

WiFi通信のタスクマップ

タスク 説明 手順

システム上のWiFi通信を計画
します。

WiFiをサポートする場所
に、ノートパソコンまたは無線
ネットワーク構成 (必要に応じ
て、ルーターを含む)を設定し
ます。

212ページの「システムをWiFi
通信のために準備する方法」

WiFiネットワークに接続しま
す。

ローカルのWiFiネットワーク
との通信を設定して確立しま
す。

212ページの「WiFiネット
ワークに接続する方法」

WiFiリンク上の通信を監視し
ます。

標準のOracle Solarisネット
ワークツールを使用してWiFi
リンクの状態を確認します。

217ページの「WiFiリンクを監
視する方法」

セキュリティー保護された
WiFi通信を確立します。

WEPキーを作成し、それを使
用してセキュリティー保護され
たWiFiネットワークとの接続
を確立します。

219ページの「暗号化された
WiFiネットワーク接続を設定
する方法」
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WiFiインタフェース上の通信
IEEE 802.11仕様では、ローカルエリアネットワークのための無線通信が定義されて
います。これらの仕様と、そこに記載されているネットワークはまとめ
て「WiFi」と呼ばれます。この用語は、Wi-Fi Alliance業界グループによって商標登
録されています。WiFiネットワークは、プロバイダと想定クライアントの両方が比
較的容易に構成できます。そのため、WiFiネットワークはますます普及し、世界中
で一般的に使用されています。WiFiネットワークでは、携帯電話、テレビ、および
ラジオと同じ電波テクノロジが使用されます。

Oracle Solarisには、システムをWiFiクライアントとして構成できる機能が含まれて
います。この節では、dladmコマンドのWiFi接続オプションを使用して、ノートパ
ソコンやホームコンピュータをローカルのWiFiネットワークに接続する方法につい
て説明します。

注 – Oracle Solarisには、WiFiサーバーまたはアクセスポイントを構成するための機能
は含まれていません。

WiFiネットワークの検索
WiFiネットワークには通常、次の 3種類があります。

■ 商用WiFiネットワーク
■ 自治体WiFiネットワーク
■ プライベートWiFiネットワーク

WiFiのサービス対象となる場所は「ホットスポット」と呼ばれます。各ホットス
ポットにはアクセスポイントが含まれています。「アクセスポイント」とは、イン
ターネットへの「有線」接続 (EthernetやDSLなど)を備えたルーターのことで
す。インターネット接続は通常、無線インターネットサービスプロバイダ (WISP)ま
たは従来の ISPから提供されます。

商用WiFiネットワーク
多くのホテルやカフェには、ノートパソコンを持った顧客へのサービスとして無線
インターネット接続が提供されています。これらの商用ホットスポットは、その施
設内にアクセスポイントを備えています。これらのアクセスポイントは、商用の場
所にサービスを提供するWISPへの有線接続を備えたルーターです。標準的なWISP
には、独立系のプロバイダや携帯電話会社が含まれます。

Oracle Solarisを実行するノートパソコンを使用して、ホテルやその他の商用ホットス
ポットによって提供されるWiFiネットワークに接続することができます。WiFi
ネットワークに接続するための手順については、各ホットスポットで尋ねてくださ

WiFiインタフェース上の通信
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い。通常、接続プロセスでは、ログイン時に起動するブラウザにキーを指定する必
要があります。このネットワークを使用するには、ホテルまたはWISPへの料金の支
払いが必要になることがあります。

インターネットホットスポットである商用の場所は通常、この機能を利用者に通知
します。また、無線ホットスポットの一覧を、さまざまなWebサイト (たとえ
ば、Wi-FiHotSpotList.com (http://www.wi-fihotspotlist.com))から検索することもで
きます。

自治体WiFiネットワーク
世界中の都市で、市民が自宅のシステムからアクセスできる無料の自治体WiFi
ネットワークが構築されてきました。自治体WiFiは、電柱やその他の屋外の場所に
設置した無線送信機を使用して、ネットワークのサービス対象地域にわたる「網の
目」を形成しています。これらの送信機は、自治体WiFiネットワークへのアクセス
ポイントです。住んでいる地域が自治体WiFiネットワークのサービス対象になって
いる場合は、自宅がネットワークの網の目に含まれている可能性があります。

自治体WiFiへのアクセスは通常、無料です。Oracle Solarisを実行する、正しく装備
されたノートパソコンまたはパーソナルコンピュータから自治体ネットワークにア
クセスできます。システムから自治体ネットワークにアクセスするためにホーム
ルーターは必要ありません。ただし、自治体ネットワークからの信号が弱い地域で
は、ホームルーターを構成することをお勧めします。また、WiFiネットワーク経由
のセキュリティー保護された接続が必要な場合にも、ホームルーターをお勧めしま
す。詳細は、218ページの「セキュリティー保護されたWiFi通信」を参照してくだ
さい。

プライベートWiFiネットワーク
WiFiネットワークは構成が比較的容易であるため、企業や大学では、従業員や学生
にアクセスが制限されたプライベートWiFiネットワークが使用されています。プラ
イベートWiFiネットワークでは通常、接続したあと、セキュリティー保護された
VPNを接続または実行するときにキーを指定する必要があります。セキュリ
ティー機能を使用してプライベートネットワークに接続するには、Oracle Solarisを実
行する、正しく装備されたノートパソコンまたは PCとアクセス権が必要です。

WiFi通信の計画
システムをWiFiネットワークに接続する前に、次の手順を完了してください。

WiFiインタフェース上の通信
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▼ システムをWiFi通信のために準備する方法

サポートされているWiFiインタフェースをシステムに装備します。

システムに、Oracle SolarisでサポートされているWiFiカード (Atherosチップセット
をサポートするカードなど)が装備されている必要があります。現在サポートされて
いるドライバとチップセットの一覧については、Wireless Networking for OpenSolaris
(http://hub.opensolaris.org/bin/view/Community+Group+laptop/wireless)を参照し
てください。

インタフェースがまだシステム上に存在しない場合は、インタフェースカードを取
り付けるための製造元の指示に従ってください。インタフェースのソフトウェア
は、212ページの「WiFiネットワークに接続する方法」の手順中に構成します。

システムをWiFiネットワーク (商用、自治体、プライベートのいずれか)のサービス
対象になっている場所に設置します。

システムを、ネットワークのアクセスポイントの近くに置く必要があります。商用
またはプライベートネットワークのホットスポットでは通常、この点を考慮する必
要はありません。ただし、無料の自治体ネットワークの使用を計画している場合
は、送信機アクセスポイントに近い場所にする必要があります。

(省略可能)追加のアクセスポイントとして機能する無線ルーターを設定します。

現在の場所でWiFiネットワークが使用できない場合は、ユーザー独自のルーターを
設定します。たとえば、DSL回線がある場合は、そのDSLルーターに無線
ルーターを接続します。それにより、その無線ルーターが無線デバイスのアクセス
ポイントになります。

Oracle Solarisシステム上でのWiFiの接続および使用
この節には、Oracle Solarisを実行するノートパソコンまたはデスクトップコン
ピュータでWiFi接続を確立および監視するためのタスクが含まれています。

▼ WiFiネットワークに接続する方法
次の手順では、212ページの「システムをWiFi通信のために準備する方法」の手順
に従っていることを前提にしています。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。
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使用可能なリンクを確認します。
# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

ath0 phys 1500 up -- --

e1000g0 phys 1500 up -- --

この例の出力は、2つのリンクが使用可能なことを示しています。ath0リンク
は、WiFi通信をサポートしています。e1000gリンクは、システムを有線ネット
ワークに接続するためのものです。

WiFiインタフェースを構成します。

次の手順を使用してインタフェースを構成します。

■ WiFiをサポートするインタフェースを作成します。

# ipadm create-ip ath0

■ リンクが plumbされていることを確認します。

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

e1000g0 ip ok yes --

ath0 ip ok yes --

使用可能なネットワークを確認します。
# dladm scan-wifi

LINK ESSID BSSID/IBSSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 net1 00:0e:38:49:01:d0 none good g 54Mb

ath0 net2 00:0e:38:49:02:f0 none very weak g 54Mb

ath0 net3 00:0d:ed:a5:47:e0 none very good g 54Mb

scan-wifiコマンドのこの出力例では、現在の場所で使用可能なWiFiネットワーク
に関する情報が表示されています。この出力には、次の情報が含まれています。

LINK WiFi接続で使用されるリンク名。

ESSID 拡張サービスセット識別子。ESSIDは、WiFiネットワークの名前で
す。この出力例では、net1、net2、net3などです。

BSSID/IBSSID 基本サービスセット識別子。特定の ESSIDの一意の識別子で
す。BSSIDは、ネットワークに特定の ESSIDを提供する、隣接する
アクセスポイントの 48ビットのMACアドレスです。

SEC ネットワークにアクセスするために必要なセキュリティーのタイ
プ。この値は noneまたは WEPです。WEPについては、218ページ
の「セキュリティー保護されたWiFi通信」を参照してください。

STRENGTH 現在の場所で使用可能なWiFiネットワークからの無線信号の強
度。
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MODE ネットワークによって実行される 802.11プロトコルの
バージョン。このモードは a、b、gか、またはこれらのモードの組
み合わせです。

SPEED 特定のネットワークの速度 (メガビット/秒)。

WiFiネットワークに接続します。
次のいずれかを行います。

■ 信号強度のもっとも高い、セキュリティーで保護されていないWiFiネットワーク
に接続します。

# dladm connect-wifi

■ ESSIDを指定することによって、セキュリティーで保護されていないネット
ワークに接続します。

# dladm connect-wifi -e ESSID

dladmの connect-wifiサブコマンドには、WiFiネットワークに接続するためのそ
の他のオプションがいくつかあります。詳細は、dladm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

インタフェースの IPアドレスを構成します。
次のいずれかを行います。

■ DHCPサーバーから IPアドレスを取得します。

# ipadm create-addr -T dhcp addrobj

ここで、addrobjは interface/user–defined–stringの命名規則を使用します。

WiFiネットワークでDHCPがサポートされていない場合は、次のメッセージが表
示されます。

ipadm: interface: interface does not exist or cannot be managed using DHCP

■ 静的 IPアドレスを構成します。
このオプションは、システムに専用の IPアドレスがある場合に使用します。

# ipadm create-addr -T static -a address addrobj

システムの接続先のWiFiネットワークのステータスを確認します。
# dladm show-wifi

LINK STATUS ESSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 connected net3 none very good g 36Mb

この例の出力は、システムが現在 net3ネットワークに接続されていることを示して
います。前の scan-wifiの出力は、使用可能なネットワークの中で net3の信号強度

5

6

7

Oracle Solarisシステム上でのWiFiの接続および使用

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月214

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114dladm-1m


がもっとも高いことを示していました。別のネットワークを直接指定しないかぎ
り、dladm show-wifiコマンドは、信号強度のもっとも高いWiFiネットワークを自動
的に選択します。

WiFiネットワーク経由でインターネットにアクセスします。
システムの接続先のネットワークに応じて、次のいずれかを行います。

■ アクセスポイントが無料のサービスを提供している場合は、今すぐ目的のブラウ
ザまたはアプリケーションを実行できます。

■ アクセスポイントが料金を必要とする商用ホットスポット内にある場合は、現在
の場所で提供されている手順に従います。通常は、ブラウザを実行し、キーを指
定して、ネットワークプロバイダにクレジットカード情報を提供します。

セッションを完了します。

次のいずれかを行います。

■ WiFiセッションを終了しますが、システムは実行中のままにします。

# dladm disconnect-wifi

■ 現在、複数のセッションが実行されている場合は、特定のWiFiセッションを終了
します。

# dladm disconnect-wifi link

ここで、linkはセッションに使用されていたインタフェースを表します。
■ WiFiセッションの実行中に、システムを正常にシャットダウンします。

# shutdown -g0 -i5

shutdownコマンドを使用してシステムの電源を落とす前にWiFiセッションを明示
的に切り離す必要はありません。

特定のWiFiネットワークへの接続

次の例は、インターネットカフェで、Oracle Solarisを実行するノートパソコンを使用
しているときに発生する可能性のある標準的なシナリオを示しています。

WiFiリンクが使用可能かどうかを調べます。

# dladm show-wifi

ath0 type: non-vlan mtu: 1500 device: ath0

ath0リンクは、ノートパソコン上にインストールされています。ath0インタ
フェースを構成し、それが稼働していることを確認します。

# ipadm create-ip ath0

IFNAME STATE CURRENT PERSISTENT

8
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lo0 ok -m-v-----46 ---

ath0 ok bm-------46 -46

現在の場所で使用可能なWiFiリンクを表示します。

# dladm scan-wifi

LINK ESSID BSSID/IBSSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 net1 00:0e:38:49:01:d0 none weak g 54Mb

ath0 net2 00:0e:38:49:02:f0 none very weak g 54Mb

ath0 net3 00:0d:ed:a5:47:e0 wep very good g 54Mb

ath0 citinet 00:40:96:2a:56:b5 none good b 11Mb

この出力は、net3の信号が最適であることを示します。net3にはキーが必要で
す。このキーに対して、カフェのプロバイダは料金を請求します。citinetは、その
土地で提供されている無料のネットワークです。

citinetネットワークに接続します。

# dladm connect-wifi -e citinet

connect-wifiの -eオプションには、優先WiFiネットワークの ESSIDを引数として指
定します。このコマンドでの引数は、無料のローカルネットワークの ESSIDである
citinetです。dladm connect-wifiコマンドでは、WiFiネットワークに接続するため
のオプションがいくつか提供されています。詳細は、dladm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

WiFiインタフェースの IPアドレスを構成します。

# ipadm create-addr -T static -a 10.192.16.3/8 ath0/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

e1000g0/v4 static ok 129.146.69.34/24

ath0/v4static static ok 10.192.16.3/8

lo0/v6 static ok ::1/128

この例では、ノートパソコン上に静的 IPアドレス 10.192.16.3/24が構成されている
ことを前提にしています。

# dladm show-wifi

LINK STATUS ESSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 connected citinet none good g 11Mb

この出力は、このノートパソコンが現在、ネットワーク citinetに接続されているこ
とを示します。

# firefox

Firefoxブラウザのホームページが表示されます。
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ブラウザやその他のアプリケーションを実行して、WiFiネットワーク経由で作業を
開始します。

# dladm disconnect-wifi

# dladm show-wifi

LINK STATUS ESSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 disconnected -- -- -- -- --

show-wifiの出力により、WiFiネットワークから ath0リンクを切り離していること
が確認されます。

▼ WiFiリンクを監視する方法
この手順は、標準のネットワークツールを使用してWiFiリンクのステータスを監視
したり、linkpropサブコマンドを使用してリンクプロパティーを変更したりする方
法を示しています。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

212ページの「WiFiネットワークに接続する方法」の説明に従って、WiFiネット
ワークに接続します。

リンクのプロパティーを表示します。

構文は次のとおりです。
# dladm show-linkprop interface

たとえば、ath0リンクを通して確立された接続のステータスを表示するには、次の
構文を使用します。

# dladm show-linkprop ath0

PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

channel 5 -- --

powermode off off off,fast,max

radio ? on on,off

speed 36 -- 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54

リンクの固定された速度を設定します。

注意 – Oracle Solarisでは、WiFi接続の最適な速度が自動的に選択されます。初期のリ
ンク速度を変更すると、パフォーマンスが低下したり、特定のWiFi接続の確立が妨
げられたりすることがあります。
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リンク速度を、show-linkpropの出力に表示される、速度に指定可能な値のいずれか
に変更できます。

# dladm set-linkprop -p speed=value link

リンク上のパケットフローを確認します。
# netstat -I ath0 -i 5

input ath0 output input (Total) output

packets errs packets errs colls packets errs packets errs colls

317 0 106 0 0 2905 0 571 0 0

14 0 0 0 0 20 0 0 0 0

7 0 0 0 0 16 0 1 0 0

5 0 0 0 0 9 0 0 0 0

304 0 10 0 0 631 0 316 0 0

338 0 9 0 0 722 0 381 0 0

294 0 7 0 0 670 0 371 0 0

306 0 5 0 0 649 0 338 0 0

289 0 5 0 0 597 0 301 0 0

リンクの速度の設定

この例は、WiFiネットワークに接続したあとにリンクの速度を設定する方法を示し
ています。

# dladm show-linkprop -p speed ath0

PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

speed 24 -- 1,2,5,6,9,11,12,18,24,36,48,54

# dladm set-linkprop -p speed=36 ath0

# dladm show-linkprop -p speed ath0

PROPERTY VALUE DEFAULT POSSIBLE

speed 36 -- 1,2,5,6,9,11,12,18,24,36,48,54

セキュリティー保護されたWiFi通信
電波テクノロジによってWiFiネットワークが簡単に使用できるように、さらにたい
ていは、多くの場所にいるユーザーから自由にアクセスできるようになっていま
す。その結果、WiFiネットワークへの接続が安全でなくなる場合があります。ただ
し、特定のタイプのWiFi接続は、よりセキュリティーが強化されています。

■ アクセスが制限されたプライベートWiFiネットワークへの接続
企業や大学によって確立された内部ネットワークなどのプライベートネット
ワークは、各ネットワークへのアクセスを、正しいセキュリティーチャレンジを
指定できるユーザーに制限しています。潜在的なユーザーは、接続シーケンス中
にキーを指定するか、またはセキュリティー保護されたVPNを経由してネット
ワークにログインする必要があります。

5

例10–2
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■ WiFiネットワークへの接続の暗号化
セキュリティー保護されたキーを使用して、システムとWiFiネットワークの間の
通信を暗号化できます。WiFiネットワークへのアクセスポイントは、セキュリ
ティー保護されたキーを生成する機能を備えた、自宅またはオフィスの
ルーターである必要があります。システムとルーターは、セキュリティー保護さ
れた接続を作成する前にキーを確立してから共有します。

dladmコマンドでは、アクセスポイントを経由した接続を暗号化するためのWEP
(Wired Equivalent Privacy)キーを使用できます。WEPプロトコルは、無線接続のため
の IEEE 802.11仕様で定義されています。dladmコマンドのWEP関連のオプションに
ついての詳細は、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。

▼ 暗号化されたWiFiネットワーク接続を設定する方
法
次の手順は、システムと自宅のルーターの間のセキュリティー保護された通信を設
定する方法を示しています。家庭向けの無線および有線ルーターの多くには、セ
キュリティー保護されたキーを生成できる暗号化機能があります。この手順で
は、このようなルーターを使用すること、およびそのマニュアルが参照可能である
ことを前提にしています。また、システムがすでにルーターに接続されていること
も前提にしています。

ホームルーターを構成するためのソフトウェアを起動します。

手順については、製造元のマニュアルを参照してください。ルーターの製造元は通
常、ルーター構成のための内部のWebサイトまたはグラフィカルユーザーインタ
フェースを提供しています。

WEPキーの値を生成します。
ルーターのセキュリティー保護されたキーを作成するための製造元の指示に従って
ください。ルーター構成のGUIから、キーの希望するパスフレーズを指定するよう
求められることがあります。ソフトウェアは次に、このパスフレーズを使用して 16
進文字列 (通常は、5バイトまたは 13バイトの長さ)を生成します。この文字列
が、WEPキーに使用される値になります。

キーの構成を適用して保存します。

手順については、製造元のマニュアルを参照してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

1

2

3

4
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WEPキーを含むセキュアオブジェクトを作成します。
システム上に端末ウィンドウを開き、次を入力します。
# dladm create-secobj -c wep keyname

ここで、keynameはキーに付ける名前を表します。

セキュアオブジェクトにWEPキーの値を指定します。
create-secobjサブコマンドは次に、キーの値を要求するスクリプトを実行します。
provide value for keyname: 5 or 13 byte key
confirm value for keyname: retype key

この値は、ルーターによって生成されたキーです。スクリプトは、キーの値として 5
バイトまたは 13バイトの文字列 (ASCIIまたは 16進数)のどちらかを受け入れます。

今作成したキーの内容を表示します。
# dladm show-secobj

OBJECT CLASS

keyname wep

ここで、keynameは、このセキュアオブジェクトの名前です。

WiFiネットワークへの暗号化された接続を作成します。
# dladm connect-wifi -e network -k keyname interface

接続がセキュリティーで保護されていることを確認します。
# dladm show-wifi

LINK STATUS ESSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 connected net1 wep good g 11Mb

SECの見出しの下の wepの値は、この接続にWEP暗号化が適用されていることを示
します。

暗号化されたWiFi通信の設定

この例では、次のことがすでに実行されていることを前提にしています。

■ システムを、WEPキーを作成できるホームルーターに接続します。
■ ルーターの製造元のマニュアルに従ってWEPキーを作成します。
■ キーを保存することにより、それを使用してシステム上にセキュアオブジェクト
を作成できるようにします。

# dladm create-secobj -c wep mykey

provide value for mykey: *****

confirm value for mkey: *****

ルーターによって生成されたWEPキーを指定するときは、入力した値がアスタリス
クでマスクされます。

5

6

7

8

9
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# dladm show-secobj

OBJECT CLASS

mykey wep

# dladm connect-wifi -e citinet -k mykey ath0

このコマンドは、セキュアオブジェクト mykeyを使用して、WiFiネットワーク
citinetへの暗号化された接続を確立します。

# dladm show-wifi

LINK STATUS ESSID SEC STRENGTH MODE SPEED

ath0 connected citinet wep good g 36Mb

この出力により、WEP暗号化を使用して citinetに接続されていることが確認され
ます。

セキュリティー保護されたWiFi通信
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ブリッジを管理する

この章では、ブリッジおよびその管理方法について説明します。

この章で扱う内容は、次のとおりです。

■ 223ページの「ブリッジングの概要」
■ 234ページの「ブリッジの管理 (タスクマップ)」

ブリッジングの概要
ブリッジは、別々のネットワークセグメントを接続する際に使用されます。ブ
リッジで接続すると、接続されたネットワークセグメントは単一のネットワークセ
グメントであるかように通信を行います。ブリッジングは、ネットワークスタック
のデータリンク層 (L2)で実装されます。ブリッジはパケット転送メカニズムを使用
して、複数のサブネットワークを相互に接続します。

ブリッジングとルーティングはどちらも、ネットワーク上のリソースの場所に関す
る情報を配布するために使用できますが、いくつかの点で異なります。ルーティン
グは IP層 (L3)で実装され、ルーティングプロトコルを使用します。データリンク層
では、ルーティングプロトコルは使用されません。代わりに、パケットの転送先
は、ブリッジに接続されているリンクで受信されたネットワークトラフィックを検
査することで特定されます。

パケットを受信すると、その発信元アドレスが検査されます。パケットの発信元ア
ドレスには、受信されたリンクにパケットを送信したノードが関連付けられま
す。その後、受信されたパケットが宛先アドレスと同じアドレスを使用すると、ブ
リッジはリンク上のパケットをそのアドレスに転送します。

発信元アドレスと関連付けられたリンクは、ブリッジサブネットワーク内の別のブ
リッジに接続された中間リンクである場合があります。時間が経過すると、ブ
リッジサブネットワーク内のすべてのブリッジが、どのリンクが特定のノードにパ
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ケットを送信するのかを「学習」します。したがって、ホップバイホップのブ
リッジング方式で最終宛先にパケットを送信する際には、パケットの宛先アドレス
が使用されます。

ローカルの「リンク停止」通知は、特定のリンク上のすべてのノードが到達不能に
なったことを示します。この状況では、リンクへのパケット転送が停止し、リンク
上のすべての転送エントリがフラッシュされます。時間が経過すると、転送エント
リも消去されます。リンクが復元されると、リンク上で受信されたパケットは新規
として処理されます。パケットの発信元アドレスに基づいた「学習」プロセスが再
開します。このプロセスによって、アドレスが宛先アドレスとして使用されたとき
に、ブリッジが正常にパケットをそのリンク上に転送できるようになります。

パケットを宛先に転送するには、ブリッジに接続されたすべてのリンク上でブ
リッジがプロミスキャスモードで待機する必要があります。プロミスキャスモード
で待機すると、最大回線速度でパケットが永久に循環してしまう転送ループの発生
に対して、ブリッジが脆弱になります。したがって、ブリッジングではスパニング
ツリープロトコル (STP)メカニズムを使用して、サブネットワークが使用不可になる
ネットワークループを回避します。

ブリッジに STPおよびラピッドスパニングツリープロトコル (RSTP)を使用すること
に加えて、Oracle SolarisではTRILL保護拡張機能もサポートされています。デフォル
トでは STPが使用されますが、ブリッジングコマンドで -P trillオプションを指定
すれば、TRILLも使用できます。

ブリッジ構成を使用して、単一のネットワークに接続すると、ネットワーク内のさ
まざまなノードの管理が簡略化されます。これらのセグメントをブリッジ経由で接
続すると、すべてのノードが単一のブロードキャストネットワークを共有しま
す。したがって、ルーターを使用してトラフィックをネットワークセグメント間で
転送するのではなく、IPなどのネットワークプロトコルを使用することに
よって、各ノードはその他のノードに到達できます。ブリッジを使用しない場合
は、ノード間の IPトラフィックの転送を許可するように IPルーティングを構成する
必要があります。

次の図は、単純なブリッジネットワーク構成を示しています。ブリッジ goldengate

は、ブリッジングが構成されたOracle Solarisシステムです。sanfranciscoおよび
sausalitoは、物理的にブリッジに接続されたシステムです。ネットワークAではハ
ブが使用され、片側では物理的にブリッジに接続され、反対側ではコンピュータシ
ステムに接続されています。ブリッジポートは、bge0、bge1、bge2などのリンクで
す。

ブリッジングの概要
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ブリッジネットワークはリング状に形成して、物理的に複数のブリッジを相互に接
続できます。このような構成は、ネットワークでよく使用されます。このタイプの
構成では、古いパケットがリングの周りをエンドレスにループすることによって
ネットワークリンクが飽和状態になる問題が発生する可能性があります。このよう
なループ状況から保護するために、Oracle Solarisのブリッジには STPとTRILLの両方
のプロトコルが実装されています。大部分のハードウェアブリッジでは、STP
ループ保護も実装されています。

次の図は、リング状に構成されたブリッジネットワークを示しています。この構成
では、3台のブリッジがあります。2台のシステムが物理的に westminsterに接続さ
れています。1台のシステムが物理的に waterlooに接続されています。さらに、1台
のシステムが物理的に towerに接続されています。各ブリッジは、物理的にブリッジ
ポートを介して相互に接続されています。

ループ保護のために STPまたはRSTPを使用すると、ループ内の接続の 1つによるパ
ケット転送を回避することによって、物理的なループが軽減されます。この図
は、westminsterと towerブリッジ間の物理リンクがパケット転送に使用されないこ
とを示しています。

ループ保護を実行するために使用可能な物理リンクをシャットダウンすると、STP
およびRSTPによって帯域幅が消費されることに注意してください。

STPおよびRSTPとは異なり、TRILLではループを回避するために物理リンクが
シャットダウンされません。その代わりに、TRILLはネットワーク内のTRILL
ノードごとに最短パス情報を計算し、その情報を使用して個々の宛先にパケットを
転送します。

その結果、TRILLを使用すると、すべてのリンクが常に使用中のまま保持できま
す。IPによるループの処理方法と同様にループが処理されるため、ループが問題に

図 11–1 単純なブリッジネットワーク
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なることはありません。つまり、TRILLは必要に応じてルートを作成し、転送の
ホップ制限を使用することで、一時的なループ状態によって発生する問題を回避し
ます。

注意 – SPARCプラットフォームでは、local-mac-address?=falseを設定しないでくだ
さい。これを設定すると、複数のポートや同じネットワーク上で同一のMACアドレ
スが誤って使用されます。

注 –可能な限り高いレベルのパフォーマンスが必要な場合は、ブリッジにリンクを構
成しないでください。ブリッジングでは、ベースとなるインタフェースをプロミス
キャスモードにして、システムのハードウェア層、ドライバ層、およびその他の層
で実装されている数多くの重要な最適化機能を無効にする必要があります。このよ
うなパフォーマンス拡張機能が無効になることは、ブリッジングメカニズムでは避
けられない結果です。

システムのリンクの一部がブリッジされていないために、これらの制約の対象では
ないシステムでは、ブリッジを使用できます。このようなパフォーマンスの問題
は、ブリッジの一部になるように構成されたリンクにのみ影響を与えます。

図 11–2 ブリッジネットワークリング

ブリッジングの概要
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STPの詳細は、IEEE 802.1D-1998を参照してください。RSTPの詳細は、IEEE
820.1Q-2004を参照してください。TRILLの詳細は、Internet Engineering Task Force
(IETF) TRILL draft documents (http://tools.ietf.org/wg/trill)を参照してくださ
い。

リンクプロパティー
次のリンクプロパティーは、dladm show-linkprop、dladm set-linkprop、および
reset-linkpropコマンドで表示および変更できます。

default_tag リンク間で送受信されるタグなしパケットに、デフォルトの仮想
ローカルエリアネットワーク (VLAN) IDを定義します。有効な値は
0 - 4094です。デフォルト値は 1です。このプロパティーは、VLAN
以外および仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)以外の
タイプのリンクにのみ存在します。この値を 0に設定する
と、ポートとの間で送受信されるタグなしパケットの転送が無効に
なります (これはMACプロパティーです)。

注 –このプロパティーをブリッジングの範囲外で使用して、リンク
に IEEE Port VLAN Identifier (PVID)を指定することもできま
す。ベースリンク自体が自動的に PVIDを表すため、default_tagを
ゼロ以外にすると、リンク上に同じ IDを持つVLANを作成できま
せん。

たとえば、net0で PVIDを 5に設定する場合は、net0で ID 5の
VLANを作成できません。この状況でVLAN 5を指定するに
は、net0を使用します。

default_tagは、そのリンクで作成された既存のVLANの IDと等し
くなるように設定できません。たとえば、次のコマンドは net0に
VLAN 22を作成します。

# dladm create-vlan -l net0 -v 22 myvlan0

この状況では、net0と myvlan0の両方で同じVLANを表すた
め、default_tagを 22に設定できません。

default_tagを 0に設定すると、net0上のタグなしパケットと
VLANとのあらゆる関連付けを解除できます。この状況では、この
ようなパケットが構成されたブリッジから転送されなくなります。

forward ブリッジ経由のトラフィック転送を有効および無効にします。この
プロパティーは、VNICリンク以外のすべてのリンクに存在しま
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す。有効な値は 1 (真)と 0 (偽)です。デフォルト値は 1です。無効
にすると、リンクインスタンスに関連付けられたVLANでは、トラ
フィックがブリッジから転送されなくなります。転送を無効にする
ことは、従来のブリッジで「許可された設定」からVLANを削除す
ることに相当します。つまり、ローカルクライアントからベースと
なるリンクへのVLANベースの入出力は続行されますが、ブリッジ
ベースの転送は実行されません。

stp STPとRSTPを有効および無効にします。有効な値は 1 (真)と 0 (偽)
です。デフォルト値は 1であり、STPとRSTPが有効になります。0

に設定すると、リンクではどのタイプのスパニングツリープロトコ
ルも使用されず、常に転送モードに移行されます。転送モードで
は、ブリッジプロトコルデータユニット (BPDU)ガードが使用され
ます。エンドノードに接続されるポイントツーポイントリンクを構
成する場合は、STPとRSTPを無効にします。このプロパ
ティーは、VLANおよびVNIC以外のタイプのリンクにのみ存在し
ます。

stp_cost リンクを使用する際の STPとRSTPのコスト値を表示します。有効
な値は 1 - 65535です。デフォルト値は 0であり、自動的にコストが
リンクタイプ別に計算されるように指定されます。次の値は、複数
のリンクタイプのコストを表します: 10 Mbpsでは 100、100 Mbpsで
は 19、1 Gbpsでは 4、10 Gbpsでは 2。

stp_edge ポートがほかのブリッジに接続されているかどうかを指定しま
す。有効な値は 1 (真)と 0 (偽)です。デフォルト値は 1です。0に設
定されていると、どのタイプの BPDUも認識されない場合で
も、デーモンはポートがほかのブリッジに接続されているとみなし
ます。

stp_p2p 接続モードタイプを指定します。有効な値は、true、false、およ
び autoです。デフォルト値は autoであり、ポイントツーポイント
接続が自動的に検出されます。trueを指定すると、ポイントツーポ
イントモードが強制され、falseを指定すると、標準のマルチポイ
ントモードが強制されます。

stp_priority STPおよびRSTPポートの優先度値を設定します。有効な値は 0 -
255です。デフォルト値は 128です。STPおよびRSTPポートの優先
度値をポート識別子の先頭に付加することで、ブリッジの優先
ルートポートが決定されます。数値を小さくすると、優先度が高く
なります。

ブリッジングの概要

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月228



STPデーモン
dladm create-bridgeコマンドを使用して作成された各ブリッジ
は、svc:/network/bridgeの同じ名前の付いたSMFインスタンスとして表されま
す。各インスタンスは、STPを実装する /usr/lib/bridgedデーモンのコピーを実行
します。

次のコマンド例では、pontevecchioというブリッジを作成します。

# dladm create-bridge pontevecchio

svc:/network/bridge:pontevecchioという SMFサービス、および /dev/net

pontevecchio0という可観測性ノードが作成されます。

安全のため、デフォルトで標準 STPがすべてのポートで実行されます。STPなどの
一部のブリッジプロトコル形式が実行されないブリッジでは、ネットワークで長期
にわたる転送ループが発生する可能性があります。Ethernetのパケットにはホップ数
またはTTLが存在しないため、このようなループはネットワークにとって致命的で
す。

特定のポートが別のブリッジに接続されていない (たとえば、ホストシステムに直接
ポイントツーポイント接続されている)ことが判明したときは、管理上そのポートの
STPを無効にすることができます。ブリッジ上のすべてのポートで STPが無効に
なっている場合でも、引き続き STPデーモンは実行されます。デーモンが引き続き
実行される理由は、次のとおりです。

■ 新たに追加されるポートを処理するため
■ BPDUガードを実装するため
■ 必要に応じて、ポート上の転送を有効または無効にするため

ポートで STPが無効になっている場合、bridgedデーモンは BPDU (BPDUガード)の
待機を続行します。デーモンは syslogを使用してエラーにフラグを付け、ポート上
の転送を無効にして、重大なネットワークの構成ミスを示します。リンクステータ
スが停止してから再起動すると、またはリンクを手動で削除してから再度追加する
と、再びリンクが有効になります。

ブリッジの SMFサービスインスタンスを無効にすると、STPデーモンが停止したと
きに、そのポート上のブリッジ転送も停止します。インスタンスが再起動する
と、STPは初期状態から起動します。

TRILLデーモン
dladm create-bridge -P trill コマンドを使用して作成された各ブリッジ
は、svc:/network/bridgeおよび svc:/network/routing/trillの同じ名前の付いた
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SMFインスタンスとして表されます。svc:/network/routing/trillの各インスタンス
では、TRILLプロトコルを実装する /usr/lib trilldデーモンのコピーが実行されま
す。

次のコマンド例では、bridgeofsighsというブリッジを作成します。

# dladm create-bridge -P trill bridgeofsighs

svc:/network/bridge:bridgeofsighsとsvc:/network/routing/trill:bridgeofsighsと
いう 2つの SMFサービスが作成されます。さらに、/dev/net/bridgeofsighs0という
可観測性ノードも作成されます。

ブリッジをデバッグする
各ブリッジインスタンスには、「可観測性ノード」が割り当てられます。この
ノードは、/dev/net/ディレクトリに表示され、ブリッジ名の末尾に 0を付加した名
前が付けられます。

可観測性ノードは、snoopおよび wiresha kユーティリティーで使用することを目的
としています。このノードは、パケット転送が暗黙的に破棄される点を除いて、標
準の Ethernetインタフェースと同様に動作します。可観測性ノード上の IPは plumb
することができず、パッシブオプションを使用しない限り、バインド要求
(DL_BIND_REQ)も実行できません。

可観測性ノードが使用されると、ユーザーが使用可能なブリッジで処理されるすべ
てのパケットの未変更コピーが 1つ作成されます。この動作は、従来のブリッジ
の「監視」ポートと同様であり、通常のDLPIの「プロミスキャスモード」規則の対
象になります。pfmod、または snoopと wiresharkユーティリティーの機能を使用す
ると、VLAN IDに基づいてフィルタリングできます。

配信されたパケットは、ブリッジで受信されたデータを表します。

注意 –ブリッジングプロセスでVLANタグが追加、削除、または変更される場合、表
示されるデータには、このプロセスが発生する前の状態が記述されます。さまざま
なリンクで別々の default_tag値が使用されると、このようなまれな状況で混乱する
可能性があります。

特定のリンクで転送および受信されるパケットを (ブリッジングプロセスの完了後
に)確認するには、可観測性ノード上ではなく、個々のリンクで snoopコマンドを実
行します。

可観測性ノードの詳細は、354ページの「ネットワーク仮想化およびリソース制御の
ための可観測性機能」を参照してください。
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その他のブリッジ動作
次の節では、構成でブリッジが使用された場合にリンク動作がどのように変化する
かついて説明します。

標準のリンク動作の詳細は、253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。

DLPIの動作
次に、ブリッジが有効になっているときのリンク動作の相違点について説明しま
す。

■ リンク起動 (DL_NOTE_LINK_UP)およびリンク停止 (DL_NOTE LINK_DOWN)の通知は集約
して配信されます。つまり、すべての外部リンクがリンク停止ステータスを示し
ているときは、MAC層を使用している上位のクライアントにもリンク停止イベ
ントが表示されます。ブリッジ上の任意の外部リンクがリンク起動ステータスを
示しているときは、すべての上位クライアントにリンク起動が表示されます。

この集約されたリンク起動およびリンク停止の報告が実行される理由は、次のと
おりです。
■ リンク停止が表示されると、リンク上のノードは到達不能になります。ブ
リッジングコードにより別のリンク経由で引き続きパケットを送受信できる場
合は、これに該当しません。実際のリンクステータスを必要とする管理アプリ
ケーションは、既存のMAC層のカーネル統計を使用してステータスを表示で
きます。このようなアプリケーションは、ハードウェアのステータス情報を報
告し、転送には関与しないという点で、IPなどの通常のクライアントとは異
なります。

■ すべての外部リンクが停止すると、ブリッジ自体がシャットダウンしたかのよ
うにステータスが表示されます。このような特殊なケースでは、何も到達でき
ない可能性があるとシステムで認識されます。すべてのインタフェースが「実
体」であり (仮想ではなく)、すべてが接続解除されている場合は、ローカルの
みの通信を許可する際にブリッジを使用できないというトレードオフがありま
す。

■ リンク固有の機能はすべて汎用になっています。実際の出力リンクは完全にクラ
イアントによって決定されるわけではないため、特殊なハードウェアの高速化機
能がサポートされているリンクでは、これらの機能を使用できません。ブリッジ
転送機能は、宛先MACアドレスに基づいて出力リンクを選択する必要があ
り、この出力リンクはブリッジ上の任意のリンクにすることができます。

VLANの管理
デフォルトでは、システムに構成されたVLANは、ブリッジインスタンス上のすべ
てのポート間で転送されます。ベースとなるリンクがブリッジの一部である場合
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に、dladm create-vlanまたは dladm create-vnic -vコマンドを呼び出すと、該当ブ
リッジリンク上に指定されたVLANの転送も有効になります。

リンク上にVLANを構成して、ブリッジ上のその他のリンク間の転送を無効にする
には、dladm set-linkpropコマンドで forwardプロパティーを設定して、転送を無効
にする必要があります。

ベースとなるリンクがブリッジの一部として構成されているときに、ブリッジング
で VLANを自動的に有効にするには、dladm create-vlanコマンドを使用します。

標準準拠の STPでは、VLANは無視されます。ブリッジングプロトコルは、タグな
し BPDUメッセージを使用して 1つのループなしのトポロジのみを計算し、このツ
リーを使用してリンクを有効および無効にします。ネットワークでプロビジョニン
グされている複製リンクは、STPによって自動的に無効になっても、構成された
VLANが接続解除されないように構成する必要があります。つまり、ブリッジされ
たバックボーンのあらゆるところですべてのVLANを実行するか、すべての冗長リ
ンクを慎重に検査する必要があります。

TRILLは、複雑な STPの規則に従う必要はありません。その代わりに、TRILLは自動
的に、VLANタグが変更されていないパケットをカプセル化して、ネットワーク経
由で渡します。つまり、TRILLは、単一のブリッジネットワーク内で同じVLAN ID
が再利用されている場合、分離されたVLANを結び付けます。

これは、4094の制限よりも多くのVLANセットを管理するために、ネットワークの
分離されたセクションでVLANタグを再利用することがある STPとの重要な相違点
です。このようにネットワークを管理する際にはTRILLを使用できませんが、プロ
バイダベースのVLANなどのその他のソリューションは実装できる場合がありま
す。

VLANを使用した STPネットワークでは、STPによって「不正な」リンクが無効に
なったときに、VLANパーティション分割を回避するようにフェイルオーバーの特
性を構成することが困難になる可能性があります。分離されたVLANで失われる比
較的小さい機能性は、TRILLモデルの堅牢性で十分に補うことができます。
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VLANの動作
ブリッジは許可されたVLANセットおよび default_tagプロパティーをリンクごとに
検査することで、転送を実行します。一般的なプロセスは次のとおりです。

■ 入力VLANの決定。このタスクは、リンクでパケットが受信されると開始されま
す。パケットが受信されると、VLANタグがチェックされます。タグが存在しな
い場合や、タグが優先度のみ (タグがゼロ)の場合は、該当するリンクに構成され
た default_tag (ゼロに設定されていない場合)が内部VLANタグとみなされま
す。タグが存在しない、またはゼロで、default_tagがゼロの場合は、パケット
が無視されます。タグなしの転送は実行されません。タグが存在し、default_tag

に等しい場合も、パケットが無視されます。それ以外の場合は、入力タグが入力
VLANとみなされます。

■ リンクメンバーシップのチェック。入力VLANがこのリンクで許可されたVLAN
として構成されていない場合は、パケットが無視されます。その後、転送が計算
され、出力リンクにも同じチェックが行われます。

■ タグの更新。出力リンクのVLAN (この時点でゼロ以外)が default_tagに等しい
場合は、優先度に関係なく、パケット上のタグ (存在する場合)が削除されま
す。出力リンクのVLANが default_tagに等しくない場合は、タグが現在存在し
なければ追加され、そのタグが出力パケットに設定され、現在の優先度がパ
ケットにコピーされます。

注 –転送で複数のインタフェースに送信される場合 (ブロードキャスト、マルチ
キャスト、および不明な宛先の場合)は、出力リンクごとに個別に出力リンクの
チェックおよびタグの更新を行う必要があります。転送はタグ付きの場合も、タグ
なしの場合もあります。

ブリッジの構成例
次の例は、ブリッジ構成およびブリッジングサービスに関する情報を表示する方法
を示しています。

■ 次のコマンドを実行すると、ブリッジに関する情報を取得できます。

# dladm show-bridge

BRIDGE PROTECT ADDRESS PRIORITY DESROOT

tonowhere trill 32768/66:ca:b0:39:31:5d 32768 32768/66:ca:b0:39:31:5d

sanluisrey stp 32768/ee:2:63:ed:41:94 32768 32768/ee:2:63:ed:41:94

pontoon trill 32768/56:db:46:be:b9:62 32768 32768/56:db:46:be:b9:62

■ 次のコマンドを実行すると、ブリッジに関するTRILLニックネーム情報を取得で
きます。

# dladm show-bridge -t tonowhere

NICK FLAGS LINK NEXTHOP
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38628 -- simblue2 56:db:46:be:b9:62

58753 L -- --

ブリッジの管理 (タスクマップ)
Oracle Solarisは、dladmコマンドおよび SMF機能を使用してブリッジを管理しま
す。インスタンスの障害管理リソース識別子 (FMRI) svc:/network/bridgeを使用して
ブリッジインスタンスを有効化、無効化、および監視するには、SMFコマンドを使
用します。ブリッジを作成または削除することに加えて、ブリッジにリンクを割り
当てたり、ブリッジからリンクを削除したりするには、dladmを使用します。

次の表は、ブリッジを管理するために使用可能なタスクを示しています。

タスク 説明 手順

構成されているブリッジに関す
る情報を表示します。

システムに構成されているブ
リッジに関する情報を表示する
には、dladm show-bridgeコマ
ンドを使用します。構成されて
いるブリッジ、リンク、統計情
報、およびカーネル転送エント
リに関する情報を表示します。

235ページの「構成されている
ブリッジに関する情報を表示す
る方法」

ブリッジに接続されているリン
クに関する構成情報を表示しま
す。

システムに構成されているリン
クに関する情報を表示するに
は、dladm show-linkコマンド
を使用します。リンクがブ
リッジに関連付けられている場
合は、BRIDGEフィールドの出力
を参照してください。

237ページの「ブリッジリンク
に関する構成情報を表示する方
法」

ブリッジを作成します。 ブリッジを作成して、省略可能
なリンクを追加するに
は、dladm create-bridgeコマ
ンドを使用します。

デフォルトでは、ブリッジは
STPを使用して作成されま
す。代わりに、TRILLを使用し
てブリッジを作成するに
は、-P trillを dladm

create-bridge コマンド行に追
加するか、dladm modify-bridge

コマンドを使用してTRILLを有
効にします。

237ページの「ブリッジを作成
する方法」
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タスク 説明 手順

ブリッジの保護タイプを変更し
ます。

ブリッジの保護タイプを変更す
るには、dladm modify-bridge

コマンドを使用します。

デフォルトでは、ブリッジは
STPを使用して作成されま
す。代わりに、TRILLを使用し
てブリッジを作成するに
は、dladm modify-bridgeコマ
ンドで -P trillを使用して
TRILLを有効にします。

239ページの「ブリッジの保護
タイプを変更する方法」

ブリッジにリンクを追加しま
す。

既存のブリッジに 1つ以上のリ
ンクを追加するには、dladm

add-bridgeコマンドを使用しま
す。

239ページの「既存のブリッジ
に 1つ以上のリンクを追加する
方法」

ブリッジからリンクを削除しま
す。

ブリッジからリンクを削除する
には、dladm remove-bridgeコ
マンドを使用します。すべての
リンクが削除されるまで、ブ
リッジを削除できません。

240ページの「ブリッジからリ
ンクを削除する方法」

システムからブリッジを削除し
ます。

システムからブリッジを削除す
るには、dladm delete-bridge

コマンドを使用します。

240ページの「システムからブ
リッジを削除する方法」

▼ 構成されているブリッジに関する情報を表示する
方法
この手順では、さまざまなオプションとともに dladm show-bridgeコマンドを使用し
て、構成されているブリッジに関する各種情報を表示する方法を示します。

dladm show-bridgeコマンドオプションの詳細は、dladm(1M)のマニュアルページを
参照してください。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

1台のブリッジまたは構成されているすべてのブリッジに関する情報を表示します。

■ ブリッジのリストを表示します。

# dladm show-bridge

■ ブリッジのリンク関連のステータスを表示します。

1
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# dladm show-bridge -l bridge-name
■ ブリッジの統計情報を表示します。

# dladm show-bridge -s bridge-name

注 –報告される統計情報の名前および定義は、変更されることがあります。

■ ブリッジのリンク関連の統計情報を表示します。

# dladm show-bridge -ls bridge-name
■ ブリッジのカーネル転送エントリを表示します。

# dladm show-bridge -f bridge-name
■ ブリッジに関するTRILL情報を表示します。

# dladm show-bridge -t bridge-name

ブリッジの情報を表示する

次に、さまざまなオプションを付けた dladm show-bridgeコマンドの使用例を示しま
す。

■ 次のコマンドは、システムに構成されているすべてのブリッジに関する情報を表
示します。

# dladm show-bridge

BRIDGE PROTECT ADDRESS PRIORITY DESROOT

goldengate stp 32768/8:0:20:bf:f 32768 8192/0:d0:0:76:14:38

baybridge stp 32768/8:0:20:e5:8 32768 8192/0:d0:0:76:14:38

■ 次の dladm show-bridge -lコマンドは、単一のブリッジインスタンス towerに関
するリンク関連のステータス情報を表示します。構成されているパラメータを表
示するには、代わりに dladm show-linkpropコマンドを使用します。

# dladm show-bridge -l tower

LINK STATE UPTIME DESROOT

hme0 forwarding 117 8192/0:d0:0:76:14:38

qfe1 forwarding 117 8192/0:d0:0:76:14:38

■ 次の dladm show-bridge -sコマンドは、指定されたブリッジ terabithiaに関する
統計情報を表示します。

# dladm show-bridge -s terabithia

BRIDGE DROPS FORWARDS

terabithia 0 302

■ 次の dladm show-bridge -lsコマンドは、指定されたブリッジ london上のすべて
のリンクに関する統計情報を表示します。

# dladm show-bridge -ls london

LINK DROPS RECV XMIT

hme0 0 360832 31797

qfe1 0 322311 356852
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ブリッジの管理 (タスクマップ)

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月236



■ 次の dladm show-bridge -fコマンドは、指定されたブリッジ avignonのカーネル
転送エントリを表示します。

# dladm show-bridge -f avignon

DEST AGE FLAGS OUTPUT

8:0:20:bc:a7:dc 10.860 -- hme0

8:0:20:bf:f9:69 -- L hme0

8:0:20:c0:20:26 17.420 -- hme0

8:0:20:e5:86:11 -- L qfe1

■ 次の dladm show-bridge -tコマンドは、指定されたブリッジ keyに関する TRILL
情報を表示します。

# dladm show-bridge -t key

NICK FLAGS LINK NEXTHOP

38628 -- london 56:db:46:be:b9:62

58753 L -- --

▼ ブリッジリンクに関する構成情報を表示する方法
dladm show-link出力には、BRIDGEフィールドが含まれています。リンクがブリッジ
のメンバーである場合、このフィールドによってメンバーであるブリッジの名前が
識別されます。このフィールドはデフォルトで表示されます。リンクがブリッジの
一部でない場合、-pオプションが使用されていれば、このフィールドは空白になり
ます。それ以外の場合は、フィールドには --と表示されます。

dladm show-link出力には、別々のリンクとしてブリッジ可観測性ノードも表示され
ます。このノードの場合、既存の OVERフィールドにブリッジのメンバーであるリン
クが一覧表示されます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ブリッジのメンバーであるリンクに関する構成情報を表示します。
# dladm show-link [-p]

-pオプションを付けると、解析可能な形式で出力されます。

▼ ブリッジを作成する方法
この手順では、STPを使用してブリッジを作成するためのデフォルトの方法を示し
ます。ブリッジ作成のオプションの詳細は、dladm(1M)のマニュアルページで dladm

create-bridgeの説明を参照してください。
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注 –代わりに、TRILLを使用してブリッジを作成するには、-P trillを dladm

create-bridge コマンド行に追加するか、dladm modify-bridge コマンドを使用して
TRILLを有効にします。

dladm create-bridgeコマンドは、ブリッジインスタンスを作成し、任意で新しいブ
リッジに 1つ以上のネットワークリンクを割り当てます。デフォルトではブリッジ
インスタンスがシステムに存在しないため、Oracle Solarisはデフォルトでネット
ワークリンク間をブリッジしません。

リンクをブリッジするには、少なくとも 1つのブリッジインスタンスを作成する必
要があります。各ブリッジインスタンスは個別のものです。ブリッジにはブリッジ
間の転送接続は含まれず、リンクは最大で 1つのブリッジのメンバーです。

bridge-nameは任意の文字列であり、正当な SMFサービスインスタンス名である必要
があります。この名前は、エスケープシーケンスが含まれない FMRIコンポーネント
です。つまり、空白、ASCII制御文字、および次の文字が存在してはいけません。

; / ? : @ & = + $ , % < > # "

defaultという名前は、SUNW文字列で始まるすべての名前と同様、予約されていま
す。末尾に数字が付く名前は、「可観測性デバイス」を作成するために予約されて
います。可観測性デバイスが使用されるため、正当なブリッジインスタンス名
は、正当な dlpi(7P)名となるようにさらに制限されます。この名前は、英字または
下線文字で開始および終了する必要があります。名前の残りの部分には、英数字と
下線文字を含めることができます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ブリッジを作成します。
# dladm create-bridge [-l link]... bridge-name

-l linkオプションは、ブリッジにリンクを追加します。指定されたリンクのいずれ
かを追加できない場合は、コマンドは失敗し、ブリッジが作成されないことに注意
してください。

次の例は、hme0と qfe1リンクを接続して、brooklynブリッジを作成する方法を示し
ています。

# dladm create-bridge -l hme0 -l qfe1 brooklyn

1

2

ブリッジの管理 (タスクマップ)

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月238

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23824&id=REFMAN7dlpi-7p
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28


▼ ブリッジの保護タイプを変更する方法
この手順では、dladm modify-bridgeコマンドを使用して、保護タイプを STPから
TRILLまたはTRILLから STPに変更する方法を示します。

ブリッジの保護タイプを変更します。
# dladm modify-bridge -P protection-type bridge-name

-P protection-typeオプションは、使用する保護タイプを指定します。デフォルトの保
護タイプは STP (-P stp)です。代わりに、TRILL保護タイプを使用するに
は、-P trillオプションを使用します。

次の例は、brooklynブリッジの保護タイプをデフォルトの STPからTRILLに変更す
る方法を示しています:

# dladm modify-bridge -P trill brooklyn

▼ 既存のブリッジに1つ以上のリンクを追加する方
法
この手順では、ブリッジインスタンスに 1つ以上のリンクを追加する方法を示しま
す。

1つのリンクは、最大 1つのブリッジのメンバーになることができます。した
がって、別のブリッジインスタンスにリンクを移動する場合は、まず現在のブ
リッジからリンクを削除してから、別のブリッジに追加する必要があります。

ブリッジに割り当てるリンクをVLAN、VNIC、またはトンネルにすることはできま
せん。ブリッジに割り当てることができるのは、集約の一部として受け入れ可能な
リンク、または集約自体であるリンクのみです。

ブリッジに割り当てるリンクはすべて、MTU値が同じである必要がありま
す。Oracle Solarisでは、既存のリンクのMTU値を変更できることに注意してくださ
い。この場合、ブリッジを再起動する前に、割り当てられたリンクを削除または変
更してMTU値が一致するまで、ブリッジインスタンスは保守状態になります。

ブリッジに割り当てられたリンクは、Ethernetタイプ (802.3および 802.11メディアを
含む)である必要があります。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

既存のブリッジに新しいリンクを追加します。
# dladm add-bridge -l new-link bridge-name

●
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次の例は、既存のブリッジ rialtoに qfe2リンクを追加する方法を示しています。

# dladm add-bridge -l qfe2 rialto

▼ ブリッジからリンクを削除する方法
この手順では、ブリッジインスタンスから 1つ以上のリンクを削除する方法を示し
ます。ブリッジを削除する場合は、この手順を使用します。ブリッジを削除する前
に、まずブリッジのリンクをすべて削除する必要があります。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ブリッジからリンクを削除します。
# dladm remove-bridge [-l link]... bridge-name

次の例は、ブリッジ charlesから hme0、qfe1、および qfe2リンクを削除する方法を
示しています。

# dladm remove-bridge -l hme0 -l qfe1 -l qfe2 charles

▼ システムからブリッジを削除する方法
この手順では、ブリッジインスタンスを削除する方法を示します。ブリッジを削除
する前に、まず dladm remove-bridgeコマンドを実行して、接続されているリンクを
停止する必要があります。240ページの「ブリッジからリンクを削除する方法」を参
照してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

システムからブリッジを削除します。
# dladm delete-bridge bridge-name

次の例は、まず coronadoブリッジから hme0、qfe1、および qfe2リンクを削除してか
ら、システムからブリッジ自体を削除する方法を示しています。

# dladm remove-bridge -l hme0 -l qfe1 -l qfe2 coronado

# dladm delete-bridge coronado

1

2
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リンク集約の管理

この章では、リンク集約を構成および保守するための手順について説明します。こ
れらの手順には、柔軟なリンク名のサポートなどの新機能を利用する手順が含まれ
ます。

リンク集約の概要
Oracle Solarisでは、リンク集約へのネットワークインタフェースの編成をサポートし
ています。「リンク集約」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。リンク集約は「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。このリンク集約グループ
は、事実上単一のリンクであるかのように扱われます。

次にリンク集約の機能を示します。

■ 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
フィックが集約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、発信元と着信先の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 –並列集約を使用して 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。
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■ ネットワークアドレスプールのアドレスの節約 –集約全体に 1つの IPアドレスを
割り当てることができます。

リンク集約の基本
基本的なリンク集約のトポロジには、一連の物理インタフェースで構成された単一
の集約が含まれます。基本的なリンク集約は、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、集約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約でも 1つの IPアドレスのみで済みます。

■ 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、集約の 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 12–1に、有名なWebサイトをホストするサーバーの集約を示します。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で集約 aggr1を使用します。こ
の集約は、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 12–2は、それぞれに集約が構成された 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
イッチ経由で集約を実行する必要がある場合は、そのスイッチが集約テクノロジを

図 12–1 基本的なリンク集約トポロジ

aggr1
192.168.50.32

bge0

bge1

bge2
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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約を
使用しています。これらのインタフェースは、集約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
フェースの集約を使用しています。これらのインタフェースもスイッチの集約に入
れられたポートに接続されています。

バックツーバックリンク集約
バックツーバックリンク集約のトポロジには、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
列集約が実行されます。

図 12–2 スイッチを使用したリンク集約のトポロジ

リンク集約の概要
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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
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約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約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
リンク集約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、使用可能な集約のリンク全体にパ
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約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。

図 12–3 基本的なバックツーバック集約のトポロジ

リンク集約の概要
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集約モードとスイッチ
集約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、スイッチと集約の 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 –集約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。集約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。

リンク集約の要件
リンク集約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約を構成する必要があります。

■ すでに作成されているインタフェースを集約のメンバーにすることはできませ
ん。

■ 集約内のすべてのインタフェースは、同じ速度かつ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。

一部のデバイスは、リンク状態通知をサポートするための IEEE 802.3ad Link
Aggregation Standardの要件を満たしていません。ポートを集約に接続したり、集約
から切り離したりするには、このサポートが存在する必要があります。リンク状態
通知をサポートしていないデバイスは、dladm create-aggrコマンドの -fオプション
を使用してのみ集約できます。このようなデバイスの場合、リンク状態は常に UPと
して報告されます。-fオプションの使用については、246ページの「リンク集約を作
成する方法」を参照してください。

リンク集約の概要
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リンク集約のための柔軟な名前
リンク集約には、柔軟な名前を割り当てることができます。任意のわかりやすい名
前をリンク集約に割り当てることができます。柔軟な名前またはカスタマイズされ
た名前についての詳細は、26ページの「ネットワークデバイスとデータリンク
名」を参照してください。以前のOracle Solarisリリースでは、集約に割り当てられ
た「キー」の値によってリンク集約が識別されます。この方法については、リンク
集約の概要を参照してください。この方法は引き続き有効ですが、カスタマイズさ
れた名前を使用してリンク集約を識別するようにしてください。

ほかのすべてのデータリンク構成と同様に、リンク集約は dladmコマンドで管理され
ます。

リンク集約の管理 (タスクマップ)
次の表は、リンク集約を管理するための手順へのリンクを示しています。

タスク 説明 手順

集約を作成します。 複数のデータリンクから成る集
約を構成します。

246ページの「リンク集約を作
成する方法」

集約を変更します。 集約のポリシーとモードを変更
します。

249ページの「集約を変更する
方法」

集約を構成するリンクを変更し
ます。

集約の基になるデータリンクの
数を増やすか、または減らしま
す。

249ページの「集約にリンクを
追加する方法」

または

250ページの「集約からリンク
を削除する方法」

集約を削除します。 ネットワーク構成からリンク集
約を完全に削除します。

251ページの「集約を削除する
方法」

▼ リンク集約を作成する方法

注 –リンク集約は、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。集約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。

集約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。

始める前に

リンク集約の概要
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■ 集約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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ネットワークデータリンク情報を表示します。
# dladm show-link

集約の作成に使用しているリンクを、どのアプリケーションも開いていないことを
確認します。

たとえば、リンク上に IPインタフェースが作成されている場合は、そのインタ
フェースを削除します。

a. リンクがいずれかのアプリケーションで使用されているかどうかを判定するに
は、dladm show-link構文または ipadm show-if構文のどちらかの出力を検査しま
す。

■ データリンクが使用されている場合は、dladm show-linkの出力にある STATE

フィールドでそのリンクが upであることが示されます。したがって、

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

qfe3 phys 1500 up -- --

■ データリンクが使用されている場合は、そのリンク上の IPインタフェースが
ipadm show-if構文の出力に含まれます。したがって、

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

qfe3 ip ok no --

注 –出力に offlineステータスが表示された場合でも、そのリンク上に IPイン
タフェースが存在するため、そのデータリンクは引き続き使用されています。

b. IPインタフェースを削除するには、次のコマンドを入力します。
# ipadm delete-ip interface

各情報の意味は次のとおりです。

interface そのリンク上で作成されている IPインタフェースを指定します。

リンク集約を作成します。
# dladm create-aggr [-f] -l link1 -l link2 [...] aggr

1

2

3

4

リンク集約の概要
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-f 集約を強制的に作成します。このオプションは、リンク状態通知をサ
ポートしていないデバイスを集約しようとする場合に使用します。

linkn 集約するデータリンクを指定します。

aggr 集約に割り当てる名前を指定します。

集約上に IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

IPインタフェースに有効な IPアドレスを構成します。
# ipadm create-addr interface -T static -a IP-address addrobj

ここで、interfaceには集約の名前を指定し、addrobjは interface/user-defined-stringの命
名規則を使用します。

作成した集約のステータスを確認します。

集約の状態は UPである必要があります。
# dladm show-aggr

リンク集約の作成

この例は、2つのデータリンク subvideo0と subvideo1を含むリンク集約を作成するた
めに使用されるコマンドを示しています。この構成は、システムのリブートのあと
も永続します。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up46 -- ----

# ipadm delete-ip subvideo0

# ipadm delete-ip subvideo1

# dladm create-aggr -l subvideo0 -l subvideo1 video0

# ipadm create-ip video0

# ipadm create-addr -T static -a 10.8.57.50/24 video/v4

# dladm show-aggr

LINK POLICY ADDRPOLICY LACPACTIVITY LACPTIMER FLAGS

video0 L4 auto off short -----

リンク情報を表示すると、このリンク集約がリストに含まれています。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1

5
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▼ 集約を変更する方法
この手順では、集約の定義に次の変更を加える方法を示します。

■ 集約のポリシーの変更
■ 集約のモードの変更

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

集約のポリシーを変更します。
# dladm modify-aggr -P policy-key aggr

policy-key 244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。

aggr ポリシーを変更する集約を指定します。

集約の LACPモードを変更します。
# dladm modify-aggr -L LACP-mode -T timer-value aggr

-L LACP-mode 集約が実行される LACPモードを示します。値
は、active、passive、および offです。スイッチ上で受動モードで
LACPが実行されている場合は、集約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。

-T timer-value LACPタイマー値を示します。値は、shortまたは longです。

リンク集約の変更

この例は、集約 video0のポリシーを L2に変更したあと、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 video0

# dladm modify-aggr -L active -T short video0

# dladm show-aggr

LINK POLICY ADDRPOLICY LACPACTIVITY LACPTIMER FLAGS

video0 L2 auto active short -----

▼ 集約にリンクを追加する方法
管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。
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追加するリンクに、そのリンク上でplumbされている IPインタフェースが含まれて
いないことを確認します。
# ipadm delete-ip interface

集約にリンクを追加します。
# dladm add-aggr -l link [-l link] [...] aggr

ここで、linkは集約に追加しているデータリンクを表します。

さらに多くのデータリンクが追加されたあと、リンク集約構成全体を変更するため
のほかのタスクを実行します。

たとえば、図 12–3に示されている構成の場合は、ケーブル接続を追加または変更し
たり、追加のデータリンクを収容できるようにスイッチを再構成したりすることが
必要になる場合があります。スイッチに対して何らかの再構成タスクを実行するに
は、スイッチのマニュアルを参照してください。

集約へのリンクの追加

この例は、集約 video0にリンクを追加する方法を示しています。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRODGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1

net3 phys 1500 unknown -- ----

# ipadm delete-ip video0

# dladm add-aggr -l net3 video0

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1, net3

net3 phys 1500 up -- ----

▼ 集約からリンクを削除する方法
管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

集約からリンクを削除します。
# dladm remove-aggr -l link aggr-link
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集約からのリンクの削除

この例は、集約 video0からリンクを削除する方法を示しています。

dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1, net3

net3 phys 1500 up -- ----

# dladm remove-aggr -l net3 video0

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1

net3 phys 1500 unknown -- ----

▼ 集約を削除する方法
管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

集約上に構成されている IPインタフェースを削除します。
# ipadm delete-ip IP-aggr

ここで、IP-aggrはリンク集約上の IPインタフェースです。

リンク集約を削除します。
# dladm delete-aggr aggr

集約の削除

この例では、集約 video0を削除します。この削除は永続します。

# ipadm delete-ip video0

# dladm delete-aggr video0

例12–4
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VLANの管理

この章では、仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)を構成および保守するための
手順について説明します。これらの手順には、柔軟なリンク名のサポートなどの機
能を利用する手順が含まれます。

仮想ローカルエリアネットワークの管理
「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。

13第 1 3 章
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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。

図 13–1 3つのVLANを含むローカルエリアネットワーク
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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を使用したネットワークの統合
ゾーン上のVLANを使用すると、スイッチなどの 1つのネットワーク単位内に複数
の仮想ネットワークを構成できます。3枚の物理NICを備えたシステムの次の図につ
いて考えてみます。

図 13–2 複数のVLANを含むシステム

仮想ローカルエリアネットワークの管理
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VLANを使用しない場合は、特定の機能を実行する異なるシステムを構成し、これ
らのシステムを個別のネットワークに接続することになります。たとえば、Web
サーバーをある LANに、認証サーバーを別の LANに、さらにアプリケーション
サーバーを 3番目のネットワークに接続します。VLANとゾーンを使用した場合
は、8つのすべてのシステムを解体し、それらを 1つのシステム内のゾーンとして構
成することができます。次に、VLANタグまたはVLAN ID (VID)を使用して、同じ
機能を実行する各ゾーンのセットにVLANを割り当てます。この図で提供される情
報を次の表に表すことができます。

機能 ゾーン名 VLAN名 VID IPアドレス NIC

Webサーバー webzone1 web1 111 10.1.111.0 e1000g0

認証サーバー authzone1 auth1 112 10.1.112.0 e1000g0

アプリ
ケーション
サーバー

appzone1 app1 113 10.1.113.0 e1000g0

Webサーバー webzone2 web2 111 10.1.111.0 e1000g1

認証サーバー authzone2 auth2 112 10.1.112.0 e1000g1

アプリ
ケーション
サーバー

appzone2 app2 113 10.1.113.0 e1000g1

Webサーバー webzone3 web3 111 10.1.111.0 e1000g2

認証サーバー authzone3 auth3 112 10.1.112.0 e1000g2

この図に示されている構成を作成するには、例 13–1を参照してください。

VLANのわかりやすい名前
Oracle Solarisでは、VLANインタフェースにわかりやすい名前を割り当てることがで
きます。VLAN名は、リンク名とVLAN ID番号 (VID)で構成されます (sales0な
ど)。VLANを作成する場合は、カスタマイズされた名前を割り当てるようにしてく
ださい。カスタマイズされた名前についての詳細は、26ページの「ネットワークデ
バイスとデータリンク名」を参照してください。有効なカスタマイズされた名前に
ついての詳細は、30ページの「有効なリンク名の規則」を参照してください。

VLANの管理 (タスクマップ)
次の表は、VLANを管理するための各種のタスクへのリンクを示しています。
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タスク 説明 手順

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
画タスクを実行します。

257ページの「VLAN構成を計
画する方法」

VLANを構成します。 ネットワーク上にVLANを作成
します。

258ページの「VLANを構成す
る方法」

集約上にVLANを構成します。 VLANとリンク集約の両方を使
用する統合されたテクノロジを
配備します。

261ページの「リンク集約上に
VLANを構成する方法」

VLAN情報を表示します。 VLANとそのコンポーネントに
関する情報を取得します。

263ページの「VLAN情報を表
示する方法」

VLANを削除します。 データリンク上に構成されてい
る複数のVLANから、削除する
VLANを選択します。

264ページの「VLANを削除す
る方法」

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 13–1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. dladm create-vlanコマンドを使用して VLANを作成します。

1
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3
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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。

VLANの構成
次の手順は、VLANを作成および構成する方法を示しています。Oracle Solarisで
は、すべての EthernetデバイスがVLANをサポートできます。ただし、一部のデバ
イスではいくつかの制限が存在します。これらの例外については、262ページの「レ
ガシーデバイス上のVLAN」を参照してください。

▼ VLANを構成する方法
VLANを作成するには、データリンクがシステム上にすでに構成されている必要が
あります。183ページの「IPインタフェースを構成する方法」を参照してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

システムで使用されているリンクのタイプを判定します。
# dladm show-link

データリンク上にVLANリンクを作成します。
# dladm create-vlan -l link -v VID vlan-link

link VLANインタフェースの作成に使用するリンクを指定します。

VID VLAN ID番号を示します。

vlan-link VLANの名前を指定します。管理用に選択された名前を指定することも
できます。

VLAN構成を確認します。
# dladm show-vlan

VLAN上に IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

ここで、interfaceはVLAN名を使用します。

4

5

始める前に
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IPインタフェースに IPアドレスを構成します。
# ipadm create-addr -T static -a IP-address addrobj

ここで、addrobjは interface/user-defined-stringの命名規則を使用します。

VLANの構成

この例では、図 13–2に示されているVLAN構成を作成します。この例では、システ
ム内に異なるゾーンがすでに構成されていることを前提にしています。ゾーンの構
成についての詳細は、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle
Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』のパート II「Oracle Solarisゾーン」を参照
してください。

global# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

e1000g0 phys 1500 up -- --

e1000g1 phys 1500 up -- --

e1000g2 phys 1500 up -- --

global# dladm create-vlan -l e1000g0 -v 111 web1

global# dladm create-vlan -l e1000g0 -v 112 auth1

global# dladm create-vlan -l e1000g0 -v 113 app1

global# dladm create-vlan -l e1000g1 -v 111 web2

global# dladm create-vlan -l e1000g1 -v 112 auth2

global# dladm create-vlan -l e1000g1 -v 113 app2

global# dladm create-vlan -l e1000g2 -v 111 web3

global# dladm create-vlan -l e1000g2 -v 112 auth3

global# dladm show-vlan

LINK VID OVER FLAGS

web1 111 e1000g0 ----

auth1 112 e1000g0 ----

app1 113 e1000g0 ----

web2 111 e1000g1 ----

auth2 112 e1000g1 ----

app2 113 e1000g1 ----

web3 111 e1000g2 ----

auth3 113 e1000g2 ----

リンク情報を表示すると、これらのVLANがリストに含まれています。

global# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

e1000g0 phys 1500 up -- --

e1000g1 phys 1500 up -- --

e1000g2 phys 1500 up -- --

web1 vlan 1500 up -- e1000g0

auth1 vlan 1500 up -- e1000g0

app1 vlan 1500 up -- e1000g0

web2 vlan 1500 up -- e1000g1

auth2 vlan 1500 up -- e1000g1

app2 vlan 1500 up -- e1000g1

web3 vlan 1500 up -- e1000g2

6
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auth3 vlan 1500 up -- e1000g2

これらのVLANをそれぞれ対応するゾーンに割り当てます。たとえば、個々の
ゾーンに関するネットワーク情報を確認すると、ゾーンごとに次のようなデータが
表示されます。

global# zonecfg -z webzone1 info net

net:

address not specified

physical: web1

global# zonecfg -z authzone1 info net

net:

address not specified

physical: auth1

global# zonecfg -z appzone2 info net

net:

address not specified

physical: app2

プロパティー physicalの値は、特定のゾーンのために設定されているVLANを示し
ます。

各非大域ゾーンにログインして、VLANに IPアドレスを構成します。

webzone1では:

webzone1# ipadm create-ip web1

webzone1# ipadm create-addr -T static -a 10.1.111.0/24 web1/v4

webzone2では:

webzone2# ipadm create-ip web2

webzone2# ipadm create-addr -T static -a 10.1.111.0/24 web2/v4

webzone3では:

webzone3# ipadm create-ip web3

webzone3# ipadm create-addr -T static -a 10.1.111.0/24 web3/v4

authzone1では:

authzone1# ipadm create-ip auth1

authzone1# ipadm create-addr -T static -a 10.1.112.0/24 auth1/v4

authzone2では:

authzone2# ipadm create-ip auth2

autzone2# ipadm create-addr -T static -a 10.1.112.0/24 auth2/v4

authzone3では:
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authzone3# ipadm create-ip auth3

authzone3# ipadm create-addr -T static -a 10.1.112.0/24 auth3/v4

appzone1では:

appzone1# ipadm create-ip app1

appzone1# ipadm create-addr -T static -a 10.1.113.0/24 app1/v4

appzone2では:

appzone2# ipadm create-ip app2

appzone2# ipadm create-addr -T static -a 10.1.113.0/24 app2/v4

▼ リンク集約上に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、リンク集約上にVLANを
作成することもできます。リンク集約については、第 12章「リンク集約の管理」で
説明されています。ここでは、VLANとリンク集約の構成について説明します。

最初にリンク集約を作成し、次にそのリンク集約に有効な IPアドレスを構成しま
す。リンク集約を作成する場合は、246ページの「リンク集約を作成する方法」を参
照してください。

システムで構成されている集約を一覧表示します。
# dladm show-link

集約上に作成するVLANごとに、次のコマンドを発行します。
# dladm create-vlan -l link -v VID vlan-link

各情報の意味は次のとおりです。

link VLANインタフェースの作成に使用するリンクを指定します。この特定
のケースでは、リンクはリンク集約を示します。

VID VLAN ID番号を示します。

vlan-link VLANの名前を指定します。管理用に選択された名前を指定することも
できます。

VLAN上に IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

ここで、interfaceはVLAN名を使用します。

VLAN上の IPインタフェースに有効な IPアドレスを構成します。
# ipadm create-addr -T static -a IP-address addrobj

ここで、addrobjは vlan-int/user-defined-stringの命名規則に従う必要があります。

始める前に

1

2

3

4
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リンク集約上に複数のVLANを構成する

この例では、リンク集約上に 2つのVLANを構成します。VLANにはVID 193と 194

がそれぞれ割り当てられます。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

subvideo0 phys 1500 up -- ----

subvideo1 phys 1500 up -- ----

video0 aggr 1500 up -- subvideo0, subvideo1

# dladm create-vlan -l video0 -v 193 salesregion1

# dladm create-vlan -l video0 -v 194 salesregion2

# ipadm create-ip salesregion1

# ipadm create-ip salesregion2

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5/24 salesregion1/v4static

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.25/24 salesregion2/v4static

レガシーデバイス上のVLAN
特定のレガシーデバイスは、最大フレームサイズが 1514バイトのパケットのみを処
理します。フレームサイズがこの上限を超えるパケットは破棄されます。このよう
な場合は、258ページの「VLANを構成する方法」に示されているのと同じ手順に従
います。ただし、VLANを作成するときは、VLANを強制的に作成するために -fオ
プションを使用します。

実行する一般的な手順は次のとおりです。

1. -fオプションを使用してVLANを作成します。

# dladm create-vlan -f -l link -v VID [vlan-link]
2. 最大転送単位 (MTU)に小さめのサイズ (1496バイトなど)を設定します。

# dladm set-linkprop -p default_mtu=1496 vlan-link

MTU値を小さくすることによって、リンク層で転送前にVLANヘッダーを挿入す
るための領域が確保されます。

3. VLAN内の各ノードの MTUのサイズに同じ小さめの値を設定するために同じ手順
を実行します。

リンクプロパティー値の変更についての詳細は、157ページの「データリンクの
構成 (タスク)」を参照してください。

例13–2
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VLAN上でのその他の管理タスクの実行
この節では、新しい dladmサブコマンドのその他のVLANタスクでの使用法につい
て説明します。また、これらの dladmコマンドはリンク名でも動作します。

▼ VLAN情報を表示する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

VLAN情報を表示します。
# dladm show-vlan [vlan-link]

VLANリンクを指定しない場合は、構成されているすべてのVLANに関する情報が
表示されます。

VLAN情報の表示

次の例は、図 13–2で示されている複数のVLANを含むシステムに基づいており、シ
ステム内の使用可能なVLANを示しています。

# dladm show-vlan

LINK VID OVER FLAGS

web1 111 e1000g0 ----

auth1 112 e1000g0 ----

app1 113 e1000g0 ----

web2 111 e1000g1 ----

auth2 112 e1000g1 ----

app2 113 e1000g1 ----

web3 111 e1000g2 ----

auth3 113 e1000g2 ----

構成されている VLANはまた、dladm show-linkコマンドを発行した場合にも表示さ
れます。このコマンド出力で、VLANは CLASS列で適切に識別されています。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

e1000g0 phys 1500 up -- --

e1000g1 phys 1500 up -- --

e1000g2 phys 1500 up -- --

web1 vlan 1500 up -- e1000g0

auth1 vlan 1500 up -- e1000g0

app1 vlan 1500 up -- e1000g0

web2 vlan 1500 up -- e1000g1

auth2 vlan 1500 up -- e1000g1

app2 vlan 1500 up -- e1000g1

web3 vlan 1500 up -- e1000g2

auth3 vlan 1500 up -- e1000g2

1

2
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▼ VLANを削除する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

どのVLANを削除するかを決定します。
# dladm show-vlan

VLANの IPインタフェースをunplumbします。
# ipadm delete-ip vlan-interface

ここで、vlan-interfaceはVLAN上に構成されている IPインタフェースです。

注 –現在使用されているVLANを削除することはできません。

次のいずれかの手順を実行することによってVLANを削除します。

■ VLANを一時的に削除するには、次のように -tオプションを使用します。

# dladm delete-vlan -t vlan
■ 削除を永続的なものにするには、次を実行します。

a. VLANを削除します。

# dladm delete-vlan vlan

VLANの削除

# dladm show-vlan

LINK VID OVER FLAGS

web1 111 e1000g0 ----

auth1 112 e1000g0 ----

app1 113 e1000g0 ----

web2 111 e1000g1 ----

auth2 112 e1000g1 ----

app2 113 e1000g1 ----

web3 111 e1000g2 ----

auth3 113 e1000g2 ----

# ipadm delete-ip web1

# dladm delete-vlan web1

1

2

3
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カスタマイズされた名前を使用しているときの
ネットワーク構成タスクの結合
この節では、カスタマイズされた名前を使用しているときのリンク、リンク集
約、およびVLANの構成に関する、前の章のすべての手順を組み合わせた例につい
て説明します。カスタマイズされた名前を使用するほかのネットワーキングのシナ
リオについては、http://www.oracle.com/us/sun/index.htmにある記事を参照してく
ださい。

例 13–5 リンク、VLAN、およびリンク集約の構成

この例では、4枚のNICを使用するシステムを、8つの個別のサブネットの
ルーターとして構成する必要があります。この目的を達成するために、サブネット
ごとに 1つずつ、8つのリンクが構成されます。最初に、4枚のすべてのNIC上でリ
ンク集約が作成されます。このタグなしリンクが、デフォルトルートが指すネット
ワークのデフォルトのタグなしサブネットになります。

次に、ほかのサブネットのために、リンク集約上でVLANインタフェースが構成さ
れます。これらのサブネットは、色分けされたスキームに基づいて名前が付けられ
ます。それに応じて、VLAN名も同様に、それぞれ対応するサブネットに従って名
前が付けられます。最終的な構成は、8つのサブネットに対する 8つのリンク、つま
り 1つのタグなしリンクと 7つのタグ付きVLANリンクで構成されています。

これらの構成をリブートのあとも永続されるようにするために、以前のOracle Solaris
リリースの場合と同じ手順が適用されます。たとえば、IPアドレスを
/etc/inet/ndpd.confなどの構成ファイルに追加する必要があります。または、イン
タフェースの振り分け規則を規則ファイルに含める必要があります。この例に
は、これらの最終的な手順は含まれていません。これらの手順については、『Oracle
Solarisの管理: IPサービス』の該当する章、特に「TCP/IPの管理」およ
び「DHCP」を参照してください。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

nge0 phys 1500 up -- --

nge1 phys 1500 up -- --

e1000g0 phys 1500 up -- --

e1000g1 phys 1500 up -- --

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

nge0 Ethernet up 1000Mb full nge0

nge1 Ethernet up 1000Mb full nge1

e1000g0 Ethernet up 1000Mb full e1000g0

e1000g1 Ethernet up 1000Mb full e1000g1

# ipadm delete-ip nge0

# ipadm delete-ip nge1

# ipadm delete-ip e1000g0
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例 13–5 リンク、VLAN、およびリンク集約の構成 (続き)

# ipadm delete-ip e1000g1

# dladm rename-link nge0 net0

# dladm rename-link nge1 net1

# dladm rename-link e1000g0 net2

# dladm rename-link e1000g1 net3

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 up -- --

net2 phys 1500 up -- --

net3 phys 1500 up -- --

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 Ethernet up 1000Mb full nge0

net1 Ethernet up 1000Mb full nge1

net2 Ethernet up 1000Mb full e1000g0

net3 Ethernet up 1000Mb full e1000g1

# dladm create-aggr -P L2,L3 -l net0 -l net1 -l net2 -l net3 default0

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 up -- --

net2 phys 1500 up -- --

net3 phys 1500 up -- --

default0 aggr 1500 up -- net0 net1 net2 net3

# dladm create-vlan -v 2 -l default0 orange0

# dladm create-vlan -v 3 -l default0 green0

# dladm create-vlan -v 4 -l default0 blue0

# dladm create-vlan -v 5 -l default0 white0

# dladm create-vlan -v 6 -l default0 yellow0

# dladm create-vlan -v 7 -l default0 red0

# dladm create-vlan -v 8 -l default0 cyan0

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 up -- --

net2 phys 1500 up -- --

net3 phys 1500 up -- --

default0 aggr 1500 up -- net0 net1 net2 net3

orange0 vlan 1500 up -- default0

green0 vlan 1500 up -- default0

blue0 vlan 1500 up -- default0

white0 vlan 1500 up -- default0

yellow0 vlan 1500 up -- default0

red0 vlan 1500 up -- default0

cyan0 vlan 1500 up -- default0

# dladm show-vlan
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例 13–5 リンク、VLAN、およびリンク集約の構成 (続き)

LINK VID OVER FLAGS

orange0 2 default0 -----

green0 3 default0 -----

blue0 4 default0 -----

white0 5 default0 -----

yellow0 6 default0 -----

red0 7 default0 -----

cyan0 8 default0 -----

# ipadm create-ip orange0

# ipadm create-ip green0

# ipadm create-ip blue0

# ipadm create-ip white0

# ipadm create-ip yellow0

# ipadm create-ip red0

# ipadm create-ip cyan0

# ipadm create-addr -T static -a IP-address orange0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address green0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address blue0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address white0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address yellow0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address red0/v4

# ipadm create-addr -T static -a IP-address cyan0/v4
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IPMPの紹介

IPネットワークマルチパス (IPMP)は、ある特定のローカルエリアネットワーク
(LAN)に接続された複数のインタフェースを備えたシステムに対し、物理インタ
フェースの障害検出、透過的なネットワークアクセスフェイルオーバー、およびパ
ケット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。

■ 269ページの「IPMPの新機能」
■ 270ページの「IPMPの配備」
■ 280ページの「Oracle Solarisの IPMPコンポーネント」
■ 281ページの「IPMPインタフェース構成のタイプ」
■ 282ページの「IPMPアドレス指定」
■ 284ページの「IPMPでの障害および修復の検出」
■ 288ページの「IPMPと動的再構成」
■ 291ページの「IPMPの用語と概念」

注 –この章と第 15章「IPMPの管理」に含まれる IPMPの説明内の、「インタ
フェース」という用語へのすべての言及は、特に「IPインタフェース」を意味して
います。ネットワークインタフェースカード (NIC)のように、修飾語がこの用語の異
なる使用法を明示的に示す場合を除き、この用語は常に、IP層で構成されたインタ
フェースを指します。

IPMPの新機能
次の各機能が、現在の IPMP実装と以前の実装との違いです。
■ IPMPグループは IPMP IPインタフェースとして表現されます。このインタ
フェースは、ネットワークスタックの IP層のほかのインタフェースとまったく同
様に扱われます。IP管理タスク、経路指定テーブル、アドレス解決プロトコル
(ARP)テーブル、ファイアウォール規則、およびその他の IP関連手順はすべ
て、IPMPインタフェースを参照することで IPMPグループを操作します。
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■ ベースとなるアクティブインタフェースの間でデータアドレスを分配する責任
を、システムが果たすようになります。以前の IPMP実装では、IPMPグループの
作成時に、管理者が最初にデータアドレスと対応するインタフェースとのバイン
ディングを決定します。現在の実装では、IPMPグループの作成時に、データア
ドレスはアドレスプールとして IPMPインタフェースに所属します。続いて
カーネルが自動的かつランダムに、グループのデータアドレスとベースとなるア
クティブインタフェースをバインドします。

■ IPMPグループに関する情報を取得するための主要ツールとして、ipmpstat

ツールが導入されています。このコマンドは、グループのベースとなる IPインタ
フェース、検査用アドレスとデータアドレス、使用される障害検出のタイプ、故
障したインタフェースなど、IPMP構成のあらゆる側面についての情報を提供し
ます。ipmpstatの機能、使用できるオプション、および各オプションが生成する
出力についてはすべて、322ページの「IPMP情報の監視」で説明しています。

■ IPMPインタフェースにカスタマイズされた名前を割り当てて、ネットワーク設
定内で IPMPグループをより簡単に識別できます。IPMPグループをカスタマイズ
された名前で構成する手順については、304ページの「IPMPグループの構
成」の、IPMPグループの作成について説明している任意の手順を参照してくだ
さい。

注 – IPMPを使用するには、システムで DefaultFixedプロファイルが有効になってい
ることを確認します。手順については、154ページの「プロファイルと構成
ツール」を参照してください。プロファイル管理ネットワーク構成の詳細について
は、第 4章「NWAMプロファイルの構成 (タスク)」を参照してください。

IPMPの配備
この節は、IPMPグループの使用に関するさまざまなトピックについて説明します。

IPMPを使用しなければならない理由
さまざまな要因によりインタフェースが使用不可能になる可能性があります。一般
に、IPインタフェースは故障する可能性があります。また、インタフェース
は、ハードウェア保守のためにオフラインに切り替えられる可能性もあります。そ
のような場合、IPMPグループを使用しないと、その使用不可能になったインタ
フェースに関連付けられたどの IPアドレスを使用しても、システムと通信できなく
なります。さらに、それらの IPアドレスを使用する既存の接続が切断されます。

IPMPを使用すると、1つ以上の IPインタフェースを 1つの「IPMPグループ」に構
成できます。このグループは、ネットワークトラフィックを送受信するデータアド
レス付きの IPインタフェースのように機能します。グループ内のベースとなるイン
タフェースの 1つが故障すると、グループ内の残りのアクティブなベースとなるイ
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ンタフェースの間でデータアドレスが再分配されます。したがって、インタ
フェースの 1つが故障しても、グループはネットワークの接続性を維持しま
す。IPMPでは、グループで最低 1つのインタフェースが使用可能であれば、ネット
ワーク接続を常に使用できます。

また、IPMPは、IPMPグループ内のインタフェースセット全体にアウトバウンド
ネットワークトラフィックを自動的に分散させることにより、全体的なネット
ワークパフォーマンスを向上させます。このプロセスは、アウトバウンド「負荷分
散」と呼ばれます。システムはさらに、アプリケーションによって発信元 IPアドレ
スが指定されなかったパケットに対して発信元アドレス選択を実行することによ
り、インバウンド負荷分散も間接的に制御します。ただし、アプリケーションが発
信元 IPアドレスを明示的に選択した場合は、システムはその発信元アドレスを変更
しません。

IPMPを使用する必要がある場合
IPMPグループの構成はシステムの構成によって決まります。次の規則に従います。

■ 同じローカルエリアネットワーク (LAN)上の複数の IPインタフェースは、1つの
IPMPグループに構成される必要があります。LANは大まかに、「同じリンク層
ブロードキャストドメイン」に属するノードを含むVLANや有線/無線の両ローカ
ルネットワークなど、さまざまなローカルネットワーク構成を指します。

注 –同じリンク層 (L2)ブロードキャストドメイン上の複数の IPMPグループはサ
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。

■ IPMPグループのベースとなる IPインタフェースが異なる LANにまたがってはい
けません。

たとえば、3つのインタフェースを備えたシステムが 2つの別個の LANに接続され
ているとします。一方の LANに 2つの IPインタフェースがリンクし、他方に単一の
IPインタフェースが接続します。この場合、最初の規則により、1つ目の LANに接
続する 2つの IPインタフェースは 1つの IPMPグループとして構成される必要があり
ます。2番目の規則のため、2つ目の LANに接続する単一の IPインタフェースがそ
の IPMPグループのメンバーになることはできません。その単一の IPインタ
フェースでは、IPMP構成は必須ではありません。ただし、その単一のインタ
フェースの可用性を監視するために、そのインタフェースを 1つの IPMPグループに
構成してもかまいません。単一インタフェースの IPMP構成の詳細については、281
ページの「IPMPインタフェース構成のタイプ」を参照してください。
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別のケースとして、1つ目の LANへのリンクが 3つの IPインタフェースから構成さ
れ、もう 1つのリンクが 2つのインタフェースから構成される場合を考えます。この
設定は 2つの IPMPグループの構成を必要とします。1つ目の LANにリンクする、3
つのインタフェースから成るグループと、2つ目に接続する、2つのインタフェース
から成るグループです。

IPMPとリンク集約の比較
IPMPとリンク集約は、改善されたネットワークパフォーマンスの実現とネット
ワーク可用性の維持のための異なるテクノロジです。一般に、高いネットワークパ
フォーマンスを得るためにリンク集約を配備し、高い可用性を確保するために IPMP
を使用します。

次の表は、リンク集約と IPMPの全般的な比較を示します。

IPMP リンク集約

ネットワークテクノロ
ジのタイプ

レイヤー 3 (IP層) レイヤー 2 (リンク層)

構成ツール ipadm dladm

リンクベースの障害検
出

サポートされています。 サポートされています。

検査信号ベースの障害
検出

ICMPベースであり、介在するレイ
ヤー 2スイッチの複数のレベルに
わたって検査用アドレスと同じ IP
サブネット内で定義された任意の
システムをターゲットとします。

Link Aggregation Control Protocol
(LACP)に基づき、すぐ隣のピアの
ホストまたはスイッチを
ターゲットとします。

スタンバイインタ
フェースの使用

サポートされています サポートされていません

複数スイッチへのまた
がり

サポートされています 一般にサポートされません。一部
のベンダーは、複数のスイッチに
またがるための、相互運用不可能
な独自のソリューションを提供し
ています。

ハードウェアのサ
ポート

必須ではありません 必須。たとえば、Oracle Solarisを実
行しているシステムのリンク集約
では、スイッチ上の対応する
ポートも集約されている必要があ
ります。

リンク層の要件 ブロードキャスト可能 Ethernet固有
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IPMP リンク集約

ドライバフレーム
ワークの要件

なし GLDv3フレームワークを使用する
必要があります

負荷分散のサポート 存在しており、カーネルによって
制御されます。インバウンド負荷
分散は、発信元アドレス選択に
よって間接的に影響されます。

dladmコマンドを使用した、アウト
バウンドトラフィックの負荷分散
に対する管理者によるより細粒度
の制御。インバウンド負荷分散は
サポートされます。

リンク集約では、受信トラフィックは、その集約を構成する複数のリンクにわ
たって分散されます。したがって、より多くのNICを取り付けて集約にリンクを追
加すると、ネットワークのパフォーマンスが向上します。IPMPのトラフィックは
IPMPインタフェースのデータアドレスを使用しますが、これは、それらのデータア
ドレスが、使用可能なアクティブインタフェースにバインドされるからです。たと
えば、すべてのデータトラフィックは 2つの IPアドレスの間のみを流れるが、それ
らのトラフィックが同じ接続上を流れるとはかぎらない場合には、より多くのNIC
を追加しても IPMPのパフォーマンスは改善しません。なぜなら、使用可能な IPア
ドレスは依然として 2つだけだからです。

この 2つのテクノロジは互いに補い合うため、両者を一緒に配備して、ネット
ワークパフォーマンスと可用性の両方の利点を提供できます。たとえば、特定のベ
ンダーによって独自のソリューションが提供されないかぎり、現時点ではリンク集
約が複数のスイッチにまたがることはできません。したがって、あるスイッチとホ
スト間のリンク集約では、そのスイッチがシングルポイント障害となります。ス
イッチが故障するとリンク集約も同様に失われ、ネットワークのパフォーマンスが
低下します。IPMPグループにはこのスイッチの制限がありません。したがって、複
数のスイッチを使用する LANのシナリオでは、ホスト上で、それぞれのスイッチに
接続するリンク集約をまとめて 1つの IPMPグループにすることができます。この構
成では、高いネットワークパフォーマンスと高可用性の両方が得られます。あるス
イッチが故障すると、その故障したスイッチへのリンク集約のデータアドレス
が、グループ内の残りのリンク集約の間で再分配されます。

リンク集約の詳細については、第 12章「リンク集約の管理」を参照してください。

IPMP構成での柔軟なリンク名の使用
カスタマイズリンク名のサポートにより、リンクの構成が、そのリンクが関連付け
られている物理的なNICに拘束されなくなります。カスタマイズリンク名を使用す
ると、IPインタフェースを管理する場合の柔軟性が高まります。この柔軟性は IPMP
の管理にも及びます。ある IPMPグループのベースとなるインタフェースの 1つが故
障し、交換する必要がある場合に、そのインタフェースを交換する手順が大幅に簡
素化されます。交換用のNICが故障したNICと同じタイプである場合、その名前を
変更して、故障したNICの構成を継承できます。新しいインタフェースを IPMPグ
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ループに追加する前に新しい構成を作成する必要はありません。故障したNICのリ
ンク名を新しいNICに割り当てると、故障したインタフェースと同じ設定で新しい
NICが構成されます。その後、マルチパスデーモンは、アクティブインタフェース
とスタンバイインタフェースの IPMP構成に従ってそのインタフェースを配備しま
す。

したがって、ネットワーク構成を最適化し、IPMPの管理を簡素化するには、インタ
フェースに汎用名を割り当てることで、インタフェースで柔軟なリンク名を採用す
る必要があります。次の節 274ページの「IPMPの動作方法」では、すべての例
が、IPMPグループとそのベースとなるインタフェースに柔軟なリンク名を使用して
います。カスタマイズリンク名を使用するネットワーク環境で、NIC交換の背後の
プロセスの詳細については、288ページの「IPMPと動的再構成」を参照してくださ
い。ネットワークスタックの概要やカスタマイズリンク名の使用方法については、
22ページの「Oracle Solarisのネットワークスタック」を参照してください。

IPMPの動作方法
IPMPは、グループが作成されたときのアクティブインタフェースとスタンバイイン
タフェースの元の数を維持しようとすることによって、ネットワークの可用性を維
持します。

グループ内の特定のベースとなる IPインタフェースの可用性を判定するための
IPMP障害検出は、リンクベースまたはプローブベース、あるいはその両方にするこ
とができます。あるベースとなるインタフェースが故障したと IPMPが判定した場
合、そのインタフェースは故障としてフラグが付けられ、使用できなくなりま
す。次に、故障したインタフェースに関連付けられていたデータ IPアドレスが、グ
ループ内で機能している別のインタフェースに再分配されます。さらに、使用可能
な場合は、スタンバイインタフェースも配備され、アクティブインタフェースの元
の数を維持します。

図 14–1に示すような、3つのインタフェースを含むアクティブ -スタンバイ構成の
IPMPグループ itops0を考えます。
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グループ itops0は次のように構成されています。

■ このグループには、2つのデータアドレス 192.168.10.10と 192.168.10.15が割り
当てられています。

■ ベースとなる 2つのインタフェースがアクティブインタフェースとして構成さ
れ、柔軟なリンク名 net0と net1が割り当てられています。

■ このグループにはスタンバイインタフェースが 1つ含まれており、これにも柔軟
なリンク名 net2が割り当てられています。

■ プローブベースの障害検出が使用されるため、アクティブインタフェースとスタ
ンバイインタフェースは次のような検査用アドレスで構成されています。

■ net0: 192.168.10.30
■ net1: 192.168.10.32
■ net2: 192.168.10.34

注 –図の Active、Offline、Reserve、および Failedの各領域は、ベースとなるインタ
フェースのステータスを示しているだけであり、物理的な場所を示しているわけで
はありません。この IPMP実装内では、インタフェースやアドレスの物理的な移動や
IPインタフェースの転送は一切発生しません。これらの領域の役割は、ベースとな
るインタフェースのステータスが故障、修復のいずれかの結果としてどのように変
化するかを示すことだけです。

図 14–1 IPMPアクティブ –スタンバイ構成
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さまざまなオプションとともに ipmpstatコマンドを使用して、既存の IPMPグ
ループに関する特定の種類の情報を表示できます。その他の例については、322
ページの「IPMP情報の監視」を参照してください。

図 14–1の IPMP構成は、次の ipmpstatコマンドを使用して表示できます。

# ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net1 net0 (net2)

グループのベースとなるインタフェースに関する情報を表示するには、次のように
入力します。

# ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 yes itops0 ------- up ok ok

net1 yes itops0 --mb--- up ok ok

net2 no itops0 is----- up ok ok

IPMPは、アクティブインタフェースの元の数を維持できるようにベースとなるイン
タフェースを管理することで、ネットワークの可用性を維持します。した
がって、net0が故障すると、グループが引き続き 2つのアクティブインタフェース
を持てるように、net2が配備されます。net2のアクティブ化を図 14–2に示します。
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注 –図 14–2のデータアドレスとアクティブインタフェースとの 1対 1のマッピング
は、図を単純化するためのものにすぎません。IPカーネルモジュールは、データア
ドレスとインタフェースとの間の 1対 1の関係に必ずしも縛られることなく、データ
アドレスをランダムに割り当てることができます。

ipmpstatユーティリティーは、図 14–2の情報を次のように表示します。

# ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 no itops0 ------- up failed failed

net1 yes itops0 --mb--- up ok ok

net2 yes itops0 -s----- up ok ok

net0が修復されると、アクティブインタフェースとしてのステータスに戻りま
す。一方、net2は元のスタンバイステータスに戻されます。

別の故障シナリオを図 14–3に示します。このシナリオでは、スタンバイインタ
フェース netが故障し (1)、そのあと、アクティブインタフェースの 1つである net1

が管理者によってオフラインに切り替えられます (2)。その結果、この IPMPグ
ループには、機能しているインタフェース net0が 1つ残されます。

図 14–2 IPMPでのインタフェースの故障
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ipmpstatユーティリティーは、図 14–3に示された情報を次のように表示します。

# ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 yes itops0 ------- up ok ok

net1 no itops0 --mb-d- up ok offline

net2 no itops0 is----- up failed failed

この特定の故障では、インタフェースが修復されたあとの回復の動作は異なりま
す。この復元は、修復後の構成と比較した IPMPグループのアクティブインタ
フェースの元の数に依存します。この回復プロセスを、図 14–4に視覚的に示しま
す。

図 14–3 IPMPでのスタンバイインタフェースの故障
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図 14–4で、net2が修復されると、通常、スタンバイインタフェースとしての元のス
テータスに戻ります (1)。ところが、この IPMPグループは依然として、アクティブ
インタフェースの元の数である 2個を反映していません。なぜなら、net1が引き続
きオフラインのままになっているからです (2)。したがって、IPMPは代わりに net2

をアクティブインタフェースとして配備します (3)。

ipmpstatユーティリティーは、修復後の IPMPシナリオを次のように表示します。

# ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 yes itops0 ------- up ok ok

net1 no itops0 --mb-d- up ok offline

net2 yes itops0 -s----- up ok ok

FAILBACK=noモードも構成されたアクティブインタフェースが故障に関与している場
合にも、同様の復元シーケンスが発生します。その場合、故障したアクティブイン
タフェースが修復されても、自動的にアクティブステータスには戻りませ
ん。図 14–2の net0が FAILBACK=noモードに構成されているとします。そのモードで
は、修復された net0は、最初はアクティブインタフェースであったとしても、スタ
ンバイインタフェースとしての予約ステータスに切り替えられます。この IPMPグ
ループのアクティブインタフェースの元の数である 2個を維持するように、インタ
フェース net2はアクティブのままになります。ipmpstatユーティリティーは、次の
ように回復情報を表示します。

図 14–4 IPMPの回復プロセス
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# ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 no itops0 i------ up ok ok

net1 yes itops0 --mb--- up ok ok

net2 yes itops0 -s----- up ok ok

このタイプの構成の詳細については、288ページの「FAILBACK=noモード」を参照し
てください。

Oracle Solarisの 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。

「マルチパスデーモン」in.mpathdは、インタフェースの故障や修復を検出しま
す。ベースとなるインタフェースで検査用アドレスが構成されている場合、この
デーモンは、リンクベースの障害検出とプローブベースの障害検出の両方を実行し
ます。このデーモンは、採用された障害検出手法のタイプに応じて、インタ
フェース上で適切なフラグを設定またはクリアーし、そのインタフェースが故障し
ているかどうかや修復されたかどうかを示します。オプションとして、IPMPグ
ループに属するように構成されていないインタフェースを含むすべてのインタ
フェースの可用性を監視するようにこのデーモンを構成することもできます。障害
検出については、284ページの「IPMPでの障害および修復の検出」を参照してくだ
さい。

in.mpathdデーモンは、IPMPグループ内のアクティブインタフェースの指定も制御
します。このデーモンは、IPMPグループの作成時に最初に構成されたのと同じ数の
アクティブインタフェースを維持しようとします。したがって、in.mpathd

は、ベースとなるインタフェースを必要に応じて起動したり停止したりして、管理
者が構成したポリシーとの一貫性を保ちます。in.mpathdデーモンがベースとなるイ
ンタフェースの起動を管理する方法の詳細については、274ページの「IPMPの動作
方法」を参照してください。このデーモンの詳細については、in.mpathd(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

「IPカーネルモジュール」は、グループ内で使用可能な一連の IPデータアドレスを
グループ内で使用可能な一連のベースとなる IPインタフェースに分配すること
で、アウトバウンド負荷分散を管理します。さらにこのモジュールは、発信元アド
レス選択を実行してインバウンド負荷分散を管理します。この IPモジュールのどち
らの役割も、ネットワークトラフィックのパフォーマンスを改善します。

IPMP構成ファイル /etc/default/mpathdは、デーモンの動作の構成に使用されま
す。たとえば、障害を検出するためにターゲットをプローブする時間やプローブす
るインタフェースを設定することで、デーモンがプローブベースの障害検出を実行
する方法を指定できます。また、故障したインタフェースが修復されたあとのス
テータスを指定することもできます。また、このファイルでは、IPMPグループに属
するように構成されたインタフェースだけでなく、システム内のすべての IPインタ
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フェースをデーモンが監視するかどうかを指定するパラメータも設定します。この
構成ファイルを変更する手順については、319ページの「IPMPデーモンの動作を構
成する方法」を参照してください。

「ipmpstatユーティリティー」は、IPMPの全体としてのステータスに関するさまざ
まなタイプの情報を提供します。さらにこのツールは、各グループのベースとなる
IPインタフェースに関するその他の特定の情報や、各グループで構成されている
データアドレスや検査用アドレスも表示します。このコマンドの使用方法の詳細に
ついては、322ページの「IPMP情報の監視」と、ipmpstat(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

IPMPインタフェース構成のタイプ
IPMP構成は、通常同じ LAN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。これらのインタフェースは、次のいずれかの構成の IPMP
グループに属することができます。

■ アクティブ -アクティブ構成 –ベースとなるインタフェースのすべてがアク
ティブである IPMPグループ。「アクティブインタフェース」とは、IPMPグ
ループによって現時点で使用可能な IPインタフェースのことです。デフォルトで
は、あるベースとなるインタフェースを IPMPグループの一部になるように構成
すると、そのインタフェースはアクティブになります。アクティブインタ
フェースやその他の IPMP用語に関する追加情報については、291ページ
の「IPMPの用語と概念」も参照してください。

■ アクティブ -スタンバイ構成 –少なくとも 1つのインタフェースが予約インタ
フェースとして管理上構成されている IPMPグループ。この予約インタフェース
は「スタンバイインタフェース」と呼ばれます。スタンバイ IPインタフェースは
アイドル状態になっていますが、その構成方法に応じて、その可用性を追跡する
ためにマルチパスデーモンによって監視されます。インタフェースによってリン
ク障害通知がサポートされている場合は、リンクベースの障害検出が使用されま
す。インタフェースで検査用アドレスが構成されている場合は、プローブベース
の障害検出も使用されます。いずれかのアクティブインタフェースが故障する
と、スタンバイインタフェースが必要に応じて自動的に配備されます。1つの
IPMPグループには、スタンバイインタフェースを必要な数だけ構成できます。

単独インタフェースをそれ自体の IPMPグループ内で構成することもできます。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、この IPMP構成は、ネットワークトラフィックの高可
用性を提供しません。ベースとなるインタフェースが故障すると、システムはトラ
フィックを送受信する機能をすべて失います。単一インタフェースの IPMPグループ
を構成する目的は、障害検出を使用してインタフェースの可用性を監視することで
す。インタフェースで検査用アドレスを構成することにより、プローブベースの障
害検出を使用してそのインタフェースを追跡するようにデーモンを設定できま
す。単一インタフェースの IPMPグループ構成は通常、Oracle Solaris Clusterソフト
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ウェアなど、より幅広いフェイルオーバー機能を備えたほかのテクノロジと組み合
わせて使用されます。システムは引き続き、ベースとなるインタフェースのス
テータスを監視できます。しかし、Oracle Solaris Clusterソフトウェアは、障害発生
時にネットワークの可用性を保証するための機能を提供します。Oracle Solaris Cluster
ソフトウェアの詳細については、『Sun Clusterの概要 (Solaris OS版)』を参照してく
ださい。

ベースとなるインタフェースが削除されたグループなど、ベースとなるインタ
フェースを持たない IPMPグループも存在できます。この IPMPグループは破棄はさ
れませんが、このグループを使用してトラフィックを送受信することはできませ
ん。このグループでベースとなる IPインタフェースがオンラインになると、それら
のインタフェースに IPMPインタフェースのデータアドレスが割り当てられ、システ
ムがネットワークトラフィックのホスティングを再開します。

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」とは従来の IPv4アドレスや IPv6アドレスのことであ
り、ブート時にDHCPサーバーによって IPインタフェースに動的に割り当てられ
るか、あるいは ipadmコマンドを使用して手動で割り当てられます。データアド
レスは IPMPインタフェースに割り当てられます。標準の IPv4パケットトラ
フィック (および該当する場合は IPv6パケットトラフィック)が「データトラ
フィック」とみなされます。データトラフィックのフローは IPMPインタ
フェースにホストされたデータアドレスを使用し、それらのトラフィックはその
グループのアクティブインタフェースを通過します。

■ 「検査用アドレス」とは、プローブベースの障害および修復検出を実行するため
に in.mpathdデーモンによって使用される、IPMP固有のアドレスのことです。検
査用アドレスもやはり、DHCPサーバーによって動的に割り当てることも、ipadm

コマンドを使用して手動で割り当てることもできます。データアドレスは IPMP
インタフェースに割り当てられますが、検査用アドレスはグループのベースとな
るインタフェースにのみ割り当てられます。デュアルスタックネットワーク上の
ベースとなるインタフェースの場合、IPv4検査用アドレスまたは IPv6検査用アド
レス、あるいはその両方を構成できます。あるベースとなるインタフェースが故
障した場合、そのインタフェースの検査用アドレスが引き続き in.mpathdデーモ
ンによってプローブベースの障害検出のために使用され、そのインタフェースが
その後修復されたかどうかがチェックされます。
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注 –プローブベースの障害検出を特に使用する場合のみ、検査用アドレスを構成
する必要があります。それ以外の場合は、推移的プローブを有効にすること
で、検査用アドレスを使用しなくても障害を検出できます。検査用アドレスを使
用する場合としない場合のプローブベースの障害検出の詳細については、284
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。

以前の IPMP実装では、特にインタフェースの故障中にアプリケーションに
よって使用されないように、検査用アドレスは DEPRECATEDとしてマークされる必
要がありました。現在の実装では、検査用アドレスはベースとなるインタ
フェース内に存在しています。したがって、IPMPを認識しないアプリ
ケーションによってこれらのアドレスが間違って使用されることはなくなりまし
た。ただし、これらのアドレスがデータパケットの発信元の候補として考慮され
ないように、システムは自動的に、NOFAILOVERフラグの付いたすべてのアドレス
を DEPRECATEDとしてもマークします。

IPv4検査用アドレス
一般に、サブネット上の任意の IPv4アドレスを検査用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形式の検査用アドレスを使用していない場合は、ネット
ワー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。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。

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、インタフェースが ipadmに
よって手動で構成されたりした場合に、自動的に構成されます。

リンクローカルアドレスの詳細については、『System Administration Guide: IP
Services』の「Link-Local Unicast Address」を参照してください。
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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。

IPMPでの障害および修復の検出
IPMPは、トラフィックを送受信するネットワークの継続的な可用性を保証するため
に、IPMPグループのベースとなる IPインタフェースに対して障害検出を実行しま
す。故障したインタフェースは、修復されるまで使用不可能なままになります。残
りのアクティブインタフェースが機能し続ける一方で、既存のスタンバイインタ
フェースが必要に応じて配備されます。

IPMPの障害検出の種類
in.mpathdデーモンは、次の種類の障害検出を処理します。

■ プローブベースの障害検出 (2種類)
■ 検査用アドレスが構成されない (推移的プローブ)。
■ 検査用アドレスが構成される。

■ 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
プローブベースの障害検出では、ICMPプローブを使用してインタフェースが故障し
ているかどうかをチェックします。この障害検出手法の実装は、検査用アドレスが
使用されるかどうかによって決まります。

検査用アドレスを使用しないプローブベースの障害検出

検査用アドレスを使用しないこの手法は、2種類のプローブを使用して実装されてい
ます。

■ ICMPプローブ
ICMPプローブは、経路指定テーブルに定義されたターゲットをプローブするた
めに、グループ内のアクティブインタフェースによって送信されます。「アク
ティブ」インタフェースとは、そのインタフェースのリンク層 (L2)アドレス宛て
のインバウンド IPパケットを受信できるベースとなるインタフェースのことで
す。ICMPプローブは、データアドレスをそのプローブの発信元アドレスとして
使用します。ICMPプローブがそのターゲットに到達し、ターゲットから応答が
得られた場合、そのアクティブインタフェースは動作しています。

■ 推移的プローブ
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推移的プローブは、アクティブインタフェースをプローブするために、グループ
内の代替インタフェースによって送信されます。代替インタフェースとは、イン
バウンド IPパケットを能動的に受信しないベースとなるインタフェースのことで
す。

たとえば、4つのベースとなるインタフェースから成る IPMPグループを考えま
す。このグループでは、データアドレスは 1つ構成されていますが、検査用アド
レスは 1つも構成されていません。この構成では、アウトバウンドパケットは
ベースとなるインタフェースをすべて使用できます。一方、インバウンドパ
ケットは、データアドレスがバインドされたインタフェースによってのみ受信で
きます。インバウンドパケットを受信できない残り 3つのベースとなるインタ
フェースが、「代替」インタフェースとなります。

代替インタフェースがアクティブインタフェースへのプローブの送信と応答の受
信に成功した場合、そのアクティブインタフェースは機能しており、推論によ
り、プローブを送信した代替インタフェースも機能しています。

注 –検査用アドレスを必要としないこの障害検出手法を使用するには、推移的プ
ローブを有効にする必要があります。

検査用アドレスを使用するプローブベースの障害検出

この障害検出手法では、検査用アドレスを使用する ICMP検査信号メッセージを送
受信します。「プローブトラフィック」またはテストトラフィックとも呼ばれるこ
れらのメッセージは、インタフェース上から同じローカルネットワーク上の 1つ以
上のターゲットシステムへと送信されます。デーモンは、プローブベースの障害検
出用に構成されたすべてのインタフェースを経由してすべてのターゲットを個別に
プローブします。ある特定のインタフェースで、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 IPMP構成ファイルで調整でき
ます。手順については、319ページの「IPMPデーモンの動作を構成する方法」を参
照してください。プローブベースの障害検出を最適化するには、マルチパスデーモ
ンからのプローブを受信する複数のターゲットシステムを設定する必要がありま
す。複数のターゲットシステムを設定することで、報告された障害の性質をより正
確に判定できます。たとえば、唯一定義されたターゲットシステムから応答がない
場合、そのターゲットシステムの障害を示している可能性もあれば、IPMPグループ
のインタフェースの 1つの障害を示している可能性もあります。これに対し、いく
つかのターゲットシステムのうちの 1つのシステムだけがプローブに応答しない場
合は、IPMPグループ自体ではなく、ターゲットシステムで障害が発生している可能
性があります。

in.mpathdデーモンは、プローブするターゲットシステムを動的に決定します。ま
ず、デーモンは経路指定テーブル内で、IPMPグループのインタフェースに関連付け
られた検査用アドレスと同じサブネット上にあるターゲットシステムを検索しま
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す。そのようなターゲットが見つかった場合、デーモンはそれらをプローブの
ターゲットとして使用します。同じサブネット上でターゲットシステムが見つから
ない場合、in.mpathdは、リンク上の近くのホストをプローブするマルチキャストパ
ケットを送信します。ターゲットシステムとして使用するホストの決定にあたって
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。エコーパケットに応答す
る最初の 5つのホストが、プローブのターゲットとして選択されます。in.mpathdが
マルチキャストプローブに続いて 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。この場合、ipmpstat -iユーティリティーはプローブの状態を unknownとして報
告します。

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、316ページの「プローブベースの障害検出のた
めの構成」を参照してください。

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が同時に故障した
と思われる場合に発生します。この場合、ベースとなるインタフェースは一切使用
できません。また、すべてのターゲットシステムが同時に故障したときに、プ
ローブベースの障害検出が有効になっていた場合、in.mpathdデーモンはその現在の
ターゲットシステムをすべてフラッシュし、新しいターゲットシステムに対してプ
ローブします。

検査用アドレスを持たない IPMPグループでは、アクティブインタフェースをプ
ローブできる単一のインタフェースがプローバとして指定されます。この指定され
たインタフェースには、FAILEDフラグと PROBERフラグが両方とも設定されま
す。このインタフェースにデータアドレスがバインドされるため、このインタ
フェースは引き続き、ターゲットをプローブして回復を検出できます。

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。

他社製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
判定するには、ipmpstat -iコマンドを使用します。ある特定のインタフェースの出
力の LINK列に unknownステータスが含まれる場合、そのインタフェースはリンク
ベースの障害検出をサポートしません。デバイスに関するより具体的な情報につい
ては、製造元のドキュメントを参照してください。

リンクベースの障害検出をサポートするこれらのネットワークドライバは、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
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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、in.mpathd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。

障害検出と匿名グループ機能
IPMPは匿名グループでの障害検出をサポートしています。デフォルトでは、IPMP
は IPMPグループに属するインタフェースのステータスのみを監視します。ただ
し、どの IPMPグループにも属さないインタフェースのステータスも追跡するように
IPMPデーモンを構成することもできます。したがって、これらのインタフェース
は「匿名グループ」の一部とみなされます。コマンド ipmpstat -gを発行した場
合、匿名グループは二重ダッシュ (--)として表示されます。匿名グループ内のイン
タフェースでは、データアドレスが検査用アドレスとしても機能します。これらの
インタフェースは名前付きの IPMPグループに属していないため、これらのアドレス
はアプリケーションから可視となります。IPMPグループの一部でないインタ
フェースの追跡を有効にする方法については、319ページの「IPMPデーモンの動作
を構成する方法」を参照してください。

物理インタフェースの回復検出
「修復検出時間」は障害検出時間の 2倍です。障害検出のデフォルト時間は 10秒で
す。したがって、修復検出のデフォルト時間は 20秒です。故障したインタフェース
がRUNNINGフラグで再びマークされ、障害検出手法が修復済みとして検出する
と、in.mpathdはそのインタフェースの FAILEDフラグをクリアーします。修復された
インタフェースは、管理者が最初に設定したアクティブインタフェースの数に応じ
て再配備されます。

あるベースとなるインタフェースが故障したときに、プローブベースの障害検出が
使用されていた場合、in.mpathdデーモンは、検査用アドレスが構成されていない場
合は指定されたプローバ経由で、またはそのインタフェースの検査用アドレスを使
用して、プローブを継続します。インタフェース修復時の復元は、故障したインタ
フェースの元の構成に応じて進みます。

■ 故障したインタフェースが最初アクティブインタフェースだった –修復されたイ
ンタフェースは元のアクティブステータスに戻ります。システム管理者によって
定義された数のインタフェースがそのグループでアクティブになっていれば、故
障中に代用品として機能していたスタンバイインタフェースは元のスタンバイス
テータスに切り替えられます。

注 –この手順の例外は、修復されたアクティブインタフェースが FAILBACK=no

モードでも構成されていた場合です。詳細については、288ページ
の「FAILBACK=noモード」を参照してください。
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■ 故障したインタフェースが最初スタンバイインタフェースだった – IPMPグ
ループがアクティブインタフェースの元の数を反映している場合、修復されたイ
ンタフェースは元のスタンバイステータスに戻ります。それ以外の場合、スタン
バイインタフェースはアクティブインタフェースに切り替わります。

インタフェースの故障や修復時の IPMPの動作方法のグラフィカル表現を確認するに
は、274ページの「IPMPの動作方法」を参照してください。

FAILBACK=noモード
デフォルトでは、故障したあと修復されたアクティブインタフェースは自動的
に、グループ内で元のアクティブインタフェースに戻ります。この動作は、デーモ
ンの構成ファイル内の FAILBACKパラメータの設定によって制御されます。ただ
し、管理者によっては、データアドレスが修復されたインタフェースに再マッピン
グされるときに発生する短い中断でも許容できない可能性もあります。そうした管
理者は、起動されたスタンバイインタフェースが引き続きアクティブインタ
フェースとして機能できるようにすることを好む可能性があります。IPMPでは、管
理者がデフォルト動作を上書きして、インタフェースが修復時に自動的にアク
ティブにならないようにすることができます。これらのインタフェースは
FAILBACK=noモードで構成する必要があります。関連する手順については、319
ページの「IPMPデーモンの動作を構成する方法」を参照してください。

FAILBACK=noモードのアクティブインタフェースが故障したあと修復された場
合、IPMPデーモンは IPMPの構成を次のように復元します。

■ IPMPグループがアクティブインタフェースの元の構成を反映している場
合、デーモンはこのインタフェースの INACTIVEステータスを維持します。

■ 修復時点での IPMPの構成が、グループのアクティブインタフェースの元の構成
を反映していない場合、FAILBACK=noステータスであるにもかかわらず、修復さ
れたインタフェースがアクティブインタフェースとして再配備されます。

注 – FAILBACK=NOモードは IPMPグループ全体に対して設定されます。これは、イン
タフェース単位でチューニング可能なパラメータではありません。

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。DRは、この機能をサポートするシステムでのみ使
用できます。

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。必ず使用するプラット
フォームのドキュメントを参照し、DRの実行に関する詳細を確認してくださ
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い。Oracle Solarisを使用するシステムの場合、DRに関する特定のドキュメント
は、表 14–1に記載したリソースで見つけることができます。DRに関する最新情報
も http://www.oracle.com/technetwork/jp/indexes/documentation/index.htmlから入
手可能となっており、「動的再構成 (dynamic reconfiguration)」というトピックで検索
することで情報を取得できます。

表 14–1 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

Oracle Solaris Cluster環境でのDRに関する具体的
な情報

『Oracle Solaris Clusterシステム管理』

Oracle製 SunサーバーのDRに関する具体的な情
報

特定のサーバーに付属するドキュメントを参照

DRと cfgadmコマンドに関する紹介情報 『Oracle Solarisの管理: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)」

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

320ページの「動的再構成を使用した IPMP構成
の回復」

次の各節は、DRが IPMPとどのように連携す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。IPMPは、RCM (Reconfiguration Coordination
Manager)フレームワークに統合されています。したがって、NICの接続、切り離
し、または再接続を安全に行うことができ、RCMがシステムコンポーネントの動的
再構成を管理します。

新しいNICの接続
DRがサポートされている場合、新しいインタフェースを接続して plumbしたあ
と、それを既存の IPMPグループに追加できます。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。IPMPグ
ループの構成手順については、304ページの「IPMPグループの構成」を参照してく
ださい。これらのインタフェースが構成されると、これらのインタフェースはすぐ
に IPMPで使用可能となります。ただし、カスタマイズリンク名を使用するメリット
の恩恵を受けるには、インタフェースのハードウェアベースのリンク名の代わりと
なる汎用リンク名を割り当てる必要があります。次に、その割り当てたばかりの汎
用名を使用して、対応する構成ファイルを作成します。カスタマイズリンク名を使
用して単一のインタフェースを構成する手順については、183ページの「IPインタ
フェースを構成する方法」を参照してください。汎用リンク名をインタフェースに
割り当てたら、インタフェースを IPMPで使用する場合など、インタフェース上で何
らかの追加構成を実行する場合は常に汎用名を参照するようにしてください。
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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、デーモンはインタフェースに OFFLINEフラグを設定しま
す。インタフェース上の検査用アドレスがすべて構成解除されます。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。このイベントに関するステータス
メッセージが表示されます。それ以外の場合、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。

NICの交換
IPMPグループのベースとなるインタフェースの 1つが故障した場合、典型的な解決
策は、新しいNICを接続して故障したインタフェースを交換することです。RCM
は、実行中のシステムから切断されたNICに関連する構成情報を記録します。故障
したNICを「同一」のNICと交換した場合、RCMは、以前に ipadmコマンドを使用
して定義された永続的な構成に従って、インタフェースを自動的に構成します。

たとえば、故障した bge0インタフェースを別の bge0インタフェースと交換するとし
ます。ipadmコマンドを使用して定義された、故障した bge0の構成設定は、永続的
な設定です。交換用の bge NICを接続すると、RCMはその bge0インタフェースを
plumbしたあと、これらの永続的な設定に従ってそのインタフェースを構成しま
す。したがって、インタフェースは検査用アドレスで適切に構成され、IPMPグ
ループに追加されます。

故障したNICを別のNICと交換することは、両者が同じタイプ (Ethernetなど)であ
る場合には可能です。この場合、新しいインタフェースが接続されると、RCMはそ
れを plumbします。インタフェースを最初に構成した際にカスタマイズリンク名を
使用しなかった場合、IPMPグループに新しいインタフェースを追加する前にその
NICを構成する必要があります。

一方、カスタマイズリンク名を使用していた場合、追加の構成手順は不要です。故
障したインタフェースのリンク名を新しいインタフェースに割り当て直すと、その
新しいインタフェースは、取り外されたインタフェースの永続的な設定で指定され
ていた構成を取得します。次に、RCMがそれらの設定に従ってインタフェースを構
成します。インタフェースの故障時にDRを使用して IPMP構成を回復する手順につ
いては、320ページの「動的再構成を使用した IPMP構成の回復」を参照してくださ
い。
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IPMPの用語と概念
この節は、このドキュメントの IPMPの章を通して使用される用語と概念を紹介しま
す。

アクティブインタフェース システムがデータトラフィックを送受信する
ときに使用できるベースとなるインタ
フェースを指します。インタフェースは、次
の条件が満たされる場合にアクティブになり
ます。
■ インタフェース内で少なくとも 1つの IP
アドレスが UPになっている。UPアドレス
を参照してください。

■ FAILED、INACTIVE、または OFFLINEフラグ
がインタフェースに設定されていない。

■ 重複したハードウェアアドレスを持つこ
とを示すフラグがインタフェースに設定
されていない。

「使用不可能なインタ
フェース」、「INACTIVEインタフェース」と
比較してください。

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アドレスを指しま
す。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、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
使用できます。以前の IPMP実装で
は、データアドレスは、IPMPグループの
ベースとなるインタフェース上でホストされ
ていました。現在の実装では、データアドレ
スは IPMPインタフェース上でホストされて
います。

DEPRECATEDアドレス データの発信元アドレスとして使用できない
IPアドレスを指します。通常、IPMP検査用
アドレスには NOFAILOVERフラグが付いてい
ますが、システムによって自動的に
DEPRECATEDとしてもマークされます。ただ
し、任意のアドレスに DEPRECATEDのマークを
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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。

動的再構成 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を
指します。Oracleの 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。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
ラットフォーム上では、IPMPを使用し
て、DRの実行中もシステムへの中断のない
ネットワークアクセスを提供できます。

IPMPがどのようにDRをサポートするかにつ
いては、288ページの「IPMPと動的再構
成」を参照してください。

明示的な IPMPインタフェース作成 現在の IPMP実装にのみ適用されます。この
用語は、ipadm create-ipmpコマンドを使用し
て IPMPインタフェースを作成する方法を指
します。明示的な IPMPインタフェース作成
は、IPMPグループを作成するための推奨の
方法です。この方法では、管理者が IPMPイ
ンタフェース名や IPMPグループ名を設定で
きます。

「暗黙的な IPMPインタフェース作成」と比
較してください。

FAILBACK=noモード ベースとなるインタフェースの、インタ
フェース修復時の再分配を避けることにより
インタフェースへの受信アドレスの再バイン
ドを最小限に抑える設定を指します。具体的
には、インタフェースの修復が検出される
と、そのインタフェースの FAILEDフラグがク
リアーされます。ただし、その修復されたイ
ンタフェースのモードが FAILBACK=noの場合
には INACTIVEフラグも設定され、そのインタ
フェースの使用が禁止されます。ただし、機
能している 2つ目のインタフェースも存在し
ていることが前提となります。IPMPグ
ループ内の 2つ目のインタフェースが故障し
た場合は、INACTIVEインタフェースも使用の
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対象となります。現在の IPMP実装では
フェイルバックの概念は適用されなくなりま
したが、管理上の互換性のためにこのモード
の名前が残されています。

FAILEDインタフェース in.mpathdデーモンが故障していると判定し
たインタフェースを示します。この判定
は、リンクベースの障害検出、プローブ
ベースの障害検出のいずれかによって実現さ
れます。すべての故障したインタフェースに
は FAILEDフラグが設定されます。

障害検出 物理インタフェースや、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を指しま
す。リンクベースの障害検出とプローブ
ベースの障害検出という、2つの形態の障害
検出が実装されています。

暗黙的な IPMPインタフェース作成 ifconfigコマンドを使用してベースとなるイ
ンタフェースを存在しない IPMPグループ内
に配置することで IPMPインタフェースを作
成する方法を指します。暗黙的な IPMPイン
タフェース作成は、以前のOracle Solarisリ
リースの IPMP実装との下位互換性のために
サポートされています。したがって、この方
法は、IPMPインタフェース名や IPMPグ
ループ名を設定する機能は提供しませ
ん。ipadmコマンドでは暗黙的な IPMPイン
タフェース作成はサポートされません。

「明示的な IPMPインタフェース作成」と比
較してください。

INACTIVEインタフェース 機能しているが、管理ポリシーに従って使用
されていないインタフェースを指します。す
べての INACTIVEインタフェースには INACTIVE

フラグが設定されます。

「アクティブインタフェース」、「使用不可
能なインタフェース」と比較してください。

IPMP匿名グループのサポート ネットワークインタフェースが IPMPグ
ループに属するかどうかにかかわらず、シス
テム内のすべてのネットワークインタ
フェースのステータスを IPMPデーモンが追
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跡する IPMP機能を示します。ただし、イン
タフェースが実際に IPMPグループに含まれ
ていない場合、それらのインタフェース上の
アドレスは、インタフェースが故障した際に
は使用不可能となります。

IPMPグループ ネットワークの可用性や利用率を改善するた
めにシステムによって交換可能として扱われ
る一連のネットワークインタフェースを指し
ます。各 IPMPグループには一連のデータア
ドレスが含まれていますが、システムはそれ
らのデータアドレスを、グループ内の任意の
一連のアクティブインタフェースに関連付け
ることができます。この一連のデータアドレ
スの使用は、ネットワーク可用性を維持
し、ネットワーク利用率を改善します。管理
者は、IPMPグループ内に配置するインタ
フェースを選択できます。ただし、同じグ
ループ内のすべてのインタフェースは、同じ
リンクに接続されていることや、同じプロト
コルセット (IPv4と IPv6など)で構成されて
いることなど、一連の一般的な特性を共有す
る必要があります。

IPMPグループインタフェース 「IPMPインタフェース」を参照してくださ
い。

IPMPグループ名 IPMPグループの名前を指します。この名前
は、ipadm set-ifpropサブコマンドを使用し
て割り当てることができます。同じ IPMPグ
ループ名を持つすべてのベースとなるインタ
フェースは、同じ IPMPグループの一部とし
て定義されます。現在の実装では、IPMPグ
ループ名よりも IPMPインタフェース名に重
点が置かれています。管理者には、ipadm

create-ipmpサブコマンドを使用して IPMPグ
ループを作成することにより、IPMPインタ
フェースと IPMPグループの両方で同じ名前
を使用することをお勧めします。

IPMPインタフェース 現在の IPMP実装にのみ適用されます。この
用語は、ある特定の IPMPグループ、インタ
フェースのベースとなるインタフェースのい
ずれかまたはすべて、およびデータアドレス
のすべてを表す IPインタフェースを指しま
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す。現在の IPMP実装では、IPMPインタ
フェースは IPMPグループを管理するための
コアコンポーネントであり、経路指定テーブ
ル、ARPテーブル、ファイアウォール規則な
どで使用されます。

IPMPインタフェース名 IPMPインタフェースの名前を示します。こ
のマニュアルでは、ipmpNという命名規則を
使用しています。システムも、暗黙的な
IPMPインタフェース作成で同じ命名規則を
使用します。ただし、管理者は、明示的な
IPMPインタフェース作成を使用して任意の
名前を選択できます。

IPMPシングルトン Oracle Solaris Clusterソフトウェアによって使
用され、データアドレスが検査用アドレスと
しても機能できるようにする IPMP構成を指
します。この構成は、たとえば、ある IPMP
グループに属するインタフェースが 1つだけ
である場合に適用されます。

リンクベースの障害検出 ネットワークカードのリンクステータスを監
視することでインタフェースのステータスを
判定するパッシブ形式の障害検出を指定しま
す。リンクベースの障害検出は、リンクが稼
働中かどうかだけをテストします。このタイ
プの障害検出は、すべてのネットワーク
カードドライバでサポートされるわけではあ
りません。リンクベースの障害検出は、明示
的な構成を必要とせず、リンクの障害の瞬時
の検出を提供します。

「プローブベースの障害検出」と比較してく
ださい。

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
処理を指します。負荷分散はロードバランシ
ングと異なり、負荷が均等に分散されること
を保証しません。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。
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インバウンド負荷分散は、インバウンドトラ
フィックを IPMPグループ内の一連のインタ
フェースにわたって分散させる処理を示しま
す。インバウンド負荷分散は、IPMPで直接
制御することはできません。この処理は、発
信元アドレス選択アルゴリズムによって間接
的に操作されます。

アウトバウンド負荷分散は、アウトバウンド
トラフィックを IPMPグループ内の一連のイ
ンタフェースにわたって分散させる処理を指
します。アウトバウンド負荷分散は、IPモ
ジュールによって宛先単位で実行さ
れ、IPMPグループ内のインタフェースのス
テータスとメンバーに基づいて必要に応じて
調整されます。

NOFAILOVERアドレス 以前の IPMP実装にのみ適用されま
す。ベースとなるインタフェースに関連付け
られ、したがってそのベースとなるインタ
フェースが故障すると使用不可能なままにな
るアドレスを指します。すべての NOFAILOVER

アドレスには NOFAILOVERフラグが設定されま
す。IPMP検査用アドレスは NOFAILOVERとし
て指定する必要があるのに対し、IPMP
データアドレスは決して NOFAILOVERとして指
定してはいけません。この IPMP実装には
フェイルオーバーの概念は存在しません。た
だし、NOFAILOVERという用語は、管理上の互
換性のために残されています。

OFFLINEインタフェース システムから使用できないように管理上無効
化され、通常はシステムから取り外すための
準備段階にあるインタフェースを示しま
す。そのようなインタフェースには OFFLINE

フラグが設定されます。if_mpadmコマンドを
使用して、インタフェースをオフラインス
テータスに切り替えることができます。

物理インタフェース 「ベースとなるインタフェース」を参照して
ください。

プローブ pingコマンドで使用されるパケットに似た
ICMPパケットを指します。このプローブ
は、ある特定のインタフェースの送受信パス
をテストするために使用されます。プローブ
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ベースの障害検出が有効になっている場合
は、in.mpathdデーモンによってプローブパ
ケットが送信されます。プローブパケット
は、その発信元アドレスとして IPMP検査用
アドレスを使用します。

検査信号ベースの障害検出 プローブターゲットとプローブを交換してイ
ンタフェースのステータスを判定する、アク
ティブ形式の障害検出を示します。有効にさ
れると、プローブベースの障害検出は各イン
タフェースの送受信パス全体をテストしま
す。ただし、このタイプの検出では、管理者
が明示的に各インタフェースを検査用アドレ
スで構成する必要があります。

「リンクベースの障害検出」と比較してくだ
さい。

プローブターゲット IPMPグループ内のインタフェースと同じリ
ンク上にあるシステムを指しま
す。ターゲットは、プローブベースの障害検
出を使用して特定のインタフェースのス
テータスをチェックできるよう
に、in.mpathdデーモンによって選択されま
す。ICMPプローブの送受信を行えるリンク
上の任意のホストが、プローブターゲットに
なれます。通常はルーターがプローブ
ターゲットになります。通常は、障害検出の
ロジックをプローブターゲット自体の障害か
ら保護するために、いくつかのプローブ
ターゲットが使用されます。

発信元アドレス選択 IPMPグループ内のあるデータアドレスを特
定のパケットの発信元アドレスとして選択す
る処理を指します。使用する発信元アドレス
をアプリケーションが特に選択していない場
合は常に、システムによって発信元アドレス
選択が実行されます。各データアドレスが関
連付けられるハードウェアアドレスは 1つだ
けなので、発信元アドレス選択は間接的にイ
ンバウンド負荷分散を制御します。

STANDBYインタフェース グループ内の別のインタフェースが故障した
場合にのみ使用されるように管理上構成され
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たインタフェースを示します。すべての
STANDBYインタフェースには STANDBYフラグが
設定されます。

ターゲットシステム 「プローブターゲット」を参照してくださ
い。

検査用アドレス 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いけない IPアドレスを
指します。検査用アドレスはベースとなるイ
ンタフェースに関連付けられます。ベースと
なるインタフェースが UP検査用アドレスで
構成されている場合、in.mpathdデーモンは
プローブベースの障害検出を使用してこのア
ドレスを監視します。すべての検査用アドレ
スは NOFAILOVERとして指定する必要がありま
す。また、これらのアドレスはシステムに
よって DEPRECATEDとして自動的にマークされ
ますが、これは、それらのアドレスがデータ
パケットの発信元アドレスの候補として考慮
されないようにするためです。

ベースとなるインタフェース IPMPグループの一部であり、実際のネット
ワークデバイスに直接関連付けられた IPイン
タフェースを指定します。たとえば、ce0と
ce1が IPMPグループ ipmp0内に配置される場
合、ipmp0のベースとなるインタフェースは
ce0と ce1から構成されます。以前の実装で
は、IPMPグループは、ベースとなるインタ
フェースだけから構成されています。一
方、現在の実装では、これらのインタ
フェースは、グループ (したがってグループ
名)を表す IPMPインタフェース (ipmp0など)
のベースとなっています。

オフライン取り消し処理 以前オフラインにしたインタフェースをシス
テムから管理上使用できるようにする行為を
指します。if_mpadmコマンドを使用して、オ
フライン取り消し処理を実行できます。

使用不可能なインタフェース 現在の構成でデータトラフィックの送受信に
一切使用できないベースとなるインタ
フェースを指します。使用不可能なインタ
フェースは、現在使用されていないが、グ
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ループ内のアクティブインタフェースが使用
不可能になった場合に使用できる INACTIVEイ
ンタフェースとは異なります。次のいずれか
の条件が存在する場合にインタフェースが使
用不可能になります。
■ インタフェースに UPアドレスがない。
■ FAILEDまたは OFFLINEフラグがインタ
フェースに設定されている。

■ インタフェースに、グループ内の別のイ
ンタフェースと同じハードウェアアドレ
スを持つことを示すフラグが付いてい
る。

UPアドレス UPフラグを設定することでシステムから管理
上使用可能になったアドレスを指します。UP

でないアドレスは、システムに属していない
ものとして扱われるため、発信元アドレス選
択時に考慮されることは決してありません。
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IPMPの管理

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
るためのタスクを紹介します。この章では、主に次の内容について説明します。

■ 301ページの「IPMP管理のタスクマップ」
■ 304ページの「IPMPグループの構成」
■ 312ページの「IPMPグループの維持」
■ 316ページの「プローブベースの障害検出のための構成」
■ 320ページの「動的再構成を使用した IPMP構成の回復」
■ 322ページの「IPMP情報の監視」

IPMP管理のタスクマップ
Oracle Solarisでは、ipmpstatコマンドが、IPMPグループに関する情報の取得に使用
する推奨のツールです。この章では、ipmpstatコマンドが、以前のOracle Solarisリ
リースで IPMP情報を提供するために使用されていた ifconfigコマンドの特定の機
能を置き換えています。

ipmpstatコマンドのさまざまなオプションについては、322ページの「IPMP情報の
監視」を参照してください。

次の各節は、この章内のタスクへのリンクを提供します。

IPMPグループの作成および構成 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

IPMPグループを計画します。 IPMPグループを構成する以前
の補助的な情報と必要なタスク
をすべて示す

304ページの「IPMPグループ
の計画を立てる方法」

15第 1 5 章
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タスク 説明 手順

DHCPを使用して IPMPグ
ループを構成します。

DHCPを使用して IPMPグ
ループを構成する代替手法を提
供します。

306ページの「DHCPを使用し
て IPMPグループを構成する方
法」

アクティブ -アクティブ IPMP
グループを構成します。

ベースとなるインタフェースの
すべてがネットワークトラ
フィックをホストするように配
備される IPMPグループを構成
します。

309ページの「アクティブ -ア
クティブ IPMPグループを手動
で構成する方法」

アクティブ -スタンバイ IPMP
グループを構成します。

ベースとなるインタフェースの
1つが予約として非アクティブ
状態に維持される IPMPグ
ループを構成します。

310ページの「アクティブ -ス
タンバイ IPMPグループを手動
で構成する方法」

IPMPグループの維持 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

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

312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
フェースを削除します。

313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」

IPMPグループに IPアドレスを
追加したり、グループから IP
アドレスを削除したりします。

IPMPグループのアドレスを追
加または削除します。

314ページの「IPアドレスを追
加または削除する方法」

インタフェースの IPMPメン
バーシップを変更します。

IPMPグループ間でインタ
フェースを移動する

315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」

IPMPグループを削除します。 不要となった IPMPグループを
削除します。

316ページの「IPMPグループ
を削除する方法」

故障したカードを交換します。 IPMPグループの故障したNIC
を取り外すか交換します。

320ページの「障害が発生した
物理カードを交換する方法」
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プローブベースの障害検出の構成 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

ターゲットシステムを手動で指
定します。

プローブベースの障害検出の
ターゲットとなるシステムを特
定して追加します。

317ページの「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」

プローブベースの障害検出の動
作を構成します。

プローブベースの障害検出の動
作を決定するパラメータを変更
します。

319ページの「IPMPデーモン
の動作を構成する方法」

IPMPグループの監視 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

グループ情報を取得します。 IPMPグループに関する情報を
表示します。

322ページの「IPMPのグ
ループ情報を取得する方法」

データアドレスの情報を取得し
ます。

IPMPグループによって使用さ
れるデータアドレスに関する情
報を表示します。

323ページの「IPMPのデータ
アドレス情報を取得する方法」

IPMPのインタフェース情報を
取得します。

IPMPインタフェースまたは
IPMPグループのベースとなる
インタフェースに関する情報を
表示します。

324ページの「グループの
ベースとなる IPインタ
フェースに関する情報を取得す
る方法」

プローブターゲットの情報を取
得します。

プローブベースの障害検出の
ターゲットに関する情報を表示
します。

326ページの「IPMPのプ
ローブターゲット情報を取得す
る方法」

プローブ情報を取得します。 システムの進行中のプローブに
関するリアルタイム情報を表示
します。

328ページの「IPMPのプ
ローブを監視する方法」

IPMPグループを監視するため
の情報の表示をカスタマイズし
ます。

表示される IPMP情報を決定し
ます。

329ページの「スクリプト内で
ipmpstatコマンドの出力をカス
タマイズする方法」
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IPMPグループの構成
この節は、IPMPグループの計画および構成に使用される手順を提供しま
す。第 14章「IPMPの紹介」の概要は、IPMPグループの実装をインタフェースとし
て説明しています。したがって、この章では、用語「IPMPグループ」と「IPMPイ
ンタフェース」が同義として使用されます。

▼ IPMPグループの計画を立てる方法
次の手順には、必要となる計画タスクと IPMPグループを構成する前に収集する情報
が含まれています。これらのタスクは、順番どおり行う必要はありません。

注 –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。詳細は、271ページの「IPMPを使用する必要があ
る場合」を参照してください。

ユーザーの要求に適した全般的な IPMP構成を決定します。

IPMPの構成は、システム上でホストされるタイプのトラフィックを処理するために
ネットワークに何が必要かによって決まります。IPMPはアウトバウンドのネット
ワークパケットを IPMPグループのインタフェース間で分散するため、ネットワーク
のスループットを改善します。ただし、ある特定のTCP接続では、インバウンドト
ラフィックは通常、アウトオブオーダーのパケットを処理するリスクを最小限に抑
えるために、1つの物理パスのみをたどります。

したがって、ネットワークが大量のアウトバウンドトラフィックを処理する場
合、多数のインタフェースを 1つの IPMPグループに構成すると、ネットワークのパ
フォーマンスを改善できます。代わりに、システムが大量のインバウンドトラ
フィックをホストする場合、グループ内のインタフェースの数を増やしても、トラ
フィックの負荷分散によってパフォーマンスが改善されるとはかぎりません。ただ
し、ベースとなるインタフェースの数を増やせば、インタフェースが故障した際の
ネットワークの可用性を保証しやすくなります。

SPARCベースシステムの場合、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。

システム内のインタフェースごとに一意のMACアドレスを構成する方法について
は、181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。

1

2
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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出
力できます。たとえば、net0インタフェースの ifconfig出力は次のようになりま
す。

# ifconfig net0 modlist

0 arp

1 ip

2 e1000g

この出力が示しているように、インタフェースは通常、IPモジュールのすぐ下の
ネットワークドライバとして存在します。これらのインタフェースでは、追加の
構成は必要ないはずです。

ただし、特定のテクノロジは、IPモジュールとネットワークドライバの間にその
テクノロジを STREAMSモジュールとして挿入します。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@position

ifconfig net0 modinsert vpnmod@3

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、1つのインタ
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をサポートするように構成する必要があります。

実装する障害検出のタイプを決定します。

たとえば、プローブベースの障害検出を実装する場合は、ベースとなるインタ
フェースで検査用アドレスを構成する必要があります。関連情報については、
284ページの「IPMPの障害検出の種類」を参照してください。

3
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IPMPグループ内のすべてのインタフェースが同じローカルネットワークに接続され
ていることを確認します。
たとえば、同じ IPサブネット上の Ethernetスイッチを 1つの IPMPグループに構成で
きます。1つの IPMPグループにいくつでもインタフェースを構成できます。

注 –たとえば、システムに物理インタフェースが 1つだけ存在する場合は、単一イン
タフェースの IPMPグループを構成することもできます。関連情報については、
281ページの「IPMPインタフェース構成のタイプ」を参照してください。

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。

▼ DHCPを使用して IPMPグループを構成する方法
現在の IPMP実装では、動的ホスト構成プロトコル (DHCP)のサポートを使用して
IPMPグループを構成できます。

複数インタフェースの IPMPグループは、アクティブ -アクティブインタフェースで
構成することも、アクティブ -スタンバイインタフェースで構成することもできま
す。関連情報については、281ページの「IPMPインタフェース構成のタイプ」を参
照してください。次の手順は、DHCPを使用してアクティブ -スタンバイ IPMPグ
ループを構成する手順について説明します。

IPMPグループに含める予定の IPインタフェースが、システムのネットワーク
データリンク上で正しく構成されていることを確認します。IPMPインタフェース
は、ベースとなる IPインタフェースがまだ存在していなくても作成できます。ただ
し、この IPMPインタフェースでのその後の構成は失敗します。

リンクや IPインタフェースの構成手順については、181ページの「IPインタ
フェースの構成 (タスク)」を参照してください。IPv6インタフェースの構成方法に
ついては、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の「IPv6インタフェースの構成」を
参照してください。

6
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さらに、SPARCシステムを使用する場合は、インタフェースごとに一意のMACアド
レスを構成します。手順については、181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。

最後に、DHCPを使用する場合は、ベースとなるインタフェースのリースが無限に
なっていることを確認します。それ以外の場合、グループで障害が発生した場合に
検査用アドレスが期限切れとなり、IPMPデーモンがプローブベースの障害検出を無
効化し、リンクベースの障害検出が使用されます。リンクベースの障害検出に
よってインタフェースが機能していることがわかると、デーモンは誤ってインタ
フェースが修復されたと報告する可能性があります。DHCPの構成方法の詳細につ
いては、『System Administration Guide: IP Services』の第 13章「Planning for DHCP
Service (Tasks)」を参照してください。

注 –システムのアクティブネットワークプロファイルがリアクティブなプロファイル
の場合は、IPMPを使用できません。IPMPグループを構成する前に、必要に応じて
DefaultFixedプロファイルを有効化し、固定ネットワーク構成プロファイルに切り
替えます。手順については、154ページの「プロファイルと構成ツール」を参照して
ください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

IPMPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ipmp ipmp-interface

各情報の意味は次のとおりです。

ipmp-interfaceは、IPMPインタフェースの名前を指定します。IPMPインタフェース
には、意味のある任意の名前を割り当てることができます。ほかの IPインタ
フェースと同様に、名前は ipmp0のように文字列と数字から構成されます。

ベースとなる IPインタフェースがまだ存在していない場合はそれらを作成します。
# ipadm create-ip under-interface

ここで、under-interfaceは、IPMPグループに追加する IPインタフェースを表しま
す。

検査用アドレスを含むベースとなる IPインタフェースを、IPMPグループに追加しま
す。
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i under-interface2 ...] ipmp-interface

IPインタフェースは、システムで使用可能な数だけ IPMPグループに作成できま
す。
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IPMPインタフェース上のデータアドレスをDHCPに構成および管理させます。
# ipadm create-addr -T dhcp addrobj

addrobjはアドレスオブジェクトを表し、interface/stringという形式を使用しま
す。interfaceは、この手順では IPMPインタフェースです。文字列は、任意の
ユーザー定義文字列です。したがって、IPMPインタフェース上にデータアドレスが
複数存在する場合、対応するアドレスオブジェクト
は、ipmp-interface/string1、ipmp-interface /string2、ipmp-interface/ string3のようになり
ます。

ベースとなるインタフェース内の検査用アドレスをDHCPに管理させます。
IPMPグループのベースとなるインタフェースごとに、次のコマンドを発行する必要
があります。
# ipadm create-addr -T dhcp addrobj

addrobjはアドレスオブジェクトを表し、interface/stringという形式を使用しま
す。interfaceは、この手順では、ベースとなるインタフェースです。文字列は、任意
のユーザー定義文字列です。したがって、IPMPグループのベースとなるインタ
フェースが複数存在する場合、対応するアドレスオブジェクト
は、under-interface1/string、ipmp-interface2 /string、ipmp-interface3/stringのようになり
ます。

DHCPを使用した IPMPグループの構成

この例は、DHCPを使用してアクティブ -スタンバイ IPMPグループを構成する方法
を示しますが、次のシナリオに基づいています。

■ IPMPグループの 3つのベースとなるインタフェースがそれぞれ対応するデータリ
ンク net0、net1、および net2上で構成されます。これらが IPMPグループの指定
されたメンバーになります。

■ IPMPインタフェース itops0は、同じ名前を IPMPグループと共有します。
■ net2が指定されたスタンバイインタフェースになります。
■ プローブベースの障害検出を使用するために、ベースとなるインタフェースのす
べてに検査用アドレスが割り当てられます。

# ipadm create-ipmp itops0

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-ip net1

# ipadm create-ip net2

# ipadm add-ipmp -i net0 -i net1 -i net2 itops0

# ipadm create-addr -T dhcp itops0/dhcp0

# ipadm create-addr -T dhcp itops0/dhcp1

# ipadm create-addr -T dhcp net0/test
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# ipadm create-addr -T dhcp net2/test

# ipadm create-addr -T dhcp net3/test

# ipadm set-ifprop -p standby=on net2

▼ アクティブ -アクティブ IPMPグループを手動で構
成する方法
次の手順は、アクティブ -アクティブ IPMPグループを手動で構成する手順について
説明します。

想定 IPMPグループに含める予定の IPインタフェースが、システムのネットワーク
データリンク上で正しく構成されていることを確認します。リンクや IPインタ
フェースの構成手順については、181ページの「IPインタフェースの構成 (タス
ク)」を参照してください。IPv6インタフェースの構成方法については、『Oracle
Solarisの管理: IPサービス』の「IPv6インタフェースの構成」を参照してくださ
い。IPMPインタフェースは、ベースとなる IPインタフェースがまだ存在していな
くても作成できます。ただし、この IPMPインタフェースでのその後の構成は失敗し
ます。

さらに、SPARCシステムを使用する場合は、インタフェースごとに一意のMACアド
レスを構成します。手順については、181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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

IPMPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ipmp ipmp-interface

各情報の意味は次のとおりです。

ipmp-interfaceは、IPMPインタフェースの名前を指定します。IPMPインタフェース
には、意味のある任意の名前を割り当てることができます。ほかの IPインタ
フェースと同様に、名前は ipmp0のように文字列と数字から構成されます。

ベースとなる IPインタフェースをグループに追加します。
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i underinterface2 ...] ipmp-interface

ここで、under-interfaceは、IPMPグループのベースとなるインタフェースを表しま
す。IPインタフェースは、システムで使用可能な数だけ追加できます。

始める前に
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注 –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インスタンスも自動的に同じグループに配置されます。

IPMPインタフェースにデータアドレスを追加します。
# ipadm create-addr -T static IP-address addrobj

IP-addressはCIDR表記にすることができます。

addrobjは、命名規則 ipmp-interface/any-stringを使用する必要があります。した
がって、IPMPインタフェースの名前が ipmp0の場合、addrobjは ipmp0/dataaddrとす
ることができます。

ベースとなるインタフェースに検査用アドレスを追加します。
# ipadm create-addr -T static IP-address addrobj

IP-addressはCIDR表記にすることができます。

addrobjは、命名規則 under-interface/any-stringを使用する必要があります。した
がって、ベースとなるインタフェースの名前が net0の場合、addrobjは
net0/testaddrとすることができます。

注 –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。

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。

▼ アクティブ -スタンバイ IPMPグループを手動で構
成する方法
スタンバイインタフェースの詳細については、281ページの「IPMPインタフェース
構成のタイプ」を参照してください。次の手順は、1つのインタフェースが予約とし
て確保される IPMPグループを構成します。このインタフェースは、グループ内のア
クティブインタフェースが故障した場合にのみ配備されます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

IPMPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ipmp ipmp-interface
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各情報の意味は次のとおりです。

ipmp-interfaceは、IPMPインタフェースの名前を指定します。IPMPインタフェース
には、意味のある任意の名前を割り当てることができます。ほかの IPインタ
フェースと同様に、名前は ipmp0のように文字列と数字から構成されます。

ベースとなる IPインタフェースをグループに追加します。
# ipadm add-ipmp -i under-interface1 [-i underinterface2 ...] ipmp-interface

ここで、under-interfaceは、IPMPグループのベースとなるインタフェースを表しま
す。IPインタフェースは、システムで使用可能な数だけ追加できます。

注 –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インスタンスも自動的に同じグループに配置されます。

IPMPインタフェースにデータアドレスを追加します。
# ipadm create-addr -T static IP-address addrobj

IP-addressはCIDR表記にすることができます。

addrobjは、命名規則 ipmp-interface/any-stringを使用する必要があります。した
がって、IPMPインタフェースの名前が ipmp0の場合、addrobjは ipmp0/dataaddrとす
ることができます。

ベースとなるインタフェースに検査用アドレスを追加します。
# ipadm create-addr -T static IP-address addrobj

IP-addressはCIDR表記にすることができます。

addrobjは、命名規則 under-interface/any-stringを使用する必要があります。した
がって、ベースとなるインタフェースの名前が net0の場合、addrobjは
net0/testaddrとすることができます。

注 –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。

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。

ベースとなるインタフェースの 1つをスタンバイインタフェースとして構成しま
す。
# ipadm set-ifprop -p standby=yes under-interface
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アクティブ -スタンバイ IPMPグループの構成

この例は、アクティブ -スタンバイ IPMP構成を手動で作成する方法を示します。こ
の例はまず、ベースとなるインタフェースを作成します。

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-ip net1

# ipadm create-ip net2

# ipadm create-ipmp itops0

# ipadm add-ipmp -i net0 -i net1 -i net2 itops0

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.10/24 itops0/v4add1

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.15/24 itops0/v4add2

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.85.30/24 net0/test

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.85.32/24 net1/test

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.85.34/24 net2/test

# ipadm set-ifprop -p standby=yes net2

# ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net0 net1 (net2)

# ipmpstat -t

INTERFACE MODE TESTADDR TARGETS

net0 routes 192.168.10.30 192.168.10.1

net1 routes 192.168.10.32 192.168.10.1

net2 routes 192.168.10.34 192.168.10.5

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内のインタフェースを維持す
るタスクが含まれます。304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。

▼ IPMPグループにインタフェースを追加する方法
グループに追加するインタフェースが、グループ内に存在するための制約をすべて
満たしていることを確認します。IPMPグループの要件の一覧については、
304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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

例15–2
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ベースとなる IPインタフェースがまだ存在していない場合は、インタフェースを作
成します。
# ipadm create-ip interface

IPMPグループへ IPインタフェースを追加します。
# ipadm add-ipmp -i under-interface ipmp-interface

IPMPグループへのインタフェースの追加

インタフェース net4を IPMPグループ itops0に追加するには、次のコマンドを入力
します。

# ipadm create-ip net4

# ipadm add-ipmp -i net4 itops0

# ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net0 net1 net4

▼ IPMPグループからインタフェースを削除する方
法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」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。
# ipadm remove-ipmp -i under-interface[, -i under-interface, ...] ipmp-interface

単一のコマンド内で、ベースとなるインタフェースを必要な数だけ削除できま
す。ベースとなるインタフェースをすべて削除しても、IPMPインタフェースは削除
されません。代わりに、空の IPMPインタフェースまたは IPMPグループとして存在
します。

グループからのインタフェースの削除

インタフェース net4を IPMPグループ itops0から削除するには、次のコマンドを入
力します。

# ipadm remove-ipmp net4 itops0

# ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net0 net1
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▼ IPアドレスを追加または削除する方法
アドレスを追加する場合は ipadm create-addrサブコマンドを、インタフェースから
アドレスを削除する場合は ipadm delete-addrサブコマンドを使用します。現在の
IPMP実装では、検査用アドレスはベースとなる IPインタフェースでホストさ
れ、データアドレスは IPMPインタフェースに割り当てられます。次の手順は、検査
用アドレス、データアドレスのいずれかとなる IPアドレスを追加または削除する方
法について説明します。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

データアドレスを追加または削除します。

■ データアドレスを IPMPグループに追加するには、次のコマンドを入力します。

# ipadm create-addr -T static -a ip-address addrobj

addrobjは、命名規則 ipmp-interface/user-stringを使用します。
■ IPMPグループからアドレスを削除するには、次のコマンドを入力します。

# ipadm delete-addr addrobj

addrobjは、命名規則 inder-interface/user-stringを使用します。

検査用アドレスを追加または削除します。

■ IPMPグループのベースとなるインタフェースに検査用アドレスを割り当てるに
は、次のコマンドを入力します。

# ipadm create-addr -T static ip-address adrobj
■ IPMPグループのベースとなるインタフェースから検査用アドレスを削除するに
は、次のコマンドを入力します。

# ipadm delete-addr addrobj

インタフェースからの検査用アドレスの削除

次の例は、例 15–2の itops0の構成を使用しています。この手順は、インタフェース
net1から検査用アドレスを削除します。この例では、検査用アドレスの名前が
net1/test1であることを前提としています。

# ipmpstat -t

INTERFACE MODE TESTADDR TARGETS

net1 routes 192.168.10.30 192.168.10.1

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR
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lo0 static ok 127.0.0.1/8

...

net1/test1 static ok 192.168.10.30

# ipadm delete-addr net1/test1

▼ 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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」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。
# ipadm add-ipmp -i under-interface ipmp-interface

ここで、under-interfaceは、移動するベースとなるインタフェースを表
し、ipmp-interfaceは、ベースとなるインタフェースの移動先となる IPMPインタ
フェースまたは IPMPグループを表します。

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

この例は、グループのベースとなるインタフェースが net0、net11、および net2であ
ることを前提としています。net0を IPMPグループ cs-link1に移動するには、次の
ように入力します。

# ipadm add-ipmp -i net0 ca-link1

このコマンドは、net0インタフェースを IPMPグループ itops0から削除したあ
と、net0を cs-link1に配置します。

1

2

例15–6

IPMPグループの維持

第 15章 • IPMPの管理 315

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28


▼ IPMPグループを削除する方法
この手順は、特定の IPMPグループが不要になったときに使用します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

IPMPグループとベースとなる IPインタフェースを特定します。
# ipmpstat -g

IPMPグループに現在属している IPインタフェースをすべて削除します。
# ipadm remove-ipmp -i under-interface[, -i under-interface, ...] ipmp-interface

注 – IPMPインタフェースを正常に削除するには、その IPMPグループの一部として
IPインタフェースが存在していてはいけません。

IPMPインタフェースを削除します。
# ipadm delete-ipmp ipmp-interface

IPMPインタフェースを削除すると、このインタフェースに関連付けられた IPアド
レスはすべてシステムから削除されます。

IPMPインタフェースの削除

ベースとなる IPインタフェース net0と net1を含むインタフェース itops0を削除す
るには、次のコマンドを入力します。

# ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net0 net1

# ipadm remove-ipmp -i net0 -i net1 itops0

# ipadm delete-ipmp itops0

プローブベースの障害検出のための構成
検査信号ベースの障害検出では、284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。プローブベースの障害検出の
ターゲットを特定するときに、in.mpathdデーモンはルーターターゲットモード、マ
ルチキャストターゲットモードの 2つのモードで動作します。ルーターターゲット
モードでは、マルチパスデーモンは経路指定テーブルに定義されたターゲットをプ
ローブします。ターゲットが 1つも定義されていない場合、このデーモンはマルチ

1

2

3

4

例15–7

プローブベースの障害検出のための構成

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月316

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28


キャストターゲットモードで動作します。この場合、LAN上の近くのホストをプ
ローブするためにマルチキャストパケットが送出されます。

できれば、in.mpathdデーモンがプローブするホストターゲットを設定するようにし
てください。一部の IPMPグループでは、デフォルトルーターはターゲットとして十
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。ターゲットを指定するには、経
路指定テーブル内にホストのルートをプローブターゲットとして設定します。経路
指定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。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。したがって、デフォルトルーターを使用するのではな
く、ホストのルートを設定して特定のプローブターゲットを構成するようにしてく
ださい。

ホストのルートを経路指定テーブルに設定するには、routeコマンドを使用しま
す。このコマンドで -pオプションを使用して、永続的なルートを追加できます。た
とえば、route -p add は、システムのリブート後も経路指定テーブル内に残るルート
を追加します。したがって、-pオプションを使用すると、システムが起動するたび
にこれらのルートを作成し直す特殊なスクリプトを一切使用することなしに、永続
的なルートを追加できます。プローブベースの障害検出を最適なかたちで使用する
には、プローブを受信するターゲットを必ず複数設定してください。

後述のサンプル手順は、プローブベースの障害検出のターゲットへの永続的な
ルートを追加するための正確な構文を示します。routeコマンドのオプションの詳細
については、route(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。
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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 -p add -host destination-IP gateway-IP -static

ここで、destination-IPと gateway-IPは、ターゲットとして使用されるホストの IPv4
アドレスです。たとえば、IPMPグループ itops0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 192.168.10.137を指定するには、次のように入力します。

$ route -p add -host 192.168.10.137 192.168.10.137 -static

この新しいルートは、システムを再起動するたびに自動的に構成されます。プ
ローブベースの障害検出用のターゲットシステムへの一時的なルートを定義するだ
けの場合は、-pオプションを使用しないでください。

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。

▼ 使用する障害検出手法を選択する方法
デフォルトでは、検査用アドレスを使用しないとプローブベースの障害検出を実行
できません。NICドライバがリンクベースの障害検出をサポートしている場合、こ
の障害検出も自動的に有効になります。

NICドライバによってリンクベースの障害検出がサポートされている場合、この手
法を無効にすることはできません。ただし、実装するプローブベースの障害検出の
タイプは選択可能です。

推移的プローブのみを使用する場合は、次の手順を実行します。

a. 適切な SMFコマンドを使用して IPMPのプロパティー transitive-probingをオンに
切り替えます。
# svccfg -s svc:/network/ipmp setprop config/transitive-probing=true

# svcadm refresh svc:/network/ipmp:default

このプロパティーの設定方法の詳細については、in.mpathd(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

b. IPMPグループ用に構成された既存の検査用アドレスをすべて削除します。

検査用アドレスのみを使用して障害をプローブする場合は、次の手順を実行しま
す。

a. 必要に応じて、推移的プローブをオフにします。
# svccfg -s svc:/network/ipmp setprop config/transitive-probing=false

# svcadm refresh svc:/network/ipmp:default
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b. IPMPグループのベースとなるインタフェースに検査用アドレスを割り当てます。

▼ IPMPデーモンの動作を構成する方法
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

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

/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が、IPMPのフェイルバック動作のデフォルトです。障害が発生し
たインタフェースの修復が検出されると、ネットワークアクセスはこの修復さ
れたインタフェースに復帰します。詳細は、287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。

■ no –値 noは、データトラフィックが修復されたインタフェースに戻らないこ
とを示します。障害が発生したインタフェースの回復が検出されると、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 ipmp0が 2つのインタフェース net0と net1から構成
されています。/etc/default/mpathdファイルで FAILBACK=noパラメータが設
定されています。net0が故障すると、FAILEDとしてフラグが付けられて使用
不可能になります。修復後、このインタフェースに INACTIVEとしてフラグが
付けられますが、FAILBACK=noが設定されているため、使用不可能なままと
なります。
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net1が故障し、net0のみが INACTIVE状態である場合には、net0の INACTIVEフ
ラグがクリアーされ、このインタフェースが使用可能になります。IPMPグ
ループに同じく INACTIVE状態のインタフェースがほかにも含まれている場
合、net1の故障時にそれらの INACTIVEインタフェースのいずれか 1つ (必ずし
も net0とはかぎらない)がクリアーされ、使用可能となります。

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]

注 –このパラメータと匿名グループ機能については、287ページの「障害検出と匿
名グループ機能」を参照してください。

■ yes –値 yesが、IPMPの動作のデフォルトです。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。

■ no -値 noは、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修復の
検出を設定します。ただし、IPMPグループ内に構成されていないインタ
フェースで障害や修復が検出されても、IPMPでは、そのインタフェースの
ネットワーク機能を維持するためアクションは一切起動されません。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

動的再構成を使用した IPMP構成の回復
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。

▼ 障害が発生した物理カードを交換する方法
この手順は、DRをサポートするシステムの物理カードを交換する方法について説明
します。この手順は次の条件を前提としています。

■ システムのアクティブNCPは DefaultFixedです。システムのアクティブなNCP
が DefaultFixedでない場合のDRの使用方法については、42ページの「その他の
Oracle Solarisネットワーク技術を使用したNWAMの動作」の「動的再構成と
ネットワーク構成プロファイル」の節を参照してください。

■ システムの IPインタフェースは net0と net1です。
■ どちらのインタフェースも IPMPグループ itops0に属しています。
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■ ベースとなるインタフェース net0には検査用アドレスが含まれています。
■ ベースとなるインタフェース net0が故障したため、net0のカード bgeを取り外す
必要があります。

■ bgeカードを e1000gカードに交換します。

DRの実行手順はシステムのタイプによって変わります。したがって、次が完了して
いることを確認してください。

■ システムがDRをサポートしていることを確認します。
■ システムでのDR手順を説明した適切なマニュアルを参照します。Oracle製 Sun
ハードウェアの場合、DRをサポートするシステムはすべてサーバーです。Sunシ
ステムの最新のDRドキュメントを見つけるには、http://www.oracle.com/

technetwork/jp/indexes/documentation/index.htmlで「動的再構成 (dynamic
reconfiguration)」を検索します。

注 –次の手順の各ステップは、特に IPMPやリンク名の使用に関係するDRの側面
のみに言及しています。この手順には、DRを実行するための完全な手順は含ま
れていません。たとえば、IP層以外の一部の層では、構成が自動化されていない
場合、ATMやその他のサービスなどのために手動構成手順が必要になります。シ
ステムの対応するDRドキュメントに従ってください。

NICの詳細な交換手順については、173ページの「動的再構成を使用してネット
ワークインタフェースカードを交換する方法」を参照してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

適切なDR手順を実行し、故障したNICをシステムから取り外します。
たとえば、bgeカードを取り外します。

交換用のNICをシステムに接続します。
たとえば、bgeカードが占有していたのと同じ場所に、e1000gカードを取り付けま
す。e1000gのデータリンクは、名前 net0を引き継ぎ、そのデータリンクの構成を継
承します。

新しいNICリソースが使用可能になるようにして、DRプロセスを完了します。
たとえば、cfgadmコマンドを使用してこの手順を実行します。詳細は、cfgadm(1M)
のマニュアルページを参照してください。

この手順のあと、新しいインタフェースは検査用アドレスで構成され、IPMPグ
ループのベースとなるインタフェースとして追加され、アクティブインタ

始める前に
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フェース、スタンバイインタフェースのいずれかとして配備されますが、それらは
すべて、net0の永続的な構成に依存します。続いてカーネルは、IPMPインタ
フェース itops0の永続的な構成に従って、この新しいインタフェースにデータアド
レスを割り当てることができます。

IPMP情報の監視
次の各手順は、システム上の IPMPグループのさまざまな側面の監視を可能にする
ipmpstatコマンドを使用します。IPMPグループ全体のステータスやそのベースとな
る IPインタフェースのステータスを監視できます。グループのデータアドレスや検
査用アドレスの構成を確認することもできます。ipmpstatコマンドを使用する
と、障害検出に関する情報も取得されます。ipmpstatコマンドやそのオプションの
詳細については、ipmpstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

デフォルトでは、ホスト名が存在する場合、数値 IPアドレスではなくホスト名が出
力に表示されます。出力に数値 IPアドレスを表示するには、-nオプションを、IPMP
グループの特定の情報を表示するためのほかのオプションとともに使用します。

注 –次の各手順では、特に明記していないかぎり、ipmpstatコマンドの使用時にシス
テム管理者の特権は必要ありません。

▼ IPMPのグループ情報を取得する方法
この手順は、システム上のさまざまな IPMPグループのステータス (そのベースとな
るインタフェースのステータスも含む)を一覧表示する場合に使用します。ある特定
のグループでプローブベースの障害検出が有効になっていると、コマンドはそのグ
ループの障害検出時間も含めます。

IPMPのグループ情報を表示します。
$ ipmpstat -g

GROUP GROUPNAME STATE FDT INTERFACES

itops0 itops0 ok 10.00s net0 net1

acctg1 acctg1 failed -- [net3 net4]

field2 field2 degraded 20.00s net2 net5 (net7) [net6]

GROUP IPMPインタフェースの名前を指定します。匿名グループの場合、こ
のフィールドは空になります。匿名グループの詳細について
は、in.mpathd(1M)のマニュアルページを参照してください。

GROUPNAME IPMPグループの名前を指定します。匿名グループの場合、この
フィールドは空になります。

STATE グループの現在のステータスを示します。ステータスは次のいずれか
になります。
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■ okは、IPMPグループのベースとなるインタフェースがすべて使用
可能であることを示します。

■ degradedは、グループ内のベースとなるインタフェースの一部が
使用不可能であることを示します。

■ failedは、グループのインタフェースがすべて使用不可能である
ことを示します。

FDT 障害検出が有効になっている場合に、その障害検出時間を指定しま
す。障害検出が無効になっている場合、このフィールドは空になりま
す。

INTERFACES グループに属するベースとなるインタフェースを指定します。この
フィールドでは、まずアクティブなインタフェースが表示され、次に
アクティブでないインタフェースが表示され、最後に使用不可能なイ
ンタフェースが表示されます。インタフェースのステータスはその表
示形式によって示されます:
■ interface (丸括弧や角括弧なし)は、アクティブなインタフェースを
示します。アクティブなインタフェースとは、システムでデータ
トラフィックの送受信に使用されているインタフェースのことで
す。

■ (interface) (丸括弧付き)は、機能しているがアクティブではないイ
ンタフェースを示します。このインタフェースは、管理ポリ
シーの定義に従って未使用になっています。

■ [interface] (角括弧付き)は、インタフェースが故障しているかオフ
ラインになっているために使用不可能であることを示します。

▼ IPMPのデータアドレス情報を取得する方法
この手順は、データアドレスと各アドレスの所属先グループを表示する場合に使用
します。表示される情報には、アドレスが ipadm [up-addr/down-addr]コマンドに
よって切り替えられたかどうかに基づいてどのアドレスが使用可能であるかも含ま
れます。また、あるアドレスがどのインバウンドまたはアウトバウンドインタ
フェース上で使用できるかも判定できます。

IPMPのアドレス情報を表示します。
$ ipmpstat -an

ADDRESS STATE GROUP INBOUND OUTBOUND

192.168.10.10 up itops0 net0 net0 net1

192.168.10.15 up itops0 net1 net0 net1

192.0.0.100 up acctg1 -- --

192.0.0.101 up acctg1 -- --

128.0.0.100 up field2 net2 net2 net7

128.0.0.101 up field2 net7 net2 net7

128.0.0.102 down field2 -- --
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ADDRESS -nオプションが -aオプションと組み合わせて使用された場合は、ホス
ト名またはデータアドレスを指定します。

STATE IPMPインタフェースのアドレスが、upしたがって使用可能、downした
がって使用不可能、のいずれであるかを示します。

GROUP 特定のデータアドレスをホストする IPMP IPインタフェースを指定しま
す。

INBOUND 特定のアドレスのパケットを受信するインタフェースを識別します。こ
のフィールドの情報は、外部のイベントに応じて変わる可能性がありま
す。たとえば、データアドレスが停止している場合や、IPMPグループ
内にアクティブな IPインタフェースが 1つも残っていない場合、この
フィールドは空になります。空のフィールドは、この特定のアドレス宛
ての IPパケットをシステムが受け入れていないことを示します。

OUTBOUND 特定のアドレスを発信元アドレスとして使用したパケットを送信するイ
ンタフェースを識別します。INBOUNDフィールドと同様に、OUTBOUND

フィールドの情報も外部のイベントに応じて変わる可能性がありま
す。空のフィールドは、システムがこの特定の発信元アドレスでパ
ケットを送出していないことを示します。このフィールドが空である場
合、それは、アドレスが停止しているからか、あるいはグループ内にア
クティブな IPインタフェースが 1つも残っていないからです。

▼ グループのベースとなる IPインタフェースに関す
る情報を取得する方法
この手順は、IPMPグループのベースとなる IPインタフェースに関する情報を表示
する場合に使用します。NIC、データリンク、および IPインタフェースの対応関係
については、22ページの「Oracle Solarisのネットワークスタック」を参照してくだ
さい。

IPMPのインタフェース情報を表示します。
$ ipmpstat -i

INTERFACE ACTIVE GROUP FLAGS LINK PROBE STATE

net0 yes itops0 --mb--- up ok ok

net1 yes itops0 ------- up disabled ok

net3 no acctg1 ------- unknown disabled offline

net4 no acctg1 is----- down unknown failed

net2 yes field2 --mb--- unknown ok ok

net6 no field2 -i----- up ok ok

net5 no filed2 ------- up failed failed

net7 yes field2 --mb--- up ok ok

INTERFACE 各 IPMPグループのベースとなる各インタフェースを指定します。

●
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ACTIVE このインタフェースが機能していて使用中 (yes)であるか、それともそ
うではない (no)かを示します。

GROUP IPMPインタフェースの名前を指定します。匿名グループの場合、この
フィールドは空になります。匿名グループの詳細について
は、in.mpathd(1M)のマニュアルページを参照してください。

FLAGS ベースとなるインタフェースのステータスを示します。これは次のい
ずれか、あるいはその任意の組み合わせになります。
■ iは、このインタフェースに INACTIVEフラグが設定されているこ
と、したがってこのインタフェースがデータトラフィックの送受信
に使用されていないことを示します。

■ sは、このインタフェースがスタンバイインタフェースとして構成
されていることを示します。

■ mは、このインタフェースがこの IPMPグループの IPv4マルチ
キャストトラフィックの送受信用として、システムによって指定さ
れていることを示します。

■ bは、このインタフェースがこの IPMPグループのブロードキャス
トトラフィックの受信用として、システムによって指定されている
ことを示します。

■ Mは、このインタフェースがこの IPMPグループの IPv6マルチ
キャストトラフィックの送受信用として、システムによって指定さ
れていることを示します。

■ dは、このインタフェースが停止しており、したがって使用不可能
であることを示します。

■ hは、このインタフェースが重複する物理ハードウェアアドレスを
別のインタフェースと共有しており、オフラインになっていること
を示します。hフラグは、このインタフェースが使用不可能である
ことを示します。

LINK リンクベースの障害検出の状態を示します。これは、次の状態のいず
れかになります。
■ upまたは downは、リンクの使用可能または使用不可能を示しま
す。

■ unknownは、リンクが up、downのいずれであるかの通知をドライバ
がサポートしておらず、したがってドライバがリンクの状態変化を
検出しないことを示します。

PROBE 検査用アドレスが構成されたインタフェースについて、次のようにプ
ローブベースの障害検出の状態を指定します。
■ okは、プローブが機能しており、アクティブであることを示しま
す。
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■ failedは、プローブベースの障害検出が、このインタフェースが動
作していないことを検出したことを示します。

■ unknownは、適切なプローブターゲットが見つからなかったた
め、プローブを送信できないことを示します。

■ disabledは、このインタフェースでは IPMP検査用アドレスが構成
されていないことを示します。したがって、プローブベースの障害
検出は無効になっています。

STATE 次のように、このインタフェース全体の状態を指定します。
■ okは、このインタフェースがオンラインになっており、障害検出手
法の構成に基づいて正常に動作していることを示します。

■ failedは、このインタフェースのリンクが停止しているか、あるい
はこのインタフェースはトラフィックを送受信できないとプローブ
検出が判定したために、このインタフェースが動作していないこと
を示します。

■ offlineは、このインタフェースが使用不可能であることを示しま
す。通常、次の状況の下ではインタフェースがオフラインに切り替
えられます。
■ インタフェースがテスト中である。
■ 動的再構成が実行中である。
■ このインタフェースが、重複するハードウェアアドレスを別の
インタフェースと共有している。

■ unknownは、プローブベースの障害検出のプローブターゲットが見
つからないために IPMPインタフェースのステータスを判定できな
いことを示します。

▼ IPMPのプローブターゲット情報を取得する方法
この手順は、IPMPグループ内の各 IPインタフェースに関連付けられたプローブ
ターゲットを監視する場合に使用します。

IPMPのプローブターゲットを表示します。
$ ipmpstat -nt

INTERFACE MODE TESTADDR TARGETS

net0 routes 192.168.85.30 192.168.85.1 192.168.85.3

net1 disabled -- --

net3 disabled -- --

net4 routes 192.1.2.200 192.1.2.1

net2 multicast 128.9.0.200 128.0.0.1 128.0.0.2

net6 multicast 128.9.0.201 128.0.0.2 128.0.0.1

net5 multicast 128.9.0.202 128.0.0.1 128.0.0.2

net7 multicast 128.9.0.203 128.0.0.1 128.0.0.2

●
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$ ipmpstat -nt

INTERFACE MODE TESTADDR TARGETS

net3 transitive <net1> <net1> <net2> <net3>

net2 transitive <net1> <net1> <net2> <net3>

net1 routes 172.16.30.100 172.16.30.1

INTERFACE IPMPグループのベースとなるインタフェースを指定します。

MODE プローブターゲットを取得するための方法を指定します。
■ routesは、プローブターゲットの検索にシステムの経路指定テーブ
ルが使用されることを示します。

■ mcastは、ターゲットの検索にマルチキャスト ICMPプローブが使
用されることを示します。

■ disabledは、このインタフェースでプローブベースの障害検出が無
効になっていることを示します。

■ transitiveは、2番目の例に示したように、障害検出に推移的プ
ローブが使用されることを示します。推移的プローブと検査用アド
レスを同時に使用してプローブベースの障害検出を実装することは
できない点に注意してください。検査用アドレスを使用しない場合
は、推移的プローブをオンに切り替える必要があります。推移的プ
ローブを使用しない場合は、検査用アドレスを構成する必要があり
ます。概要については、284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。

TESTADDR ホスト名または、-nオプションが -tオプションと組み合わせて使用さ
れた場合はプローブの送受信用としてこのインタフェースに割り当て
られた IPアドレス、を指定します。

推移的プローブが使用された場合、インタフェースの名前は、データ
受信用としてアクティブに使用されていない、ベースとなる IPインタ
フェースを表します。また、これらの名前は、指定されたこれらのイ
ンタフェースの発信元アドレスを使用して推移的テストプローブが送
出されていることも示しています。データを受信するアクティブな
ベースとなる IPインタフェースの場合、表示される IPアドレスは、送
信 ICMPプローブの発信元アドレスを示します。

注 – IPインタフェースに IPv4検査用アドレスと IPv6検査用アドレスの
両方が設定されている場合、プローブターゲットの情報は各検査用ア
ドレスについて個別に表示されます。

TARGETS 現在のプローブターゲットを空白区切りリストとして一覧表示しま
す。-nが -tオプションと組み合わせて使用された場合、プローブ
ターゲットはホスト名、IPアドレスのいずれかとして表示されます。
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▼ IPMPのプローブを監視する方法
この手順は、進行中のプローブを監視する場合に使用します。プローブ監視用のコ
マンドを発行すると、Ctrl-Cでコマンドを終了するまで、システム上のプローブの
アクティビティーに関する情報が継続的に表示されます。このコマンドを実行する
には、Primary Administrator特権を持っている必要があります。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

進行中のプローブに関する情報を表示します。
# ipmpstat -pn

TIME INTERFACE PROBE NETRTT RTT RTTAVG TARGET

0.11s net0 589 0.51ms 0.76ms 0.76ms 192.168.85.1

0.17s net4 612 -- -- -- 192.1.2.1

0.25s net2 602 0.61ms 1.10ms 1.10ms 128.0.0.1

0.26s net6 602 -- -- -- 128.0.0.2

0.25s net5 601 0.62ms 1.20ms 1.00ms 128.0.0.1

0.26s net7 603 0.79ms 1.11ms 1.10ms 128.0.0.1

1.66s net4 613 -- -- -- 192.1.2.1

1.70s net0 603 0.63ms 1.10ms 1.10ms 192.168.85.3

^C

# ipmpstat -pn

TIME INTERFACE PROBE NETRTT RTT RTTAVG TARGET

1.39S net4 t28 1.05ms 1.06ms 1.15ms <net1>

1.39s net1 i29 1.00ms 1.42ms 1.48ms 172.16.30.1

TIME ipmpstatコマンドが発行された時点を基準にしたプローブの送信時間
を指定します。ipmpstatが開始される前にプローブが起動された場
合、コマンドが発行された時点を基準にした負の値で時間が表示され
ます。

INTERFACE プローブの送信先となるインタフェースを指定します。

PROBE プローブを表す識別子を指定します。障害検出に推移的プローブが使
用される場合は、この識別子に、推移的プローブの場合は tという接
頭辞が、ICMPプローブの場合は iという接頭辞が付きます。

NETRTT プローブの合計ネットワーク往復時間を指定し、ミリ秒で測定されま
す。NETRTTは、IPモジュールがプローブを送信した時点から、IPモ
ジュールがターゲットから ackパケットを受け取った時点までの時間
をカバーします。プローブが失われたと in.mpathdデーモンが判定し
た場合、このフィールドは空になります。

RTT プローブの合計往復時間を指定し、ミリ秒で測定されます。RTT

は、デーモンがプローブ送信用コードを実行した時点から、デーモン
がターゲットからの ackパケットの処理を完了した時点までの時間を

1

2
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カバーします。プローブが失われたと in.mpathdデーモンが判定した
場合、このフィールドは空になります。NETRTTに存在しないスパイク
が RTTで発生する場合、それは、ローカルシステムが過負荷状態であ
ることを示している可能性があります。

RTTAVG ローカルシステムとターゲット間の、このインタフェース経由でのプ
ローブの平均往復時間を指定します。平均往復時間は、低速な
ターゲットの特定に役立ちます。データが不十分で平均を計算できな
い場合、このフィールドは空になります。

TARGET ホスト名または、-nオプションが -pと組み合わせて使用された場合は
プローブの送信先となるターゲットアドレス、を指定します。

▼ スクリプト内で ipmpstatコマンドの出力をカスタ
マイズする方法
ipmpstatを使用する場合はデフォルトで、80列に収まるもっとも意味のある
フィールドが表示されます。出力では、ipmpstat -p構文の場合を除き、ipmpstatコ
マンドで使用したオプションに固有のフィールドがすべて表示されます。表示対象
のフィールドを指定する場合は、-oオプションを、コマンドの出力モードを決定す
るほかのオプションと組み合わせて使用します。このオプションは特に、コマンド
をスクリプトから発行したりコマンドエイリアスを使用して発行したりする場合に
便利です。

出力をカスタマイズするには、次のいずれかのコマンドを発行します。

■ ipmpstatコマンドの選択されたフィールドを表示するには、-oオプションを、特
定の出力オプションと組み合わせて使用します。たとえば、グループ出力モード
の GROUPNAMEフィールドと STATEフィールドのみを表示するには、次のように入
力します。

$ ipmpstat -g -o groupname,state

GROUPNAME STATE

itops0 ok

accgt1 failed

field2 degraded

■ 特定の ipmpstatコマンドのフィールドをすべて表示するには、次の構文を使用し
ます。

# ipmpstat -o all

●
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▼ ipmpstatコマンドのマシンによる解析が可能な出
力を生成する方法
ipmpstat - P 構文を使用して、マシンによる解析が可能な情報を生成できます。-P

オプションは、特にスクリプト内で使用するためのものです。マシンによる解析が
可能な出力は、次のように通常の出力とは異なります。

■ ヘッダーは省略されます。
■ 各フィールドがコロン (:)で区切られます。
■ 空の値を含むフィールドは、二重ダッシュ (--)が設定されるのではなく、空にな
ります。

■ 複数のフィールドが要求された場合に、あるフィールドにリテラルのコロン (:)
またはバックスラッシュ (\)が含まれていると、それらの文字の接頭辞として
バックスラッシュ (\)を付加することで、それらの文字がエスケープつまり除外
されます。

ipmpstat -P構文を正しく使用するには、次の規則に従います。

■ -o option fieldsを -Pオプションとともに使用する。
■ -o allは -Pオプションでは決して使用しない。

これらの規則のいずれかを無視した場合は、ipmpstat -Pが失敗します。

マシンによる解析が可能な形式でグループ名、障害検出時間、およびベースとなる
インタフェースを表示するには、次のように入力します。
$ ipmpstat -P -o -g groupname,fdt,interfaces

itops0:10.00s:net0 net1

acctg1::[net3 net4]

field2:20.00s:net2 net7 (net5) [net6]

グループ名、障害検出時間、およびベースとなるインタフェースは、グループ情報
フィールドです。したがって、-o -gオプションを -Pオプションとともに使用しま
す。

スクリプト内での ipmpstat -Pの使用

このサンプルスクリプトは、特定の IPMPグループの障害検出時間を表示します。

getfdt() {

ipmpstat -gP -o group,fdt | while IFS=: read group fdt; do

[[ "$group" = "$1" ]] && { echo "$fdt"; return; }

done

}

●
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LLDPによるネットワーク接続情報の交
換

この章では、システムがリンク層検出プロトコル (LLDP)を使用して、ローカル
ネットワーク全体にわたってシステムおよびネットワーク接続情報を交換できるよ
うにする方法について説明します。

Oracle Solarisでの LLDPの概要
LLDPは、トポロジの検出を目的として、ローカルネットワーク全体にわたって情報
を通知するために使用されます。このプロトコルを使用すると、システムは、接続
や管理の情報をネットワーク上のほかのシステムに通知できます。これらの情報に
は、システムの機能、管理アドレス、およびその他の関連情報を含めることができ
ます。このプロトコルではまた、同じシステムが、同じローカルネットワーク上に
存在するほかのシステムに関する同様の情報を受信することもできます。

Oracle Solarisでは、優先順位ベースのフロー制御 (PFC)やアプリケーションTLVなど
のDCB機能に関する構成情報を交換するためのデータセンターブリッジング (DCB)
も LLDPのサポートに含まれています。

LLDPを使用すると、システム管理者は、特に仮想ローカルエリアネットワーク
(VLAN)、リンク集約、その他のリンクタイプを含む複雑なネットワークで、誤った
システム構成を容易に検出できます。

LLDP実装のコンポーネント
LLDPは、次のコンポーネントを使用して実装されています。

■ LLDP機能を有効にするには、LLDPパッケージがインストールされている必要が
あります。このパッケージは、LLDPデーモン、コマンド行ユーティリ
ティー、サービスマニフェストとスクリプトのほか、LLDPが動作するために必
要なその他のコンポーネントを提供します。
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■ lldpサービスは、svcadmコマンドによって有効になります。このサービスは
LLDPデーモンを管理するとともに、このデーモンの起動、停止、再起動、また
は更新を行います。このサービスは、デフォルトでは無効になっています。その
ため、LLDPを使用するには、最初にこのサービスをシステムでグローバルに有
効にする必要があります。lldpサービスが有効になり、デーモンが起動された
ら、システム管理者によって決定された個々のリンク上で LLDP機能を有効にす
ることができます。

■ lldpadmコマンドは個々のリンク上の LLDPを管理し、たとえば、LLDPの動作
モードを構成したり、送信されるTLV (Time-Length-Value)ユニットを指定した
り、DCBアプリケーションの情報を構成したりするために使用されます。特
に、このコマンドは、エージェントごとの LLDPプロパティーやグローバルな
LLDPプロパティーを設定するために使用されます。lldpadmコマンドの一般的な
サブコマンドは、dladmおよび ipadmコマンドの各サブコマンドに対応していま
す。
■ lldpadm set-*は、指定された LLDPプロパティーに 1つ以上の値を設定するア
クションの実行を指定します。

■ lldpadm show-*は、指定された LLDPプロパティーに設定されている値を表示
します。

■ lldpadm reset-*は、指定された LLDPプロパティーの構成をデフォルト値に
戻します。

これらのサブコマンドの使用は、以降の節に示されています。lldpadmコマンド
についての詳細は、lldpadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

■ LLDPライブラリ (liblldp.so)は、リンク上の LLDP情報を取得したり、LLDPパ
ケットを解析したり、その他の機能を実行したりするために使用できるAPIを提
供します。

■ LLDPエージェントは、LLDPが有効になっている物理NICに関連付けられた
LLDPインスタンスです。LLDPエージェントは、その関連付けられたNIC上の
LLDPの動作を制御します。LLDPエージェントは、物理NIC上でのみ構成できま
す。

■ LLDPデーモン (lldpd)は、システム上の LLDPエージェントの管理プログラムと
して機能します。また、SNMP (Simple Network Management Protocol)を経由してシ
ステム上で受信される LLDP情報を取得するために、SNMPのためのデーモンで
ある snmpdとも相互作用します。さらに、このデーモンは sysevents情報を送信
したり、LLDPライブラリからのクエリーに応答したりします。

次の節では、LLDPエージェントについてさらに詳細に説明します。
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LLDPエージェントの機能
LLDPエージェントは、プロトコルデータユニット (PDU)とも呼ばれる LLDPパ
ケットを送信したり、受信したりします。このエージェントは、次の 2つのタイプ
のデータストア内で、これらのパケットに含まれている情報を管理および格納しま
す。

■ ローカル管理情報ベース (ローカルMIB)。このデータストアには、LLDP
エージェントが有効になっている特定のリンクに関連するネットワーク情報が含
まれています。ローカルMIBには、一般的な情報と固有の情報の両方が含まれま
す。たとえば、シャーシ IDは、システム上のすべての LLDPエージェントの間で
共有されている一般的な情報です。ただし、ポート番号は、システムのデータリ
ンクによって異なります。そのため、各エージェントは、独自のローカルMIBを
管理します。

■ リモートMIB。このデータストア内の情報は、ローカルネットワーク上のほかの
システムに関連しています。

LLDPエージェントの動作方法の構成
LLDPエージェントは、次のモードで動作するように構成できます。

■ 送信のみの (txonly)モードでは、このエージェントは受信 LLDPパケットを処理
しません。そのため、リモートMIBは空です。

■ 受信のみの (rxonly)モードでは、このエージェントは受信 LLDPパケットのみを
処理し、その情報をリモートMIB内に格納します。ただし、ローカルMIBからの
情報は送信されません。

■ 送信と受信の両方の (both)モードでは、このエージェントは、LLDPパケットを
送信および受信します。両方のタイプのMIBがアクティブに使用されます。この
モードではまた、ベースとなるリンクによってサポートされるDCB機能も自動的
に有効になります。

■ 無効になった (disable)モードでは、このエージェントは存在しません。

▼ LLDPを有効にする方法
この手順では、LLDPをシステム上ではじめて有効にします。

LLDPパッケージをインストールします。
# pkg install lldp

1
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注 – Oracle Solarisパッケージに関する概要とそのインストール方法について
は、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 12章「ソフトウェアパッケージの
管理 (手順)」を参照してください。

システム上で LLDPサービスを開始します。
# svcadm enable svc:/network/lldp:default

LLDPを有効にするデータリンクを識別します。

そのデータリンクの LLDPエージェントの動作モードを設定します。
# lldpadm set-agentprop -p mode=value agent

ここで、valueにはいずれかの動作モードを指定することができ、agentには LLDPが
有効になっているデータリンクの名前を使用します。

注 –コマンドを使いやすくするために、lldpadmコマンドの各サブコマンドは省略形
で入力できます。たとえば、lldpadm set-agentpropは、代わりに lldpadm set-apと
して入力できます。各サブコマンドとその省略形については、lldpadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

LLDPエージェントの動作モードを確認するには、次のコマンドを入力します。
# lldpadm show-agentprop -p mode agent

LLDPエージェントを無効にするには、次のコマンドのどちらかを使用します。

■ lldpadm set-agentprop -p mode=disable agent

■ lldpadm reset-agentprop -p mode agent

システム全体の LLDPを無効にするには、次のように入力します。
# svcadm disable svc:/network/lldp:default

複数のデータリンク上の LLDPを有効にする

この例では、システムに 2つのデータリンク net0と net1が存在し、LLDPが LLDP
エージェントごとに異なるモードで有効になっています。1つのエージェントが
LLDPパケットの送信と受信の両方によって動作するのに対して、もう一方の
エージェントは LLDPパケットの送信のみを行います。

# svcadm enable svc:/network/lldp:default

# lldpadm set-agentprop -p mode=both net0

# lldpadm set-agentprop -p mode=txonly net1
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通知する情報内容の構成
LLDPエージェントは、LLDPパケットまたは LLDPDUでシステムおよび接続情報を
送信します。このようなパケットには、TLV (Type-Length-Value)形式で個別に
フォーマットされた情報ユニットが含まれています。そのため、これらの情報ユ
ニットはTLVユニットとも呼ばれます。特定のTLVユニットは必須であり、LLDP
が有効になったときにデフォルトで LLDPパケットに含まれます。必須のTLVユ
ニットは次のとおりです。

■ シャーシ ID
■ ポート ID
■ TTL (生存期間)
■ PDUの終了

シャーシ IDが hostidコマンドによって生成された情報であるのに対して、ポート
IDは物理NICのMACアドレスです。リンクの数に応じて、1つのシステム内で複数
の LLDPエージェントを有効にすることができます。シャーシ IDとポート IDの組み
合わせによってエージェントが一意に識別され、システム上のほかのエージェント
から区別されます。

lldpadmコマンドを使用して、LLDPパケットから必須のTLVユニットのいずれかを
除外することはできません。

省略可能なTLVユニットを LLDPパケットに追加することができます。これらの省
略可能なTLVユニットは、ベンダーが、通知されるベンダー固有のTLVユニットを
挿入する手段になります。TLVユニットは個々の組織一意識別子 (OUI)によって識
別され、これらのOUIが IEEE 802.1仕様または IEEE 802.3仕様のどちらであるかに応
じて入力されます。TLVのタイプごとの値を設定できるように、各タイプに対応す
る LLDPエージェントプロパティーが作成されます。

次の表は、TLVのタイプまたはグループ、それに対応するプロパティー名、プロパ
ティーごとのTLVユニット、およびそれらの説明を示しています。

表 16–1 LLDPエージェントに対して有効にできるTLVユニット

TLVのタイプ プロパティー名 TLV 説明

基本的な管理 basic-tlv sysname、 portdesc、
syscapab、 sysdesc、
mgmtaddr

通知されるシステム
名、ポートの説明、シ
ステムの機能、システ
ムの説明、および管理
アドレスを指定しま
す。

LLDPエージェントの機能

第 16章 • LLDPによるネットワーク接続情報の交換 335



表 16–1 LLDPエージェントに対して有効にできるTLVユニット (続き)
TLVのタイプ プロパティー名 TLV 説明

802.1 OUI dot1-tlv vlanname、 pvid、
linkaggr、 pfc、 appln

通知されるVLAN
名、ポートのVLAN
ID、リンク集
約、ポートの説明、お
よびアプリケーション
TLVを指定します。

802.3 OUI dot3-tlv max-framesize 通知される最大フ
レームサイズを指定し
ます。

Oracle固有のOUI
(0x0003BAとして定義さ
れている)

virt-tlv vnic 仮想ネットワークが構
成されている場合
は、通知されるVNIC
を指定します。

LLDPが有効になったときにパケットに含まれるTLVユニットを指定するには、これ
らのプロパティーのいずれかを構成します。

▼ LLDPパケットのTLVユニットを指定する方法
この手順は、LLDPパケットで通知されるTLVユニットを追加する方法を示していま
す。LLDPパケットの TLVユニットを設定するには、lldpadm set-agentpropサブコ
マンドを使用します。

必要な場合は、追加するTLVユニットを含めることのできる LLDPエージェントプロ
パティーを識別します。

このサブコマンドではまた、プロパティーごとにすでに設定されているTLVユ
ニットも表示されます。
# lldpadm show-agentprop agent

プロパティーを指定しない場合は、すべての LLDPエージェントプロパティーとそれ
らのTLV値が表示されます。

プロパティーにTLVユニットを追加します。
# lldpadm set-agentprop -p property[+|-]=value[,...] agent

複数の値を受け入れるプロパティーには、+|-の修飾子が使用されます。これらの修
飾子を使用すると、一覧に値を追加する (+)か、または削除する (-)ことができま
す。これらの修飾子を使用しない場合は、設定する値により、以前にそのプロパ
ティーに対して定義されていたすべての値が置き換えられます。

(省略可能)プロパティーの新しい値を表示します。
# lldpadm show-agentprop -p property agent

1

2

3

LLDPエージェントの機能

Oracle Solaris管理:ネットワークインタフェースとネットワーク仮想化 • 2011年 12月336



LLDPパケットへの省略可能なTLVユニットの追加

この例では、LLDPエージェント net0がすでに、パケットでVLAN情報を通知する
ように構成されています。それに加えて、システムの機能、リンク集約、および
ネットワーク仮想化の情報も通知されるようにします。ただし、パケットから
VLANの説明は削除します。

# lldpadm show-agentprop net0

# lldpadm set-agentprop -p dot1-tlv+=linkaggr net0

AGENT PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 mode rw both disable txonly,rxonly,both,

disable

net0 basic-tlv rw sysname, none none,portdesc,

sysdesc sysname,sysdesc,

syscapab,mgmtaddr,

all

net0 dot1-tlv rw vlanname, none none,vlanname,pvid,

pvid,pfc linkaggr,pfc,appln,

all

net0 dot3-tlv rw max-framesize none none, max-framesize,

all

net0 virt-tlv rw none none none,vnic,all

# lldpadm set-agentprop -p basic-tlv+=syscapab,dot1-tlv+=linkaggr,virt-tlv=vnic net0

# lldpadm set-agentprop -p dot1-tlv-=pfc net0

# lldpadm show-agentprop -p net0

AGENT PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 mode rw both disable txonly,rxonly,both,

disable

net0 basic-tlv rw sysname, none none,portdesc,

sysdesc, sysname,sysdesc,

syscapab syscapab,mgmtaddr,

all

net0 dot1-tlv rw vlanname, none none,vlanname,pvid,

pvid, linkaggr,pfc,appln,

linkaggr all

net0 dot3-tlv rw max-framesize none none, max-framesize,

all

net0 virt-tlv rw vnic none none,vnic,all

TLVユニットの管理
各TLVユニットにはプロパティーがあり、これらのプロパティーは特定の値を使用
してさらに構成できます。そのTLVユニットが LLDPエージェントのプロパ
ティーとして有効になると、そのTLVユニットは、指定された値のみを使用して
ネットワーク内で通知されます。たとえば、システムの機能を通知するTLV値
syscapabを考えてみます。これらの機能には、ルーター、ブリッジ、リピータ、電
話などのデバイスに対するサポートが含まれる可能性があります。ただ
し、ルーターやブリッジなどの、特定のシステム内で実際にサポートされている機
能のみが通知されるように syscapabを設定できます。

例16–2

TLVユニットの管理

第 16章 • LLDPによるネットワーク接続情報の交換 337



TLVを管理するための手順は、グローバルなTLVまたはエージェントごとのTLVの
どちらを構成しているかによって異なります。

グローバルな TLVは、システム上のすべての LLDPエージェントに適用されます。次
の表は、グローバルなTLV値とそれに対応する、取り得る構成を示しています。

表 16–2 グローバルなTLVとそのプロパティー

TLV名 TLVプロパティー名 取り得るプロパティー値 値の説明

syscapab supported other、 repeater、 bridge、
wlan-ap、 router、
telephone、 docsis-cd、
station、 cvlan、 sylvan、
tpmr

システムの主要なサポート
されている機能を表しま
す。デフォルト値
は、router、station、およ
び bridgeです。

enabled supportedに対して示されて
いる値のサブセット

システムの有効になってい
る機能を表します。

mgmtaddr ipaddr ipv4または ipv6 ローカルの LLDPエージェン
トに関連付けられる IPアド
レスのタイプを指定しま
す。これらのアドレス
は、上位階層エン
ティティーに到達するため
に使用され、ネットワーク
管理による検出に役立ちま
す。指定できるのは 1つの
タイプだけです。

グローバルな値を取ることのできないTLVユニットは、LLDPエージェントのレベル
で管理されます。エージェントごとの TLVユニットでは、指定した値は、特定の
LLDPエージェントがそのTLVユニットの転送を有効にしたときに使用されます。

次の表は、LLDPエージェントのTLV値とそれに対応する、取り得る構成を示してい
ます。

表 16–3 エージェントごとのTLVユニットとそのプロパティー

TLV名 TLVプロパティー名 取り得るプロパティー値 値の説明

pfc willing on、off 遠隔マシンからの構成情報
を受け入れるか、または拒
否するように LLDP
エージェントを設定しま
す。
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表 16–3 エージェントごとのTLVユニットとそのプロパティー (続き)
TLV名 TLVプロパティー名 取り得るプロパティー値 値の説明

appln apt 値は、アプリケーション優
先順位表で定義されている
情報から取得されます。

アプリケーション優先順位
表を構成します。この表に
は、アプリケーションTLV
ユニットとそれに対応する
優先順位の一覧が含まれて
います。アプリケーション
は、id/selectorのペアで識
別されます。この表の内容
では、次の形式が使用され
ます。

id/selector/priority

次の手順は、グローバルなTLV値を定義する方法を示しています。エージェントご
とのTLVユニットを定義する方法については、340ページの「データセンターブ
リッジング」を参照してください。

▼ グローバルなTLV値を定義する方法
この手順は、特定のTLVユニットにグローバルな値を指定する方法を示していま
す。グローバルな TLV値を設定するには、llpadm set-tlvpropサブコマンドを使用
します。

該当するTLVプロパティーを、通知しようとする値を含むように構成します。
参考のため、表 16–2を参照してください。
# lldpadm set-tlvprop -p tlv-property=value[,value,value,...] tlv

(省略可能)先ほど構成したプロパティーの値を表示します。
# lldpadm show-tlvprop

システムの機能と管理 IPアドレスの指定

この例では、次の 2つの目的を達成します。

■ LLDPパケットで通知されるシステムの機能に関する特定の情報を指定しま
す。この目的を達成するには、syscapab TLVユニットの supportedプロパ
ティーと enabledプロパティーの両方を構成する必要があります。

■ 通知で使用される管理 IPアドレスを指定します。

# llpdadm set-tlvprop -p supported=bridge,router,repeater syscapab

# llpdadm set-tlvprop -p enabled=router syscapab

# llpdadm set-tlvprop -p ipaddr=192.168.1.2 mgmtaddr
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# llpdadm show-tlvprop

TLVNAME PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

syscapab supported rw bridge, bridge,router, other,router,

router, station repeater,bridge,

repeater wlan-ap,telephone,

docis-cd,station,

cvlan,svlan,tpmr

syscapab enabled rw router none bridge,router,

repeater

mgmtaddr ipaddr rw 192.162.1.2 none --

データセンターブリッジング
FCoE (Fibre Channel over Ethernet)トラフィックをサポートするために、Oracle Solaris
での LLDP実装にはデータセンターブリッジング (DCB)のサポートが含まれていま
す。

トラフィック交換に従来の Ethernetを使用するネットワークでは、ネットワークが
ビジー状態のときにパケットが破棄されるリスクが継続的に発生します。FCoEトラ
フィックに対する主要な要件として、転送中にパケットの破棄が発生する可能性が
ないことがあります。データセンターブリッジング交換 (DCBx)、優先順位ベースの
フロー制御 (PFC) TLV、およびアプリケーションTLVのサポートにより、パケットの
破棄が回避されます。

PFCでは、標準の PAUSEフレームが、パケットの優先順位情報を含むように拡張さ
れます。通常、PAUSEフレームは、トラフィック負荷が高い場合に、受信側がすで
に受信したパケットを処理できるようにするためにリンク上で送信されます。PFC
では、リンク上のすべてのトラフィックを停止するために PAUSEフレームを送信す
る代わりに、各パケットに対して定義された優先順位に応じてトラフィックが一時
停止されます。PFCフレームは、トラフィックを一時停止する必要のある優先順位
で送信できます。送信側がその特定の優先順位のトラフィックを停止する一方
で、ほかの優先順位のトラフィックは影響を受けません。指定された時間が経過す
ると、一時停止されたトラフィックを再開できることを通知するために、別の PFC
フレームが送信されます。

PFC構成情報は、DCBxを使用してピアステーション間で交換されます。トラ
フィック交換におけるピアの PFC構成が一致している場合、PFCは必要に応じ
て、トラフィック転送を一時停止または再開することができます。パケットごとに
異なる優先順位を割り当てることができるようにするために、アプリケーション
TLVを使用して優先順位情報が定義されます。ピアの PFC構成が一致していない場
合は、次の手順に示すように、ほかのピアの構成を受け入れるように PFC TLVをカ
スタマイズできます。

データセンターブリッジングは、337ページの「TLVユニットの管理」で説明されて
いるエージェントごとのTLVユニットを構成する方法を示す特定のケースです。
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▼ エージェントごとのTLV値を設定する方法
この手順は、llpadm set-agenttlvpropサブコマンドを使用して LLDPエージェント
のレベルでTLV値を設定する方法を示しています。

該当するTLVプロパティーを、特定の LLDPエージェントで通知しようとする値を含
むように構成します。

参考のため、表 16–3を参照してください。
# lldpadm set-agenttlvprop -p tlv-property[+|-]=value[,value,value,...] -a agent tlv-name

(省略可能)先ほど構成したプロパティーの値を表示します。
# lldpadm show-agenttlvprop

LLDPエージェントでの情報の受け入れを有効にして、TLVアプリ
ケーションの優先順位を指定する

この例は、pfcや applnのTLV値をカスタマイズする方法を示しています。この例で
のTLVユニットは、FCoEトラフィックに対するDCBの動作方法を指定します。シ
ステムは、ローカルの構成がピアの構成に一致していない場合に、ピアの PFC構成
を受け入れるように構成されています。この例はまた、LLDPエージェントのアプリ
ケーションTLVに対して優先順位がどのように設定されるかも示しています。

# lldpadm set-agenttlvprop -p willing=on -a net0 pfc

# lldpadm set-agenttlvprop -p apt=8906/1/4 -a net0 appln

# lldpadm show-agenttlvprop

AGENT TLVNAME PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

net0 pfc willing rw on off on,off

net0 appln apt rw 8906/1/4 -- --

LLDPエージェントの監視
lldpadm show-agentサブコマンドでは、LLDPエージェントによって通知される完全
な情報が表示されます。特定のシステムに応じて、通知は、ネットワークのほかの
部分に送信される、そのローカルシステムに関する情報である場合があります。あ
るいは、通知は、そのシステムによって受信される、同じネットワーク上のほかの
システムからの情報である場合があります。

▼ 通知を表示する方法
この手順は、LLDPエージェントによって通知されている情報を表示する方法を示し
ています。情報はローカルまたはリモートのいずれかにできます。ローカル情報
は、ローカルシステムから得られます。リモート情報は、ネットワーク上のほかの
システムから得られ、ローカルシステムによって受信されます。
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lldpadm show-agentサブコマンドを適切なオプションとともに使用して、必要な情報
を表示します。

■ LLDPエージェントによって通知されるローカル情報を表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# lldpadm show-agent -l agent

■ LLDPエージェントによって受信されるリモート情報を表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# lldpadm show-agent -r agent

■ ローカル情報またはリモート情報のどちらかを詳細に表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# lldpadm show-agent -[l|r]v agent

通知される LLDPエージェント情報の取得

次の例は、LLDPエージェントによってローカルに、またはリモートから通知されて
いる情報を表示する方法を示しています。デフォルトでは、情報は省略形式で表示
されます。-vオプションを使用すると、詳細情報を取得できます。

# lldpadm show-agent -l net0

AGENT CHASSISID PORTID

net0 004bb87f 00:14:4f:01:77:5d

# lldpadm show-agent -lv net0

Agent: net0

Chassis ID Subtype: Local(7)

Port ID Subtype: MacAddress(3)

Port ID: 00:14:4f:01:77:5d

Port Description: net0

Time to Live: 81 (seconds)

System Name: hosta.example.com

System Description: SunOS 5.11 dcb-clone-x-01-19-11 i86pc

Supported Capabilities: bridge,router

Enabled Capabilities: router

Management Address: 192.168.1.2

Maximum Frame Size: 3000

Port VLAN ID: --

VLAN Name/ID: vlan25/25

VNIC PortID/VLAN ID: 02:08:20:72:71:31

Aggregation Information: Capable, Not Aggregated

PFC Willing: --

PFC Cap: --

PFC MBC: --

PFC Enable: --

Application(s) (ID/Sel/Pri): --

Information Valid Until: 117 (seconds)

# lldpdadm show-agent -r net0

AGENT SYSNAME CHASSISID PORTID

net0 hostb 0083b390 00:14:4f:01:59:ab

●

例16–5
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# llpdadm show-agent -rv net0

Agent: net0

Chassis ID Subtype: Local(7)

Port ID Subtype: MacAddress(3)

Port ID: 00:14:4f:01:59:ab

Port Description: net0

Time to Live: 121 (seconds)

System Name: hostb.example.com

System Description: SunOS 5.11 dcb-clone-x-01-19-11 i86pc

Supported Capabilities: bridge,router

Enabled Capabilities: router

Management Address: 192.168.1.3

Maximum Frame Size: 3000

Port VLAN ID: --

VLAN Name/ID: vlan25/25

VNIC PortID/VLAN ID: 02:08:20:72:71:31

Aggregation Information: Capable, Not Aggregated

PFC Willing: --

PFC Cap: --

PFC MBC: --

PFC Enable: --

Application(s) (ID/Sel/Pri): --

Information Valid Until: 117 (seconds)

▼ LLDP統計情報を表示する方法
ローカルシステムまたはリモートシステムによって通知されている LLDPパケットに
関する情報を取得するために、LLDP統計情報を表示できます。この統計情報
は、LLDPパケットの送信および受信を含む重大なイベントを示します。

LLDPパケットの送信および受信に関するすべての統計情報を表示するには、次のコ
マンドを使用します。
# lldpadm show-agent -s agent

選択された統計情報を表示するには、-oオプションを使用します。
# lldpadm show-agent -s -o field[,field,...]agent

ここで、fieldは show-agent -sコマンドの出力にあるいずれかのフィールド名を示し
ます。

LLDPパケット統計情報の表示

この例は、LLDPパケット通知に関する情報を表示する方法を示しています。

# lldpadm show-agent -s net0

AGENT IFRAMES IEER IDISCARD OFRAMES OLENERR TLVDISCARD TLVUNRECOG AGEOUT

net0 9 0 0 14 0 4 5 0

このコマンド出力では、次の情報が提供されます。

1

2

例16–6
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■ AGENTは、LLDPエージェントの名前を指定します。これは、この LLDP
エージェントが有効になっているデータリンクの名前と同じです。

■ IFRAMES、IEER、および IDISCARDには、受信されているパケット、エラーを含む
受信パケット、および破棄された受信パケットに関する情報が表示されます。

■ OFRAMESと OLENERRは、送信パケットと、長さのエラーを含むパケットを示しま
す。

■ TLVDISCARDと TLVUNRECOGには、破棄されたTLVユニットと、認識されないTLV
ユニットに関する情報が表示されます。

■ AGEOUTは、タイムアウトしたパケットを示します。

この例は、システムに受信された 9フレームのうち、おそらく標準に準拠していな
いために 5つのTLVが認識されないことを示します。この例はまた、ローカルシス
テムによって 14フレームがネットワークに送信されたことも示しています。

LLDPエージェントの監視
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ネットワーク仮想化およびリソース制御
の紹介 (概要)

この章では、ネットワーク仮想化およびリソース制御に関連する基本的な概念につ
いて説明します。次の項目が含まれています。

■ ネットワーク仮想化
■ 仮想ネットワークのタイプ
■ 仮想マシンとゾーン
■ リソース制御 (フロー管理を含む)
■ ネットワークの可観測性の向上

これらの機能は、フロー制御を管理したり、システムのパフォーマンスを向上させ
たり、OS仮想化、ユーティリティーコンピューティング、およびサーバー統合を実
現するために必要なネットワーク使用率を構成したりするのに役立ちます。

特定のタスクについては、次の章を参照してください。

■ 第 19章「仮想ネットワークの構成 (タスク)」
■ 第 22章「ネットワークトラフィックとリソース使用状況の監視」
■ 第 20章「仮想化環境でのリンク保護の使用」
■ 第 21章「ネットワークリソースの管理」

ネットワーク仮想化と仮想ネットワーク
ネットワーク仮想化とは、ハードウェアのネットワークリソースとソフトウェアの
ネットワークリソースを 1つの管理単位に結合するプロセスのことです。ネット
ワーク仮想化の目標は、システムとユーザーにネットワークリソースの効率的
で、制御され、さらにセキュリティー保護された共有を提供することです。

ネットワーク仮想化の最終生成物は、仮想ネットワークです。仮想ネットワーク
は、大まかに外部と内部の 2つのタイプに分類されます。外部仮想ネットワーク
は、ソフトウェアによって 1つのエンティティーとして管理される複数のローカル
ネットワークで構成されます。従来の外部仮想ネットワークの構成単位は、ス
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イッチハードウェアとVLANソフトウェアテクノロジです。外部仮想ネットワーク
の例には、大規模な企業ネットワークやデータセンターが含まれます。

内部仮想ネットワークは、少なくとも 1つの擬似ネットワークインタフェース上に
構成されている仮想マシンまたはゾーンを使用した 1つのシステムで構成されま
す。これらのコンテナは、同じローカルネットワーク上に存在するかのように互い
に通信可能であり、単一ホスト上の仮想ネットワークが提供されます。仮想ネット
ワークの構成単位は、仮想ネットワークインタフェースカードまたは仮想NIC
(VNIC)と仮想スイッチです。Oracle Solarisのネットワーク仮想化は、内部仮想
ネットワークのソリューションを提供します。

ネットワークリソースを結合して、内部と外部の両方の仮想ネットワークを構成で
きます。たとえば、内部仮想ネットワークを含む個々のシステムを、大規模な外部
仮想ネットワークの一部である LANに構成できます。ここで説明されているネット
ワーク構成には、結合された内部および外部仮想ネットワークの例が含まれていま
す。

内部仮想ネットワークの構成要素
Oracle Solaris上に構築された内部仮想ネットワークには、次の構成要素が含まれてい
ます。

■ 少なくとも 1枚のネットワークインタフェースカード (NIC)。
■ ネットワークインタフェースの上に構成された仮想NIC (VNIC)。
■ インタフェース上の最初のVNICとして同時に構成された仮想スイッチ。
■ VNICの上に構成されたコンテナ (ゾーンや仮想マシンなど)。

次の図は、これらの構成要素と、それらが 1つのシステムにどのように結合されて
いるかを示しています。

ネットワーク仮想化と仮想ネットワーク
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この図は、1枚のNICを備えた 1つのシステムを示しています。このNICには 3つの
VNICが構成されています。各VNICが 1つのゾーンをサポートします。そのた
め、VNIC 1、VNIC 2、およびVNIC 3上に、それぞれゾーン 1、ゾーン 2、および
ゾーン 3が構成されています。これらの 3つのVNICが、実質的に 1つの仮想ス
イッチに接続されています。このスイッチは、各VNICと、それらのVNICが構築さ
れている物理NICの間の接続を提供します。物理インタフェースは、システムに外
部ネットワーク接続を提供します。

あるいは、etherstubに基づいて仮想ネットワークを作成できます。etherstubは純粋
にソフトウェアであるため、仮想ネットワークのための基礎としてネットワークイ
ンタフェースを必要としません。

VNICは、物理インタフェースと同じデータリンクインタフェースを備えた仮想
ネットワークデバイスです。VNICは、物理インタフェースの上に構成しま
す。VNICをサポートする物理インタフェースの現在の一覧については、Network
Virtualization and Resource Control FAQ (http://hub.opensolaris.org/bin/view/
Project+crossbow/faq)を参照してください。1つの物理インタフェース上に最大 900

図 17–1 1つのインタフェースのVNIC構成

ネットワーク仮想化と仮想ネットワーク
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のVNICを構成できます。構成されたVNICは、物理NICのように動作します。さら
に、システムのリソースは、VNICを物理NICであるかのように扱います。

各VNICは、物理インタフェースに対応する仮想スイッチに暗黙に接続されていま
す。この仮想スイッチは、スイッチのポートに接続されたシステムにスイッチ
ハードウェアによって提供される仮想ネットワーク上のVNIC間に同じ接続を提供
します。

Ethernet設計に従うと、スイッチポートが、そのポートに接続されたホストから送信
パケットを受信した場合、そのパケットは同じポート上の宛先に到達できませ
ん。この設計は、ゾーンまたは仮想マシンが構成されたシステムでの欠点で
す。ネットワーク仮想化を使用しない場合は、排他スタックを備えた仮想マシンま
たはゾーンからの送信パケットを、同じシステム上の別の仮想マシンまたはゾーン
に通すことはできません。それらの送信パケットは、スイッチポートを通して外部
ネットワークに転送されます。受信パケットは、送信されたのと同じポートを通し
て戻ることができないため、宛先のゾーンまたは仮想マシンに到達できません。そ
のため、同じシステム上の仮想マシンやゾーン間の通信が必要な場合は、ローカル
マシン上でこれらのコンテナ間のデータパスが開かれている必要があります。仮想
スイッチは、これらのコンテナに、パケットを通すための方法を提供します。

仮想ネットワークを通したデータの転送方法
図 17–1は、1つのシステム上の仮想ネットワークのための単純なVNIC構成を示して
います。

仮想ネットワークが構成されている場合、ゾーンは、仮想ネットワークが存在しな
いシステムと同じ方法で外部のホストにトラフィックを送信します。トラフィック
は、そのゾーンからVNICを通して仮想スイッチに、さらに物理インタフェースへ
と転送され、その物理インタフェースによってデータがネットワークに送信されま
す。

しかし、前に説明した Ethernetの制限が存在するとしたら、仮想ネットワーク上の
あるゾーンがパケットを仮想ネットワーク上の別のゾーンに送信しようとする場合
にどうなるでしょうか。図 17–1に示すように、ゾーン 1がトラフィックをゾーン 3
に送信する必要があるとします。この場合、パケットはゾーン 1から専用のVNIC 1
を通して転送されます。そのトラフィックは次に、仮想スイッチを通してVNIC 3に
転送されます。次に、VNIC 3がそのトラフィックをゾーン 3に通します。このトラ
フィックがシステムを離れることはないため、Ethernetの制限には違反しません。

仮想ネットワークを実装すべきユーザー
Oracleの Sunサーバー上のリソースを統合する必要がある場合は、VNICと仮想
ネットワークの実装を検討してください。ISP、電気通信会社、および大規模な金融
機関の統合担当者は、次のネットワーク仮想化機能を使用して、所有する
サーバーとネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。

ネットワーク仮想化と仮想ネットワーク
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■ NICハードウェア (ハードウェアリングをサポートする強力な、新しいインタ
フェースを含む)

■ VNICのための複数のMACアドレス
■ より新しいインタフェースによって提供される大量の帯域幅

分離、セキュリティー、および柔軟性を大きく損なうことなく、多数のシステム
を、実行中の複数のゾーンまたは仮想マシンを実装する 1つのシステムに置き換え
ることができます。

リソース制御について
リソース制御とは、システムのリソースを制御された方法で割り当てるプロセスの
ことです。Oracle Solarisのリソース制御機能を使用すると、システムの仮想ネット
ワーク上のVNICの間で帯域幅を共有できます。また、リソース制御機能を使用し
て、VNICや仮想マシンが存在しない物理インタフェース上の帯域幅を割り当てた
り、管理したりすることもできます。この節では、リソース制御の主な機能を説明
したあと、これらの機能のしくみについて簡単に説明します。

帯域幅の管理とフロー制御のしくみ
Searchnetworking.com (http://searchnetworking.techtarget.com)では、帯域幅を「特
定の期間 (通常は 1秒)内にあるポイントから別のポイントに転送できるデータの
量」として定義しています。帯域幅の管理を使用すると、物理NICの使用可能な帯
域幅の一部をコンシューマ (アプリケーションや顧客など)に割り当てることができ
ます。帯域幅は、アプリケーションごと、ポートごと、プロトコルごと、およびア
ドレスごとに制御できます。帯域幅の管理によって、新しいGLDv3ネットワークイ
ンタフェースから使用可能な大量の帯域幅の効率的な使用が保証されます。

リソース制御機能を使用すると、インタフェースの使用可能な帯域幅に対する一連
の制御を実装できます。たとえば、インタフェースの帯域幅を特定のコンシューマ
に割り当てることの保証を設定できます。その保証は、アプリケーションまたは企
業への割り当てが保証された帯域幅の最小量です。この帯域幅の割り当てられた部
分は、共有と呼ばれます。保証を設定することによって、特定の量の帯域幅がない
ために正常に機能できないアプリケーションに十分な帯域幅を割り当てることがで
きます。たとえば、ストリーミングメディアやVoice over IPは大量の帯域幅を消費し
ます。リソース制御機能を使用すると、これらの 2つのアプリケーションに、正常
に動作するための十分な帯域幅が割り当てられることを保証できます。

共有に対して制限を設定することもできます。この制限は、共有が消費できる帯域
幅の最大の割り当てです。制限を使用すると、重要でないサービスを抑制して、重
要なサービスから帯域幅を奪うことがないようにすることができます。

リソース制御について
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最後に、コンシューマに割り当てられるさまざまな共有に優先順位を付けることが
できます。クラスタのハートビートパケットなどの重要なトラフィックにはもっと
も高い優先順位を与える一方で、重要性の低いアプリケーションにはより低い優先
順位を与えることができます。

たとえば、アプリケーションサービスプロバイダ (ASP)は、顧客が購入する帯域幅共
有に基づいた料金ベースのサービスレベルを顧客に提供できます。それによ
り、サービスレベル契約 (SLA)の一部として、購入された制限を超えない帯域幅の量
が各共有に保証されます。サービスレベル契約についての詳細は、『Oracle Solarisの
管理: IPサービス』の「サービスレベル契約の実装」を参照してください。優先順位
の制御は、SLAの各層、または SLAの顧客によって支払われた各価格に基づいて行
われる場合があります。

帯域幅の使用は、フローの管理を通して制御されます。フローとは、すべてに特定
の特性 (ポート番号や宛先アドレスなど)が含まれるパケットのストリームのことで
す。これらのフローは、トランスポート、サービス、または仮想マシン (ゾーンを含
む)によって管理されます。フローは、アプリケーションまたは顧客の購入した共有
に対して保証された帯域幅の量を超えることはできません。

VNICまたはフローに保証が割り当てられている場合は、インタフェースがほかのフ
ローまたはVNICでも使用されていたとしても、そのVNICは指定された帯域幅を保
証されます。ただし、割り当てられた保証が機能するのは、それが物理インタ
フェースの最大帯域幅を超えていない場合だけです。

ネットワーク上のリソースの割り当て制御と帯域
幅の管理
次の図は、リソース制御を使用してさまざまなアプリケーションを管理する企業
ネットワークトポロジを示しています。
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この図は、リソース制御を使用してネットワークの効率とパフォーマンスを向上さ
せる標準的なネットワークトポロジを示しています。このネットワークでは、VNIC
やコンテナ (排他的ゾーンや仮想マシンなど)は実装されていません。ただし、統合
やその他の目的のために、このネットワーク上でVNICとコンテナを使用できま
す。

このネットワークは、次の 4つの層に分けられています。

■ 層 0は非武装ゾーン (DMZ)です。これは、外部の世界との間のアクセスを制御す
るための小さなローカルネットワークです。DMZのシステム上では、リソース制
御は使用されません。

■ 層 1はWeb層であり、2つのシステムが含まれています。最初のシステム
は、フィルタリングを実行するプロキシサーバーです。このサーバーには、bge0

と bge1の 2つのインタフェースがあります。bge0リンクは、プロキシサーバーを

図 17–2 リソース制御が適用されているネットワーク
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層 0上のDMZに接続します。 bge0リンクはまた、プロキシサーバーを 2番目の
システムであるWebサーバーにも接続します。httpサービスと httpsサービス
は、Webサーバーの帯域幅をほかの標準アプリケーションと共有します。Web
サーバーのサイズとその重要な性質のために、httpと httpsの共有には保証と優
先順位付けが必要です。

■ 層 2はアプリケーション層であり、ここにも 2つのシステムが含まれていま
す。プロキシサーバーの 2番目のインタフェースである bge1は、Web層とアプリ
ケーション層の間の接続を提供します。アプリケーションサーバーは、スイッチ
を通してプロキシサーバー上の bge1に接続します。アプリケーションサーバーに
は、実行されているさまざまなアプリケーションに与えられる帯域幅の共有を管
理するためのリソース制御が必要です。多くの帯域幅を必要とする重要なアプリ
ケーションには、より小規模な、重要性の低いアプリケーションより高い保証と
優先順位を与える必要があります。

■ 層 3はデータベース層です。この層にある 2つのシステムは、スイッチを通して
プロキシサーバーの bge1インタフェースに接続します。最初のシステムである
データベースサーバーは、保証を発行したり、データベースの検索に関連するさ
まざまなプロセスに優先順位を付けたりする必要があります。2番目のシステム
は、ネットワークのバックアップサーバーです。このシステムは、バックアップ
中に大量の帯域幅を消費します。ただし、バックアップ動作は通常、夜間に実行
されます。リソース制御を使用すると、バックアッププロセスにいつ、もっとも
高い帯域幅保証ともっとも高い優先順位を与えるかを制御できます。

リソース制御機能を実装すべきユーザー
システムの効率とパフォーマンスを向上させたいと考えているシステム管理者はす
べて、リソース制御機能の実装を検討する必要があります。統合担当者は、大規模
なサーバーの負荷分散に役立てるために、帯域幅共有をVNICと組み合わせて委任
できます。サーバー管理者は、共有の割り当て機能を使用して (たとえば、ASPに
よって提供される) SLAを実装できます。従来のシステム管理者は、帯域幅の管理機
能を使用して特定のアプリケーションを分離したり、優先順位付けしたりすること
ができます。最後に、共有の割り当てによって、個々のコンシューマによる帯域幅
の使用を監視することが容易になります。

ネットワーク仮想化およびリソース制御のための可観測
性機能

ネットワーク仮想化およびリソース制御には、VNICやフローなどの制御を設定する
前にリソース使用状況を表示するのに役立つ可観測性機能が含まれています。リ
ソース制御の可観測性機能を使用すると、Oracle Solarisの拡張アカウンティングと連
携して、システムの統計情報をログに累積できます。ネットワーク仮想化およびリ
ソース制御の可観測性機能には、次のものが含まれます。

ネットワーク仮想化およびリソース制御のための可観測性機能
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■ 実行中のシステムを監視する機能
■ 統計情報をログに記録して報告する機能
■ 履歴データをログに記録する拡張アカウンティング機能

新しい flowadmコマンドと、dladmおよび netstatコマンドの拡張機能に
よって、ネットワーク仮想化可観測性機能が実装されます。これらのコマンドを使
用すると、現在のシステムの使用状況を監視したり、統計データをログに収集した
りすることができます。

履歴ログを解析することによって、次のことを判定できます。

■ おそらく新世代のネットワークインタフェースから得られる、より多くの帯域幅
を使用して、どのネットワークリソースを多数のシステムから 1つのシステムに
統合できるか。これは、VNICと仮想マシンまたは排他的ゾーンを設定する前に
行います。

■ どのアプリケーションがもっとも多くの帯域幅を消費しているか。この情報
は、帯域幅の管理を設定して、重要なアプリケーションに特定の時間帯でもっと
も多くの帯域幅が保証されるようにするのに役立ちます。たとえば、1日に 20時
間、ビデオストリームにインタフェースの帯域幅の最大量を保証できます。1日
のうちの指定された 4時間、システムのバックアッププログラムにもっとも高い
優先順位を与えることができます。これは、帯域幅の管理を実装する作業の一部
として行います。

■ 使用された帯域幅に対して顧客にどれだけの金額を請求するか。アプリ
ケーションサービスプロバイダやシステムスペースを貸し出しているその他の企
業は、リソース制御の可観測性機能を使用して、料金を支払っている顧客による
使用状況を判定できます。一部の企業は顧客にサービスレベル契約を提供してお
り、そこで顧客は、帯域幅の保証された割合をプロバイダから購入します。可観
測性機能を使用すると、各顧客がどれだけの帯域幅を使用しているかを表示
し、見込まれる超過分に対して請求することができます。その他の企業は、顧客
に帯域幅を使用量に基づいて提供します。ここでは、可観測性機能が直接、請求
に役立ちます。これは、システム上にリソース制御および (おそらく) VNICと仮
想マシンを実装したあとに行います。

次の章第 18章「ネットワーク仮想化およびリソース制御の計画」には、統合とリ
ソース制御を計画するために可観測性機能がどこで使用されるかを示すシナリオが
含まれています。

ネットワーク仮想化およびリソース制御のための可観測性機能

第 17章 • ネットワーク仮想化およびリソース制御の紹介 (概要) 355



356



ネットワーク仮想化およびリソース制御
の計画

この章には、サイトのネットワーク仮想化およびリソース制御ソリューションをま
ず評価して、次に設計するのに役立つ情報とシナリオの例が含まれています。この
章では、次のシナリオについて説明します。

■ 358ページの「1つのシステム上の基本的な仮想ネットワーク」
■ 360ページの「1つのシステム上のプライベート仮想ネットワーク」
■ 364ページの「従来のネットワークに対するインタフェースベースのリソース制
御」

各シナリオには、特定のシナリオから最大の利点が得られるネットワークのタイプ
を説明した「最適な使用法」の提案が含まれています。

ネットワーク仮想化およびリソース制御のタスクマップ
次の表は、仮想ネットワークを構成し、そのネットワーク上にリソース制御を実装
するためのタスクを示しています。

タスク 説明 手順

単一ホスト上の仮想ネット
ワークを設計および計画しま
す。

ローカルネットワークによって
提供されるネットワークサービ
スとアプリケーションを単一ホ
ストに統合します。

このシナリオは、統合担当者や
サービスプロバイダに特に役立
ちます。

358ページの「仮想ネット
ワークの計画および設計」
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タスク 説明 手順

単一ホスト上のプライベート仮
想ネットワークを設計および計
画します。

パブリックアクセスを許可しな
い仮想ネットワークを実行しま
す。

このシナリオは、開発環境を実
行する必要のあるシステム管理
者に推奨されます。

360ページの「1つのシステム
上のプライベート仮想ネット
ワーク」

システムに対する帯域幅の管理
とリソース制御をインタ
フェースごとに提供します。

パケットトラフィックのための
特定の量のインタフェース帯域
幅を分離し、優先順位を付け
て、割り当てます。

このシナリオは、Webサービ
スやデータベースサーバーなど
の特定のサービスのために多く
のトラフィックを処理するシス
テムに役立ちます。

364ページの「従来のネット
ワークに対するインタフェース
ベースのリソース制御」

仮想ネットワークの計画および設計
この節では、仮想ネットワークを構成するための 2つの異なるシナリオについて説
明します。これらのシナリオを調べて、どれがサイトのニーズにもっとも厳密に適
合するかの判定に役立ててください。次に、そのシナリオを、特定の仮想化ソ
リューションを設計するための基礎として使用します。これらのシナリオには、次
のものが含まれています。

■ 2つのゾーンの基本的な仮想ネットワーク。ネットワークサービスをローカル
ネットワークから単一ホストに統合するのに特に役立ちます。

■ プライベート仮想ネットワーク。アプリケーションやサービスをパブリック
ネットワークから分離する開発環境に役立ちます。

1つのシステム上の基本的な仮想ネットワーク
図 18–1は、370ページの「Oracle Solarisでのネットワーク仮想化のコンポーネントの
構成」の節全体にわたる例で使用されている基本的な仮想ネットワーク (つま
り、「ボックス内のネットワーク」)を示しています。

仮想ネットワークの計画および設計
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この仮想ネットワークは、次のもので構成されています。

■ 1つのGLDv3ネットワークインタフェース e1000g0。このインタフェースは、パ
ブリックネットワーク 192.168.3.0/24に接続されています。インタフェース
e1000g0には IPアドレス 192.168.3.70が割り当てられています。

■ 最初のVNICを作成したときに自動的に構成される仮想スイッチ。
■ 2つのVNIC。vnic1には IPアドレス 192.168.3.20が割り当てられ、vnic2には IP
アドレス 192.168.3.22が割り当てられています。

■ VNICが割り当てられている 2つの排他的 IPゾーン。vnic1は zone1に割り当てら
れ、vnic2は zone2に割り当てられています。

この構成のVNICとゾーンによって、パブリックアクセスが許可されます。そのた
め、これらのゾーンは、e1000g0インタフェースを超えてトラフィックを通すことが
できます。同様に、外部ネットワーク上のユーザーは、これらのゾーンによって提
供されるアプリケーションやサービスに到達できます。

基本的な仮想ネットワークの最適な使用法
「ボックス内のネットワーク」のシナリオを使用すると、プロセスやアプリ
ケーションを単一ホスト上の個々の仮想マシンまたはゾーンに分離できます。さら
に、このシナリオは、それぞれが完全に切り離された一連のアプリケーションを実
行できる多数のコンテナを含むように拡張できます。このシナリオによってシステ

図 18–1 単一ホスト上の仮想ネットワーク

仮想ネットワークの計画および設計
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ムの効率が向上するだけでなく、ローカルネットワークの効率も向上します。その
ため、このシナリオは次のユーザーに最適です。

■ LANのサービスを 1つのシステムに統合したいと考えているネットワーク統合担
当者やその他のユーザー。

■ 顧客にサービスを貸し出しているすべてのサイト。個々のゾーンまたは仮想マシ
ンを貸し出し、トラフィックを監視して、仮想ネットワーク内の各ゾーンに関す
るパフォーマンスの測定または請求の目的で統計情報を取得することができま
す。

■ システムの効率を向上させるために、プロセスやアプリケーションを個別のコン
テナに分離したいと考えているすべての管理者。

1つのシステム上のプライベート仮想ネット
ワーク
図 18–2は、ネットワークアドレス変換 (NAT)を実行するパケットフィルタリングソ
フトウェアの背後にプライベートネットワークを含む 1つのシステムを示していま
す。この図は、例 19–5で構築されるシナリオを示しています。

仮想ネットワークの計画および設計
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このトポロジは、パブリックネットワーク (ファイアウォールを含む)と、etherstub
擬似インタフェース上に構築されたプライベートネットワークを含む 1つのシステ
ムを備えています。パブリックネットワークは大域ゾーンで実行され、次の要素で
構成されています。

■ IPアドレス 192.168.3.70が割り当てられたGLDv3ネットワークインタフェース
e1000g0。

■ IPフィルタソフトウェアに実装されたファイアウォール。IPフィルタの概要につ
いては、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の「IPフィルタとは」を参照してく
ださい。

■ 仮想ネットワークトポロジの構築に使用される擬似インタフェースである
etherstub0。etherstubは、ホスト上に仮想ネットワークを作成するための機能を
提供します。そのネットワークは、外部ネットワークから完全に切り離されてい
ます。

プライベートネットワークは、次の要素で構成されています。

■ プライベートネットワークのVNIC間のパケット転送を提供する仮想スイッチ。

図 18–2 単一ホスト上のプライベート仮想ネットワーク
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■ 大域ゾーンのVNICである vnic0。IPアドレス 192.168.0.250が割り当てられてい
ます。

■ IPアドレス 192.168.0.200が割り当てられた vnic1と、IPアドレス 192.168.0.220

が割り当てられた vnic2。3つのVNICはすべて、etherstub0上に構成されていま
す。

■ vnic1は zone1に割り当てられ、vnic2は zone2に割り当てられています。

プライベート仮想ネットワークの最適な使用法
開発環境で使用されるホストのためのプライベート仮想ネットワークを作成するこ
とを検討してください。etherstubフレームワークを使用すると、開発中のソフト
ウェアまたは機能をプライベートネットワークのコンテナに完全に分離できま
す。さらに、ファイアウォールソフトウェアを使用して、プライベートネット
ワークのコンテナから発信される送信パケットのネットワークアドレス変換も行う
ことができます。このプライベートネットワークは、最終的な配備環境のより小さ
なバージョンです。

参照先
■ 仮想ネットワークを構成し、この章で説明されているこれらのシナリオを実装す
る手順については、385ページの「プライベート仮想ネットワークの作成」を参
照してください。

■ VNICと仮想ネットワークに関する概念的な情報については、347ページ
の「ネットワーク仮想化と仮想ネットワーク」を参照してください。

■ ゾーンに関する概念的な情報については、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle
Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の第 15章「Oracle
Solarisゾーンの紹介」を参照してください。

■ IPフィルタについては、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の「IPフィルタと
は」を参照してください。

ネットワークリソースに対する制御の実装
ネットワーク仮想化を使用すると、「ボックス内のネットワーク」を構成すること
によって、ネットワークの設定をより低いコストで、より効率的に実装できま
す。また、効率を向上させるために、リソースがネットワークプロセスによってど
のように使用されているかを特定するための制御を実装することもできま
す。ネットワークリソース (リングやCPUなど)に明確に関連したリンクプロパ
ティーを、ネットワークパケットを処理するようにカスタマイズできます。さら
に、ネットワーク使用を管理するためのフローを作成することもできます。ネット
ワークリソースの制御については、第 21章「ネットワークリソースの管理」で詳細
に説明されています。

ネットワークリソースに対する制御の実装
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図 18–3は、プロキシサーバー上の帯域幅を管理する必要のある小規模企業のための
ネットワークトポロジを示しています。このプロキシサーバーは、パブリックWeb
サイトだけでなく、そのサイトの内部ネットワーク上のさまざまなサーバーからの
サービスが必要な内部クライアントのためのプロキシを提供します。

注 –このシナリオには、仮想ネットワークに対するフロー制御を構成する方法は示さ
れておらず、その結果VNICは含まれていません。仮想ネットワーク上のフロー制
御については、「仮想ネットワークに対するフロー制御」を参照してください。

この図は、ある企業に、非武装ゾーン (DMZ)としても機能するパブリックネット
ワーク 10.10.6.0/8が存在することを示しています。DMZ上のシステムが、IP
フィルタファイアウォールを通して、名前からアドレスへの変換 (NAT)を提供しま
す。この企業には、プロキシサーバーとして機能する大規模なシステムが存在しま
す。このシステムには、2つの有線インタフェースと、0から 16までの IDを持つ 16
のプロセッサセットがあります。このシステムは、IPアドレス 10.10.6.5が割り当て

図 18–3 従来のネットワーク上のプロキシサーバーに対するリソース制御

ネットワークリソースに対する制御の実装
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られたインタフェース nge0を経由してパブリックネットワークに接続されていま
す。このインタフェースのリンク名は DMZ0です。プロキシサーバーは、DMZ0を通し
て、企業のパブリックWebサイトを経由したHTTPおよびHTTPSサービスを提供し
ます。

この図にはまた、企業の内部ネットワーク 10.10.12.0/24も示されています。プロキ
シサーバーは、IPアドレス 10.10.12.42が割り当てられたインタフェース nge1を経
由して内部の 10.10.12.0/8ネットワークに接続されています。このインタフェース
のリンク名は internal0です。プロキシサーバーは、internal0データリンクを通し
て、アプリケーションサーバー 10.10.12.45、データベースサーバー
10.10.12.46、およびバックアップサーバー 10.10.12.47のサービスを要求する内部
クライアントの代わりに動作します。

従来のネットワークに対するインタフェース
ベースのリソース制御

従来のネットワークに対するインタフェースベースのリソース制
御の最適な使用法
頻繁に使用されるシステム、特に、大量の使用可能な帯域幅を提供するより新しい
GLDv3インタフェースを備えたシステムに対するフロー制御を確立することを検討
してください。インタフェースベースのフロー制御により、インタフェース、シス
テム、および場合によってはネットワークの効率が向上します。どのタイプの
ネットワーク上のどのシステムに対してもフロー制御を適用できます。さら
に、ネットワークの効率を向上させることが目標である場合は、さまざまなサービ
スを個々のフローに分離できます。この操作によって、個別のハードウェアおよび
ソフトウェアリソースが個々のフローに割り当てられるため、これらのリソースが
特定のシステム上のほかのサービスから分離されます。フローを確立したあと、フ
ローごとのトラフィックを監視し、統計情報を収集することができます。そのあ
と、インタフェース上の使用を制御するために、帯域幅の量と優先順位を割り当て
ることができます。

参照先
■ フロー制御を実装するためのタスクについては、第 21章「ネットワークリソース
の管理」を参照してください。

■ 帯域幅の管理とリソース制御に関する概念的な情報については、351ページ
の「リソース制御について」を参照してください。

■ 詳細な技術的情報については、dladm(1M)と flowadm(1M)のマニュアルページを
参照してください。
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仮想ネットワークに対するフロー制御
このシナリオは、358ページの「1つのシステム上の基本的な仮想ネットワーク」で
紹介された基本的な仮想ネットワークなどの仮想ネットワーク内でフロー制御を使
用する方法を示しています。

このトポロジについては、358ページの「1つのシステム上の基本的な仮想ネット
ワーク」で説明されています。このホストには、vnic1と vnic2の 2つのVNICを含
む 1つのネットワークインタフェース e1000g0があります。zone1は vnic1上に構成
されており、zone2は vnic2上に構成されています。仮想ネットワークに対するリ
ソース管理を行うには、VNICごとにフローを作成する必要があります。これらのフ
ローによって、送信側のホストのポート番号や IPアドレスなどの同様の特性を持つ
パケットが定義され、分離されます。システムの使用ポリシーに基づいて帯域幅を
割り当てます。

VNICトラフィックに対するフロー制御の別の非常に一般的な使用法として、ゾーン
を貸し出している企業によるものがあります。顧客向けの各種のサービスレベル契
約を作成し、保証された帯域幅の量でゾーンを貸し出します。ゾーンごとにフ
ローを作成すると、各顧客のトラフィックを分離して監視したり、帯域幅の使用状
況を監視したりすることができます。サービスレベル契約が厳密に使用量に基づい
ている場合は、統計情報とアカウンティング機能を使用して顧客に請求できます。

図 18–4 フロー制御が適用された基本的な仮想ネットワーク
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フロー制御は、ゾーン経由のトラフィックに対する帯域幅の管理が必要なすべての
ネットワークに有効です。アプリケーションサービスプロバイダ (ASP)やイン
ターネットサービスプロバイダ (ISP)などのより大規模な組織は、データセンターや
マルチプロセッサシステムのVNICに対するリソース制御を利用できます。個々の
ゾーンを各種のサービスレベルで顧客に貸し出すことができます。そのため、zone1

を標準価格で貸し出し、標準の帯域幅を提供できます。次に、zone2をプレミアム価
格で貸し出し、その顧客に高いレベルの帯域幅を提供できます。

▼ 仮想ネットワーク上のアプリケーションに対する
使用ポリシーを作成する方法

ホスト上で実行するアプリケーションを一覧表示します。

どのアプリケーションがこれまでにもっとも多くの帯域幅を使用したか、または
もっとも多くの帯域幅を必要としてきたかを判定します。

たとえば、telnetアプリケーションはシステム上で膨大な量の帯域幅を消費してい
なくても、頻繁に使用される可能性があります。逆に、データベースアプリ
ケーションは膨大な量の帯域幅を消費しますが、散発的にしか使用されない可能性
があります。ゾーンに割り当てる前に、これらのアプリケーションのトラフィック
を監視することを検討してください。429ページの「リンク上のネットワークトラ
フィックに関する統計情報の収集」の説明に従って、dladm show-linkコマンドの統
計オプションを使用して統計情報を収集できます。

これらのアプリケーションを個別のゾーンに割り当てます。

トラフィックを分離して制御しようとしている、zone1で実行されているすべてのア
プリケーションに対してフローを作成します。

サイトに適用されている使用ポリシーに基づいて、フローに帯域幅を割り当てま
す。

▼ 仮想ネットワークのためのサービスレベル契約を
作成する方法

各種のサービスレベルを異なる価格で提供するためのポリシーを設計します。

たとえば、基本的なサービスレベル、優れたサービスレベル、および高いサービス
レベルを作成し、それに応じて各レベルの価格を設定します。
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顧客に料金を月単位で、サービスレベルごとに請求するか、または実際に消費され
た帯域幅に基づいて請求するかを決定します。

後者の価格構造を選択した場合は、各顧客の使用量に関する統計情報を収集する必
要があります。

ホスト上に仮想ネットワークと顧客ごとのコンテナを作成します。

非常に一般的な実装として、各顧客にVNIC上で実行される独自のゾーンを提供す
る方法があります。

ゾーンごとのトラフィックを分離するフローを作成します。

ゾーンのすべてのトラフィックを分離するには、そのゾーンのVNICに割り当てら
れた IPアドレスを使用します。

各VNICのゾーンに割り当てられた顧客が購入したサービスレベルに基づいて、その
VNICに帯域幅を割り当てます。
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仮想ネットワークの構成 (タスク)

この章には、内部仮想ネットワーク、つまり、「ボックス内のネットワーク」を構
成するためのタスクが含まれています。次の内容について説明します。

■ 369ページの「仮想ネットワークのタスクマップ」
■ 370ページの「Oracle Solarisでのネットワーク仮想化のコンポーネントの構成」
■ 375ページの「VNICとゾーンの操作」

仮想ネットワークのタスクマップ
この表は、仮想ネットワークを構成するためのタスク (特定のタスクへのリンクを含
む)を示しています。実際の仮想ネットワークのシナリオにすべてのタスクが適用さ
れるわけではないことに注意してください。

タスク 説明 手順

システム内にVNICを作成します。 1つ以上の仮想ネット
ワークインタフェース
(VNIC)を作成しま
す。VNICは、仮想ネット
ワークを構築するときの基
になる擬似インタフェース
です。

371ページの「仮想ネット
ワークインタフェースを作
成する方法」

システム内に etherstubを作成します。 1つ以上の etherstubを作成
します。etherstubは、より
大規模なネットワークから
分離されたプライベート仮
想ネットワークを作成でき
るようにするための仮想ス
イッチです。

373ページの「etherstubを
作成する方法」
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タスク 説明 手順

VNICを使用するためのゾーンを作成し
ます。

VNICと新しいゾーンを作
成し、これらを基本的な仮
想ネットワークを作成する
ように構成します。

375ページの「VNICとと
もに使用するための新しい
ゾーンの作成」

ゾーンをVNICを使用するように変更し
ます。

既存のゾーンを仮想ネット
ワークになるように変更し
ます。

380ページの「既存の
ゾーンの構成をVNICを使
用するように変更する」

プライベート仮想ネットワークを作成し
ます。

etherstubとVNICを使用し
て、より大規模なネット
ワークから分離されたプラ
イベートネットワークを構
成します。

385ページの「プライ
ベート仮想ネットワークの
作成」

VNICを削除します。 ゾーン自体を削除すること
なく、そのゾーンに割り当
てられたVNICを削除しま
す。

387ページの「ゾーンを削
除することなく仮想ネット
ワークを削除する方法」

Oracle Solarisでのネットワーク仮想化のコンポーネント
の構成

この節には、Oracle Solarisでネットワーク仮想化の構成単位を構成するためのタスク
が含まれています。基本的なコンポーネントは次のもので構成されます。

■ 仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)
■ etherstub

VNICは、データリンクの上に作成する擬似インタフェースです。VNICには、自動
的に生成されたMACアドレスがあります。使用されているネットワークインタ
フェースによっては、dladm(1M)のマニュアルページで説明されているよう
に、VNICにデフォルトのアドレス以外のMACアドレスを明示的に割り当てること
ができます。VNICは、データリンク上にいくつでも必要なだけ作成できます。

etherstubは、システム管理者によって管理される擬似 Ethernet NICです。VNICは物
理リンク上にではなく、etherstub上に作成できます。etherstub上のVNICは、システ
ム内の物理NICから独立します。etherstubを使用すると、システム内のほかの仮想
ネットワークと外部ネットワークの両方から分離されたプライベート仮想ネット
ワークを作成できます。たとえば、アクセスがネットワーク全体にではなく、企業
の開発者のみに制限されたネットワーク環境を作成できます。etherstubを使用する
と、このような環境を作成できます。

etherstubとVNICは、Oracle Solarisの仮想化機能の一部にすぎません。通常、これら
のコンポーネントはOracle Solarisのコンテナまたはゾーンとともに使用しま
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す。VNICまたは etherstubをゾーンで使用するように割り当てることによって、1つ
のシステム内にネットワークを作成できます。

▼ 仮想ネットワークインタフェースを作成する方法
この手順は、仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)を作成する方法を示し
ています。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

(省略可能)システムの使用可能な物理インタフェースに関する情報を表示するに
は、次のコマンドを入力します。
# dladm show-phys

このコマンドは、システム上の物理NICとそれに対応するデータリンク名を表示し
ます。データリンクのカスタマイズされた名前を作成しないかぎり、データリンク
は、ネットワークインタフェースのデバイス名と同じ名前を持っています。たとえ
ば、デバイス e1000g0は、リンク名が別の名前に置き換えられるまでデータリンク名
e1000g0を使用します。カスタマイズされたデータリンク名についての詳細は、
26ページの「ネットワークデバイスとデータリンク名」を参照してください。

(省略可能)システムのデータリンクに関する情報を表示するには、次のコマンドを入
力します。
# dladm show-link

このコマンドは、各データリンクとその現在のステータスを一覧表示しま
す。データリンクの STATEフィールドに、そのデータリンクが upとして示されてい
ることを確認してください。VNICは、ステータスが upであるデータリンク上にの
み構成できます。

(省略可能)構成されているインタフェース上の IPアドレス情報を表示するには、次
のコマンドを入力します。
# ipadm show-addr

このコマンドは、システム上に構成されているインタフェースとそれに対応する IP
アドレスを一覧表示します。

データリンク上にVNICを作成します。
# dladm create-vnic -l link vnic
■ linkは、そのVNICが構成されているデータリンクの名前です。
■ vnicは、カスタマイズされた名前でもラベル付けできるVNICです。
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リンク上にVNIC IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip vnic

VNICに有効な IPアドレスを構成します。
静的 IPアドレスを割り当てる場合は、次の構文を使用します。
# ipadm create-addr -T static -a address addrobj

ここで、addrobjは、interface/user-defined-stringという命名形式を使用します
(e1000g0/v4globalzなど)。このコマンドを使用するときのその他のオプションにつ
いては、ipadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

静的 IPアドレスを使用している場合は、/etc/hostsファイルにアドレス情報を追加
します。

(省略可能) VNICのアドレス構成を表示するには、次のように入力します。
# ipadm show-addr

(省略可能) VNICの情報を表示するには、次のように入力します。
# dladm show-vnic

仮想ネットワークインタフェースの作成

この例には、VNICを作成するためのコマンドが含まれています。このコマンドを実
行するには、スーパーユーザーまたは同等の役割としてシステムにログインする必
要があります。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 Ethernet up 1000 full e1000g0

net1 Ethernet unknown 0 half e1000g1

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 unknown -- --

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net0 ip ok yes --

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

# dladm create-vnic -l net0 vnic0

# dladm create-vnic -l net0 vnic1

# dladm show-vnic
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LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic0 net0 1000 Mbps 2:8:20:c2:39:38 random

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

#

# ipadm create-ip vnic0

# ipadm create-ip vnic1

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.3.80/24 vnic0/v4address

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.3.85/24 vnic1/v4address

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

vnic0/v4address static ok 192.168.3.80/24

vnic1/v4address static ok 192.168.3.85/24

システムの /etc/hostsファイルには、次のような情報が含まれます。

# cat /etc/hosts

#

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For e1000g0

192.168.3.80 vnic1

192.168.3.85 vnic2

▼ etherstubを作成する方法
etherstubは、仮想ネットワークをシステム内のほかの仮想ネットワークや、システ
ムが接続されている外部ネットワークから分離するために使用します。etherstubを
それ自体だけで使用することはできません。代わりに、VNICを etherstubとともに使
用して、プライベート (つまり、分離された)仮想ネットワークを作成しま
す。etherstubは、いくつでも必要なだけ作成できます。また、VNICも、各 etherstub
上にいくつでも必要なだけ作成できます。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

etherstubを作成します。
# dladm create-etherstub etherstub

etherstub上にVNICを作成します。
# dladm create-vnic -l etherstub vnic

VNICにプライベートアドレスを構成します。
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注 – etherstub上にVNICを構成しているときの対象のネットワークを分離するに
は、外部ネットワークのデフォルトルーターで転送できないプライベート IPアドレ
スを使用するようにしてください。たとえば、物理インタフェースのアドレスが
192.168.3.0/24であるとします。これは、システムが 192.168.3.xネットワーク上に
存在することを示します。そのため、デフォルトルーターには知られていない別の
アドレス (たとえば、192.168.0.x)を割り当ててください。

(省略可能) VNICに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# dladm show-vnic

このコマンドは、システム内のすべてのVNICと、それらのVNICの作成に使用され
たデータリンクまたは etherstubを一覧表示します。

(省略可能)システム上のすべての物理および仮想リンクに関する情報を表示するに
は、次のコマンドを入力します。
# dladm show-link

etherstubの作成

次の例は、etherstubを作成したあと、その etherstub上にVNICを構成する方法を示
しています。この例では、etherstub上に構成される 3番目のVNICを追加することに
よって前の例を発展させています。

次のコマンドを実行するには、スーパーユーザーまたは同等の役割としてシステム
にログインする必要があります。

# dladm create-etherstub stub0

#

dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net9 1000 Mbps 2:8:20:c2:39:38 random

vnic2 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

#

# dladm create-vnic -l stub0 vnic3

# ipadm create-vnic vnic3

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.0.10/24 vnic3/privaddr

#

# dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:c2:39:38 random

vnic2 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

vnic3 stub0 1000 Mbps 2:8:20:54:f4:74 random

#

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

vnic1/v4address static ok 192.168.3.80/24

vnic2/v4address static ok 192.168.3.85/24

vnic3/privaddr static ok 192.168.0.10/24
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システムの /etc/hostsファイルには、次のような情報が含まれます。

# cat /etc/hosts

#

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For e1000g0

192.168.3.80 vnic1

192.168.3.85 vnic2

192.168.0.10 vnic3

VNICとゾーンの操作
この節では、ネットワーク仮想化コンポーネントをゾーンで使用されるように構成
することによって、これらのコンポーネントを配備する方法を示します。この節で
は、VNICを使用するようにゾーンを操作する場合の次の 2つのアプローチについて
説明します。

■ まったく新しいゾーンを作成し、これらのゾーン上にVNICを構成します。
■ 既存のゾーン構成をVNICを使用するように変更します。

システムにはじめてログインすると、自動的にそのシステムの大域ゾーンに移動し
ます。この大域ゾーン上にVNICを作成します。次に、これらのVNICが大域
ゾーン、または排他的なタイプの非大域ゾーンのどちらで使用されるかに応じ
て、これらのVNICをさらに構成します。ゾーンの概要については、『Oracle Solaris
のシステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管
理)』の「ゾーンの概要」を参照してください。

VNICとともに使用するための新しいゾーンの作成
このアプローチは、システム内に構成されているゾーンが存在しない場合、または
VNICを使用するための新しいゾーンを作成する場合に使用します。

VNICを使用するには、ゾーンを排他的 IPゾーンとして構成する必要がありま
す。次の手順では、vnic1とともに zone1を構成します。zone2を構成するため
に、同じ手順を実行する必要があります。わかりやすくするために、特定のコマン
ドがどのゾーンで発行されているかをプロンプトで示しています。ただし、プロン
プトに表示される実際のパスは、特定のシステムのプロンプト設定に応じて異なる
ことがあります。

▼ 排他的 IPゾーンを作成および構成する方法
ゾーンを作成するときは、いくつかのパラメータを設定できます。この章全体にわ
たるゾーンの手順は、そのゾーンをVNICとともに動作できるようにすることに関
連するパラメータのみに焦点を合わせています。ゾーン構成についての詳細
は、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、お
よびリソース管理)』のパート II「Oracle Solarisゾーン」を参照してください。
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次の作業を完了していることを確認します。

■ 371ページの「仮想ネットワークインタフェースを作成する方法」の説明に
従って、ゾーンのためのVNICを作成します。

■ ゾーン名を定義します。
■ ゾーンのホームディレクトリを決定します。
■ 特定のゾーンに関連付ける特定のVNICを決定します。
■ VNICの IPアドレスを決定します。
■ ゾーンに対して指定するルーターアドレスなどの、その他のネットワーク情報を
取得します。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

作成するゾーンごとに、次の手順を実行します。

a. ゾーン構成ユーティリティーを起動し、ゾーンを作成します。
global# zonecfg -z zone
zonecfg:zone> create

b. パラメータ zonepathを定義することによって、ホームディレクトリを設定しま
す。
zonecfg:zone> set zonepath=/home/export/zone

c. 自動ブートを有効にします。
zonecfg:zone> set autoboot=true

d. ゾーンを排他的 IPゾーンになるように構成します。
zonecfg:zone> set ip-type=exclusive

e. ゾーンのインタフェースを、指定されたVNICになるように設定します。
zonecfg:zone> add net

zonecfg:zone:net> set physical=vnic
zonecfg:zone:net> end

zonecfg:zone>

f. 設定を確認してコミットしたあと、ゾーン構成ユーティリティーを終了します。
zonecfg:zone>verify
zonecfg:zone> commit

zonecfg:zone> exit

global#

g. (省略可能)ゾーンの情報が正しいことを確認するには、次のように入力します。
global# zonecfg -z zone info

始める前に
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注 –次のように入力することによって、ゾーン構成ユーティリティーの実行中に
も同じ情報を表示できます。

zonecfg:zone> info

ゾーンをインストールします。
global# zoneadm -z zone install

注 –インストール処理には時間がかかることがあります。

(省略可能)ゾーンが完全にインストールされたら、そのゾーンのステータスを確認し
ます。
zoneadm list -iv

注 – -ivオプションを指定すると、実行中かどうかには関係なく、構成されているす
べてのゾーンが一覧表示されます。この段階では、今作成したゾーンのステータス
は「running」ではなく、「installed」になります。-vオプションを使用する
と、実行中のゾーンのみが一覧表示され、今作成したゾーンは除外されます。

ゾーンを起動します。
global# zoneadm -z zone boot

(省略可能)ゾーンが現在実行中であることを確認します。
global# zoneadm list -v

ゾーンが完全に起動したら、そのゾーンのコンソールに接続します。
# zlogin -C zone

入力を求められたら、情報を指定します。

いくつかの情報として、端末タイプ、領域、言語などがあります。ほとんどの情報
は、選択リストから選択することによって指定されます。通常は、システム構成に
よって要求されないかぎり、デフォルトオプションで十分です。

指定または確認する必要のある、現在の手順に関連する情報は次のとおりです。

■ ゾーンのホスト名 (たとえば、zone1)。
■ ゾーンのVNICの IPアドレスに基づいたゾーンの IPアドレス。
■ IPv6を有効にするかどうか。
■ 仮想ネットワークを含むシステムがサブネットの一部であるかどうか。
■ IPアドレスのネットマスク。

3

4

5

6

7

8

VNICとゾーンの操作

第 19章 • 仮想ネットワークの構成 (タスク) 377



■ デフォルトルート。これには、仮想ネットワークが構築されている物理インタ
フェースの IPアドレスを指定できます。

ゾーンについての必要な情報を指定すると、そのゾーンが再起動されます。

ゾーンとVNICを作成することによる基本的な仮想ネットワークの構成

この例では、以前に仮想ネットワークを構成するためにゾーンとVNICを作成する
ときに示されたすべての手順が統合されています。この例では、サンプルのゾーン
として zone1を使用しています。

この例は、次の前提に基づいています。

■ VNIC: vnic1
■ ゾーン名: zone1
■ ゾーンのホームディレクトリ: /home/export/zone-name
■ VNICのゾーン割り当て: zone1に vnic1

■ IPアドレス: vnic1は 192.168.3.80を使用
■ 物理インタフェースの IPアドレス: 192.168.3.70
■ ルーターアドレス: 192.168.3.25

global# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

net0 Ethernet up 1000 full e1000g0

net1 Ethernet unknown 1000 full bge0

global# dladm show-lnk

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 unknown -- --

global# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net0 ip ok yes --

global # ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

global # dladm create-vnic -l net0 vnic1

global # dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

global # ipadm create-ip vnic1

global # ipadm create-addr -T static -a 192.168.3.80/24 vnic1/v4address

global # ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

例19–3
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vnic1/v4address static ok 192.168.3.80/24

global # cat /etc/hosts

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For net0

192.168.3.80 zone1 #using vnic1

global # zonecfg -z zone1

zonecfg:zone1> create

zonecfg:zone1> set zonepath=/export/home/zone1

zonecfg:zone1> seet autoboot=true

zonecfg:zone1> set ip-type=exclusive

zonecfg:zone1> add net

zonecfg:zone1:net> set physical=vnic1

zonecfg:zone1:net> end

zonecfg:zone1> verify

zonecfg:zone1> info

zonename: zone1

zonepath: /export/home/zone1

brand: native

autoboot: true

net:

address not specified

physical: vnic1

zonecfg:zone1> commit

zonecfg:zone1> exit

global#

global# zoneadm -z zone1 verify

WARNING: /export/home/zone1 does not exist, so it could not be verified.

When ’zoneadm install’ is run, ’install’ will try to create

/export/home/zone1, and ’verify’ will be tried again,

but the ’verify’ may fail if:

the parent directory of /export/home/zone1 is group- or other-writable

or

/export/home/zone1 overlaps with any other installed zones.

global# zoneadm -z zone1 install

Preparing to install zone <zone1>

Creating list of files to copy from the global zone.

.

.

Zone <zone1> is initialized.

global# zoneadm list -iv

ID NAME STATUS PATH BRAND IP

0 global running / native shared

- zone1 installed /export/home/zone1 native excl

global# zoneadm -z zone1 boot

global# zoneadm list -v

ID NAME STATUS PATH BRAND IP

0 global running / native shared

1 zone1 running /export/home/zone1 native excl

zlogin -C zone1

What type of terminal are you using?
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.

.

.

8) Sun Workstation

9) Televideo 910

10) Televideo 925

11) Wyse Model 50

12) X Terminal Emulator (xterms)

13) CDE Terminal Emulator (dtterm)

14) Other

Type the number of your choice and press Return: 13

.

(More prompts)

..

入力を求められたら、情報を指定します。ネットワーク情報については、次を指定
します。

Hostname: zone1

IP address: 192.168.3.80

System part of a subnet: Yes

Netmask: 255.255.255.0

Enable IPv6: No

Default route: 192.168.3.70

Router IP address: 192.168.3.25

さまざまなツールを使用してネットワークトラフィックを監視し、ゾーン使用状況
に関する統計情報を取得することができます。
■ ネットワークが正しく構成されていることを確認するには、『Oracle Solarisの管
理: IPサービス』の第 5章「TCP/IPネットワークの管理」を参照してください。

■ ネットワーク経由でトラフィックを監視するには、『Oracle Solarisの管理: IP
サービス』の「snoopコマンドによるパケット転送の監視」を参照してくださ
い。

■ ネットワークでのシステムリソースの使用方法を管理するには、第 21章「ネット
ワークリソースの管理」を参照してください。

■ アカウンティングの目的で統計情報を取得するには、第 22章「ネットワークトラ
フィックとリソース使用状況の監視」を参照してください。

仮想ネットワークを分解する必要がある場合は、387ページの「ゾーンを削除するこ
となく仮想ネットワークを削除する方法」を参照してください。

既存のゾーンの構成をVNICを使用するように変
更する
このアプローチは、既存のゾーンでVNICを使用するようにしたい場合に使用しま
す。この場合、ゾーンにはすでにゾーン名が付けられ、それらのホームディレクト
リまたは zonepathsがすでに定義されています。

次の手順
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▼ ゾーンをVNICを使用するように再構成する方法
次の作業を完了していることを確認します。

■ 371ページの「仮想ネットワークインタフェースを作成する方法」の説明に
従って、ゾーンのためのVNICを作成します。

■ 特定のゾーンに関連付ける特定のVNICを決定します。
■ VNICの IPアドレスを決定します。
■ ゾーンに対して指定するルーターアドレスなどの、その他のネットワーク情報を
取得します。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ゾーンが正しく構成され、システム上で実行されていることを確認します。
global# zoneadm list -v

注 – -vオプションを指定すると、実行中のゾーンのみが一覧表示されます。まだ起動
されていないゾーンを含む、構成されているすべてのゾーンを一覧表示するに
は、-ivオプションを使用します。

VNICとともに構成するゾーンごとに、次の手順を実行します。

a. ゾーンに関する情報を確認します。
global# zonecfg -z zone info

IPタイプとネットワークインタフェースに関する情報を確認します。ネット
ワークインタフェースは、パラメータ physicalで指定されます。VNICとともに構
成されるゾーンの場合、そのゾーンは排他的 IPゾーンである必要があり、また
ネットワークインタフェースはVNICを指定する必要があります。

b. 必要な場合は、共有ゾーンを排他的 IPゾーンに変更します。
global# zonecfg -z zone
zonecfg:zone1> set ip-type=exclusive

zonecfg:zone1>

c. ゾーンのインタフェースをVNICを使用するように変更します。
zonecfg:zone1> remove net physical=non-vnic-interface
zonecfg:zone1> add net

zonecfg:zone1:net> set physical=vnic
zonecfg:zone1:net> end

zonecfg:zone1>

d. 必要に応じて、その他のパラメータ値を変更します。

始める前に
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e. 実装した変更を確認してコミットしたあと、そのゾーンを終了します。
zonecfg:zone1 verify

zonecfg:zone1> commit

zonecfg:zone1> exit

global#

f. ゾーンを再起動します。
global# zoneadm -z zone reboot

g. ゾーンがリブートしたあと、ip-typeと physicalに関するゾーン情報が正しいこ
とを確認します。
global# zonecfg -z zone info ip-type

global# zonecfg -z zone info net

この情報に、そのゾーンの IPタイプが排他的で、かつ指定されたVNICを使用し
ていることが示されている必要があります。

ゾーンにログインします。
global# zlogin zone

VNICに有効な IPアドレスを構成します。
VNICに静的アドレスを割り当てる場合は、次を入力します。
zone# ipadm create-addr -T static -a address addrobj

ここで、addressがCIDR表記を使用できるのに対して、addrobjは interface/
user-defined-stringの命名規則に従います。

(省略可能)ゾーン内のインタフェース構成を確認します。
zone# ipadm show-if

または

zone# ipadm show-addr

ゾーン構成をVNICを使用するように変更することによる基本的な仮想
ネットワークの構成

この例では、前の例と同じシステムを使用し、同じ前提条件に基づきます。このシ
ステムでは、zone2がすでに共有ゾーンとして存在しているとします。zone2を vnic2

を使用するように変更しようとしています。

global# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 unknown -- --

vnic1 vnic 1500 up -- e1000g0

global# ipadm show-if

4

5

6
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IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes --

net0 ip ok yes --

vnic1 ip ok yes --

global # ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

vnic1/v4address static ok 192.168.3.80/24

global # dladm create-vnic -l net0 vnic2

global # dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

vnic2 net0 1000 Mbps 2:8:20:54:f4:74 random

global# zoneadm list -v

ID NAME STATUS PATH BRAND IP

0 global running / native shared

1 zone1 running /export/home/zone1 native excl

2 zone2 running /export/home/zone2 native shared

global# zonecfg -z zone2 info

zonename: zone2

zonepath: /export/home/zone2

brand: native

autoboot: true

bootargs:

pool: z2-pool

limitpriv:

scheduling-class:

ip-type: shared

hostid:

inherit-pkg-dir:

dir: /lib

inherit-pkg-dir:

dir: /platform

inherit-pkg-dir:

dir: /sbin

inherit-pkg-dir:

dir: /usr

inherit-pkg-dir:

dir: /etc/crypto

net:

address not specified

physical: e1000g0

defrouter not specified

global#

global# zonecfg -z zone2

zonecfg:zone1> set ip-type=exclusive

zonecfg:zone1> remove net physical=net0

zonecfg:zone1> add net

zonecfg:zone1:net> set physical=vnic2

zonecfg:zone1:net> end

zonecfg:zone1> verify

zonecfg:zone1> commit
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zonecfg:zone1> exit

global#

global# zonecfg -z zone2 info ip-type

ip-type: exclusive

global#

global# zonecfg -z zone2 info net

net:

address ot specified

physical: vnic2

defrouter not specified

global#

global# zlogin zone2

zone2# ipadm create-ip vnic2

zone2# ipadm create-addr -T static -a 192.168.3.85/24 vnic2/v4address

zone2# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

vnic2/v4address static ok 192.168.3.85/24

zone1# exit

global#

global# vi /etc/hosts

#

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For e1000g0

192.168.3.80 zone1 #using vnic1

192.168.3.85 zone2 #using vnic2

ネットワークの設定をさらに構成してシステムリソースの使用をカスタマイズする
か、またはさまざまなツールを使用してネットワークトラフィックを監視し、リ
ソース使用状況に関する統計情報を取得することができます。

■ ネットワークが正しく構成されていることを確認するには、次を参照してくださ
い。

■ ネットワーク経由でトラフィックを監視するには、次を参照してください。

■ ネットワークでのシステムリソースの使用方法を管理するには、次を参照してく
ださい。

■ アカウンティングの目的で統計情報を取得するには、次を参照してください。

仮想ネットワークを分解する必要がある場合は、387ページの「ゾーンを削除するこ
となく仮想ネットワークを削除する方法」を参照してください。

次の手順
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プライベート仮想ネットワークの作成
この節の例では、1つのシステム上でプライベート仮想ネットワークを構成する方法
を示します。プライベート仮想ネットワークは、仮想プライベートネットワーク
(VPN)とは異なります。VPNソフトウェアは、2つのエンドポイントシステム間のセ
キュリティー保護されたポイントツーポイントリンクを作成します。この節のタス
クで構成されるプライベートネットワークは、外部システムからはアクセスできな
いボックス上の仮想ネットワークです。

プライベートネットワークのゾーンがホストを超えてパケットを送信できるように
するために、ネットワークアドレス変換 (NAT)デバイスを構成します。NAT
は、VNICのプライベート IPアドレスを物理ネットワークインタフェースの
ルーティング可能な IPアドレスに変換しますが、プライベート IPアドレスが外部
ネットワークに公開されることはありません。また、次の例にはルーティング構成
も含まれています。

例 19–5 プライベート仮想ネットワーク構成の作成

次の例では、前の例と同じシステムを使用し、同じ前提条件に基づいて進めま
す。具体的には、zone1と zone2は現在、仮想ネットワークとして構成されていま
す。システム内に zone3がすでに存在しているとします。zone3を、ネットワークの
ほかの部分から分離されたプライベートネットワークになるように変更します。次
に、NATと IP転送を構成して仮想プライベートネットワークがホストの外部にパ
ケットを送信できるようにしますが、引き続き外部ネットワークからはプライ
ベートアドレスが見えないようにします。

global# dladm create-etherstub stub0

global# dladm create-vnic -l etherstub0 vnic3

global# dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

vnic2 net0 1000 Mbps 2:8:20:54:f4:74 random

vnic3 stub0 0 Mbps 2:8:20:6b:8:ab random

global# vi /etc/hosts

#

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For e1000g0

192.168.3.80 zone1 #using vnic1

192.168.3.85 zone2 #using vnic2

この段階で、zone3を vnic3上の排他的 IPゾーンになるように変更します。

global# zonecfg -z zone3

zonecfg:zone3> set ip-type=exclusive

zonecfg:zone3> remove net physical=e1000g0

zonecfg:zone3> add net

zonecfg:zone3:net> set physical=vnic3

zonecfg:zone3:net> end

VNICとゾーンの操作

第 19章 • 仮想ネットワークの構成 (タスク) 385



例 19–5 プライベート仮想ネットワーク構成の作成 (続き)

zonecfg:zone3> vereify

zonecfg:zone3> commit

zonecfg:zone3> exit

global#

global# zonecfg -z zone3 info ip-type

ip-type: exclusive

global#

global# zonecfg -z zone3 info net

net:

address ot specified

physical: vnic3

defrouter not specified

global#

global# zlogin zone3

zone3# ipadm create-ip vnic3

zone3# ipadm create-addr -T static -a 192.168.0.10/24 vnic3/privaddr

zone3# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

vnic3/privaddr static ok 192.168.0.10/24

zone3# exit

global# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4addr static ok 192.168.3.70/24

vnic1/v4address static ok 192.168.3.80/24

vnic2/v4address static ok 192.168.3.85/24

vnic3/privaddr static ok 192.168.0.10/24

global# vi /etc/hosts

::1 localhost

127.0.0.1 localhost

192.168.3.70 loghost #For e1000g0

192.168.3.80 zone1 #using vnic1

192.168.3.85 zone2 #using vnic2

192.168.0.10 zone3 #using vnic3

global# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

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

IPv4 routing enabled enabled

IPv6 routing disabled disabled

IPv4 forwarding disabled disabled

IPv6 forwarding disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

global# ipadm set-ifprop -p forwarding=yes -m ipv4 e1000g0

global# vi /etc/ipf/ipnat.conf

VNICとゾーンの操作
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例 19–5 プライベート仮想ネットワーク構成の作成 (続き)

map e1000g0 192.168.0.0/24 -> 0/32 portmap tcp/udp auto

map e1000g0 192.168.0.0/24 -> 0/32

global# svcadm enable network/ipfilter

global# zoneadm -z zone1 boot

global# zoneadm -z zone2 boot

global# zoneadm -z zone3 boot

▼ ゾーンを削除することなく仮想ネットワークを削
除する方法
次の手順は、ゾーンの仮想ネットワークを無効にするが、そのゾーンはそのままの
状態にしておくための方法を示しています。

この手順は、次のいずれかを行う必要がある場合に使用します。

■ 既存のゾーンを別の構成で使用します。たとえば、あるゾーンを、etherstubを使
用してゾーンを作成する必要のあるプライベートネットワークの一部として構成
することが必要になる場合があります。

■ ゾーンを別のネットワークに移行します。
■ ゾーンを別のゾーンパスに移動します。
■ ゾーンを複製します。この操作は、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の「同一システム上での
非大域ゾーンのクローニング」の説明に従って行います。

このタスクでは、排他的 IPゾーンで構成された実行中の仮想ネットワークが存在す
ることを前提にしています。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

現在構成されているゾーンの状態を確認します。
# zoneadm list -v

次のような情報が表示されます。

ID NAME STATUS PATH BRAND IP

0 global running / native shared

1 zone1 running /export/home/zone1 native excl

2 zone2 running /export/home/zone2 native excl

3 zone3 running /export/home/zone3 native excl

始める前に

1

2
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仮想ネットワークの排他的 IPゾーンを停止します。
停止するゾーンごとに、次のコマンドを別々に発行します。
global# zoneadm -z zone-name halt

ゾーンを停止したら、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle
Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の「ゾーンを停止する」の説明に
従って、そのゾーンのアプリケーション環境を削除し、いくつかのシステム動作を
終了します。

ゾーンが停止されていることを確認します。
# zoneadm list -iv

ID NAME STATUS PATH BRAND IP

0 global running / native shared

- zone1 installed /export/home/zone1 native excl

- zone2 installed /export/home/zone2 native excl

- zone3 installed /export/home/zone3 native excl

ゾーンは実行されなくなりましたが、インストールされたままであることに注意し
てください。停止されたゾーンをリブートするには、『Oracle Solarisのシステム管理
(Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の「ゾーンの
ブート方法」を参照してください。

停止されたゾーン用に構成されていたVNICを一覧表示します。
# dladm show-vnic

LINK OVER SPEED MACADDRESS MACADDRTYPE

vnic1 net0 1000 Mbps 2:8:20:5f:84:ff random

vnic2 net1 1000 Mbps 2:8:20:54:f4:74 random

vnic3 stub0 1000 MBps 2:8:20:c2:39:38 random

結果の出力は、これらのVNICが引き続き、大域ゾーン内でデータリンクとして構
成されていることを示します。ただし、それに対応する IPインタフェースは大域
ゾーンではなく、これらのVNICが関連付けられているゾーン上で作成され、有効
にされました。これらの非大域ゾーンは現在停止されています。

VNICを削除します。
# dladm delete-vnic vnic

たとえば、図 18–1にあるゾーン内のVNICを削除するには、次を入力します。

# dladm delete-vnic vnic1

# dladm delete-vnic vnic2

3

4

5

6
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仮想化環境でのリンク保護の使用

この章では、リンク保護について、およびOracle Solarisシステム上でリンク保護を
構成する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

■ 389ページの「リンク保護の概要」
■ 391ページの「リンク保護の構成 (タスクマップ)」

リンク保護の概要
システム構成で仮想化がますます多く採用されるにつれて、ゲスト仮想マシン (VM)
に、ホスト管理者が物理または仮想リンクへの排他的アクセスを許可する場合があ
ります。この構成により、仮想環境のネットワークトラフィックを、ホストシステ
ムによって送受信されるより広範囲のトラフィックから切り離すことが可能になる
ため、ネットワークパフォーマンスが向上します。同時に、この構成によって、ゲ
スト環境によって生成される可能性のある有害なパケットのリスクにシステムや
ネットワーク全体がさらされるおそれがあります。

リンク保護は、潜在的に悪意のあるゲストVMのためにネットワークで発生する可
能性のある損害を回避することを目的にしています。この機能は、次の基本的な脅
威からの保護を実現します。

■ IPとMACのなりすまし
■ BPDU (ブリッジプロトコルデータユニット)攻撃などの、L2フレームのなりすま
し

注 –特に、フィルタリングの要件が複雑な構成の場合、リンク保護でファイア
ウォールの配備を置き換えるべきではありません。
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リンク保護タイプ
リンク保護メカニズムは、デフォルトでは無効になっています。リンク保護を有効
にするには、protectionリンクプロパティーの値として次の保護タイプの 1つまた
は複数を指定します。

mac-nospoof MACのなりすましからの保護を有効にします。送信パケットの発信
元MACアドレスが、そのデータリンクの構成されたMACアドレス
に一致している必要があります。それ以外の場合、パケットは破棄
されます。そのリンクがゾーンに属している場合は、mac-nospoofを
有効にすると、ゾーンの所有者がそのリンクのMACアドレスを変更
できなくなります。

ip-nospoof IPのなりすましからの保護を有効にします。IP、ARP、またはNDP
の送信パケットにはすべて、DHCPで構成された IPアドレスか、ま
たは allowed-ipsリンクプロパティーに示されているいずれかのアド
レスのどちらかに一致するアドレスフィールドが含まれている必要
があります。それ以外の場合、パケットは破棄されます。

allowed-ipsリンクプロパティーは、ip-nospoof保護タイプと連携し
ます。デフォルトでは、このプロパティーによって指定される一覧
は空です。このプロパティーが空か、または構成されていない場合
は、次の IPアドレスが暗黙にこのプロパティーに含まれます。これ
らの IPアドレスは送信パケットの IPアドレスと照合され、そのパ
ケットが通過を許可されるか、または破棄されるかが判定されま
す。
■ 動的に学習されたDHCPで構成された IPv4または IPv6アドレス
■ RFC 2464に準拠し、リンクのMACアドレスから派生するリンク
ローカル IPv6アドレス

次の一覧は、プロトコルと、allowed-ipsプロパティー内のアドレス
に一致する必要のある対応する送信パケットの関連付けられたアド
レスフィールドを示しています。このプロパティーが空の場合、パ
ケットのアドレスは、DHCPで構成された IPアドレスに一致する必
要があります。
■ IP (IPv4または IPv6) -パケットの発信元アドレス
■ ARP -パケットの送信側プロトコルアドレス

restricted 送信パケットを、IPv4、IPv6、およびARPプロトコルタイプのパ
ケットのみに制限します。ここに示されているタイプではないその
他のパケットは破棄されます。この保護タイプを使用すると、リン
クが、有害なおそれのある L2制御フレームを生成できなくなりま
す。

リンク保護の概要
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注 –リンク保護のために破棄されたパケット
は、mac_spoofed、ip_spoofed、および restrictedのカーネル統計に
よって追跡されます。これらの統計情報は、3つの保護タイプに対応
しています。これらのリンクごとの統計情報を取得するには、kstat

コマンドを使用します。これらの統計情報の取得についての詳細
は、kstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

リンク保護の構成 (タスクマップ)
リンク保護を使用するには、dladmコマンドのいずれかのオプションを使用してリン
クプロパティーを設定します。保護のタイプがほかの構成ファイルと連携する場合
は、たとえば (ip-nospoofと allowed-ips)、次の 2つの一般的なアクションを実行し
ます。最初に、リンク保護を有効にします。次に、その構成ファイルをカスタマイ
ズして、リンク保護の動作方法を決定します。

注 –リンク保護は大域ゾーンで構成する必要があります。

次の表は、Oracle Solarisサーバー上でリンク保護を構成するために使用できる各タス
クを示しています。

タスク 説明 手順

リンク保護メカニズムを有効に
します。

dladm set-linkpropコマンドを
使用して、あるリンクのリンク
保護タイプを有効にします。

392ページの「リンク保護メカ
ニズムを有効にする方法」

リンク保護メカニズムを無効に
します。

dladm reset-linkpropコマンド
を使用して、リンク保護を無効
にします。

392ページの「リンク保護を無
効にする方法」

IPリンク保護タイプをカスタ
マイズします。

dladm set-linkpropコマンドを
使用して、allowed-ipsプロパ
ティーの値を構成または変更し
ます。

392ページの「IPのなりすまし
からの保護のための IPアドレ
スを指定する方法」

リンク保護構成を表示します。 dladm show-linkpropコマンド
を使用して、protectionおよび
allowed-ipsプロパティー名を
指定することによりリンク保護
構成を表示します。

393ページの「リンク保護構成
を表示する方法」
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▼ リンク保護メカニズムを有効にする方法
この手順では、mac-nospoof、ip-nospoof、および restrictedのリンク保護タイプの
1つまたは複数を有効にします。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

1つ以上の保護タイプを指定することによってリンク保護を有効にします。
# dladm set-linkprop -p protection=value[,value,...] link

次の例では、vnic0リンク上で 3つのすべてのリンク保護タイプを有効にします。

# dladm set-linkprop -p protection=mac-nospoof,ip-nospoof,restricted vnic0

▼ リンク保護を無効にする方法
この手順では、リンク保護をデフォルト値にリセットします。これにより、リンク
保護が無効になります。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

protectionプロパティーをデフォルト値にリセットすることによってリンク保護を
無効にします。
# dladm reset-linkprop -p protection link

▼ IPのなりすましからの保護のための IPアドレスを
指定する方法
allowed-ipsプロパティーは、protectionプロパティーで ip-nospoof保護タイプが有
効になっている場合にのみ使用されることに注意してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

1

2

1

2

1
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IPのなりすましからの保護を有効にしていることを確認します。
このタイプのリンク保護をまだ有効にしていない場合は、次のコマンドを発行しま
す。
# dladm set-linkprop -p protection=ip-nospoof

allowed-ipsリンクプロパティーの値として IPアドレスのリストを指定します。
# dladm set-linkprop -p allowed-ips=IP-addr[,IP-addr,...] link

次の例は、vnic0リンクに対する allowed-ipsプロパティーの値として 10.0.0.1と
10.0.0.2の IPアドレスを指定する方法を示しています。

# dladm set-linkprop -p allowed-ips=10.0.0.1,10.0.0.2 vnic0

▼ リンク保護構成を表示する方法
protectionおよび allowed-ipsプロパティーの値は、リンク保護の構成方法を示して
います。allowed-ipsプロパティーは、protectionプロパティーで ip-nospoof保護タ
イプが指定されている場合にのみ使用されることに注意してください。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

リンク保護のプロパティー値を表示します。
# dladm show-linkprop -p protection,allowed-ips link

次の例は、vnic0リンクに対する protectionおよび allowed-ipsプロパティーの値を
示しています。

# dladm show-linkprop -p protection,allowed-ips vnic0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

vnic0 protection rw ip-nospoof -- --

mac-nospoof

restricted

vnic0 allowed-ips rw 10.0.0.1, -- --

10.0.0.2

2

3

1

2
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ネットワークリソースの管理

この章では、データリンク (VNICなどの仮想リンクを含む)上のリソースを管理する
方法について説明します。ネットワークリソースの管理では、特に仮想ネット
ワークでのパフォーマンスを向上させるために、サービスの品質を実装します。

この章の内容は次のとおりです。

■ 395ページの「ネットワークリソースの管理の概要」
■ 398ページの「ネットワークリソースの管理 (タスクマップ)」
■ 399ページの「データリンク上のリソースの管理」
■ 419ページの「フロー上のリソースの管理」

ネットワークリソースの管理の概要
この節では、ネットワークレーンを導入することによりネットワークリソースの管
理について説明します。また、データリンクプロパティーを設定することによって
ネットワークリソースの管理を実装する方法についても説明します。さら
に、ネットワークトラフィックを処理するためにリソース制御をさらに設定する別
の方法としてのフローも定義されています。

リソース制御のためのデータリンクプロパティー
以前のOracle Solarisリリースでは、サービスの品質の実装は複雑なプロセスで
す。このプロセスでは、キューイング規約、クラス、および振り分け規則を定義
し、これらのすべてのコンポーネント間の関係を示します。詳細は、『Oracle Solaris
の管理: IPサービス』のパートV「IPサービス品質 (IPQoS)」を参照してください。

このリリースでは、ネットワークリソースを管理することによって、サービスの品
質がより容易に、かつ動的に得られます。ネットワークリソースの管理で
は、ネットワークリソースに関連するデータリンクプロパティーを設定します。こ
れらのプロパティーを設定することによって、特定のリソースのどれだけの量を
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ネットワークプロセスに使用できるかを判断します。たとえば、リンクを、ネット
ワークプロセスのために排他的に予約された特定の数のCPUに関連付けることがで
きます。または、リンクに、特定のタイプのネットワークトラフィックを処理する
ための特定の帯域幅を割り当てることができます。リソースのプロパティーが定義
されると、ただちに新しい設定が有効になります。この方法によって、リソースの
管理が柔軟になります。リソースのプロパティーは、リンクを作成するときに設定
できます。あるいは、たとえば一定期間にわたってリソース使用状況を調査し
て、リソースをより適切に割り当てる方法を特定したあとなど、あとからこれらの
プロパティーを設定することもできます。リソースを割り当てるための手順は、仮
想ネットワーク環境と従来の物理ネットワークの両方に適用されます。

ネットワークリソースの管理は、トラフィックのための専用のレーンを作成するこ
とに相当します。特定のタイプのネットワークパケットの要求にこたえるためにさ
まざまなリソースを結合すると、これらのリソースによって、このパケットのため
のネットワークレーンが形成されます。ネットワークレーンごとに、リソースを異
なる方法で割り当てることができます。たとえば、ネットワークトラフィックの負
荷がもっとも高いレーンに、より多くのリソースを割り当てることができま
す。ネットワークレーンを実際のニーズに応じて分散されるように構成することに
よって、パケットを処理するシステムの効率が向上します。ネットワークレーンに
ついての詳細は、425ページの「ネットワークトラフィックフローの概要」を参照し
てください。

ネットワークリソースの管理は、次のタスクに役立ちます。

■ ネットワークのプロビジョニング。
■ サービスレベル契約の確立。
■ クライアントへの請求。
■ セキュリティーに関する問題の診断。

以前のリリースでの複雑なQoS規則の定義を必要とすることなく、個々のシステム
上のデータトラフィックの分離、優先順位付け、追跡、制御などを行うことができ
ます。

フローを使用することによるネットワークリ
ソースの管理
フローは、パケットを分類することにより、これらのパケットの処理でのリソース
の使用方法をさらに制御するためのカスタマイズされた方法です。ネットワークパ
ケットは、属性に従って分類できます。属性を共有するパケットによってフローが
構成され、これらのパケットには特定のフロー名が付けられます。次に、このフ
ローに特定のリソースを割り当てることができます。

フローを作成するための基礎として機能する属性は、パケットのヘッダー内の情報
から派生します。パケットトラフィックは、次の属性のいずれかに従ってフローに
構成できます。
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■ IPアドレス
■ トランスポートプロトコル名 (UDP、TCP、または SCTP)
■ アプリケーションのポート番号 (たとえば、FTPではポート 21)
■ DSフィールドの属性 (IPv6パケットでのサービスの品質にのみ使用されます)DS
フィールドについての詳細は、『Oracle Solarisの管理: IPサービス』の「DS
コードポイント」を参照してください。

フローは、この一覧内の 1つの属性にのみ基づいて作成できます。たとえば、使用
されているポート (FTPでのポート 21など)か、または IPアドレス (特定の発信元 IP
アドレスからのパケットなど)に従ってフローを作成できます。ただし、ポート番号
21 (FTP)上で受信された、指定された IPアドレスからのパケットのためのフローを
作成することはできません。同様に、IPアドレス 192.168.1.10からのすべてのトラ
フィックのためのフローを作成したあと、192.168.1.10上のトランスポート層トラ
フィックのためのフローを作成することはできません。そのため、システム上
に、各フローが異なる属性に基づいた複数のフローを構成できます。

ネットワークリソースの管理のためのコマンド
ネットワークリソースを割り当てるためのコマンドは、直接データリンクを操作し
ているのか、またはフローを操作しているのかによって異なります。

■ データリンクの場合は、リンクの作成中にプロパティーを設定しているのか、ま
たは既存のリンクのプロパティーを設定しているのかに応じて、該当する dladm

サブコマンドを使用します。リンクの作成と、そのリンクへのリソースの割り当
てを同時に行うには、次の構文を使用します。

# dladm create-vnic -l link -p property=value[,property=value] vnic

ここで、linkには物理リンクまたは仮想リンクを指定できます。

既存のリンクのプロパティーを設定するには、次の構文を使用します。

# dladm set-linkprop -p property=value[,property=value] link

dladmコマンドと、このコマンドによって管理されるプロパティーについての詳
細は、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。

リソース割り当てのために設定できるリンクプロパティーを次に示します。

■ 帯域幅 -特定のリンク使用のためのハードウェアの帯域幅を制限できます。
■ NICリング - NICでリング割り当てがサポートされている場合は、その送信リ
ングと受信リングをデータリンクで専用に使用するために割り当てることがで
きます。NICリングについては、399ページの「送信リングと受信リング」で
説明されています。
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■ CPUプール - CPUのプールは一般に、作成されて特定のゾーンに関連付けら
れます。これらのプールをデータリンクに割り当てることにより、関連付けら
れたゾーンのネットワークプロセスを管理するために一連のCPUを予約でき
ます。CPUとプールについては、414ページの「プールとCPU」で説明されて
います。

■ CPU -複数のCPUを備えたシステムでは、指定された数のCPUを特定の
ネットワーク処理専用に割り当てることができます。

■ フローの場合は、flowadmサブコマンドを使用します。最初に、flowadm add-flow

サブコマンドを使用してフローを作成します。次に、flowadm set-flowpropサブ
コマンドを使用して、そのフローにリソースを割り当てます。フローを特徴づけ
る一連の定義された属性がまとまって、システムのフロー制御ポリシーを構成し
ます。

注 –フローに割り当てることのできるリソース割り当てのためのプロパ
ティーは、リンクに直接割り当てられるプロパティーと同じです。ただし、現
在、フローに関連付けることができるのは帯域幅プロパティーだけです。プロパ
ティーを設定するためのコマンドはデータリンクの場合とフローの場合で異なり
ますが、構文は似ています。帯域幅プロパティーを構成するには、420ページ
の「フローを構成する方法」にある例を参照してください。

詳細は、flowadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

ネットワークリソースの管理 (タスクマップ)
次の表は、リソース制御を確立し、これらのリソースがネットワーク処理のために
割り当てられる方法を決定するための各種の方法を示しています。

タスク 説明 手順

MACクライアントにリングを
割り当てます。

データリンク上のMACクライ
アントを、リングを使用するよ
うに構成します。

400ページの「リング割り当て
のためのプロパティー」

データリンクにCPUのプール
を割り当てます。

ゾーンのネットワークプロセス
を管理するために一連のCPU
を割り当てるには、poolプロ
パティーを使用します。

416ページの「CPUプールを
データリンク用に構成する方法
」

定義されたデータリンクに一連
のCPUを割り当てます。

複数のCPUを備えたシステム
上で、ネットワーキングの目的
に一連のCPUを予約します。

418ページの「リンクにCPUを
割り当てる方法」
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タスク 説明 手順

物理ネットワーク上のフローを
使用してネットワークリソース
の管理を実装します。

ネットワークトラフィックを
個々のフローに分離します。次
に、それらのフローに、ほかの
フローとの間で設定された量の
インタフェース帯域幅を割り当
てます。

420ページの「フローを構成す
る方法」

データリンク上のリソースの管理
この節では、物理ネットワークまたは仮想ネットワークのどちらかのネットワーク
パフォーマンスを向上させるために設定できる、選択されたリンクプロパティーに
ついて説明します。

送信リングと受信リング
NIC上にある受信 (Rx)リングと送信 (Tx)リングはそれぞれ、システムがネット
ワークパケットの受信と送信を行うために使用するハードウェアリソースです。以
降の節では、リングの概要について説明したあと、ネットワークプロセスにリング
を割り当てるために使用される手順を示します。また、リングを割り当てるための
コマンドを発行したときのメカニズム動作を示す例も提供されます。

MACクライアントとリング割り当て
VNICやその他のデータリンクなどのMACクライアントは、システムとほかの
ネットワークノードの間の通信を可能にするためにNIC上に構成されます。各クラ
イアントは構成されたあと、RxリングとTxリングの両方を使用して、それぞれ
ネットワークパケットを受信または送信します。MACクライアントは、ハード
ウェアベースまたはソフトウェアベースのどちらかです。ハードウェアベースのク
ライアントは、次の条件のいずれかを満たします。

■ 1つ以上のRxリングを専用に使用できます。
■ 1つ以上のTxリングを専用に使用できます。
■ 1つ以上のRxリングと 1つ以上のTxリングを専用に使用できます。

これらの条件のいずれも満たさないクライアントは、ソフトウェアベースのMACク
ライアントと呼ばれます。

NICによっては、ハードウェアベースのクライアントにリングを排他的使用のため
に割り当てることができます。nxgeなどのNICは、動的なリング割り当てをサ
ポートしています。このようなNICでは、ハードウェアベースのクライアントを構
成できるだけではありません。リングが割り当てに使用できる状態のままにあると
仮定すると、このようなクライアントに割り当てるリングの数を決定できる柔軟性
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もあります。リングの使用は常に、主インタフェース (たとえば、nxge0)のために最
適化されます。主インタフェースは、主クライアントとも呼ばれます。ほかのクラ
イアントによって排他的使用のために割り当てられていない使用可能なリングはす
べて、主インタフェースに自動的に割り当てられます。

ixgeなどのほかのNICは、静的なリング割り当てのみをサポートしています。これ
らのNICでは、ハードウェアベースのクライアントだけを作成できます。各クライ
アントには、クライアントごとに固定されたリングのセットが自動的に構成されま
す。この固定されたセットは、NICドライバの初期構成中に決定されます。静的な
リング割り当てのためのドライバの初期構成についての詳細は、『Oracle Solaris
カーネルのチューンアップ・リファレンスマニュアル』を参照してください。

VLANでのリング割り当て

VLANでのリングの割り当て処理は、そのVLANが作成された方法によって異なり
ます。VLANは、次の 2つの方法のどちらかで作成されます。

■ dladm create-vlanサブコマンドを使用して:

# dladm create-vlan -l link -v VID vlan
■ dladm create-vnicサブコマンドを使用して:

# dladm create-vnic -l link -v VID vnic

dladm create-vlanサブコマンドで作成された VLANは、ベースとなるインタ
フェースと同じMACアドレスを共有します。その結果、そのVLANは、ベースとな
るインタフェースの Rxリングと Txリングも共有します。dladm create-vnicコマン
ドを使用してVNICとして作成されたVLANには、ベースとなるインタフェースと
は異なるMACアドレスが割り当てられます。このようなVLANへのリングの割り当
ては、ベースとなるリンクへの割り当てとは独立して行われます。そのため、NIC
がハードウェアベースのクライアントをサポートしていると仮定すると、その
VLANには独自の専用リングを割り当てることができます。

リング割り当てのためのプロパティー
リングを管理するために、dladmコマンドを使用して、次の 2つのリングプロパ
ティーを設定できます。

■ rxringsは、指定されたリンクに割り当てられたRxリングの数を示します。
■ txringsは、指定されたリンクに割り当てられたTxリングの数を示します。

各プロパティーを次の 3つの指定可能な値のいずれかに設定できます。

■ swは、ソフトウェアベースのクライアントを構成していることを示します。この
クライアントは、リングを排他的に使用できません。代わりに、このクライアン
トは、同様に構成されたほかのすべての既存のクライアントとリングを共有しま
す。
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■ n > 0 (0より大きい数)は、ハードウェアベースのクライアントの構成にのみ適用
されます。この数は、クライアントに排他的使用のために割り当てるリングの数
量を示します。数を指定できるのは、ベースとなるNICが動的なリング割り当て
をサポートしている場合だけです。

■ hwもまた、ハードウェアベースのクライアントの構成に適用されます。ただ
し、このようなクライアントでは、専用リングの実際の数を指定することはでき
ません。代わりに、NICドライバの初期構成に従って、クライアントごとに固定
された数のリングがすでに設定されています。ベースとなるNICが静的なリング
割り当てのみをサポートしている場合は、*ringsプロパティーを hwに設定しま
す。

現在のリングの割り当てと使用に関する情報を表示するために、次の追加の読み取
り専用のリングプロパティーが使用できます。

■ rxrings-availableと txrings-availableは、割り当てに使用できるRxリングと
Txリングの数を示します。

■ rxhwclnt-availableと txhwclnt-availableは、NIC上に構成できるRxとTxの
ハードウェアベースのクライアントの数を示します。

ハードウェアベースのクライアントを構成するための準備
ハードウェアベースのクライアントを構成する前に、システム上のNICのリング割
り当て機能について知っている必要があります。これらの必要な情報を取得するに
は、次のコマンドを使用します。

# dladm show-linkprop link

ここで、linkは特定のNICのデータリンクを示します。

特定のプロパティーを表示するには、次のコマンドを使用します。

# dladm show-linkprop -p property[,property,...] link

ハードウェアベースのクライアントを正しく構成するには、次のことを特定する必
要があります。

■ NICがハードウェアベースのクライアントをサポートしているかどうか
コマンド出力の rxringsおよび txringsプロパティーは、NICがハードウェア
ベースのクライアントをサポートしているかどうかを示します。また、同じ
データから、NICでサポートされているリング割り当てのタイプを特定すること
もできます。

■ ハードウェアベースのクライアントに割り当てるためのリングの可用性

コマンド出力の rxrings-availableおよび txrings-availableプロパ
ティーは、ハードウェアベースのクライアントに割り当てることのできる使用可
能なRxリングとTxリングを示します。
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■ リンク上に構成できるハードウェアベースのクライアントの可用性

リングはセットとして割り当てられます。使用可能なリングの数と、専用リング
を使用できるクライアントの数の間に一対一の対応関係は存在しません。その結
果、リングを割り当てるには、リングの可用性だけでなく、専用リングを使用す
るように引き続き構成できる追加のハードウェアベースのクライアントの数も確
認する必要があります。リングを割り当てることができるのは、リングとハード
ウェアベースのクライアントの両方が使用可能な場合だけです。

コマンド出力の rxhwclnt-availableおよび txhwclnt-availableプロパ
ティーは、専用のRxリングとTxリングを使用できる、構成可能なハードウェア
ベースのクライアントの数を示します。

NICがリング割り当てをサポートしており、さらにリングとハードウェアベースの
クライアントが使用可能な場合は、404ページの「ハードウェアベースのクライアン
トを構成する方法」の説明に従って、システム上にこのタイプのクライアントを構
成できます。あるいは、代わりに 405ページの「ソフトウェアベースのクライアント
を作成する方法」の説明に従って、ソフトウェアベースのクライアントを構成でき
ます。

次の例は、nxge NIC、ixgbe NIC、および e1000g NICのリング関連のリンクプロパ
ティーに対して表示されるさまざまな情報を示しています。

例 21–1 nxge NICのリング情報

次の例は、nxge NICのリング情報を示しています。

# dladm show-linkprop nxge0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

nxge0 rxrings rw -- -- sw,<1-7>

...

nxge0 txrings rw -- -- sw,<1-7>

...

nxge0 rxrings-available r- 5 -- --

nxge0 txrings-available r- 5 -- --

nxge0 rxhwclnt-available r- 2 -- --

nxge0 txhwclnt-available r- 2 -- --

...

POSSIBLEフィールドには、rxringsおよび txringsプロパティーの受け入れ可能な値
として swと <1-7>が表示されます。これらの値は、nxgeがソフトウェアベースのク
ライアントだけでなく、ハードウェアベースのクライアントをサポートしているこ
とを示します。<1-7>の範囲は、設定するRxリングまたはTxリングの数が指定され
た範囲内になければならないことを示しています。また、NICが受信側と送信側の
両方で動的なリング割り当てをサポートしている範囲から推定することもできま
す。

さらに、*rings-availableプロパティーは、ハードウェアベースのクライアントに
割り当てるために 5つのRxリングと 5つのTxリングが使用可能なことを示していま
す。
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例 21–1 nxge NICのリング情報 (続き)

ただし、*clnt-availableプロパティーに基づいて、使用可能なRxリングを排他的
に使用できるクライアントは 2つしか構成できません。同様に、使用可能なTxリン
グを排他的に使用できるクライアントは 2つしか構成できません。

例 21–2 ixgbe NICのリング情報

次の例は、ixgbe NICのリング情報を示しています。

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

...

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

...

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 txrings-available r- 5 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 0 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 7 -- --

...

rxringsプロパティーと txringsプロパティーの両方の POSSIBLEフィールド
は、ixgbe0上にハードウェアベースのクライアントとソフトウェアベースのクライ
アントの両方を構成できることを示しています。Rxリングでは、静的なリング割り
当てのみがサポートされています。つまり、ハードウェアがハードウェアベースの
各クライアントに、固定されたRxリングのセットを割り当てます。ただし、Txリン
グは動的に割り当てることができます。つまり、ハードウェアベースのクライアン
トに割り当てるTxリングの数 (この例では、最大 7リング)を決定できます。

さらに、*rings-availableプロパティーは、ハードウェアベースのクライアントに
割り当てるために 5つのTxリングが使用可能であるが、割り当て可能なRxリングは
ないことを示しています。

最後に、*hwclnt-availableプロパティーに基づいて、ハードウェアベースの 7つの
TxクライアントをTxリングを排他的に使用するように構成できます。ただ
し、ixgbeカードでは、動的なRxリング割り当てはサポートされていません。その
ため、専用のRxリングの指定されたセットを備えたハードウェアベースのクライア
ントを作成することはできません。

どちらかの *rings-availableプロパティーの VALUEフィールドにあるゼロ (0)は、次
のどちらかを示すことがあります。

■ クライアントに割り当てるために使用可能なリングがなくなった。
■ 動的なリング割り当てがサポートされていない。

rxringsおよび txringsの POSSIBLEフィールドと、rxrings-availableおよび
txrings-availableの VALUEフィールドを比較することによって、この 0の意味を確
認できます。
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例 21–2 ixgbe NICのリング情報 (続き)

たとえば、次のように txrings-availableが 0であるとします。

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 txrings-available r- 0 -- --

...

この出力では、rxrings-availableの VALUEフィールドが 0であるのに対し
て、rxringsの POSSIBLEフィールドは sw,hwです。これらの情報を組み合わせる
と、使用可能なRxリングがないのはNICが動的なリング割り当てをサポートしてい
ないためであることがわかります。送信側では、txrings-availableの VALUE

フィールドが 0であるのに対して、txringsの POSSIBLEフィールドは sw,hw,<1-7>で
す。これらの情報を組み合わせると、使用可能なTxリングがないのはすべてのTx
リングがすでに割り当てられているためであることがわかります。ただし、txrings

の POSSIBLEフィールドが示しているように、動的なリング割り当てはサポートされ
ています。そのため、Txリングが使用可能になったら、これらのリングを割り当て
ることができます。

例 21–3 e1000g NICのリング情報

次の例は、e1000g NICのリング情報を示しています。

# dladm show-linkprop e1000g0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

e1000g0 rxrings rw -- -- --

...

e1000g0 txrings rw -- -- --

...

e1000g0 rxrings-available r- 0 -- --

e1000g0 txrings-available r- 0 -- --

e1000g0 rxhwclnt-available r- 0 -- --

e1000g0 txhwclnt-available r- 0 -- --

...

この出力は、e1000g NICではリング割り当てがサポートされていないため、リング
もハードウェアベースのクライアントも構成できないことを示します。

▼ ハードウェアベースのクライアントを構成する方法
この手順は、動的なリング割り当てをサポートするNIC、または静的なリング割り
当てをサポートするNIC上でハードウェアベースのクライアントを構成する方法を
示しています。

システム上のNICに関する次の情報を取得していることを確認してください。始める前に
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■ NICがハードウェアベースのクライアントをサポートしているかどうか
■ NICがサポートしているリング割り当てのタイプ
■ ハードウェアベースのクライアントに割り当てるためのリングの可用性
■ リンク上に構成できるハードウェアベースのクライアントの可用性

これらの情報を取得するには、401ページの「ハードウェアベースのクライアントを
構成するための準備」を参照してください。

NICがサポートしているリング割り当てのタイプに応じて、次の手順のいずれかを実
行します。

■ NICが動的なリング割り当てをサポートしている場合は、次の構文を使用しま
す。

# dladm create-vnic -p rxrings=number[,txrings=number] -l link vnic

number クライアントに割り当てるRxリングとTxリングの数を示します。こ
の数は、割り当てに使用可能なリングの数の範囲内になければなりま
せん。

注 – NICによっては、RxリングまたはTxリングのどちらかで動的な割
り当てをサポートしているが、両方のタイプではサポートしていない
ものがあります。numberは、動的なリング割り当てがサポートされて
いるリングのタイプに対して指定してください。

link クライアントの作成に使用しているデータリンクを示します。

vnic 構成しているクライアントを示します。
■ NICが静的なリング割り当てをサポートしている場合は、次の構文を使用しま
す。

# dladm create-vnic -p rxrings=hw[,txrings=hw] -l link vnic

注 – NICによっては、RxリングまたはTxリングのどちらかで静的な割り当てをサ
ポートしているが、両方のタイプではサポートしていないものがあります。hw

は、静的なリング割り当てがサポートされているリングのタイプに対して指定し
てください。

(省略可能)新しく作成されたクライアントのリング情報を確認します。
# dladm show-linkprop vnic

▼ ソフトウェアベースのクライアントを作成する方法
ソフトウェアベースのクライアントは、リングを排他的に使用できません。代わり
に、このクライアントは、主クライアントまたはインタフェースでのリングの使用

1

2
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を、ほかの既存のソフトウェアベースのクライアントと共有します。ソフトウェア
ベースのクライアントのリング数は、既存のハードウェアベースのクライアントの
数によって異なります。

次の手順のいずれかを実行します。

■ 新しいソフトウェアベースのクライアントを作成するには、次のコマンドを入力
します。

# dladm create-vnic -p rxrings=sw[,txrings=sw] -l link vnic

link クライアントの作成に使用しているデータリンクを示します。

vnic 構成しているクライアントを示します。
■ 既存のクライアントを、ほかのクライアントとリングを共有するように構成する
には、次のコマンドを入力します。

# dladm set-linkprop -p rxrings=sw[,txrings=sw] vnic

ハードウェアベースのクライアントとソフトウェアベースのクライア
ントの構成

この例は、ixgbe NICを備えたシステム上に、ハードウェアベースのクライアントと
ソフトウェアベースのクライアントの両方を構成する方法を示しています。リング
割り当ての実装方法を示すために、この例はいくつかの部分に分けられていま
す。構成プロセスの各手順で、リング関連の情報が表示され、説明されます。この
構成は、次のように進められます。

1. クライアントの構成の前に、システム上のリンクとリング使用状況を表示しま
す。

2. 主クライアントを構成します。
3. ソフトウェアベースのクライアントを構成します。
4. 専用リングの割り当てなしで別のクライアントを構成します。
5. 新しく構成されたクライアントにリングを静的に割り当てます。
6. 動的に割り当てられる専用リングを備えた 3番目のクライアントを構成します。

最初に、リンク、リング使用状況、およびリング関連のプロパティーを表示しま
す。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

ixgbe0 phys 1500 down -- --

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>

ixgbe0 TX 0-7 <default>

ixgbe0 RX 2-3 --

ixgbe0 RX 4-5 --

●

例21–4
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ixgbe0 RX 6-7 --

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 rxrings-effective r -- -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r -- -- --

ixgbe0 txrings-available r- 7 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 7 -- --

...

このコマンド出力はシステム上の 1つのリンク ixgbe0を示していますが、既存のク
ライアントは存在しません。さらに、この出力からは次の情報も収集されます。

■ NICには 8つのRxリングと 8つのTxリング (リング 0から 7)があります。
■ ハードウェアベースのクライアントの場合、Rxリングでは静的なリング割り当て
のみがサポートされているのに対して、Txリングでは静的なリング割り当てと動
的なリング割り当ての両方がサポートされています。

■ ソフトウェアベースのクライアントでは、RxリングとTxリングの両方を構成で
きます。

■ 7つのTxリング (1から 7)は、ほかのクライアントに動的に割り当てるために使
用できます (リング 0は通常、主クライアントのために予約されています)。Rxリ
ングでは動的なリング割り当てがサポートされていないため、使用可能なRxリ
ングはありません。

■ Rxリングを使用するように構成できるハードウェアベースのクライアントが 3つ
であるのに対して、Txリングを使用するように構成できるハードウェアベースの
クライアントは 7つです。

*rings-effectiveプロパティーについては、412ページの「静的なリング割り当てに
おけるリングの割り当てを識別する方法」を参照してください。

次に、主クライアントを構成します。

# ipadm create-ip ixgbe0

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.10/24 ixgbe0/v4

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>

ixgbe0 TX 0-7 <default>ixgbe0

ixgbe0 RX 2-3 ixgbe0

ixgbe0 RX 4-5 --

ixgbe0 RX 6-7 --

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...
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ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 rxrings-effective r 2 -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r 8 -- --

ixgbe0 txrings-available r- 7 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 7 -- --

...

この出力では、次の情報が提供されます。

■ 主クライアントである ixgbe0は、専用に使用するために 2つのRxリング (リング
2と 3)を自動的に受け取ります。ただし、ixgbe0はすべてのTxリングを使用しま
す。デフォルトでは、未使用のリングはすべて、主クライアントに自動的に割り
当てられます。

■ ほかのクライアントに割り当てることのできる使用可能なTxリングの数は 7のま
まです。

■ Rxリングを構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアントの数は 3の
ままです。Txリングを動的に構成できる使用可能なハードウェアベースのクライ
アントの数は 7のままです。

次に、ソフトウェアベースのクライアントとしてVNICを作成します。

# dladm create-vnic -l ixgbe0 -p rxrings=sw,txrings=sw vnic0

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>,vnic0

ixgbe0 TX 0-7 <default>vnic0,ixgbe0

ixgbe0 RX 2-3 ixgbe0

ixgbe0 RX 4-5 --

ixgbe0 RX 6-7 --

# dladm show-linkprop vnic0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

vnic0 rxrings rw sw -- sw,hw

...

vnic0 txrings rw sw -- sw,hw,<1-7>

...

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- --

ixgbe0 rxrings-effective r 2 -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r -- -- --

ixgbe0 txrings-available r- 7 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 7 -- --

...
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この出力では、次の情報が提供されます。

■ ソフトウェアベースのクライアントとして、vnic0には、Rxリング 0と 1の使用
が自動的に割り当てられます。そのあとに作成される、Rxリングを備えたその他
のソフトウェアベースのクライアントには、デフォルトで、このペアの使用が割
り当てられます。デフォルトでは、vnic0には、8つのすべてのTxリング (リング
0から 7)の使用も割り当てられます。そのあとに作成される、Txリングを備えた
その他のソフトウェアベースのクライアントには、デフォルトで、このリングの
セットの使用が割り当てられます。

■ ソフトウェアベースのクライアントとして、vnic0の rxringsおよび txringsプロ
パティーは、それに応じて swに設定されます。

■ Txリングは割り当てられません。そのため、ほかのクライアントに割り当てるこ
とのできる使用可能なTxリングの数は 7のままです。

■ Rxリングを構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアントの数は 3の
ままです。Txリングを構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアント
の数は 7のままです。

次に、リング割り当てなしで別のクライアントを構成します。

# dladm create-vnic -l ixgbe0 vnic1

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>,vnic0

ixgbe0 TX 0,2-7 <default>vnic0,ixgbe0

ixgbe0 RX 2-3 ixgbe0

ixgbe0 RX 4-5 vnic1

ixgbe0 RX 6-7 --

ixgbe0 TX 1 vnic1

# dladm show-linkprop vnic1

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

vnic1 rxrings rw -- -- sw,hw

vnic1 rxrings-effective r- 2 -- --

vnic1 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

vnic1 txrings-effective r- -- -- --

...

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 rxrings-effective r- 2 -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r- -- -- --

ixgbe0 txrings-available r- 7 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 7 -- --

...
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この出力では、次の情報が提供されます。

■ リング割り当てがサポートされている場合、構成されているクライアント
は、rxringsおよび txringsプロパティーが設定されていなくてもハードウェア
ベースのクライアントとみなされます。そのため、vnic1は、自ら使用するため
に 2つの専用のRxリング (リング 4と 5)を自動的に受け取ります。同様に、vnic1

も専用のTxリング (リング 1)を受け取ります。
■ 8つのTxリングのうち、ixgbe0と vnic0は現在 7つのリング (リング 0とリング 2

から 7)を共有しています。リング 1は、vnic1の専用のTxリングになっていま
す。

■ Txリングは割り当てられません。そのため、ほかのクライアントに割り当てるこ
とのできる使用可能なTxリングの数は 7のままです。

■ Rxリングを構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアントの数は 3の
ままです。Txリングを構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアント
の数は 7のままです。

次に、新しく構成されたクライアント vnic1にリングを静的に割り当てます。

# dladm set-linkprop -p rxrings=hw,txrings=hw vnic1

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>,vnic0

ixgbe0 TX 0,2-7 <default>vnic0,ixgbe0

ixgbe0 RX 2-3 ixgbe0

ixgbe0 RX 4-5 vnic1

ixgbe0 RX 6-7 --

ixgbe0 TX 1 vnic1

# dladm show-linkprop vnic1

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

vnic1 rxrings rw hw -- sw,hw

vnic1 rxrings-effective r- 2 -- --

vnic1 txrings rw hw -- sw,hw,<1-7>

vnic1 txrings-effective r- -- -- --

...

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 rxrings-effective r- 2 -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r- -- -- --

ixgbe0 txrings-available r- 6 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 6 -- --

...

この出力では、次の情報が提供されます。
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■ vnic1でのRxリングとTxリングの分布は、vnic1がリング割り当てなしで作成さ
れたときと同じままです。

■ 同様に、リング情報も、vnic1がリング割り当てなしで作成されたときと同じま
まです。

■ vnic1の rxringsおよび txringsプロパティーは、明示的に hwに設定されていま
す。その結果、動的な割り当てに使用可能なTxリングの数は 6に減っていま
す。同様に、構成できる使用可能なハードウェアベースのクライアントの数も 6
に減っています。

次に、動的に割り当てられるTxリングを備えたハードウェアベースのクライアント
を構成します。

# dladm create-vnic -l ixgbe0 -p txrings=2 vnic2

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>,vnic0

ixgbe0 TX 0,4-7 <default>vnic0,ixgbe0

ixgbe0 RX 2-3 ixgbe0

ixgbe0 RX 4-5 vnic1

ixgbe0 RX 6-7 vnic2

ixgbe0 TX 1 vnic1

ixgbe0 TX 2-3 vnic2

# dladm show-linkprop vnic2

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

vnic2 rxrings rw -- -- sw,hw

vnic2 rxrings-effective r- 2 -- --

vnic2 txrings rw 2 -- sw,hw,<1-7>

vnic2 txrings-effective r- 2 -- --

...

# dladm show-linkprop ixgbe0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

ixgbe0 rxrings rw -- -- sw,hw

ixgbe0 rxrings-effective r- 2 -- --

ixgbe0 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

ixgbe0 txrings-effective r- -- -- --

ixgbe0 txrings-available r- 4 -- --

ixgbe0 rxrings-available r- 0 -- --

ixgbe0 rxhwclnt-available r- 3 -- --

ixgbe0 txhwclnt-available r- 5 -- --

...

この出力では、次の情報が提供されます。

■ ハードウェアは、vnic2にRxリングのペア (リング 6と 7)を排他的使用のために
自動的に割り当てました。ただし、vnic2の 2つの専用のTxリング (リング 2と 3)
は管理者によって割り当てられました。

■ 2つのTxリングが管理用に vnic2に割り当てられているため、ほかのクライアン
トに割り当てることのできる使用可能なTxリングの数は 4に減っています。
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■ vnic2が 2つのTxリングを備えたハードウェアベースのクライアントとして構成
されているため、構成できる使用可能なクライアントの数は 5に減っています。

▼ 静的なリング割り当てにおけるリングの割り当てを識別する方法
静的なリング割り当てでハードウェアベースのクライアントを構成すると、割り当
てられるリングの数がハードウェアによって決定されます。ただし、rxringsおよび
txringsプロパティーは hwに設定されていて、実際に割り当てられているリングの
数を示していません。代わりに、rxrings-effectiveおよび txrings-effectiveプロ
パティーを確認することによって、この数を取得できます。

次の手順のいずれかを実行することによって、静的なリング割り当てでハード
ウェアベースのクライアントを構成します。

■ 静的なリング割り当てでクライアントを作成するには、次のコマンドを入力しま
す。

# dladm create-vnic -l link -p rxrings=hw[,txrings=hw] vnic

link クライアントの作成に使用しているデータリンクを示します。

vnic 構成しているクライアントを示します。
■ 既存のクライアントにリングを静的に割り当てるには、次のコマンドを入力しま
す。

# dladm set-linkprop -p rxrings=hw[,txrings=hw] vnic

割り当てられているリングの数を識別するには、次のサブステップを実行します。

a. クライアントのプロパティーを表示します。
# dladm show-linkprop link

ここで、linkは、ハードウェアベースのクライアントまたはVNICを示します。

b. 静的に割り当てたリングのタイプに対応する *rings-effectiveプロパティーの値
を確認します。

たとえば、Rxリングを静的に割り当てた場合は、rxrings-effectiveプロパ
ティーを確認します。Txリングを静的に割り当てた場合は、txrings-effective

プロパティーを確認します。この数は、ハードウェアによって割り当てられたリ
ングの数を示します。

どのリングが静的に割り当てられているかを確認するには、次のサブステップを実
行します。

a. NICのリング使用状況を表示します。
# dladm show-phys -H link

1
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ここで、linkは主クライアントを示します。

b. コマンド出力から、最初の手順で構成したハードウェアベースのクライアント
に、どのRxリングまたはTxリングが割り当てられているかを確認します。

静的に割り当てられているリングの識別

この例は、ixgbe NIC上に構成されているクライアントにRxリングがどのように静
的に割り当てられているかを示しています。このようなNICでは、Rxリングには静
的な割り当てのみがサポートされています。この例は、次のように進められます。

1. システム上のリンクを表示します。この例では、システムには 1つのリンク
(ixgbe0)しかありません。

2. 静的に割り当てられるRxリングを備えたハードウェアベースのクライアントと
して vnic1を作成します。

3. リング情報を表示して、ハードウェアによって割り当てられたリングの数を確認
します。

4. リング使用状況を表示して、どのリングが割り当てられているかを識別します。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

ixgbe0 phys 1500 down -- --

# dladm create-vnic -l ixgbe0 -p rxrings=hw vnic1

# dladm show-linkprop vnic1

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

...

vnic1 rxrings rw hw -- sw,hw

vnic1 rxrings-effective r- 2 -- --

vnic1 txrings rw -- -- sw,hw,<1-7>

vnic1 txrings-effective r- -- -- --

# dladm show-phys -H ixgbe0

LINK RINGTYPE RINGS CLIENTS

ixgbe0 RX 0-1 <default,mcast>

ixgbe0 TX 0,2-7 <default>

ixgbe0 RX 2-3 vnic1

ixgbe0 RX 4-5 --

ixgbe0 RX 6-7 --

ixgbe0 TX 1 vnic1

...

この出力は、rxrings-effectiveプロパティーに反映されているように、vnic1にRx
リングが構成されたあと、ハードウェアによって 2つの専用のRxリングが割り当て
られたことを示します。dladm show-phys -Hコマンドの出力に基づくと、Rxリング 2

と 3が vnic1で専用に使用するために割り当てられました。
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クライアントとして構成された結果として、vnic1はまた、専用で使用するために
Txリング 1も自動的に受け取りました。ただし、txringsプロパティーが明示的に設
定されていないため、txrings-effectiveプロパティーには値が表示されていませ
ん。

プールとCPU
poolは、ネットワーク処理をCPUのプールにバインドできるようにするためのリン
クプロパティーです。このプロパティーを使用すると、ネットワークリソースの管
理を、ゾーン内のCPUバインディングや管理により適切に統合できます。Oracle
Solarisでのゾーン管理には、zonecfgまたは poolcfgコマンドを使用して、ネット
ワーク以外のプロセスをCPUリソースのプールにバインドする処理が含まれま
す。その同じリソースのプールをネットワークプロセスも管理するようにバインド
するには、dladm set-linkpropコマンドを使用してリンクの poolプロパティーを構
成します。次に、ゾーンにそのリンクを割り当てます。

リンクの poolプロパティーを設定し、そのリンクをゾーンのネットワークインタ
フェースとして割り当てることによって、そのリンクがゾーンのプールにもバイン
ドされます。そのゾーンが排他的ゾーンになるように設定されると、プール内の
CPUリソースは、そのゾーンに割り当てられていないほかのデータリンクから使用
できなくります。

注 –別のプロパティー cpuを設定すると、データリンクに特定のCPUを割り当てるこ
とができます。この 2つのプロパティー cpuと poolは相互に排他的です。特定の
データリンク用に両方のプロパティーを設定することはできません。cpuプロパ
ティーを使用してデータリンクにCPUリソースを割り当てるには、418ページの「リ
ンクにCPUを割り当てる方法」を参照してください。

ゾーン内のプールについての詳細は、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の第 13章「リソースプール
の作成と管理 (手順)」を参照してください。プールの作成およびCPUセットの
プールへの割り当てについての詳細は、poolcfg(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

次の図は、データリンクに poolプロパティーが割り当てられたときのプールの動作
を示しています。
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この図では、システムに 8つのCPUがあります。システム上にプールが構成されて
いない場合は、すべてのCPUがデフォルトプールに属し、大域ゾーンで使用されま
す。ただし、この例では、CPU 3と CPU 4で構成された pool99プールが作成されてい
ます。このプールは、排他的ゾーンである zone1に関連付けられています。pool99

が vnic1のプロパティーとして設定された場合、pool99は vnic1のネットワークプロ
セスの管理にも専用に使用されます。vnic1が zone1のネットワークインタフェース
として割り当てられたあと、pool99内のCPUは、zone1のネットワークプロセスと
ネットワーク以外のプロセスの両方を管理するために予約されます。

poolプロパティーは本質的に動的です。ゾーンのプールには一連のCPUを構成する
ことができ、そのプールのCPUセットにどのCPUが割り当てられるかはカーネルに
よって決定されます。プールに対する変更はデータリンク用に自動的に実装される
ため、そのリンク用のプールの管理が単純化されます。これに対して、cpuプロパ
ティーを使用してリンクに特定のCPUを割り当てるには、割り当てられるCPUを指
定する必要があります。プールのCPUコンポーネントを変更しようとするたびに
cpuプロパティーを設定する必要があります。

たとえば、図 21–1のシステムで CPU 4がオフラインになったとします。poolプロパ
ティーは動的であるため、ソフトウェアによって追加のCPUがプールに自動的に関
連付けられます。そのため、2 CPUというプールの元の構成が保持されます。vnic1

にとって、この変更は透過的です。調整された構成を次の図に示します。

図 21–1 ゾーンに割り当てられたVNICの poolプロパティー
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プール関連の追加のプロパティーによって、CPUまたはCPUのプールのデータリン
クの使用に関する情報が表示されます。これらのプロパティーは読み取り専用であ
り、管理者が設定することはできません。

■ pool-effectiveは、ネットワークプロセスに使用されているプールを表示しま
す。

■ cpus-effectiveは、ネットワークプロセスに使用されているCPUの一覧を表示し
ます。

ゾーンのCPUリソースを管理するために、初期手順として、データリンクの poolプ
ロパティーが設定されることは通常ありません。より一般的な方法として、リ
ソースのプールを使用するようにゾーンを構成するために zonecfgや poolcfgなどの
コマンドが使用されます。cpuや poolのリンクプロパティー自体が設定されること
はありません。その場合は、これらのデータリンクの pool-effectiveおよび
cpus-effectiveプロパティーが、ゾーンがブートされたときのこれらのゾーン構成
に従って自動的に設定されます。pool-effectiveではデフォルトプールが表示され
るのに対して、cpus-effectiveの値はシステムによって選択されます。そのた
め、dladm show-linkpropコマンドを使用した場合、pool-effectiveおよび
cpus-effectiveプロパティーには値が含まれていますが、poolおよび cpuプロパ
ティーは空です。

データリンクの poolおよび cpuプロパティーの直接の設定は、ゾーンのCPUプール
をネットワークプロセス用にバインドするために使用できる代替手順です。これら
のプロパティーを構成すると、それらの値が pool-effectiveおよび cpus-effective

プロパティーにも反映されます。ただし、この代替手順を使用してゾーンのネット
ワークリソースを管理することは通常、あまり行われません。

▼ CPUプールをデータリンク用に構成する方法
ほかのリンクプロパティーと同様に、poolプロパティーも、そのリンクが作成され
た時点か、またはあとでそのリンクをさらに構成する必要が発生したときにデータ
リンク用に設定できます。たとえば:

図 21–2 poolプロパティーの自動再構成
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# dladm create-vnic -p pool=pool-name -l link vnic

VNICの作成中に poolプロパティーを設定します。既存のVNICの poolプロパ
ティーを設定するには、次の構文を使用します。

# dladm setlinkprop -p pool=pool-name vnic

CPUプールをVNIC用に構成するための手順を次に示します。

次の作業を完了している必要があります。

■ 割り当てられた数のCPUを含むプロセッサセットを作成します。
■ そのプロセッサセットを関連付けるプールを作成します。
■ そのプールをプロセッサセットに関連付けます。

注 –これらの前提条件を完了するための手順については、『Oracle Solarisのシステ
ム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管
理)』の「構成の変更方法」を参照してください。

リンクの poolプロパティーを、ゾーン用に作成したCPUのプールに設定しま
す。VNICが存在するかどうかに応じて、次の手順のいずれかを実行します。

■ VNICがまだ作成されていない場合は、次の構文を使用します。

# dladm create-vnic -l link -p pool=pool vnic

ここで、poolは、ゾーン用に作成されたプールの名前を示します。
■ VNICが存在する場合は、次の構文を使用します。

# dladm setlinkprop -p pool=pool vnic

ゾーンをそのVNICを使用するように設定します。
zonecfg>zoneid:net> set physical=vnic

注 –ゾーンにネットワークインタフェースを割り当てる方法を説明した完全な手順に
ついては、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10
ゾーン、およびリソース管理)』の「ゾーンを構成、検証、および確定する」を参照
してください。

リンクの CPUプールを排他的な IPタイプを持つゾーンに割り当てる

この例は、プールをゾーンのデータリンクに割り当てる方法を示しています。この
シナリオは、図 21–1の構成に基づいています。この例では、pool99という名前の
CPUのプールが、すでにゾーン用に構成されていることを前提にしています。この

始める前に
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プールが次に、VNICに割り当てられます。最後に、非大域ゾーン zone1が、この
VNICをネットワークインタフェースとして使用するように設定されます。

# dladm create-vnic -l e1000g0 -p pool99 vnic0

# zonecfg -c zone1

zonecfg:zone1> set ip-type=exclusive

zonecfg:zone1> add net

zonecfg:zone1>net> set physical=vnic0

zonecfg:zone1>net> end

zonecfg:zone1> exit

▼ リンクにCPUを割り当てる方法
次の手順は、cpuプロパティーを構成することによって、データリンクをたどってい
るトラフィックの処理に特定のCPUを割り当てる方法を説明しています。

インタフェースのCPU割り当てを確認します。
# dladm show-linkprop -p cpus link

デフォルトでは、特定のどのインタフェースにもCPUは割り当てられていませ
ん。そのため、コマンド出力にあるパラメータ VALUEにはどのエントリも含まれませ
ん。

各割り込みと、それらの割り込みが関連付けられているCPUを一覧表示します。
# echo ::interrupts | mdb -k

この出力には、システム内のリンクごとのパラメータ (CPU番号を含む)が一覧表示
されます。

リンクにCPUを割り当てます。
このCPUには、そのリンクの割り込みが関連付けられているCPUを含めることがで
きます。
# dladm set-linkprop -p cpus=cpu1,cpu2,... link

ここで、cpu1は、そのリンクに割り当てるCPU番号です。そのリンク専用に複数の
CPUを割り当てることができます。

リンクの割り込みをチェックして、新しいCPU割り当てを確認します。
# echo ::interrupts | mdb -k

(省略可能)リンクに関連付けられたCPUを表示します。
# dladm show-linkprop -p cpus link
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インタフェースへの CPUの割り当て

この例は、図 18–3の internal0インタフェース専用に特定のCPUを割り当てる方法
を示しています。

さまざまなコマンドで生成される出力にある次の情報に注目してください。わかり
やすくするために、出力にある重要な情報が強調されています。

■ デフォルトでは、internal0に専用のCPUは割り当てられていません。そのた
め、VALUEは --です。

■ internal0の割り込みは、CPU 18に関連付けられています。
■ CPUが割り当てられたあと、internal0の VALUEには新しいCPUの一覧が表示さ
れます。

# dladm show-linkprop -p cpus internal0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

internal0 cpus rw -- -- --

# echo ::interrupts | mdb -k

Device Shared Type MSG # State INO Mondo Pil CPU

external#0 no MSI 3 enbl 0x1b 0x1b 6 0

internal#0 no MSI 2 enbl 0x1a 0x1a 6 18

# dladm set-linkprop -p cpus=14,18,19,20 internal0

# dladm show-linkprop -p cpus internal0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

internal0 cpus rw 14,18,19,20 -- --

割り込みを含め、サポートしているスレッドはすべて、新しく割り当てられた一連
のCPUに限定されるようになりました。

フロー上のリソースの管理
フローは、属性に従って構成されたネットワークパケットから成ります。フローを
使用すると、ネットワークリソースをさらに詳細に割り当てることができます。フ
ローの概要については、396ページの「フローを使用することによるネットワークリ
ソースの管理」を参照してください。

リソースの管理にフローを使用するには、次の一般的な手順を実行します。

1. 396ページの「フローを使用することによるネットワークリソースの管理」に示
されている特定の属性に基づいてフローを作成します。

2. ネットワークリソースに関連するプロパティーを設定することによって、リ
ソースのフローの使用をカスタマイズします。現在、設定できるのはパケットを
処理するための帯域幅だけです。
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ネットワーク上のフローの構成
フローは、物理ネットワークだけでなく仮想ネットワーク上にも作成できます。フ
ローを構成するには、flowadmコマンドを使用します。詳細な技術的情報について
は、flowadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

▼ フローを構成する方法

(省略可能)フローを構成するリンクを決定します。
# dladm show-link

選択されたリンク上の IPインタフェースに IPアドレスが正しく構成されていること
を確認します。
# ipadm show-addr

フローごとに決定した属性に従ってフローを作成します。
# flowadm add-flow -l link -a attribute=value[,attribute=value] flow

attribute ネットワークパケットをフローに構成するときに使用できる次の分類の
いずれかを示します。
■ IPアドレス
■ トランスポートプロトコル (UDP、TCP、または SCTP)
■ アプリケーションのポート番号 (たとえば、FTPではポート 21)
■ DSフィールドの属性 (IPv6パケットでのサービスの品質にのみ使用さ
れます)DSフィールドについての詳細は、『Oracle Solarisの管理: IP
サービス』の「DSコードポイント」を参照してください。

flow 特定のフローに割り当てる名前を示します。

フローとフローの属性についての詳細は、flowadm(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

該当するフローのプロパティーを設定することによって、フロー上にリソース制御
を実装します。
# flowadm set-flowprop -p property=value[,property=value,...] flow

リソースを制御するための次のフローのプロパティーを指定できます。

maxbw このフローで識別されたパケットが使用できるリンクの帯域幅の最大
量。設定する値は、リンクの帯域幅に対して許可される値の範囲内になけ
ればなりません。リンクの帯域幅に対して指定可能な値の範囲を表示する
には、次のコマンドで生成される出力にある POSSIBLEフィールドを確認し
ます。
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# dladm show-linkprop -p maxbw link

注 –現在、カスタマイズできるのはフローの帯域幅だけです。

(省略可能)リンク上に作成したフローを表示します。
# flowadm show-flow -l link

(省略可能)指定されたフローのプロパティー設定を表示します。
# flowadm show-flowprop flow

リンクとフローのプロパティーを設定することによるリソースの管理

この例では、データリンクとフローの両方にネットワークリソースを割り当てるた
めの手順が結合されています。この例は、次の図に示す構成に基づいています。

5

6

例21–8

フロー上のリソースの管理
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この図は、互いに接続された 2つの物理ホストを示しています。

■ Host1の構成は次のとおりです。
■ ルーターゾーンとして機能する 1つの非大域ゾーンが存在します。このゾーン
には、次の 2つのインタフェースが割り当てられています。external0がイン
ターネットに接続するのに対して、internal0は 2番目のホストを含む内部
ネットワークに接続します。

■ IPインタフェースは、カスタマイズされた名前を使用するように名前が変更
されています。必須ではありませんが、リンクやインタフェースにカスタマイ
ズされた名前を使用すると、ネットワークを管理するときに利点が得られま
す。26ページの「ネットワークデバイスとデータリンク名」を参照してくだ
さい。

フロー上のリソースの管理
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■ UDPトラフィックを分離し、UDPパケットのリソースの使用方法に対する制
御を実装するために、internal0上にフローが構成されています。フローの構
成については、419ページの「フロー上のリソースの管理」を参照してくださ
い。

■ Host2の構成は次のとおりです。
■ 3つの非大域ゾーンと、それぞれ対応するVNICが存在します。これらの

VNICは、動的なリング割り当てをサポートする nxgeカード上に構成されてい
ます。リング割り当てについての詳細は、399ページの「送信リングと受信リ
ング」を参照してください。

■ 各ゾーンのネットワーク処理の負荷は異なります。この例の目的とし
て、zone1の負荷は高く、zone2の負荷は中程度であり、zone3の負荷は軽く
なっています。リソースは、それぞれの負荷に従ってこれらのゾーンに割り当
てられています。

■ 別のVNICがソフトウェアベースのクライアントとして構成されていま
す。MACクライアントの概要については、399ページの「MACクライアント
とリング割り当て」を参照してください。

この例でのタスクには、次のものが含まれます。

■ フローの作成およびフロー制御の構成 - Host2で受信されるUDPパケットに対す
る個別のリソース制御を作成するために、internal0上にフローが作成されま
す。

■ Host2上のVNICのためのネットワークリソースのプロパティーの構成 -各ゾーン
上の処理の負荷に基づいて、各ゾーンのVNICに一連の専用リングが構成されま
す。また、ソフトウェアベースのクライアントの例として、専用リングのない別
のVNICも構成されます。

この例には、ゾーン構成のための手順は含まれていないことに注意してくださ
い。ゾーンを構成するには、『Oracle Solarisのシステム管理 (Oracle Solaris
ゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の第 17章「非大域ゾーンの
計画と構成 (手順)」を参照してください。

最初に、Host1上のリンクと IPインタフェースに関する情報を表示します。

# dladm show-phys

LINK MEDIA STATE SPEED DUPLEX DEVICE

internal0 Ethernet up 1000 full nge1

e1000g0 n unknown 0 half e1000g0

e1000g1 n unknown 0 half e1000g1

external0 Ethernet up 1000 full nge0

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

internal0 phys 1500 up -- nge1

e1000g0 phys 1500 unknown -- --

e1000g1 phys 1500 unknown -- --

フロー上のリソースの管理
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external0 phys 1500 up -- nge0

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/4 static ok 127.0.0.1/8

external0 static ok 10.10.6.5/24

internal0 static ok 10.10.12.42/24

次に、Host2へのUDPトラフィックを分離するために、internal0上にフローを作成
します。次に、そのフロー上にリソース制御を実装します。

# flowadm add-flow -l external0 -a transport=udp udpflow

# flowadm set-flowprop -p maxbw=80 udpflow

次に、作成されたフローに関する情報を確認します。

flowadm show-flow

FLOW LINK IPADDR PROTO PORT DFSLD

udpflow internal0 -- udp -- --

# flowadm show-flowprop

SECURE OUTPUT FOR THIS

Host2上で、ゾーンごとに nxge0上にVNICを構成します。各VNIC上にリソース制
御を実装します。次に、各VNICをそれぞれ対応するゾーンに割り当てます。

# dladm create-vnic -l nxge0 vnic0

# dladm create-vnic -l nxge0 vnic1

# dladm create-vnic -l nxge0 vnic2

# dladm set-prop -p rxrings=4,txrings=4 vnic0

# dladm set-prop -p rxrings=2,txrings=2 vnic1

# dladm set-prop -p rxrings=1,txrings=1 vnic2

# zone1>zonecfg>net> set physical=vnic0

# zone2>zonecfg>net> set physical=vnic1

# zone3>zonecfg>net> set physical=vnic2

Host2内の一連のCPUである pool1が、以前に zone1で使用するように構成されてい
たとします。次のように、そのCPUのプールを zone1のネットワークプロセスも管
理するようにバインドします。

# dladm set-prop -p pool=pool01 vnic0

最後に、主インタフェースである nxge0とリングを共有するソフトウェアベースの
クライアントを作成します。

dladm create-vnic -p rxrings=sw,txrings=sw -l nxge0 vnic3

フロー上のリソースの管理
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ネットワークトラフィックとリソース使
用状況の監視

この章では、物理および仮想ネットワーク環境でのネットワークリソースの使用に
関する統計情報を監視したり、収集したりするためのタスクについて説明しま
す。これらの情報は、プロビジョニング、統合、および請求の目的でリソース割り
当てを解析するのに役立ちます。この章では、dlstatと flowstatという、統計情報
を表示するために使用する 2つのコマンド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。

■ 425ページの「ネットワークトラフィックフローの概要」
■ 428ページの「トラフィックとリソース使用の監視 (タスクマップ)」
■ 429ページの「リンク上のネットワークトラフィックに関する統計情報の収集」
■ 435ページの「フロー上のネットワークトラフィックに関する統計情報の収集」
■ 437ページの「ネットワークアカウンティングの設定」

ネットワークトラフィックフローの概要
パケットは、システムに入力されるか、またはシステムから出力されるときにパス
をたどります。詳細なレベルで見ると、パケットは、NICの受信 (Rx)リングおよび
送信 (Tx)リングを通して送受信されます。これらのリングから、受信パケットはさ
らに処理するためにネットワークスタックに渡され、送信パケットはネットワーク
に送信されます。

第 21章「ネットワークリソースの管理」では、ネットワークレーンの概念について
説明します。ネットワークトラフィックを管理するために割り当てられたシステム
リソースの結合によって、ネットワークレーンが構成されます。そのため、ネット
ワークレーンは、特定のタイプのネットワークトラフィックのためにカスタマイズ
されたパスです。各レーンは、ハードウェアレーンまたはソフトウェアレーンのど
ちらかにすることができます。さらに、各レーンのタイプを受信レーンまたは送信
レーンのどちらかにすることができます。ハードウェアレーンとソフトウェア
レーンの区別は、リング割り当てをサポートするNICの能力に基づいています。リ
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ング割り当ての詳細は、399ページの「送信リングと受信リング」を参照してくださ
い。この章では主に、受信レーンを通して受信される受信トラフィックについて重
点的に説明します。

ハードウェアレーン上では、リングは、それらのレーンを使用するパケット専用に
なります。これに対して、ソフトウェアレーン上のリングはデータリンクの間で共
有されます。データリンクは、次の理由から、リングを共有するように構成されま
す。

■ 管理の目的。データリンクが、専用リングを必要とするリソース集約型プロセス
を実行していない可能性があります。

■ NICでリング割り当てがサポートされていない。
■ リング割り当てがサポートされているにもかかわらず、リングを排他的使用のた
めに割り当てることができなくなった。

さまざまなハードウェアレーンを示す次の図について検討します。

ネットワークトラフィックフローの概要
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この図は、次の構成を示しています。

■ システムには、nxgeという 1枚のNICがあります。

図 22–1 ハードウェアレーン

ネットワークトラフィックフローの概要
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■ リンクは、物理デバイス nxge0、vnic1、および vnic2上に構成されていま
す。データリンクとして、nxge0には、カスタマイズされた名前を割り当てるこ
とができます。ただし、この図で、リンクはデフォルトのデバイス名を保持して
います。

■ システムには複数のCPUがあります。
■ このNICは、動的なリング割り当てをサポートしています。そのため、ハード
ウェアレーンを構成するために、各リンクに一連のハードウェアリングを割り当
てることができます。さらに、各レーンには一連のCPUも割り当てられます。

トラフィックとリソース使用の監視 (タスクマップ)
ネットワークレーン上のパケットフローを監視することによって、パケットに
よってネットワークリソースがどのように使用されているかに関する情報を取得で
きます。dlstatコマンドでは、データリンクに関するこれらの情報が提供されま
す。flowstatコマンドは、既存のフローに対して同様の機能を実行します。

次の表は、システム内のネットワークトラフィックとリソース使用に関する統計情
報を取得するために使用できる各種の方法を示しています。

タスク 説明 手順

ネットワークトラフィックに関
する統計情報を取得します。

システムのネットワークインタ
フェース上の受信および送信ト
ラフィックを表示します。

430ページの「ネットワークト
ラフィックに関する基本的な統
計情報を取得する方法」

リングの使用に関する統計情報
を取得します。

受信および送信トラフィックが
NICのリング間でどのように分
散されているかを表示します。

432ページの「リング使用状況
に関する統計情報を取得する方
法」

特定のレーン上のネットワーク
トラフィックに関する統計情報
を取得します。

パケットが、システムのネット
ワークインタフェース上に構成
されたネットワークレーンをた
どるときの受信および送信トラ
フィックに関する詳細情報を表
示します。

433ページの「レーン上の
ネットワークトラフィックに関
する統計情報を取得する方法」

フロー上のトラフィックに関す
る統計情報を取得します。

ユーザーが定義したフローをた
どっている受信および送信トラ
フィックに関する情報を表示し
ます。

436ページの「フローに関する
統計情報を取得する方法」

ネットワークトラフィックのア
カウンティングを構成します。

アカウンティングの目的でトラ
フィック情報を取得するネット
ワークアカウンティングを構成
します。

438ページの「拡張ネット
ワークアカウンティングを構成
する方法」

トラフィックとリソース使用の監視 (タスクマップ)
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タスク 説明 手順

ネットワークトラフィックに関
する履歴統計情報を取得しま
す。

レーンやフローに関するネット
ワークトラフィックの履歴統計
情報を取得するために、拡張
ネットワークアカウンティング
のログファイルから情報を抽出
します。

439ページの「ネットワークト
ラフィックに関する履歴統計情
報を取得する方法」

フローを構成するための手順については、419ページの「フロー上のリソースの管
理」を参照してください。これらの 2つのコマンドについての詳細は、dlstat(1M)
および flowstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

リンク上のネットワークトラフィックに関する統計情報
の収集

dlstatコマンドと flowstatコマンドはそれぞれ、データリンクとフロー上のネット
ワークトラフィックに関する統計情報を監視および取得するためのツールです。こ
れらのコマンドは、dladmコマンドと flowadmコマンドに対応しています。次の表
は、*admコマンドのペアと *statコマンドのペアの間の対応、およびそれぞれの機
能を示しています。

管理コマンド 監視コマンド

コマンド 機能 コマンド 機能

dladmコマンドオプ
ション

データリンクを構成お
よび管理するための
ユーザーインタ
フェースとツール。

dlstatコマンドオプ
ション

データリンク上のトラ
フィックに関する統計
情報を取得するための
ユーザーインタ
フェースとツール。

flowadmコマンドオプ
ション

フローを構成および管
理するための
ユーザーインタ
フェースとツール。

flowstatコマンドオプ
ション

フロー上のトラ
フィックに関する統計
情報を取得するための
ユーザーインタ
フェースとツール。

dlstatコマンドの次のバリアントを使用すると、ネットワークトラフィック情報を
収集できます。

■ dlstat -システムによって送受信されているパケットに関する一般情報を表示し
ます。

リンク上のネットワークトラフィックに関する統計情報の収集
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■ dlstat show-phys -受信および送信リングの使用に関する情報を表示します。この
コマンドは、ネットワーク物理デバイスに関するトラフィック以外の情報を表示
する dladm show-physコマンドに対応しています。このコマンドが適用される
ネットワークレーンのレベルの図については、図 22–1を参照してください。

■ dlstat show-link -指定されたレーン上のトラフィックフローに関する詳細情報を
表示します。このレーンは、そのデータリンクで識別されます。このコマンド
は、データリンクに関するトラフィック以外の情報を表示する dladm show-link

および dladm show-vnicコマンドに対応しています。dlstat show-linkコマンドが
適用されるネットワークレーンのレベルの図については、図 22–1を参照してくだ
さい。

■ dlstat show-aggr -リンク集約でのポートの使用に関する情報を表示します。この
コマンドは、リンク集約に関するトラフィック以外の情報を表示する dladm

show-aggrコマンドに対応しています。

▼ ネットワークトラフィックに関する基本的な統計
情報を取得する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

すべてのデータリンク上の基本的なトラフィックフローを監視します。
# dlstat [-r|-t] [-i interval] [link]

[-r|-t] 受信側の統計情報のみ (-rオプション)または送信側の統計情報のみ
(-tオプション)のどちらかを表示します。これらのオプションを使用
しない場合は、受信側と送信側の両方の統計情報が表示されます。

-i interval 表示されている統計情報が更新される間隔 (秒単位)を指定します。こ
のオプションを使用しない場合は、静的な出力が表示されます。

link 指定されたデータリンクのみの統計情報を監視することを示しま
す。このオプションを使用しない場合は、すべてのデータリンクに関
する情報が表示されます。

単独で使用されると、dlstatコマンドは、構成されているすべてのデータリンク上
の受信および送信パケットに関する情報を表示します。

次の情報は、dlstatコマンドで使用するほとんどのオプションで表示されます。

■ IPインタフェースが構成されていて、トラフィックを送受信できるシステム内の
リンク

■ パケットとバイトサイズ
■ 割り込みとMACポーリングの統計情報

1

2
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■ パケットチェーンの長さ

受信側と送信側の基本的な統計情報の表示

この例では、システム上の構成されているすべてのデータリンク上で送受信されて
いるネットワークトラフィックに関する情報を表示します。

# dlstat

LINK IPKTS RBYTES OPKTS OBYTES

e1000g0 101.88K 32.86M 40.16K 4.37M

nxge1 4.50M 6.78G 1.38M 90.90M

vnic1 8 336 0 0

受信側の統計情報の 1秒間隔での表示

この例では、すべてのデータリンク上で受信されているトラフィックに関する情報
を表示します。これらの情報は 1秒ごとに更新されます。表示の更新を停止するに
は、Ctrl-Cを押します。

# dlstat -r -i 1

LINK IPKTS RBYTES INTRS POLLS CH<10 CH10-50 CH>50

e1000g0 101.91K 32.86M 87.56K 14.35K 3.70K 205 5

nxge1 9.61M 14.47G 5.79M 3.82M 379.98K 85.66K 1.64K

vnic1 8 336 0 0 0 0 0

e1000g0 0 0 0 0 0 0 0

nxge1 82.13K 123.69M 50.00K 32.13K 3.17K 724 24

vnic1 0 0 0 0 0 0 0

...

^C

この出力では、割り込みの統計情報 (INTRS)が重要です。割り込みの数が少ない場合
は、パフォーマンスの効率が高いことを示します。割り込みの数が多い場合は、特
定のリンクにさらに多くのリソースを追加することが必要になる場合があります。

送信側の統計情報の 5秒間隔での表示

この例では、すべてのデータリンク上で送信されているトラフィックに関する情報
を表示します。これらの情報は 5秒ごとに更新されます。

# dlstat -t -i 5

LINK OPKTS OBYTES BLKCNT UBLKCNT

e1000g0 40.24K 4.37M 0 0

nxge1 9.76M 644.14M 0 0

vnic1 0 0 0 0

e1000g0 0 0 0 0

nxge1 26.82K 1.77M 0 0

vnic1 0 0 0 0

...

^C

例22–1

例22–2

例22–3

リンク上のネットワークトラフィックに関する統計情報の収集
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▼ リング使用状況に関する統計情報を取得する方法
管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

リングの統計情報を表示します。
# dlstat show-phys [-r|-t] [-i interval] [link]

[-r|-t] 受信側の統計情報のみ (-rオプション)または送信側の統計情報のみ
(-tオプション)のどちらかを表示します。これらのオプションを使用
しない場合は、受信側と送信側の両方の統計情報が表示されます。

-i interval 表示されている統計情報が更新される間隔 (秒単位)を指定します。こ
のオプションを使用しない場合は、静的な出力が表示されます。

link 指定されたデータリンクのみの統計情報を監視することを示しま
す。このオプションを使用しない場合は、すべてのデータリンクに関
する情報が表示されます。

単独で使用されると、dlstat show-physコマンドは、構成されているすべてのデータ
リンク上の受信および送信パケットに関する情報を表示します。

データリンクの受信リングの統計情報の表示

この例では、データリンクの受信リングの使用状況を表示します。

# dlstat show-phys -r nxge1

LINK TYPE INDEX IPKTS RBYTES

nxge1 rx 0 21 1.79K

nxge1 rx 1 0 0

nxge1 rx 2 1.39M 2.10G

nxge1 rx 3 0 0

nxge1 rx 4 6.81M 10.26G

nxge1 rx 5 4.63M 6.97G

nxge1 rx 6 3.97M 5.98G

nxge1 rx 7 0 0

nxgeデバイスには、INDEXフィールドで識別される 8つの受信リングがあります。リ
ングごとのパケットの均一な分布は、それらのリングが、各リンクの負荷に応じて
リンクに正しく割り当てられていることを示す理想的な構成です。不均一な分布
は、リンクごとのリングの不均衡な分布を示していることがあります。この解決
は、NICによって、ユーザーがリンクごとにリングを再分散できる動的なリング割
り当てがサポートされているかどうかによって異なります。動的なリング割り当て
についての詳細は、399ページの「送信リングと受信リング」を参照してください。
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データリンクの送信リングの統計情報の表示

この例では、データリンクの送信リングの使用状況を表示します。

# dlstat show-phys -t nxge1

LINK TYPE INDEX OPKTS OBYTES

nxge1 tx 0 44 3.96K

nxge1 tx 1 0 0

nxge1 tx 2 1.48M 121.68M

nxge1 tx 3 2.45M 201.11M

nxge1 tx 4 1.47M 120.82M

nxge1 tx 5 0 0

nxge1 tx 6 1.97M 161.57M

nxge1 tx 7 4.59M 376.21M

nxge1 tx 8 2.43M 199.24M

nxge1 tx 9 0 0

nxge1 tx 10 3.23M 264.69M

nxge1 tx 11 1.88M 153.96M

▼ レーン上のネットワークトラフィックに関する統
計情報を取得する方法

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

ネットワークレーンに関する統計情報を表示します。
# dlstat show-link [-r [F]|-t] [-i interval] [link]

[-r|-t] 受信側の統計情報のみ (-rオプション)または送信側の統計情報のみ
(-tオプション)のどちらかを表示します。これらのオプションを使用
しない場合は、受信側と送信側の両方の統計情報が表示されます。

-i interval 表示されている統計情報が更新される間隔 (秒単位)を指定します。こ
のオプションを使用しない場合は、静的な出力が表示されます。

link 指定されたデータリンクのみの統計情報を監視することを示しま
す。このオプションを使用しない場合は、すべてのデータリンクに関
する情報が表示されます。

リングのグループ化がサポートされており、専用リングが構成されて
いる場合は、ハードウェアレーンの統計情報が表示されます。専用リ
ングが構成されていない場合は、ソフトウェアレーンの統計情報が表
示されます。

例22–5
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レーンの受信側の統計情報の表示

この例では、次の情報を表示します。

■ パケットがハードウェアレーン上で受信されている状況
■ パケットがソフトウェアレーン上で受信されている状況
■ パケットがソフトウェアレーン上で受信されたあと、割り当てられたCPUに
ファンアウトされている状況

次のコマンドでは、特定のリンクの受信側の統計情報を表示します。これらの情報
は、リング使用状況を示します。ただし、これらのデータには、帯域幅制限や優先
処理などのほかのリソース割り当ての実装も反映されている可能性があります。

# dlstat show-link -r nxge1

LINK TYPE ID INDEX IPKTS RBYTES INTRS POLLS CH<10 CH10-50 CH>50

nxge1 rx local -- 0 0 0 0 0 0 0

nxge1 rx hw 1 0 0 0 0 0 0 0

nxge1 rx hw 2 1.73M 2.61G 1.33M 400.22K 67.03K 7.49K 38

nxge1 rx hw 3 0 0 0 0 0 0 0

nxge1 rx hw 4 8.44M 12.71G 4.35M 4.09M 383.28K 91.24K 2.09K

nxge1 rx hw 5 5.68M 8.56G 3.72M 1.97M 203.68K 43.94K 854

nxge1 rx hw 6 4.90M 7.38G 3.11M 1.80M 168.59K 42.34K 620

nxge1 rx hw 7 0 0 0 0 0 0 0

次のコマンドでは、特定のリンクの受信側の統計情報を表示します。この出力
で、IDフィールドは、ハードウェアリングが排他的に割り当てられているのか、ま
たはクライアントの間で共有されているのかを示します。ixgbeカードでは、リンク
上にVNICなどのほかのクライアントも構成されている場合はRxリングが共有され
ます。そのため、この特定の例では、IDフィールドの swの値で示されるようにRx
リングは共有されています。

# dlstat show-link -r ixgbe0

LINK TYPE ID INDEX IPKTS RBYTES INTRS POLLS CH<10 CH10-50 CH>50

ixgbe0 rx local -- 0 0 0 0 0 0 0

ixgbe0 rx sw -- 794.28K 1.19G 794.28K 0 0 0 0

次のコマンドは、特定のリンクの受信側の統計情報の使用法を示しています。さら
に、このコマンドでは -Fオプションが使用されているため、出力にはファンアウト
情報も表示されます。具体的には、ファンアウト数は 2つ (0と 1)です。リング 0を
使用するハードウェアレーン上で受信されたネットワークトラフィックは分割さ
れ、2つのファンアウトにわたって渡されます。同様に、リング 1を使用するハード
ウェアレーン上で受信されたネットワークトラフィックも分割され、2つのファンア
ウトにわたって分配されます。

# dlstat show-link -r -F nxge1

LINK ID INDEX FOUT IPKTS

nxge1 local -- 0 0

nxge1 hw 0 0 382.47K

nxge1 hw 0 1 0
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nxge1 hw 1 0 367.50K

nxge1 hw 1 1 433.24K

レーンの送信側の統計情報の表示

次の例では、特定のレーン上の送信パケットに関する統計情報を表示します。

# dlstat show-link -t nxge1

LINK TYPE ID INDEX OPKTS OBYTES BLKCNT UBLKCNT

nxge1 tx hw 0 32 1.44K 0 0

nxge1 tx hw 1 0 0 0 0

nxge1 tx hw 2 1.48M 97.95M 0 0

nxge1 tx hw 3 2.45M 161.87M 0 0

nxge1 tx hw 4 1.47M 97.25M 0 0

nxge1 tx hw 5 0 276 0 0

nxge1 tx hw 6 1.97M 130.25M 0 0

nxge1 tx hw 7 4.59M 302.80M 0 0

nxge1 tx hw 8 2.43M 302.80M 0 0

nxge1 tx hw 9 0 0 0 0

nxge1 tx hw 10 3.23M 213.05M 0 0

nxge1 tx hw 11 1.88M 123.93M 0 0

フロー上のネットワークトラフィックに関する統計情報
の収集

フローの統計情報は、システム上で定義されている任意のフロー上のパケットトラ
フィックを評価するのに役立ちます。フロー情報を取得するには、flowstatコマン
ドを使用します。このコマンドについての詳細は、flowstat(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

flowstatコマンドのもっとも一般的に使用される構文は次のとおりです。

# flowstat [-r|-t] [-i interval] [-l link flow]

[-r|-t] 受信側の統計情報のみ (-rオプション)または送信側の統計情報のみ
(-tオプション)のどちらかを表示します。これらのオプションを使用
しない場合は、受信側と送信側の両方の統計情報が表示されます。

-i interval 表示されている統計情報が更新される間隔 (秒単位)を指定します。こ
のオプションを使用しない場合は、静的な出力が表示されます。

link 指定されたデータリンク上のすべてのフローの統計情報を監視するこ
とを示します。このオプションを使用しない場合は、すべてのデータ
リンク上のすべてのフローに関する情報が表示されます。

flow 指定されたフローのみの統計情報を監視することを示します。このオ
プションを使用しない場合は、リンクを指定したかどうかに応じ
て、すべてのフローの統計情報が表示されます。
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▼ フローに関する統計情報を取得する方法
flowstatコマンドは、ネットワーク構成内にフローが存在する場合にのみ使用でき
ます。フローを構成するには、第 21章「ネットワークリソースの管理」を参照して
ください。

以前にフロー制御を構成したシステムで、大域ゾーンの管理者になります。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

フロー上のネットワークトラフィックを監視する方法のサンプルを取得するに
は、次のコマンドのいずれかを実行します。

■ すべてのフロー上の受信および送信パケットに関する統計情報を表示します。

# flowstat

このコマンドでは、構成されているすべてのフロー上のトラフィック情報の静的
な表示が提供されます。

■ すべてのフローに関する基本的なネットワークトラフィック統計情報を指定され
た間隔で表示します。

# flowstat -i interval

この統計情報の表示は、ユーザーがCtrl-Cを押して出力の生成を停止するま
で、指定された間隔で更新されます。

■ 指定されたデータリンク上に構成されているすべてのフロー上の受信パケットに
関する統計情報を表示します。

# flowstat -r -l link
■ 指定されたフロー上の送信パケットに関する統計情報を指定された間隔で表示し
ます。

# flowstat -t -i interval flow

すべてのフローのトラフィック統計情報の 1秒間隔での表示

この例では、システム上で構成されているすべてのフロー上の受信および送信トラ
フィックに関する情報を 1秒ごとに表示します。

# flowstat -i 1

FLOW IPKTS RBYTES IERRS OPKTS OBYTES OERRS

flow1 528.45K 787.39M 0 179.39K 11.85M 0

flow2 742.81K 1.10G 0 0 0 0

flow3 0 0 0 0 0 0

flow1 67.73K 101.02M 0 21.04K 1.39M 0

flow2 0 0 0 0 0 0

flow3 0 0 0 0 0 0

始める前に
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...

^C

すべてのフローの送信側の統計情報の表示

# flowstat -t

FLOW OPKTS OBYTES OERRS

flow1 24.37M 1.61G 0

flow2 0 0 0

flow1 4 216 0

指定されたリンク上のすべてのフローの受信側の統計情報の表示

この例では、データリンク net0上に作成されたすべてのフローのハードウェア
レーン内の受信トラフィックを表示します。

# flowstat -r -i 2 -l net0

FLOW IPKTS RBYTES IERRS

tcp-flow 183.11K 270.24M 0

udp-flow 0 0 0

tcp-flow 373.83K 551.52M 0

udp-flow 0 0 0

tcp-flow 372.35K 549.04M 0

udp-flow 0 0 0

tcp-flow 372.87K 549.61M 0

udp-flow 0 0 0

tcp-flow 371.57K 547.89M 0

udp-flow 0 0 0

tcp-flow 191.92K 282.95M 0

udp-flow 206.51K 310.70M 0

tcp-flow 0 0 0

udp-flow 222.75K 335.15M 0

tcp-flow 0 0 0

udp-flow 223.00K 335.52M 0

tcp-flow 0 0 0

udp-flow 160.22K 241.07M 0

tcp-flow 0 0 0

udp-flow 167.89K 252.61M 0

tcp-flow 0 0 0

udp-flow 9.52K 14.32M 0

^C

ネットワークアカウンティングの設定
拡張アカウンティング機能を使用すると、ネットワークトラフィックに関する統計
情報をログファイル内に取得できます。この方法では、追跡、プロビジョニン
グ、統合、および請求の目的でトラフィックのレコードを保持することができま
す。あとで、一定期間にわたるネットワーク使用に関する履歴情報を取得するため
に、このログファイルを参照できます。
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拡張アカウンティング機能を構成するには、acctadmコマンドを使用します。

▼ 拡張ネットワークアカウンティングを構成する方
法

ネットワーク使用を追跡するインタフェースを備えたシステムで、管理者になりま
す。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

システム内の拡張ネットワークアカウンティングのステータスを表示します。
# acctadm net

acctadmコマンドを使用して、次の 4つのタイプの拡張アカウンティングを有効にす
ることができます。

■ プロセスアカウンティング
■ タスクアカウンティング
■ IPQoS (IP Quality of Service)のためのフローアカウンティング
■ リンクとフローのためのネットワークアカウンティング

netを指定すると、ネットワークアカウンティングのステータスが表示されま
す。netが使用されない場合は、4つのすべてのアカウンティングタイプのステータ
スが表示されます。

注 –ネットワークアカウンティングはまた、419ページの「フロー上のリソースの管
理」で説明されている flowadmおよび flowstatコマンドで管理されるフローにも適
用されます。そのため、これらのフローのためのアカウンティングを設定するに
は、acctadmコマンドで netオプションを使用します。フローアカウンティングを有
効にし、IPQoS構成に適用される flowオプションは使用しないでください。

ネットワークトラフィックのための拡張アカウンティングを有効にします。
# acctadm -e extended -f filename net

ここで、filenameには、ネットワークトラフィックの統計情報を取得するログファイ
ルのフルパスが含まれます。このログファイルは、指定した任意のディレクトリ内
に作成できます。

拡張ネットワークアカウンティングがアクティブになっていることを確認します。
# acctadm net
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ネットワークトラフィックのための拡張アカウンティングの構成

この例は、データリンクおよびシステム上で構成されている任意のフロー上の
ネットワークトラフィックに関する履歴情報を取得して表示する方法を示していま
す。

最初に、次のように、すべてのアカウンティングタイプのステータスを表示しま
す。

# acctadm

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

Flow accounting: inactive

Flow accounting file: none

Tracked flow resources: none

Untracked flow resources: extended

Network accounting: inactive

Network accounting file: none

Tracked Network resources: none

Untracked Network resources: extended

この出力は、ネットワークアカウンティングがアクティブになっていないことを示
します。

次に、拡張ネットワークアカウンティングを有効にします。

# acctadm -e extended -f /var/log/net.log net

# acctadm net

Net accounting: active

Net accounting file: /var/log/net.log

Tracked net resources: extended

Untracked net resources: none

ネットワークアカウンティングを有効にしたら、dlstatおよび flowstatコマンドを
使用して、ログファイルから情報を抽出できます。次の手順は、このための手順に
ついて説明しています。

▼ ネットワークトラフィックに関する履歴統計情報
を取得する方法
ネットワークに関する履歴データを表示するには、その前にネットワークのための
拡張アカウンティングを有効にする必要があります。さらに、フロー上のトラ
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フィックに関する履歴データを表示するには、まず 419ページの「フロー上のリ
ソースの管理」の説明に従ってシステム内のフローを構成する必要があります。

ネットワーク使用を追跡するインタフェースを備えたシステムで、管理者になりま
す。

詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「管理権限を取得する
方法」を参照してください。

データリンク上のリソース使用状況に関する履歴情報を抽出して表示するには、次
のコマンドを使用します。

# dlstat show-link -h [-a] -f filename [-d date] [-F format] [-s start-time] [-e end-time] [link]

-h リソース使用状況に関する履歴情報の概要をデータリンク上の受信
および送信パケットごとに表示します。

-a すべてのデータリンク (データ取得のあとにすでに削除されたデータ
リンクを含む)上のリソース使用状況を表示します。

-f filename acctadmコマンドでネットワークアカウンティングが有効にされたと
きに定義されたログファイルを指定します。

-d 情報が使用可能な日付のログ記録された情報を表示します。

-F format データを特定の形式で表示します。現在、サポートされている形式
は gnuplotだけです。

-s start-time,
-e end-time 指定された日付と時刻の範囲の使用可能なログ記録された情報を表

示します。MM/DD/YYY,hh:mm:ssの形式を使用します。hour (hh)に
は、24時間制のクロック表記を使用する必要があります。日付を含
めない場合は、現在の日付の時間範囲のデータが表示されます。

link 指定されたデータリンクの履歴データを表示します。このオプ
ションを使用しない場合は、構成されているすべてのデータリンク
の履歴ネットワークデータが表示されます。

構成されているフロー上のネットワークトラフィックに関する履歴情報を抽出して
表示するには、次のコマンドを使用します。
# flowstat -h [-a] -f filename [-d date] [-F format] [-s start-time] [-e end-time] [flow]

-h リソース使用状況に関する履歴情報の概要をデータリンク上の受信
および送信パケットごとに表示します。

-a すべてのデータリンク (データ取得のあとにすでに削除されたデータ
リンクを含む)上のリソース使用状況を表示します。

-f filename acctadmコマンドでネットワークアカウンティングが有効にされたと
きに定義されたログファイルを指定します。

1

2

3
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-d 情報が使用可能な日付のログ記録された情報を表示します。

-F format データを特定の形式で表示します。現在、サポートされている形式
は gnuplotだけです。

-s start-time,
-e end-time 指定された日付と時刻の範囲の使用可能なログ記録された情報を表

示します。MM/DD/YYY,hh:mm:ssの形式を使用します。hour (hh)に
は、24時間制のクロック表記を使用する必要があります。日付を含
めない場合は、現在の日付の時間範囲のデータが表示されます。

link 指定されたデータリンクの履歴データを表示します。このオプ
ションを使用しない場合は、構成されているすべてのデータリンク
の履歴ネットワークデータが表示されます。

flow 指定されたフローの履歴データを表示します。このオプションを使
用しない場合は、構成されているすべてのフローの履歴ネット
ワークデータが表示されます。

データリンク上のリソース使用状況に関する履歴情報の表示

次の例は、指定されたデータリンク上のネットワークトラフィックとそのリソース
の使用に関する履歴統計情報を示しています。

# dlstat show-link -h -f /var/log/net.log

LINK DURATION IPACKETS RBYTES OPACKETS OBYTES BANDWIDTH

e1000g0 80 1031 546908 0 0 2.44 Kbps

フロー上のリソース使用状況に関する履歴情報の表示

次の例は、フロー上のネットワークトラフィックとそのリソースの使用に関する履
歴統計情報を表示するための各種の方法を示しています。

リソース使用状況の履歴統計情報をフロー上のトラフィックごとに表示します。

# flowstat -h -f /var/log/net.log

FLOW DURATION IPACKETS RBYTES OPACKETS OBYTES BANDWIDTH

flowtcp 100 1031 546908 0 0 43.76Kbps

flowudp 0 0 0 0 0 0.00Mbps

指定された日付と時刻の範囲にわたるリソース使用状況の履歴統計情報をフロー上
のトラフィックごとに表示します。

# flowstat -h -s 02/19/2008,10:39:06 -e 02/19/2008,10:40:06 \

-f /var/log/net.log flowtcp

FLOW START END RBYTES OBYTES BANDWIDTH

flowtcp 10:39:06 10:39:26 1546 6539 3.23 Kbps

flowtcp 10:39:26 10:39:46 3586 9922 5.40 Kbps

例22–12

例22–13
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flowtcp 10:39:46 10:40:06 240 216 182.40 bps

flowtcp 10:40:06 10:40:26 0 0 0.00 bps

指定された日付と時刻の範囲にわたるリソース使用状況の履歴統計情報をフロー上
のトラフィックごとに表示します。これらの情報は gnuplot形式を使用して表示され
ます。

# flowstat -h -s 02/19/2008,10:39:06 -e 02/19/2008,10:40:06 \

-F gnuplot -f /var/log/net.log flowtcp

# Time tcp-flow

10:39:06 3.23

10:39:26 5.40

10:39:46 0.18

10:40:06 0.00

ネットワークアカウンティングの設定
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用語集

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。

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。

443



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
鍵情報の供給を自動化します。

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サポートしています。

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サポートしてい
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メカニズム。

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
の発信元と着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。

HMAC
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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。

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 リモートロケーションから IPブロードキャストアドレスまたは複数のブロードキャス
トアドレスに向けられた ICMP echo requestパケットを使用して、深刻なネットワークの
輻輳や中断を引き起こすこと。

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。

TCP/IP
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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。

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からレイヤー 3デバイスへの経路が、正しく動作し始めたこ
とを検出する処理。

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。

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リソース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ーとしてまとめて管理されます。「内
部」仮想ネットワークは、ネットワークリソース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。

Triple-DES
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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。

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。

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。

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鍵が存在している間、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。

自動設定
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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。

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。

障害検出
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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。Oracleの 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。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。

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、igbカードなど複数の物理インタフェースを装備できるものもあります。

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。

ノード
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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。

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。

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、igbのように複数の接続点
を持つものもあります。

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。

パケット
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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。

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。

リダイレクト
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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つだけ持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。

リンク -ローカル・アドレス
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新機能, WiFi, 210

す
推移的プローブ, 284–285
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ターゲットシステム、IPMP,手動構成, 317–318
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照
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データリンク
「dladmコマンド」も参照
Ethernetパラメータ, 168–170
MTUサイズ, 165–167
STREAMSモジュール, 176
カスタマイズされた名前の使用規則, 30–31
情報の表示, 162–163
データリンクの削除, 163
命名規則, 26–31
リンク上での IPインタフェースの構成, 184
リンク速度パラメータ, 167–168
リンクの名前の変更, 160
リンクプロパティーの管理, 158
リンク名, 26–31

IPMP構成での使用, 273–274

と
動的再構成 (DR)
「ネットワークインタフェースカード

(NIC)」も参照
IPMPとの相互運用, 288–290
IPMPとの連携, 320–322
NICの交換, 173
インタフェースの操作、IPMP, 289, 290,

320–322
カスタマイズリンク名による柔軟性, 31
定義, 292

動的なリングのグループ化,「リングのグループ
化」を参照

トークンリング, IPMPサポート, 305
匿名グループ, 287, 293
特権ポート, ipadmコマンドでの設定, 194

な
なりすまし,リンクの保護, 389–391

ね
ネットワークインタフェースカード (NIC)

Ethernetパラメータ設定, 168–170

ネットワークインタフェースカード (NIC) (続き)
NICドライバの公開および非公開プロパ
ティー, 164

交換、DRの使用, 173, 320–322
交換、DRを使用, 290
障害とフェイルオーバー, 293
動的再構成, 292
リンク速度パラメータ, 167–168

ネットワーク構成プロファイル (NCP), 153–154
ネットワーク使用の監視, 425
ネットワークスタック, 22, 24
ネットワークトラフィックの統計情報,リングご
との, 432–433

ネットワークの統計情報,「ネットワーク使用の
監視」を参照

ネットワークリソースの管理, 395
実装のための dladmコマンド, 397
フローの使用, 396
リンク, 395

ネットワークレーン, 395
ソフトウェアレーン, 425
ハードウェアレーン, 425

は
ハードウェアベースのクライアント, 399
ハードウェアリング, 399–414

ふ
負荷分散, 271, 295
集約間, 244

物理インタフェース, 242–243
「インタフェース」も参照

物理接続点 (PPA), 256
フロー, 396, 419–424
フロー制御,「フロー」を参照
プローブターゲット、IPMP,定義, 297
プローブトラフィック, 284–286
プローブベースの障害検出, 284–286
「IPMP、検査用アドレス」も参照
「IPMP、検査用アドレスを使用しない」も参
照
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プローブベースの障害検出 (続き)
推移的プローブ, 284–285
ターゲットシステムの構成, 316–320
と検査用アドレス, 285–286

へ
ベースとなるインタフェース, 298

ほ
ホットスポット、WiFi
定義, 210
ホットスポットを探す, 211

ポリシー、負荷分散, 244
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無線インタフェース,「WiFi」を参照
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リソース制御,「ネットワークリソースの管
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リング、送信と受信, 399–414
リングのグループ化
「リング割り当て」も参照
動的および静的, 399–414

リンクベースの障害検出, 286–287
リンク保護, 389–391
構成, 391–393

リンク保護タイプ, 390–391
ip-nospoof, 390
mac-nospoof, 390

リンク保護タイプ (続き)
restricted, 390

リンク名,「データリンク」を参照
リンクローカルアドレス、IPMP, 283–284
リング割り当て
「リングのグループ化」も参照
VLAN, 400
実装するための手順, 401
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