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はじめに

Oracle Solarisの『Oracle Solarisの管理: IPサービス』へようこそ。このドキュメント
は、Oracle Solarisシステム管理情報の重要な部分を説明する 14巻から成るドキュメ
ントセットの一部です。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。ネットワークを構成する準備、またはネットワークで必
要となる任意のネットワークソフトウェアを構成する準備を整えるようにしてくだ
さい。

注 –このOracle Solarisのリリースでは、SPARCおよび x86ファミリのプロセッサ
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。

システム管理ガイドセットの構成
システム管理マニュアルセットに含まれる各マニュアルとその内容は、次のとおり
です。

マニュアルのタイトル トピック

『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』

システムのブートとシャットダウン、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プラットフォームでのブート
の障害追跡

『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』

システムのブートとシャットダウン、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プラットフォームでのブートの障
害追跡

『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、ハードウェア障害、システム情報、システ
ムリソース、およびシステムパフォーマンスの管理、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
ムやソフトウェアの問題の障害追跡

19
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マニュアルのタイトル トピック

『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のネームサービスやディレクト
リサービス (NISから LDAPへの移行も含む)

『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、集約、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)』

使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
る方法の制御を可能にするリソース管理機能、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環境を作成するOracle Solaris
ゾーンソフトウェア区分技術、およびOracle Solaris 11
カーネル上で動作するOracle Solaris 10環境をホストする
Oracle Solaris 10ゾーン

『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、およびウィルススキャン

『Oracle Solaris Administration: SMB and Windows
Interoperability』

SMBクライアントから SMB共有を使用できるように
Oracle Solarisシステムを構成することを可能にする SMB
サービス、SMB共有へのアクセスを可能にする SMBクラ
イアント、およびOracle SolarisシステムとWindowsシス
テムとの間でユーザーとグループの IDをマッピングでき
るようにするネイティブアイデンティティーマッピング
サービス

『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

はじめに
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マニュアルのタイトル トピック

『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』 Oracle Solaris 10からOracle Solaris 11への移行に関するシス
テム管理情報や例の提供 (インストール、デバイ
ス、ディスク、およびファイルシステムの管理、ソフト
ウェア管理、ネットワーキング、システム管理、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
管理とユーザー環境、エミュレートされたボリューム、ト
ラブルシューティングとデータ回復、の各分野)

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。

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

「」 参照する章、節、ボタンやメ
ニュー名、強調する単語を示しま
す。

第 5章「衝突の回避」を参照してくだ
さい。

この操作ができるの
は、「スーパーユーザー」だけです。

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

sun% grep ‘^#define \

XV_VERSION_STRING’

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

■ Cシェル

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

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

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

# 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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TCP/IPの管理
このパートでは、TCP/IPネットワークを構成、管理、および障害追跡するため
の手順および概念情報について説明します。

パ ー ト I
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ネットワーク配備の計画

この章では、ネットワーク設定を計画するときのさまざまな考慮点について簡単に
説明します。これらの問題を考慮しておけば、費用対効果の高い組織化された方法
でネットワークを配備しやすくなります。ネットワーク計画の詳細はこのドキュメ
ントの範囲外です。一般的な指示のみが提供されます。

このドキュメントは、読者がネットワークの基本的な概念や用語に習熟しているこ
とを前提にしています。そうした基本概念の概要については、次のリソースを参照
してください。

■ TCP/IPプロトコル群やその開放型相互接続 (OSI)モデルの実装の概要について
は、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 1章「Oracle Solaris TCP/IPプロ
トコル群 (概要)」を参照してください

■ このOracle SolarisリリースでのTCP/IPプロトコル群の実装方法の簡単な説明につ
いては、『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』の第 1章「ネットワークスタックの概要」を参照してください。

後続の該当するセクションでも、紹介や概要の参照先を示します。

ネットワーク計画 (タスクマップ)
次の表に、ネットワーク構成を計画するためのさまざまなタスクの一覧を示しま
す。

タスク 説明 参照先

計画しているネットワークトポ
ロジのハードウェア要件を識別
します。

ユーザーのネットワークサイト
で必要になる装置のタイプを決
定します。

26ページの「ネットワーク
ハードウェアの決定」

特定の種類の機器について
は、機器メーカーの文書を参照
してください。

1第 1 章
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タスク 説明 参照先

使用する IPアドレスのタイプ
を決定し、登録済みの IPアド
レスを取得します。

IPv4のみのネットワーク、IPv6
のみのネットワーク、またはそ
の両方のタイプの IPアドレス
を使用するネットワークのいず
れを配備するのかを選択しま
す。インターネット上のパブ
リックネットワークと通信でき
るように、一意の IPアドレス
を取得します。

27ページの「ネットワークの
IPアドレス指定形式の決定」

29ページの「ネットワークの
IP番号の取得」

ネットワーク内のホストを識別
する名付けスキームと、使用す
るネームサービスを決定しま
す。

ネットワーク上のシステムに割
り当てる名前のリストを作成
し、NIS、LDAP、DNS、または
ローカルの /etcディレクトリ
内のネットワークデータベース
のいずれを使用するかを決定し
ます。

30ページの「ホスト名の管
理」

30ページの「ネームサービス
とディレクトリサービスの選
択」

必要であれば、管理上の区分を
確立し、サブネットの方針を設
計します。

管理作業を分担するための区分
を提供するために、サイトの
ネットワークをサブネットに分
割する必要があるかどうかを決
定します

32ページの「サブネットの使
用」

ネットワーク設計での
ルーターの位置を決定します。

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

『Solarisのシステム管理 (IP
サービス)』の「ネットワーク
上でのルーターの計画」

全体のネットワーク構成ス
キームで仮想ネットワークを作
成するかどうかを決定します。

ネットワークのハードウェア設
置面積を減らせるよう、システ
ム内に仮想ネットワークを作成
しなければいけない場合もあり
ます。

『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』の
パート III「ネットワーク仮想
化およびリソース管理」

ネットワークハードウェアの決定
サポートする予定のシステムの数は、ネットワークの構成方法に影響を与えま
す。組織によっては、1つの階または 1つのビルの中にある数十台のスタンドアロン
システムから成る小さいネットワークが必要な場合もあります。また、複数のビル
に散在する 1000以上のシステムを持つネットワークの設定が必要な場合もありま
す。このような大きい設定の場合は、ネットワークを「サブネット」と呼ばれる小
区分に分割することが必要になる場合もあります。

ハードウェアに関して下す必要のある計画上の決定のいくつかを、次に示します。

■ ネットワークトポロジ、ネットワークハードウェアのレイアウトと接続

ネットワークハードウェアの決定
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■ ネットワークでサポート可能なホストシステムのタイプと数 (必要になる可能性
のあるサーバーも含む)

■ それらのシステムに装着するネットワークデバイス
■ Ethernetなど、使用するネットワークメディアのタイプ
■ このメディアを拡張してローカルネットワークを外部ネットワークに接続するた
めにブリッジまたはルーターが必要かどうか

注 –ルーターがどのように動作するかの説明については、『Solarisのシステム管
理 (IPサービス)』の「ネットワーク上でのルーターの計画」を参照してくださ
い。ブリッジの概要については、『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』の「ブリッジングの概要」を参照してください

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
ネットワークのアドレス指定スキームを計画するときには、次の要因を考慮してく
ださい。

■ 使用する IPアドレスの種類 (IPv4または IPv6)
■ ネットワーク上の潜在的なシステムの数
■ 独立した IPアドレスを持つ複数のネットワークインタフェースカード (NIC)を必
要とする、マルチホームまたはルーターとなるシステムの数

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

IPアドレスの大まかな種類を次に示します。

IPv4アドレス
これらの 32ビットアドレスは、TCP/IPの元の IPアドレス指定形式です。

クラスベースの IPv4アドレス指定の概要については、次のリソースを参照してくだ
さい。

■ 『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv4アドレス指定スキーマの設計」
■ Internet Protocol DARPA Internet Program Protocol Specification (http://

tools.ietf.org/html/rfc791)

IETFは、IPv4アドレスの不足や世界的なインターネット経路制御テーブルの容量不
足に対する短期的および中期的な対応策として、クラスレスドメイン間ルーティン
グ (CIDR)アドレスを開発しました。

詳細は、次のリソースを参照してください。

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
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■ 『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv4 CIDRアドレス指定スキーマの設
計」

■ Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and
Aggregation Plan (http://tools.ietf.org/html/rfc4632)

次の表に、サブネットをCIDR表記と小数点付き 10進数形式の両方で示します。

表 1–1 CIDR接頭辞と 10進数での表現

CIDRネットワーク接頭辞
ドット付き 10進数でのサブネット表
現 使用可能な IPアドレス

/19 255.255.224.0 8,192

/20 255.255.240.0 4,096

/21 255.255.248.0 2,048

/22 255.255.252.0 1,024

/23 255.255.254.0 512

/24 255.255.255.0 256

/25 255.255.255.128 128

/26 255.255.255.192 64

/27 255.255.255.224 32

DHCPアドレス
動的ホスト構成プロトコル (DHCP)を使用すると、システムは、ブートプロセスの一
環として、IPアドレスなどの構成情報をDHCPサーバーから受け取ることができま
す。DHCPサーバーは、DHCPクライアントに割り当てるアドレスの入った IPアド
レスのプールを格納しています。そのため、DHCPを使用する 1つのサイト用の IP
アドレスプールは、すべてのクライアントに常時 IPアドレスを割り当てた場合に比
べて、小さくなります。DHCPサービスを設定すると、サイトの IPアドレスまたは
アドレスの一部を管理できます。詳細については、第 10章「DHCPについて (概
要)」を参照してください。

IPv6アドレス
128ビットの IPv6アドレスは、IPv4で使用可能なアドレス空間よりも広大なアドレ
ス空間を提供します。IPv6アドレスはCIDR形式の IPv4アドレスと同様にクラスレ
スであり、サイトのネットワークを定義するアドレス部分を指定するために接頭辞
を使用します。

IPv6アドレスの詳細は、次のリソースを参照してください。

ネットワークの IPアドレス指定形式の決定
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■ 『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6アドレス指定の概要」
■ Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (http://tools.ietf.org/html/rc2460)

プライベートアドレスと文書の接頭辞
IANAでは、プライベートネットワークで使用するために、IPv4アドレスのブロック
と IPv6サイト接頭辞が予約されています。これらのプライベートアドレスは、プラ
イベートネットワーク内のネットワークトラフィックに対して使用されます。これ
らのアドレスはドキュメント内でも使用されます。

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

IPv4アドレス範囲 ネットマスク

10.0.0.0 - 10.255.255.255 10.0.0.0

172.16.0.0 - 172.31.255.255 172.16.0.0

192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.0.0

IPv6アドレスの場合、2001:db8::/32という接頭辞は、このドキュメントの例だけで
使用される特別な IPv6接頭辞です。このドキュメントの例では、プライベート IPv4
アドレスと予約 IPv6文書接頭辞を使用します。

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

プライベートネットワークがインターネット上の外部ネットワークと通信できるよ
うにするには、ネットワーク用の登録済み IP番号を適切な組織から取得する必要が
あります。取得したアドレスが、IPv4アドレス指定スキームのネットワーク番号ま
たは IPv6アドレス指定スキームのサイト接頭辞となります。

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

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

ネットワーク上のエンティティーへの名前付け
TCP/IPは、ネットワーク上の特定のシステムを見つけるときに、そのシステムの IP
アドレスを使用します。ただし、ホスト名を使用すれば、IPアドレスの場合よりも
容易にシステムを識別できます。TCP/IPプロトコル (およびOracle Solaris)では、シ
ステムを一意なものとして識別するために、IPアドレスとホスト名の両方が必要で
す。

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

ホスト名の管理
ネットワークを構成するシステム用の名付けスキームを計画します。サーバーとし
て機能し、複数のNICを持つシステムでは、その主ネットワークインタフェースの
IPアドレスに関連付けられたホスト名を少なくとも 1つ提供する必要があります。

ネットワーク上の 2つのマシンが両方とも同じホスト名を持つことはできませ
ん。したがって、各ホスト名はそれぞれのシステムに固有でなければいけませ
ん。ただし、一意の名前が割り当てられたホストまたはシステムが複数の IPアドレ
スを持つことは可能です。

ネットワークの計画を立てるときは、IPアドレスとそれぞれのホスト名のリストを
作って、設定工程中に各マシンに簡単にアクセスできるようにしてください。この
リストは、すべてのホスト名が一意かどうかを検査するために役立ちます。

ネームサービスとディレクトリサービスの選択
Oracle Solarisでは次の 3種類のネームサービスから選択できます:ローカルファイ
ル、NIS、およびDNS。ネームサービスは、ホスト名、IPアドレス、Ethernetアドレ
スなど、ネットワーク上のマシンに関する重要な情報を維持します。また、ネーム

ネットワーク上のエンティティーへの名前付け

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月30

http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm
http://www.iana.org/ipaddress/ip-addresses.htm


サービスのほかに、あるいはネームサービスの代わりに、LDAPディレクトリサービ
スを使用することもできます。Oracle Solarisのネームサービスの概要について
は、『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory Services』のパート I「About
Naming and Directory Services」を参照してください。

OSのインストール時に、サーバー、クライアント、またはスタンドアロンシステム
のホスト名と IPアドレスを入力します。インストールプログラムはこの情報
を、ネットワークへのサービス提供時にネットワークサービスによって使用される
hostsデータベース内に追加します。

ネットワークデータベースの構成は重要です。したがって、ネットワーク計画工程
の一環として、どのネームサービスを使用するかを決定する必要がありま
す。ネームサービスの使用の決定は、ネットワークを管理ドメインとして編成する
かどうかにも影響を与えます。

ネームサービスとしては、次のいずれかを選択できます。

■ NISまたはDNS — NISおよびDNSネームサービスは、ネットワーク上のいくつか
のサーバー上でネットワークデータベースを維持します。『Oracle Solaris
Administration: Naming and Directory Services』では、これらのネームサービスにつ
いて説明し、データベースの構成方法について解説しています。このガイドで
は、「名前空間」と「管理ドメイン」の概念についても詳しく説明されていま
す。

■ ローカルファイル— NIS、LDAP、またはDNSを実装しない場合、ネットワーク
はローカルファイルを使用してネームサービスを提供します。「ローカルファイ
ル」とは、ネットワークデータベースが使用するためのものとして /etcディレク
トリに入っている一連のファイルのことです。このドキュメントに示す手順で
は、特に断らない限り、ネームサービスとしてローカルファイルを使用している
ものとします。

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

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

ドメイン名は階層構造になっています。一般に、新規のドメインは、既存の関連す
るドメインの下に配置されます。たとえば、子会社のドメイン名はその親会社のド
メイン名の下に配置されます。ドメイン名がほかの関係を持たない場合、組織はそ
のドメイン名を、.com、.org、.edu、.govなど、既存の最上位ドメインのいずれか
の下に直接配置できます。

ネットワーク上のエンティティーへの名前付け
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サブネットの使用
サブネットの使用は、サイズや制御の問題を解決するための管理区分の必要性と関
係しています。ネットワーク内のホストとサーバーの数が増えるに従って、管理タ
スクはますます複雑になります。管理区分を作成してサブネットを使用すれば、複
雑なネットワークの管理が容易になります。ネットワーク管理の作業を分化するか
どうかは、次の要因によって判断します。

■ ネットワークのサイズ

サブネットは、区分の場所が地理的に広範囲に分散している比較的小規模な
ネットワークでも役立ちます。

■ ユーザーのグループが共有する共通のニーズ

たとえば、単一の建物内のみに制限された、比較的少数のマシンをサポートする
ネットワークがあるとします。これらのマシンはいくつかのサブネットワークに
分割されています。各サブネットワークは、異なるニーズを持つユーザーのグ
ループをサポートします。このような場合は、サブネットごとに管理部門を設立
するとよいでしょう。

一般的な説明については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「サブネット
化とは」を参照してください。

仮想ネットワークの配備
このOracle Solarisリリースでは、ゾーンと仮想ネットワークカード (VNIC)を構成す
ることで単一のネットワーク内に仮想ネットワークを作成することがサポートされ
ています。VNICとは、物理NIC上で作成されるネットワークインタフェースのこと
です。ゾーンとVNICの組み合わせは、多数の物理システムを含む大規模なデータ
センターを少数のシステムに統合するための効果的な手段となります。仮想ネット
ワーキングの詳細については、『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』のパート 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。

サブネットの使用
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IPv6アドレス使用時の考慮点

この章では、第 1章「ネットワーク配備の計画」に対する補足情報として、ネット
ワーク上で IPv6アドレスを使用することにした場合の追加の考慮点について説明し
ます。

IPv4アドレスのほかに IPv6アドレスも使用することを計画している場合、現在の
ISPが両方のアドレスタイプをサポートしていることを確認してください。それ以外
の場合、IPv6アドレスをサポートする別の ISPを探す必要があります。

IPv6の概念の概要については、次のリソースを参照してください。

■ 『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6アドレス指定の概要」
■ Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (http://tools.ietf.org/html/rc2460)

IPv6の計画 (タスクマップ)
次の表に、ネットワーク上での IPv6の実装を計画する場合のさまざまな考慮点の一
覧を示します。

タスク 説明 手順

IPv6をサポートするように
ハードウェアを準備します。

IPv6をサポートできるように
ハードウェアをアップグレード
します。

36ページの「IPv6のハード
ウェアサポートの確認」

アプリケーションが IPv6をサ
ポートすることを確認します。

使用するアプリケーションが
IPv6環境で動作できることを確
認します。

39ページの「IPv6をサポート
するようにネットワークサービ
スを構成する」

トンネルの使用について計画し
ます。

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

41ページの「ネットワークで
のトンネル使用の計画」
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タスク 説明 手順

ネットワークのセキュリ
ティー保護を行う方法を計画
し、IPv6セキュリティーポリ
シーを開発します。

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

IPフィルタ、IPセキュリ
ティーアーキテクチャー
(IPsec)、インターネット鍵交換
(IKE)、およびこのリリースの
その他のセキュリティー機能を
使用するなど、セキュリ
ティーの実装方法を決定しま
す。

42ページの「IPv6実装のセ
キュリティーについて」

パート III「IPセキュリ
ティー」

ネットワーク上のシステムへの
アドレス指定を計画します。

IPv6を構成する前
に、サーバー、ルーター、およ
びホストへのアドレス指定ス
キームを計画する必要がありま
す。この手順には必要に応じ
て、ネットワークのサイト接頭
辞の取得や IPv6サブネットの
計画も含まれます。

37ページの「ノードの IPv6ア
ドレス指定計画の立案」

IPv6ネットワークトポロジのシナリオ
IPv6は通常、次の図に示すような IPv4も使用されている混在ネットワークトポロジ
で使用されます。この図は、後続の各セクションでの IPv6構成タスクの説明で、参
照として使用されます。

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

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

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

図 2–1 IPv6ネットワークトポロジのシナリオ

IPv6ネットワークトポロジのシナリオ
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■ Subnet 3は内部ネットワーク 192.168.3であり、企業のNFSサーバーが含まれま
す。

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

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

図 2–1では、公開DMZはRFC 1918専用アドレス 172.16.85を持っています。実際に
は、公開DMZは登録済み IPv4アドレスを持っている必要があります。ほとんどの
IPv4サイトは、公開アドレスとRFC 1918専用アドレスの組み合わせを使用しま
す。しかし、IPv6を導入すると、公開アドレスと専用アドレスの概念が変わりま
す。 IPv6は巨大なアドレス空間を持つため、専用ネットワークにも、公開ネット
ワークにも、IPv6公開アドレスを使用します。

Oracle Solarisデュアルプロトコルスタックは、IPv4と IPv6の並行動作をサポートし
ます。ユーザーは、ネットワーク上での IPv6の配備中や配備後に IPv4関連の処理を
正常に実行できます。IPv4をすでに使用している動作中のネットワーク上で IPv6を
配備するときは、進行中の処理の邪魔にならないようにしてください。

次の各セクションでは、IPv6の実装を準備するときに考慮する必要のある領域につ
いて説明します。

IPv6のハードウェアサポートの確認
次のクラスのハードウェアについては、メーカーのドキュメントで IPv6の対応状況
を調べてください。

■ ルーター
■ ファイアウォール
■ サーバー
■ スイッチ

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

IPv6向けにアップグレードできないルーターモデルもあります。詳細と回避方法に
ついては、141ページの「IPv4ルーターを IPv6用にアップグレードできない」を参照
してください。

IPv6のハードウェアサポートの確認
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IPv6サーバーのNICごとに、近傍検索プロトコルを使用して IDを自動的に取得する
のではなく、IPv6アドレスのインタフェース ID部分を手動で構成します。そうすれ
ば、NICが交換されたときに、その交換後のNICにも同じインタフェース IDを適用
できます。近傍検索プロトコルによって異なる IDが自動生成されると、サーバーで
予期しない動作が発生する可能性があります。

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

■ 37ページの「サイト接頭辞の取得」
■ 37ページの「IPv6番号付けスキームの作成」

サイト接頭辞の取得
IPv6を構成する前に、サイト接頭辞を取得する必要があります。サイト接頭辞
は、自分の IPv6実装におけるすべてのノードの IPv6アドレスを抽出するときに使用
します。サイト接頭辞の概要については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「IPv6の接頭辞」を参照してください。

IPv6をサポートする ISPは、48ビットの IPv6サイト接頭辞を提供できます。現在の
ISPが IPv4しかサポートしない場合、現在の ISPを IPv4サポート用に残したまま、別
の ISPを IPv6サポート用に使用できます。このような場合の回避方法は複数ありま
す。詳細については、142ページの「現在の ISPが IPv6をサポートしない」を参照し
てください。

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

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

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

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

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

■ あるいは、IPv4ネットワークの番号を定期的に変更しない場合、ルーターおよび
サーバーの既存の IPv4アドレスをそのインタフェース IDとして使用することを
考えてください。図 2–1では、Router 1のDMZへのインタフェースは IPv4アドレ
ス 123.456.789.111を持っていると仮定します。この IPv4アドレスを 16進数に変
換すると、その結果をインタフェース IDとして使用できます。つまり、新しい
インタフェース IDは ::7bc8:156Fになります。

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

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

サブネット用の番号付けスキームの作成
番号付けスキームを開始するには、まず、既存の IPv4サブネットを等価な IPv6サブ
ネットにマッピングします。たとえば、図 2–1で示したサブネットを考えてくださ
い。サブネット 1からサブネット 4までは、RFC 1918の IPv4専用アドレス指定を使
用して、アドレスの最初の 16ビットを指定し、さらに、1から 4までの数字を使用
して、サブネットを指定しています。この例では、IPv6接頭辞 2001:db8:3c4d/48が
サイトに割り当てられていると仮定します。

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

IPv4サブネット接頭辞 等価な IPv6サブネット接頭辞

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

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

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

IPv6アドレス指定計画の準備

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月38



IPv4サブネット接頭辞 等価な IPv6サブネット接頭辞

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

サブネットの詳細については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「サブ
ネット化とは」を参照してください

IPv6をサポートするようにネットワークサービスを構成
する

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

■ sendmail

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

IMAPメールサービスは IPv4専用です。

IPv6向けに構成されたノードでも IPv4サービスは実行できます。IPv6を有効にして
も、必ずしもすべてのサービスが IPv6接続を受け入れるわけではありません。IPv6
向けに移植されたサービスだけが IPv6接続を受け入れます。IPv6向けに移植されて
いないサービスは、プロトコルスタックの IPv4部分を使用して機能し続けることが
できます。

IPv6向けにアップグレードしたあとで、いくつかの問題が発生する可能性がありま
す。詳細については、141ページの「サービスを IPv6用にアップグレードしたあとの
問題」を参照してください。

▼ IPv6をサポートするためにネットワークサービス
を準備する方法

IPv6をサポートするには、次のネットワークサービスを更新します。

■ メールサーバー

■ NISサーバー
■ NFS

1

IPv6をサポートするようにネットワークサービスを構成する
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注 – LDAPは IPv6をサポートします。IPv6固有な構成タスクは必要ありません。

ファイアウォールハードウェアが IPv6をサポートできるかどうかを確認します。
この手順については、ファイアウォール関連の適切なドキュメントを参照してくだ
さい。

ネットワーク上のほかのサービスが IPv6向けに移植されているかどうかを確認しま
す。

詳細については、ソフトウェアに付属するドキュメントや関連するドキュメントを
参照してください。

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

■ ファイアウォール

IPv6をサポートするために、IPv4向けに作成したポリシーを強化することを考え
てください。セキュリティーの詳しい考慮事項については、42ページの「IPv6
実装のセキュリティーについて」を参照してください。

■ メール

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

■ DNS
DNS固有の問題点については、40ページの「IPv6をサポートするためにDNSを
準備する方法」を参照してください。

■ IPQoS
ホストで IPv4向けに使用していたのと同じDiffservポリシーを使用します。詳細
については、493ページの「クラシファイアモジュール」を参照してください。

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

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

IPv6用のDNSサポートに関係する詳細情報については、『Oracle Solaris
Administration: Naming and Directory Services』を参照してください。
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再帰的な名前解決を実行するDNSサーバーがデュアルスタックであるか (つま
り、IPv4と IPv6両用であるか)、あるいは、IPv4専用であるかを判断します。

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

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

AAAAレコードの関連するPTRレコードを逆進ゾーンに追加します。

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

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

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

■ ISPから IPv6サービスを購入すると、自分のサイトの境界ルーターから ISP
ネットワークにトンネルを作成できます。図 2–1に、このようなトンネルを示し
ます。このようなシナリオの場合は、手動の IPv6 over IPv4トンネルを実行しま
す。

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

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

トンネルの構成手順については、126ページの「トンネルの構成 (タスクマップ)」を
参照してください。トンネルに関する概念情報については、117ページの「IPトンネ
ルの概要」を参照してください。
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IPv6実装のセキュリティーについて
IPv6を既存のネットワークに導入するとき、サイトのセキュリティーを損なわない
ように注意する必要があります。IPv6を導入するときには、次のセキュリティーの
問題点に注意してください。

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

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

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

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

このドキュメントでは、IPv6実装で使用できるセキュリティーについても説明して
います。

■ IPセキュリティーアーキテクチャー (IPsec)機能を使用すると、IPv6パケットを暗
号化で保護できます。詳細については、第 14章「IPセキュリティーアーキテク
チャー (概要)」を参照してください。

■ Internet Key Exchange (IKE)機能を使用すると、IPv6パケットに公開鍵認証を使用
できます。詳細については、第 17章「インターネット鍵交換 (概要)」を参照して
ください。

IPv6実装のセキュリティーについて

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月42



IPv4ネットワークの構成

ネットワーク構成は、ハードウェアを組み立てたあとに、TCP/IPプロトコルを実装
するデーモン、ファイル、およびサービスを構成するという 2段階で進みます。

この章では、IPv4アドレス指定とサービスを実装するネットワークを構成する方法
について説明します。

この章のタスクの多くは、IPv4のみをサポートするネットワークにも、IPv6が有効
なネットワークにも適用されます。IPv6ネットワークに固有のタスクについて
は、第 4章「ネットワークでの IPv6の有効化」に記載されています。

注 – TCP/IPを構成する前に、第 1章「ネットワーク配備の計画」に記載されている各
種の計画タスクを確認してください。IPv6アドレスを使用することを計画している
場合、第 2章「IPv6アドレス使用時の考慮点」も参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

■ 43ページの「ネットワーク構成 (タスクマップ)」
■ 44ページの「ネットワーク構成を開始する前に」
■ 45ページの「ネットワーク上のコンポーネントシステムの構成」
■ 68ページの「ネットワークへのサブネットの追加」
■ 71ページの「トランスポート層サービスの監視と変更」

ネットワーク構成 (タスクマップ)
次の表は、サブネットなしのネットワーク構成からサブネットを使用するネット
ワークに変更したあとに実行する追加タスクの一覧です。表では、各タスクで実行
する内容の説明と、タスクの具体的な実行手順が詳しく説明されている現在のド
キュメント内のセクションを示しています。

3第 3 章
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タスク 説明 手順

システムの IPインタフェース
を構成します。

システムの IPインタフェース
に IPアドレスを割り当てま
す。

47ページの「IPインタ
フェースを構成する方法」

システムをローカルファイル
モード用に構成します

システムの /etcディレクトリ
にある特定の構成ファイルを編
集し、nis/domain SMFサービス
を構成します。

53ページの「システムを
ローカルファイルモード用に構
成する方法」

ネットワーク構成サーバーを
セットアップします

in.tftpデーモンを有効に
し、システムの /etcディレク
トリにあるほかの構成ファイル
を編集します。

55ページの「ネットワーク構
成サーバーの設定方法」

システムをネットワーククライ
アントモード用に構成します

システムの /etcディレクトリ
にある構成ファイルを編集しま
す。

54ページの「システムを
ネットワーククライアント
モード用に構成する方法」

ネットワーククライアントの経
路制御戦略を指定します

静的経路制御または動的経路制
御のいずれかを使用するように
システムを構成します。

65ページの「単一インタ
フェースホストで静的経路制御
を有効にする方法」および
67ページの「単一インタ
フェースシステムで動的経路制
御を有効にする方法」。

ネットワーク構成を開始する前に
このOracle Solarisリリースでは、システムのネットワーク構成はアクティブな
ネットワーク構成プロファイル (NCP)によって管理されます。システムのアク
ティブなNCPが automaticである場合、ネットワーク構成はOSによって自動的に管
理されます。アクティブなNCPが DefaultFixedの場合、ネットワーク構成は dladm

および ipadmコマンドを使用して手動で実行されます。

注 – dladmおよび ipadmコマンドは、アクティブなNCPが Automaticの場合は機能し
ません。

システムのアクティブなプロファイルを判別して固定NCPに切り替える手順につい
ては、『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』の「プロファイルと構成ツール」を参照してください。

NCPの詳細については、『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』のパート I「Network Auto-Magic」を参照してください。

このドキュメントの手順では、ネットワークのすべてのシステムのアクティブな
NCPが DefaultFixedであると想定しています。

ネットワーク構成を開始する前に
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ネットワーク上のコンポーネントシステムの構成
ネットワークシステムを構成するときは、次の構成情報が必要です。

■ 各システムのホスト名。

■ 各システムの IPアドレスとネットマスク。ネットワークがサブネットに分割され
ている場合、各サブネットのシステムに適用するサブネット番号と IPアドレスス
キーマが必要です。それぞれのネットマスクも含みます。

■ 各システムが属しているドメイン名。

■ デフォルトのルーターアドレス。

この情報は、各ネットワークにルーターが 1つしか接続していないような単純な
ネットワークトポロジの場合、またはルーターがRDISC (Router Discovery
Protocol)やRIP (Routing Information Protocol)などの経路制御プロトコルを実行し
ない場合に指定します。Oracle Solarisでサポートされているルーターの詳細
と、経路制御プロトコルの一覧については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「IPv4ネットワーク上でのパケット転送と経路制御」を参照してくださ
い。

注 – Oracle Solarisのインストール中にネットワークを構成できます。手順について
は、『Oracle Solaris 11システムのインストール』を参照してください。

このドキュメントの手順では、OSをインストールしたあとにネットワークを構成す
ることを想定しています。

以降のセクションの図 3–1を、ネットワークのコンポーネントシステムを構成する
ための参照情報として使用してください。

IPv4自律システムのトポロジ
複数のルーターとネットワークを持つサイトでは、通常そのネットワークトポロジ
は単一の経路制御ドメイン、つまり「自律システム (AS: Autonomous System)」として
管理されます。

ネットワーク上のコンポーネントシステムの構成
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図 3–1は、3つのローカルネットワーク 10.0.5.0、172.20.1.0、および 192.168.5.0

に分割されたASを示しています。ネットワークは次の種類のシステムで構成されて
います。

■ ルーターは経路制御プロトコルを使用して、ローカルネットワーク内で、または
外部ネットワークに対して、ネットワークパケットを発信元から着信先に伝送ま
たは経路制御する方法を管理します。Oracle Solarisでサポートされている経路制
御プロトコルについては、150ページの「Oracle Solarisの経路制御プロトコルの
表」を参照してください。

ルーターは次のように分類されます。

図 3–1 複数の IPv4ルーターを備えた自律システム

ネットワーク上のコンポーネントシステムの構成
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■ ボーダールーターは、10.0.5.0などのローカルネットワークを外部のサービ
スプロバイダに接続します。

■ デフォルトルーターは、ローカルネットワーク内のパケット経路制御を管理
し、それ自体にいくつかのローカルネットワークを含めることができます。た
とえば、図 3–1では、ルーター 1は 192.168.5のデフォルトルーターとして機
能します。同時に、ルーター 1は 10.0.5.0の内部ネットワークにも接続され
ています。ルーター 2のインタフェースは 10.0.5.0および 172.20.1.0の内部
ネットワークに接続しています。

■ パケット転送ルーターは、内部ネットワーク間でパケットを転送しますが、経
路制御プロトコルは実行しません。図 3–1で、ルーター 3はパケット転送
ルーターで、172.20.1および 192.168.5ネットワークに接続されています。

■ クライアントシステム
■ マルチホームシステム、つまり複数のNICを持つシステム。Oracle Solarisで
は、これらのシステムはデフォルトで、同じネットワークセグメントの別のシ
ステムに対してパケットを転送できます。

■ 単一インタフェースシステムでは、パケットの転送と受信の両方の構成情報を
ローカルルーターに依存しています。

▼ IPインタフェースを構成する方法
次の手順では、IPインタフェースの基本的な構成を実行する例を示します。

システムのデータリンクの名前を変更する必要があるかどうかを判断します。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総称名を使用します。リンク
名を変更するには、『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』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、システムに存在す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

このコマンドは、システムに取り付けられている物理ネットワークカードとその一
部のプロパティーを表示します。このコマンドの詳細については、『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』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」を参照してください。

現在システム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

始める前に
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このコマンドは、データリンクと、それら対して設定されている特定のプロパ
ティーを表示します。リンクが作成されている物理カードが含まれます。

IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-interface-class interface

interface-class 作成できる次の 3つのインタフェースのクラスのいずれかを指しま
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もので
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します。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
の詳細については、『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』の第 14章「IPMPの紹介」を参
照してください。

interface インタフェースの名前を指します。この名前はインタフェースが作
成される基になるリンクの名前と同一です。

注 – IPインタフェースに IPアドレスを割り当てる前に IPインタフェースを作成する
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
てるためのほか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アドレスの種類を指定しま
す。これは static、dhcp、または addrconfのいずれかで
す。Addrconfは、自動的に生成される IPv6アドレスを指します。

-a インタフェースに構成する IPアドレスを指定します。ローカルア
ドレスのみ指定するか、トンネル構成の場合はローカルアドレス
とリモートアドレスの両方を指定することができます。通
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常、ローカルアドレスのみ割り当てます。この場合、-aオプ
ションを使用して、-a addressのようにアドレスを直接指定しま
す。アドレスは自動的にローカルアドレスと見なされます。

トンネルを構成する場合、システムのローカルアドレスと、着信
先システムのリモートアドレスの両方を指定することが必要な場
合があります。この場合、2つのアドレスを識別するため
に、localおよび remoteを指定する必要があり、-a

local=local-addr,remote= remote-addrのようになります。トンネル
の構成の詳細については、Chapter 6, IPトンネルの構成を参照して
ください。

数値 IPアドレスを使用する場合、アドレスはCIDR表記の address/
prefixlen形式を使用します。たとえば、1.2.3.4/24となりま
す。prefixlenオプションの説明を参照してください。

オプションとして、addressには数値 IPアドレスの代わりにホスト
名を指定できます。ホスト名の使用は、そのホスト名に対応する
数値 IPアドレスが /etc/hostsファイル内に定義されている場合に
有効です。ファイル内に数値 IPアドレスが定義されていない場
合、数値は name-service/switchサービス内の hostに対して指定さ
れたリゾルバ順を使用して一意に取得されます。あるホスト名に
つい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 –ブートプロセス中、IPアドレスの作成は、ネームサービスがオ
ンラインになるより前に行われます。したがって、ネットワーク
構成で使用されるホスト名が、/etc/hostsファイル内で定義され
ているようにする必要があります。

/prefixlen CIDR表記を使用するときに IPv4アドレスの一部となるネット
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、ネットマスクは
name-service/switchサービスの netmaskに示されるシーケンスに
従うか、クラスフルアドレスセマンティクスを使用して計算され
ます。

addrobj システム内で使用される一意の IPアドレスまたは一連のアドレス
の識別子を指定します。アドレスは IPv4または IPv6タイプのいず
れかです。識別子は interface/ user_specified_stringの形式を使用しま
す。

interfaceはアドレスが割り当てられる IPインタフェースを指しま
す。interface変数は、IPインタフェースが構成されるデータリンク
の名前を反映する必要があります。
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user-specified-stringは英字で始まり最大長が 32文字の英数字の文字
列を指します。後続の処理で、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 ipadmサブコ
マンドを使用するとき、数値 IPアドレスではなく addrobjを参照
できます。

(省略可能)新しく構成された IPインタフェースの情報を表示します。
確認する情報に応じて、次のいずれか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、システム内のすべてのインタフェースについ
て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、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の詳細については、『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』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) IPアドレスのエントリを /etc/hostsファイルに追加します。

このファイルのエントリは、IPアドレスと対応するホスト名で構成されます。

注 –このステップは、ホスト名を使用する静的 IPアドレスを構成する場合にのみ適
用されます。DHCPアドレスを構成する場合、/etc/hostsファイルを更新する必要
はありません。

ネットワークインタフェースを静的アドレスで構成する

# 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 static -a 192.168.84.3/24 net3/v4static

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

6
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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

campus01が /etc/hostsファイル内ですでに定義されている場合、次のアドレスを割
り当てるときにこのホスト名を使用できます。

# ipadm create-addr -T static -a campus01 net3/v4static

ネットワークインタフェースに IPアドレスを自動的に構成する

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、IPインタ
フェースがアドレスをDHCPサーバーから受け取るように構成します。

# 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

例3–2
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システム構成モードの設定
このセクションでは、ローカルファイルモードまたはネットワーククライアント
モードのいずれかで動作するシステムを設定する手順について説明します。ローカ
ルファイルモードで動作するときは、システムはローカルディレクトリにある
ファイルからすべてのTCP/IP構成情報を取得します。ネットワーククライアント
モードでは、構成情報はリモートネットワーク構成サーバーによって、ネット
ワーク内のすべてのシステムに提供されます。

一般的に、ネットワーク内の次のようなサーバーはローカルファイルモードで動作
します。

■ ネットワーク構成サーバー
■ NFSサーバー
■ NIS、LDAP、またはDNSのサービスを提供するネームサーバー
■ メールサーバー
■ ルーター

クライアントはいずれのモードでも動作できます。したがって、ネットワーク内で
は次の図に示すように、これらのモードを組み合わせて、さまざまなシステムを構
成できます。

図 3–2 IPv4ネットワークトポロジに属するシステムのシナリオ
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図 3–2は、192.9.200ネットワーク内のシステムを示しています。

■ すべてのシステムは、組織ドメイン deserts.worldwide.comに属しています。
■ saharaは構成サーバーです。これはサーバーとしてローカルファイルモードで動
作し、TCP/IP構成情報はシステムのローカルディスクから取得します。

注 –クライアントがネットワーククライアントモードで動作するように構成する
場合、これらのクライアントに構成情報を提供するネットワーク構成サーバーを
少なくとも 1つ構成する必要があります。

■ tenere、nubian、および faiyumはネットワーク内のクライアントです。tenereお
よび nubianはローカルファイルモードで動作します。faiyumのローカルディスク
に関係なく、このシステムはネットワーククライアントモードで動作するように
構成されています。

■ timbuktuはルーターとして構成されているため、ローカルファイルモードで動作
します。このシステムには 2つのNICが組み込まれ、それぞれ固有の IPインタ
フェースが構成されています。第 1の IPインタフェースは timbuktuという名前
で、ネットワーク 192.9.200に接続します。第 2の IPインタフェースは
timbuktu-201という名前で、ネットワーク 192.9.201に接続します。

2つの構成モードの概要の詳細については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「ホスト構成モードの決定」を参照してください

▼ システムをローカルファイルモード用に構成する方法
『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「ローカルファイルモードで実行するシ
ステム」に記載されているように、ローカルファイルモードで動作するシステムを
構成するには、次の手順を使用します。

システムの IPインタフェースに、割り当て済み IPアドレスを構成します。
手順については、47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。

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

/etc/inet/hostsファイルのエントリが最新であることを確認します。

Oracle Solarisインストールプログラムは、プライマリネットワークインタ
フェース、ループバックアドレス、およびインストール時に構成された追加インタ
フェース (該当する場合)に対する各エントリを作成します。
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このファイルは、デフォルトルーターの名前とルーターの IPアドレスも含む必要が
あります。

a. (省略可能)インストール後にシステムに追加されたネットワークインタフェース
の IPアドレスとそれに対応する名前を追加します。

b. (省略可能) /usrファイルシステムがNFSマウントされている場合、ファイル
サーバーの IPアドレス (1つまたは複数)を追加します。

システムの完全修飾ドメインを nis/domain SMFサービスのプロパティーとして指定
します。

たとえば、nis/domain SMFサービスの domainnameプロパティーの値として
deserts.worldwide.comを指定します。

ルーターの名前を /etc/defaultrouterファイルに入力します。

該当する場合は、ネットマスクの情報を追加します。

注 – DHCPサービスを使用中の場合、このステップをスキップします。

a. ネットワーク番号とネットマスクを /etc/inet/netmasksファイルに入力します。

エントリを作成するには、network-number netmaskの形式を使用します。たとえ
ば、Class Cネットワーク番号 192.168.83の場合は、次のように入力します。
192.168.83.0 255.255.255.0

CIDRアドレスの場合は、ネットワークの接頭辞をそれと同等の 10進ドット表記
に変換します。ネットワーク接頭辞とその 10進ドット表記は、表 1–1を参照して
ください。たとえば、192.168.3.0/22というCIDRネットワーク接頭辞を表現す
るには、次のような表記を使用します。

192.168.3.0 255.255.252.0

b. ローカルファイルが最初に検索されるようにスイッチの SMFプロパティー内の
ネットマスクの検索順序を変更したあとに、インスタンスを更新します。
# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "files nis"

# svccfg -s name-service/switch:default refresh

システムをリブートします。

▼ システムをネットワーククライアントモード用に構成する方法
ネットワーククライアントモードに構成する各ホスト上で、次の手順を実行しま
す。
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ネットワーククライアントは、各自の構成情報をネットワーク構成サーバーから受
け取ります。したがって、あるシステムをネットワーククライアントとして構成す
るときは、このネットワーク用にネットワーク構成サーバーが少なくとも 1つは設
定されていることを確認してください。

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。

システムの IPインタフェースに、割り当て済み IPアドレスを構成します。
手順については、47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。

/etc/inet/hostsファイルに localhostという名前とループバックネットワークイン
タフェースの IPアドレスのみが含まれていることを確認します。
# cat /etc/inet/hosts

# Internet host table

#

127.0.0.1 localhost

nis/domain SMFサービスの domainnameプロパティーに割り当て済みの値があれば削
除します。

クライアントの name-service/switchサービスの検索パスが、ネットワークに対する
同じサービス要件を反映していることを確認します。

▼ ネットワーク構成サーバーの設定方法
インストールサーバーおよびブートサーバーの設定の情報については、『Oracle
Solaris 11システムのインストール』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。

次のようにして in.tftpdデーモンをオンに設定します。

a. 指定されたネットワーク構成サーバーのルート (/)ディレクトリに移動します。

b. /tftpbootディレクトリを作成します。
# mkdir /tftpboot

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

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

/etc/inetd.confファイルに tftp行を追加します。

行は次のようになるはずです。
tftp dgram udp6 wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd -s /tftpboot

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

/etc/hostsデータベースに、ネットワーク上のすべてのクライアントのホスト名お
よび IPアドレスを追加します。

/etc/ethersデータベースに、ネットワーククライアントモードで動作するネット
ワーク上の各システムのエントリを作成します。

このデータベース内のエントリは、次の形式を使用します。
MAC Address host name #comment

詳細は、ethers(4)のマニュアルページを参照してください。

/etc/bootparamsデータベースに、ネットワーククライアントモードで動作する
ネットワーク上の各システムのエントリを作成します。

このデータベースの編集については、bootparams(4)のマニュアルページを参照して
ください。

/etc/inetd.confエントリをサービス管理機能 (SMF)のサービスマニフェストに変換
し、結果となるサービスを使用可能にします。
# /usr/sbin/inetconv

in.tftpdが正しく動作しているか確認します。
# svcs network/tftp/udp6

次のような出力が表示されます。

STATE STIME FMRI

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

in.tftpdデーモンの管理

in.tftpdデーモンはサービス管理機能によって管理されます。in.tftpdに対する管
理アクション (有効化、無効化、再起動など)を実行するには、svcadmコマンドを使
用します。このサービスを起動したり、再起動したりする責任は inetdに委譲されて
います。in.tftpdの構成を変更したり、構成情報を表示したりするには、inetadmコ
マンドを使用します。このサービスのステータスを照会するには、svcsコマンドを
使用します。サービス管理機能の概要については、『Oracle Solarisの管理:一般的な
タスク』の第 6章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。
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IPv4ルーターの構成
ルーターは 2つ以上のネットワーク間のインタフェースを提供します。した
がって、ルーターの物理ネットワークインタフェースに、固有の名前と IPアドレス
を割り当てる必要があります。これで、各ルーターは、そのプライマリネット
ワークインタフェースのホスト名と IPアドレスに加えて、増設した各ネットワーク
インタフェースについて少なくとも 1つずつ、一意な名前と IPアドレスを持つこと
になります。

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

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

ルーターを物理的にネットワークに取り付けあとに、53ページの「システムを
ローカルファイルモード用に構成する方法」の説明に従って、ルーターがローカル
ファイルモードで動作するように構成します。これで、ネットワーク構成
サーバーがダウンしても、ルーターが確実にブートされるようになります。

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。

システムに取り付けられている各NICに対し、47ページの「IPインタフェースを構成
する方法」で示すように IPインタフェースを構成します。
システムがパケットを経路指定するネットワークの IPアドレスを、各 IPインタ
フェースに構成するようにします。したがって、システムで 192.168.5.0および
10.0.5.0のネットワークに対応する場合、ネットワークごとに 1つのNICを構成す
る必要があります。

注意 – IPv4ルーターでDHCPを使用するように構成する場合、DHCP管理について十
分な知識を持っておく必要があります。

始める前に
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各インタフェースのホスト名および IPアドレスを /etc/inet/hostsファイルに追加し
ます。

たとえば、ルーター 1の 2つのインタフェースに割り当てた名前を、それぞれ
krakatoaおよび krakatoa-1とします。/etc/inet/hostsファイルのエントリは次のよ
うになります。
192.168.5.1 krakatoa #interface for network 192.168.5.0

10.0.5.1 krakatoa-1 #interface for network 10.0.5.0

このルーターがローカルファイルモードで動作するように構成するための残りのス
テップを実行します。

53ページの「システムをローカルファイルモード用に構成する方法」を参照してく
ださい。

サブネットに分割されたネットワークにルーターが接続されている場合、ネット
ワーク番号とネットマスクを /etc/inet/netmasksファイルに追加します。

たとえば、192.168.5.0などの従来の IPv4アドレス表記法の場合は、次のように入力
します。
192.168.5.0 255.255.255.0

ルーターで IPv4パケット転送を使用可能にします。
# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv4

(任意)経路制御プロトコルを起動する。
次のいずれかのコマンド構文を使用します。

■ # routeadm -e ipv4-routing -u

■ # svcadm enable route:default

in.routedデーモンに関連付けられている SMF FMRIは
svc:/network/routing/routeです。

経路制御プロトコルを開始するときに、経路制御デーモン /usr/sbin/in.routedは自
動的に経路制御テーブルを更新します。このプロセスのことを動的経路制御と呼び
ます。経路制御の種類の詳細は、60ページの「経路制御テーブルと経路制御の種
類」を参照してください。routeadmコマンドについては、routeadm(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

ネットワークのデフォルトルーターを構成する

この例は、図 3–1に基づきます。ルーター 2には有線ネットワーク接続が 2つあ
り、1つはネットワーク 172.20.1.0、もう 1つはネットワーク 10.0.5.0に接続されて
います。この例では、ルーター 2が 172.20.1.0ネットワークのデフォルト
ルーターになるように構成する方法を示します。またこの例では、53ページの「シ
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ステムをローカルファイルモード用に構成する方法」に説明されているよう
に、ルーター 2がローカルファイルモードで動作するように構成されていることを
想定しています。

スーパーユーザーになるか、同等の役割になったあと、システムのインタフェース
のステータスを調べます。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 up -- --

net2 phys 1500 up -- --

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 172.20.1.10/24

net0だけが IPアドレスで構成されています。ルーター 2をデフォルトルーターにす
るには、net1インタフェースを 10.0.5.0ネットワークに物理的に接続します。

# ipadm create-ip net1

# ipadm create-addr -T static -a 10.0.5.10/24 net1/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 172.20.1.10/24

net1/v4 static ok 10.0.5.10/24

次に、新たに構成したインタフェースとその接続先ネットワークの情報を使用し
て、次のネットワークデータベースを更新します。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

172.20.1.10 router2 #interface for network 172.20.1

10.0.5.10 router2-out #interface for network 10.0.5

# vi /etc/inet/netmasks

172.20.1.0 255.255.255.0

10.0.5.0 255.255.255.0

最後に、パケット転送と in.routed経路制御デーモンを有効にします。

# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv4

# svcadm enable route:default

これで、IPv4パケット転送とRIPによる動的経路制御がルーター 2で有効になりまし
た。ただし、ネットワーク 172.20.1.0のデフォルトルーターの構成はまだ完了して
いません。次の作業を行う必要があります。
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■ 172.20.1.0ネットワークの各ホストを変更して、ホストが経路制御情報をこの新
しいデフォルトルーターから取得するようにします。詳細については、65
ページの「単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にする方法」を参照
してください。

■ ルーター 2の経路制御テーブルで、ボーダールーターへの静的ルートを定義しま
す。詳細については、60ページの「経路制御テーブルと経路制御の種類」を参照
してください。

経路制御テーブルと経路制御の種類
ルーターとホストの両方が経路制御テーブルを管理します。経路制御テーブルに
は、システムのデフォルトのローカルネットワークも含め、システムで知られてい
るネットワークの IPアドレスがリストされています。このテーブルには、既知の各
ネットワークに対するゲートウェイシステムの IPアドレスもリストされていま
す。ゲートウェイとは、発信パケットを受け取り、それらをローカルネットワーク
の 1ホップ外側に転送するシステムです。

次は、IPv4のみのネットワーク上のシステムについての単純な経路制御テーブルで
す。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

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

default 172.20.1.10 UG 1 532 net0

224.0.0.0 10.0.5.100 U 1 0 net1

10.0.0.0 10.0.5.100 U 1 0 net1

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0

Oracle Solarisシステムでは、静的および動的という 2種類の経路制御を構成できま
す。1つのシステムに、これらの経路制御のどちらか一方を構成することも、両方を
構成することもできます。動的経路制御を実装するシステムは、IPv4ネットワーク
の場合はRIP、IPv6ネットワークの場合はRIPngなどの経路制御プロトコルを利用し
て、ネットワークトラフィックを経路制御し、テーブル内の経路制御情報を更新し
ます。静的経路制御の場合、経路制御情報は routeコマンドを使用して手動で維持さ
れます。詳細は、route(1M)のマニュアルページを参照してください。

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

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

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

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

静的経路制御と動的
経路制御の組み合わ
せ

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

図 3–1に示されたASは、静的経路制御と動的経路制御の両方を組み合わせて使用し
ています。

注 –同じ宛先へのルートが 2つあっても、システムで負荷分散やフェイルオーバーが
自動的に行われるわけではありません。これらの機能が必要な場合、『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』の第 14章「IPMPの紹
介」で説明するように、IPMPを使用します。

▼ 経路制御テーブルに静的ルートを追加する方法

経路制御テーブルの現在の状態を表示します。

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

次のような出力が表示されます。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

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

192.168.5.125 192.168.5.10 U 1 5879 net0

224.0.0.0 198.168.5.10 U 1 0 net0

default 192.168.5.10 UG 1 91908

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 811302 lo0

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)経路制御テーブル内の既存のエントリを消去します。
# route flush
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リブート後も保持されるルートを追加します。
# route -p add -net network-address -gateway gateway-address

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

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

-gateway gateway-address 指定されたルートのゲートウェイシステムの IPアドレス
が gateway-addressであることを示します。

経路制御テーブルに静的ルートを追加する

次の例は、図 3–1のルーター 2に静的ルートを追加する方法を示しています。静的
ルートはASのボーダールーター 10.0.5.150で必要です。

ルーター 2の経路制御テーブルを表示するために、次の手順を実行します。

# netstat -rn

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

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

default 172.20.1.10 UG 1 249 ce0

224.0.0.0 172.20.1.10 U 1 0 ce0

10.0.5.0 10.0.5.20 U 1 78 bge0

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0

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

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

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

add net 10.0.5.0: gateway 10.0.5.150

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

# netstat -rn

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------
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default 172.20.1.10 UG 1 249 ce0

224.0.0.0 172.20.1.10 U 1 0 ce0

10.0.5.0 10.0.5.20 U 1 78 bge0

10.0.5.0 10.0.5.150 U 1 375 bge0

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 57 lo0

マルチホームホストの構成
Oracle Solarisでは、複数のインタフェースを持つシステムはマルチホームホストと見
なされます。マルチホームホストのインタフェースは、異なる物理ネットワーク上
または同じ物理ネットワーク上のさまざまなサブネットに接続します。

複数のインタフェースが同じサブネットに接続しているシステムでは、最初にそれ
らのインタフェースを IPMPグループ内に構成する必要があります。そうしない場
合、システムはマルチホームホストになることができません。IPMPの詳細について
は、『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』の第
14章「IPMPの紹介」を参照してください。

マルチホームホストは IPパケットを転送しませんが、経路制御プロトコルを実行す
るように構成できます。一般に、次のような種類のシステムをマルチホームホスト
として構成します。

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

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

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

注 –マルチホームホストのいずれかのインタフェースでファイアウォールの種類
が異なるときは、ホストのパケットの予期しない混乱を回避するようにしてくだ
さい。この問題は、特にステートフルなファイアウォールで発生します。解決策
の 1つは、ステートレスなファイアウォールを構成することです。ファイア
ウォールの詳細については、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービ
ス』の「ファイアウォールシステム」またはサードパーティー製のファイア
ウォールのドキュメントを参照してください。
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▼ マルチホームホストの作成方法

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。

Oracle Solarisインストールの一部として構成されなかった追加の各ネットワークイン
タフェースを構成します。

47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。

パケット転送が有効な場合、このサービスを無効にします。
# ipadm show-prop -p forwarding ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on -- off on,off

ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

(省略可能)マルチホームホストの動的経路制御をオンに設定します。
次のいずれかのコマンド構文を使用します。

■ # routeadm -e ipv4-routing -u

■ # svcadm enable route:default

in.routedデーモンに関連付けられている SMF FMRIは
svc:/network/routing/routeです。

マルチホームホストの構成

次の例は、図 3–1に示すマルチホームホストを構成する方法を示しています。この
例で、システムのホスト名は hostcです。このホストには 2つのインタフェースがあ
り、両方ともネットワーク 192.168.5.0に接続されています。

まず、システムのインタフェースのステータスを表示します。

# dladm show-link

LINK CLASS MTU STATE BRIDGE OVER

net0 phys 1500 up -- --

net1 phys 1500 up -- --

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 192.168.5.82/24

dladm show-linkコマンドの報告は、hostcに 2つのデータリンクがあることを示して
います。ただし、net0だけに IPアドレスが構成されています。hostcをマルチ
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ホームホストとして構成するには、net1に、同じ 192.168.5.0ネットワーク内の IP
アドレスを構成します。net1のベースとなる物理NICがネットワークに物理的に接
続されていることを確認してください。

# ipadm create-ip net1

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.5.85/24 bge0/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 192.168.5.82/24

net1/v4 static ok 192.168.5.85/24

次に、net1インタフェースを /etc/hostsデータベースに追加します。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

192.168.5.82 hostc #primary network interface for host3

192.168.5.85 hostc-2 #second interface

次に、パケット転送が hostc上で実行中の場合、このサービスをオフにします。

# ipadm show-prop -p forwarding ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on -- off on,off

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

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

IPv4 routing enabled enabled

IPv6 routing disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

routeadmコマンドの報告は、in.routedデーモンによる動的経路制御が現在有効に
なっていることを示しています。

単一インタフェースシステムの経路制御の構成
単一インタフェースシステムは、静的経路制御または動的経路制御のいずれかで構
成できます。静的経路制御では、ホストはデフォルトルーターのサービスを利用し
て経路制御情報を取得する必要があります。次の手順では、両方の種類の経路制御
を有効にする方法を示します。

▼ 単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にする方法
次の手順を使用して、マルチホームホストで静的経路制御を構成することもできま
す。
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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。

システムが属するネットワークの IPアドレスを使用して、システムの IPインタ
フェースを構成します。

手順については、47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。

テキストエディタを使用して、/etc/defaultrouterファイルを作成または変更
し、システムが使用するルーターの IPアドレスを追加します。

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

経路制御がオフになっていることを確認します。
# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

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

IPv4 routing enabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

# svcadm disable route:default

パケット転送がオフになっていることを確認します。
# # ipadm show-prop -p forwarding ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on -- off on,off

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

単一インタフェースシステムの静的経路制御を構成する

次の例は、図 3–1に示す 172.20.1.0ネットワーク上にある単一インタフェースシス
テム hostbに静的経路制御を構成する方法を示しています。hostbはそのデフォルト
ルーターとしてルーター 2を使用する必要があります。この例は、システムの IPイ
ンタフェースがすでに構成されていることを想定しています。

まず、管理者権限で hostbにログインします。次に、システムに /etc/defaultrouter

ファイルが存在するかどうかを調べます。

# cd /etc

# ls | grep defaultrouter
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# vi /etc/defaultrouter

172.20.1.10

IPアドレス 172.20.1.10はルーター 2に属しています。

# vi /etc/inet/hosts

127.0.0.1 localhost

172.20.1.18 host2 #primary network interface for host2

172.20.1.10 router2 #default router for host2

# ipadm show-prop -p forwarding ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on -- off on,off

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

# routeadm

Configuration Current Current

Option Configuration System State

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

IPv4 routing enabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

# svcadm disable route:default

▼ 単一インタフェースシステムで動的経路制御を有効にする方法
経路制御プロトコルを使用した動的経路制御は、システム上で経路制御を管理する
もっとも簡単な方法です。

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。

システムが属するネットワークの IPアドレスを使用して、システムの IPインタ
フェースを構成します。

手順については、47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。

/etc/defaultrouterファイル内にエントリがあれば削除します。

/etc/defaultrouterファイルが空の場合、システムは強制的に動的経路制御を使用
します。

パケット転送が無効になっていることを確認します。
# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

1

2

3

4

ネットワーク上のコンポーネントシステムの構成

第 3章 • IPv4ネットワークの構成 67

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-28


システムの経路制御プロトコルを有効にします。

次のコマンドのいずれかを使用します。

■ # routeadm -e ipv4-routing -u

■ # svcadm enable route:default

単一インタフェースシステムで動的経路制御を実行する

次の例は、図 3–1に示すネットワーク 192.168.5.0上にある単一インタフェースシス
テム hostaに動的経路制御を構成する方法を示しています。システムはルーター 1を
デフォルトルーターとして使用します。この例は、システムの IPインタフェースが
すでに構成されていることを想定しています。

まず、管理者権限で hostaにログインします。次に、システムに /etc/defaultrouter

ファイルが存在するかどうかを調べます。

# cd /etc

# ls | grep defaultrouter

defaultrouter

# cat defaultrouter

192.168.5.10

ファイルには、ルーター 1の IPアドレスである 192.168.5.10のエントリが正しく含
まれています。

# routeadm Configuration Current Current

Option Configuration System State

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

IPv4 routing disabled disabled

IPv6 routing disabled disabled

Routing services "route:default ripng:default"

# svcadm enable route:default

# ipadm show-prop -p forwarding ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 forwarding rw on -- off on,off

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

ネットワークへのサブネットの追加
サブネットを使用しないネットワークからサブネットを使用するネットワークに変
更する場合、次の一覧に含まれるタスクを実行します。この一覧では、サブネット
スキーマをすでに準備していることを想定しています。概要については、『Solaris
のシステム管理 (IPサービス)』の「サブネット化とは」を参照してください。
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■ 新しいサブネット番号を持つ一連の IPアドレスを、サブネットに属するシステム
に割り当てます。

参照情報については、47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。

■ 正しい IPアドレスとネットマスクを各システムの /etc/netmasksファイルに追加
します。

■ 各システムの /etc/inet/hostsファイルを、ホスト名に対応する正しい IPアドレ
スで改訂します。

■ サブネット内のすべてのシステムをリブートします。

次の手順はサブネットと密接に関係しています。当初はサブネットを用いずに
ネットワークを構成し、ずっとあとでサブネットを実装する場合、次の手順を実行
して変更を実装します。

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

注 –ここで説明する手順は、プライマリネットワークインタフェースの IPv4アドレ
スを変更する場合にのみ適用されます。別のインタフェースをシステムに追加する
には、47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。

次の手順では、IPv4アドレスとサブネットマスクを指定するときに、ほとんどの場
合は IPv4で一般的な 10進ドット表記を使用しています。この手順で使用されるすべ
てのファイルでは、CIDR表記を使用して IPv4アドレスを指定することもできま
す。CIDR表記の概要については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「CIDR
書式の IPv4アドレス」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。
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IPアドレスipadmコマンドを使って変更します。

ipadmコマンドでは、IPアドレスを直接変更することはできません。最初に、修正対
象の IPアドレスを表すアドレスオブジェクトを削除します。次に、同じアドレスの
オブジェクト名を使って、新しいアドレスを割り当てます。
# ipadm delete-addr addrobj
# ipadm create-addr -T static IP-address addrobj

該当する場合、/etc/inet/hostsファイルまたは同等の hostsデータベース内のホス
ト名を変更します。

該当する場合、system/identity: node SMFサービス内のホスト名エントリを次のよ
うにして変更します。
# svccfg -s svc:/system/identity:node setprop config/nodename = astring: hostname

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

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

システムをリブートします。
# reboot -- -r

IPアドレスおよびホスト名を変更する

この例では、ホストの名前、プライマリネットワークインタフェースの IPアドレ
ス、およびサブネットマスクを変更する方法を示しています。プライマリネット
ワークインタフェース bge0の IPアドレスが 10.0.0.14から 192.168.34.100に変わり
ます。

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

bge0/v4 static ok 10.0.0.14/24

# ipadm delete-addr bge0/v4

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.34.100/24 bge0/v4

# svccfg -s svc:/system/identity:node setprop config/nodename = astring: mynewhostname

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

bge0/v4new static ok 192.168.34.100/24

# hostname

mynewhostname
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プライマリネットワークインタフェース以外のインタフェースの IPアドレスを変更
するには、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』および47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。

トランスポート層サービスの監視と変更
トランスポート層プロトコルTCP、SCTP、およびUDPは、Oracle Solarisの標準
パッケージの一部です。通常、これらのプロトコルは、ユーザーの介入なしで正常
に動作します。ただし、サイトの条件によっては、トランスポート層プロトコルの
上で動作するサービスをログまたは変更しなければならない場合があります。次
に、サービス管理機能 (SMF)を使ってこれらのサービスのプロファイルを変更する
必要があります。SMFについては、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 6
章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。

inetdデーモンは、システムが起動されると、標準的なインターネットサービスを起
動します。これらのサービスは、TCPや SCTP、UDPをそのトランスポート層プロト
コルとして使用するアプリケーションなどです。SMFコマンドを使えば、既存のイ
ンターネットサービスの組み合わせを変更したり、新しいサービスを追加したりで
きます。inetdについての詳細は、147ページの「inetdインターネットサービス
デーモン」を参照してください。

トランスポート層プロトコルが関係する操作には、次の操作があります。

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

■ アクセス制御のためにTCPラッパー機能を構成する

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

▼ すべての着信TCP接続の IPアドレスを記録する方
法

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。

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

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

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

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

次のタスクでは、inetdデーモンによって管理される SCTP inetサービスを SMFリポ
ジトリに追加します。さらに、タスクの後半では、サービス管理機能 (SMF)コマン
ドを使ってこのサービスを追加します。

■ SMFコマンドについては、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の「SMFコマ
ンド行管理ユーティリティー」を参照してください。

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

■ SMFの詳細は、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

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

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

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

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

新しいサービスを追加します。

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

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

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

# cd service.dir

# svccfg import echo.sctp.xml

サービスマニフェストが追加されているか確認します。
# svcs FMRI

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

# svcs svc:/network/echo:sctp_stream

次のような出力が表示されます。

STATE STIME FMRI

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

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

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

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

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

たとえば、SCTP echoサービスの場合は、次のように入力します。

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

SCOPE NAME=VALUE

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

wait=FALSE

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

.

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE

新しいサービスを使用可能にします。
# inetadm -e FMRI

サービスが使用可能になっていることを確認します。

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

.

.

enabled online svc:/network/echo:sctp_stream

SCTPトランスポートプロトコルを使用するサービスの追加

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

$ cat /etc/services

.

.

echo 7/tcp

echo 7/udp

echo 7/sctp

# cd service.dir

# svccfg import echo.sctp.xml

# svcs network/echo*

STATE STIME FMRI

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

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

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

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

SCOPE NAME=VALUE

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

wait=FALSE

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

default bind_addr=""
default bind_fail_max=-1

default bind_fail_interval=-1

default max_con_rate=-1
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default max_copies=-1

default con_rate_offline=-1

default failrate_cnt=40

default failrate_interval=60

default inherit_env=TRUE

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE

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

# inetadm | grep echo

disabled disabled svc:/network/echo:stream

disabled disabled svc:/network/echo:dgram

enabled online svc:/network/echo:sctp_stream

▼ TCPラッパーを使ってTCPサービスのアクセスを
制御する方法
「TCPラッパー」は tcpdプログラムによって実装されます。TCPラッパーは、送ら
れてくるサービス要求とサービスデーモンの間で動作することによって、ftpdなど
のサービスデーモンにセキュリティー対策を追加します。TCPラッパーは、正常お
よび異常な接続の試みを記録します。さらに、TCPラッパーはアクセス制御の機能
を備えています。したがって、要求の発行元がどこかによって接続を許可すること
も拒否することもできます。TCPラッパーを使えば、SSH、Telnet、FTPなどの
デーモンを保護できます。さらに、『Oracle Solarisのシステム管理 (ネットワーク
サービス)』の「sendmailの version 8.12からのTCPラッパーのサポート」で説明して
いるように、sendmailアプリケーションでもTCPラッパーを使用できます。

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。

TCPラッパーを使用可能にします。
# inetadm -M tcp_wrappers=TRUE

TCPラッパーのアクセス制御ポリシーを構成します (hosts_access(3)のマニュアル
ページを参照)。
このマニュアルページは /usr/sfw/manディレクトリから見つけることができます。
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ネットワークでの IPv6の有効化

この章では、IPv6をネットワーク上で有効にするタスクについて説明します。この
章で説明する内容は次のとおりです。

■ 77ページの「IPv6インタフェースの構成」
■ 78ページの「IPv6用にシステムを構成する方法」
■ 80ページの「IPv6ルーターの構成」
■ 82ページの「ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更」
■ 126ページの「トンネルの構成 (タスクマップ)」
■ 89ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」

IPv6に関するさまざまな種類の情報については、次のリソースを参照してくださ
い。

■ IPv6の概念の概要:『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 3章「IPv6の紹
介(概要)」

■ IPv6の計画タスク:第 2章「IPv6アドレス使用時の考慮点」
■ IPトンネルを使用する準備: 41ページの「ネットワークでのトンネル使用の計
画」

■ 参照情報:第 9章「IPv6リファレンス」

IPv6インタフェースの構成
ネットワーク上で IPv6を使用するための最初の手順として、システムの IPインタ
フェースで IPv6を構成します。

Oracle Solarisインストール時に、1つまたは複数のインタフェース上で IPv6を有効に
することができます。インストール時に IPv6サポートを有効にした場合、インス
トール完了後に次の IPv6関連のファイルやテーブルが存在しています。
■ IPv6アドレスを使用した検索が行えるように、name-service/switch SMFサービ
スが変更されています。
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■ IPv6アドレス選択ポリシーテーブルが作成されます。このテーブルは、IPv6が有
効なインタフェース経由の転送で使用される IPアドレス書式に優先順位を付けま
す。

このセクションでは、Oracle Solarisのインストール完了後にインタフェース上で IPv6
を有効にする方法について説明します。

▼ IPv6用にシステムを構成する方法
IPv6を構成する手順は、IPv6ノードになるすべてのシステムインタフェースで IPv6
を有効にすることから始まります。『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6
アドレスの自動構成」で説明されているように、インタフェースは最初、自動構成
プロセスを介して IPv6アドレスを取得します。それらのノードの構成は、IPv6
ネットワーク上の機能 (ホスト、サーバー、またはルーター)に基づいて調整できま
す。

注 –インタフェースと同じリンク上に IPv6接頭辞を現在通知しているルーターが存
在する場合、そのインタフェースは自動構成アドレスの一部としてそのサイトの接
頭辞を取得します。詳細については、80ページの「IPv6対応のルーターを構成する
方法」を参照してください。

次の手順では、Oracle Solarisのインストール後に追加されたインタフェースで IPv6
を有効にする方法について説明します。

適切なコマンドを使用して IPインタフェースを構成します。
47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。

注 – IPアドレスを割り当てるときには、必ず次のように正しいオプションを使用して
IPv6アドレスを割り当てます。

# ipadm create-addr -T addrconf addrobj

アドレスをさらに追加する場合は、次の構文を使用します。

# ipadm create-addr -T static ipv6-address addrobj

IPv6デーモン in.ndpdを起動します。
# /usr/lib/inet/in.ndpd

(省略可能)静的 IPv6デフォルトルートを作成します。
# /usr/sbin/route -p add -inet6 default ipv6-address
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(省略可能)ノード上でインタフェース変数のパラメータを定義す
る/etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。

ホストのインタフェースに一時アドレスを作成する必要がある場合は、83ページ
の「インタフェースに対する一時アドレスの使用」を参照してくださ
い。/etc/inet/ndpd.confの詳細については、ndpd.conf(4)のマニュアルページおよ
び 154ページの「ndpd.conf構成ファイル」を参照してください。

(省略可能) IPインタフェースのステータスをその IPv6構成とともに表示するには、次
のコマンドを入力します。
# ipadm show-addr

インストール後に IPv6インタフェースを有効にする方法

この例では、net0インタフェースの IPv6を有効にする方法を示します。作業を始め
る前に、システムに構成されているすべてのインタフェースのステータスを確認し
ます。

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 172.16.27.74/24

このシステムに現在構成されているインタフェースは、net0だけです。このインタ
フェースの IPv6を次のように有効にします。

# ipadm create-addr -T addrconf net0/v6

# ipadm create-addr -T static -a 2001:db8:3c4d:15:203/64 net0/v6add

# /usr/lib/inet/in.ndpd

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 172.16.27.74/24

net0/v6 addrconf ok fe80::203:baff:fe13:14e1/10

lo0/v6 static ok ::1/128

net0/v6add static ok 2001:db8:3c4d:15:203/64

# route -p add -inet6 default fe80::203:baff:fe13:14e1

■ IPv6ノードをルーターとして構成する方法については、80ページの「IPv6
ルーターの構成」を参照してください。

■ ノード上でのアドレスの自動構成を無効にする方法については、80ページ
の「IPv6アドレスの自動構成を無効にする方法」を参照してください。

■ ノードをサーバーとして調整する方法については、88ページの「サーバー上で
の IPv6が有効なインタフェースの管理」を参照してください。

4
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次の手順
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▼ IPv6アドレスの自動構成を無効にする方法
ホストやサーバーのインタフェースに IPv6アドレスを生成するときには、通常はア
ドレスの自動構成を使用するようにしてください。ただし、アドレスの自動構成を
無効にしなければならない場合があります。特に、85ページの「IPv6トークンの構
成」で説明するようにトークンを手動で構成する場合には、この操作が必要になり
ます。

このノードの /etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。
/etc/inet/ndpd.confは、特定のノードのインタフェース変数を定義するファイルで
す。サーバーのすべてのインタフェースに対してアドレスの自動構成を無効にする
ためには、このファイルの内容が次のとおりである必要があります。
if-variable-name StatelessAddrConf false

/etc/inet/ndpd.confの詳細については、ndpd.conf(4)のマニュアルページおよび 154
ページの「ndpd.conf構成ファイル」を参照してください。

変更に合わせて、IPv6デーモンを更新します。
# pkill -HUP in.ndpd

IPv6ルーターの構成
このセクションでは、IPv6ルーターを構成するためのタスクについて説明しま
す。サイトの要件によっては、一部のタスクのみの実行が必要な場合があります。

▼ IPv6対応のルーターを構成する方法
次の手順では、システムがすでに IPv6用に構成されているものと仮定していま
す。手順については、77ページの「IPv6インタフェースの構成」を参照してくださ
い。

ルーターのすべてのインタフェース上で、IPv6パケット転送を構成します。
# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv6

経路制御デーモンを起動します。
in.ripngdデーモンは IPv6経路制御を処理します。次のいずれかの方法で、IPv6経路
制御をオンに設定します。

■ routeadmコマンドを次のように使用します。

# routeadm -e ipv6-routing -u

■ 適切な SMFコマンドを次のように使用します。

# svcadm enable ripng:default
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routeadmコマンドの構文については、routeadm(1M)のマニュアルページを参照して
ください。

/etc/inet/ndpd.confファイルを作成します。
/etc/inet/ndpd.conf には、ルーターが通知するサイト接頭辞などの構成情報を指定
します。このファイルを in.ndpdデーモンが読み取って、IPv6近傍検察プロトコルを
実装します。

変数と指定できる値のリストについては、154ページの「ndpd.conf構成ファイ
ル」と ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

次のテキストを /etc/inet/ndpd.confファイルに入力します。
ifdefault AdvSendAdvertisements true

prefixdefault AdvOnLinkFlag on AdvAutonomousFlag on

このテキストは、ルーターの IPv6用に構成されたすべてのインタフェース経由
で、ルーター広告を送信することを in.ndpdデーモンに指示します。

ルーターのほかのインタフェースでサイト接頭辞を構成するに
は、/etc/inet/ndpd.conf ファイルに別のテキストを追加します。
このテキストの書式は次のとおりである必要があります。
prefix global-routing-prefix:subnet ID/64 interface

次の /etc/inet/ndpd.confファイルの例は、サイト接頭辞 2001:0db8:3c4d::/48をイ
ンタフェース net0および net1経由で通知するようにルーターを構成します。

ifdefault AdvSendAdvertisements true

prefixdefault AdvOnLinkFlag on AdvAutonomousFlag on

if net0 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2001:0db8:3c4d:15::0/64 net0

if net1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2001:0db8:3c4d:16::0/64 net1

システムをリブートします。
IPv6ルーターは、ndpd.confファイルにあるサイト接頭辞をローカルリンクに通知し
始めます。

IPv6インタフェースを表示する ipadm show-addr出力

次の例に、80ページの「IPv6ルーターの構成」の手順を完了したあとに表示される
ような ipadm show-addrコマンドの出力を示します。

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 172.16.15.232/24

net1/v4 static ok 172.16.16.220/24
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net0/v6 addrconf ok fe80::203:baff:fe11:b115/10

lo0/v6 static ok ::1/128

net0/v6add static ok 2001:db8:3c4d:15:203:baff:fe11:b115/64

net1/v6 addrconf ok fe80::203:baff:fe11:b116/10

net1/v6add static ok 2001:db8:3c4d:16:203:baff:fe11:b116/64

この例では、IPv6用に構成されている各インタフェースは、この時点で 2つのアド
レスを持っています。interface/v6のようなアドレスオブジェクト名を含むエントリ
には、そのインタフェースのリンクローカルアドレスが表示されていま
す。interface/v6addのようなアドレスオブジェクト名を含むエントリには、グローバ
ル IPv6アドレスが表示されています。このアドレスには、インタフェース IDに加え
て、/etc/ndpd.confファイルに構成されているサイト接頭辞が含まれます。v6addと
いう指定はランダムに定義された文字列です。net0/mystringや net0/ipv6addrなど
のように、interfaceが IPv6アドレスの作成先となるインタフェースを表しているか
ぎり、アドレスオブジェクト名の二番目の部分としてほかの文字列を定義できま
す。

■ IPv6ネットワークトポロジで識別されたルーターからのトンネルを構成するに
は、126ページの「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。

■ ネットワーク上のスイッチやハブを構成する方法については、スイッチまたはハ
ブに付属するドキュメントを参照してください。

■ IPv6ホストを構成する方法については、82ページの「ホストとサーバーの IPv6
インタフェース構成の変更」を参照してください。

■ サーバーの IPv6サポートを向上させる方法については、88ページ
の「サーバー上での IPv6が有効なインタフェースの管理」を参照してください。

■ IPv6のコマンド、ファイル、およびデーモンの詳細については、153ページ
の「Oracle Solarisの IPv6の実装」を参照してください。

ホストとサーバーの IPv6インタフェース構成の変更
このセクションでは、ノードがホストまたはサーバーのときに、そのノードで IPv6
が有効なインタフェースの構成を変更する方法について説明します。ほとんどの場
合、IPv6対応インタフェースでは『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「ス
テートレス自動構成の概要」で説明しているようにアドレスの自動構成を使用する
ようにしてください。ただし、インタフェースの IPv6アドレスの変更が必要な場合
は、このセクションのタスクの説明に従って変更できます。

一般的な 3つのタスクを次の順番で実行する必要があります。

1. IPv6アドレスの自動構成を無効にします。80ページの「IPv6アドレスの自動構成
を無効にする方法」を参照してください。

2. ホストの一時アドレスを作成します。83ページの「一時アドレスを構成する方
法」を参照してください。

参照
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3. インタフェース IDの IPv6トークンを構成します。86ページの「ユーザー指定の
IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。

インタフェースに対する一時アドレスの使用
IPv6「一時アドレス」には、インタフェースのMACアドレスの代わりに、インタ
フェース IDとしてランダムに生成された 64ビットの数字が含まれます。匿名にして
おきたい IPv6ノード上の任意のインタフェースに対しては、一時アドレスを使用で
きます。たとえば、公開Webサーバーにアクセスする必要があるホストのインタ
フェースに対しては、一時アドレスを使用したい場合もあります。一時アドレスに
は、IPv6プライバシー拡張が実装されます。これらの拡張機能については、RFC
3041“Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6” (http://
www.ietf.org/rfc/rfc3041.txt?number=3041)を参照してください。

1つまたは複数のインタフェースに対して一時アドレスを有効にする必要がある場合
は、/etc/inet/ndpd.confファイルを使用します。しかし、標準の自動構成された
IPv6アドレスとは異なり、一時アドレスは、64ビットのサブネット接頭辞とランダ
ムに生成された 64ビット数から構成されます。このランダムな数は、IPv6アドレス
のインタフェース ID部分になります。リンクローカルアドレスでは、一時アドレス
はインタフェース IDとしては生成されません。

一時アドレスの preferred lifetimeのデフォルトは、1日です。一時アドレスの生成を有
効にした場合、/etc/inet/ndpd.confファイルでは次の変数も構成できます。

valid lifetime
TmpValidLifetime

一時アドレスが存在できる寿命。この寿命を過ぎる
と、そのアドレスはホストから削除されます。

preferred lifetime
TmpPreferredLifetime

一時アドレスが無効にされるまでの時間。この時間
は、valid lifetimeよりも短くします。

address regeneration preferred lifetimeが満了するまでの時間。この時間内
に、ホストは新しい一時アドレスを生成します。

一時アドレスの時間を表現するには、次の書式を使用します。

n n秒数 (デフォルト)

n h n時間数 (h)

n d n日数 (d )

▼ 一時アドレスを構成する方法

必要に応じて、ホストのインタフェースの IPv6を有効にします。
78ページの「IPv6用にシステムを構成する方法」を参照してください。
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/etc/inet/ndpd.conf ファイルを編集して、一時アドレスの生成を有効にします。

■ ホストのすべてのインタフェースに対して一時アドレスを構成するには、次の行
を /etc/inet/ndpd.confファイルに追加します。

ifdefault TmpAddrsEnabled true

■ 特定のインタフェースに対して一時アドレスを構成するには、次の行を
/etc/inet/ndpd.confファイルに追加します。

if interface TmpAddrsEnabled true

(省略可能)一時アドレスの valid lifetimeを指定します。
ifdefault TmpValidLifetime duration

この構文は、ホストのすべてのインタフェースに対して valid lifetimeを指定しま
す。durationの値は、秒、時間、または日です。valid lifetimeのデフォルトは 7日で
す。TmpValidLifetimeに if interfaceキーワードを使用すると、特定のインタフェース
に対して一時アドレスの valid lifetimeを指定できます。

(省略可能)一時アドレスのpreferred lifetimeを指定します。この寿命を過ぎると、一
時アドレスは無効になります。
if interface TmpPreferredLifetime duration

この構文は、特定のインタフェースに対して一時アドレスの preferred lifetimeを指定
します。preferred lifetimeのデフォルトは 1日です。TmpPreferredLifetimeに
ifdefaultキーワードを使用すると、ホストのすべてのインタフェースに対して
preferred lifetimeを指定できます。

注 –デフォルトアドレス選択では、無効にされた IPv6アドレスには低い優先順位が
与えられます。IPv6一時アドレスが無効にされると、デフォルトアドレス選択に
よって、パケットのソースアドレスとして無効でないアドレスが選択されます。無
効でないアドレスは、自動的に生成された IPv6アドレス、またはインタフェースの
IPv4アドレス (使用できる場合)になります。デフォルトアドレス選択の詳細につい
ては、114ページの「デフォルトアドレス選択の管理」を参照してください。

(省略可能)アドレスを無効にするまでの時間を指定します。この間に、ホストは新し
い一時アドレスを生成する必要があります。
ifdefault TmpRegenAdvance duration

この構文は、ホストのすべてのインタフェースに対して、一時アドレスを無効にす
るまでの時間を指定します。デフォルトは 5秒です。

in.ndpdデーモンの構成を変更します。
# pkill -HUP in.ndpd

# /usr/lib/inet/in.ndpd
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例 4–4で示すように、ipadm show-addrコマンドを発行して一時アドレスが作成され
たことを確認します。

コマンド出力では、一時アドレスの CURRENTフィールドに tフラグが表示されます。

/etc/inet/ndpd.confファイルの一時アドレス変数

次に、プライマリネットワークインタフェースに対して一時アドレスを有効にした
/etc/inet/ndpd.confファイルの例 (一部)を示します。

ifdefault TmpAddrsEnabled true

ifdefault TmpValidLifetime 14d

ifdefault TmpPreferredLifetime 7d

ifdefault TmpRegenAdvance 6s

一時アドレスを有効にした状態での ipadm show-addrコマンドの出力

次に、一時アドレスを作成したあとの ipadm show-addrコマンドの出力の例を示しま
す。このサンプル出力には IPv6関連の情報のみが含まれています。

# ipadm show-addr -o all

ADDROBJ TYPE STATE CURRENT PERSISTENT ADDR

lo0/v6 static ok U---- --- ::1/128

net0/v6 addrconf ok U---- --- fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10

net0/v6a static ok U---- --- 2001:db8:3c4d:15:a00:20ff:feb9:4c54/64

net0/? addrconf ok U--t- --- 2001:db8:3c4d:15:7c37:e7d1:fc9c:d2cb/64

アドレスオブジェクト net0/?の CURRENTフィールドに tフラグが設定されていま
す。このフラグは、対応するアドレスに一時インタフェース IDが含まれていること
を示します。

■ ネームサービスが IPv6アドレスをサポートするように設定する方法については、
89ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照してください。

■ サーバー上で IPv6アドレスを構成する方法については、86ページ
の「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。

■ IPv6ノード上での活動を監視する方法については、第 5章「TCP/IPネットワーク
の管理」を参照してください。

IPv6トークンの構成
IPv6アドレスの 64ビットインタフェース IDは、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「IPv6アドレス指定の概要」で説明しているように「トークン」とも呼ばれ

7
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ます。トークンは、アドレスが自動構成されるときに、インタフェースのMACアド
レスに関連付けられます。ほとんどの場合、経路制御を行わないノード (IPv6ホスト
と IPv6サーバー)では、自動構成されたトークンを使用するようにしてください。

ただし、システムが保守されるときにインタフェースが定期的に交換される
サーバーでは、自動構成されたトークンを使用すると問題が発生することがありま
す。インタフェースカードが変更されると、MACアドレスも変更されます。その結
果、IPアドレスが変わらないことを前提とするサーバーでは、問題が発生すること
があります。ネットワークインフラストラクチャーの各ノード (DNS、NISなど)
に、サーバーのインタフェースに固有の IPv6アドレスが保存されている場合があり
ます。

アドレスが変わることで発生する問題を回避するために、IPv6アドレスのインタ
フェース IDとして使用されるトークンを手動で構成できます。トークンを作成する
には、IPv6アドレスのインタフェース ID部分に相当する 64ビット以下の 16進数を
指定します。それ以降は、アドレスが自動構成されるときに近傍検索によって作成
されるインタフェース IDは、インタフェースのMACアドレスからは作成されませ
ん。代わりに、手動で作成したトークンがインタフェースIDになります。この
トークンは、カードを交換しても、インタフェースに割り当てられたままになりま
す。

注 –ユーザー指定のトークンと一時アドレスとの違いは、一時アドレスがランダムに
生成されるのに対し、ユーザー指定のトークンはユーザーが明示的に作成する点で
す。

▼ ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法
次の手順は、インタフェースが定期的に置き換えられるサーバーで特に役立ちま
す。また、任意の IPv6ノード上でユーザー指定のトークンを構成する場合にも有効
です。

トークンの構成対象となるインタフェースが存在しており、かつそのインタ
フェースで IPv6アドレスが 1つも構成されていないことを確認します。

注 –構成済みの IPv6アドレスがインタフェースに一切含まれていないことを確認し
ます。

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes ---

net0 ip ok yes ---

# ipadm show-addr

1
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ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

この出力は、ネットワークインタフェース net0が存在しており、IPv6アドレスは一
切構成されていないことを示しています。

ノードのインタフェースのトークンとして使用する、1つまたは複数の 64ビットの
16進数を作成します。トークンの例については、『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「リンクローカルユニキャストアドレス」を参照してください。

各インタフェースをトークンで構成します。

次の形式の ipadmコマンドを使用して、ユーザー指定のインタフェース ID (トーク
ン)を各インタフェースが持つようにします。
# ipadm create-addr -T addrconf -i interface-ID addrobj

たとえば、インタフェース net0をトークンで構成するには、次のコマンドを使用し
ます。

# ipadm create-addr -T addrconf -i ::1a:2b:3c:4d/64 net0/v6add

注 –トークンを使用してアドレスオブジェクトが作成されると、そのトークンはもう
変更できなくなります。

変更に合わせて、IPv6デーモンを更新します。
# pkill -HUP in.ndpd

ユーザー指定のトークンを IPv6インタフェースに構成する

次の例では、IPv6アドレスとトークンを使用して net0を構成する方法を示します。

# ipadm show-if

IFNAME CLASS STATE ACTIVE OVER

lo0 loopback ok yes ---

net0 ip ok yes ---

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

# ipadm create-addr -T addrconf -i ::1a:2b:3c:4d/64 net0/v6

# pkill -HUP in.ndpd

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v6 static ok ::1/128

net0/v6 addrconf ok fe80::1a:2b:3c:4d/10

net0/v6 addrconf ok 2002:a08:39f0:1:1a:2b:3c:4d/64
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トークンの構成が完了したあと、アドレスオブジェクト net0/v6は、リンクローカル
アドレスと、1a:2b:3c:4dがインタフェース IDとして構成されているアドレスの両
方を持ちます。net0/v6が作成されたあとで、このトークンはこのインタフェースで
はもう変更できなくなります。

■ ネームサービスをサーバーの IPv6アドレスで更新する方法については、89
ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照してください。

■ サーバーのパフォーマンスを監視する方法については、第 5章「TCP/IPネット
ワークの管理」を参照してください。

サーバー上での IPv6が有効なインタフェースの管
理
サーバーで IPv6を使用することを計画するときは、サーバーのインタフェースの
IPv6を有効にするために、いくつかのことを決定する必要があります。それらの決
定は、インタフェースの IPv6アドレスのインタフェース ID (「トークン」とも呼ば
れる)を構成するときに、どのような方法を採用するかに影響します。

▼ サーバーのインタフェースの IPv6を有効にする方法
この手順では、ネットワークのサーバーで IPv6を有効にするための一般的な手順を
提供します。IPv6の実装方法によっては一部の手順が変わる可能性があります。

サーバーの IPインタフェースで IPv6を有効にします。
手順については、77ページの「IPv6インタフェースの構成」を参照してください。

サーバーと同じリンク上のルーターに IPv6サブネット接頭辞が構成されていること
を確認します。

詳細は、80ページの「IPv6ルーターの構成」を参照してください。

サーバーの IPv6が有効なインタフェースのインタフェース IDに適した方法を使用し
ます。

デフォルトでは、IPv6アドレスの自動構成によって IPv6アドレスのインタフェース
ID部分が作成されるときに、インタフェースのMACアドレスが使用されます。イ
ンタフェースの IPv6アドレスが既知の場合には、インタフェースが切り替わる
と、問題が発生することがあります。新しいインタフェースのMACアドレスは、別
のアドレスになります。アドレスが自動構成されると、新しいインタフェース IDが
生成されます。

参照

1
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■ IPv6対応インタフェースを置き換えないで使用する場合は、自動構成された IPv6
アドレスを使用します (『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6アドレス
の自動構成」を参照)。

■ IPv6が有効なインタフェースをローカルネットワークの外部には匿名で表示する
必要がある場合は、ランダムに生成されたトークンをインタフェース IDに使用
することを検討します。手順および例については、83ページの「一時アドレスを
構成する方法」を参照してください。

■ IPv6が有効なインタフェースを定期的に切り替えて使用する場合は、インタ
フェース IDのトークンを作成します。手順および例については、86ページ
の「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照してください。

ネームサービスの IPv6サポート用の構成
このセクションでは、IPv6サービスをサポートするようにDNSネームサービスと
NISネームサービスを構成する方法について説明します。

注 – LDAPは IPv6をサポートします。IPv6固有な構成タスクは必要ありません。

DNS、NIS、および LDAPの管理の詳細については、『Oracle Solaris Administration:
Naming and Directory Services』を参照してください。

▼ DNSに対する IPv6アドレスを追加する方法
適切なDNSゾーンファイルを編集して、IPv6が有効なノードごとにAAAAレコードを
追加します。
hostname IN AAAA host-address

DNS逆ゾーンファイルを編集して、PTRレコードを追加します。
hostaddress IN PTR hostname

DNSの管理の詳細については、『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory
Services』を参照してください。

DNS逆ゾーンファイル

次に、逆ゾーンファイルにおける IPv6アドレスの例を示します。

$ORIGIN ip6.int.

8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.9.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0 \
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IN PTR vallejo.Eng.apex.COM.

▼ IPv6ネームサービス情報を表示する方法
nslookupコマンドを使用すると、 IPv6ネームサービス情報を表示できます。

自分のユーザーアカウントで、nslookupコマンドを実行します。
% /usr/sbin/nslookup

デフォルトサーバー名とアドレスが表示され、nslookupコマンドの山括弧プロンプ
トが表示されます。

特定のホストの情報を表示するには、山括弧プロンプトに次のコマンドを入力しま
す。
>set q=any

>hostname

次のコマンドを入力すると、AAAAレコードだけが表示されます。
>set q=AAAA

hostname

exitを入力して、nslookupコマンドを終了します。

nslookupによる IPv6情報の表示

次に、IPv6ネットワーク環境における nslookupコマンドの結果の例を示します。

% /usr/sbin/nslookup

Default Server: dnsserve.local.com

Address: 10.10.50.85

> set q=AAAA

> host85

Server: dnsserve.local.com

Address: 10.10.50.85

host85.local.com IPv6 address = 2::9256:a00:fe12:528

> exit
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▼ DNS IPv6 PTRレコードの正確な更新を確認する方
法
nslookupコマンドを使用してDNS IPv6 PTRレコードを表示します。

自分のユーザーアカウントで、nslookupコマンドを実行します。
% /usr/sbin/nslookup

デフォルトサーバー名とアドレスが表示され、 nslookupコマンドの山括弧プロンプ
トが表示されます。

PTRレコードを表示するには、山括弧プロンプトに次のコマンドを入力します。
>set q=PTR

exitを入力して、コマンドを終了します。

nslookupコマンドによる PTRレコードの表示

次に、nslookupコマンドを使用して、PTRレコードを表示する例を示します。

% /usr/sbin/nslookup

Default Server: space1999.Eng.apex.COM

Address: 192.168.15.78

> set q=PTR

> 8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.0.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.ip6.int

8.2.5.0.2.1.e.f.f.f.0.2.0.0.a.0.6.5.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.2.0.0.0.ip6.int name =

vallejo.ipv6.Eng.apex.COM

ip6.int nameserver = space1999.Eng.apex.COM

> exit

▼ NISによる IPv6情報を表示する方法
ypmatchコマンドを実行してNISで IPv6情報を表示するには、次のように操作しま
す。

自分のアカウントで次のコマンドを入力すると、NIS内の IPv6アドレスが表示されま
す。
% ypmatch hostname hosts .byname

指定した hostnameについての情報が表示されます。
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TCP/IPネットワークの管理

この章では、TCP/IPネットワークを管理するためのタスクについて説明します。次
の項目について説明します。

■ 94ページの「主なTCP/IP管理タスク (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』の「IP
インタフェースとアドレスの監視」

■ 95ページの「netstatコマンドによるネットワークのステータスの監視」

■ 102ページの「pingコマンドによるリモートホストの検証」

■ 103ページの「ネットワークステータス表示の管理と記録」
■ 106ページの「tracerouteコマンドによる経路制御情報の表示」

■ 107ページの「snoopコマンドによるパケット転送の監視」

■ 114ページの「デフォルトアドレス選択の管理」

注 –ネットワークインタフェースを監視するには、『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』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。

これらのタスクでは、サイトでTCP/IPネットワークが IPv4専用またはデュアルス
タック IPv4/IPv6で動作していると仮定します。IPv6をサイトに実装する予定でいる
が、まだ実装していない場合は、次の章を参照してください。

■ IPv6実装を計画する方法については、第 2章「IPv6アドレス使用時の考慮点」を
参照してください。

■ IPv6を構成して、デュアルスタックネットワーク環境を作成する方法について
は、第 4章「ネットワークでの IPv6の有効化」を参照してください。

5第 5 章
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主なTCP/IP管理タスク (タスクマップ)
次の表に、ネットワーク情報の表示など、初期構成後に行うその他のネットワーク
管理タスクの一覧を示します。表では、各タスクで実行する内容の説明と、タスク
の具体的な実行手順が詳しく説明されている現在のドキュメント内のセクションを
示しています。

タスク 説明 参照先

プロトコル別の統計を表示しま
す。

特定のシステム上における
ネットワークプロトコルのパ
フォーマンスを監視します。

95ページの「プロトコル別の
統計情報を表示する方法」

ネットワークのステータスを表
示します。

すべてのソケットおよび経路制
御テーブルのエントリを表示し
て、システムを管理しま
す。IPv4の inetアドレスファミ
リと IPv6の inet6アドレス
ファミリも表示されます。

98ページの「ソケットのス
テータスを表示する方法」

ネットワークインタフェースの
ステータスを表示します。

ネットワークインタフェースの
パフォーマンスを監視しま
す。転送の問題を解決するとき
に役立ちます。

98ページの「ネットワークイ
ンタフェースのステータスを表
示する方法」

パケット転送のステータスを表
示します。

ネットワークで送信されるパ
ケットの状態を監視します。

100ページの「特定のアドレス
タイプのパケット転送に関する
ステータスを表示する方法」

IPv6関連コマンドの出力表示を
制御します。

pingコマンド、netstatコマン
ド、tracerouteコマンドの出力
を制御します。inet_typeとい
う名前のファイルを作成しま
す。そのファイル内の
DEFAULT_IP変数を設定します。

103ページの「IP関連コマンド
の表示出力を制御する方法」

ネットワークトラフィックを監
視します。

snoopコマンドを使用して、す
べての IPパケットを表示しま
す。

110ページの「IPv6ネット
ワークトラフィックを監視する
方法」

ネットワークのルーターが
知っているすべてのルートをト
レースします。

tracerouteコマンドを使用し
て、すべてのルートを表示しま
す。

107ページの「すべてのルート
をトレースする方法」

注 –ネットワークインタフェースを監視するには、『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』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
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netstatコマンドによるネットワークのステータスの監視
netstatコマンドは、ネットワークのステータスとプロトコル統計を表示しま
す。TCP、SCTP、およびUDPの各エンドポイントのステータスは表形式で表示でき
ます。経路制御テーブル情報やインタフェース情報も表示できます。

netstatコマンドは、さまざまな種類のネットワークデータを表示します。表示する
データはコマンド行オプションで選択できます。この表示は、特にシステム管理に
役立ちます。次に、netstatコマンドの基本構文を示します。

netstat [-m] [-n] [-s] [-i | -r] [-f address-family]

このセクションでは、netstatコマンドで最も一般的に使用されるオプションについ
て説明します。netstatのすべてのオプションの詳細については、netstat(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

▼ プロトコル別の統計情報を表示する方法
netstatの -sオプションは、UDP、TCP、SCTP、ICMP、および IPのプロトコルにつ
いて、プロトコル別の統計情報を表示します。

注 – netstatコマンドからの出力は、Oracle Solarisユーザーアカウントで取得できま
す。

プロトコルのステータスを表示します。
$ netstat -s

ネットワークプロトコルの統計

次の例に、netstat -sコマンドの出力を示します。出力の一部は省略されていま
す。この出力は、プロトコルが問題を持っている場所を示すことがあります。たと
えば、ICMPv4と ICMPv6からの統計情報は、このプロトコルがどこにエラーを検出
したかを示します。

RAWIP

rawipInDatagrams = 4701 rawipInErrors = 0

rawipInCksumErrs = 0 rawipOutDatagrams = 4

rawipOutErrors = 0

UDP

udpInDatagrams = 10091 udpInErrors = 0

udpOutDatagrams = 15772 udpOutErrors = 0

TCP tcpRtoAlgorithm = 4 tcpRtoMin = 400

tcpRtoMax = 60000 tcpMaxConn = -1

●
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.

.

tcpListenDrop = 0 tcpListenDropQ0 = 0

tcpHalfOpenDrop = 0 tcpOutSackRetrans = 0

IPv4 ipForwarding = 2 ipDefaultTTL = 255

ipInReceives =300182 ipInHdrErrors = 0

ipInAddrErrors = 0 ipInCksumErrs = 0

.

.

ipsecInFailed = 0 ipInIPv6 = 0

ipOutIPv6 = 3 ipOutSwitchIPv6 = 0

IPv6 ipv6Forwarding = 2 ipv6DefaultHopLimit = 255

ipv6InReceives = 13986 ipv6InHdrErrors = 0

ipv6InTooBigErrors = 0 ipv6InNoRoutes = 0

.

.

rawipInOverflows = 0 ipv6InIPv4 = 0

ipv6OutIPv4 = 0 ipv6OutSwitchIPv4 = 0

ICMPv4 icmpInMsgs = 43593 icmpInErrors = 0

icmpInCksumErrs = 0 icmpInUnknowns = 0

.

.

icmpInOverflows = 0

ICMPv6 icmp6InMsgs = 13612 icmp6InErrors = 0

icmp6InDestUnreachs = 0 icmp6InAdminProhibs = 0

.

.

icmp6OutGroupQueries= 0 icmp6OutGroupResps = 2

icmp6OutGroupReds = 0

IGMP:

12287 messages received

0 messages received with too few bytes

0 messages received with bad checksum

12287 membership queries received

SCTP sctpRtoAlgorithm = vanj

sctpRtoMin = 1000

sctpRtoMax = 60000

sctpRtoInitial = 3000

sctpTimHearBeatProbe = 2

sctpTimHearBeatDrop = 0

sctpListenDrop = 0

sctpInClosed = 0

▼ 転送プロトコルのステータスを表示する方法
netstatコマンドを使用すると、転送プロトコルのステータスを表示できます。詳細
については、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。
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システム上のTCP転送プロトコルと SCTP転送プロトコルのステータスを表示しま
す。
$ netstat

システム上の特定の転送プロトコルのステータスを表示します。
$ netstat -P transport-protocol

transport-protocol変数の値は、 tcp、sctp、または udpです。

TCP転送プロトコルと SCTP転送プロトコルのステータスの表示

次の例に、基本的な netstatコマンドの出力を示します。IPv4専用の情報が表示され
ています。

$ netstat

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

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

lhost-1.login abc.def.local.Sun.COM.980 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

lhost-1.login ghi.jkl.local.Sun.COM.1020 49640 1 49640 0 ESTABLISHED

remhost-1.1014 mno.pqr.remote.Sun.COM.nfsd 49640 0 49640 0 TIME_WAIT

SCTP:

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q StrsI/O State

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

*.echo 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

*.discard 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

*.9001 0.0.0.0 0 0 102400 0 128/1 LISTEN

特定の転送プロトコルのステータスの表示

次の例に、netstatコマンドに -Pオプションを指定したときの結果を示します。

$ netstat -P tcp

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

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

lhost-1.login abc.def.local.Sun.COM.980 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

lhost.login ghi.jkl.local.Sun.COM.1020 49640 1 49640 0 ESTABLISHED

remhost.1014 mno.pqr.remote.Sun.COM.nfsd 49640 0 49640 0 TIME_WAIT

TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

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

localhost.38983 localhost.32777 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.32777 localhost.38983 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.38986 localhost.38980 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

1

2
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▼ ネットワークインタフェースのステータスを表示
する方法
netstatコマンドの iオプションは、ローカルシステムに構成されているネット
ワークインタフェースの状態を表示します。このオプションを使用すると、各
ネットワーク上で送受信しているパケット数がわかります。

ネットワーク上にあるインタフェースのステータスを表示します。
$ netstat -i

ネットワークインタフェースのステータスの表示

次の例に、ホストのインタフェースを通る IPv4と IPv6のパケットフローのステータ
スを示します。

たとえば、サーバーについて表示される入力パケットカウント (Ipkts)はクライアン
トがブートを試みるたびに増加しているのに、出力パケットカウント (Opkts)が変化
しないことがあります。これは、サーバーがクライアントからのブート要求パ
ケットを見ていることを意味します。しかし、サーバーはそれらのパケットに応答
する方法を知りません。この混乱は、hostsまたは ethersデータベース内の誤った
アドレスが原因である可能性があります。

しかし、入力パケットカウントが長時間にわたり変化しない場合は、マシンがパ
ケットをまったく見ていません。この場合は、上記と違って、ハードウェアの問題
の可能性が高くなります。

Name Mtu Net/Dest Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Collis Queue

lo0 8232 loopback localhost 142 0 142 0 0 0

net0 1500 host58 host58 1106302 0 52419 0 0 0

Name Mtu Net/Dest Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Collis

lo0 8252 localhost localhost 142 0 142 0 0

net0 1500 fe80::a00:20ff:feb9:4c54/10 fe80::a00:20ff:feb9:4c54 1106305 0 52422 0 0

▼ ソケットのステータスを表示する方法
netstatコマンドの -aオプションを使用すると、ローカルホスト上にあるソケット
のステータスを表示できます。

次のコマンドを入力すると、ソケットのステータスと経路制御テーブルエントリの
ステータスを表示できます。

この netstatコマンドのオプションは、ユーザーアカウントで使用できます。
% netstat -a

●
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すべてのソケットと経路制御テーブルエントリの表示

netstat -aコマンドの出力には、膨大な統計が含まれます。次の例に、典型的な
netstat -aコマンドの出力の一部を示します。

UDP: IPv4

Local Address Remote Address State

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

*.bootpc Idle

host85.bootpc Idle

*.* Unbound

*.* Unbound

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32771 Idle

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32775 Idle

*.time Idle

.

.

*.daytime Idle

*.echo Idle

*.discard Idle

UDP: IPv6

Local Address Remote Address State If

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

*.* Unbound

*.* Unbound

*.sunrpc Idle

*.* Unbound

*.32771 Idle

*.32778 Idle

*.syslog Idle

.

.

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

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

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

localhost.4999 *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

.

.

*.printer *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.time *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.daytime *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.echo *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.discard *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.chargen *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.shell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.shell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.kshell *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.login

.
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.

*.* 0 0 49152 0 LISTEN

*TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

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

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.sunrpc *.* 0 0 49152 0 LISTEN

*.* *.* 0 0 49152 0 IDLE

*.32774 *.* 0 0 49152

▼ 特定のアドレスタイプのパケット転送に関するス
テータスを表示する方法
netstatコマンドの -fオプションを使用すると、特定のアドレスファミリのパ
ケット転送に関する統計を表示できます。

IPv4パケットまたは IPv6パケットの転送に関する統計を表示します。
$ netstat -f inet | inet6

IPv4パケット転送に関する情報を表示するには、netstat -fの引数として inetを指
定します。IPv6パケット転送に関する情報を表示するには、netstat -fの引数とし
て inet6を指定します。

IPv4パケット転送のステータス

次に、netstat - f inetコマンドの出力例を示します。

TCP: IPv4

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State

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

host58.734 host19.nfsd 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

host58.38063 host19.32782 49640 0 49640 0 CLOSE_WAIT

host58.38146 host41.43601 49640 0 49640 0 ESTABLISHED

host58.996 remote-host.login 49640 0 49206 0 ESTABLISHED

IPv6パケット転送のステータス

次に、netstat - f inet6コマンドの出力例を示します。

TCP: IPv6

Local Address Remote Address Swind Send-Q Rwind Recv-Q State If

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

localhost.38065 localhost.32792 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.32792 localhost.38065 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

localhost.38089 localhost.38057 49152 0 49152 0 ESTABLISHED

●
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▼ 既知のルートのステータスを表示する方法
netstatコマンドの -rオプションは、ローカルホストの経路制御テーブルを表示し
ます。このテーブルには、ホストが知っているすべてのルートのステータスが表示
されます。netstatの rオプションは、ユーザーアカウントで実行できます。

IP経路制御テーブルを表示します。
$ netstat -r

netstatコマンドによる経路制御テーブルの出力

次に、netstat - rコマンドの出力例を示します。

Routing Table: IPv4

Destination Gateway Flags Ref Use Interface

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

host15 myhost U 1 31059 net0

10.0.0.14 myhost U 1 0 net0

default distantrouter UG 1 2 net0

localhost localhost UH 42019361 lo0

Routing Table: IPv6

Destination/Mask Gateway Flags Ref Use If

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

2002:0a00:3010:2::/64 2002:0a00:3010:2:1b2b:3c4c:5e6e:abcd U 1 0 net0:1

fe80::/10 fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 U 1 23 net0

ff00::/8 fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 U 1 0 net0

default fe80::1a2b:3c4d:5e6f:12a2 UG 1 0 net0

localhost localhost UH 9 21832 lo0

次の表では、netstat -rコマンドの画面出力の各種パラメータの意味について説明
します。

パラメータ 説明

送信先

Destination/Mask

ルートの宛先エンドポイントであるホストを指定します。IPv6経
路制御テーブルには、6to4トンネルのエンドポイントの接頭辞
(2002:0a00:3010:2::/64 )がルートの宛先エンドポイントとして示
されていることに注目してください。

Gateway パケットの転送に使用するゲートウェイを指定します。

Flags ルートの現在のステータスを示します。Uフラグはルートが up状
態であること、Gフラグはルートがゲートウェイへのものであるこ
とを示します。

Use 送信したパケットの数を示します。

Interface 転送元のエンドポイントである、ローカルホスト上の特定のインタ
フェースを示します。

●
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pingコマンドによるリモートホストの検証
pingコマンドを使用すると、リモートホストのステータスを判断できます。pingを
実行すると、ICMPプロトコルは、指定されたホストにデータグラムを送って、応答
を求めます。ICMPは、TCP/IPネットワーク上のエラー処理を担当するプロトコル
です。pingを使用すると、指定したリモートホストに IP接続が存在するかどうかを
判断できます。

次に、pingの基本構文を示します。

/usr/sbin/ping host [timeout]

この構文において、hostはリモートホストの名前です。省略可能な timeout引数
は、pingコマンドがリモートホストに到達しようと試行する秒数を示します。デ
フォルトは 20秒です。構文とオプションの詳細については、ping(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

▼ リモートホストが動作しているかを確認する方法

次の書式の pingコマンドを使用します。
$ ping hostname

ホスト hostnameが ICMP転送を受け入れる場合、次のメッセージが表示されます。

hostname is alive

このメッセージは、hostnameが ICMPの要求に応答したことを示します。hostname
がダウン状態にあるかまたは ICMPパケットを受け取れなかった場合は、pingコマ
ンドから次の応答が返されます。

no answer from hostname

▼ ホストでパケットが失われていないかを確認する
方法
-pingコマンドの sオプションを使用すると、リモートホストは動作しているが、パ
ケットが失われているかどうかを判断できます。

次の書式の pingコマンドを使用します。
$ ping -s hostname

●

●
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パケットの消失を検出するための ping出力

ping -s hostnameコマンドは、割り込み文字が送信されるまで、あるいは、タイムア
ウトが発生するまで、指定されたホストにパケットを送信し続けます。画面上には
次のように出力されます。

& ping -s host1.domain8

PING host1.domain8 : 56 data bytes

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=0. time=1.67 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=1. time=1.02 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=2. time=0.986 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=3. time=0.921 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=4. time=1.16 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=5. time=1.00 ms

64 bytes from host1.domain8.COM (172.16.83.64): icmp_seq=5. time=1.980 ms

^C

----host1.domain8 PING Statistics----

7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms) min/avg/max/stddev = 0.921/1.11/1.67/0.26

パケットロスという統計は、ホストがパケットを失っているかどうかを示しま
す。pingが失敗する場合、ipadmコマンドと netstatコマンドからの報告を使用し
て、ネットワークのステータスをチェックします。『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』の「IPインタフェースとアドレスの
監視」と 95ページの「netstatコマンドによるネットワークのステータスの監
視」を参照してください。

ネットワークステータス表示の管理と記録
次のタスクに、一般的なネットワークコマンドを使用して、ネットワークのス
テータスをチェックする方法を示します。

▼ IP関連コマンドの表示出力を制御する方法
netstatコマンドの出力を制御すると、IPv4情報だけを表示したり、IPv4と IPv6の
両方の情報を表示したりできます。

/etc/default/inet_typeファイルを作成します。

ネットワークの要求に基づいて、次のエントリのうちの 1つ
を/etc/default/inet_typeファイルに追加します。

■ IPv4情報だけを表示するには、次のように入力します。

DEFAULT_IP=IP_VERSION4

例5–9
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■ IPv4情報と IPv6情報を表示するには、次のいずれかを入力します。

DEFAULT_IP=BOTH

または

DEFAULT_IP=IP_VERSION6

inet_typeファイルの詳細については、inet_type(4)のマニュアルページを参照し
てください。

注 – netstatコマンドの -fフラグは、inet_typeファイルに設定された値を置き換え
ます。

IPv4情報と IPv6情報を選択する出力の制御
■ DEFAULT_IP=BOTH変数または DEFAULT_IP=IP_VERSION6変数を inet_typeファイルで
設定する場合、次の出力が得られます。

% ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 10.46.86.54/24

lo0/v6 static ok ::1/128

net0/v6 addrconf ok fe80::a00:fe73:56a8/10

net0/v6add static ok 2001:db8:3c4d:5:a00:fe73:56a8/64

■ inet_typeファイルで、DEFAULT_IP=IP_VERSION4変数を定義すると、次の出力が得
られます。

% ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 10.46.86.54/24

▼ IPv4経路制御デーモンの活動を記録する方法
IPv4経路制御デーモン routedの動作が疑わしい場合、このデーモンの活動をト
レースするログを開始できます。routedデーモンを起動すると、このログにはすべ
てのパケット転送が記録されます。

経路制御デーモンの活動のログファイルを作成します。
# /usr/sbin/in.routed /var/log-file-name

注意 –ビジー状態のネットワークでは、このコマンドによりほとんど絶え間なく出力
が生じることがあります。

例5–10
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in.routedデーモンのネットワークログ

次の例に、104ページの「IPv4経路制御デーモンの活動を記録する方法」の手順で作
成したログの開始部分を示します。

-- 2003/11/18 16:47:00.000000 --

Tracing actions started

RCVBUF=61440

Add interface lo0 #1 127.0.0.1 -->127.0.0.1/32

<UP|LOOPBACK|RUNNING|MULTICAST|IPv4> <PASSIVE>

Add interface net0 #2 10.10.48.112 -->10.10.48.0/25

<UP|BROADCAST|RUNNING|MULTICAST|IPv4>

turn on RIP

Add 10.0.0.0 -->10.10.48.112 metric=0 net0 <NET_SYN>

Add 10.10.48.85/25 -->10.10.48.112 metric=0 net0 <IF|NOPROP>

▼ IPv6近傍検索デーモンの活動をトレースする方法
IPv6の in.ndpdデーモンの動作が疑わしい場合、このデーモンの活動をトレースする
ログを開始できます。中断されるまで、トレースの結果は標準出力に表示されま
す。in.ndpdデーモンを起動すると、このトレースにはすべてのパケット転送が記録
されます。

in.ndpdデーモンのトレースを起動します。
# /usr/lib/inet/in.ndpd -t

トレースを終了するには、Ctrl-Cを押します。

in.ndpdデーモンのトレース

次の例に、in.ndpdのトレースの開始部分を示します。

# /usr/lib/inet/in.ndpd -t

Nov 18 17:27:28 Sending solicitation to ff02::2 (16 bytes) on net0

Nov 18 17:27:28 Source LLA: len 6 <08:00:20:b9:4c:54>

Nov 18 17:27:28 Received valid advert from fe80::a00:20ff:fee9:2d27 (88 bytes) on net0

Nov 18 17:27:28 Max hop limit: 0

Nov 18 17:27:28 Managed address configuration: Not set

Nov 18 17:27:28 Other configuration flag: Not set

Nov 18 17:27:28 Router lifetime: 1800

Nov 18 17:27:28 Reachable timer: 0

Nov 18 17:27:28 Reachable retrans timer: 0

Nov 18 17:27:28 Source LLA: len 6 <08:00:20:e9:2d:27>

Nov 18 17:27:28 Prefix: 2001:08db:3c4d:1::/64

Nov 18 17:27:28 On link flag:Set

Nov 18 17:27:28 Auto addrconf flag:Set

Nov 18 17:27:28 Valid time: 2592000

Nov 18 17:27:28 Preferred time: 604800

Nov 18 17:27:28 Prefix: 2002:0a00:3010:2::/64

Nov 18 17:27:28 On link flag:Set
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Nov 18 17:27:28 Auto addrconf flag:Set

Nov 18 17:27:28 Valid time: 2592000

Nov 18 17:27:28 Preferred time: 604800

tracerouteコマンドによる経路制御情報の表示
tracerouteコマンドは、IPパケットが通るリモートシステムまでのルートをト
レースします。tracerouteの技術的な詳細については、traceroute(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

tracerouteコマンドを使用すると、経路制御の誤構成や経路制御パスの異常を発見
できます。特定のホストが到達不可能な場合には、tracerouteを使用して、パ
ケットがどの経路をたどってリモートホストに到達し、どこで障害が起きている可
能性があるかを調べることができます。

また、tracerouteコマンドは、経路に沿った各ゲートウェイのターゲットホストと
の間の往復時間も表示します。この情報は、2つのホスト間のどこでトラフィックが
遅くなっているかを分析する際に利用できます。

▼ リモートホストまでのルートを発見する方法

次のコマンドを入力すると、リモートホストまでのルートを発見できます。
% traceroute destination-hostname

この書式の tracerouteコマンドは、ユーザーアカウントで使用できます。

tracerouteコマンドによるリモートホストまでのルートの表示

次の tracerouteコマンドからの出力に、パケットがローカルシステム nearhostから
リモートシステム farhostまで通る 7ホップパスを示します。また、パケットが各
ホップを通過する時間も示します。

istanbul% traceroute farhost.faraway.com

traceroute to farhost.faraway.com (172.16.64.39), 30 hops max, 40 byte packets

1 frbldg7c-86 (172.16.86.1) 1.516 ms 1.283 ms 1.362 ms

2 bldg1a-001 (172.16.1.211) 2.277 ms 1.773 ms 2.186 ms

3 bldg4-bldg1 (172.16.4.42) 1.978 ms 1.986 ms 13.996 ms

4 bldg6-bldg4 (172.16.4.49) 2.655 ms 3.042 ms 2.344 ms

5 ferbldg11a-001 (172.16.1.236) 2.636 ms 3.432 ms 3.830 ms

6 frbldg12b-153 (172.16.153.72) 3.452 ms 3.146 ms 2.962 ms

7 sanfrancisco (172.16.64.39) 3.430 ms 3.312 ms 3.451 ms

●
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▼ すべてのルートをトレースする方法
この手順では、tracerouteコマンドの -aオプションを使用して、すべてのルートを
トレースします。

ローカルシステムで次のコマンドを入力します。
% traceroute -ahost-name

この書式の tracerouteコマンドは、ユーザーアカウントで使用できます。

デュアルスタックホストまでのすべてのルートのトレース

次の例に、デュアルスタックホストまでの考えられるルートをすべて示します。

% traceroute -a v6host.remote.com

traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 2::56:a0:a8 @ eri0:2

traceroute to v6host (2001:db8:4a3b::102:a00:fe79:19b0),30 hops max, 60 byte packets

1 v6-rout86 (2001:db8:4a3b:56:a00:fe1f:59a1) 35.534 ms 56.998 ms *

2 2001:db8::255:0:c0a8:717 32.659 ms 39.444 ms *

3 farhost.faraway.COM (2001:db8:4a3b::103:a00:fe9a:ce7b) 401.518 ms 7.143 ms *

4 distant.remote.com (2001:db8:4a3b::100:a00:fe7c:cf35) 113.034 ms 7.949 ms *

5 v6host (2001:db8:4a3b::102:a00:fe79:19b0) 66.111 ms * 36.965 ms

traceroute to v6host.remote.com (192.168.10.75),30 hops max,40 byte packets

1 v6-rout86 (172.16.86.1) 4.360 ms 3.452 ms 3.479 ms

2 flrmpj17u.here.COM (172.16.17.131) 4.062 ms 3.848 ms 3.505 ms

3 farhost.farway.com (10.0.0.23) 4.773 ms * 4.294 ms

4 distant.remote.com (192.168.10.104) 5.128 ms 5.362 ms *

5 v6host (192.168.15.85) 7.298 ms 5.444 ms *

snoopコマンドによるパケット転送の監視
snoopコマンドを使用すると、データ転送の状態を監視できます。snoopコマンド
は、ネットワークパケットを取り込んで、その内容を指定された書式で表示しま
す。取得したパケットについては、そのまま表示することも、ファイルに保存する
ことも可能です。snoopが中間ファイルに書き込む場合、トレースのビジー状態でパ
ケットロスはほとんど発生しません。そのあと、snoop自体はファイルの解釈に使用
されます。

デフォルトのインタフェースにおいて、パケットをプロミスキュアスモードで取り
込むには、ネットワーク管理者役割になるか、スーパーユーザーになる必要があり
ます。サマリー形式では、snoopは最高レベルのプロトコルに関連するデータだけを
表示します。たとえばNFSパケットでは、NFS情報のみが表示されま
す。RPC、UDP、IP、および Ethernetのフレーム情報は抑止されますが、verbose (詳
細表示)オプションのいずれかを選択してあれば表示できます。

頻繁かつ定期的に snoopを使用して、システムが正常に動作している場合の状態を把
握してください。最近の白書やRFCを参照したり、NFSやNISといった特定分野の

●
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専門家からアドバイスを受けたりするのも、パケットの分析に役立ちます。snoopと
そのオプションの使用法については、snoop(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

▼ すべてのインタフェースからのパケットを
チェックする方法

システムに接続されているインタフェースについての情報を出力します。
# ipadm show-if

snoopコマンドは通常、最初の非ループバックデバイス (通常はプライマリネット
ワークインタフェース)を使用します。

Example 8–19に示すように、例 5–15コマンドを引数なしで入力して、パケットの取
り込みを開始します。

Ctrl-Cキーを押してプロセスを停止します。

snoopコマンドの出力

基本の snoopコマンドは、デュアルスタックホストに対して、次のような出力を返し
ます。

% snoop

Using device /dev/net (promiscuous mode)

router5.local.com -> router5.local.com ARP R 10.0.0.13, router5.local.com is

0:10:7b:31:37:80

router5.local.com -> BROADCAST TFTP Read "network-confg" (octet)

myhost -> DNSserver.local.com DNS C 192.168.10.10.in-addr.arpa. Internet PTR ?

DNSserver.local.com myhost DNS R 192.168.10.10.in-addr.arpa. Internet PTR

niserve2.

.

.

.

fe80::a00:20ff:febb:e09 -> ff02::9 RIPng R (5 destinations)

この出力に取り込まれたパケットはリモートログインの様子を示しています。この
中には、アドレス解決のためのNISサーバーとDNSサーバーへの問い合わせが含ま
れます。また、ローカルルーターからの定期的なARPパケットや、IPv6リンク
ローカルアドレスから in.ripngdへの通知も含まれます。

1

2

3
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▼ snoopの出力をファイルに取り込む方法
snoopセッションをファイルに取り込みます。
# snoop -o filename

次に例を示します。

# snoop -o /tmp/cap

Using device /dev/eri (promiscuous mode)

30 snoop: 30 packets captured

この例では、30個のパケットが /tmp/capというファイルに取り込まれていま
す。ディスク容量が十分にあれば、ファイルはどのディレクトリにでも格納できま
す。取り込んだパケットの数はコマンド行に表示され、Ctrl-Cを押せばいつでも終了
できます。

snoop自体によってホストマシン上にネットワーク負荷がかかるので、結果に誤差が
生じる場合があります。実際の結果を表示するには、第 3のシステムから snoopを実
行します。

snoop出力取り込みファイルを検査します。
# snoop -i filename

snoop出力取り込みファイルの内容

次に、snoop -iコマンドから返される出力など、さまざまな取り込みの例を示しま
す。

# snoop -i /tmp/cap

1 0.00000 fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375

ICMPv6 Neighbor advertisement

...

10 0.91493 10.0.0.40 -> (broadcast) ARP C Who is 10.0.0.40, 10.0.0.40 ?

34 0.43690 nearserver.here.com -> 224.0.1.1 IP D=224.0.1.1 S=10.0.0.40 LEN=28,

ID=47453, TO =0x0, TTL=1

35 0.00034 10.0.0.40 -> 224.0.1.1 IP D=224.0.1.1 S=10.0.0.40 LEN=28, ID=57376,

TOS=0x0, TTL=47

▼ IPv4サーバー/クライアント間のパケットを確認
する方法

snoopを実行するシステムから、クライアントまたはサーバーのいずれかに接続され
たハブを外します。

この第 3のシステム (snoopシステム)はサーバーとクライアント間のすべてのトラ
フィックを監視するので、snoopのトレースには実際のネットワーク上の状態が反映
されます。

1

2
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snoopをオプションなしで入力して、その出力をファイルに保存します。

出力を検査および解釈します。
snoop取り込みファイルの詳細については、「RFC 1761, Snoop Version 2 Packet Capture
File Format (http://www.ietf.org/rfc/rfc1761.txt?number=1761)」を参照してくださ
い。

▼ IPv6ネットワークトラフィックを監視する方法
snoopコマンドを使用すると、IPv6パケットだけを表示できます。

IPv6パケットを取り込みます。
# snoop ip6

snoopコマンドの詳細については、snoop(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

IPv6ネットワークトラフィックだけの表示
次に、あるノード上で snoop ip6コマンドを実行したときに返される典型的な出力の
例を示します。

# snoop ip6

fe80::a00:20ff:fecd:4374 -> ff02::1:ffe9:2d27 ICMPv6 Neighbor solicitation

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375 ICMPv6 Neighbor

solicitation

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> fe80::a00:20ff:fecd:4375 ICMPv6 Neighbor

solicitation

fe80::a00:20ff:febb:e09 -> ff02::9 RIPng R (11 destinations)

fe80::a00:20ff:fee9:2d27 -> ff02::1:ffcd:4375 ICMPv6 Neighbor solicitation

IP層デバイスを使用したパケット監視
IPの監視機能を強化するため、IP層デバイスがOracle Solarisに導入されていま
す。これらのデバイスは、システムのネットワークインタフェースに関連付けられ
たアドレスを含むすべてのパケットにアクセスできます。アドレスには、ローカル
アドレスのほか、非ループバックインタフェースまたは論理インタフェースにホス
トされたアドレスも含まれます。監視可能なトラフィックには、IPv4、IPv6のどち
らのアドレスが含まれていてもかまいません。したがって、システムに向かうすべ
てのトラフィックを監視できます。トラフィックには、ループバック IPトラ
フィック、リモートマシンからのパケット、システムから送信されるパケット、ま
たはすべての転送トラフィックが含まれる場合があります。

大域ゾーンの管理者は IP層デバイスを使用することで、ゾーン間のトラフィックや
ゾーン内のトラフィックを監視できます。非大域ゾーンの管理者も、そのゾーンに
よって送受信されるトラフィックを監視できます。

2

3
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IP層でトラフィックを監視するために、snoopコマンドに新しいオプション -Iが追
加されています。このオプションは、コマンドが、ベースとなるリンク層デバイス
ではなく新しい IP層デバイスを使用してトラフィックデータを表示することを指定
します。

注 –各層の違いを理解するには、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「データ
のカプセル化とTCP/IPプロトコルスタック」を参照してください。

▼ IP層でパケットをチェックする方法

必要であれば、システムに接続されているインタフェースについての情報を出力し
ます。
# ipadm show-if

特定のインタフェースの IPトラフィックを取得します。
# snoop -I interface [-V | -v]

パケットのチェック例
すべての例は次のシステム構成に基づいています。

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

net0/v4 static ok 192.68.25.5/24

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

net0/? static ok 172.0.0.3/24

net0/? static ok 172.0.0.1/24

lo0/? static ok 127.0.0.1/8

2つのゾーン sandboxと toyboxが次の IPアドレスを使用しているとします。
■ sandbox – 172.0.0.3

■ toybox – 172.0.0.1

snoop -Iコマンドは、システム上のさまざまなインタフェースに対して発行できま
す。表示されるパケット情報は、ユーザーが大域ゾーン、非大域ゾーンのいずれの
管理者であるかに依存します。

例 5–18 ループバックインタフェース上のトラフィック

# snoop -I lo0

Using device ipnet/lo0 (promiscuous mode)

localhost -> localhost ICMP Echo request (ID: 5550 Sequence number: 0)

localhost -> localhost ICMP Echo reply (ID: 5550 Sequence number: 0)

冗長出力を生成するには、-vオプションを使用します。

1

2
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# snoop -v -I lo0

Using device ipnet/lo0 (promiscuous mode)

IPNET: ----- IPNET Header -----

IPNET:

IPNET: Packet 1 arrived at 10:40:33.68506

IPNET: Packet size = 108 bytes

IPNET: dli_version = 1

IPNET: dli_type = 4

IPNET: dli_srczone = 0

IPNET: dli_dstzone = 0

IPNET:

IP: ----- IP Header -----

IP:

IP: Version = 4

IP: Header length = 20 bytes

...

IP層でのパケット監視のサポートのために、監視対象となるパケットの前に新しい
ipnetヘッダーが導入されています。発信元 IDと着信先 IDの両方が示されま
す。「0」の IDは、トラフィックが大域ゾーンから生成されていることを示しま
す。

例 5–19 ローカルゾーンのnet0デバイスでのパケットフロー

# snoop -I net0

Using device ipnet/net0 (promiscuous mode)

toybox -> sandbox TCP D=22 S=62117 Syn Seq=195630514 Len=0 Win=49152 Options=<mss

sandbox -> toybox TCP D=62117 S=22 Syn Ack=195630515 Seq=195794440 Len=0 Win=49152

toybox -> sandbox TCP D=22 S=62117 Ack=195794441 Seq=195630515 Len=0 Win=49152

sandbox -> toybox TCP D=62117 S=22 Push Ack=195630515 Seq=195794441 Len=20 Win=491

この出力には、システム内のさまざまなゾーンで発生したトラフィックが表示され
ています。ローカルでほかのゾーンに配信されるパケットも含め、net0の IPアドレ
スに関連するすべてのパケットを表示できます。冗長出力を生成すれば、パケット
のフローに関連するゾーンを確認できます。

# snoop -I net0 -v port 22

IPNET: ----- IPNET Header -----

IPNET:

IPNET: Packet 5 arrived at 15:16:50.85262

IPNET: Packet size = 64 bytes

IPNET: dli_version = 1

IPNET: dli_type = 0

IPNET: dli_srczone = 0

IPNET: dli_dstzone = 1

IPNET:

IP: ----- IP Header -----

IP:

IP: Version = 4

IP: Header length = 20 bytes

IP: Type of service = 0x00

IP: xxx. .... = 0 (precedence)

IP: ...0 .... = normal delay

IP: .... 0... = normal throughput

IP: .... .0.. = normal reliability

IP: .... ..0. = not ECN capable transport
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例 5–19 ローカルゾーンのnet0デバイスでのパケットフロー (続き)

IP: .... ...0 = no ECN congestion experienced

IP: Total length = 40 bytes

IP: Identification = 22629

IP: Flags = 0x4

IP: .1.. .... = do not fragment

IP: ..0. .... = last fragment

IP: Fragment offset = 0 bytes

IP: Time to live = 64 seconds/hops

IP: Protocol = 6 (TCP)

IP: Header checksum = 0000

IP: Source address = 172.0.0.1, 172.0.0.1

IP: Destination address = 172.0.0.3, 172.0.0.3

IP: No options

IP:

TCP: ----- TCP Header -----

TCP:

TCP: Source port = 46919

TCP: Destination port = 22

TCP: Sequence number = 3295338550

TCP: Acknowledgement number = 3295417957

TCP: Data offset = 20 bytes

TCP: Flags = 0x10

TCP: 0... .... = No ECN congestion window reduced

TCP: .0.. .... = No ECN echo

TCP: ..0. .... = No urgent pointer

TCP: ...1 .... = Acknowledgement

TCP .... 0... = No push

TCP .... .0.. = No reset

TCP: .... ..0. = No Syn

TCP: .... ...0 = No Fin

TCP: Window = 49152

TCP: Checksum = 0x0014

TCP: Urgent pointer = 0

TCP: No options

TCP:

この ipnetヘッダーは、パケットが大域ゾーン (ID 0)から Sandbox (ID 1)に向かってい
ることを示しています。

例 5–20 ゾーンを特定してトラフィックを監視する

# snoop -I hme0 sandboxsnoop -I net0 sandbox

Using device ipnet/hme0 (promiscuous mode)

toybox -> sandbox TCP D=22 S=61658 Syn Seq=374055417 Len=0 Win=49152 Options=<mss

sandbox -> toybox TCP D=61658 S=22 Syn Ack=374055418 Seq=374124525 Len=0 Win=49152

toybox -> sandbox TCP D=22 S=61658 Ack=374124526 Seq=374055418 Len=0 Win=49152

#

ゾーンを特定してパケットを監視する機能は、複数のゾーンを含むシステムで役立
ちます。現在のところ、ゾーンを特定するときに使用できるのは、ゾーン IDだけで
す。ゾーン名による snoopの使用はサポートされていません。
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デフォルトアドレス選択の管理
Oracle Solarisでは、単一のインタフェースに複数の IPアドレスを付与することがで
きます。たとえば、ネットワーク多重パス (IPMP)のような技術を使用すると、複数
のネットワークインタフェースカード (NIC)が同じ IPリンク層に接続できます。こ
のようなリンクは 1つまたは複数の IPアドレスを持つことができます。さら
に、IPv6が有効なシステム上のインタフェースは、1つの IPv6リンクローカルアド
レス、少なくとも 1つの IPv6経路制御アドレス、および (少なくとも 1つのインタ
フェースに) 1つの IPv4アドレスを持ちます。

システムがトランザクションを起動すると、アプリケーションは getaddrinfoソ
ケットへの呼び出しを作成します。getaddrinfoは、宛先システム上で使用されてい
る可能なアドレスを発見します。そのあと、カーネルはこのリストに優先度を付け
て、パケットに使用するのに最適な宛先を見つけます。このプロセスのことを「宛
先アドレス順番付け」と呼びます。そのあと、Oracle Solarisカーネルは、パケットに
最適な宛先アドレスに対して、適切なソースアドレスの書式を選択します。このプ
ロセスのことを「アドレス選択」と呼びます。宛先アドレス順番付けの詳細につい
ては、getaddrinfo(3SOCKET)のマニュアルページを参照してください。

IPv4専用システムとデュアルスタック IPv4/IPv6システムは両方とも、デフォルトア
ドレス選択を実行する必要があります。ほとんどの状況では、デフォルトアドレス
選択機構を変更する必要はありません。しかし、IPMPをサポートしたり、6to4アド
レス書式を選択したりする場合は、アドレス書式の優先度を変更する必要がありま
す。

▼ IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを管理する方
法
次の手順では、アドレス選択ポリシーテーブルを変更する方法について説明しま
す。IPv6デフォルトアドレス選択の概念については、158ページの「ipaddrselコマ
ンド」を参照してください。

注意 –次の手順に示す理由がない場合は、IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを変更
しないでください。このポリシーテーブルを間違って変更すると、ネットワーク上
で問題が発生する可能性があります。次の手順に示すように、このポリシーテーブ
ルは必ずバックアップを保存してください。

現在の IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを調査します。
# ipaddrsel

# Prefix Precedence Label

::1/128 50 Loopback

::/0 40 Default

2002::/16 30 6to4

1
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::/96 20 IPv4_Compatible

::ffff:0.0.0.0/96 10 IPv4

デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルのバックアップを作成します。
# cp /etc/inet/ipaddrsel.conf /etc/inet/ipaddrsel.conf.orig

テキストエディタを使用して、/etc/inet/ipaddrsel.confを自分用にカスタマイズし
ます。
/etc/inet/ipaddrselのエントリには、次の構文を使用します。
prefix/prefix-length precedence label [# comment ]

次に、デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルに一般的に行われる変更の例を示
します。

■ 6to4アドレスに最高の優先度を付ける場合。

2002::/16 50 6to4

::1/128 45 Loopback

6to4アドレス書式の優先度は現在、最高の50です。Loopbackの優先度は、以前は
50でしたが、現在は 45です。ほかのアドレス書式の優先度は変わりません。

■ 特定の宛先アドレスとの通信において、特定のソースアドレスを使用するように
指示する場合。

::1/128 50 Loopback

2001:1111:1111::1/128 40 ClientNet

2001:2222:2222::/48 40 ClientNet

::/0 40 Default

このエントリは、物理インタフェースが 1つしかないホストの場合に役立ちま
す。ここで、2001:1111:1111::1/128は、ネットワーク 2001:2222:2222::/48内に
ある宛先に向けられたすべてのパケットのソースアドレスとして優先されま
す。優先度 40は、このインタフェースに構成されたほかのアドレス書式より
も、ソースアドレス 2001:1111:1111::1/128を優先することを指示します。

■ IPv6アドレスよりも IPv4アドレスを優先する場合。

::ffff:0.0.0.0/96 60 IPv4

::1/128 50 Loopback

.

.

このテーブルでは、IPv4書式 ::ffff:0.0.0.0/96の優先度をデフォルトの 10から
テーブル内で最高の 60に変更しています。

変更したポリシーテーブルをカーネルにロードします。
ipaddrsel -f /etc/inet/ipaddrsel.conf

変更したポリシーテーブルに問題がある場合は、IPv6デフォルトアドレス選択ポリ
シーテーブルを復元します。
# ipaddrsel -d

2

3

4

5
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▼ 現在のセッションだけの IP6アドレス選択テーブ
ルを変更する方法
/etc/inet/ipaddrsel.confファイルを編集すると、その変更はリブート後も適用され
ます。変更したポリシーテーブルを現在のセッションだけに適用したい場合、次の
手順に従います。

/etc/inet/ipaddrselの内容をfilenameにコピーします (filenameは自分が選択した名
前)。
# cp /etc/inet/ipaddrsel filename

必要に応じて、filename内のポリシーテーブルを編集します。

変更したポリシーテーブルをカーネルにロードします。
# ipaddrsel -f filename

システムをリブートするまで、カーネルは新しいポリシーテーブルを使用します。

1

2

3
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IPトンネルの構成

この章では、IPトンネルについて説明するほか、Oracle Solarisでトンネルを構成およ
び維持するための手順を示します。

IPトンネルの概要
IPトンネルは、ドメイン内のプロトコルが中間のネットワークでサポートされない
ときにドメイン間でデータパケットを転送するための手段を提供します。たとえ
ば、大部分のネットワークで IPv4プロトコルが使用されている環境では、IPv6プロ
トコルの導入時に、IPv6ネットワークは境界の外側での通信手段を必要としま
す。トンネルを使用すれば通信が可能となります。IPトンネルは、IPを使用して到
達可能な 2つのノード間で仮想リンクを提供します。したがって、このリンクを使
用すれば IPv4ネットワーク経由で IPv6パケットを転送でき、2つの IPv6サイト間で
の IPv6通信を実現できます。

このOracle Solarisリリースでの IPトンネル管理
このOracle Solarisリリースではトンネル管理が改訂され、新しいネットワーク
データリンク管理モデルと一貫性を持つようになりました。トンネルは、dladmの新
しいサブコマンドを使用して作成および構成されるようになりました。さらにトン
ネルでは、新しい管理モデルのその他のデータリンク機能も使用できるようになり
ました。たとえば、管理者によって選択された名前のサポートにより、トンネルに
意味のある名前を割り当てることができます。dladmサブコマンドの詳細
は、dladm(1M)のマニュアルページを参照してください。
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トンネルのタイプ
トンネリングでは、IPパケットが別のパケット内にカプセル化されます。このカプ
セル化によって、パケットは、パケットのプロトコルをサポートしない中間の
ネットワークを介して宛先に到達できます。

トンネルは、パケットカプセル化のタイプごとに異なります。Oracle Solarisでサ
ポートされるトンネルのタイプは、次のとおりです。

■ IPv4トンネル – IPv4または IPv6パケットが IPv4ヘッダー内にカプセル化され、事
前に構成されたユニキャスト IPv4宛先に送信されます。トンネルを通過するパ
ケットをより具体的に示すため、IPv4トンネルは IPv4 over IPv4トンネルまたは
IPv6 over IPv4トンネルとも呼ばれます。

■ IPv6トンネル – IPv4または IPv6パケットが IPv6ヘッダー内にカプセル化され、事
前に構成されたユニキャスト IPv6宛先に送信されます。トンネルを通過するパ
ケットをより具体的に示すため、IPv6トンネルは IPv4 over IPv6トンネルまたは
IPv6 over IPv6トンネルとも呼ばれます。

■ 6to4トンネル – IPv6パケットが IPv4ヘッダー内にカプセル化され、パケット単位
で自動的に決定される IPv4宛先に送信されます。この決定は、6to4プロトコル内
に定義されたアルゴリズムに基づきます。

IPv6と IPv4を組み合わせたネットワーク環境での
トンネル
IPv6ドメインを持つほとんどのサイトは、ほかの IPv6ドメインと通信する際
に、IPv6のみのネットワークよりも数多く存在している IPv4ネットワークをたどり
ます。次の図に、IPv4ルーター (図中の “R”)を通る 2つの IPv6ホスト間でのトンネル
メカニズムを示します。
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この図のトンネルは、2つのルーター間で IPv4ネットワーク経由で仮想的なポイン
トツーポイントリンクを持つように構成された 2つのルーターから構成されていま
す。

IPv6パケットが IPv4パケット内にカプセル化されます。IPv6ネットワークの境界
ルーターは、宛先 IPv6ネットワークの境界ルーターに向かうさまざまな IPv4ネット
ワークにポインツーポイントトンネルを設定します。パケットはトンネル経由で宛
先の境界ルーターに転送され、そこでそのカプセル化が解除されます。次に、その
ルーターは個々の IPv6パケットを宛先のノードに転送します。

6to4トンネル
Oracle Solarisには、IPv4アドレス指定から IPv6アドレス指定に移行するための推奨
の暫定的な手段として、6to4トンネルが含まれています。6to4トンネルを使用する
と、孤立した IPv6サイトが、IPv6をサポートしない IPv4ネットワーク上の自動トン
ネルを介して通信できます。6to4トンネルを使用するには、6to4自動トンネルの片
方のエンドポイントとして、境界ルーターを IPv6ネットワークに構成する必要があ
ります。そのあと、この 6to4ルーターをほかの 6to4サイトとの間のトンネルの構成

図 6–1 IPv6トンネルメカニズム
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要素として使用することも、あるいは必要に応じて 6to4以外のネイティブ IPv6サイ
トとの間のトンネルで使用することもできます。

このセクションでは、6to4に関連した次の参考情報を示します。

■ 6to4トンネルのトポロジ
■ 6to4トンネルを介したパケットフローの説明
■ 6to4ルーターと 6to4リレールーター間のトンネルのトポロジ
■ 6to4リレールーターサポートを構成する前の考慮事項

次の表では、6to4トンネルを構成するための追加タスクについて説明し、有用な追
加情報の入手先を示しています。

タスクまたは技術情報 参照先

6to4トンネルの構成タスク 131ページの「6to4トンネルを構成する方法」

6to4関連のRFC RFC 3056, "Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds"
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3056.txt)

6to4リレールーターとの間のトンネル
のサポートを有効にする 6to4relayコ
マンドの詳細

6to4relay(1M)

6to4のセキュリティー Security Considerations for 6to4 (http://www.ietf.org/rfc/
rfc3964.txt)

6to4トンネルのトポロジ
6to4トンネルは、あらゆる場所にあるすべての 6to4サイトに IPv6接続を提供しま
す。同様に、リレールーターに転送するようにトンネルが構成されている場合、ト
ンネルはネイティブ IPv6インターネットも含むすべての IPv6サイトへのリンクとし
ても機能します。次の図は、6to4トンネルが 6to4サイト間にこの接続を提供する仕
組みを示しています。
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この図には、孤立した 2つの 6to4ネットワーク、サイトAとサイト Bが描かれてい
ます。各サイトでは、IPv4ネットワークへの外部接続を備えたルーターが構成され
ています。IPv4ネットワークを越える 6to4トンネルによって、6to4サイトをリンク
する接続が提供されています。

IPv6サイトを 6to4サイトにするには、6to4をサポートできるように 1つ以上の
ルーターインタフェースを構成する必要があります。このインタフェースは、IPv4
ネットワークに対する外部接続を提供する必要があります。qfe0で構成するアドレ
スは、一意 (世界で唯一)のものでなければなりません。次の図では、境界ルーター
Aのインタフェース qfe0がサイトAを IPv4ネットワークに接続しています。qfe0を
6to4擬似インタフェースとして構成するには、IPv4アドレスを使用してあらかじめ
インタフェース qfe0を構成しておきます。

この図の 6to4サイトAは、ルーターAのインタフェース hme0と hme1に接続された 2
つのサブネットから構成されています。サイトAのいずれかのサブネット上の IPv6
ホストはすべて、ルーターAからの広告の受信時に 6to4派生アドレスで自動的に再
構成されます。

サイト Bは、もう 1つの独立した 6to4サイトです。サイトAからトラフィックを正
しく受け取るには、サイト B側の境界ルーターを 6to4をサポートするように構成す
る必要があります。それ以外の場合、ルーターがサイトAから受け取るパケットが
認識されずに削除されてしまいます。

図 6–2 2つの 6to4サイト間のトンネル
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6to4トンネルを介したパケットフロー
このセクションでは、ある 6to4サイトにあるホストから、リモートの 6to4サイトに
あるホストまでのパケットのフローについて説明します。このシナリオでは、図 6–2
に示すトポロジを使用します。さらにこのシナリオは、6to4ルーターと 6to4ホスト
がすでに構成済みであることを想定しています。

1. 6to4サイトAのサブネット 1に存在するホストが伝送を行い、6to4サイト B上の
ホストが宛先として機能します。各パケットヘッダーには、送信元の 6to4派生ア
ドレスと宛先の 6to4派生アドレスが含まれます。

2. サイトAのルーターは、IPv4ヘッダー内で各 6to4パケットをカプセル化しま
す。このプロセスでルーターは、カプセル化ヘッダーの IPv4宛先アドレスを、サ
イト Bのルーターアドレスに設定します。トンネルインタフェースを通過する各
IPv6パケットの IPv6宛先アドレスには、この IPv4宛先アドレスも含まれていま
す。したがって、ルーターはカプセル化ヘッダーに設定されている IPv4宛先アド
レスを特定することができます。続いてサイトAのルーターは、標準の IPv4経路
制御手続きを使用し IPv4ネットワークを介してこのパケットを転送します。

3. パケットが遭遇する IPv4ルーターが、パケットの IPv4宛先アドレスを使用して
転送を行います。このアドレスはルーター Bのインタフェースに使用される一意
の (世界に 1つしかない) IPv4アドレスであり、6to4擬似インタフェースとしても
機能します。

4. サイトAから送付されたパケットがルーター Bに到着します。ルーター B
は、IPv4ヘッダーを削除して IPv6パケットのカプセル化を解除します。

5. 続いてルーター Bは、IPv6パケット内の宛先アドレスを使用してサイト Bの受信
ホストにパケットを転送します。

6to4リレールーターとの間のトンネルについての考慮事項
6to4リレールーターは、6to4ではないネイティブ IPv6ネットワークと通信を行う必
要がある 6to4ルーターからのトンネルのエンドポイントとして機能します。本
来、リレールーターは 6to4サイトとネイティブ IPv6サイトとの間のブリッジとして
使用されます。この手法は安全ではない場合があるため、Oracle Solarisのデフォルト
設定では 6to4リレールーターのサポートは無効になっています。しかし、サイトで
このようなトンネルが必要な場合には 6to4relayコマンドを使用して次に示すような
トンネリングを有効にできます。
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図 6–3の 6to4サイトAは、ネイティブ IPv6サイト Bのノードと通信する必要があり
ます。図には、IPv4ネットワーク経由でサイトAから 6to4トンネルに向かうトラ
フィックのパスが示されています。このトンネルは、6to4ルーターAと 6to4リ
レールーターをエンドポイントとして使用しています。6to4リレールーターより先
は IPv6ネットワークであり、IPv6サイト Bはこのネットワークに接続されていま
す。

6to4サイトとネイティブ IPv6サイト間のパケットフロー

このセクションでは、6to4サイトからネイティブな IPv6サイトまでのパケットフ
ローについて説明します。このシナリオでは、図 6–3に示すトポロジを使用しま
す。

1. 6to4サイトAのホストが、ネイティブ IPv6サイト Bのホストを宛先に指定して伝
送を行います。各パケットヘッダーの発信元アドレスには 6to4派生アドレスが含
まれています。宛先アドレスは標準の IPv6アドレスです。

図 6–3 6to4サイトと 6to4リレールーター間のトンネル
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2. サイトAの 6to4ルーターは、各パケットを宛先である 6to4ルーターの Ipv4アド
レスを持つ IPv4ヘッダー内でカプセル化します。この 6to4ルーターは、標準の
IPv4経路制御手続きを使用し IPv4ネットワークを介してこのパケットを転送しま
す。パケットが遭遇する IPv4ルーターが、6to4リレールーターにパケットを転送
します。

3. サイトAに物理的にもっとも近いエニーキャスト 6to4リ
レールーターが、192.88.99.1エニーキャストグループ宛てのパケットを検出し
ます。

注 – 6to4リレールーターエニーキャストグループの一部である 6to4リ
レールーターには、192.88.99.1という IPアドレスが割り当てられます。このエ
ニーキャストアドレスは、6to4リレールーターのデフォルトアドレスです。特定
の 6to4リレールーターを使用する必要がある場合は、デフォルトをオーバーライ
ドしてそのルーターの IPv4アドレスを指定できます。

4. このリレールーターは、IPv4ヘッダーを取り除いて 6to4パケットのカプセル化を
解除し、ネイティブ IPv6宛先アドレスを明らかにします。

5. 次に、リレールーターが IPv6のみとなったパケットを IPv6ネットワークに送信
し、そこでサイト Bのルーターがそのパケットを最終的に受け取ります。次
に、ルーターがそのパケットを宛先の IPv6ノードに転送します。

トンネルの配備
IPトンネルを正しく配備するには、2つの主要タスクを実行する必要があります。ま
ず、トンネルリンクを作成します。次に、そのトンネル上で IPインタフェースを構
成します。このセクションでは、トンネルとそれらに対応する IPインタフェースを
作成するための要件について簡単に説明します。

トンネルを作成するための要件
トンネルを正常に作成するには、次の要件を監視する必要があります。

■ リテラル IPアドレスの代わりにホスト名を使用する場合、それらの名前は、トン
ネルのタイプと互換性のある有効な IPアドレスに解決される必要があります。

■ 作成する IPv4または IPv6トンネルは、構成済みの別のトンネルと同じトンネル
発信元アドレスとトンネル着信先アドレスを共有することはできません。

■ 作成する IPv4または IPv6トンネルは、既存の 6to4トンネルと同じトンネル発信
元アドレスを共有することはできません。

■ 6to4トンネルを作成する場合、そのトンネルは、構成済みの別のトンネルと同じ
トンネル発信元アドレスを共有することはできません。

トンネルの配備
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ネットワークでのトンネルの設定については、41ページの「ネットワークでのトン
ネル使用の計画」を参照してください。

トンネルと IPインタフェースの要件
各トンネルタイプは、そのトンネル上で構成される IPインタフェースに対して特定
の IPアドレス要件を持ちます。要件は次の表に要約されています。

表 6–1 トンネルと IPインタフェースの要件

トンネルタイプ
トンネル上で許可される IPインタ

フェース IPインタフェースの要件

IPv4トンネル IPv4インタフェース ローカルとリモートのアドレス
は手動で指定されます。

IPv6インタフェース ipadm create-addr -T addrconf

コマンドの発行時に、ローカル
とリモートのリンクローカルア
ドレスが自動的に設定されま
す。詳細は、ipadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してくだ
さい。

IPv6トンネル IPv4インタフェース ローカルとリモートのアドレス
は手動で指定されます。

IPv6インタフェース ipadm create-addr -T addrconf

コマンドの発行時に、ローカル
とリモートのリンクローカルア
ドレスが自動的に設定されま
す。詳細は、ipadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してくだ
さい。

6to4トンネル IPv6インタフェースのみ ipadm create-ifコマンドの発
行時に、デフォルトの IPv6ア
ドレスが自動的に選択されま
す。詳細は、ipadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してくだ
さい。

6to4トンネルのデフォルトの IPv6インタフェースアドレスは、ipadmコマンドで別の
IPv6アドレスを指定することによってオーバーライドできます。

同様に、IPv4または IPv6トンネル上の IPv6インタフェースに対して自動的に設定さ
れたリンクローカルアドレスをオーバーライドするために、そのトンネルのホスト
ファイル内で別の発信元アドレスと着信先アドレスを指定できます。

トンネルの配備
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dladmコマンドによるトンネルの構成と管理
このセクションでは、dladmコマンドを使用してトンネルを構成する手順について説
明します。

dladmサブコマンド
このOracle Solarisリリースから、トンネルの管理が IPインタフェースの構成から分
離されました。IPトンネルのデータリンクの側面は、dladmコマンドで管理されるよ
うになりました。さらに、IPトンネルインタフェースを含む IPインタフェースの構
成は、ipadmコマンドで実行されます。

dladmの次のサブコマンドを使用して、IPトンネルを構成します。

■ create-iptun

■ modify-iptun

■ show-iptun

■ delete-iptun

■ set-linkprop

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

注 – IPトンネルの管理は IPsecの構成と密接に関連しています。たとえば、IPsec仮想
プライベートネットワーク (VPN)は、IPトンネリングの主な用途の 1つです。Oracle
Solarisでのセキュリティーの詳細は、パート III「IPセキュリティー」を参照してく
ださい。IPsecを構成するには、第 15章「IPsecの構成 (タスク)」を参照してくださ
い。

トンネルの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

IPトンネルを作成します。 ネットワーク経由の通信に使用
されるトンネルを構成します。

127ページの「IPトンネルを作
成および構成する方法」

トンネルの構成を変更します。 トンネルの発信元アドレスや着
信先アドレスなど、トンネルの
元のパラメータを変更します。

135ページの「IPトンネルの構
成を変更する方法」

トンネルの構成を表示します。 特定のトンネル、またはシステ
ムのすべての IPトンネルの構
成情報を表示します。

136ページの「IPトンネルの構
成を表示する方法」
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タスク 説明 手順

トンネルを削除します。 トンネルの構成を削除します。 138ページの「IPトンネルを削
除する方法」

▼ IPトンネルを作成および構成する方法
トンネルを作成します。
# dladm create-iptun [-t] -T type -a [local|remote]=addr,... tunnel-link

このコマンドで使用可能なオプションまたは引数は、次のとおりです。

-t 一時的なトンネルを作成します。このコマンドはデ
フォルトでは永続的なトンネルを作成します。

注 –トンネル上で永続的 IPインタフェースを構成す
るには、永続的なトンネルを作成し、-tオプション
は使用しないようにする必要があります。

-T type 作成するトンネルのタイプを指定します。この引数
は、どのトンネルタイプを作成する場合も必要で
す。

-a [local|remote]=address,... ローカルアドレスとリモートトンネルアドレスに対
応するリテラル IPアドレスまたはホスト名を指定し
ます。これらのアドレスは有効であり、かつシステ
ム内ですでに作成されている必要があります。トン
ネルのタイプに応じて、アドレスを 1つだけ指定す
るか、ローカルアドレスとリモートアドレスの両方
を指定します。ローカルアドレスとリモートアドレ
スの両方を指定する場合は、それらのアドレスをコ
ンマで区切ります。
■ IPv4トンネルが機能するためには、ローカルとリ
モートの IPv4アドレスが必要です。

■ IPv6トンネルが機能するためには、ローカルとリ
モートの IPv6アドレスが必要です。

■ 6to4トンネルが機能するためには、ローカル IPv4
アドレスが必要です。
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注 –永続的な IPトンネルデータリンクの構成でホス
ト名をアドレスとして使用した場合、それらのホス
ト名が構成ストレージに保存されます。次回以降の
システムブート時に、トンネル作成時に使用された
IPアドレスとは異なる IPアドレスに名前が解決され
た場合、トンネルは新しい構成を取得します。

tunnel-link IPトンネルリンクを指定します。ネットワークリン
ク管理での意味のある名前のサポートにより、トン
ネル名が作成対象トンネルのタイプに制限されなく
なりました。代わりに、管理者によって選択された
名前をトンネルに割り当てることができます。トン
ネル名は、mytunnel0のように、文字列と物理接続点
(PPA)番号から構成されます。意味のある名前の割
り当てを制御する規則については、『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』の「有効なリンク名の規則」を参照してくだ
さい。

トンネルリンクを指定しなかった場合には、次の命
名規則に従って名前が自動的に提供されます。
■ IPv4トンネルの場合: ip.tun#
■ IPv6トンネルの場合: ip6.tun#
■ 6to4トンネルの場合: ip.6to4tun#

#は、作成するトンネルタイプで使用可能な PPA番
号のうち、もっとも小さい番号になります。

(省略可能)ホップ制限またはカプセル化制限の値を設定します。
# dladm set-linkprop -p [hoplimit=value] [encaplimit=value] tunnel-link

hoplimit IPv6上でのトンネリング用のトンネルインタフェースのホップ制限を
指定します。hoplimitは、IPv4上でのトンネリングの IPv4生存期間
(TTL)フィールドに相当します。

encaplimit 1つのパケットで許可される入れ子のトンネリングのレベル数を指定し
ます。このオプションは IPv6トンネルにのみ適用されます。

1つのパケットで許可される入れ子のトンネリングのレベル数を指定し
ます。このオプションは IPv6トンネルにのみ適用されます。
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注 – hoplimitと encaplimitに設定する値は、許容範囲内にとどまっている必要があ
ります。hoplimitと encaplimitはトンネルリンクのプロパティーです。した
がって、これらのプロパティーは、ほかのリンクプロパティーと同じ dladmサブコマ
ンドを使って管理します。サブコマンドは、dladm set-linkprop、dladm

reset-linkprop、および dladm show-linkpropです。dladmコマンドで使用されるリン
ク管理用のさまざまなサブコマンドについては、dladm(1M)のマニュアルページを参
照してください。

トンネル上で IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip tunnel-interface

ここで、tunnel-interfaceではトンネルリンクと同じ名前を使用します。

ローカルおよびリモートの IPアドレスをトンネルインタフェースに割り当てます。
# ipadm create-addr [-t] -T static -a local=address,remote=address addrobj

-t トンネル上の永続的な IP構成ではなく一時的な
IP構成を示します。このオプションを使用しない
場合、IPインタフェースの構成は永続的な構成に
なります。

-T static 動的な IP手順の代わりに静的な IPアドレスが使
用されることを示します。

-a local=address ,remote=address トンネルインタフェースの IPアドレスを指定し
ます。localと remoteで表される発信元と着信先
の両方の IPアドレスが必要です。ローカルとリ
モートのアドレスは、IPv4または IPv6のいずれ
かのアドレスを使用できます。

addrobj ローカルとリモートのアドレスを所有するアドレ
スオブジェクトを指定します。addrobjで
は、interface/user-specified-stringという形式を使用
する必要があります。user-specified-stringは英数字
から成る文字列を表しており、英字で始まり、最
大長は 32文字です。

ipadmコマンドや、トンネルインタフェースなどの IPインタフェースを構成するた
めの各種オプションの詳細は、ipadm(1M)のマニュアルページおよび『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』のパート 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。

/etc/hostsファイルにトンネル構成情報を追加します。

3
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(省略可能)トンネルの IPインタフェース構成のステータスを確認します。
# ipadm show-addr interface

IPv4トンネル上での IPv6インタフェースの作成

この例では、永続的な IPv6 over IPv4トンネルを作成する方法を示します。

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=63.1.2.3,remote=192.4.5.6 private0

# dladm set-linkprop -p hoplimit=200 private0

# ipadm create-ip private0

# ipadm create-addr -T addrconf private0/v6

# ipadm show-addr private/

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

private0/v6 static ok fe80::a08:392e/10 --> fe80::8191:9a56

代替アドレスを追加するには、同じ構文を使用しますが、addrobjで別の
user-specified-stringを使用します。たとえば、次のようにしてグローバルアドレスを
追加できます。

# ipadm create-addr -T static -a local=2001:db8:4728::1, \

remote=2001:db8:4728::2 private0/global

# ipadm show-addr private0/

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

private0/v6 addrconf ok fe80::a08:392e/10 --> fe80::8191:9a56

private0/global static ok 2001:db8:4728::1 --> 2001:db8:4728::2

IPv6アドレスの接頭辞 2001:db8は、ドキュメントの例で特別に使用される特殊な
IPv6接頭辞です。IPv6アドレスやその形式については、『Solarisのシステム管理 (IP
サービス)』の「IPv6アドレス指定の概要」を参照してください。

IPv4トンネル上での IPv4インタフェースの作成

この例では、永続的な IPv4 over IPv4トンネルを作成する方法を示します。

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=63.1.2.3,remote=192.4.5.6 vpn0

# ipadm create-ip vpn0

# ipadm create-addr -T static -a local=10.0.0.1,remote=10.0.0.2 vpn0/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1

vpn0/v4 static ok 10.0.0.1-->10.0.0.2

さらに、このトンネル上を通過するパケットに対してセキュリティー保護された接
続を提供するために、IPsecポリシーを構成することもできます。IPsecの構成につい
ては、第 15章「IPsecの構成 (タスク)」を参照してください。

IPv6トンネル上での IPv6インタフェースの作成

この例では、永続的な IPv6 over IPv6トンネルを作成する方法を示します。
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# dladm create-iptun -T ipv6 -a local=2001:db8:feed::1234,remote=2001:db8:beef::4321 \

tun0

# ipadm create-ip tun0

# ipadm create-addr -T addrconf tun0/v6

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v6 static ok ::1/128

tun0/v6 addrconf ok 2001:db8:feed::1234 --> 2001:db8:beef::4321

グローバルアドレスや代替のローカルおよびリモートアドレスなどのアドレスを追
加するには、次のように ipadmコマンドを使用します。

# ipadm create-addr -T static \

-a local=2001:db8::4728:56bc,remote=2001:db8::1428:57ab tun0/alt

# ipadm show-addr tun0/

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

tun0/v6 addrconf ok 2001:db8:feed::1234 --> 2001:db8:beef::4321

tun0/alt static ok 2001:db8::4728:56bc --> 2001:db8::1428:57ab

▼ 6to4トンネルを構成する方法
6to4トンネルでは、6to4ルーターは、ネットワークの 6to4サイト内のノードに対し
て IPv6ルーターとして機能する必要があります。このため、6to4ルーターを構成す
るときには、そのルーターを、その物理インタフェース上で IPv6ルーターとしても
構成する必要があります。IPv6経路制御の詳細は、172ページの「IPv6の経路制
御」を参照してください。

6to4トンネルを作成します。
# dladm create-iptun -T 6to4 -a local=address tunnel-link

このコマンドで使用可能なオプションまたは引数は、次のとおりです。

-a local=address トンネルのローカルアドレスを指定します。これが有効なアドレ
スであるためには、それがすでにシステム内に存在している必要
があります。

tunnel-link IPトンネルリンクを指定します。ネットワークリンク管理での意
味のある名前のサポートにより、トンネル名が作成対象トンネル
のタイプに制限されなくなりました。代わりに、管理者が選択し
た名前をトンネルに割り当てることができます。トンネル名
は、mytunnel0のように、文字列と PPA番号から構成されま
す。意味のある名前の割り当てを制御する規則について
は、『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』の「有効なリンク名の規則」を参照してくださ
い。
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トンネルの IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip tunnel-interface

ここで、tunnel-interfaceではトンネルリンクと同じ名前を使用します。

(省略可能)トンネルで使用するための代替 IPv6アドレスを追加します。

6to4経路制御を通知するために /etc/inet/ndpd.confファイルを編集して次の 2行を
追加します。
if subnet-interface AdvSendAdvertisements 1

IPv6-address subnet-interface

1行目は、広告を受け取るサブネットを指定します。subnet-interfaceは、サブネット
が接続されているリンクを表します。2行目の IPv6アドレスの接頭辞は、6to4トン
ネルの IPv6アドレスで使用される 6to4接頭辞 2000になっている必要があります。

ndpd.confファイルの詳細は、ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

IPv6転送を有効にします。
# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv6

ルーターをリブートします。

あるいは、sighupを /etc/inet/in.ndpdデーモンに発行しても、ルーター広告の送信
を開始できます。これによって、各サブネット上の 6to4接頭辞を受信する IPv6
ノードは、新しい 6to4派生アドレスを自動構成します。

ノードに使用される 6to4派生の新しいアドレスを 6to4サイトで使用されるネーム
サービスに追加します。

手順については、89ページの「ネームサービスの IPv6サポート用の構成」を参照し
てください。

6to4トンネルの作成

この例ではサブネットのインタフェースが bge0になっていますが、このインタ
フェースは、該当の手順で /etc/inet/ndpd.conf内で参照されます。

この例では 6to4トンネルの作成方法を示します。6to4トンネル上で構成できるのは
IPv6インタフェースだけです。

# dladm create-iptun -T 6to4 -a local=192.168.35.10 tun0

# ipadm create-ip tun0

# ipadm show-addr

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

bge0/static static ok 192.168.35.10/24
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lo0/v6 static ok ::1/128

tun0/_a static ok 2002:c0a8:57bc::1/64

# ipadm create-addr -T static -a 2002:c0a8:230a::2/16 tun0/a2

# ipadm create-addr -T static -a 2002:c0a8:230a::3/16 tun0/a3

# ipadm show-addr tun0/

ADDROBJ TYPE STATE ADDR

lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8

bge0/static static ok 192.168.35.10/24

lo0/v6 static ok ::1/128

tun0/_a static ok 2002:c0a8:57bc::1/64

tun0/a2 static ok 2002:c0a8:230a::2/16

tun0/a3 static ok 2002:c0a8:230a::3/16

# vi /etc/inet/ndpd.conf

if bge0 AdvSendAdvertisements 1

2002:c0a8:57bc::1/64 bge0

# ipadm set-prop -p forwarding=on ipv6

6to4トンネルでは IPv6アドレスの接頭辞は 2002です。詳細は、『Solarisのシステム
管理 (IPサービス)』の「IPv6の接頭辞」を参照してください。

▼ 6to4リレールーターとの間の6to4トンネルを構
成する方法

注意 –セキュリティー上の大きな問題のため、Oracle Solarisでは、6to4リ
レールーターのサポートはデフォルトでは無効になっています。142ページの「6to4
リレールーターへのトンネルを作成するときのセキュリティー問題」を参照してく
ださい。

6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にする前に、次のタスクを完了してお
く必要があります。

■ 127ページの「IPトンネルを作成および構成する方法」の説明に従ってサイトの
6to4ルーターを構成する

■ 6to4リレールーターとの間のトンネリングに伴うセキュリティー問題を検討する

次のどちらか一方を使用し、6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にしま
す。

■ エニーキャスト 6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にします。

# /usr/sbin/6to4relay -e

-eオプションは、6to4ルーターとエニーキャスト 6to4リレールーターの間にトン
ネルを設定します。エニーキャスト 6to4リレールーターは既知の IPv4アドレス

始める前に
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192.88.99.1を持っています。サイトに物理的にもっとも近いエニーキャストリ
レールーターが、6to4トンネルのエンドポイントになります。このリ
レールーターは、6to4サイトとネイティブ IPv6サイト間のパケット転送を処理し
ます。

エニーキャスト 6to4リレールーターの詳細については、RFC 3068, "An Anycast
Prefix for 6to4 Relay Routers" (ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3068.txt)を
参照してください。

■ 特定の 6to4リレールーターとの間のトンネルを有効にします。

# /usr/sbin/6to4relay -e -a relay-router-address

-aオプションは、特定のルーターアドレスが続くことを示しま
す。relay-router-addressには、トンネルを有効にするために使用する特定の 6to4リ
レールーターの IPv4アドレスを指定してください。

6to4リレールーターとの間のトンネルは、6to4トンネル擬似インタフェースが削除
されるまでアクティブな状態を維持します。

6to4リレールーターとの間のトンネルが必要なくなったときには、このトンネルを
削除します。
# /usr/sbin/6to4relay -d

(省略可能)リブートを行なっても 6to4リレールーターとの間のトンネルが持続する
ように設定します。

サイトによっては、6to4ルーターがリブートするたびに 6to4リレールーターとの間
のトンネルを元に戻さざるをえない場合があるでしょう。このようなシナリオをサ
ポートするには、次を行う必要があります。

a. /etc/default/inetinitファイルを編集します。

変更が必要な行は、ファイルの最後にあります。

b. ACCEPT6TO4RELAY=NOという行の値“NO”を“YES”に変更します。

c. (省略可能)特定の 6to4リレールーターとの間で、リブートを行なっても持続する
トンネルを構築します。

パラメータ RELAY6TO4ADDRのために、アドレス 192.88.99.1を、使用したい 6to4
リレールーターの IPv4アドレスに変更してください。

6to4リレールーターサポートのステータス情報の取得

/usr/bin/6to4relayコマンドを使用し、6to4リレールーターのサポートが有効に
なっているかどうかを確認できます。次の例は、6to4リレールーターのサポートを
無効にした場合 (これがOracle Solarisのデフォルト)の出力です。
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# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay: 6to4 Relay Router communication support is disabled.

6to4リレールーターのサポートを有効にすると、次のメッセージが表示されます。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay: 6to4 Relay Router communication support is enabled.

IPv4 remote address of Relay Router=192.88.99.1

▼ IPトンネルの構成を変更する方法
トンネルの構成を変更します。
# dladm modify-iptun -a [local|remote]=addr,... tunnel-link

既存のトンネルのタイプは変更できません。したがって、-T typeオプションはこの
コマンドでは許可されません。次のトンネルパラメータだけが変更できます。

-a [local|remote]=address,... ローカルアドレスとリモートトンネルアドレスに対
応するリテラル IPアドレスまたはホスト名を指定し
ます。トンネルのタイプに応じて、アドレスを 1つ
だけ指定するか、ローカルアドレスとリモートアド
レスの両方を指定します。ローカルアドレスとリ
モートアドレスの両方を指定する場合は、それらの
アドレスをコンマで区切ります。
■ IPv4トンネルが機能するためには、ローカルとリ
モートの IPv4アドレスが必要です。

■ IPv6トンネルが機能するためには、ローカルとリ
モートの IPv6アドレスが必要です。

■ 6to4トンネルが機能するためには、ローカル IPv4
アドレスが必要です。

永続的な IPトンネルデータリンクの構成でホスト名
をアドレスとして使用した場合、それらのホスト名
が構成ストレージに保存されます。次回以降のシス
テムブート時に、トンネル作成時に使用された IPア
ドレスとは異なる IPアドレスに名前が解決された場
合、トンネルは新しい構成を取得します。

トンネルのローカルとリモートのアドレスを変更す
る場合には、変更しているトンネルのタイプとこれ
らのアドレスが矛盾しないことを確認してくださ
い。

●
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注 –トンネルリンクの名前を変更する場合、modify-iptunサブコマンドを使用しない
でください。代わりに、dladm rename-linkを使用します。

# dladm rename-link old-tunnel-link new-tunnel-link

同様に、hoplimitや encaplimitなどのトンネルプロパティーを変更するために
modify-iptunコマンドを使用しないでください。代わりに、dladm set-linkpropコマ
ンドを使用してそれらのプロパティーの値を設定します。

トンネルのアドレスとプロパティーの変更

この例は 2つの手順から構成されています。まず、IPv4トンネル vpn0のローカルと
リモートのアドレスが一時的に変更されます。あとでシステムがリブートされると
きに、このトンネルはまた元のアドレスを使用するようになります。2番目の手順で
は、vpn0の hoplimitを 60に変更します。

# dladm modify-iptun -t -a local=10.8.48.149,remote=192.1.2.3 vpn0

# dladm set-linkprop -p hoplimit=60 vpn0

▼ IPトンネルの構成を表示する方法
IPトンネルの構成を表示します。
# dladm show-iptun [-p] -o fields [tunnel-link]

次のオプションがこのコマンドで使用できます。

-p マシンによる解析が可能な形式で情報を表示します。この引数は省略
可能です。

-o fields 特定のトンネル情報を提供するフィールドのうち、選択された
フィールドを表示します。

tunnel-link 構成情報を表示するトンネルを指定します。この引数は省略可能で
す。トンネル名が省略された場合、このコマンドはシステム上のすべ
てのトンネルの情報を表示します。

すべてのトンネルに関する情報の表示

この例では、システム上に存在しているトンネルは、1つだけです。

# dladm show-iptun

LINK TYPE FLAGS LOCAL REMOTE

tun0 6to4 -- 192.168.35.10 --

例6–6

●

例6–7

dladmコマンドによるトンネルの構成と管理

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月136



vpn0 ipv4 -- 10.8.48.149 192.1.2.3

選択されたフィールドをマシンによる解析が可能な形式で表示する

この例では、トンネル情報を含む特定のフィールドのみが表示されています。

# dladm show-iptun -p -o link,type,local

tun0:6to4:192.168.35.10

vpn0:ipv4:10.8.48.149

▼ IPトンネルのプロパティーを表示する方法
トンネルリンクのプロパティーを表示します。
# dladm show-linkprop [-c] [-o fields] [tunnel-link]

次のオプションがこのコマンドで使用できます。

-c マシンによる解析が可能な形式で情報を表示します。この引数は省略
可能です。

-o fields リンクのプロパティーに関する特定の情報を提供する、選択された
フィールドを表示します。

tunnel-link プロパティーに関する情報を表示するトンネルを指定します。この引
数は省略可能です。トンネル名が省略された場合、このコマンドはシ
ステム上のすべてのトンネルの情報を表示します。

トンネルのプロパティーの表示

この例では、トンネルのすべてのリンクプロパティーを表示する方法を示します。

# dladm show-linkprop tun0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

tun0 autopush -- -- -- --

tun0 zone rw -- -- --

tun0 state r- up up up,down

tun0 mtu r- 65515 -- 576-65495

tun0 maxbw rw -- -- --

tun0 cpus rw -- -- --

tun0 priority rw high high low,medium,high

tun0 hoplimit rw 64 64 1-255

例6–8

●
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▼ IPトンネルを削除する方法
トンネル上に構成されている IPインタフェースを、インタフェースのタイプに応じ
て適切な構文を使用してunplumbします。
# ipadm delete-ip tunnel-link

注 –トンネルを正常に削除するには、そのトンネル上で既存の IPインタフェースが
plumbされていてはいけません。

IPトンネルを削除します。
# dladm delete-iptun tunnel-link

このコマンドのオプションは -tだけです。これにより、トンネルは一時的に削除さ
れます。システムをリブートするときに、トンネルが復元されます。

IPv6インタフェースが構成された IPv6トンネルの削除

この例では、永続的なトンネルが永遠に削除されます。

# ipadm delete-ip ip6.tun0

# dladm delete-iptun ip6.tun0

1

2
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ネットワークの問題の障害追跡

この章では、ネットワークで発生する一般的な問題の解決方法について説明しま
す。次の項目について説明します。

■ 139ページの「一般的なネットワーク障害追跡について」
■ 141ページの「IPv6を配備するときの一般的な問題」

一般的なネットワーク障害追跡について
ネットワークに問題が発生すると、まず、1つまたは複数のホストで通信の損失が発
生するという兆候が見られるようになります。あるホストを初めてネットワークに
追加したときに、そのホストがまったく動作しない場合は、構成ファイルのどれか
に問題があることが考えられます。また、ネットワークインタフェースカードに問
題がある可能性もあります。1つのホストに突然問題が生じた場合は、ネットワーク
インタフェースに原因があると考えられます。ネットワーク上のホストが互いに通
信できるが、ほかのネットワークとは通信できない場合は、ルーターに原因がある
と考えられます。あるいは、ほかのネットワークに原因があるかもしれません。

ipadmコマンドを使用すると、ネットワークインタフェースについての情報を取得で
きます。netstatコマンドを使用すると、経路制御テーブルやプロトコルの統計を表
示できます。サードパーティーのネットワーク診断プログラムから、さまざまな障
害追跡ユーティリティーが提供されています。詳細は、サードパーティーのド
キュメントを参照してください。

ネットワークのパフォーマンスを低下させる問題の原因は、明確にはわかりませ
ん。しかし、たとえば、pingのようなツールを使用することで、ホストでのパ
ケットの消失など、問題の原因を突き止めることはできます。
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基本的な診断チェックの実行
ネットワークに問題がある場合、一連のソフトウェアチェックを実行すると、基本
的なソフトウェア関連の問題は診断および修正できます。

▼ 基本的なネットワークソフトウェアチェックの実
行方法

netstatコマンドを使用すると、ネットワーク情報を表示できます。

netstatコマンドの構文と詳細については、 95ページの「netstatコマンドによる
ネットワークのステータスの監視」と netstat(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

hostsデータベースをチェックし、エントリが正しくて最新であることを確認しま
す。

/etc/inet/hostsデータベースについては、145ページの「ネットワーク構成ファイ
ル」および hosts(4)のマニュアルページを参照してください。

逆アドレス解決プロトコル (RARP)を実行している場合、ethersデータベースの
Ethernetアドレスをチェックして、エントリが正しくて最新であることを確認しま
す。

telnetコマンドを使用して、ローカルホストに接続してみます。

telnetコマンドの構文と詳細については、telnet(1)のマニュアルページを参照して
ください。

ネットワークデーモン inetdが動作していることを確認します。

# ps -ef | grep inetd

次の出力で、inetdデーモンが動作していることを確認します。

root 57 1 0 Apr 04 ? 3:19 /usr/sbin/inetd -s

IPv6がネットワーク上で有効な場合、IPv6デーモン in.ndpdが動作していることを確
認します。
# ps -ef | grep in.ndpd

次の出力で、in.ndpdデーモンが動作していることを確認します。

root 123 1 0 Oct 27 ? 0:03 /usr/lib/inet/in.ndpd

1

2
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IPv6を配備するときの一般的な問題
このセクションでは、サイトに IPv6を計画および配備しているときに遭遇する可能
性のある一般的な問題について説明します。実際の計画タスクについて
は、第 2章「IPv6アドレス使用時の考慮点」を参照してください。

IPv4ルーターを IPv6用にアップグレードできない
既存の装置をアップグレードできない場合、IPv6に対応した装置を購入するしかな
い場合もあります。装置に付属するドキュメントを参照して、IPv6をサポートする
ために行う必要がある、装置固有の手順があるかどうかを調べてください。

IPv6サポート用にアップグレードできない IPv4ルーターもあります。この状況が自
分のトポロジに適応する場合、IPv6ルーターが IPv4ルーターの隣にくるように物理
的に配線します。このようにすれば、IPv6ルーターから IPv4ルーター経由でトンネ
ルできます。トンネルを構成するためのタスクについては、126ページの「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。

サービスを IPv6用にアップグレードしたあとの問
題
サービスを IPv6サポート用に準備しているとき、次のような状況に遭遇する場合が
あります。

■ あるアプリケーションを IPv6用に移植したのに、IPv6サポートがデフォルトで有
効にならない場合。このようなアプリケーションは、IPv6が有効になるように構
成する必要があります。

■ 複数のサービスを実行するサーバーにおいて、IPv4専用のサービスと IPv4と IPv6
両用のサービスが混在している場合、次のような状況に遭遇します。クライアン
トがこれら両方の種類のサービスを使用する必要がある場合、サーバー側で混乱
が生じます。
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現在の ISPが IPv6をサポートしない
IPv6を配備したいが、現在の ISPが IPv6アドレス指定を提供しない場合、ISPを変更
するのではなく、次の代替方法を考えてみてください。

■ 別の ISPから IPv6通信用に 2番目の回線 ISPを購入します。この解決方法に
は、高い費用がかかります。

■ 「仮想 ISP」を取得します。仮想 ISPはサイトに IPv6接続を提供しますが、実際
の回線は提供しません。その代わりに、サイトから IPv4 ISP経由で仮想 ISPに到
達するトンネルを作成します。

■ 自分のサイトから ISP経由でほかの IPv6サイトに到達する 6to4トンネルを使用し
ます。あるアドレスに対して、6to4ルーターの登録済み IPv4アドレスを、IPv6ア
ドレスの公開トポロジ部分として使用します。

6to4リレールーターへのトンネルを作成するとき
のセキュリティー問題
本来、6to4ルーターと 6to4リレールーター間のトンネルは安全ではありません。こ
れらのルーター間のトンネルには、次のようなセキュリティー問題が内在していま
す。

■ 6to4リレールーターはパケットのカプセル化とカプセル化の解除を行います
が、パケット内に含まれるデータのチェックは行いません。

■ アドレスのスプーフィングは、6to4リレールーターとの間で構築されるトンネル
における際立った問題です。着信トラックについては、6to4ルーターはリ
レールーターの IPv4アドレスを送信元の IPv6アドレスと対応させることができ
ないという問題があります。このため、IPv6ホストのアドレスは簡単にス
プーフィングされかねません。6to4リレールーターのアドレスもスプーフィング
の可能性があります。

■ デフォルトの設定では、6to4ルーターと 6to4リレールーター間に信頼できるメカ
ニズムは存在しません。したがって、6to4ルーターは 6to4リレールーターが信頼
できるものであるかどうかを識別できず、正規の 6to4リレールーターであるかす
ら確認できません。このようなことから、6to4サイトと宛先の IPv6サイト間に信
頼関係が存在していることか、あるいは攻撃を受けるという可能性を両サイトと
も受け入れることが求められます。

これらの問題を始めとする 6to4リレールーターのセキュリティー問題について
は、Internet Draft『Security Considerations for 6to4』で説明されています。一般に
は、6to4リレールーターのサポートは次のような場合だけ検討してください。
■ 信頼できるプライベートな IPv6ネットワークとの間で 6to4サイトが通信を行う場
合。たとえば、独立した 6to4サイトとネイティブ IPv6サイトから構成される
キャンパスネットワーク上などでこのサポートを有効にすると便利かもしれませ
ん。
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■ ビジネス上の理由で、6to4サイトと特定のネイティブ IPv6ホストとの通信を避け
ることができない場合。

■ Internet Draft『Security Considerations for 6to4』で提唱されている検査と信頼でき
るモデルを導入した場合。
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IPv4リファレンス

この章では、ネットワーク構成ファイルの種類、目的、ファイルエントリの書式な
ど、TCP/IPネットワークの参照情報を提供します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 145ページの「ネットワーク構成ファイル」
■ 147ページの「inetdインターネットサービスデーモン」
■ 147ページの「name-service/switch SMFサービス」
■ 149ページの「Oracle Solarisの経路制御プロトコル」

ネットワーク構成ファイル
ネットワークでは、そのネットワークの動作方法を制御するさまざまなファイルや
データベース内に構成情報が格納されます。このセクションでは、これらのファイ
ルについて簡単に説明します。一部のファイルでは、ネットワークに対して変更を
実装した際に更新や維持が必要となります。その他のファイルでは、管理はほとん
どあるいはまったく必要ありません。

/etc/defaultrouter このファイルには、ネットワークに直接接続されている
ルーターの IPインタフェース名が含まれます。システム内
のこのファイルが存在はオプションです。このファイルが
存在する場合、システムは静的経路制御をサポートするよ
う構成されます。

/etc/inet/hosts このファイルには、ネットワーク内での IPv4アドレス
と、それらのアドレスの構成先となる対応するインタ
フェース名が含まれます。NISまたはDNSネームサービ
ス、あるいは LDAPディレクトリサービスを使用している場
合には、hosts.bynameのような、サーバー内に存在する別
のデータベース内にホスト情報が格納されます。詳細につ
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いては、『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory
Services』を参照してください。

/etc/inet/netmasks このファイルには、192.168.0.0などのネットワーク番号
と、255.255.255.0のような、そのネットワーク番号の
ネットマスク情報が含まれます。NISまたは LDAPを使用す
るネットワークでは、この情報はサーバーのネットマスク
データベース内に格納されます。詳細について
は、netmasks(4)のマニュアルページを参照してください。

/etc/bootparams このファイルには、ネットワーククライアントモードで
ブートするように構成されたシステムのブートプロセスを
決定するパラメータが含まれます。詳細は、52ページ
の「システム構成モードの設定」を参照してくださ
い。ローカルファイルモードを使用しない場合、この
ファイルは、ネームサービスが使用する bootparamsデータ
ベースを作成するための基礎となります。このファイルの
内容や形式に関する具体的な情報を入手するに
は、bootparams(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。

/etc/ethers このファイルは、ホスト名とそのMACアドレスを関連付け
ます。このファイルは、各システムがネットワーククライ
アントとして構成されたネットワーク内で使用される
ethersデータベースを作成するための基礎となります。詳
細は、ethers(4)のマニュアルページを参照してください。

/etc/inet/networks このファイルは、ネットワーク名とネットワーク番号を関
連付けます。データベース内の各エントリをさらに明確化
するためのコメントも追加できます。アプリケーションは
このファイルを使用することで、ネットワーク番号の代わ
りにネットワーク名を使用したり表示したりできます。た
とえば、netstatプログラムは、このデータベース内の情報
を使用してステータステーブルを作成します。このファイ
ルには、ルーター経由でローカルネットワークに接続され
ているすべてのサブネットワークを含める必要がありま
す。詳細は、networks(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

/etc/inet/protocols このファイルには、システムにインストールされている
TCP/IPプロトコルとそのプロトコル番号の一覧が含まれま
す。このファイルの管理が必要になることは、ほとんどあ
りません。詳細は、protocols(4)のマニュアルページを参照
してください。
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/etc/inet/services このファイルには、TCPおよびUDPサービスの名前とそれ
ぞれの既知のポート番号の一覧が含まれます。このリスト
は、ネットワークサービスを呼び出すプログラムにより使
用されます。通常は、このファイルは管理を必要としませ
ん。詳細は、services(4)のマニュアルページを参照してく
ださい。

inetdインターネットサービスデーモン
inetdデーモンは、システムの起動時にインターネット標準サービスを起動した
り、システムの実行中にサービスを再起動したりできます。SMF (サービス管理機能)
は、標準インターネットサービスを変更したり、inetdデーモンに追加サービスを開
始させるために使用します。

inetdが起動したサービスを管理するには、次の SMFコマンドを使用します。

svcadm 起動、停止、再開などのサービスの管理操作を行います。詳細について
は、svcadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

svcs サービスのステータスを照会します。詳細は、svcs(1)のマニュアル
ページを参照してください。

inetadm サービスのプロパティーの表示と変更を行います。詳細は、inetadm(1M)
のマニュアルページを参照してください。

特定のサービスの inetadmプロファイルの protoフィールドの値は、サービスが実行
されるトランスポート層プロトコルを示します。サービスが IPv4専用の場合、proto

フィールドには tcp、udp、または sctpを指定します。

■ SMFコマンドを使用する手順については、『Oracle Solarisの管理:一般的なタス
ク』の「SMFコマンド行管理ユーティリティー」を参照してください。

■ SMFコマンドを使用して SCTPで実行されるサービスを追加するタスクについて
は、72ページの「SCTPプロトコルを使用するサービスを追加する方法」を参照
してください。

■ IPv4要求と IPv6要求の両方を処理するサービスの追加については、147ページ
の「inetdインターネットサービスデーモン」を参照してください。

name-service/switch SMFサービス
name-service/switch SMFサービスは、構成情報用のネットワークデータベースの検
索順を定義します。デフォルトドメインなど、以前は構成ファイル内に格納されて
いた一部のネットワーク構成情報が変換され、この SMFサービスのプロパティーと
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なりました。この SMFサービスのプロパティーによって、システム上でのネーム
サービスの実装が決まります。プロパティーの一覧を次に示します。

% svccfg -s name-service/switch listprop config

config application

config/value_authorization astring solaris.smf.value.name-service.switch

config/default astring files

config/password astring "files nis"
config/group astring "files nis"
config/host astring "files dns nis"
config/network astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/protocol astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/rpc astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/ether astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/netmask astring "files nis"
config/bootparam astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/publickey astring "nis [NOTFOUND=return] files"
config/netgroup astring nis

config/automount astring "files nis"
config/alias astring "files nis"
config/service astring "files nis"
config/printer astring "user nis"
config/auth_attr astring "files nis"
config/prof_attr astring "files nis"
config/project astring "files nis"

各プロパティーに設定された値により、パスワード、別名、ネットワークマスクな
どの、ネットワークユーザーに影響を及ぼす情報を、どのネームサービス内で検索
するかが決まります。この例では、自動マウントとパスワードのプロパ
ティーは、filesと nisに設定されています。したがって、自動マウント情報とパス
ワード情報はファイルとNISサービスから取得されます。

あるネームサービスから別のネームサービスに変更するには、name-service/switch

SMFサービスの対応するプロパティーを設定することで、その選択したネーム
サービスを有効にする必要があります。

たとえば、ネットワーク上の LDAPネームサービスを使用する必要があるとしま
す。この SMFサービスの次のプロパティーを構成する必要があります。

■ config/defaultでファイルと LDAPが使用されるように設定する必要がありま
す。

■ config/hostでファイルとDNSが使用されるように設定する必要があります。
■ config/netgroupで LDAPが使用されるように設定する必要があります。
■ config/printerでユーザー、ファイル、および LDAPが使用されるように設定す
る必要があります。

したがって、次のコマンドを入力してこれらのプロパティーを正しく設定する必要
があります。
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# svccfg -s name-service/switch setprop config/default = astring: "files ldap"

# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "files dns"

# svccfg -s name-service/switch setprop config/netgroup = astring: "ldap"

# svccfg -s name-service/switch setprop config/printer = astring: "user files ldap"

# svccfg -s name-service/switch:default refresh

ネームサービススイッチの完全な詳細については、『Oracle Solaris Administration:
Naming and Directory Services』を参照してください。

ネットワークデータベースへのネームサービスの
影響
ネットワークデータベースの形式は、ネットワークで選択したネームサービスの種
類によって異なります。たとえば、hostsデータベースには、少なくとも、ローカル
システムとそのシステムに直接接続されているネットワークインタフェースのホス
ト名と IPv4アドレスだけは含まれています。しかし、ネットワークで使用する
ネームサービスの種類によっては、その他の IPv4アドレスとホスト名も hosts

データベースに含まれていることがあります。

ネットワークデータベースは次のように使用されます。

■ ローカルファイルをネームサービスとして使用するネットワークは、/etc/inet

および /etcディレクトリ内のファイルに依存します。
■ NISは、NISマップと呼ばれるデータベースを使用します。
■ DNSは、ホスト情報を含むレコードを使用します。

注 – DNSのブートファイルやデータファイルは、ネットワークデータベースに直接対
応しません。

NIS、DNS、および LDAPでのネットワークデータベースの対応関係の情報について
は、『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory Services』を参照してくださ
い。

Oracle Solarisの経路制御プロトコル
このセクションでは、Oracle Solarisでサポートされている、経路制御情報プロトコル
(RIP)および ICMPルーター発見 (RDISC)の、2つの経路制御プロトコルについて説明
します。RIPとRDISCは、どちらも標準TCP/IPプロトコルです。Oracle Solarisで使
用できる経路制御プロトコルの完全な一覧については、表 8–1および表 8–2を参照し
てください。
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経路制御情報プロトコル (RIP)
RIPは、システムのブート時に自動的に起動する経路制御デーモンである in.routed

によって実行されます。sオプションを指定した in.routedをルーターで実行する
と、in.routedは、到達可能なすべてのネットワークへのルートをカーネル
ルーティングテーブルに組み入れ、すべてのネットワークインタフェースを経由す
る「到達可能性」を通知します。

ホストで qオプションを指定して実行すると、in.routedは経路制御情報を引き出し
ますが、到達可能性の通知は行いません。ホストでは、経路制御情報は次の 2つの
方法で抽出できます。

■ Sフラグ (大文字の「S」、「省スペースモード」の意)を指定しない。 in.routed

は、ルーターで実行するときとまったく同じようにフル経路制御テーブルを作成
します。

■ Sフラグを指定する。 in.routedは、使用可能なルーターについてデフォルトの
ルートを 1つずつ含む最小カーネルテーブルを作成します。

ICMPルーター発見 (RDISC)プロトコル
ホストは、ルーターから経路制御情報を取得するときに、RDISCを使用します。し
たがって、ホストがRDISCを実行しているとき、各ルーターは、経路制御情報の交
換のために、RIPなどのような別のプロトコルも実行している必要があります。

RDISCは、ルーターとホストの両方で実行される in.routedによって実装されま
す。ホストでは、in.routedはRDISCを使用して、RDISCによってホストに通知を行
うルーターからデフォルトのルートを検出します。in.routedは、ルーターでRDISC
を使用して、直接接続されているネットワーク上のホストにデフォルトのルートを
通知します。in.routed(1M)のマニュアルページと gateways(4)のマニュアルページ
を参照してください。

Oracle Solarisの経路制御プロトコルの表
次の表では、Oracle Solarisでサポートされているすべての経路制御プロトコルの一覧
を示します

表 8–1 Oracle Solaris経路制御プロトコル

プロトコル 関連するデーモン 説明 手順

経路制御情報プロト
コル (RIP)

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

57ページの「IPv4ルーターの構成方
法」
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表 8–1 Oracle Solaris経路制御プロトコル (続き)
プロトコル 関連するデーモン 説明 手順

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

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

65ページの「単一インタフェースホ
ストで静的経路制御を有効にする方
法」 and 67ページの「単一インタ
フェースシステムで動的経路制御を
有効にする方法」

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

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

80ページの「IPv6対応のルーターを
構成する方法」

ND (Neighbor
Discovery)プロトコ
ル

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

77ページの「IPv6インタフェースの
構成」

次の表では、Oracle Solarisで追加でサポートされているQuaggaプロトコルの一覧を
示します。

表 8–2 OpenSolaris Quaggaプロトコル

プロトコル デーモン 説明

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

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

OSPF (Open Shortest Path First)
プロトコル

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

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

この章では、次のOracle Solarisの IPv6実装に関する参照情報について説明します。

■ 153ページの「Oracle Solarisの IPv6の実装」
■ 165ページの「IPv6近傍検索プロトコル」
■ 172ページの「IPv6の経路制御」
■ 173ページの「Oracle Solarisネームサービスに対する IPv6拡張機能」
■ 174ページの「NFSとRPCによる IPv6のサポート」
■ 174ページの「IPv6 over ATMのサポート」

IPv6の概要については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 3章「IPv6の紹
介(概要)」を参照してください。IPv6対応ネットワークを構成するタスクについて
は、第 4章「ネットワークでの IPv6の有効化」を参照してください。IPトンネルの
あらゆる情報については、第 6章「IPトンネルの構成」を参照してください。

Oracle Solarisの IPv6の実装
このセクションでは、Oracle Solarisで IPv6が有効なファイル、コマンド、および
デーモンについて説明します。IPv6アドレス指定と IPv6ヘッダー書式の詳しい概要
については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6アドレス指定書式の
詳細」を参照してください。

IPv6構成ファイル
このセクションでは、IPv6実装の一部である構成ファイルについて説明します。

■ 154ページの「ndpd.conf構成ファイル」
■ 157ページの「/etc/inet/ipaddrsel.conf構成ファイル」
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ndpd.conf構成ファイル
/etc/inet/ndpd.confファイルは、近傍検索デーモン in.ndpdが使用するオプション
を構成するために使用されます。ルーターの場合、ndpd.confは、主にサイト接頭辞
をリンクに通知されるように構成するときに使用します。ホストの場合、ndpd.conf

は、アドレスの自動構成を無効にしたり、一時アドレスを構成したりするときに使
用します。

次の表に、ndpd.confファイルで使用されるキーワードを示します。

表 9–1 /etc/inet/ndpd.confキーワード

変数 説明

ifdefault すべてのインタフェースのルーターの動作を指定します。次の構文を使用してルーターパラ
メータと対応する値を設定します。

ifdefault [variable-value]

prefixdefault 接頭辞通知のデフォルトの動作を指定します。次の構文を使用してルーターパラメータと対
応する値を設定します。

prefixdefault [variable-value]

if インタフェース別パラメータを設定します。構文は次のとおりです。

if interface [variable-value ]

prefix インタフェース別接頭辞情報を通知します。構文は次のとおりです。

prefix prefix/length interface [variable-value]

ndpd.confファイルでは、この表にあるキーワードといっしょに、いくつかの
ルーター設定変数を使用します。これらの変数の詳細については、RFC 2461,
Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2461.txt?number=2461)を参照してください。

次の表に、インタフェースを構成するための変数と、その簡単な説明を示します。

表 9–2 /etc/inet/ndpd.confインタフェース構成変数

変数 デフォルト 定義

AdvRetransTimer 0 ルーターが送信する通知メッセージにおいて、Retrans Timer
フィールドの値を指定します。

AdvCurHopLimit インターネットの現在の直
径

ルーターが送信する通知メッセージにおいて、現在のホップ
制限に設定する値を指定します。

AdvDefaultLifetime 3 + MaxRtrAdvInterval ルーター広告のデフォルトの寿命を指定します。
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表 9–2 /etc/inet/ndpd.confインタフェース構成変数 (続き)
変数 デフォルト 定義

AdvLinkMTU 0 ルーターが送信する最大転送単位 (MTU)の値を指定しま
す。ゼロは、ルーターがMTUオプションを指定しないこと
を意味します。

AdvManaged Flag False ルーター広告において、Manage Address Configurationフラグ
に構成する値を指定します。

AdvOtherConfigFlag False ルーター広告において、Other Stateful Configurationフラグに
構成する値を指定します。

AdvReachableTime 0 ルーターが送信する通知メッセージにおいて、Reachable
Timeフィールドの値を指定します。

AdvSendAdvertisements False ノードが通知を送信し、ルーター要請に応答するかどうかを
指定します。ルーター広告機能を有効にするには、
ndpd.confファイルにおいて、この変数を明示的
に「TRUE」に設定する必要があります。詳細については、
80ページの「IPv6対応のルーターを構成する方法」を参照し
てください。

DupAddrDetect

Transmits

1 近傍検索プロトコルがローカルノードのアドレスの重複アド
レス検出中に送信する、連続近傍要請メッセージの数を定義
します。

MaxRtrAdvInterval 600秒 非要請マルチキャスト通知を送信する間隔の最大時間を指定
します。

MinRtrAdvInterval 200秒 非要請マルチキャスト通知を送信する間隔の最小時間を指定
します。

StatelessAddrConf True ノードがその IPv6アドレスを構成するときに、ステートレス
アドレス自動構成を使用するかどうかを制御します。
ndpd.confで Falseが宣言されている場合、そのアドレスは手
動で構成する必要があります。詳細については、86ページ
の「ユーザー指定の IPv6トークンを構成する方法」を参照し
てください。

TmpAddrsEnabled False あるノードのすべてのインタフェースまたは特定のインタ
フェースに対して、一時アドレスを作成するかどうかを指定
します。詳細については、83ページの「一時アドレスを構成
する方法」を参照してください。

TmpMaxDesyncFactor 600秒 in.ndpdを起動するときに、優先寿命変数
TmpPreferredLifetimeから引くランダム数を指定しま
す。TmpMaxDesyncFactor変数の目的は、ネットワーク上のす
べてのシステムが同時に一時アドレスを再生成することを防
ぐことです。TmpMaxDesyncFactorを使用すると、このランダ
ム数の上限値を変更できます。

Oracle Solarisの IPv6の実装

第 9章 • IPv6リファレンス 155



表 9–2 /etc/inet/ndpd.confインタフェース構成変数 (続き)
変数 デフォルト 定義

TmpPreferredLifetime False 一時アドレスの優先寿命を設定します。詳細については、
83ページの「一時アドレスを構成する方法」を参照してくだ
さい。

TmpRegenAdvance False 一時アドレスのアドレス劣化までの先行時間を指定しま
す。詳細については、83ページの「一時アドレスを構成する
方法」を参照してください。

TmpValidLifetime False 一時アドレスの有効寿命を設定します。詳細については、
83ページの「一時アドレスを構成する方法」を参照してくだ
さい。

次の表に、IPv6接頭辞を構成するときに使用する変数を示します。

表 9–3 /etc/inet/ndpd.conf接頭辞構成変数

変数 デフォルト 定義

AdvAutonomousFlag True Prefix InformationオプションのAutonomous Flagフィールドに
格納される値を指定します。

AdvOnLinkFlag True Prefix Informationオプションのオンリンクフラグ (“L-bit”)に格
納される値を指定します。

AdvPreferredExpiration 「設定なし」 接頭辞の優先満了日を指定します。

AdvPreferredLifetime 604800秒 Prefix Informationオプションの優先寿命に格納される値を指
定します。

AdvValidExpiration 「設定なし」 接頭辞の有効満了日を指定します。

AdvValidLifetime 2592000秒 構成している接頭辞の有効寿命を指定します。

例 9–1 /etc/inet/ndpd.confファイル

次に、ndpd.confファイルでキーワードや構成変数を使用する例を示します。変数を
有効にするには、コメント (#)を削除します。

# ifdefault [variable-value ]*

# prefixdefault [variable-value ]*

# if ifname [variable-value ]*

# prefix prefix/length ifname
#

# Per interface configuration variables

#

#DupAddrDetectTransmits

#AdvSendAdvertisements

#MaxRtrAdvInterval

#MinRtrAdvInterval

#AdvManagedFlag
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例 9–1 /etc/inet/ndpd.confファイル (続き)

#AdvOtherConfigFlag

#AdvLinkMTU

#AdvReachableTime

#AdvRetransTimer

#AdvCurHopLimit

#AdvDefaultLifetime

#

# Per Prefix: AdvPrefixList configuration variables

#

#

#AdvValidLifetime

#AdvOnLinkFlag

#AdvPreferredLifetime

#AdvAutonomousFlag

#AdvValidExpiration

#AdvPreferredExpiration

ifdefault AdvReachableTime 30000 AdvRetransTimer 2000

prefixdefault AdvValidLifetime 240m AdvPreferredLifetime 120m

if qe0 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2:0:0:56::/64 qe0

prefix fec0:0:0:56::/64 qe0

if qe1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2:0:0:55::/64 qe1

prefix fec0:0:0:56::/64 qe1

if hme1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:8192:56bb:1::/64 qfe0

if hme1 AdvSendAdvertisements 1

prefix 2002:8192:56bb:2::/64 hme1

/etc/inet/ipaddrsel.conf構成ファイル
/etc/inet/ipaddrsel.confファイルには、IPv6デフォルトアドレス選択ポリ
シーテーブルが含まれます。Oracle Solarisをインストールしたときに IPv6を有効に
した場合、このファイルには、表 9–4に示す内容が含まれます。

/etc/inet/ipaddrsel.confファイルの内容は編集できます。しかし、このファイルを
変更することは極力避けるべきです。どうしても変更が必要な場合、手順について
は、114ページの「IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを管理する方法」を参照して
ください。ippaddrsel.confの詳細については、158ページの「IPv6アドレス選択ポ
リシーテーブルを変更する理由」と ipaddrsel.conf(4)のマニュアルページを参照し
てください。
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IPv6関連のコマンド
このセクションでは、Oracle Solaris IPv6実装で追加されたコマンドについて説明しま
す。また、IPv6をサポートするために行われた既存のコマンドへの変更についても
説明します。

ipaddrselコマンド
ipaddrselコマンドを使用すると、IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを
変更できます。

Oracle Solarisカーネルは IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを使用し
て、IPv6パケットヘッダーに対して、宛先アドレス順序付けやソースアドレス選択
を実行します。/etc/inet/ipaddrsel.confファイルには、このポリシーテーブルが含
まれます。

次の表に、このポリシーテーブルのデフォルトアドレス書式とその優先度のリスト
を示します。IPv6アドレス選択に関する技術的な詳細については、inet6(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。

表 9–4 IPv6アドレス選択ポリシーテーブル

接頭辞 優先度 定義

::1/128 50 ループバック

::/0 40 デフォルト

2002::/16 30 6to4

::/96 20 IPv4互換

::ffff:0:0/96 10 IPv4

この表では、IPv6接頭辞 (::1/128と ::/0)は 6to4アドレス (2002::/16)と IPv4アドレ
ス (::/96と ::ffff:0:0/96)よりも優先されます。したがって、カーネルは、別の
IPv6宛先に向かうパケットに対して、インタフェースのグローバル IPv6アドレスを
デフォルトで選択します。インタフェースの IPv4アドレスの優先度は、特に IPv6宛
先に向かうパケットに対しては低くなります。選択した IPv6ソースアドレスを考え
て、カーネルは宛先アドレスにも IPv6書式を使用します。

IPv6アドレス選択ポリシーテーブルを変更する理由

ほとんどの場合、IPv6デフォルトアドレス選択ポリシーテーブルを変更する必要は
ありません。どうしてもポリシーテーブルを管理する必要がある場合は、 ipaddrsel

コマンドを使用します。
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次のような場合、ポリシーテーブルの変更をお勧めします。

■ システムが 6to4トンネル用のインタフェースを持っている場合、6to4アドレスに
より高いアドレスに変更できます。

■ 特定の宛先アドレスと通信するときだけ特定のソースアドレスを使用したい場
合、これらのアドレスをポリシーテーブルに追加します。そのあと、ipadmを使
用して、これらのアドレスが優先されるようにフラグを立てることができま
す。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。

■ IPv4アドレスを IPv6アドレスよりも優先させたい場合、::ffff:0:0/96の優先度
をより大きな値に変更します。

■ 旧式のアドレスにより高い優先度を割り当てる必要がある場合は、旧式のアドレ
スをポリシーテーブルに追加します。たとえば、IPv6内でサイトのローカルアド
レスが旧式であると仮定します。これらのアドレスには、fec0::/10 という接頭
辞があります。この場合、ポリシーテーブルを変更すると、サイトのローカルア
ドレスにより高いポリシーを与えることができます。

ipaddrselコマンドの詳細については、ipaddrsel(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

6to4relayコマンド
「6to4トンネリング」を使用すると、孤立した 6to4サイト間で通信できます。しか
し、6to4以外のネイティブ IPv6サイトにパケットを転送する場合は、6to4
ルーターは 6to4リレールーターとのトンネルを確立する必要があります。このトン
ネルが確立されると、「6to4リレールーター」によって 6to4パケットが IPv6ネット
ワークに転送され、最終的にネイティブ IPv6サイトに送信されます。6to4有効化サ
イトがネイティブな IPv6サイトとデータを交換する必要がある場合、6to4relayコマ
ンドを使用して、適切なトンネルを有効にします。

リレールーターの使用は安全とは言えないため、Oracle Solarisのデフォルト設定では
リレールーターとの間のトンネリングは無効になっています。このシナリオを実践
に移す場合は、6to4リレールーターとの間のトンネル構築に伴って発生する問題点
をあらかじめ慎重に検討してください。6to4リレールーターの詳細については、
122ページの「6to4リレールーターとの間のトンネルについての考慮事項」を参照し
てください。6to4リレールーターのサポートを有効にする場合、その関連手順につ
いては、127ページの「IPトンネルを作成および構成する方法」を参照してくださ
い。

6to4relayの構文

6to4relayコマンドの構文は次のとおりです。

6to4relay -e [-a IPv4-address] -d -h
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-e 6to4ルーターとエニーキャスト 6to4リレールーター間のトンネル
サポートを有効にします。このオプションを指定すると、トンネ
ルのエンドポイントアドレスが 192.88.99.1 (6to4リ
レールーターのエニーキャストグループのデフォルトアドレス)に
設定されます。

-a IPv4-address 6to4ルーターと指定された IPv4-addressの 6to4リレールーター間に
トンネルのサポートを有効にします。

-d 6to4リレールーターとの間のトンネリングのサポートを無効にし
ます。これは、Oracle Solarisのデフォルトの設定です。

-h 6to4relayのヘルプを表示します。

詳細は、6to4relay(1M)のマニュアルページを参照してください。

例 9–2 6to4リレールーターサポートのデフォルトのステータスの表示

引数を指定せずに 6to4relayコマンドを実行すると、6to4リレールーターサポートの
現在のステータスが表示されます。次の例に、Oracle Solarisにおける IPv6実装のデ
フォルトを示します。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay:6to4 Relay Router communication support is disabled

例 9–3 6to4リレールーターサポートを有効にしたステータスの表示

リレールーターサポートが有効に設定されている場合には、6to4relayを実行すると
次のように表示されます。

# /usr/sbin/6to4relay

6to4relay:6to4 Relay Router communication support is enabled

IPv4 destination address of Relay Router=192.88.99.1

例 9–4 6to4リレールーターを指定したステータスの表示

6to4relayコマンドに -aオプションと IPv4アドレスを指定した場合、192.88.99.1で
はなく、- aオプションに指定した IPv4アドレスが表示されます。

6to4relayは、-d、 -e、および -a IPv4 addressオプションが成功したかどうかを報告
しません。しかし、これらのオプションの実行時に発生した可能性のあるエラーは
表示します。

IPv6をサポートするためのnetstatコマンドの変更
netstatコマンドは、IPv4ネットワークと IPv6ネットワークの両方のステータスを
表示します。表示するプロトコル情報を選択するには、/etc/default/inet_type

ファイルに DEFAULT_IP値を設定するか、-fコマンド行オプションを使用しま
す。DEFAULT_IPのパラメータ設定では、netstatに IPv4情報だけが表示されているこ
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とを確認できます。この設定は、-fオプションで無効にできます。inet_typeファイ
ルの詳細については、inet_type(4)のマニュアルページを参照してください。

netstatコマンドの -pオプションは、net-to-mediaテーブルを表示します。これは、
IPv4の場合はARPテーブルであり、IPv6の場合は近傍キャッシュです。詳細
は、netstat(1M)のマニュアルページを参照してください。このコマンドを使用する
手順については、98ページの「ソケットのステータスを表示する方法」を参照して
ください。

IPv6をサポートするための snoopコマンドの変更
snoopコマンドは、IPv4パケットと IPv6パケットの両方を取り込むことができま
す。IPv6ヘッダー、IPv6拡張ヘッダー、ICMPv6ヘッダー、近傍検索プロトコル
データを表示できます。デフォルトで、snoopコマンドは、IPv4パケットと IPv6パ
ケットの両方を表示します。ipまたは ip6のプロトコルキーワードを指定した場
合、snoopコマンドは IPv4パケットまたは IPv6パケットだけを表示します。IPv6
フィルタオプションでは、すべてのパケットをフィルタの対象にでき (IPv4と IPv6の
両方)、IPv6パケットだけが表示されます。詳細は、snoop(1M)のマニュアルページ
を参照してください。snoopコマンドを使用する手順については、110ページ
の「IPv6ネットワークトラフィックを監視する方法」を参照してください。

IPv6をサポートするための routeコマンドの変更
routeコマンドは IPv4ルートと IPv6ルートの両方で動作します。デフォルトで
は、IPv4ルートで動作します。routeコマンドのすぐあとに -inet6コマンド行オプ
ションを指定した場合、routeコマンドは IPv6ルート上で動作します。詳細
は、route(1M)のマニュアルページを参照してください。

IPv6をサポートするためのpingコマンドの変更
pingコマンドは、ターゲットホストを検証するのに、IPv4プロトコルと IPv6プロト
コルの両方で使用できます。プロトコル選択は、指定のターゲットホストのネーム
サーバーが戻すアドレスに依存します。デフォルトでネームサーバーによって
ターゲットホストの IPv6アドレスが返されると、pingコマンドは IPv6プロトコルを
使用します。サーバーが IPv4アドレスだけを戻すと、pingコマンドは IPv4プロトコ
ルを使用します。-Aコマンド行オプションで使用するプロトコルを指定すれば、こ
の動作を無効にできます。

詳細については、ping(1M)のマニュアルページを参照してください。pingを使用す
る手順については、102ページの「pingコマンドによるリモートホストの検証」を参
照してください。
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IPv6をサポートするための tracerouteコマンドの変更
tracerouteコマンドは、指定したホストへの IPv4ルートと IPv6ルートの両方で使用
できます。使用するプロトコルの選択について、tracerouteでは、pingと同じアル
ゴリズムを使用します。選択を無効にするには、-Aコマンド行オプションを使用し
ます。マルチホームホストのすべてのアドレスまでの各ルートは -aコマンド行オプ
ションでトレースできます。

詳細については、traceroute(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。tracerouteを使用する手順については、106ページの「tracerouteコマンドによ
る経路制御情報の表示」を参照してください。

IPv6関連のデーモン
このセクションでは、IPv6関連のデーモンについて説明します。

in.ndpdデーモン、近傍検索用
in.ndpdデーモンは、IPv6近傍検索プロトコルとルーター発見を実装します。この
デーモンは、IPv6のアドレス自動構成も実装します。次に、in.ndpdでサポートされ
るオプションを示します。

-d デバッグを有効にします。

-D 特定のイベントのデバッグを有効にします。

-f デフォルトの /etc/inet/ndpd.confファイル以外で、構成データを読み取る
ファイルを指定します。

-I インタフェースごとに関連情報を印刷します。

-n ルーター広告をループバックしません。

-r 受信パケットを無視します。

-v 冗長モードを指定します (さまざまな種類の診断メッセージを報告する)。

-t パケット追跡をオンに設定します。

in.ndpdデーモンは、/etc/inet/ndpd.conf設定ファイルに設定されたパラメータ
と、/var/inet/ndpd_state.interface起動ファイルの任意の適用可能なパラメータに
よって制御されます。

/etc/inet/ndpd.confが存在すると構文解析され、ノードをルーターとして使用する
ための構成が行われます。表 9–1に、このファイルに現れる可能性がある有効な
キーワードのリストを示します。ホストをブートしても、ルーターがすぐには使用
できない場合があります。ルーターによって通知されたパケットがドロップした
り、また、通知されたパケットがホストに届かない場合もあります。
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/var/inet/ndpd_state.interfaceファイルは状態ファイルです。このファイルはノード
ごとに定期的に更新されます。ノードに障害が発生し再起動した場合、ルーターが
なくてもノードはインタフェースを構成できます。このファイルにはインタ
フェースアドレス、最終更新時間、有効期間などの情報が含まれています。ま
た、先のルーター広告で得られた情報も含まれています。

注 –状態ファイルの内容を変更する必要はありません。このファイルは、in.ndpd

デーモンが自動的に管理します。

構成変数とそれに指定できる値のリストについては、in.ndpd(1M)のマニュアル
ページと ndpd.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

in.ripngdデーモン、IPv6経路制御用
in.ripngdデーモンは、RIPng (Routing Information Protocol next-generation for IPv6
routers)を実装します。RIPngは IPv6におけるRIP相当機能を定義します。routeadm

コマンドで IPv6ルーターを構成し、IPv6経路制御を有効にした場合、in.ripngd

デーモンはそのルーターにRIPngを実装します。

次に、RIPngのサポートされるオプションを示します。

-p n nはRIPngパケットの送受信に使用する代替ポート番号を指定します。

-q 経路制御情報を打ち切ります。

-s デーモンがルーターとして動作しているかどうかの経路制御情報の提供を強
制します。

-P ポイズンリバースを打ち切ります。

-S in.ripngdがルーターとして機能しない場合、各ルーターにはデフォルトの
ルートだけが指定されます。

inetdデーモンと IPv6サービス
IPv6が有効なサーバーアプリケーションは、IPv4要求と IPv6要求の両方、あるい
は、IPv6要求だけを処理できます。IPv6が有効なサーバーは常に、IPv6ソケット経
由の要求を処理します。さらに、IPv6が有効なサーバーは、対応するクライアント
で使用しているプロトコルと同じプロトコルを使用します。
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IPv6用にサービスを追加または変更するには、Service Management Facility (SMF)から
入手できるコマンドを使用します。

■ SMFコマンドについては、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の「SMFコマ
ンド行管理ユーティリティー」を参照してください。

■ SMFを使用して、SCTP経由で動作する IPv4サービスマニフェストを構成するタ
スクの例については、 72ページの「SCTPプロトコルを使用するサービスを追加
する方法」を参照してください。

IPv6サービスを構成するには、そのサービスの inetadmプロファイルにある proto

フィールド値に、適切な値のリストが含まれていることを確認する必要がありま
す。

■ IPv4要求と IPv6要求の両方を処理するサービスの場合、proto値とし
て、tcp6、udp6、または sctpを選択します。proto値として、tcp6、udp6、また
は sctp6のいずれかを選択した場合、inetdは IPv6が有効なサーバーに IPv6ソ
ケットを渡します。IPv4クライアントが要求を持っている場合に備えて、IPv6が
有効なサーバーは IPv4マップ済みアドレスを含んでいます。

■ IPv6要求だけを処理するサービスの場合、proto値として、tcp6onlyまたは
tcp6onlyを選択します。これらの値を protoに選択した場合、 inetdは IPv6が有
効なサーバーに IPv6ソケットを渡します。

Oracle Solarisコマンドを別の実装で置き換えた場合、そのサービスの実装が IPv6を
サポートすることを確認する必要があります。その実装が IPv6をサポートしない場
合、proto値として、tcp、udp、または sctpのいずれかを指定する必要がありま
す。

次に、IPv4とIPv6の両方をサポートし、SCTPで動作する echoサービスマニフェス
トに inetadmを実行した結果のプロファイルを示します。

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

SCOPE NAME=VALUE name="echo"
endpoint_type="stream"
proto="sctp6"
isrpc=FALSE

wait=FALSE

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

default bind_addr=""
default bind_fail_max=-1

default bind_fail_interval=-1

default max_con_rate=-1

default max_copies=-1

default con_rate_offline=-1

default failrate_cnt=40

default failrate_interval=60

default inherit_env=TRUE

default tcp_trace=FALSE

default tcp_wrappers=FALSE
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protoフィールドの値を変更するには、次の構文を使用します。

# inetadm -m FMRI proto="transport-protocols"

Oracle Solarisソフトウェアが提供されるサーバーはすべて、proto値とし
て、tcp6、udp6、または sctp6のいずれかを指定するプロファイルエントリを 1つだ
け必要とします。しかし、リモートシェルサーバー (shell)とリモート実行サーバー
(exec)は、現在、単一のサービスインスタンスで設定されており、proto値とし
て、tcpと tcp6onlyの両方を含める必要があります。たとえば、shellの proto値を
設定するには、次のコマンドを発行します。

# inetadm -m network/shell:default proto="tcp,tcp6only"

ソケットを使用する IPv6対応サーバーの作成方法の詳細について
は、『Programming Interfaces Guide』のソケットAPIの IPv6拡張機能を参照してくだ
さい。

サービスを IPv6用に構成するときの注意事項

サービスを IPv6用に追加または変更するときには、次のことに注意しておく必要が
あります。

■ IPv4接続と IPv6接続の両方を有効にするには、proto値として、
tcp6、sctp6、または udp6のいずれかを指定する必要があります。proto値とし
て、 tcp、 sctp、または udpを指定した場合、そのサービスは IPv4だけを使用し
ます。

■ inetdに対して、一対多スタイルの SCTPソケットを使用するサービスインスタン
スも追加できますが、推奨しません。inetdは、一対多スタイルの SCTPソ
ケットでは機能しません。

■ wait-statusプロパティーまたは execプロパティーが異なるため、サービスが 2
つのエントリを必要とする場合、オリジナルのサービスから 2つのインスタンス
またはサービスを作成する必要があります。

IPv6近傍検索プロトコル
IPv6は近傍検索プロトコルを導入します (RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6
(IPv6) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt?number=2461)を参照)。近傍検索の主な
機能の概要については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の「IPv6近傍検索
プロトコルの概要」を参照してください。

このセクションでは、近傍検索プロトコルの次の機能について説明します。

■ 166ページの「近傍検索からの ICMPメッセージ」
■ 166ページの「自動構成プロセス」

IPv6近傍検索プロトコル

第 9章 • IPv6リファレンス 165

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23824&id=NETPROTO
http://www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt?number=2461
http://www.ietf.org/rfc/rfc2461.txt?number=2461
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E24845&id=SYSADV3chapter1-40
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E24845&id=SYSADV3chapter1-40


■ 168ページの「近傍要請と不到達」
■ 169ページの「重複アドレス検出アルゴリズム」
■ 170ページの「近傍検索とARPおよび関連する IPv4プロトコルとの比較」

近傍検索からの ICMPメッセージ
近傍検索では、次の 5種類の新しい ICMP (インターネット制御メッセージプロトコ
ル)メッセージを定義します。これらのメッセージの目的は、次のとおりです。

■ ルーター要請 –インタフェースが有効になると、ホストはルーター要請
メッセージを送信できます。この要請は、次に予定されている時刻ではなく、た
だちにルーター広告メッセージを送信するようにルーターに要求します。

■ ルーター広告 –ルーターは自分の存在、さまざまなリンクパラメータ、およびさ
まざまなインターネットパラメータを通知します。ルーターは定期的に、あるい
はルーター要請メッセージに応じて通知します。ルーター広告には、オンリンク
判別またはアドレス構成、あるいはホップ限界数の選択肢などに使用する接頭辞
が含まれます。

■ 近傍要請 –ノードは近傍要請メッセージを送信して、近傍のリンク層アドレスを
判別します。近傍要請メッセージはまた、キャッシュされたリンク層アドレスに
よって近傍が到達可能であるかを確認するために送信されます。近傍要請は重複
アドレス検出にも使用します。

■ 近傍通知 –ノードは、近傍要請メッセージへの応答として、近傍通知メッセージ
を送信します。ノードはまた、非要請近傍通知を送信して、リンク層アドレスの
変更を通知できます。

■ リダイレクト –ルーターはリダイレクトメッセージを使用して、宛先までのより
高速なホップをホストに通知したり、宛先が同じリンク上にあることを通知しま
す。

自動構成プロセス
このセクションでは、自動構成中にインタフェースが実行する一般的な手順の概要
について説明します。自動構成が行われるのはマルチキャスト対応リンクだけで
す。

1. たとえば、ノードの起動中、マルチキャスト対応インタフェースが有効になりま
す。

2. このノードは、そのインタフェースのリンクローカルアドレスを生成することに
よって、自動構成プロセスを開始します。

リンクローカルアドレスは、インタフェースのMAC (Media Access Control)アドレ
スから形成されます。
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3. このノードは、仮リンクローカルアドレスをターゲットとする近傍要請
メッセージを送信します。

このメッセージの目的は、仮リンクローカルアドレスが、すでにそのリンク上の
別のノードによって使用されているかどうかを確認することです。この確認が終
わったら、リンクローカルアドレスをインタフェースに割り当てることができま
す。

a. 別のノードがすでにそのアドレスを使用していた場合、その別のノードは近傍
通知メッセージを戻して、そのアドレスが使用中であることを伝えます。

b. 別のノードがそのアドレスを使用しようと試みている場合、そのノードもその
宛先に近傍要請を送信します。

近傍要請送信や再送の数と、連続した要請間の遅延はリンクによって異なり
ます。これらのパラメータは、必要であれば設定できます。

4. 仮リンクローカルアドレスが一意でないとノードが判断した場合、自動構成は停
止します。その時点で、インタフェースのリンクローカルアドレスは手動で構成
する必要があります。

しかし、ここで、デフォルト以外の代替のインタフェース IDを指定することも
可能です。これにより、一意であると考えられる新しいインタフェース IDを使
用して、自動構成機構を再開できます。

5. この仮リンクローカルアドレスが一意であると判断されると、ノードはインタ
フェースにそのアドレスを割り当てます。

このとき、ノードは近傍ノードと IPレベルで接続されます。自動構成手順の残り
は、ホストだけで実行されます。

ルーター広告の受信
自動構成の次の段階は、ルーター広告を受信するか、ルーターが存在しないことを
判断することです。ルーターがあれば、ホストが実行すべき自動構成の種類を指定
したルーター広告が送信されます。

ルーターはルーター広告を定期的に送信します。ただし、連続した送信と送信の間
の遅延は、自動構成を実行するホスト側の待機時間より通常は長くなります。通知
を迅速に受信するため、すべてのルーターマルチキャストグループに 1つまたは複
数のルーター要請を送信します。

接頭辞構成変数
ルーター広告には、ステートレスアドレス自動構成が接頭辞を生成するときに使用
する接頭辞変数とその情報が含まれます。ルーター広告の Stateless Address
Autoconfigurationフィールドは個別に処理されます。接頭辞情報オプションフィール
ドの1つであるAddress Autoconfigurationフラグは、オプションがステートレス自動
構成にも適用されるかどうかを表します。適用される場合、補助オプション
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フィールドにサブネット接頭辞と寿命値が含まれます。これらの値は、接頭辞から
作成されたアドレスがどれだけの時間優先権を持ち有効であるかを表します。

ルーターは定期的にルーター広告を生成するため、ホストは新しい通知を受信し続
けます。IPv6が有効なホストは、各通知に含まれる情報を処理します。情報を追加
します。また、ホストは前の通知で受け取った情報を更新します。

アドレスの一意性
セキュリティーのため、すべてのアドレスは、インタフェースに割り当てられる前
に、その一意性をテストする必要があります。ただし、ステートレス自動構成で作
成したアドレスの場合は状況が異なります。アドレスの一意性は、インタフェース
IDから生成されるアドレスの一部で主に決まります。したがって、ノードにおいて
リンクローカルアドレスの一意性が確認されると、ほかのアドレスの個別の確認は
不要になります。これらのアドレスが、同じインタフェース IDから生成されている
ためです。ただし、手動で得られるアドレスはすべて、個別に一意であることを確
認する必要があります。一部のサイトのシステム管理者は、重複アドレス検出を実
行するためのオーバーヘッドが大きく、それを実行することで得られる利益が帳消
しになると信じています。そのようなサイトでは、インタフェース別設定フラグの
設定で重複アドレス検出の使用を無効にできます。

自動構成処理を短時間で終了するために、ルーター広告の待機、リンクローカルア
ドレスの生成、およびその一意性の確認を、ホストで並列して実行できま
す。ルーターでは、ルーター要請に対する応答が数秒遅れる可能性があります。そ
のため、上記 2つの手順を 1つずつ実行すると、自動構成を完了するために必要な合
計時間が大幅に長くなる可能性があります。

近傍要請と不到達
近傍検索は、「近傍要請」メッセージを使用して、複数のノードに同じユニキャス
トアドレスが割り当てられているかどうかを判断します。「近傍不到達検出」で
は、近傍エラーや近傍への送信パスのエラーを検出します。近傍不到達検出で
は、近傍に送信されるパケットがその近傍に実際にアクセスして、パケットが
ノードの IP層によって適切に処理されているかどうかを判断します。

近傍不到達検出では、2つのソースの確認を使用します。つまり、上位層プロトコ
ルと近傍要請メッセージです。可能な場合、上位層のプロトコルでは、接続が送信
を処理中であるという肯定確認を戻します。たとえば、新しいTCP確認を受信した
場合、以前送信されたデータが正しく送信されたことが確認されます。

あるノードが上位層プロトコルから肯定的な確認を受信しない場合、このノードは
ユニキャスト近傍要請メッセージを送信します。このメッセージは、次のホップか
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らの到達可能確認として近傍通知を要請します。不要なネットワークトラフィック
を避けるため、ノードからアクティブにパケットが送信されている近傍にだけ探査
メッセージが送信されます。

重複アドレス検出アルゴリズム
すべての構成されたアドレスが特定のリンク上で一意であるかどうかを確認するた
めに、ノードは「重複アドレス検出」アルゴリズムをアドレスに対して実行しま
す。この実行は、インタフェースにアドレスを割り当てる前に行われる必要があり
ます。重複アドレス検出アルゴリズムは、すべてのアドレスを対象として実行され
ます。

このセクションで指定する自動構成プロセスは、ホストにだけ適用し、ルーターに
は適用しません。ホストの自動構成では、ルーターが通知した情報を使用するた
め、ルーターは別の手段で構成する必要があります。ただし、この章で説明した機
構を使用して、ルーターによってリンクローカルアドレスが生成される場合があり
ます。また、インタフェースに割り当てられる前に、すべてのアドレスにおいて
ルーターによる重複アドレス検出アルゴリズムが正常終了していることが望まれま
す。

プロキシ通知
ターゲットアドレスの代わりにパケットを受信するルーターは、取り消しできない
近傍通知を発行できる。ルーターは、近傍要請に応答できない宛先アドレスのかわ
りにパケットを受信する。現在はプロキシの使用方法は指定されていないが、オフ
リンクになった移動ノードをプロキシ通知で処理できる可能性がある。ただし、プ
ロキシは、このプロトコルを実装していないノードを処理する一般的な機構として
使用されることはない

インバウンド負荷分散
インタフェースを複製したノードでは、同じリンク上の複数のネットワークインタ
フェース間の入力パケットの受信の負荷分散ができる。このようなノードには、同
じインタフェースに複数のリンクローカルアドレスが割り当てられる。たとえば、1
つのネットワークドライバで、複数のネットワークインタフェースカードを、複数
のリンクローカルアドレスを持つ 1つの論理インタフェースとして表現できる。

負荷分散は、ルーターがソースリンクローカルアドレスをルーター広告パケットか
ら省略することを可能にすることで処理する。結果として、近傍は近傍要請
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メッセージを使用して、ルーターのリンクローカルアドレスを確認する。返される
近傍通知メッセージには、要請元によって異なるリンクローカルアドレスが含まれ
る

リンクローカルアドレスの変更
リンクローカルアドレスの変更を認識したノードは、非要請近傍通知パケットをマ
ルチキャストできる。ノードは、すべてのノードにパケットをマルチキャストし
て、無効になったキャッシュに入っているリンクローカルアドレスを更新でき
る。非要請通知の送信は、パフォーマンス強化が目的。近傍不到達検出アルゴリズ
ムにより、すべてのノードが確実に新しいアドレスを探索できるが、遅延が多少伸
びる可能性がある

近傍検索とARPおよび関連する IPv4プロトコルと
の比較
IPv6近傍検索プロトコルの機能は、次のような IPv4プロトコルの組み合わせのよう
なものです。つまり、アドレス解決プロトコル (ARP)、Internet Control Message
Protocol (ICMP)、ルーター発見、および ICMPリダイレクトです。IPv4には近傍不到
達検出に全般的に対応できるプロトコルや機構はありませんでした。ただし、ホス
ト条件ではデッドゲートウェイ検出に対応できるアルゴリズムがいくつか指定され
ています。デッドゲートウェイ検出は、近傍不到達検出の一部です。

次のリストは、近傍検索プロトコルと関連する IPv4プロトコルセットを比較しま
す。

■ ルーター発見は IPv6ベースプロトコルセットの一部です。IPv6ホスト
は、ルーターを検索するために、経路制御プロトコルを snoopする必要はありま
せん。IPv4は、ルーターを検索するために、ARP、ICMPルーター発見、および
ICMPリダイレクトを使用します。

■ IPv6ルーター広告はリンクローカルアドレスを伝達します。ルーターのリンク
ローカルアドレスを解決するために、これ以外のパケットを交換する必要はあり
ません。

■ ルーター広告はリンクのサイト接頭辞を伝達します。IPv4の場合と同様
に、ネットマスクを構成するのに別の機構は必要ありません。

■ ルーター広告では、アドレス自動構成が使用可能になります。自動構成は IPv4に
は実装されません。
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■ 近傍検索により、IPv6ルーターはホストのMTUを通知して、リンクで使用でき
るようにします。したがって、MTUが定義されていないすべてのノードはリン
ク上の同じMTU値を使用します。IPv4の場合、同じネットワーク上のホストが
異なるMTUを持つ場合もあります。

■ IPv4ブロードキャストアドレスとは異なり、IPv6アドレス解決マルチキャストは
40億個を超える (2^32)マルチキャストアドレスを持つため、ターゲット以外の
ノードに対するアドレス解決関係の割り込みを大幅に減らしました。さら
に、IPv6以外のマシンの割り込みをなくしました。

■ IPv6リダイレクトには、新しい最初のホップのリンクローカルアドレスが含まれ
ます。独立したアドレス解決がなくてもリダイレクトを受信できます。

■ 同じ IPv6ネットワークに複数のサイト接頭辞を関連付けられます。デフォルトで
は、ホストはローカルサイトのすべての接頭辞をルーター広告を通じて知りま
す。ただし、ルーター広告にある接頭辞をすべて、あるいは一部省略するように
ルーターを構成できます。その場合、ホストは宛先がリモートネットワーク上に
あるとみなします。その結果、ホストはルーターにトラフィックを送信しま
す。ルーターは適宜リダイレクトを発行します。

■ IPv4とは異なり、IPv6リダイレクトの受信者は新しい次のホップがローカル
ネットワーク上にあるとみなします。IPv4では、リダイレクトメッセージに指定
されている次のホップが (ネットワークマスクによると)ローカルネットワーク上
にない場合、ホストはそのリダイレクトメッセージを無視します。IPv6リダイレ
クト機構は、IPv4のXRedirect機能に似ています。このリダイレクト機構は、非
ブロードキャストおよび共有メディアリンク上で便利です。このようなネット
ワークでは、ノードはローカルリンク宛先のすべての接頭辞を確認できません。

■ IPv6近傍不到達検出は、障害ルーターが存在する場合のパケット伝送能力を改善
します。この機能は、部分的に障害があるリンクやパーティション化されたリン
クを経由するパケット伝送を改善します。この機能はまた、自分のリンクローカ
ルアドレスを変更するノードを経由するパケット伝送も改善します。たとえ
ば、頻繁に更新されるARPキャッシュのおかげで、移動ノードはローカルネット
ワークから離れても切断されません。IPv4には、近傍不到達検出に相当する機能
がありません。

■ ARPとは異なり、近傍検索では、近傍不到達検出により、ハーフリンクエラーを
検出します。近傍検索は、双方向接続がない近傍にトラフィックが送信されるの
を防ぎます。

■ リンクローカルアドレスでルーターを一意に識別しておけば、ホストで
ルーター関連付けを維持できます。ルーターを識別する機能は、ルーター広告と
リダイレクトメッセージで必要とされます。サイトが新しいグローバル接頭辞を
使用しても、ホストはルーター関連付けを維持する必要があります。IPv4に
は、ルーター識別に相当する機能がありません。
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■ 近傍検索メッセージのホップ制限は受信時に 255なので、プロトコルがオフリン
クノードによるスプーフエラーの被害を受けることがありません。逆に、IPv4オ
フリンクノードは ICMPリダイレクトメッセージを送信できます。IPv4オフリン
クノードはルーター通知メッセージを送ることもできます。

■ ICMP層にアドレス解決を配置すると、近傍検索がARPよりもメディアに依存し
なくなります。その結果、標準 IP認証とセキュリティー機構が使用できるように
なります。

IPv6の経路制御
IPv6における経路制御は、Classless Inter-Domain Routing (CIDR)下における IPv4の経
路制御とほとんど同じです。唯一の違いは、IPv4では 32ビットアドレスを使用しま
すが、IPv6では 128ビットアドレスを使用することです。非常に簡単な拡張で、IPv4
の経路制御アルゴリズム (OSPF、RIP、IDRP、IS-ISなど)をすべて IPv6の経路制御に
使用できます。

IPv6には、新たに強力な経路制御機能をサポートした簡単な経路制御拡張機能も組
み込まれました。次のリストに、新しい経路制御機能を示します。

■ プロバイダ選択 (ポリシー、パフォーマンス、コストなどを基準に)
■ ホストの移動性 (現在の場所までのルート)
■ アドレスの自動的な再指定 (新しいアドレスへのルート)

新しい経路制御機能を利用するには、IPv6経路制御オプションを使用する IPv6アド
レスのシーケンスを作成します。IPv6の送信元は、経路制御オプションでを使用し
て、パケットが宛先に至るまでに経由する複数の中間ノード (またはトポロジカルグ
ループ)をリストします。この中間ノードは、パケットの宛先の途中に通過しま
す。この機能は、IPv4での緩やかな経路制御と記録オプションによく似ています。

アドレスシーケンスを一般的に使用する場合、通常は、ホストが受信したパケット
のルートを逆戻りする必要があります。このパケットは、IPv6認証ヘッダーを使用
して正常に認証される必要があります。パケットを発信者に戻すには、アドレス
シーケンスがパケット内に含まれている必要があります。IPv6ホストの実装で
は、この方式により始点ルートの処理と逆引きをサポートしています。始点ルート
の処理と逆引きは、IPv6の新機能 (プロバイダの選択や拡張アドレスなど)を実装す
るホストをプロバイダが使用するためのポイントです。

ルーター広告
マルチキャスト対応リンクとポイントツーポイントリンクでは、各ルーターは定期
的にルーター広告パケットをマルチキャストグループに送信して、ルーターが利用
できることを知らせます。ホストはすべてのルーターからルーター広告を受け取
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り、デフォルトルーターのリストを作成します。ルーターは頻繁にルーター広告を
生成するので、ホストは数分でルーターが利用できることを知ることができま
す。ただし、通知がないからといってルーターエラーであると判断できるほどの頻
度ではありません。エラー検出には、近傍到達不能性を判別する別の検出アルゴリ
ズムを利用します。

ルーター広告接頭辞
ルーター広告には、ホストがルーターと同じリンク上にいる (つまり、オンリンクで
ある)かどうかを判断するときに使用するサブネット接頭辞のリストが含まれま
す。この接頭辞リストは、自動アドレス構成にも使用されます。接頭辞に付属する
フラグは特定の接頭辞の使用目的を表します。ホストは通知されたオンリンク接頭
辞を使用して、パケットの宛先がオンリンクであるか、あるいはルーターを越えて
いるかを判断するためのリストを作成および管理します。通知されたオンリンク接
頭辞になくても宛先がオンリンクの場合があります。この場合、ルーターはリダイ
レクトを送ることができます。リダイレクトは送信側に、宛先が近傍であることを
知らせます。

ルーター広告と接頭辞別のフラグを使用すると、ルーターはステートレスアドレス
自動構成を実行する方法をホストに伝えることができます。

ルーター広告メッセージ
ルーター広告メッセージには、ホストが発信するパケットに使用するイン
ターネットパラメータ (ホップの制限など)も含めることができます。また、オプ
ションでリンクMTUなどのリンクパラメータも含めることができます。この機能に
より、重要なパラメータを集中管理できます。パラメータは、ルーターに設定さ
れ、関連付けられたすべてのホストに自動的に伝達されます。

アドレス解決を行うために、ノードは、宛先ノードがリンク層アドレスを戻すよう
に要求する近傍要請をマルチキャストグループに送信します。マルチキャストされ
た近傍要請メッセージは、宛先アドレスの要請先ノードのマルチキャストアドレス
に送信されます。宛先は、そのリンク層アドレスをユニキャスト近傍通知
メッセージで戻します。発信元と宛先の両方に対して 1つの要求応答パケットペア
で互いのリンク層アドレスを処理できます。発信元は、近傍要請に発信元のリンク
層アドレスを組み込みます。

Oracle Solarisネームサービスに対する IPv6拡張機能
このセクションでは、IPv6の実装によって導入されたネームサービスの変更につい
て説明します。IPv6アドレスは、どのOracle Solarisネームサービ
ス(NIS、LDAP、DNS、およびファイル)にも格納できます。また、NIS over IPv6 RPC
トランスポートを使用すると、NISデータを検出できます。

Oracle Solarisネームサービスに対する IPv6拡張機能
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IPv6のDNS拡張機能
IPv6固有なリソースレコードであるAAAAリソースレコードについては、RFC
1886、DNS Extensions to Support IP Version 6を参照してください。このAAAAレ
コードは、ホスト名を 128ビット IPv6アドレスにマップします。PTRレコードは
IPv6でも、IPアドレスをホスト名にマップするときに使用されています。128ビット
アドレスの 32の 4ビットニブルは、IPv6アドレス用に反転されています。各ニブル
は対応する 16進ASCII値に変換されます。変換後、ip6.intが追加されます。

ネームサービスコマンドの変更
IPv6をサポートするため、IPv6アドレスは既存のネームサービスコマンドを使用し
て検索できます。たとえば、ypmatchコマンドは、新しいNISマップに使用できま
す。nslookupコマンドでは、DNSの新しいAAAAレコードを調べることができま
す。

NFSとRPCによる IPv6のサポート
NFSソフトウェアとリモート手続き呼出し (RPC)ソフトウェアは、同じような方法
で IPv6をサポートします。NFSサービスに関連のある既存のコマンドは変更されて
いません。ほとんどのRPCアプリケーションが、変更なしで IPv6で実行できま
す。トランスポート機能のある一部の高度RPCアプリケーションに更新が必要な場
合があります。

IPv6 over ATMのサポート
Oracle Solarisは、IPv6経由のATM、固定仮想回路 (PVC)、静的な交換仮想回路 (SVC)
をサポートするようになりました。

NFSと RPCによる IPv6のサポート
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DHCP
このパートには、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)の概念的情報
と、DHCPサービスの計画、構成、管理、問題追跡のタスクが含まれています。
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DHCPについて (概要)

この章では、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)の概要とそのプロトコルを
支える概念について説明します。さらに、DHCPをネットワークで使用することの
利点についても述べます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 177ページの「DHCPプロトコルについて」
■ 178ページの「DHCPを使用することの利点」
■ 179ページの「DHCPの動作」
■ 182ページの「ISC DHCPサーバー」
■ 183ページの「DHCPクライアント」

DHCPプロトコルについて
DHCPプロトコルを使用すれば、TCP/IPネットワーク上のホストシステムを、シス
テムのブート時に、そのネットワークに合わせて自動的に構成できます。DHCPで
は、クライアント/サーバーメカニズムが使用されます。サーバーは、クライアント
の構成情報を格納、管理し、クライアントの要求に応じてその構成情報を提供しま
す。構成情報には、クライアントの IPアドレスと、クライアントが使用可能な
ネットワークサービス情報が含まれます。

DHCPは、従来の BOOTPプロトコルをベースに機能拡張されたプロトコルで
す。BOOTPは、TCP/IPネットワーク経由のブートを可能にすることを目的に設計さ
れました。クライアントとサーバー間のメッセージの形式は、DHCPの場合も
BOOTPの場合も同じです。ただし、DHCPメッセージには、BOOTPメッセージと
は異なり、クライアント用のネットワーク構成データを組み込むことができます。

DHCPの主な利点は、リースを通して IPアドレス割り当てを管理できることで
す。「リース」を使用すれば、使用されていない IPアドレスを取り戻すことができ
ます。取り戻された IPアドレスは、ほかのクライアントに割り当てられます。その
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ため、DHCPを使用する 1つのサイト用の IPアドレスプールは、すべてのクライア
ントに常時 IPアドレスを割り当てた場合に比べて、小さくなります。

DHCPを使用することの利点
DHCPは、TCP/IPネットワークの設定やネットワークの日々の管理に伴う時間のか
かるタスクを部分的に軽減します。Oracle Solarisの実装環境では、DHCPは IPv4で
のみ動作します。

DHCPには、次の利点があります。

■ IPアドレス管理 – DHCPの主な利点は、IPアドレスをより簡単に管理できること
です。DHCPを使用しないネットワークでは、IPアドレスを手動で割り当てる必
要があります。個々のクライアントに固有の IPアドレスを割り当て、クライアン
トを個別に構成するためには、慎重な作業が必要です。さらに、クライアントが
別のネットワークに移動したら、そのクライアントのために手動で修正を加える
必要があります。DHCPが使用可能な場合は、管理者が介在しなくても、DHCP
サーバーが IPアドレスを管理し、割り当てます。クライアントは、別のサブ
ネットに移動する際に新しいネットワークに適した新しいクライアント情報を
DHCPサーバーから取得するため、手動による再構成は必要ありません。

■ 一元的なネットワーククライアントの構成 –構成は、クライアントまたはクライ
アントのタイプに合わせてカスタマイズできます。構成情報は、同じ場所 (DHCP
データストア)に格納されます。したがって、クライアントの構成を変更するた
めにクライアントにログインする必要はありません。データストア内の情報を変
更するだけで、複数のクライアントに対する変更を実行できます。

■ BOOTPクライアントのサポート – BOOTPサーバーとDHCPサーバーはどちら
も、クライアントからのブロードキャストを待機して、応答します。DHCP
サーバーは、DHCPクライアントからの要求だけではなく、BOOTPクライアント
からの要求にも応答できます。BOOTPクライアントは、IPアドレスと、ブート
に必要な情報をサーバーから受け取ります。

■ ローカルおよびリモートクライアントのサポート – BOOTPは、あるネットワーク
から別のネットワークへのメッセージリレー (中継)機能を備えています。DHCP
は、さまざまな方法で BOOTPリレー機能を使用します。ほとんどのネット
ワークルーターは、BOOTPリレーエージェントとして機能するように構成でき
ます。そのように構成されたネットワークルーターは、要求側クライアントの
ネットワーク上に存在しないサーバーに BOOTP要求を渡します。同じ方法
で、DHCP要求をリレーすることも可能です。これは、ルーターにはDHCP要求
と BOOTP要求の区別がないためです。また、BOOTPリレー機能をサポートする
ルーターが使用できない場合には、DHCPサーバーを BOOTPリレーエージェン
トとして動作するように構成することもできます。

■ ネットワークブート機能 –クライアントは、DHCPを使用すると、RARP (逆アド
レス解決プロトコル)や bootparamsファイルを使用しなくても、ネットワーク上
のサーバーからブートに必要な情報を取得できます。DHCPサーバーは、IPアド

DHCPを使用することの利点
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レス、ブートサーバー、ネットワーク構成情報を含む、クライアントが動作する
のに必要なすべての情報をクライアントに提供できます。DHCP要求は、サブ
ネットを越えてリレーできるので、DHCPネットワークブート機能を使用すれ
ば、ネットワーク内のブートサーバー数を削減できます。RARPでのブートに
は、サブネットごとにブートサーバーが必要です。

■ 大規模ネットワークのサポート –何百万というDHCPクライアントをもつネット
ワークでもDHCPを使用できます。DHCPサーバーは、マルチスレッド機能を
使って多数のクライアント要求を同時に処理します。さらに、大量データを処理
できるように最適化されたデータストアをサポートします。データストアアクセ
スは、別個の処理モジュールによって行われます。このようなデータストアアプ
ローチでは、データベースが必要になるたびにそのサポートを追加できます。

DHCPの動作
まず始めに、DHCPサーバーのインストールと構成を行う必要があります。構成作
業では、クライアントがネットワーク上で機能するために必要なネットワーク情報
を指定します。この情報が正しく設定されると、クライアントはネットワーク情報
を要求し、受け取ることができます。

次の図は、DHCPサービスにおける一連のイベントを示したものです。丸の中の番
号は、図のあとに続く説明の箇条書き番号を示しています。

DHCPの動作
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図 10–1 DHCPサービスにおける一連のイベント
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上の図には、次の手順が示されています。

1. クライアントは、ローカルサブネット上で制限付きブロードキャストアドレス
(255.255.255.255)に「検索メッセージ」を送信することで、DHCPサーバーを検
索します。ルーターが存在し、BOOTPリレーエージェントとして動作するよう
に構成されている場合、要求は異なるサブネット上の別のDHCPサーバーに渡さ
れます。クライアントの「ブロードキャスト」にはクライアント固有の IDが含
まれています。この IDは、Oracle SolarisのDHCP実装環境の場合、クライアント
のMAC (Media Access Control)アドレスから派生します。Ethernetネットワークで
は、MACアドレスは Ethernetアドレスと同じです。

検索メッセージを受け取ったDHCPサーバーは、次の情報からクライアントの
ネットワークを特定します。

■ この要求がどのネットワークインタフェースから入ってきたか。これによって
サーバーは、クライアントが、インタフェースが接続されているネットワーク
上にあるのか、あるいはそのネットワークに接続された BOOTPリ
レーエージェントを使用しているのかがわかります。

■ BOOTPリレーエージェントの IPアドレスが要求に含まれているか。要求がリ
レーエージェントを通過する際に、リレーエージェントは要求ヘッダーにリ
レーエージェントのアドレスを挿入します。サーバーが「リレーエージェント
のアドレス」を検出すると、サーバーは、そのアドレスのネットワーク部分が
クライアントのネットワークアドレスを示していることを認識します。これ
は、リレーエージェントがクライアントのネットワークに接続されている必要
があるからです。

■ クライアントのネットワークは、サブネット化されているか。サーバーは、リ
レーエージェントのアドレス、または要求を受け取ったネットワークインタ
フェースのアドレスが示すネットワークのサブネットマスクを netmasks

テーブルから見つけます。サーバーは、使用されているサブネットマスクを認
識すると、ネットワークアドレスのどの部分がホスト部分であるかを特定
し、クライアント用の適切な IPアドレスを選択できます。netmasksについて
は、netmasks(4)のマニュアルページを参照してください。

2. DHCPサーバーは、クライアントのネットワークを特定すると、適切な IPアドレ
スを選択し、そのアドレスがまだ使用されていないことを確認します。次に
DHCPサーバーは、「オファーメッセージ」を送信し、そのクライアントに応答
します。オファーメッセージには、選択された IPアドレスと、クライアントの構
成に使用できるサービスの情報が含まれています。サーバーは、この IPアドレス
を使用するかどうかをクライアントが決めるまで、これを一時的に予約します。

3. クライアントは、オファーされたサービスの数とタイプに基づいて最善のオ
ファーを選択します。そして、最善のオファーとなったサーバーの IPアドレスを
求める要求を送信します。この伝送によって、クライアントがサーバーを選択し
たことを、応答中のすべてのDHCPサーバーに知らせることができます。選択さ
れなかったサーバーは、オファーした IPアドレスの予約を取り消します。
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4. 選択されたサーバーは、クライアント用の IPアドレスを割り当て、その情報を
DHCPデータストアに格納します。そして、承認メッセージ (ACK)をクライアン
トに送信します。「承認メッセージ」には、クライアントのためのネットワーク
構成パラメータが含まれています。クライアントは、pingユーティリティーを
使って IPアドレスをテストし、ほかのシステムがそれを使っていないか確かめま
す。そして、ブートを続行しネットワークに参加します。

5. クライアントはリース時間を監視します。設定された時間が経過すると、クライ
アントは、さきほど選択したサーバーに新しいメッセージを送信してリースを増
やそうとします。

6. 要求を受け取ったDHCPサーバーは、リース期間と、管理者が規定したローカル
リースポリシーとが合っていれば、そのリース期間を延長します。サーバーが 20
秒以内に応答しない場合、クライアントは、ほかのDHCPサーバーのいずれかが
リース期間を延長できるように要求をブロードキャストします。

7. クライアントは、その IPアドレスが不要になると、IPアドレスが解放されたこと
をサーバーに知らせます。この通知は、通常のシャットダウンの際に実行さ
れ、また手動で実行することも可能です。

ISC DHCPサーバー
Internet Systems Consortium (ISC) DHCPサーバーの実装がOracle Solarisに追加されま
した。このソフトウェアは自動的にインストールされないため、次のコマンドを入
力してこのサーバーをシステムにインストールできます。

# pkg install pkg:/service/network/dhcp/isc-dhcp

ISC DHCPサーバー dhcpdは動的ホスト構成プロトコル (DHCP)およびイン
ターネットブートストラッププロトコル (BOOTP)を実装します。DHCPに
よって、TCP/IPネットワーク上のホストは IPアドレスを要求し、IPアドレスを割り
当てられ、さらに接続先のネットワークに関する情報を検出することができま
す。BOOTPも類似した機能を提供します。

DHCPのリリースに追加された一部の重要な機能を次に示します。
■ ISC DHCPおよびレガシーの Sun DHCPサービスをサポートする複数のサービスが
追加されました。DHCPによって使用されるすべてのサービスの一覧について
は、212ページの「DHCPサービスによって使用される SMFサービス」を参照し
てください。

■ dhcpd、dhcprelay、および omshellの 3つのコマンドが追加されました。DHCPに
関連するすべてのコマンドの一覧については、211ページの「DHCPサービスに
よって使用されるファイル」を参照してください。

■ ISC DHCPのサーバー構成ファイルは、DHCPv4については
/etc/inet/dhcpd4.conf、DHCPv6については /etc/inet/dhcpd6.confです。

■ ISC DHCPサービス用に dhcpservというユーザーが追加されました。

ISC DHCPサーバー
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■ 3つの新しいコマンドへのアクセスは、solaris.smf.manage.dhcpおよび
solaris.smf.value.dhcp承認を使用して管理できます。

ISC DHCPの詳細は、ISC DHCP DocumentationのWebページを参照してください。

レガシーの Sun DHCPサーバー
レガシーの Sun DHCPサーバーソフトウェアもOracle Solaris 11リリースに含まれて
いますが、廃止のマークが付いており、今後のリリースで削除される予定です。レ
ガシーのDHCPサービスの詳細は、Chapter 11, ISC DHCPサービスの管理を参照して
ください。

DHCPクライアント
「クライアント」という用語は、ネットワーク上でクライアントとしての役割を実
行している物理的なマシンについて言及するために使用される場合があります。た
だし、このドキュメントで説明しているDHCPクライアントはソフトウェアエン
ティティーです。DHCPクライアントは、そのネットワーク構成をDHCP
サーバーから受け取るように構成したシステムのOracle Solarisで動作するデーモン
(dhcpagent)です。DHCPクライアントは、レガシーの Sun DHCPサーバーと ISC
DHCPサーバーの両方と相互運用できます。

DHCPクライアントについての詳細は、第 12章「DHCPクライアントの構成と管
理」を参照してください。

DHCPクライアント
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ISC DHCPサービスの管理

この章では、ISC DHCPサービスを管理するときに役立つことがあるタスクについて
説明します。次の項目について説明します。

■ 185ページの「DHCPコマンドへのユーザーアクセスの設定」
■ 186ページの「DHCPサーバーのタスク」

DHCPコマンドへのユーザーアクセスの設定
デフォルトでは、rootユーザーのみが、DHCPサービスの構成に必要な svcadmおよ
びその他のコマンドを実行できます。これらのコマンドを rootユーザー以外で使用
する場合は、これらのコマンドに対して、役割によるアクセス制御 (RBAC)を設定す
る必要があります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

さらに、次のマニュアルページも役立ちます。rbac(5)、exec_attr(4)、および
user_attr(4)です。

次の手順では、ユーザーがDHCPコマンドを実行できるようになるDHCP管理プロ
ファイルを割り当てる方法について説明します。
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▼ ユーザーにDHCPコマンドへのアクセス権を付与
する方法

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

ユーザーまたは役割を /etc/user_attrファイルに追加します。

/etc/user_attrファイルを編集してエントリを次の書式で追加します。DHCP
サーバーを管理するユーザーまたは役割ごとに 1つのエントリを追加します。
username::::type=normal;profiles=DHCP Management

たとえば、ユーザー ramには、次のエントリを追加します。

ram::::type=normal;profiles=DHCP Management

DHCPサーバーのタスク

▼ ISC DHCPサーバーを構成する方法
ISC DHCPサーバーの初期構成には次の手順を使用できます。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

DHCP構成ファイルを編集します。
/etc/dhcp/dhcpd4.confまたは /etc/dhcp/dhcpd6.confファイルのいずれかを作成しま
す。詳細は、dhcpd.conf(5)のマニュアルページを参照してください。

必要なサービスを有効にします。
# svcadm enable service

serviceは次のいずれかの値にすることができます。

svc:/network/dhcp/server:ipv4 IPv4クライアントからのDHCPおよび BOOTP要
求を提供します

1

2

1

2

3
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svc:/network/dhcp/server:ipv6 IPv6クライアントからのDHCPおよび BOOTP要
求を提供します

svc:/network/dhcp/relay:ipv4 IPv4クライアントからのDHCPおよび BOOTP要
求を、DHCPサーバーのあるネットワークに中継
します

svc:/network/dhcp/relay:ipv6 IPv6クライアントからのDHCPおよび BOOTP要
求を、DHCPサーバーのあるネットワークに中継
します

▼ DHCPサービスの構成を変更する方法
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

DHCP構成ファイルを編集します。
/etc/dhcp/dhcpd4.confファイルまたは /etc/dhcp/dhcpd6.confファイルのいずれかを
編集します。詳細は、dhcpd.conf(5)のマニュアルページを参照してください。

SMFデータを更新します。
# svcadm refresh service

1

2

3
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DHCPクライアントの構成と管理

この章では、Oracle Solarisに含まれている動的ホスト構成プロトコル (DHCP)クライ
アントについて説明します。この章では、クライアントのDHCPv4プロトコルおよ
びDHCPv6プロトコルの機能と、クライアントの動作の変更方法について説明しま
す。

一方のプロトコルDHCPv4は、かなり以前からOracle Solarisに含まれています。こ
れを使用すると、DHCPサーバーは IPv4ネットワークアドレスなどの構成パラ
メータを IPv4ノードに渡すことができます。

もう一方のプロトコルDHCPv6を使用すると、DHCPサーバーは IPv6ネットワーク
アドレスなどの構成パラメータを IPv6ノードに渡すことができます。DHCPv6
は、「IPv6ステートレスアドレスの自動構成」(RFC 2462)に対応するステートフル
アドレス版であり、構成パラメータを取得するためにステートレスアドレスとは別
に使用することも同時に使用することもできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 190ページの「DHCPクライアントについて」
■ 198ページの「DHCPクライアントを使用可能または使用不可にする」
■ 199ページの「DHCPクライアント管理」
■ 201ページの「複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクライアント
システム」

■ 202ページの「DHCPv4クライアントのホスト名」
■ 204ページの「DHCPクライアントシステムとネームサービス」
■ 206ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」
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DHCPクライアントについて
DHCPクライアントは dhcpagentデーモンです。LiveCD GUIインストーラを使用し
てOracle Solarisをインストールする場合、インストールされるシステム上でDHCPv4
およびDHCPv6プロトコルが有効になります。テキストインストーラを使用して
Oracle Solarisをインストールする場合、インストールされるシステム上でネット
ワークを構成する方法を選択するためのプロンプトが表示されます。自動ネット
ワーク構成を指定する場合、インストールされるシステム上でDHCPv4および
DHCPv6プロトコルが有効になります。

DHCPを使用するためにOracle Solarisクライアントに対して必要な作業はこれだけで
す。DHCPサービスを使用するDHCPクライアントシステムにどのような情報が与
えられるかは、DHCPサーバーの構成によります。

Oracle Solarisでクライアントシステムがすでに動作しており、DHCPを使用していな
い場合は、クライアントシステムを再構成すればDHCPを使用できるようになりま
す。さらに、DHCPクライアントシステムでDHCPの使用を止め、与えられた静的
なネットワーク情報を使用したい場合にも、DHCPクライアントシステムを再構成
できます。詳細は、198ページの「DHCPクライアントを使用可能または使用不可に
する」を参照してください。

DHCPv6サーバー
Sun MicrosystemsはOracle Solaris用のDHCPv6サーバーを提供していません。サード
パーティーが提供しているサーバーには SunのDHCPv6との互換性があり、ネット
ワーク上にDHCPv6サーバーが存在している場合、SunのDHCPv6クライアントはそ
れを使用します。

DHCPv4とDHCPv6の相違点
DHCPv4とDHCPv6の主な相違点は次の 2つです。

■ 管理モデル
■ DHCPv4 -管理者が各インタフェースに対してDHCPを有効にします。管理は
論理インタフェースごとに行われます。

■ DHCPv6 -明示的な構成は必要ありません。このプロトコルは、特定の物理イ
ンタフェース上で有効にされます。

■ プロトコルの詳細
■ DHCPv4 - DHCPサーバーが各アドレスのサブネットマスクを提供します。ホ
スト名オプションによってシステム全体のノード名が設定されます。

■ DHCPv6 -サブネットマスクは、DHCPv6サーバーではなくルーター広告に
よって提供されます。DHCPv6のホスト名オプションはありません。
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DHCP管理モデル
「DHCPv4」では、クライアントを明示的に構成する必要があります。必要な場
合、アドレス指定用にDHCPv4システムを設定する必要があり、これは通常、初期
のシステムインストール中に実行するか、ipadmコマンドを使用して動的に実行しま
す。ipadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

「DHCPv6」では、クライアントを明示的に構成する必要はありません。DHCPの使
用はネットワークの属性であり、DHCPを使用する指示は、ローカルルーターから
のルーター広告メッセージで伝送されます。DHCPクライアントは、必要に応じて
論理インタフェースを自動的に作成したり破棄したりします。

DHCPv6機構は、管理上、既存の IPv6ステートレス (自動)アドレス構成によく似て
います。ステートレスアドレス構成の場合は、ローカルルーターにフラグを設定す
ることにより、一連の接頭辞に対して各クライアントが独自に自動的なアドレス生
成を行うように指示します。このときクライアントは、通知された接頭辞に加
え、ローカルインタフェースのトークンまたは乱数を使用します。DHCPv6の場合
は、同じ接頭辞が必要ですが、アドレスは「ランダムに」割り当てられるのではな
く、DHCPv6サーバーを介して取得され管理されます。

MACアドレスとクライアント ID
「DHCPv4」では、アドレスを割り当てるためのクライアントの識別に、MACアド
レスおよび任意でクライアント IDが使用されます。ネットワークに入るたびに、同
じクライアントは可能であれば同じアドレスを取得します。

「DHCPv6」でも基本的に同じスキームが使用されますが、クライアント IDは必須
になり、それに基づく構造が義務付けられます。DHCPv6のクライアント IDは、次
の 2つの部分で構成されます。DUID (DHCP Unique Identifier)と IAID (Identity
Association Identifier)です。DUIDは (DHCPv4の場合のようにインタフェースだけを
識別するのではなく)クライアントの「システム」を識別し、IAIDはそのシステム上
のインタフェースを識別します。

RFC 3315で説明されているように、サーバーとクライアントはアイデン
ティティーアソシエーション (IA)を使用して、関連する一連の IPv6アドレスの識
別、グループ化、および管理を行います。クライアントは、そのネットワークイン
タフェースそれぞれに個別の IAを少なくとも 1つ関連付けてから、割り当てた IAを
使用して、そのインタフェースの構成情報をサーバーから取得する必要がありま
す。IAの詳細については、次の「プロトコルの詳細」のセクションを参照してくだ
さい。

DUID+IAIDはDHCPv4でも使用できます。これらを互いに一義的に連結して、クラ
イアント IDとして使用できます。互換性の理由から、これは通常の IPv4インタ
フェースでは行われません。ただし、クライアント IDが構成されていない場合、論
理インタフェース (bge0:1)にはDUID+IAIDが使用されます。
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IPv4 DHCPとは異なり、DHCPv6には「クライアント名」オプションがないた
め、DHCPv6だけに基づく名前をシステムに付けることはできません。その代わ
り、DHCPv6から提供されるアドレスに対応するDNS名を知る必要がある場合
は、DNS逆解決 (getaddrinfo(3SOCKET)関数を使用したアドレスからの名前照会)を
使用します。この影響の 1つとして、DHCPv6のみを使用していてノードに特定の名
前を与える場合、次のように svccfgコマンドを使用してノード名を指定する必要が
あります。

# svccfg -s svc:/system/identity:node setprop config/nodename = astring: hostname

プロトコルの詳細
DHCPv4では、割り当てられたアドレスに使用すべきサブネットマスクは、DHCP
サーバーによって指定されます。DHCPv6では、サブネットマスク (「接頭辞長」と
も呼ばれる)はDHCPサーバーによって制御されるのではなく、ルーター広告に
よって割り当てられます。

DHCPv4には「ホスト名」オプションがあり、これを使用してシステム全体の
ノード名が設定されます。DHCPv6にはそのようなオプションはありません。

DHCPv6のクライアント IDを構成するには、システムで自動的に選択させる代わり
に、DUIDを指定する必要があります。この設定は、デーモンに対してグローバルに
行うか、インタフェースごとに行うことができます。グローバルなDUIDを設定す
るには、次の書式を使用します (先頭にドットを付ける)。

.v6.CLIENT_ID=DUID

特定のインタフェースが特定のDUIDを使用するように設定して、システムが
DHCPv6サーバーに対して複数の独立したクライアントに見えるようにするに
は、次のように指定します。

bge0.v6 CLIENT ID=DUID

各アイデンティティーアソシエーション (IA)は、1種類のアドレスを保持します。た
とえば、一時アドレス用アイデンティティーアソシエーション (IA_TA)は一時アド
レスを保持し、非一時アドレス用アイデンティティーアソシエーション (IA_NA)は
割り当てられた永続的なアドレスを保持します。このドキュメントで説明する
DHCPv6のバージョンでは、IA_NAアソシエーションだけが提供されています。

Oracle Solarisは、要求に応じて各インタフェースに 1つの IAIDを割り当てます。こ
の IAIDはルートファイルシステム内のファイルに格納され、マシンの寿命にわ
たって保持されます。
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論理インタフェース
DHCPv4クライアントの論理インタフェースは、それぞれが独立した管理単位で
す。0番目の論理インタフェース (デフォルトで識別子がインタフェースのMACアド
レスになる)に加え、ユーザーは特定の論理インタフェースを構成してDHCPを実行
することができます。そのためには、dhcpagent構成ファイルにCLIENT_IDを指定
します。次に例を示します。

hme0:1.CLIENT_ID=orangutan

DHCPv6の動作は異なります。IPv4とは異なり、IPv6インタフェースの 0番目の論理
インタフェースは常にリンクローカルです。リンクローカルは、DHCPサーバーな
どのほかの割り当て方法が利用できない場合に、IPネットワーク内のデバイスに IP
アドレスを自動的に割り当てるために使用されます。0番目の論理インタフェース
は、DHCPの制御下に置くことはできません。そのため、DHCPv6は 0番目の論理イ
ンタフェース (「物理インタフェース」とも呼ばれる)上で実行されるにもかかわら
ず、0番目以外の論理インタフェースだけにアドレスを割り当てます。

DHCPv6サーバーは、DHCPv6クライアント要求に応答して、クライアントで構成す
べきアドレスのリストを返します。

オプションのネゴシエーション
DHCPv6には「オプション要求」オプションがあり、クライアントがどの情報を優
先的に望んでいるかについて、サーバーにヒントを提供します。使用可能なすべて
のオプションをサーバーからクライアントに送信すると、送信される情報が大量に
なり、クライアントに到達するまでにその一部をドロップする必要が生じる可能性
があります。サーバーはヒントを使用して、応答に含めるオプションを選択するこ
とができます。あるいは、サーバーはヒントを無視し、ほかの項目を選択して含め
ることもできます。たとえば、Oracle Solarisの場合、優先するオプションにはOracle
Solaris DNSアドレスドメインやNISアドレスドメインなどが含まれる可能性があり
ますが、NetBIOSサーバーが含まれる可能性はわずかです。

同じ種類のヒントがDHCPv4にも用意されていますが、この特別な「オプション要
求」オプションはありません。代わりに、DHCPv4では、/etc/default/dhcpagentの
PARAM_REQUEST_LISTが使用されます。

構成の構文
DHCPv6クライアントを構成するには、既存のDHCPv4クライアントの場合とほぼ
同様に、/etc/default/dhcpagentを使用します。

構文は、インタフェース名 (存在する場合)と構成対象のパラメータの間に挿入され
る「.v6」マーカーで拡張されます。たとえば、グローバルな IPv4オプション要求リ
ストは、次のように設定されます。
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PARAM_REQUEST_LIST=1,3,6,12,15,28,43

特定のインタフェースでホスト名オプションを省略するには、次のように構成しま
す。

bge0.PARAM_REQUEST_LIST=1,3,6,15,28,43

DHCPv6のグローバルな要求リストを設定する場合は、先頭にドットを付加しま
す。

.v6.PARAM_REQUEST_LIST=23,24

特定のインタフェースを設定する場合は、次の例に従います。

bge0.v6.PARAM_REQUEST_LIST=21,22,23,24

参考として、DHCPv6構成の実際の /etc/default/dhcpagentファイルを次に示しま
す。

# The default DHCPv6 parameter request list has preference (7), unicast (12),

# DNS addresses (23), DNS search list (24), NIS addresses (27), and

# NIS domain (29). This may be changed by altering the following parameter-

# value pair. The numbers correspond to the values defined in RFC 3315 and

# the IANA dhcpv6-parameters registry.

.v6.PARAM_REQUEST_LIST=7,12,23,24,27,29

DHCPクライアントの起動
ほとんどの場合、DHCPv6クライアントを起動するために操作は必要ありませ
ん。in.ndpdデーモンが必要に応じてDHCPv6を自動的に起動します。

これに対し、DHCPv4では、Oracle Solarisのインストール時にクライアントの起動を
要求しなかった場合は、これを要求する必要があります。198ページの「DHCPクラ
イアントを有効にする方法」を参照してください。

dhcpagentデーモンは、システムのブートに関与するほかのプロセスに必要な構成情
報を取得します。そのため、システム起動スクリプトは、ブートプロセスの初期段
階に dhcpagentを起動し、DHCPサーバーからネットワーク構成情報が到着するのを
待ちます。

デフォルトではDHCPv6が実行されますが、DHCPv6を実行しないように選択する
こともできます。DHCPv6の実行開始後は、ipadm delete-addrコマンドで停止でき
ます。/etc/inet/ndpd.confファイルを変更してDHCPv6を無効にし、リブート時に
DHCPv6が起動しないようにすることもできます。

次の例は、DHCPv6をすぐにシャットダウンする方法を示しています。

ex# echo ifdefault StatefulAddrConf false >> /etc/inet/ndpd.conf

ex# pkill -HUP -x in.ndpd

ex# ipadm delete-addr -r dhcp-addrobj
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起動時に、永続的なDHCP構成がシステムに存在する場合、dhcpagentは起動スクリ
プトプロセスの一部として開始されます。dhcpagentは次に、179ページの「DHCP
の動作」で説明されているようにネットワークインタフェースを構成します。

DHCPv6通信
DHCPv4は手動構成によって起動されるのに対し、DHCPv6はルーター広告 (RA)に
よって起動されます。ルーターの構成に応じて、システムはルーター広告
メッセージが受信されたインタフェースでDHCPv6を自動的に起動し、DHCPを使
用してアドレスとほかのパラメータを取得するか、DHCPv6でアドレス以外の
データ (DNSサーバーなど)だけを要求します。

in.ndpdデーモンはルーター広告メッセージを受信します。これは、システムで IPv6
用に plumbされているすべてのインタフェースで、自動的に実行されます。in.ndpd

は、DHCPv6を実行するように指定するRAを検出すると、DHCPv6を起動します。

in.ndpdがDHCPv6を起動しないようにするには、/etc/inet/ndpd.confファイルを
変更します。

次のいずれかのバージョンの ipadmコマンドを使用して、DHCPv6の起動後に
DHCPv6を停止することもできます。

ipadm delete-addr dhcp-addrobj

または

ipadm delete-addr -r dhcp-addrobj

DHCPクライアントプロトコルはネットワーク構
成情報をどのように管理するか
DHCPv4クライアントプロトコルとDHCPv6クライアントプロトコルでは、ネット
ワーク構成情報の管理方法が異なります。主な相違点は、DHCPv4では単一のアド
レスのリースとそれに関連するいくつかのオプションのためにネゴシエーションが
行われ、DHCPv6では一連のアドレスとオプションに対して一括でネゴシ
エーションが行われることです。

DHCPv4クライアントとサーバー間の対話の概要については、第 10章「DHCPにつ
いて (概要)」を参照してください。
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DHCPv4クライアントはネットワーク構成情報をどのように管理
するか
DHCPサーバーから情報パケットを取得すると、dhcpagentはネットワークインタ
フェースを構成し、使用可能にします。デーモンは、そのインタフェースを IPアド
レスのリース期間が終わるまで制御し、その構成データを内部テーブルに保持しま
す。システム起動スクリプトは dhcpinfoコマンドを使用して内部テーブルから構成
オプションの値を抽出します。それらの値は、システムを構成し、システムが
ネットワーク上で通信できるようにするために使用されます。

dhcpagentデーモンは、一定時間 (通常はリース期間の半分)が過ぎるまで何もせずに
待機します。この時間が過ぎると、デーモンは、リースの延長をDHCPサーバーに
要求します。dhcpagentデーモンは、インタフェースの停止や IPアドレスの変更がシ
ステムから通知された場合、ipadmコマンドから指示があるまでそのインタフェース
を制御しません。また、dhcpagentは、インタフェースが適切に動作し、IPアドレス
が変更されていないことを検出すると、リースの更新要求をサーバーに送信しま
す。リースを更新できない場合、dhcpagentはリース期間の満了時にそのインタ
フェースを停止します。

dhcpagentは、リースに関連する活動を行うたびに、/etc/dhcp/eventhookという実
行可能ファイルを探します。この名前の実行可能ファイルが見つかると、dhcpagent

はこのファイルを起動します。イベント実行可能ファイルの使用については、206
ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」を参照してください。

DHCPv6クライアントはネットワーク構成情報をどのように管理
するか
クライアントとサーバーの間のDHCPv6通信は、クライアントがサーバーを見つけ
るために要請メッセージを送信することによって開始されます。応答として、DHCP
サービスに使用可能なすべてのサーバーが通知メッセージを送信しま
す。サーバーのメッセージには、複数の IA_NA (非一時アドレス用アイデン
ティティーアソシエーション)レコードに加え、サーバーが提供できるほかのオプ
ション (DNSサーバーアドレスなど)が含まれています。

クライアントは、独自の IA_NA/IAADDRレコードを要求メッセージに設定すること
により、特定のアドレス (またはその複数)を要求できます。通常、クライアントが
特定のアドレスを要求するのは、古いアドレスが記録されており、可能な限り同じ
アドレスがサーバーから提供されることを望む場合です。クライアントの動作にか
かわらず (クライアントがまったくアドレスを要求しない場合でも)、サーバーは 1つ
のDHCPv6トランザクション用に任意の数のアドレスをクライアントに提供するこ
とができます。

クライアントとサーバーの間で行われるメッセージのやり取りは次のとおりです。

■ クライアントがサーバーを見つけるために要請メッセージを送信します。
■ サーバーは通知メッセージを送信して、DHCPサービスに使用可能であることを
示します。
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■ クライアントは要求メッセージを送信して、もっとも大きい優先値を持つ
サーバーに、IPアドレスなどの構成パラメータを要求します。サーバーの優先値
は、最低値 0から最高値 255の範囲で、管理者によって設定されます。

■ サーバーは、アドレスリースと構成データを含む応答メッセージを送信します。

通知メッセージ内の優先値が 255であれば、DHCPv6クライアントはただちにその
サーバーを選択します。もっとも優先値の高いサーバーが応答しない場合や要求
メッセージに正常な応答を返すことができない場合、クライアントは、取得済みの
通知メッセージの中で優先値の高いものから順にサーバーを検索します。すべての
通知メッセージの検索が終わると、クライアントは再び要請メッセージを送信して
処理を繰り返します。

選択されたサーバーは、要請メッセージまたは要求メッセージへの応答として、割
り当てるアドレスと構成パラメータを含む応答メッセージを送信します。

DHCPクライアントのシャットダウン
クライアントはシャットダウン時に、クライアントにアドレスを割り当てた
サーバーに解放メッセージを送信して、割り当てられたアドレスの 1つ以上をクラ
イアントが使用しなくなることを示します。DHCPv4クライアントシステムが正常
にシャットダウンするとき、dhcpagentは現在の構成情報をファイルに書き込みます
(ファイルが存在する場合)。ファイル名は、DHCPv4の場合は
/etc/dhcp/interface.dhcで、DHCPv6の場合は /etc/dhcp/interface.dh6です。デフォル
トでは、リースは解放されずに保存されるため、IPアドレスが使用されなくなった
ことをDHCPサーバーは検出できません。そのため、クライアントは次のブート時
にそのアドレスを簡単に再取得できます。このデフォルトアクションは ipadm

delete-addr dhcp-addrobjコマンドと同じです。

システムのリブート時にそのファイル内のリースが依然として有効である
と、dhcpagentは、同じ IPアドレスとネットワーク構成情報を使用する (短縮形の)
要求を送信します。DHCPv4の場合、これは要求メッセージです。DHCPv6の場
合、これは確認メッセージです。

DHCPサーバーがこれを許可した場合、dhcpagentはシステムのシャットダウン時に
ディスクに書き込んだ情報を使用できます。クライアントがこの情報を使用するこ
とをサーバーが許可しなかった場合、dhcpagentはDHCPプロトコルシーケンスを開
始します (179ページの「DHCPの動作」を参照)。その結果、クライアントは、新し
いネットワーク構成情報を取得します。
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DHCPクライアントを使用可能または使用不可にする
Oracle Solarisはすでに動作している、DHCPがまだ使用されていないサーバーで
DHCPクライアントを使用可能にするためには、まず、システムを構成解除する必
要があります。システムがブートされたら、ある一連のコマンドを実行してシステ
ムを設定し、DHCPクライアントを使用可能にします。

注 –多くの配備では、インフラストラクチャーの重要な部分にはDHCPを使用せずに
静的 IPアドレスを設定することが一般的です。ネットワーク上のルーターや特定の
サーバーなど、クライアントになるべきデバイスとそうでないデバイスの判定につ
いては、このドキュメントでは説明しません。

▼ DHCPクライアントを有効にする方法
この手順が必要なのは、Oracle Solarisのインストール時にDHCPv4が使用可能にされ
ていない場合だけです。DHCPv6の場合、この手順は不要です。

スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。

DHCP管理プロファイルの詳細については、185ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Oracle Solarisの管
理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してく
ださい。

システムを再構成します。

次のいずれかの構成方法を選択します。

■ システムを対話式に再構成します。
# sysconfig configure

対話型システム構成ツールが起動したら、「ネットワーク」画面で「自
動」ネットワーク構成を選択します。

■ システムを非対話式に再構成します。
# sysconfig configure -c sc_profile

sc_profile構成ファイルの使用の詳細については、sysconfig(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

1

2
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▼ DHCPクライアントを無効にする方法
スーパーユーザーになるか、DHCP管理プロファイルに割り当てられている役割また
はユーザー名になります。
DHCP管理プロファイルの詳細については、185ページの「DHCPコマンドへの
ユーザーアクセスの設定」を参照してください。

役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Oracle Solarisの管
理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してく
ださい。

システムを再構成します。
次のいずれかの構成方法を選択します。

■ システムを対話式に再構成します。
# sysconfig configure

対話型システム構成ツールが起動したら、「ネットワーク」画面のネットワーク
構成で「手動」または「なし」を選択します。

■ システムを非対話式に再構成します。
# sysconfig configure -c sc_profile

sc_profile構成ファイルの使用の詳細については、sysconfig(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

DHCPクライアント管理
通常のシステムオペレーションのもとでは、DHCPクライアントソフトウェアは管
理を必要としません。dhcpagentデーモンはシステムブート時に自動的に起動
し、リースについてサーバーとネゴシエーションを行い、シャットダウン時に停止
します。dhcpagentデーモンを手動で直接、起動または停止しないようにしてくださ
い。代わりに、クライアントシステム上のスーパーユーザーとして、必要に応じて
ipadmコマンドを使い、dhcpagentによるネットワークインタフェースの管理を変更
できます。

DHCPクライアントで使用される ipadmコマンド
オプション
このセクションでは、ipadm(1M)のマニュアルページに記載されているコマンドオプ
ションについてまとめます。

ipadmコマンドによって次のことを実行できます。

1

2
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■ IPインタフェースの作成 –コマンド ipadm create-ipは、あとで IPアドレスを構
成する IPインタフェースを作成します。このアドレスは静的でも動的でもかまい
ません。IPインタフェースの作成は、アドレスを割り当てるために前提条件とな
るコマンドです。

■ DHCPクライアントの開始 –コマンド ipadm create-addr -T dhcp dhcp-addrobjに
よって、IPアドレスと新しい構成オプションのセットを取得するための
dhcpagentとDHCPサーバーとの対話処理が開始されます。このコマンドは、IP
アドレスを追加したり、サブネットマスクを変更する場合など、情報を変更して
それをクライアントですぐに使用したいときに便利です。

■ ネットワーク構成情報のみの要求 –コマンド ipadm refresh-addr -i dhcp-addrobj
を実行すると、dhcpagentは、IPアドレス以外のネットワーク構成パラメータの
要求を発行します。このコマンドは、ネットワークインタフェースが静的 IPアド
レスを持っているが、クライアントシステムが更新されたネットワークオプ
ションを必要としているような場合に便利です。たとえば、DHCPを IPアドレス
の管理には使用しないが、ネットワーク上のホストの構成には使用したいような
場合です。

■ リース延長の要求 –コマンド ipadm refresh-addr dhcp-addrobjを実行する
と、dhcpagentはリースを更新する要求を発行します。クライアントは、リース
の延長を自動的に要求します。ただし、リース期間を変更し、次のリース更新を
待たずにクライアントで新しいリース期間をただちに使用したい場合は、このコ
マンドを使用できます。

■ IPアドレスの解放 –コマンド ipadm delete-addr -r dhcp-addrobjを実行する
と、dhcpagentはネットワークインタフェースによって使用されている IPアドレ
スを放棄します。IPアドレスの解放は、リースの期限が切れると自動的に行われ
ます。たとえば、ラップトップをネットワークから切り離し、別のネットワーク
上で起動する予定の場合に、このコマンドを実行することをお勧めしま
す。/etc/default/dhcpagent構成ファイルの RELEASE_ON_SIGTERMプロパティーも
参照してください。

■ IPアドレスの停止 –コマンド ipadm delete-addr dhcp-addrobjを実行する
と、dhcpagentはDHCPサーバーに通知せずにネットワークインタフェースを停
止し、リースをファイルシステムにキャッシュします。この処理により、クライ
アントは次回リブート時に同じ IPアドレスを使用できます。

注 –現時点では、ipadmコマンドは、ifconfig [inet6] interface statusコマンドと
同等の機能を持っていません。

DHCPクライアント構成パラメータの設定
クライアントシステムの /etc/default/dhcpagentファイルには、dhcpagentに対する
調整可能パラメータが含まれています。テキストエディタを使用して、クライアン
トの動作に影響を与えるパラメータを変更できます。/etc/default/dhcpagentファイ
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ルには十分な説明が記載されていますので、詳細については、dhcpagent(1M)のマ
ニュアルページだけでなく、このファイルも参照してください。

デフォルトで、DHCPクライアントは次のように構成されます。

DHCPv4の場合
■ クライアントシステムは特定のホスト名を必要としない。

特定のホスト名をクライアントから要求する場合は、202ページの「DHCPv4クラ
イアントのホスト名」を参照してください。

■ クライアントのデフォルトの要求は /etc/default/dhcpagentで指定され、これに
はDNSサーバー、DNSドメイン、ブロードキャストアドレスが含まれる。
DHCPクライアントのパラメータファイルを適切に設定すれ
ば、/etc/default/dhcpagentファイルの PARAM_REQUEST_LISTキーワードでより多
くのオプションを要求できます。さらに、DHCPサーバーを適切に構成すれ
ば、特別に要求されているオプション以外のオプションを提供できます。DHCP
サーバーマクロを使用してクライアントに情報を送信することについて
は、dhcpd(8)のマニュアルページおよび『Solarisのシステム管理 (IPサービ
ス)』の「DHCPマクロを使用した作業 (作業マップ)」を参照してください。

DHCPv4およびDHCPv6の場合
■ クライアントシステムは、1つの物理ネットワークインタフェースでDHCPを使
用する。

複数の物理ネットワークインタフェースでDHCPを使用する場合は、201ページ
の「複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクライアントシステ
ム」を参照してください。

■ Oracle SolarisのインストールよりあとにDHCPクライアントが構成されている場
合、クライアントは自動的にネームサービスとして構成されるわけではない。

DHCPクライアントでネームサービスを使用する場合は、204ページの「DHCPク
ライアントシステムとネームサービス」を参照してください。

複数のネットワークインタフェースを備えたDHCPクラ
イアントシステム

DHCPクライアントは、1つのシステム上にあるいくつかの異なるインタフェースを
同時に管理できます。インタフェースは、物理インタフェースでも論理インタ
フェースでもかまいません。個々のインタフェースは、独自の IPアドレスとリース
時間をもっています。複数のネットワークインタフェースがDHCP用に構成されて
いると、クライアントは個別の要求を出してそれらのインタフェースを構成しま
す。クライアントは、インタフェースごとに別々のネットワーク構成パラメータ群
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を維持します。パラメータは別々に格納されますが、パラメータの中にはその性質
上、広域的なものがあります。グローバルパラメータは、システム全体 (特定の
ネットワークインタフェースではなく)に適用されます。

グローバルパラメータには、ホスト名、NISドメイン名、時間帯などがあります。通
常、グローバルパラメータの値はインタフェースごとに異なります。ただし、各シ
ステムに関連付けられたグローバルパラメータには、それぞれ 1つの値だけを使用
できます。グローバルパラメータの問い合わせに対して応答が 1つだけ返されるよ
うにするために、プライマリネットワークインタフェース用のパラメータだけが使
用されます。

DHCPクライアントは、論理インタフェースの場合も、物理インタフェースの場合
も、そのリースを同じように管理します。ただし、論理インタフェースの場合
は、次の制限があります。

■ DHCPクライアントは、論理インタフェースに関連付けられたデフォルトルート
を管理しません。

Oracle Solarisカーネルは、ルートを物理インタフェース (論理インタフェースでは
なく)と関連付けます。通常は、物理インタフェースの IPアドレスが確立される
と、必要なデフォルトルートが経路制御テーブルに入れられます。そのあと、
DHCPを使って、その物理インタフェースに関連付けられた論理インタフェース
を構成した場合、通常、必要なルートはすでに決まっています。したがって、こ
の論理インタフェースは同じルートを使用します。

ある物理インタフェースのリースが期限切れになると、DHCPクライアント
は、そのインタフェースに関連付けられているデフォルトルートを削除しま
す。しかし、ある論理インタフェースのリースが期限切れになっても、DHCPク
ライアントは、その論理インタフェースに関連付けられているデフォルトルート
を削除しません。対応する物理インタフェースは (場合によっては、そのほかの
論理インタフェースも)、前と同じルートを使用する必要がある場合があります。
DHCP制御のインタフェースに関連付けられたデフォルトルートの追加や削除が
必要な場合は、DHCPクライアントのイベントスクリプト機構を使用できま
す。詳細は、 206ページの「DHCPクライアントのイベントスクリプト」を参照
してください。

DHCPv4クライアントのホスト名
デフォルトでは、DHCPv4クライアントは、それ自身のホスト名を提供しませ
ん。DHCPサーバーがホスト名を提供するとみなすからです。デフォルトで
は、DHCPv4サーバーが、DHCPv4クライアントにホスト名を提供するように構成さ
れています。DHCPv4クライアントとサーバーを一緒に使用する場合には、これら
のデフォルト設定が有効に機能します。しかし、DHCPv4クライアントを他社製の
DHCPサーバーと一緒に使用する場合には、ホスト名がサーバーからクライアント
に提供されないことがあります。DHCPクライアントがDHCPを通じてホスト名を
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受け取らない場合、クライアントシステムは svc:/system/identity:nodeサービスの
config/nodename プロパティーに設定されている値を調べて、ホスト名として使用す
る名前があるかどうかを確認します。ホスト名がファイルにない場合は、unknownに
設定されます。

DHCPサーバーがDHCP Hostnameオプションで名前を提供した場
合、svc:/system/identity:nodeサービスの config/nodenameプロパティーに設定され
た値に異なる値が配置されたとしても、クライアントはそのホスト名を使用しま
す。クライアントで特定のホスト名を使用する場合は、その名前をクライアントか
ら要求できます。次の手順を参照してください。

注 –次の手順は、すべてのDHCPサーバーで機能するとは限りません。この手順で
は、クライアントに対し、特定のホスト名をDHCPサーバーに送信して同じ名前を
応答で受け取るように指示します。

ただし、DHCPサーバーはこの要求を尊重する必要はないため、尊重しないことが
あります。その場合は、単に別の名前を返します。

▼ DHCPv4クライアントが特定のホスト名を要求で
きるようにする方法
実行する手順は、DHCPアドレスを持つ IPインタフェースがすでに存在するかどう
かによって異なります。

DHCPアドレスを持つ IPインタフェースがすでに存在する場合、次を実行します。

a. 既存のDHCPアドレスを削除します。
# ipadm delete-addr -r dhcp-addrobj

b. 使用する特定のホスト名に新しいDHCPアドレスを登録します。
# ipadm create-addr -T dhcp -h hostname dhcp-addrobj

IPインタフェースがまだ存在しない場合、次を実行します。

a. IPインタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

b. 使用する特定のホスト名にDHCPアドレスを登録します。
# ipadm create-addr -T dhcp -h hostname dhcp-addrobj

1

2
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DHCPクライアントシステムとネームサービス
Oracle Solarisシステムでは、次のネームサービスがサポートされます: DNS、NIS、お
よびローカルファイルストア (/etc/inet/hosts)。これらのネームサービスを使用す
るためには、ある程度の事前構成が必要です。name-service/switch SMFサービスも
適切に構成する必要があります。詳細は、nsswitch.conf(4)のマニュアルページを参
照してください。

ネームサービスのクライアントとしてシステムを構成しないと、DHCPクライアン
トシステムでネームサービスを使用することはできません。デフォルトでは、シス
テムのインストール時に異なる構成を指定しないかぎり、ローカルファイルだけが
使用されます。

次の表は、DHCPに関連する考慮事項をネームサービスごとに要約したもので
す。表には、クライアントで各ネームサービスを設定するときに役立つドキュメン
トへの相互参照が含まれています。
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表 12–1 DHCPクライアントシステムに対するネームサービスクライアント設定情報

ネームサービス クライアント設定情報

NIS DHCPを使ってOracle Solarisネットワークインストール情報をクライアン
トシステムに送信する場合には、NISservsと NISdmainオプションを含む
構成マクロを使用できます。これらのオプションは、NISサーバーの IPア
ドレスと、NISドメイン名をクライアントに渡すためのものです。これに
よって、クライアントは自動的にNISクライアントになります。

DHCPクライアントシステムでOracle Solarisがすでに動作している場
合、DHCPサーバーがNIS情報をクライアントに送信しても、クライアン
トシステムが自動的にNISクライアントとして構成されるわけではありま
せん。

DHCPクライアントシステムにNIS情報を送信するようにDHCP
サーバーが構成されている場合には、クライアントで次の dhcpinfoコマ
ンドを実行すれば、クライアントに渡された値を表示することができま
す。

# /usr/sbin/dhcpinfo NISdmain

# /usr/sbin/dhcpinfo NISservs

注 – DHCPv6の場合は、次のようにコマンドに -v6および異なるプロトコ
ルキーワードを含めます。

# /usr/sbin/dhcpinfo -v6 NISDomain

# /usr/sbin/dhcpinfo -v6 NISServers

NISドメイン名とNISサーバーの値は、システムをNISクライアントとし
て構成するときに使用します。

DHCPクライアントシステム用のNISクライアントを標準的な方法で設定
します (『Oracle Solaris Administration: Naming and Directory Services』の第 6
章「Setting Up and Configuring NIS (Tasks)」を参照)。

ヒント –スクリプトを作成すれば、dhcpinfoや ypinitを使って、DHCPク
ライアントシステムにおけるNISクライアントの構成を自動的に行うこと
ができます。

/etc/inet/hosts ネームサービスとして /etc/inet/hostsを使用するDHCPクライアントシ
ステムには、/etc/inet/hostsファイルを設定します。

DHCPクライアントシステム自身の /etc/inet/hostsファイルには、その
ホスト名がDHCPツールによって追加されます。ただし、同じネット
ワークにあるほかのシステムの /etc/inet/hostsファイルには、このホス
ト名を手動で追加する必要があります。さらに、DHCPサーバーシステム
が名前を解決するために /etc/inet/hostsを使用する場合は、このシステ
ムにもクライアントのホスト名を手動で追加する必要があります。
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表 12–1 DHCPクライアントシステムに対するネームサービスクライアント設定情報 (続き)
ネームサービス クライアント設定情報

DNS DHCPクライアントシステムがDNSドメイン名をDHCPから取得する場
合には、dns/client SMFサービスのプロパティーも自動的に構成されま
す。DNSの詳細については、『Oracle Solaris Administration: Naming and
Directory Services』を参照してください。

DHCPクライアントのイベントスクリプト
DHCPクライアントを適切に設定すれば、実行可能なプログラムやスクリプトを実
行して、クライアントシステムに必要な任意のアクションを行うことができま
す。「イベントスクリプト」と呼ばれるこのプログラムやスクリプトは、一定の
DHCPリースイベントが発生すると自動的に実行されます。イベントスクリプトを
使用すれば、特定のリースイベントに応じてほかのコマンドやプログラム、スクリ
プトを実行できます。この機能を使用するためには、独自のイベントスクリプトを
作成する必要があります。

dhcpagentでは、DHCPリースイベントを表すために次のイベントキーワードが使用
されます。

イベントキーワード 機能説明

BOUNDと BOUND6 インタフェースがDHCP用に構成されました。クライアント
は、DHCPサーバーから肯定メッセージ (DHCPv4 ACK)または
(DHCPv6 Reply)を受け取り、IPアドレスに対するリース要求
を認められます。このイベントスクリプトは、インタ
フェースの構成が正常に終わると直ちに呼び出されます。

EXTENDと EXTEND6 クライアントによるリースの延長が成功しました。このイベ
ントスクリプトは、クライアントが更新要求に対する肯定
メッセージをDHCPサーバーから受け取ると直ちに呼び出さ
れます。

EXPIREと EXPIRE6 リース時間が終了すると、リースが期限切れになりま
す。DHCPv4の場合、このイベントスクリプトは、リースさ
れたアドレスがインタフェースから削除され、インタ
フェースが停止状態にされる直前に呼び出されま
す。DHCPv6の場合、このイベントスクリプトは、最後に
残っているリースされたアドレスがインタフェースから削除
される直前に呼び出されます。

DROPと DROP6 クライアントがインタフェースをDHCP制御下から削除する
目的でリースを中断しました。このイベントスクリプト
は、インタフェースがDHCP制御から削除される直前に呼び
出されます。
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RELEASEと RELEASE6 クライアントが IPアドレスを解放します。このイベントスク
リプトは、クライアントがインタフェース上のアドレスを解
放し、DHCPv4 RELEASEまたはDHCPv6 Releaseパケットを
DHCPサーバーに送信する直前に呼び出されます。

INFORMと INFORM6 インタフェースは、DHCPv4 INFORMまたはDHCPv6
Information-Requestメッセージを使用して、新しい構成情報
または更新された構成情報をDHCPサーバーから取得しま
す。これらのイベントは、DHCPクライアントがサーバーか
ら構成パラメータだけを取得し、IPアドレスリースを取得し
ない場合に発生します。

LOSS6 リースが期限切れになったとき、有効なリースが 1つ以上
残っている場合は、期限切れのアドレスが削除される直前に
このイベントスクリプトが呼び出されます。削除されるアド
レスは IFF_DEPRECATEDフラグでマークされます。

これらのイベントが発生するたびに、dhcpagentは次のコマンドを呼び出します。

/etc/dhcp/eventhook interface event

ここで interfaceはDHCPを使用しているインタフェースを、eventは前述のイベント
キーワードの 1つをそれぞれ表します。たとえば、最初にインタフェースをDHCP
用に構成するときに、dhcpagentは、イベントスクリプトを次のように呼び出しま
す。

/etc/dhcp/eventhook net0 BOUND

イベントスクリプト機能を使用するためには、次のことを行う必要があります。

■ 実行可能ファイルに /etc/dhcp/eventhookという名前を付けます。
■ ファイルの所有者を rootにする。
■ アクセス権限を 755 (rwxr-xr-x)にします。
■ 前述のイベントに応えて一連のアクションを行うスクリプトまたはプログラムを
記述します。Sunは新しいイベントを追加する場合があるため、プログラム
は、認識されないイベントや処理を必要としないイベントについては何もせずに
無視する必要があります。たとえば、このプログラムまたはスクリプトでは、イ
ベントが RELEASEの場合はログファイルに書き込み、それ以外のイベントは無視
します。

■ スクリプトやプログラムを非対話型にします。イベントスクリプトが呼び出され
る前に、stdin、stdout、stderrは /dev/nullに接続されます。出力またはエ
ラーを見るためには、ファイルにリダイレクトする必要があります。
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イベントスクリプトは、そのプログラム環境を dhcpagentから継承し、root特権で実
行します。スクリプトでは、必要に応じて、dhcpinfoユーティリティーを使ってよ
り詳しいインタフェースの情報を取得できます。詳細は、dhcpinfo(1)のマニュアル
ページを参照してください。

dhcpagentデーモンは、イベントスクリプトがすべてのイベントに対して終了するま
で待ちます。55秒経ってもイベントスクリプトが終了しないと、dhcpagentは
SIGTERMシグナルをスクリプトプロセスに送信します。さらに、追加の 3秒が過ぎて
もプロセスが終了しないと、デーモンは SIGKILLシグナルを送信してプロセスを強制
的に終了させます。

dhcpagent(1M)のマニュアルページにイベントスクリプトの一例が示されています。
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DHCPコマンドとDHCPファイル (リ
ファレンス)

この章では、DHCPコマンドとDHCPファイルの関連について説明します。ただ
し、この章にはコマンドの使い方は含まれていません。

この章では、次の内容について説明します。

■ 209ページの「DHCPのコマンド」
■ 211ページの「DHCPサービスによって使用されるファイル」
■ 212ページの「DHCPサービスによって使用される SMFサービス」

DHCPのコマンド
次の表に、ネットワーク上でDHCPを管理するために使用できるコマンドを示しま
す。

表 13–1 DHCPで使用されるコマンド

コマンド 説明

/usr/lib/inet/dhcpd ISC DHCPのみ: ISC DHCPサーバーデーモン。詳細については、dhcpd(8)の
マニュアルページを参照してください。

/usr/lib/inet/dhcrelay ISC DHCPのみ: DHCPおよび BOOTP要求を、DHCPサーバーがないネット
ワーク上のクライアントから別のネットワーク上のサーバーに中継する手
段を有効にします。詳細については、dhcrelay(8)のマニュアルページを参
照してください。

/usr/lib/inet/in.dhcpd レガシーの Sun DHCPのみ:レガシーの Sun DHCPサーバーデーモ
ン。デーモンはシステムの起動時に起動されます。した
がって、サーバーデーモンを直接起動すべきではありません。デーモンの
起動や停止には、DHCPマネージャー、svcadmコマンド、または
dhcpconfigを使用できます。問題を解決するためにデーモンをデバッグ
モードで実行する場合にのみデーモンを直接起動します。詳細について
は、in.dhcpd(1M)のマニュアルページを参照してください。
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表 13–1 DHCPで使用されるコマンド (続き)
コマンド 説明

/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr レガシーの Sun DHCPのみ: DHCPマネージャー。DHCPサービスの構成や
管理に使用するグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)ツールで
す。DHCPマネージャは、推奨DHCP管理ツールです。詳細について
は、dhcpmgr(1M)のマニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/dhcpagent DHCPクライアントデーモン。DHCPプロトコルのクライアント側を実装
します。詳細については、dhcpagent(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

/usr/lib/inet/dhcrelay レガシーの Sun DHCPのみ: DHCPサーバーや BOOTPリレーエージェント
の構成や構成解除を行うために使用されます。さらに、データストアを別
のデータストアへ変換したり、DHCP構成データのインポートやエクス
ポートを行うときにも使用します。詳細については、dhcpconfig(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/dhcpinfo レガシーの Sun DHCPのみ: Oracle Solarisクライアントシステムのシステム
起動スクリプトによって、DHCPクライアントデーモン dhcpagentから情報
(ホスト名など)を取得するために使用されます。また、スクリプトやコマ
ンド行で dhcpinfoを使用して、特定のパラメータ値を取得することもでき
ます。詳細については、dhcpinfo(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。

/usr/sbin/dhtadm レガシーの Sun DHCPのみ: dhcptabテーブル内のオプションやマクロを変
更するために使用されます。このコマンドは、DHCP情報を自動的に変更
するために作成するスクリプトでもっとも役立ちます。dhtadmに -Pオプ
ションを指定し、その結果を grepコマンドに渡すと、dhcptabテーブル内
の特定のオプション値をすばやく検索できます。詳細について
は、dhtadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/ipadm IPアドレスをネットワークインタフェースに割り当てる場合、ネット
ワークインタフェースパラメータを構成する場合、あるいはその両方の場
合に、システムブート時に使用されます。DHCPクライアントでは、ipadm

によってDHCPが起動し、ネットワークインタフェースの構成に必要なパ
ラメータ (IPアドレスを含む)を取得されます。詳細は、ipadm(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/omshell ISC DHCPのみ: Object Management API (OMAPI)を使用して ISC DHCP
サーバーの状態を照会および変更する手段を提供します。詳細について
は、omshell(1)のマニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/pntadm レガシーの Sun DHCPのみ: DHCPネットワークテーブルを変更するときに
使用されます。このテーブルでは、クライアント IDと IPアドレスが対応
付けられ、オプションとして構成情報と IPアドレスが関連付けられま
す。詳細は、pntadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

/usr/sbin/snoop ネットワーク経由で渡されるパケットの内容を取得および表示するときに
使用されます。snoopは、DHCPサービスの問題をトラブルシューティング
するときに役立ちます。詳細については、snoop(1M)のマニュアルページを
参照してください。
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DHCPサービスによって使用されるファイル
次の表に、DHCPに関連するファイルを示します。

表 13–2 DHCPデーモンやDHCPコマンドで使用されるファイル

ファイルまたはテーブル名 説明

dhcptab レガシーの Sun DHCPのみ: DHCP構成情報のテーブルを表す総称的な用
語。構成情報は割り当てられた値と一緒にオプションとして記録され、さ
らにマクロとしてグループ化されます。dhcptabテーブルの名前と場所
は、DHCP情報用に使用するデータストアによって決まります。詳細
は、dhcptab(4)のマニュアルページを参照してください。

DHCPネットワークテーブル レガシーの Sun DHCPのみ: IPアドレスをクライアント IDおよび構成オプ
ションにマップします。DHCPネットワークテーブルの名前
は、10.21.32.0など、ネットワークの IPアドレスに基づいて付けられま
す。dhcp_networkというファイルはありません。DHCPネットワーク
テーブルの名前と場所は、DHCP情報用に使用するデータストアによって
決まります。詳細は、dhcp_network(4)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

/etc/dhcp/eventhook レガシーの Sun DHCPのみ: dhcpagentデーモンが自動的に実行できるスク
リプトまたは実行可能ファイル。詳細については、dhcpagent(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

/etc/inet/dhcpd4.conf

/etc/inet/dhcpd6.conf

ISC DHCPのみ: ISC DHCPサーバー dhcpd用の構成情報を含みます。詳細
については、dhcpd.conf(5)のマニュアルページを参照してください。

/etc/inet/dhcpsvc.conf レガシーの Sun DHCPのみ: DHCPデーモンの起動オプションと、データス
トア情報を格納しています。このファイルを手動で編集してはいけませ
ん。起動オプションの変更には dhcpconfigコマンドを使用します。詳細
は、dhcpsvc.conf(4)のマニュアルページを参照してください。

/etc/dhcp/interface.dhc

/etc/dhcp/interface.dh6

DHCPから取得した特定のネットワークインタフェースの構成パラメータ
が含まれています。DHCPv4の場合、ファイル名は dhcで終わりま
す。DHCPv6の場合、ファイル名は dh6で終わります。インタフェースの
IPアドレスのリースが停止されると、このクライアント
は、/etc/dhcp/interface.dhcにある現在の構成情報をキャッシュしま
す。たとえば、DHCPが qe0インタフェースで使用されている場
合、dhcpagentは、構成情報を /etc/dhcp/qe0.dhcにキャッシュしま
す。DHCPが次にこのインタフェースで起動するときに、リースの有効期
限内であれば、このクライアントはキャッシュされた情報を使用するよう
に要求します。DHCPサーバーがこの要求を拒否すると、クライアントは
標準のDHCPリースネゴシエーション手順を開始します。

/etc/default/dhcpagent dhcpagentクライアントデーモンのパラメータ値を設定します。パラ
メータについては、/etc/default/dhcpagentファイルか、dhcpagent(1M)
のマニュアルページを参照してください。

DHCPサービスによって使用されるファイル
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表 13–2 DHCPデーモンやDHCPコマンドで使用されるファイル (続き)
ファイルまたはテーブル名 説明

/etc/dhcp/inittab

/etc/dhcp/inittab6

レガシーの Sun DHCPのみ:データ型などのDHCPオプションコードのさ
まざまな要素を定義し、ニーモニックラベルを割り当てます。ファイルの
構文については、dhcp_inittab(4)のマニュアルページを参照してくださ
い。/etc/dhcp/inittab6はDHCPv6クライアントによって使用されます。

クライアント側では、/etc/dhcp/inittabファイル内の情報は、情報を判
読するユーザーに意味のある情報を提供するために dhcpinfoコマンドに
よって使用されます。DHCPサーバーシステムでは、DHCPデーモンと管
理ツールがこのファイルからDHCPオプション情報を入手します。

以前のリリースで使用されていた /etc/dhcp/dhcptagsファイルは
/etc/dhcp/inittabファイルで置き換えられている。

/var/db/isc-dhcp/dhcp4.leases

/var/db/isc-dhcp/dhcp4.leases-

/var/db/isc-dhcp/dhcp6.leases

/var/db/isc-dhcp/dhcp6.leases-

ISC DHCPのみ: DHCPv4およびDHCPv6サーバー用のリースを一覧表示し
ます。ファイル名の末尾に「-」が付いたファイルは以前のコピーです。

DHCPサービスによって使用される SMFサービス
次の表では、DHCPに関連する SMFサービスを一覧表示します。

表 13–3 DHCPデーモンおよびコマンドによって使用される SMFサービス

SMFサービス名 説明

svc:/network/dhcp-server:default

レガシーの Sun DHCPサービスの情報を格納します。

svc:/network/dhcp/server:ipv4

svc:/network/dhcp/server:ipv6

ISC DHCPサービスの情報を格納します。

svc:/network/dhcp/relay:ipv4

svc:/network/dhcp/relay:ipv6

DHCPまたは BOOTP要求をリモートの ISC DHCPサーバーに中継で
きるサービスの情報を格納します。

svc:/network/dns/client

DNS照会を解決するために使用される情報を格納します。DHCP
サーバーの構成中に、DNSドメインとDNSサーバーに関する情報に
ついてこの SMFサービスが確認されます。

svc:/system/name-service/switch ネームサービスデータベースの場所と、さまざまな種類の情報につい
てネームサービスを検索する順序を指定します。このサービス
は、DHCPサービスを構成するときに正確な構成情報を提供します。

DHCPサービスによって使用される SMFサービス
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IPセキュリティー
このパートでは、ネットワークセキュリティーについて説明します。IPセ
キュリティーアーキテクチャー (IPsec)は、ネットワークをパケットレベルで保
護します。インターネット鍵管理 (IKE)は、IPsecの鍵を管理します。Oracle
Solarisの IPフィルタ機能はファイアウォールを提供します。
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IPセキュリティーアーキテクチャー (概
要)

IPセキュリティーアーキテクチャー (IPsec)は、IPv4および IPv6ネットワークパ
ケットで IPデータグラムを暗号化して保護します。

この章では、次の内容について説明します。

■ 215ページの「IPsecとは」
■ 218ページの「IPsecパケットのフロー」
■ 221ページの「IPsecセキュリティーアソシエーション」
■ 222ページの「IPsecの保護機構」
■ 225ページの「IPsecの保護ポリシー」
■ 226ページの「IPsecのトランスポートモードとトンネルモード」
■ 228ページの「仮想プライベートネットワークと IPsec」
■ 229ページの「IPsecとNAT越え」
■ 230ページの「IPsecと SCTP」
■ 230ページの「IPsecとOracle Solarisゾーン」
■ 231ページの「IPsecと論理ドメイン」
■ 231ページの「IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル」

IPsecをネットワークに実装するには、第 15章「IPsecの構成 (タスク)」を参照してく
ださい。参考情報については、第 16章「IPセキュリティーアーキテクチャー (リ
ファレンス)」を参照してください。

IPsecとは
IPsecは、パケットの認証または暗号化、もしくはこの両方を実行することで、IPパ
ケットを保護します。IPsecは IPモジュールの内側で実行されます。したがって、イ
ンターネットアプリケーションは、IPsecを使用するために自分自身を構成すること
なく、IPsecを利用できます。正しく使用すれば、IPsecは、ネットワークトラ
フィックの保護に有効なツールとなります。

14第 1 4 章

215



IPsecの保護に関連する主要コンポーネントは次のとおりです。

■ セキュリティープロトコル – IPデータグラムの保護機構です。認証ヘッダー (AH)
は IPパケットのハッシュを含み、完全性を保証します。データグラムの内容は暗
号化されませんが、パケットの内容が変更されていないことが受信側に保証され
ます。また、パケットが送信側によって送られたことも保証されます。カプセル
化セキュリティーペイロード (ESP)は、IPデータを暗号化し、パケット転送中に
内容が分からないようにします。ESPは、認証アルゴリズムオプションによって
データの完全性も保証します。

■ セキュリティーアソシエーション (SA) –ネットワークトラフィックの特定のフ
ローに適用される暗号化パラメータと IPセキュリティープロトコル。各 SA
は、セキュリティーパラメータインデックス (SPI)と呼ばれる一意の参照を持ち
ます。

■ セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB) – IP宛先アドレスと索引
番号にセキュリティープロトコルを関連付けるデータベースです。この索引番号
は、セキュリティーパラメータインデックス (SPI)と呼ばれます。これらの 3つの
要素 (セキュリティープロトコル、宛先アドレスおよび SPI)は、正当な IPsecパ
ケットを一意に識別します。セキュリティーアソシエーションデータベースによ
り、パケットの宛先に届いた保護対象のパケットは確実に受信側に認識されま
す。また、受信側は、このデータベースの情報を使用して、通信を復号化し、パ
ケットが変更されていないことを確認し、パケットを再度組み立て、そのパ
ケットを最終的な宛先に届けます。

■ 鍵管理 –暗号化アルゴリズムおよび SPI用の鍵の生成と配布です。
■ セキュリティー機構 – IPデータグラム内のデータを保護する認証アルゴリズムと
暗号化アルゴリズムです。

■ セキュリティーポリシーデータベース (SPD) –パケットに適用される保護レベル
を指定するデータベースです。SPDは、IPトラフィックをフィルタリングし、パ
ケットの処理方法を決定します。パケットは破棄したり、問題ない場合は、通過
させたりできます。また、IPsecで保護することも可能です。アウトバウンドパ
ケットの場合、SPDと SADBが適用する保護レベルを決定します。インバウンド
パケットの場合、パケットの保護レベルを許容できるかどうかの決定に SPDが役
立ちます。パケットが IPsecによって保護されている場合は、パケットを復号化
し、確認したあとに、SPDが参照されます。

IPsecは、セキュリティー機構を IP宛先アドレスに転送される IPデータグラムに適
用します。受信側ユーザーは、SADBの情報を使用して、到着パケットが正当なこと
を確認し、それらを復号化します。アプリケーションで IPsecを呼び出すと、ソ
ケット単位レベルでも IPデータグラムにセキュリティー機構が適用されます。

ポートのソケットが接続され、そのあとで IPsecポリシーがそのポートに適用された
場合、そのソケットを使用するトラフィックは IPsecによって保護されません。当
然、IPsecポリシーがポートに適用されたあとにポート上で開かれたソケット
は、IPsecポリシーによって保護されます。

IPsecとは
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IPsec RFC
インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF)は、IP層のセキュリ
ティーアーキテクチャーを説明するいくつかのRFC (Requests for Comments)を公表し
ています。すべてのRFCの著作権は、インターネット協会が有しています。RFCへ
のリンクについては、http://www.ietf.org/を参照してください。次のRFCリスト
は、比較的一般的な IPセキュリティーの参考文献です。

■ RFC 2411、『IP Security Document Roadmap』、1998年 11月
■ RFC 2401、『Security Architecture for the Internet Protocol』、1998年 11月
■ RFC 2402、『IP Authentication Header』、1998年 11月
■ RFC 2406、『IP Encapsulating Security Payload (ESP)』、1998年 11月
■ RFC 2408、『Internet Security Association and Key Management Protocol

(ISAKMP)』、1998年 11月
■ RFC 2407、『The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP』、1998年

11月
■ RFC 2409、『The Internet Key Exchange (IKE)』、1998年 11月
■ RFC 3554、『On the Use of Stream Control Transmission Protocol (SCTP) with

IPsec』、2003年 7月

IPsecの用語
IPsec RFCは、IPsecをシステムに実装する際に分かっていると便利な用語を多数定義
しています。次の例は、IPsecの用語、それらの一般的に使用されている用語を示
し、各用語を定義しています。鍵ネゴシエーションで使用される用語の一覧
は、表 17–1を参照してください。

表 14–1 IPsecの用語、略語、および使用方法

IPsecの用語 略語 定義

セキュリティーア
ソシエーション

SA ネットワークトラフィックの特定のフローに適用される暗号化パ
ラメータと IPセキュリティープロトコル。SAは、セキュリ
ティープロトコル、一意のセキュリティーパラメータインデック
ス (SPI)、および IP宛先の 3つで定義されます。

セキュリティーア
ソシエーション
データベース

SADB アクティブなセキュリティーアソシエーションをすべて含む
データベース。

セキュリティーパ
ラメータイン
デックス

SPI セキュリティーアソシエーションの索引値。SPIは、同じ IP宛先
およびセキュリティープロトコルを持つ SAを区別する 32ビット
の値です。

IPsecとは
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表 14–1 IPsecの用語、略語、および使用方法 (続き)
IPsecの用語 略語 定義

セキュリティーポ
リシーデータ
ベース

SPD アウトバウンドパケットとインバウンドパケットの保護レベルが
指定どおりかを判断するデータベース。

鍵交換 非対称暗号化アルゴリズムを使用して鍵を生成する処理。主な手
法には、RSAとDiffie-Hellmanの 2つがあります。

Diffie-Hellman DH 鍵生成と鍵認証を可能にする鍵交換アルゴリズム。しばしば「認
証された鍵交換」と呼ばれます。

RSA RSA 鍵生成と鍵配布を可能にする鍵交換アルゴリズム。このプロトコ
ル名は、作成者のRivest、Shamir、Adlemanの三氏に因んでいま
す。

インターネットセ
キュリティーアソ
シエーションおよ
び鍵管理プロトコ
ル

ISAKMP SA属性の形式を設定し、SAのネゴシエーション、変更、削除を
行うための共通フレームワーク。ISAKMPは、IKE交換を処理す
るための IETF標準です。

IPsecパケットのフロー
図 14–1は、IPsecがアウトバウンドパケットで呼び出されたときに、IPアドレスを持
つパケットが IPデータグラムの一部としてどのように処理されるかを示していま
す。フロー図は、認証ヘッダー (AH)とカプセル化されたセキュリティーペイロード
(ESP)エンティティーがどこでパケットに適用されるかを示しています。これらのエ
ンティティーの適用方法とアルゴリズムの選択方法については、これ以降のセク
ションで説明します。

図 14–2は、IPsecインバウンドプロセスを示しています。

IPsecパケットのフロー
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図 14–1 アウトバウンドパケットプロセスに適用された IPsec

IPsecパケットのフロー
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図 14–2 IPsecをインバウンドパケットプロセスに適用

IPsecパケットのフロー
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IPsecセキュリティーアソシエーション
IPsecのセキュリティーアソシエーション (SA)は、通信するホストが認識するセ
キュリティープロパティーを示します。1つの SAは、1方向のデータを保護しま
す。つまり、1つのホストかグループ (マルチキャスト)アドレスのどちらかです。大
部分の通信がピアツーピアかクライアントサーバーなので、両方向のトラフィック
の安全性を確保するために 2つの SAが必要です。

次の 3つの要素は、IPsec SAを一意に識別します。

■ セキュリティープロトコル (AHまたは ESP)
■ 宛先 IPアドレス
■ セキュリティーパラメータインデックス (SPI)

任意の 32ビット値の SPIは、AHパケットまたは ESPパケットで転送されます。AH
および ESPによって保護される範囲については、ipsecah(7P)と ipsecesp(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。完全性チェックサム値を使用して、パケット
を認証します。認証が失敗すると、パケットがドロップされます。

SAは、セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB)に格納されます。ソ
ケットベースの管理インタフェース PF_KEYにより、特権を持つアプリケーションで
そのデータベースを管理できます。たとえば、IKEアプリケーションと ipseckeysコ
マンドは PF_KEYソケットインタフェースを使用します。

■ IPsec SADBのより完全な説明については、259ページの「IPsecのセキュリ
ティーアソシエーションデータベース」を参照してください。

■ SADBの管理方法の詳細については、pf_key(7P)のマニュアルページを参照して
ください。

IPsecでの鍵管理
セキュリティーアソシエーション (SA)は、認証および暗号化で使用するキー作成素
材を必要とします。このキーイング素材の管理を鍵管理と呼びます。IKE (イン
ターネット鍵交換)プロトコルにより、鍵管理が自動的に行われます。ま
た、ipseckeyコマンドを指定して、鍵管理を手動で行うこともできます。

IPv4と IPv6パケットの SAは、どちらの鍵管理方法も使用できます。手動で鍵管理を
行う決定的な理由がないかぎり、IKEをお勧めします。

IPsecセキュリティーアソシエーション
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Oracle Solarisのサービス管理機能 (SMF)機能は、次の IPsec用鍵管理サービスを提供
します。

■ svc:/network/ipsec/ike:defaultサービス –自動鍵管理のための SMFサービスで
す。ikeサービスは in.ikedデーモンを実行して自動鍵管理を提供します。IKEに
ついては、第 17章「インターネット鍵交換 (概要)」を参照してくださ
い。in.ikedデーモンの詳細については、in.iked(1M)のマニュアルページを参照
してください。ikeサービスについては、303ページの「IKEサービス」を参照し
てください。

■ svc:/network/ipsec/manual-key:defaultサービス –手動での鍵管理のための SMF
サービスです。manual-keyサービスは ipseckeyコマンドを各種オプションで実行
して、鍵を手動で管理します。ipseckeyコマンドについては、259ページ
の「IPsecの SAを生成するためのユーティリティー」を参照してくださ
い。ipseckeyコマンドオプションの詳細な説明については、ipseckey(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

IPsecの保護機構
IPsecは、データを保護するために次の 2つのセキュリティープロトコルを提供して
います。

■ 認証ヘッダー (AH)
■ カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)

AHは、認証アルゴリズムでデータを保護します。ESPは、暗号化アルゴリズムで
データを保護します。ESPは認証メカニズムと組み合わせて使用可能であり、またそ
うすべきです。NATをトラバースしない場合は、ESPとAHを組み合わせることがで
きます。それ以外の場合、ESPで認証アルゴリズムと暗号化メカニズムを使用できま
す。AES-GCMのような複合モードのアルゴリズムでは、単一のアルゴリズム内で暗
号化と認証が提供されます。

認証ヘッダー
認証ヘッダーは、IPデータグラムに対するデータ認証、強力な完全性、再送保護を
供給します。AHでは大部分の IPデータグラムを保護します。次の図に示されてい
るように、AHは IPヘッダーとトランスポートヘッダーの間に挿入されます。

IPsecの保護機構
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トランスポートヘッダーは、TCP、UDP、SCTP、または ICMPのいずれかです。ト
ンネルを使用している場合は、トランスポートヘッダーがこれ以外の IPヘッダーで
ある場合もあります。

カプセル化セキュリティーペイロード
カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)モジュールは、ESPがカプセル化した対
象の機密性を守ります。また、AHが提供するサービスも提供します。ただし、保護
される対象は、データグラムのうち ESPがカプセル化した部分だけです。ESPは、保
護されたパケットの完全性を保証するオプションの認証サービスを提供します。ESP
は暗号化対応技術を使用するため、ESPを提供するシステムは輸出入管理法の対象と
なります。

ESPはデータをカプセル化します。したがって、次の図に示されているように、ESP
が保護するのはデータグラム内の EPSの開始点以降のデータのみです。

TCPパケットでは、ESPはTCPヘッダーとそのデータだけをカプセル化します。パ
ケットが IP内 IPデータグラムの場合、ESPは内部 IPデータグラムを保護します。ソ
ケット別ポリシーでは、「自己カプセル化」ができるため、必要に応じて ESPでは
IPオプションをカプセル化できます。

自己カプセル化が設定されている場合は、IP内 IPデータグラムを構築するために IP
ヘッダーのコピーが作成されます。たとえば、TCPソケットに自己カプセル化が設
定されていない場合、データグラムは次の形式で送信されます。

[ IP(a -> b) options + TCP + data ]

TCPソケットに自己カプセル化が設定されている場合、データグラムは次の形式で
送信されます。

[ IP(a -> b) + ESP [ IP(a -> b) options + TCP + data ] ]

さらに詳しくは、226ページの「IPsecのトランスポートモードとトンネルモード」を
参照してください。

AHと ESPを使用する場合のセキュリティー上の考慮事項
次の表では、AHと ESPが提供する保護を比較しています。
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表 14–2 IPsecでAHとESPが提供する保護

プロトコル パケットの範囲 保護 対象となる攻撃

AH IPヘッダーからトランス
ポートヘッダーまでのパ
ケットを保護

強力な完全性およびデータ認証を提供します。
■ 送信側が送ったものとまったく同じものを受信
側が受け取ることを保証する

■ AHがリプレー保護を有効にしていない場合
は、リプレー攻撃を受けやすい

リプレー、カットアン
ドペースト

ESP データグラムの ESP開始後
のパケットを保護

暗号化オプションで、IPペイロードを暗号化しま
す。機密性を確保します

盗聴

認証オプションで、AHと同じペイロード保護を提
供します

リプレー、カットアン
ドペースト

両方のオプションで、強力な完全性、データ認
証、および機密性を提供します

リプレー、カットアン
ドペースト、盗聴

IPsecの認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム
IPsecセキュリティープロトコルは、認証と暗号化という 2種類のアルゴリズムを提
供しています。AHモジュールは、認証アルゴリズムを使用します。ESPモジュール
は、暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムを使用します。ipsecalgsコマンドを使
用すると、システムのアルゴリズムとプロパティーの一覧を取得できます。詳細に
ついては、ipsecalgs(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。getipsecalgbyname(3NSL)のマニュアルページで説明されている機能を使用し
て、アルゴリズムのプロパティーを検索することもできます。

IPsecは、Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能を使用してアルゴリズムにアク
セスします。暗号化フレームワークは、その他のサービスに加えて、アルゴリズム
の集中リポジトリを提供します。このフレームワークによって、IPsecは、高性能な
暗号ハードウェアアクセラレータを利用できます。

詳細については、次を参照してください。

■ 『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の第 11章「暗号化フレーム
ワーク (概要)」

■ 『Oracle Solaris 11セキュリティーサービス開発ガイド』の第 8章「Oracle Solaris暗
号化フレームワークの紹介」

IPsecでの認証アルゴリズム
認証アルゴリズムは、データとキーを基に整合性チェックサムの値、つまり、「ダ
イジェスト」を生成します。AHモジュールは、認証アルゴリズムを使用しま
す。ESPモジュールも、認証アルゴリズムを使用します。
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IPsecでの暗号化アルゴリズム
暗号化アルゴリズムは、キーでデータを暗号化します。 IPsecの ESPモジュール
は、暗号化アルゴリズムを使用します。暗号化アルゴリズムでは、「ブロックサイ
ズ」ごとにデータを処理します。

IPsecの保護ポリシー
IPsecの保護ポリシーは、どのセキュリティー機構も使用できます。IPsecポリ
シーは、次のレベルで適用できます。

■ システム規模レベル
■ ソケット単位レベル

IPsecは、システム共通ポリシーをアウトバウンドデータグラムとインバウンド
データグラムに適用します。アウトバウンドデータグラムは、保護付きまたは保護
なしで送信されます。保護が適用されると、特定アルゴリズムか汎用アルゴリズム
のどちらかになります。システムで認識されるデータがあるため、アウトバウンド
データグラムにはその他の規則も適用できます。インバウンドデータグラムの処理
は、受理されるか拒絶されるかのどちらかです。インバウンドデータグラムの受理
か拒絶を決定する基準はいくつかありますが、場合によってはその基準が重複した
り競合することがあります。競合の解決に当たっては、どの規則の構文解析を最初
に行うかが決定されます。ポリシーのエントリによって、そのトラフィックがすべ
てのほかのポリシーを省略すると指示されている場合を除いて、トラフィックは自
動的に受理されます。

データグラムを保護する通常のポリシーを省略することもできます。それには、シ
ステム規模ポリシーに例外を指定するか、ソケット単位ポリシーで省略を要求しま
す。システム内トラフィックの場合、ポリシーは実施されますが、実際のセキュリ
ティー機構は適用されません。その代わりに、イントラシステム内パケットのアウ
トバウンドポリシーが、セキュリティー機能の適用されたインバウンドパケットに
なります。

ipsecinit.confファイルと ipsecconfコマンドを使用して、IPsecポリシーを構成し
ます。詳細と例については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。
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IPsecのトランスポートモードとトンネルモード
IPsec規格では、IPsecの動作モードとして「トランスポートモード」と「トンネル
モード」という 2つの異なるモードが定義されています。これらのモードは、パ
ケットの符号化には影響を与えません。各モードで、パケットはAHまたは ESP、あ
るいはその両方によって保護されます。内側のパケットが IPパケットである場合
に、モードによってポリシーの適用方法が次のように異なります。

■ トランスポートモードでは、外側のヘッダーによって、内側の IPパケットを保護
する IPsecポリシーが決まります。

■ トンネルモードでは、内側の IPパケットによって、その内容を保護する IPsecポ
リシーが決まります。

トランスポートモードでは、外側のヘッダー、次のヘッダー、および次の
ヘッダーでサポートされるすべてのポートを使用して、IPsecポリシーを決定できま
す。実際、IPsecは 2つの IPアドレスの間で異なるトランスポートモードポリシーを
適用でき、ポート単位まで細かく設定できます。たとえば、次のヘッダーがTCPで
あれば、ポートをサポートするので、外側の IPアドレスのTCPポートに対して IPsec
ポリシーを設定できます。同様に、次のヘッダーが IPヘッダーであれば、外側の
ヘッダーと内側の IPヘッダーを使用して IPsecポリシーを決定できます。

トンネルモードは IP内 IPデータグラムに対してのみ機能します。トンネルモードの
トンネリングは、自宅のコンピュータから中央コンピュータに接続する場合に役立
ちます。トンネルモードでは、IPsecポリシーは内側の IPデータグラムの内容に適用
されます。内側の IPアドレスごとに異なる IPsecポリシーを適用できます。つま
り、内側の IPヘッダー、その次のヘッダー、および次のヘッダーでサポートされる
ポートを使用して、ポリシーを適用することができます。トランスポートモードと
は異なり、トンネルモードでは、外側の IPヘッダーによって内側の IPデータグラム
のポリシーが決まることはありません。

したがって、トンネルモードでは、ルーターの背後にある LANのサブネットや、そ
のようなサブネットのポートに対して、IPsecポリシーを指定することができま
す。これらのサブネット上の特定の IPアドレス (つまり、ホスト)に対しても、IPsec
ポリシーを指定することができます。これらのホストのポートに対しても、固有の
IPsecポリシーを適用できます。ただし、トンネルを経由して動的経路制御プロトコ
ルが実行されている場合は、サブネットやアドレスは選択しないでください。ピア
ネットワークでのネットワークトポロジのビューが変化する可能性があるためで
す。そのような変化があると、静的な IPsecポリシーが無効になります。静的ルート
の構成を含むトンネリング手順の例については、240ページの「IPsecによるVPNの
保護」を参照してください。

Oracle Solarisでは、IPトンネルネットワークインタフェースにのみトンネルモードを
適用できます。トンネリングインタフェースについては、第 6章「IPトンネルの構
成」を参照してください。ipsecconfコマンドには、IPトンネルネットワークインタ
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フェースを選択するための tunnelキーワードが用意されています。規則内に tunnel

キーワードが含まれている場合は、その規則に指定されているすべてのセレクタが
内側のパケットに適用されます。

トランスポートモードでは、ESPまたはAH、あるいはその両方を使用してデータグ
ラムを保護できます。

次の図は、IPヘッダーと保護されていないTCPパケットを示します。

トランスポートモードで、ESPは次の図のようにデータを保護します。網かけされた
領域は、パケットの暗号化された部分を示します。

トランスポートモードで、AHは次の図のようにデータを保護します。

AH保護では、トランスポートモードの場合でも、IPヘッダーの大部分が保護されま
す。

トンネルモードでは、データグラム全体が IPsecヘッダーの保護下にありま
す。図 14–3のデータグラムは、トンネルモードでは外側の IPsecヘッダー (この例で
は ESP)によって保護され、次の図のようになります。

図 14–3 TCP情報を伝送する保護されていない IPパケット

図 14–4 TCP情報を伝送する保護された IPパケット

図 14–5 認証ヘッダーで保護されたパケット
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ipsecconfコマンドには、トンネルをトンネルモードまたはトランスポートモードで
設定するためのキーワードが用意されています。

■ ソケットごとのポリシーの詳細については、ipsec(7P)のマニュアルページを参照
してください。

■ ソケットごとのポリシーの例については、237ページの「IPsecを使ってWeb以外
のトラフィックからWebサーバーを保護する方法」を参照してください。

■ トンネルの詳細については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

■ トンネル構成の例については、243ページの「トンネルモードの IPsecでVPNを保
護する方法」を参照してください。

仮想プライベートネットワークと IPsec
構成したトンネルは、ポイントツーポイントインタフェースです。トンネルに
よって、IPパケットを別の IPパケット内にカプセル化できます。トンネルの構成に
は、トンネルソースとトンネル宛先が必要です。詳細は、127ページの「IPトンネル
を作成および構成する方法」を参照してください。

トンネルは、IPへの物理インタフェースのようなものを作成します。この物理的リ
ンクの完全性は、基本になるセキュリティープロトコルによって異なります。セ
キュリティーアソシエーション (SA)を確実に行えば、信頼性の高いトンネルになり
ます。トンネルのデータパケットのソースはトンネル宛先で指定したピアでなけれ
ばなりません。この信頼関係があるかぎり、インタフェース別 IP送信を利用して仮
想プライベートネットワーク (VPN)を作成できます。

VPNに IPsec保護を追加できます。IPsecが接続の安全性を確保します。たとえ
ば、分離したネットワークを持つ複数のオフィスをVPNテクノロジを使用して接続
している組織は、IPsecを追加して 2つのオフィス間のトラフィックをセキュリ
ティー保護できます。

次の図は、ネットワークシステムに配備した IPsecで、2つのオフィスがVPNを形成
する方法を示しています。

図 14–6 トンネルモードで保護された IPsecパケット
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設定手順の詳細な例については、243ページの「トンネルモードの IPsecでVPNを保
護する方法」を参照してください。

IPsecとNAT越え
IKEは、NATボックスを通して IPsec SAとネゴシエートできます。この機能によ
り、システムは、システムがNATデバイスの背後にある場合も、リモートネット
ワークから安全に接続を行うことができます。たとえば、自宅で働く社員や会議場
からログオンする社員も IPsecで自分のトラフィックを保護できます。

NATは、Network Address Translation (ネットワークアドレス変換)の略語です。NAT
ボックスは、プライベートな内部アドレスを一意のインターネットアドレスに変換
します。NATは、ホテルなどのインターネットへの公共のアクセスポイントでは非
常によく使用されています。詳細は、320ページの「IPフィルタのNAT機能の使
用」を参照してください。

NATボックスが通信システム間にある場合に IKEを使用する機能は、NAT
traversal、またはNAT-Tと呼ばれます。NAT-Tには次の制限があります。
■ AHプロトコルは不変の IPヘッダーに依存しますので、AHをNAT-Tと連係させ
ることはできません。NAT-Tを使用する場合は、ESPプロトコルが使用します。

■ NATボックスには特別な処理規則はありません。特別な IPsec処理規則を持つ
NATボックスは、NAT-Tの実装の障害となる場合があります。

■ NAT-Tが機能するのは、IKEイニシエータがNATボックスの背後にあるシステム
の場合だけです。ボックスが、ボックスの背後の適切なシステム各自に IKEパ
ケットを転送するようにプログラムされていない場合は、IKEの応答者がNAT
ボックスの背後にいることはできません。

次のRFCは、NAT機能とNAT-Tの制限事項について説明しています。RFCのコ
ピーは http://www.rfc-editor.orgから取得できます。

■ RFC 3022、『Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)』、2001年 1
月

■ RFC 3715、『IPsec-Network Address Translation (NAT) Compatibility
Requirements』、2004年 3月

図 14–7 仮想プライベートネットワーク
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■ RFC 3947、『Negotiation of NAT-Traversal in the IKE』、2005年 1月
■ RFC 3948、『UDP Encapsulation of IPsec Packets』、2005年 1月

NATを通して IPsecを使用するには、293ページの「移動体システム用の IKEの構成
(タスクマップ)」を参照してください。

IPsecと SCTP
Oracle Solarisは SCTP (Streams Control Transmission Protocol)をサポートしていま
す。SCTPプロトコルと SCTPポート番号を使用した IPsecポリシーの指定はサポート
されていますが、頑丈ではありません。RFC 3554に指定されている SCTPの IPsec拡
張は、まだ実装されていません。これらの制限事項によって SCTP向けの IPsecポリ
シーの作成が複雑になる場合もあります。

SCTPは、単独の SCTPアソシエーションのコンテキストで、複数の発信元アドレス
と宛先アドレスを利用できます。1つの発信元アドレスまたは 1つの宛先アドレスに
IPsecポリシーを適用すると、SCTPがそのアソシエーションの発信元アドレスまたは
宛先アドレスを切り替えたときに、通信が失敗する恐れがあります。IPsecポリ
シーは、元のアドレスしか認識しません。SCTPについては、RFCと『Solarisのシス
テム管理 (IPサービス)』の「SCTPプロトコル」を参照してください。

IPsecとOracle Solarisゾーン
共有 IPゾーンについては、IPsecの構成は大域ゾーンから行います。IPsecポリ
シー構成ファイル ipsecinit.confは、大域ゾーンだけに存在します。このファイル
には、大域ゾーンに適用するエントリだけでなく、非大域ゾーンに適用するエント
リも含めることができます。

排他的 IPゾーンについては、IPsecは非大域ゾーンごとに構成されます。

IPsecをゾーンで使用する方法については、233ページの「IPsecによるトラフィック
の保護」を参照してください。ゾーンについては、『Oracle Solarisのシステム管理
(Oracle Solaris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。
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IPsecと論理ドメイン
IPsecは論理ドメインで動作します。論理ドメインは、IPsecを含むOracle Solaris
バージョン (Oracle Solaris 10リリースなど)を実行している必要があります。

論理ドメインを作成するには、Oracle VM Server for SPARC (以前の名称は Logical
Domains)を使用する必要があります。論理ドメインを構成する方法について
は、『Oracle VM Server for SPARC 2.1管理ガイド』または『Oracle VM Server for SPARC
2.0管理ガイド』を参照してください。

IPsecユーティリティーおよび IPsecファイル
表 14–3は、IPsecを構成および管理するために使用するファイル、コマンド、および
サービス識別子について説明しています。完全性を期すために、鍵管理ファイルと
コマンドも含めました。

サービス識別子の詳細については、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 6
章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。

■ IPsecをネットワークに実装する手順については、233ページの「IPsecによるトラ
フィックの保護」を参照してください。

■ IPsecユーティリティーとファイルの詳細については、第 16章「IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (リファレンス)」を参照してください。

表 14–3 選択される IPsecユーティリティーとファイルのリスト

IPsecユーティリティー、ファイル、または
サービス 説明 マニュアルページ

svc:/network/ipsec/ipsecalgs IPsecアルゴリズムを管理する SMFサービス。 ipsecalgs(1M)

svc:/network/ipsec/manual-key 手動で鍵が設定された IPsec SAを管理する SMFサービス。 ipseckey(1M)

svc:/network/ipsec/policy IPsecポリシーを管理する SMFサービス。 smf(5)、ipsecconf(1M)

svc:/network/ipsec/ike IKEを使用した IPsec SAの自動管理用の SMFサービス。 smf(5)、in.iked(1M)

/etc/inet/ipsecinit.confファイル IPsecポリシーファイル。

SMF policyサービスはシステムのブート時にこのファイル
を使用して IPsecポリシーを構成します。

ipsecconf(1M)

ipsecconfコマンド IPsecポリシーコマンド。現在の IPsecポリシーの表示および
変更や、テストを行うときに役立ちます。

SMF policyサービスによって、システムブート時に IPsecポ
リシーを構成するために使用されます。

ipsecconf(1M)

PF_KEYソケットインタフェース SAデータベース (SADB)のインタフェース。手動と自動の
鍵管理を処理します。

pf_key(7P)
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表 14–3 選択される IPsecユーティリティーとファイルのリスト (続き)
IPsecユーティリティー、ファイル、または
サービス 説明 マニュアルページ

ipseckeyコマンド IPsec SAキー作成コマンド。ipseckeyは、PF_KEYインタ
フェースに対するコマンド行フロントエンドで
す。ipseckeyは、SAを作成、破棄、または修正できます。

ipseckey(1M)

/etc/inet/secret/ipseckeysファイ
ル

手動で鍵が設定された SAを含みます。

SMF manual-keyサービスによって、システムブート時に SA
を手動で構成するために使用されます。

ipsecalgsコマンド IPsecアルゴリズムコマンド。IPsecアルゴリズムとそのプロ
パティーの一覧を参照および変更するときに役立ちます。

システムブート時に既知の IPsecアルゴリズムをカーネルと
同期するために SMF ipsecalgsサービスで使用されます。

ipsecalgs(1M)

/etc/inet/ipsecalgsファイル 構成されている IPsecプロトコルとアルゴリズム定義を含み
ます。このファイルは、ipsecalgsコマンドによって管理さ
れます。手動では絶対に編集しないでください。

/etc/inet/ike/configファイル IKEの構成とポリシーファイル。デフォルトでは、この
ファイルはありません。/etc/inet/ike/configファイル内の
規則およびグローバルパラメータに基づいて管理が行われ
ます。267ページの「IKEユーティリティーおよび IKE
ファイル」を参照してください。

このファイルが存在する場合、svc:/network/ipsec/ike

サービスは IKEデーモン in.ikedを起動して自動鍵管理を提
供します。

ike.config(4)
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IPsecの構成 (タスク)

この章では、ネットワークに IPsecを実装する手順について説明します。手順は次の
各セクションで説明します。

■ 233ページの「IPsecによるトラフィックの保護」
■ 240ページの「IPsecによるVPNの保護」
■ 247ページの「IPsecおよび IKEの管理」

IPsecの概要については、第 14章「IPセキュリティーアーキテクチャー (概要)」を参
照してください。IPsecの参考情報については、第 16章「IPセキュリティーアーキテ
クチャー (リファレンス)」を参照してください。

IPsecによるトラフィックの保護
このセクションでは、2つのシステム間のトラフィックを保護する手順と、Web
サーバーを保護する手順について説明します。VPNを保護するには、240ページ
の「IPsecによるVPNの保護」を参照してください。IPsecを管理したり、IPsecや
IKEで SMFコマンドを使用したりするための追加手順については、247ページ
の「IPsecおよび IKEの管理」を参照してください。

次の情報は、すべての IPsec構成タスクで使用されます。

■ IPsecとゾーン –共有 IP非大域ゾーンの IPsecポリシーと鍵を管理するには、大域
ゾーンで IPsecポリシーファイルを作成し、大域ゾーンで IPsec構成コマンドを実
行します。構成中の非大域ゾーンに対応する発信元アドレスを使用してくださ
い。排他的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。

■ IPsecとRBAC – IPsecを管理する役割を使用するには、『Oracle Solarisの管理:セ
キュリティーサービス』の第 9章「役割に基づくアクセス制御の使用 (タス
ク)」を参照してください。例については、249ページの「ネットワークセキュリ
ティーの役割を構成する方法」を参照してください。
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■ IPsecと SCTP – IPsecは、Streams Control Transmission Protocol (SCTP)アソシ
エーションを保護するのに使用できますが、注意が必要です。詳細は、
230ページの「IPsecと SCTP」を参照してください。

■ IPsecとTrusted Extensionsのラベル – Oracle SolarisのTrusted Extensions機能が構成
されたシステムでは、IPsecパケットにラベルを追加できます。詳細について
は、『Trusted Extensions構成と管理』の「ラベル付き IPsecの管理」を参照してく
ださい。

■ IPv4および IPv6アドレス –このガイドの IPsecの例では、IPv4アドレスを使用し
ています。Oracle Solarisは IPv6アドレスもサポートします。IPv6ネットワークの
IPsecを構成するには、例で IPv6アドレスに読み替えてください。トンネルを
IPsecで保護するときに、内部アドレスや外部アドレスで IPv4アドレスと IPv6ア
ドレスを混在させることができます。そのような構成では、たとえば IPv4ネット
ワーク上で IPv6トンネリングを行うことができます。

次のタスクマップに、1台以上のシステム間で IPsecを設定する手順を示しま
す。ipsecconf(1M)、ipseckey(1M)、および ipadm(1M)のマニュアルページも、それ
ぞれの「例」のセクションで役立つ手順を説明しています。

タスク 説明 手順

システム間のトラフィックを
保護します。

あるシステムから別のシステムへのパケット
を保護します。

235ページの「IPsecで 2つのシステム
間のトラフィックを保護するには」

IPsecポリシーによるWeb
サーバーを保護します。

Web以外のトラフィックに IPsecの使用を求め
ます。Webクライアントは、IPsecチェックを
バイパスする特定のポートによって識別され
ます。

237ページの「IPsecを使ってWeb以外
のトラフィックからWebサーバーを保
護する方法」

IPsecポリシーを表示しま
す。

現在適用されている IPsecポリシーを、適用さ
れた順に表示します。

239ページの「IPsecポリシーを表示す
るには」

IKEを使用して IPsec SA用の
キーイング素材を自動作成し
ます。

セキュリティーアソシエーション向けの raw
データを提供します。

271ページの「IKEの構成 (タスク
マップ)」

セキュリティー保護された仮
想プライベートネットワーク
(VPN)を設定します。

2つのシステム間でインターネット経由で IPsec
を設定します。

240ページの「IPsecによるVPNの保
護」
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▼ IPsecで2つのシステム間のトラフィックを保護す
るには
この手順では、次の設定がすでになされているものとします。

■ 2つのシステムが enigmaおよび partymと名付けられている。
■ 各システムが IPアドレスを持っています。これは、IPv4アドレス、IPv6アドレス
のどちらでもかまいませんし、その両方でもかまいません。

■ 各システムには、AESアルゴリズムを使用した ESP暗号化 (128ビットの鍵が必要)
と、SHA-2メッセージダイジェストを使用した ESP認証 (512ビットの鍵が必要)
が必要です。

■ 各システムは、共有セキュリティーアソシエーションを使用します。

共有セキュリティーアソシエーションでは、2つのシステムを保護するのに必要
なのは 1組だけの SAです。

注 – Trusted Extensionsシステムのラベルと一緒に IPsecを使用するには、『Trusted
Extensions構成と管理』の「マルチレベルTrusted Extensionsネットワークで IPsec保
護を適用する」にあるこの手順の拡張を参照してください。

IPsecポリシーは、大域ゾーン内または排他的 IPスタックゾーン内で構成できま
す。共有 IPスタックゾーンのポリシーは大域ゾーン内で構成する必要がありま
す。排他的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。

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。リモートでログインする場合は、セキュリティー保護
されたリモートログイン用に、sshコマンドを使用します。例については、例 15–1
を参照してください。

各システム上で、/etc/inet/hostsファイルにホストエントリを追加します。

この手順により、存在しないネームサービスに依存しなくても、サービス管理機能
(SMF)でシステム名が使用できるようになります。詳細は、smf(5)のマニュアル
ページを参照してください。

a. partymという名前のシステムでは、hostsファイルに次のように入力します。
# Secure communication with enigma

192.168.116.16 enigma

b. enigmaという名前のシステムでは、hostsファイルに次のように入力します。
# Secure communication with partym

192.168.13.213 partym

始める前に
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各システムで IPsecポリシーファイルを作成します。
ファイル名は /etc/inet/ipsecinit.confです。例は、/etc/inet/ipsecinit.sample

ファイルを参照してください。

IPsecポリシーエントリを ipsecinit.confファイルに追加します。

a. enigmaシステムで、次のポリシーを追加します。
{laddr enigma raddr partym} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

b. partymシステムで、同じポリシーを追加します。
{laddr partym raddr enigma} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

IPsecポリシーエントリの構文については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを
参照してください。

各システムで、2つのシステム間に IPsec SAペアを追加するために IKEを構成します。
271ページの「IKEの構成 (タスクマップ)」の構成手順のいずれかに従って、IKEを
構成します。IKE構成ファイルの構文については、ike.config(4)のマニュアル
ページを参照してください。

注 –鍵を手動で生成して維持する必要がある場合は、247ページの「IPsecの鍵を手動
で作成する方法」を参照してください。

IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

エラーがあれば修正し、ファイルの構文を確認してから続行します。

IPsecポリシーを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

IPsecポリシーはデフォルトで有効になっているので、「更新」を行います。IPsecポ
リシーを無効にしてある場合は有効にしてください。

# svcadm enable svc:/network/ipsec/policy:default

IPsecの鍵を有効化します。

■ ikeサービスが有効になっていない場合は有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike:default

■ ikeサービスが有効になっている場合は再起動します。
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike:default

手順 5で鍵を手動で構成した場合は、247ページの「IPsecの鍵を手動で作成する方
法」を実行して鍵を有効化します。
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パケットが保護されていることを確認します。
手順については、253ページの「IPsecによってパケットが保護されていることを確認
する方法」を参照してください。

ssh接続を使用している場合に IPsecポリシーを追加する

この例では、root役割の管理者が、2つのシステムの IPsecポリシーと鍵を構成しま
す。その際、sshコマンドを使用して 2番目のシステムにアクセスします。詳細
は、ssh(1)のマニュアルページを参照してください。

■ まず、前の手順の手順 2から手順 6までを実行して、最初のシステムを構成しま
す。

■ 次に、別の端末ウィンドウで、sshコマンドを使用して 2番目のシステムにログ
インします。

local-system # ssh other-system

other-system #

■ sshセッションの端末ウィンドウで、手順 2から手順 8までを実行して、2番目の
システムの IPsecポリシーと鍵を構成します。

■ ここで sshセッションを終了します。

other-system # exit

local-system #

■ 最後に、手順 7と手順 8を実行して、最初のシステムの IPsecポリシーを有効にし
ます。

2つのシステムが次に通信を行うとき、ssh接続を使用した通信も含め、通信は IPsec
で保護されます。

▼ IPsecを使ってWeb以外のトラフィックからWeb
サーバーを保護する方法
セキュリティー保護されたWebサーバーでは、WebクライアントであればWeb
サービスと通信できます。セキュリティー保護されたWebサーバーでは、Webトラ
フィック以外のトラフィックは、セキュリティー検査を通る必要があります。次の
手順には、Webトラフィックの検査省略手順が含まれています。さらに、このWeb
サーバーでは、セキュリティー保護されていないDNSクライアント要求を出すこと
ができます。その他のすべてのトラフィックでは、AESと SHA-2アルゴリズムによ
る ESPが必要です。

IPsecポリシーの構成は大域ゾーンで行う必要があります。排他的 IPゾーンについて
は、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。235ページの「IPsecで 2つのシス
テム間のトラフィックを保護するには」を完了して、次の条件が成立しています。

9

例15–1
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■ 2つのシステム間の通信は IPsecで保護されています。
■ IKEによってキーイング素材が生成されています。
■ パケットが保護されていることを確認してあります。

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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

セキュリティーポリシー検査を省略するサービスを指定します。

Webサーバーの場合、TCPポート 80 (HTTP)と 443 (保護HTTP)が該当します。Web
サーバーがDNS名検査をするときは、TCPとUDPの両方にポート 53も組み込む必
要がある場合もあります。

Webサーバーのポリシーを IPsecポリシーファイルに追加します。

/etc/inet/ipsecinit.conf ファイルに次の行を追加します。

# Web traffic that web server should bypass.

{lport 80 ulp tcp dir both} bypass {}

{lport 443 ulp tcp dir both} bypass {}

# Outbound DNS lookups should also be bypassed.

{rport 53 dir both} bypass {}

# Require all other traffic to use ESP with AES and SHA-2.

# Use a unique SA for outbound traffic from the port

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

これで、保護トラフィックだけがシステムへのアクセスを許可されます。ただ
し、手順 2で説明した、検査を省略するトラフィックは例外です。

IPsecポリシーファイルの構文を確認します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

IPsecポリシーを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

IPsec用の鍵を更新します。

ikeサービスを再起動します。

# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

鍵を手動で構成した場合は、247ページの「IPsecの鍵を手動で作成する方法」の手順
に従います。

これで設定が完了しました。必要に応じて、手順 7を実行します。
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(省略可能) Web以外のトラフィックのためにWebサーバーと通信する場合は、リ
モートシステムを有効にします。

リモートシステムの /etc/inet/ipsecinit.confファイルに次の行を追加します。

# Communicate with web server about nonweb stuff

#

{laddr webserver} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

構文を検証したあと、IPsecポリシーを更新して有効にします。

remote-system # ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

remote-system # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

IPsecポリシーが一致した場合にかぎり、リモートシステムは、非Webトラフィック
を持つWebサーバーと安全に通信できます。

▼ IPsecポリシーを表示するには
引数を指定しないで ipsecconfコマンドを実行すると、システムに構成されているポ
リシーを確認できます。

ipsecconfコマンドは大域ゾーンで実行する必要があります。排他的 IPゾーンについ
ては、非大域ゾーンで ipsecconfコマンドを実行します。

Network IPsec Managementプロファイルが含まれる役割になります。

ネットワークセキュリティー用の個別役割を作成し、その役割をユーザーに割り当
てるには、249ページの「ネットワークセキュリティーの役割を構成する方法」を参
照してください。

IPsecポリシーを表示します。

■ 追加された順序でグローバルな IPsecポリシーエントリを表示します。
$ ipsecconf

各エントリが、「インデックス」とそのあとに番号が付いて表示されます。

■ 一致した順序で IPsecポリシーエントリを表示します。
$ ipsecconf -l -n

■ トンネルごとのエントリも含め、IPsecポリシーエントリを一致した順序で表示し
ます。
$ ipsecconf -L -n

7
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IPsecによるVPNの保護
Oracle Solarisでは、IPsecで保護されたVPNを構成できます。トンネルは、トンネル
モードまたはトランスポートモードで作成できます。詳しくは、226ページの「IPsec
のトランスポートモードとトンネルモード」を参照してください。このセクション
の例や手順では IPv4アドレスを使用しますが、それらの例や手順は IPv6 VPNにも適
用されます。簡単な説明については、233ページの「IPsecによるトラフィックの保
護」を参照してください。

トンネルモードのトンネル用の IPsecポリシーの例については、240ページの「トン
ネルモードを使用してVPNを IPsecで保護する例」を参照してください。

トンネルモードを使用してVPNを IPsecで保護す
る例

次の例では、LANのすべてのサブネットに対してトンネルを構成することを前提に
しています。

## Tunnel configuration ##

# Tunnel name is tun0

# Intranet point for the source is 10.1.2.1

# Intranet point for the destination is 10.2.3.1

# Tunnel source is 192.168.1.10

# Tunnel destination is 192.168.2.10

図 15–1 IPsecで保護されたトンネル
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# Tunnel name address object is tun0/to-central

# Tunnel name address object is tun0/to-overseas

例 15–2 すべてのサブネットで使用できるトンネルの作成

この例では、図 15–1のCentral LANのローカル LANからのすべてのトラフィック
が、ルーター 1からルーター 2にトンネリングされたあとに、Overseas LANのすべて
のローカル LANに配信されます。トラフィックはAESで暗号化されます。

## IPsec policy ##

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

例 15–3 2つのサブネットだけを接続するトンネルの作成

この例では、Central LANのサブネット 10.1.2.0/24とOverseas LANのサブネット
10.2.3.0/24の間のトラフィックだけがトンネリングされ、暗号化されます。Central
に対するほかの IPsecポリシーがない場合、Central LANがこのトンネル経由でほか
の LANにトラフィックを配信しようとすると、トラフィックはルーター 1でド
ロップされます。

## IPsec policy ##

{tunnel tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.2.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 shared}

IPsecでVPNを保護するタスクのためのネット
ワークトポロジの説明
このセクション以降に説明する手順では、次の設定がすでになされているものとし
ます。図 15–2はこのネットワークを表しています。
■ 各システムは IPv4アドレス空間を使用します。
■ 各システムには 2つのインタフェースがあります。net0インタフェースはイン
ターネットに接続しています。この例では、インターネット IPアドレスは
192.168で始まります。net1インタフェースは社内の LAN、すなわちイントラ
ネットに接続します。この例では、イントラネット IPアドレスは 10で始まりま
す。

■ 各システムには、SHA-2アルゴリズムを使用した ESP認証が必要です。この例の
SHA-2アルゴリズムでは、512ビットの鍵が必要です。

■ 各システムには、AESアルゴリズムを使用した ESP暗号化が必要です。AESアル
ゴリズムは 128ビットまたは 256ビットの鍵を使用します。

■ 各システムは、インターネットに直接アクセスするルーターに接続できます。
■ 各システムは、共有セキュリティーアソシエーションを使用します。
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前の図に示すように、この手順では次の構成パラメータを使用します。

パラメータ ヨーロッパ カリフォルニア

システム名 euro-vpn calif-vpn

システムイントラネットインタフェース net1 net1

システムイントラネットアドレス。手順 7の -pointアドレス
でもある

10.16.16.6 10.1.3.3

システムイントラネットアドレスオブジェクト net1/inside net1/inside

システムインターネットインタフェース net0 net0

システムイントラネットアドレス。手順 7の tsrcアドレスで
もある

192.168.116.16 192.168.13.213

インターネットルーターの名前 router-E router-C

インターネットルーターのアドレス 192.168.116.4 192.168.13.5

トンネル名 tun0 tun0

トンネル名アドレスオブジェクト tun0/v4tunaddr tun0/v4tunaddr

図 15–2 インターネット経由で接続されたオフィス間のVPNの例
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トンネル名については、126ページの「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。アドレスオブジェクトについては、47ページの「IPイン
タフェースを構成する方法」と、ipadm(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

▼ トンネルモードの IPsecでVPNを保護する方法
トンネルモードでは、内側の IPパケットによって、その内容を保護する IPsecポリ
シーが決まります。

この手順は、235ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するに
は」の手順の応用です。設定については、241ページの「IPsecでVPNを保護するタ
スクのためのネットワークトポロジの説明」を参照してください。

特定のコマンドを実行する理由のより完全な説明については、235ページの「IPsec
で 2つのシステム間のトラフィックを保護するには」の対応する手順を参照してく
ださい。

注 –両方のシステムでこの手順を実行してください。

この手順では、2つのシステムを接続するだけでなく、これら 2つのシステムに接続
している 2つのイントラネットを接続します。この手順における 2つのシステムは
ゲートウェイとして機能します。

注 –トンネルモードの IPsecをTrusted Extensionsシステムのラベルと組み合わせて使
用する場合は、『Trusted Extensions構成と管理』の「信頼できないネットワーク上
でトンネルを構成する」のこの手順の拡張を参照してください。

システムまたは共有 IPゾーンの IPsecポリシーの構成は、大域ゾーンで行う必要があ
ります。排他的 IPゾーンについては、非大域ゾーンで IPsecポリシーを構成します。

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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。
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IPsecを構成する前に、パケットフローを制御します。

a. IP転送と IP動的経路制御を無効にします。
# routeadm -d ipv4-routing

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

# routeadm -u

IP転送をオフにすると、このシステムを介したあるネットワークから別のネット
ワークへのパケット転送ができなくなります。routeadmコマンドの説明について
は、routeadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

b. IP厳密マルチホームをオンにします。
# ipadm set-prop -p hostmodel=strong ipv4

IP厳密宛先マルチホームをオンに設定するには、システムの着信先アドレスのう
ちの 1つに宛てたパケットが正しい着信先アドレスに到着する必要があります。

hostmodelパラメータを strongに設定したときは、ある特定のインタフェースに
到着するパケットには、そのインタフェースのローカル IPアドレスの 1つが指定
されている必要があります。その他のパケットは、システムのほかのローカルア
ドレスが指定されているものも含めてすべて捨てられます。

c. ほとんどのネットワークサービスが無効になっていることを確認します。
ループバックマウントと sshサービスが稼働していることを確認します。
# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

IPsecポリシーを追加します。
/etc/inet/ipsecinit.confファイルを編集して、VPN用の IPsecポリシーを追加しま
す。その他の例については、240ページの「トンネルモードを使用してVPNを IPsec
で保護する例」を参照してください。

このポリシーでは、ローカル LAN上のシステムとゲートウェイの内部 IPアドレスの
間に IPsec保護は必要でないため、bypass文を追加します。

a. euro-vpnシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを入力します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.16.16.6 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-2.

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

b. calif-vpnシステムで、ipsecinit.confファイルに次のエントリを入力します。
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}
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# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-2.

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

各システムで、2つのシステム間の IPsec SAのペアを追加するために IKEを構成しま
す。

271ページの「IKEの構成 (タスクマップ)」の構成手順のいずれかに従って、IKEを
構成します。IKE構成ファイルの構文については、ike.config(4)のマニュアル
ページを参照してください。

注 –鍵を手動で生成して維持する必要がある場合は、247ページの「IPsecの鍵を手動
で作成する方法」を参照してください。

IPsecポリシーファイルの構文を検証します。
# ipsecconf -c -f /etc/inet/ipsecinit.conf

エラーがあれば修正し、ファイルの構文を確認してから続行します。

IPsecポリシーを更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

IPsecポリシーはデフォルトで有効になっているので、「更新」を行います。IPsecポ
リシーを無効にしてある場合は有効にしてください。

# svcadm enable svc:/network/ipsec/policy:default

トンネル tunnel-nameを作成して構成します。
次のコマンドは、内部および外部インタフェースを構成し、tun0トンネルを作成
し、そのトンネルに IPアドレスを割り当てます。

a. calif-vpnシステムで、トンネルを作成して構成します。

インタフェース net1がまだ存在しない場合、最初のコマンドによって作成されま
す。

# ipadm create-addr -T static -a local=10.1.3.3 net1/inside

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=10.1.3.3,remote=10.16.16.6 tun0

# ipadm create-addr -T static \

-a local=192.168.13.213,remote=192.168.116.16 tun0/v4tunaddr

b. euro-vpnシステムで、トンネルを作成して構成します。
# ipadm create-addr -T static -a local=10.16.16.6 net1/inside

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=10.16.16.6,remote=10.1.3.3 tun0

# ipadm create-addr -T static \

-a local=192.168.116.16,remote=192.168.13.213 tun0/v4tunaddr
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注 – ipadmコマンドの -Tオプションは、作成するアドレスのタイプを指定しま
す。dladmコマンドの -Tオプションは、トンネルを指定します。

これらのコマンドについては、dladm(1M)と ipadm(1M)のマニュアルページ、お
よび 47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。カ
スタマイズ名については、『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』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。

各システムで転送を構成します。
# ipadm set-ifprop -m ipv4 -p forwarding=on net1

# ipadm set-ifprop -m ipv4 -p forwarding=off net0

IP転送とは、別のインタフェースから到着したパケットを転送できることを意味し
ます。IP転送はまた、送信するパケットがもともとは別のインタフェースから発信
されたパケットである可能性も意味します。パケットを正しく転送するには、受信
インタフェースと送信インタフェースの IP転送をオンに設定しておきます。

net1インタフェースはイントラネットの「内部」にあるため、net1の IP転送はオン
に設定しておきます。tun0はインターネットを通してこれら 2つのシステムを接続
するため、tun0の IP転送はオンのままである必要があります。net0インタフェース
の IP転送はオフです。そのため、「外部」からパケットが保護イントラネットに侵
入するのを防ぐことができます。「外部」とはインターネットを意味します。

各システムで、プライベートインタフェースの広告を禁止します。
# ipadm set-addrprop -p private=on net0

net0の IP転送がオフになっていても、経路制御プロトコルの実装によっては、この
インタフェースを通知することがあります。たとえば、in.routedプロトコルは、イ
ントラネット内のピアにパケットが転送される際に net0を有効なインタフェースと
して通知する場合があります。インタフェースの「private」フラグを設定して、この
ような通知が行われないようにします。

ネットワークサービスを再起動します。
# svcadm restart svc:/network/initial:default

net0インタフェース経由のデフォルトルートを手動で追加します。
デフォルトルートは、インターネットに直接アクセスできるルーターでなければな
りません。

a. calif-vpnシステムで次のルートを追加します。
# route -p add net default 192.168.13.5

b. euro-vpnシステムで、次のルートを追加します。
# route -p add net default 192.168.116.4
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net0インタフェースはイントラネットの一部ではありませんが、インターネット
を介してそのピアシステムにアクセスする必要があります。net0は、自身のピア
を見つけるために、インターネット経路制御情報を必要とします。イン
ターネットの残りの要素にとって、VPNシステムは、ルーターというよりもホス
トのような存在です。したがって、デフォルトルーターを使用する
か、ルーター発見プロトコルを実行すれば、ピアシステムを見つけることができ
ます。詳細については、route(1M)と in.routed(1M)のマニュアルページを参照し
てください。

IPsecおよび IKEの管理
次のタスクマップでは、ユーザーが IPsecを管理するときに使用する可能性のあるタ
スクを示します。

タスク 説明 手順

手動によるセキュリティーア
ソシエーションの作成または
置き換えを行います。

次のようなセキュリティーアソシエーション
向けのローデータを提供します。
■ IPsecアルゴリズム名とキー作成素材
■ セキュリティーパラメータインデックス

(SPI)
■ 発信元と着信先の IPアドレス、およびその
他のパラメータ

247ページの「IPsecの鍵を手動で作成
する方法」

ネットワークセキュリ
ティーの役割を作成します。

セキュリティーネットワークを設定できる
が、root役割より権限が少ない役割を作成し
ます。

249ページの「ネットワークセキュリ
ティーの役割を構成する方法」

IPsecと鍵情報を一連の SMF
サービスとして管理します。

サービスの有効化、無効化、更新、および再
起動を行うコマンドを、いつどのように使用
するかについて説明します。サービスのプロ
パティー値を変更するコマンドについても説
明します。

251ページの「IPsecおよび IKEサービ
スを管理する方法」

IPsecがパケットを保護して
いるかどうかを検査します。

snoopの出力を調べ、IPデータグラムがどのよ
うに保護されているかを示すヘッダーを
チェックします。

253ページの「IPsecによってパケット
が保護されていることを確認する方
法」

▼ IPsecの鍵を手動で作成する方法
次の手順では、手順 5 in 235ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保
護するには」で使用するキーイング素材を提供します。partymと enigmaという 2つ
のシステムの鍵を生成しようとしています。一方のシステムで鍵を生成してか
ら、このシステムの鍵を両方のシステムで使用します。
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非大域ゾーンのキーイング素材を手動で管理するには、大域ゾーン内にいる必要が
あります。

SAの鍵情報を生成します。

a. 必要な鍵を決定します。
16進のアウトバウンドトラフィックと、同じく 16進のインバウンドトラ
フィックには、それぞれ 3種類の乱数が必要です。つまり、1台のシステムで次
の数値を生成する必要があります。

■ spiキーワードの値として、2つの 16進数の乱数。1つはアウトバウンドトラ
フィック用です。もう 1つはインバウンドトラフィック用です。それぞれの乱
数の最大桁数は 8桁です。

■ AHの SHA-2アルゴリズム用の 2つの 16進数の乱数。各数字の長さは 512文字
でなければいけません。1つは dst enigma用です。もう 1つは dst partym用で
す。

■ ESPの 3DESアルゴリズム用の 2つの 16進数の乱数。各数字の長さは 168文字
でなければいけません。1つは dst enigma用です。もう 1つは dst partym用で
す。

b. 必要な鍵を生成します。

■ 乱数発生関数がすでにある場合は、それを使用してください。
■ 『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「pktoolコマンドを使用し
て対称鍵を生成する方法」とそのセクションの IPsecの例に従って、pktoolコ
マンドを使用します。

各システム上で root役割になり、IPsecの手動鍵ファイルに鍵を追加します。

a. enigmaシステム上で、/etc/inet/secret/ipseckeysファイルの内容が次のように
なるように編集します。
# ipseckeys - This file takes the file format documented in

# ipseckey(1m).

# Note that naming services might not be available when this file

# loads, just like ipsecinit.conf.

#

# Backslashes indicate command continuation.

#

# for outbound packets on enigma

add esp spi 0x8bcd1407 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg 3des \

auth_alg sha512 \

encrkey d41fb74470271826a8e7a80d343cc5aa... \

authkey e896f8df7f78d6cab36c94ccf293f031...

#

# for inbound packets

add esp spi 0x122a43e4 \

始める前に
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src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg 3des \

auth_alg sha512 \

encrkey dd325c5c137fb4739a55c9b3a1747baa... \

authkey ad9ced7ad5f255c9a8605fba5eb4d2fd...

b. 読み取り専用ファイルを保護します。
# chmod 400 /etc/inet/secret/ipseckeys

c. ファイルの構文を検証します。
# ipseckey -c -f /etc/inet/secret/ipseckeys

注 –両システムの鍵情報は同じでなければなりません。

IPsecの鍵を有効化します。

■ manual-keyサービスが有効になっていない場合は有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ manual-keyサービスが有効になっている場合は更新します。
# svcadm refresh ipsec/manual-key

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

▼ ネットワークセキュリティーの役割を構成する方
法
Oracle Solarisの役割によるアクセス制御 (RBAC)機能でシステムを管理している場合
は、ネットワーク管理の役割またはネットワークセキュリティーの役割を提供する
ためにこの手順を使用します。

使用可能なネットワーク関連の権利プロファイルを一覧表示します。
% getent prof_attr | grep Network | more

Console User:RO::Manage System as the Console User...

Network Management:RO::Manage the host and network configuration...

Network Autoconf Admin:RO::Manage Network Auto-Magic configuration via nwamd...

Network Autoconf User:RO::Network Auto-Magic User...

Network ILB:RO::Manage ILB configuration via ilbadm...

Network LLDP:RO::Manage LLDP agents via lldpadm...

Network VRRP:RO::Manage VRRP instances...

Network Observability:RO::Allow access to observability devices...

Network Security:RO::Manage network and host security...:profiles=Network Wifi

Security,Network Link Security,Network IPsec Management...

Network Wifi Management:RO::Manage wifi network configuration...

3
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Network Wifi Security:RO::Manage wifi network security...

Network Link Security:RO::Manage network link security...

Network IPsec Management:RO::Manage IPsec and IKE...

System Administrator:RO::Can perform most non-security administrative tasks:profiles=...Network Management...

Information Security:RO::Maintains MAC and DAC security policies:profiles=...Network Security...

Network Managementプロファイルは、System Administratorプロファイルを補完する
プロファイルです。System Administrator権利プロファイルを役割に含めると、その
役割はNetwork Managementプロファイルでコマンドを実行できます。

Network Management権利プロファイル内のコマンドを一覧表示します。
% getent exec_attr | grep "Network Management"

...

Network Management:solaris:cmd:::/sbin/dlstat:euid=dladm;egid=sys

...

Network Management:solaris:cmd:::/usr/sbin/snoop:privs=net_observability

Network Management:solaris:cmd:::/usr/sbin/spray:euid=0 ...

サイトでのネットワークセキュリティーの役割の範囲を決定します。

決定には、手順 1の権利プロファイルの定義を参考にしてください。

■ すべてのネットワークセキュリティーを扱う役割を作成する場合は、Network
Security権利プロファイルを使用します。

■ IPsecと IKEだけを扱う役割を作成するには、Network IPsec Management権利プロ
ファイルを使用します。

Network Management権利プロファイルを含むネットワークセキュリティーの役割を
作成します。

Network Managementプロファイルに加え、Network SecurityまたはNetwork IPsec
Management権利プロファイルを持つ役割は、ipadm、ipseckey、snoopコマンドなど
を適切な特権で実行できます。

役割の作成、役割のユーザーへの割り当て、ネームサービスでの変更の登録につい
ては、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タス
クマップ)」を参照してください。

ネットワークセキュリティーの責任を役割に振り分ける

この例では、管理者がネットワークセキュリティーの責任を 2つの役割に振り分け
ます。一方の役割はwifiとリンクのセキュリティーを管理し、もう一方の役割は
IPsecと IKEを管理します。各役割には、シフトごとに 1人、合計 3人を割り当てま
す。
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管理者によって次のように役割が作成されます。

■ 最初の役割には LinkWifiという名前を付けます。
■ この役割にはNetwork Wifi、Network Link Security、およびNetwork Management
権利プロファイルを割り当てます。

■ その後、該当するユーザーにこの LinkWifi役割を割り当てます。
■ 2番目の役割には IPsec Administratorという名前を付けます。

■ この役割にはNetwork IPsec ManagementおよびNetwork Management権利プロ
ファイルを割り当てます。

■ その後、該当するユーザーにこの IPsec Administrator役割を割り当てます。

▼ IPsecおよび IKEサービスを管理する方法
次の手順では、IPsecの管理、IKEの管理、および手動での鍵管理に SMFサービスを
使用する代表的な方法について説明します。デフォルトでは、policyサービスと
ipsecalgsサービスは有効になっています。また、デフォルトでは、ikeサービスと
manual-keyサービスは無効になっています。

IPsecポリシーを管理するには、次のいずれかを実行します。

■ ipsecinit.confファイルに新しいポリシーを追加したあと、policyサービスを更
新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、policyサービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s policy setprop config/config_file=/etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svccfg -s policy listprop config/config_file

config/config_file astring /etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

# svcadm restart svc:/network/ipsec/policy

鍵を自動的に管理するには、次のいずれかを実行します。

■ /etc/inet/ike/configファイルにエントリを追加したあと、ikeサービスを有効に
します。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

■ /etc/inet/ike/configファイルのエントリを変更したあと、ikeサービスを再起動
します。
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike:default
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■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、サービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege = astring: "modkeys"

# svccfg -s ike listprop config/admin_privilege

config/admin_privilege astring modkeys

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ike

# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

■ ikeサービスを停止するには、無効にします。
# svcadm disable svc:/network/ipsec/ike

鍵を手動で管理するには、次のいずれかを実行します。

■ /etc/inet/secret/ipseckeysファイルにエントリを追加したあと、manual-key

サービスを有効にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ ipseckeysファイルを変更したあと、サービスを更新します。
# svcadm refresh manual-key

■ サービスのプロパティーの値を変更したあと、プロパティーの値を表示
し、サービスを更新してから再起動します。
# svccfg -s manual-key setprop config/config_file=/etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svccfg -s manual-key listprop config/config_file

config/config_file astring /etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/manual-key

# svcadm restart svc:/network/ipsec/manual-key

■ 鍵を手動で管理できないようにするには、manual-keyサービスを無効にします。
# svcadm disable svc:/network/ipsec/manual-key

IPsecのプロトコルとアルゴリズムのテーブルを変更した場合は、ipsecalgsサービス
を更新します。
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ipsecalgs

サービスのステータスを調べるには、svcs serviceコマンドを使用します。サービス
が maintenance (保守)モードになっている場合は、svcs -x serviceコマンドの出力に表
示されるデバッグのヒントに従ってください。

3
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▼ IPsecによってパケットが保護されていることを
確認する方法
パケットが保護されていることを確認するには、snoopコマンドで接続をテストしま
す。snoop出力に表示される接頭辞は、次のとおりです。

■ AH:接頭辞は、AHがヘッダーを保護していることを示します。AH:が表示される
のは、auth_algを使ってトラフィックを保護している場合です。

■ ESP:接頭辞は、暗号化されたデータが送信されていることを示します。ESP:が表
示されるのは、encr_auth_algか encr_algを使ってトラフィックを保護している
場合です。

snoopの出力を作成するには、root役割になっている必要があります。さらに、接続
をテストするためには、両方のシステムにアクセスできなければなりません。

partymなど、1つのシステム上で root役割になります。
% su -

Password: Type root password
#

partymシステムから、リモートシステムからパケットをスヌープする準備をしま
す。
partymの端末ウィンドウで、enigmaシステムからパケットをスヌープします。
# snoop -d net0 -v enigma

Using device /dev/bge (promiscuous mode)

リモートシステムからパケットを送信します。
別の端末ウィンドウで、enigmaシステムにリモートからログインします。パス
ワードを入力します。次に、root役割になり、パケットを enigmaシステムから
partymシステムに送信します。パケットは、snoop -v enigmaコマンドで取り込む必
要があります。
% ssh enigma

Password: Type your password
% su -

Password: Type root password
# ping partym

snoopの出力を調べます。
partymシステムで、冒頭の IPヘッダー情報のあとに AHと ESP情報が含まれている出
力を確認します。次のような AHと ESPの情報は、パケットが保護されていることを
示します。
IP: Time to live = 64 seconds/hops

IP: Protocol = 51 (AH)

IP: Header checksum = 4e0e

始める前に
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IP: Source address = 192.168.116.16, enigma

IP: Destination address = 192.168.13.213, partym

IP: No options

IP:

AH: ----- Authentication Header -----

AH:

AH: Next header = 50 (ESP)

AH: AH length = 4 (24 bytes)

AH: <Reserved field = 0x0>

AH: SPI = 0xb3a8d714

AH: Replay = 52

AH: ICV = c653901433ef5a7d77c76eaa

AH:

ESP: ----- Encapsulating Security Payload -----

ESP:

ESP: SPI = 0xd4f40a61

ESP: Replay = 52

ESP: ....ENCRYPTED DATA....

ETHER: ----- Ether Header -----

...
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IPセキュリティーアーキテクチャー (リ
ファレンス)

この章では、次の内容について説明します。

■ 255ページの「IPsecサービス」
■ 256ページの「ipsecconfコマンド」
■ 256ページの「ipsecinit.confファイル」
■ 258ページの「ipsecalgsコマンド」
■ 259ページの「IPsecのセキュリティーアソシエーションデータベース」
■ 259ページの「IPsecの SAを生成するためのユーティリティー」
■ 261ページの「snoopコマンドと IPsec」

使用しているネットワークに IPsecを実装する方法については、第 15章「IPsecの構
成 (タスク)」を参照してください。IPsecの概要については、第 14章「IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (概要)」を参照してください。

IPsecサービス
サービス管理機能 (SMF)は、次の IPsecサービスを提供します。

■ svc:/network/ipsec/policyサービス – IPsecポリシーを管理します。デフォルトで
は、このサービスは有効になっています。config_fileプロパティーの値に
よって ipsecinit.confファイルの場所が決まります。初期値は
/etc/inet/ipsecinit.confです。

■ svc:/network/ipsec/ipsecalgsサービス – IPsecで使用できるアルゴリズムを管理
します。デフォルトでは、このサービスは有効になっています。

■ svc:/network/ipsec/manual-keyサービス –手動での鍵管理を有効にします。デ
フォルトでは、このサービスは無効になっています。config_fileプロパ
ティーの値によって ipseckeys構成ファイルの場所が決まります。初期値は
/etc/inet/secret/ipseckeysです。

16第 1 6 章

255



■ svc:/network/ipsec/ikeサービス – IKEを管理します。デフォルトでは、この
サービスは無効になっています。構成可能なプロパティーについては、303
ページの「IKEサービス」を参照してください。

SMFについては、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 6章「サービスの管
理 (概要)」を参照してください。smf(5)、svcadm(1M)、および svccfg(1M)のマニュア
ルページも参照してください。

ipsecconfコマンド
ホストの IPsecポリシーを構成するには、ipsecconfコマンドを使用します。このコ
マンドを実行してポリシーを構成すると、IPsecポリシーのエントリがカーネル内に
作成されます。システムは、これらのエントリを使用して、インバウンドおよびア
ウトバウンドの IPデータグラムすべてがポリシーに沿っているかどうかを検査しま
す。転送されたデータグラムは、このコマンドで追加されたポリシー検査の対象外
になります。また、ipsecconfコマンドはセキュリティーポリシーデータベース
(SPD)を構成します。 IPsecポリシーオプションについては、ipsecconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

ipsecconfコマンドを呼び出すには、root役割になっている必要があります。このコ
マンドは、両方向のトラフィックを保護するエントリを受け入れます。このコマン
ドは、片方向だけのトラフィックを保護するエントリも受け入れます。

ローカルアドレスとリモートアドレスというパターンのポリシーエントリは、1つの
ポリシーエントリで両方向のトラフィックを保護します。たとえば、指定されたホ
ストに対して方向が指定されていない場合、laddr host1と raddr host2というパ
ターンを含むエントリは、両方向のトラフィックを保護します。そのため、各ホス
トにポリシーエントリを 1つだけ設定すれば済みます。

ipsecconfコマンドで追加されたポリシーエントリには持続性がなく、システムのリ
ブート時に失われます。システムのブート時に IPsecポリシーが確実にアクティブに
なるようにするには、/etc/inet/ipsecinit.confファイルにポリシーエントリを追加
したあと、policyサービスを更新するか有効化します。例については、233ページ
の「IPsecによるトラフィックの保護」を参照してください。

ipsecinit.confファイル
Oracle Solarisを起動したときに IPsecセキュリティーポリシーを有効化するには、特
定の IPsecポリシーエントリを使用して構成ファイルを作成し IPsecを初期化しま
す。このファイルのデフォルトの名前は /etc/inet/ipsecinit.confです。ポリ
シーエントリとその形式の詳細については、ipsecconf(1M)のマニュアルページを参
照してください。ポリシーの構成が完了したら、svcadm refresh ipsec/policy コマ
ンドを使用してポリシーを更新できます。
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Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月256

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV1hbrunlevels-25516
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV1hbrunlevels-25516
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29116smf-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114svcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114svccfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114ipsecconf-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E29114ipsecconf-1m


サンプルの ipsecinit.confファイル
Oracle Solarisソフトウェアには、サンプルの IPsecポリシーファイル
ipsecinit.sampleが含まれます。このファイルをテンプレートとして独自の
ipsecinit.confファイルを作成できます。ipsecinit.sampleファイルには、次のエン
トリが含まれています。

...

# In the following simple example, outbound network traffic between the local

# host and a remote host will be encrypted. Inbound network traffic between

# these addresses is required to be encrypted as well.

#

# This example assumes that 10.0.0.1 is the IPv4 address of this host (laddr)

# and 10.0.0.2 is the IPv4 address of the remote host (raddr).

#

{laddr 10.0.0.1 raddr 10.0.0.2} ipsec

{encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

# The policy syntax supports IPv4 and IPv6 addresses as well as symbolic names.

# Refer to the ipsecconf(1M) man page for warnings on using symbolic names and

# many more examples, configuration options and supported algorithms.

#

# This example assumes that 10.0.0.1 is the IPv4 address of this host (laddr)

# and 10.0.0.2 is the IPv4 address of the remote host (raddr).

#

# The remote host will also need an IPsec (and IKE) configuration that mirrors

# this one.

#

# The following line will allow ssh(1) traffic to pass without IPsec protection:

{lport 22 dir both} bypass {}

#

# {laddr 10.0.0.1 dir in} drop {}

#

# Uncommenting the above line will drop all network traffic to this host unless

# it matches the rules above. Leaving this rule commented out will allow

# network packets that does not match the above rules to pass up the IP

# network stack. ,,,

ipsecinit.confと ipsecconfのセキュリティーについ
て
確立された接続の IPsecポリシーを変更することはできません。ポリシーの変更がで
きないソケットを、「ラッチされたソケット」と呼びます。新しいポリシーエント
リは、すでにラッチされたソケットを保護しません。詳細について
は、connect(3SOCKET)と accept(3SOCKET)のマニュアルページを参照してくださ
い。自信がない場合は、接続を再起動してください。

ipsecinit.confファイル
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ネーミングシステムを保護してください。次の 2つの条件に該当する場合、そのホ
スト名は信頼できません。

■ ソースアドレスが、ネットワークを介して参照できるホストである。
■ ネーミングシステムの信頼性に問題がある。

セキュリティーの弱点の多くは、実際のツールではなく、ツールの使用方法にあり
ます。ipsecconfコマンドを使用するときは注意が必要です。もっとも安全な操作
モードのために、sshを使用するか、コンソールなど物理的に接続されたTTYを使
用してください。

ipsecalgsコマンド
Oracle Solarisの暗号化フレームワーク機能は、認証と暗号化のアルゴリズムを IPsec
に提供します。ipsecalgsコマンドを使用すると、各 IPsecプロトコルでサポートさ
れているアルゴリズムを一覧表示できます。ipsecalgsの構成は
/etc/inet/ipsecalgs ファイルに格納されます。通常、このファイルを変更する必要
はありません。ただし、このファイルを変更する必要がある場合は、ipsecalgsコマ
ンドを使用します。決して直接には編集しないでください。サポートされるアルゴ
リズムは、システムのブート時に svc:/network/ipsec/ipsecalgs:defaultサービスに
よってカーネルと同期されます。

有効な IPsecプロトコルおよびアルゴリズムは、RFC 2407に記載されている ISAKMP
解釈ドメイン (DOI)によって記述されます。一般的な意味では、DOIは、データ形
式、ネットワークトラフィック交換タイプ、およびセキュリティー関連情報の命名
規約を定義します。セキュリティー関連情報の例としては、セキュリティーポリ
シーや、暗号化アルゴリズム、暗号化モードなどがあります。

具体的には、ISAKMP DOIは、有効な IPsecアルゴリズムとそのプロトコル
(PROTO_IPSEC_AHと PROTO_IPSEC_ESP)の命名規則と番号付け規則を定義します。1つ
のアルゴリズムは 1つのプロトコルだけに関連します。このような ISAKMP DOI定
義は、/etc/inet/ipsecalgsファイルにあります。アルゴリズム番号とプロトコル番
号は、Internet Assigned Numbers Authority (IANA)によって定義されます。ipsecalgs

コマンドは、IPsecアルゴリズムのリストを拡張します。

アルゴリズムの詳細については、ipsecalgs(1M)のマニュアルページを参照してくだ
さい。暗号化フレームワークの詳細は、『Oracle Solarisの管理:セキュリ
ティーサービス』の第 11章「暗号化フレームワーク (概要)」を参照してください。
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IPsecのセキュリティーアソシエーションデータベース
IPsecセキュリティーサービスの鍵情報は、セキュリティーアソシエーションデータ
ベース (SADB)に保存されます。セキュリティーアソシエーション (SA)は、インバウ
ンドパケットとアウトバウンドパケットを保護します。SADBの保守は、1つまたは
複数の (そしておそらくは協力する)ユーザープロセスがメッセージを特殊なソ
ケット経由で送信することによって行われます。SADBを保守するこの方法は、
route(7P)のマニュアルページで説明している方法に類似しています。root役割だけ
がデータベースにアクセスできます。

in.ikedデーモンと ipseckeyコマンドは PF_KEYソケットインタフェースを使用して
SADBを保守します。SADBが要求やメッセージを処理する方法の詳細について
は、pf_key(7P)のマニュアルページを参照してください。

IPsecの SAを生成するためのユーティリティー
IKEプロトコルは、IPv4アドレスおよび IPv6アドレスの鍵を自動的に管理しま
す。IKEを設定する方法については、第 18章「IKEの構成 (手順)」を参照してくださ
い。手動キーイングユーティリティーは ipseckeyコマンドです (ipseckey(1M)のマ
ニュアルページを参照)。

セキュリティーアソシエーションデータベース (SADB)を手動で生成するに
は、ipseckeyコマンドを使用します。通常、手動での SA生成は、何らかの理由で
IKEを使用できない場合に使用します。ただし、SPIの値が一意であれば、手動での
SA生成と IKEを同時に使用することができます。

ipseckeyコマンドを使用すると、鍵が手動で追加された場合でも、IKEによって追加
された場合でも、システムで認識されているすべての SAを表示できます。-cオプ
ションを指定して ipseckeyコマンドを実行すると、引数として指定した鍵ファイル
の構文がチェックされます。

ipseckeyコマンドで追加された IPsec SAには持続性がなく、システムのリブート時
に失われます。手動で追加した SAをシステムのブート時に有効にするに
は、/etc/inet/secret/ipseckeysファイルにエントリを追加してか
ら、svc:/network/ipsec/manual-key:defaultサービスを有効にします。手順につい
ては、247ページの「IPsecの鍵を手動で作成する方法」を参照してください。

ipseckeyコマンドには少数の一般オプションしかありませんが、多くのコマンド言
語をサポートしています。マニュアルキー操作に固有のプログラムインタフェース
で要求を配信するように指定することもできます。詳細については、pf_key(7P)のマ
ニュアルページを参照してください。
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ipseckeyにおけるセキュリティーについて
ipseckeyコマンドを使用すると、Network SecurityまたはNetwork IPsec Management権
利プロファイルを持つ役割は、暗号鍵に関する機密情報を入力できます。場合に
よっては、不正にこの情報にアクセスして IPsecトラフィックのセキュリティーを損
なうことも可能です。

注 –可能であれば、ipseckeyによる手動のキーイングではなく、IKEを使用してくだ
さい。

鍵情報を扱う場合および ipseckeyコマンドを使用する場合には、次のことに注意し
てください。

■ 鍵情報を更新しているかどうか。定期的に鍵を更新することが、セキュリ
ティーの基本作業となります。鍵を更新することで、アルゴリズムと鍵の脆弱性
が暴かれないように保護し、公開された鍵の侵害を制限します。

■ TTYがネットワークに接続されているか。ipseckeyコマンドは対話モードで実行
されているか。
■ 対話モードの場合、鍵情報のセキュリティーは、TTYのトラフィックに対応
するネットワークパスのセキュリティーになります。平文の telnetや rlogin
セッションでは、ipseckeyコマンドを使用しないでください。

■ ローカルウィンドウでも、ウィンドウを読み取ることのできる隠密プログラム
からの攻撃には無防備です。

■ -fオプションを使用しているか。ファイルはネットワークを介してアクセスされ
ているか。ファイルは外部から読み取り可能か。
■ ネットワークマウントファイルが読み取られている場合、不正に読み取られる
可能性があります。外部から読み取れるファイルに鍵情報を保存して使用しな
いでください。

■ ネーミングシステムを保護してください。次の 2つの条件に該当する場合、そ
のホスト名は信頼できません。
■ ソースアドレスが、ネットワークを介して参照できるホストである。
■ ネーミングシステムの信頼性に問題がある。

セキュリティーの弱点の多くは、実際のツールではなく、ツールの使用方法にあり
ます。ipseckeyコマンドを使用するときには注意が必要です。もっとも安全な操作
モードのために、sshを使用するか、コンソールなど物理的に接続されたTTYを使
用してください。

IPsecの SAを生成するためのユーティリティー
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snoopコマンドと IPsec
snoopコマンドは、AHヘッダーと ESPヘッダーを構文解析できます。ESPはその
データを暗号化するため、ESPで暗号化および保護されたヘッダーは snoopコマンド
では読み取ることができません。しかし、AHはデータを暗号化しません。した
がって、AHで保護されたトラフィックは snoopコマンドで読み取ることができま
す。このコマンドに -Vオプションを指定すると、いつAHがパケットに使用されて
いるかを表示できます。詳細は、snoop(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

保護されたパケットに snoopコマンドを実行した場合の詳細な出力については、
253ページの「IPsecによってパケットが保護されていることを確認する方法」を参
照してください。

このリリースにバンドルされている無料のオープンソースソフトウェアWireshark
(http://www.wireshark.org/about.html)のように、サードパーティーのネットワーク
アナライザも使用可能です。

snoopコマンドと IPsec
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インターネット鍵交換 (概要)

インターネット鍵交換 (IKE)は、IPsecの鍵管理を自動化します。Oracle Solarisは
IKEv1を実装します。IKEについて説明するこの章の内容は次のとおりです。

■ 263ページの「IKEによる鍵管理」
■ 264ページの「IKEの鍵ネゴシエーション」
■ 265ページの「IKE構成の選択」
■ 267ページの「IKEユーティリティーおよび IKEファイル」

IKEを実装する手順については、第 18章「IKEの構成 (手順)」を参照してくださ
い。参照情報については、第 19章「インターネット鍵交換 (リファレンス)」を参照
してください。IPsecについては、第 14章「IPセキュリティーアーキテクチャー (概
要)」を参照してください。

IKEによる鍵管理
IPsecセキュリティーアソシエーション (SA)の鍵情報を管理することを「鍵管理」と
いいます。自動鍵管理では、鍵の作成、認証、および交換にセキュリティー保護さ
れた通信チャネルを要求します。Oracle Solarisではインターネット鍵交換バージョン
1 (IKE)を使用して鍵管理を自動化します。IKEを使用すれば、セキュリティー保護
されたチャネルを大量のトラフィックに割り当てるために容易にスケーリングでき
ます。IPv4および IPv6パケットの IPsec SAでは、IKEの利点を生かすことができま
す。

IKEでは、ハードウェアアクセラレーションとハードウェアストレージを利用できま
す。ハードウェアアクセラレータによって、負荷のかかる鍵操作をシステム外で処
理できます。ハードウェア上での鍵の格納によって、保護機能が強化されます。

17第 1 7 章
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IKEの鍵ネゴシエーション
IKEデーモン in.ikedは、安全な方法で IPsec SAのキーイング素材をネゴシエート
し、認証します。デーモンはOSによって提供される内部機能から鍵用のランダム
シードを使用します。IKEは、PFS (Perfect Forward Secrecy)をサポートしていま
す。PFSでは、データ伝送を保護するキーを使用しないで追加キーを取得し、データ
伝送のキーの作成に使用するシードを再利用しません。in.iked(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

IKEの鍵用語について
次の表は、鍵ネゴシエーションで使用される用語と、一般的に使われるその略
語、各用語の定義と使用についてまとめたものです。

表 17–1 鍵ネゴシエーションの用語、略語、使用

鍵ネゴシエーションの
用語 略語 定義と使用

鍵交換 非対称暗号化アルゴリズムのキーを生成する処理。主な 2つの方
法は、RSAとDiffie-Hellmanプロトコルです。

Diffie-Hellmanアル
ゴリズム

DH 鍵生成と鍵認証を提供する鍵交換アルゴリズム。しばしば「認証
された鍵交換」と呼ばれます。

RSAアルゴリズム RSA 鍵生成と鍵転送を提供する鍵交換アルゴリズム。このプロトコル
名は、作成者のRivest、Shamir、Adlemanの三氏に因んでいま
す。

Perfect Forward
Secrecy

PFS 認証された鍵交換だけに適用されます。PFSでは、データ伝送を
保護するために使用される鍵が、追加の鍵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
使用される鍵のソースが、追加の鍵を導き出すために使用される
ことはありません。

Oakleyグループ フェーズ 2のキーを安全な方法で確立する 1つの手法。Oakley方
式は PFSのネゴシエーションに使用されます。

IKEフェーズ1交換
フェーズ 1交換は、「メインモード」といわれているものです。フェーズ 1交換で
は、IKEは公開鍵暗号方式を使用して、ピア IKEエンティティーと IKE自体を認証し
ます。その結果がインターネットセキュリティーアソシエーションと鍵管理プロト
コル (ISAKMP)セキュリティーアソシエーション (SA)で、IKEで IPデータグラムの
鍵情報のネゴシエーションを行うためのセキュリティー保護されたチャネルとなり
ます。IPsec SAとは異なり、ISAKMP SAは双方向であるため、1つの SAだけ必要で
す。

IKEの鍵ネゴシエーション
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IKEがフェーズ 1交換で鍵情報をネゴシエートする方法は構成可能です。IKEで
は、/etc/inet/ike/configファイルから構成情報を読み取ります。次の構成情報があ
ります。

■ グローバルパラメータ (公開鍵証明書の名前など)
■ PFS (Perfect Forward Secrecy)を使用する場合
■ 影響を受けるインタフェース
■ セキュリティープロトコルとそのアルゴリズム
■ 認証方式

認証方式には、事前共有鍵と公開鍵証明書の 2つがあります。公開鍵証明書は自己
署名付きであっても、公開鍵インフラ (PKI)組織の認証局 (CA)が発行したもので
あってもかまいません。

IKEフェーズ2交換
フェーズ 2交換は「クイックモード」といいます。フェーズ 2交換では、IKEは IKE
デーモンを実行するシステム間の IPsec SAを作成および管理します。また、フェーズ
1交換で作成したセキュリティー保護されたチャネルを使用して、鍵情報の伝送を保
護します。IKEデーモンは、/dev/randomデバイスを使用して乱数発生関数から
キーを作成します。また、IKEデーモンは、キーを一定の割合 (構成可能)で更新し
ます。この鍵情報は、IPsecポリシーの構成ファイル ipsecinit.confに指定されてい
るアルゴリズムによって使用されます。

IKE構成の選択
/etc/inet/ike/config構成ファイルには、IKEポリシーのエントリが含まれていま
す。2つの IKEデーモンを相互に認証するためには、これらのエントリが有効でなけ
ればなりません。さらに、鍵情報も必要です。構成ファイルのエントリ
は、フェーズ 1交換を認証するための鍵情報の使用方法を決定します。選択肢
は、事前共有鍵か公開鍵証明書のどちらかです。

エントリ auth_method presharedは、事前共有鍵が使用されることを示しま
す。auth_methodの値が preshared以外の場合には、公開鍵証明書が使用されること
を示します。公開鍵証明書は自己署名付きにするか、PKI組織から発行できます。詳
細は、ike.config(4)のマニュアルページを参照してください。

IKEと事前共有鍵認証
事前共有鍵は、2つのピアシステムを認証するために使用されます。事前共有鍵
は、1つのシステム上の管理者によって作成される 16進数またはASCII文字列で

IKE構成の選択
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す。この鍵はその後、ピアシステムの管理者によって安全な方法で共有されま
す。事前共有鍵が傍受者によって傍受されると、その傍受者はピアシステムの 1つ
を偽装できる可能性があります。

この認証方法を使用するピア上の事前共有鍵は、同一である必要があります。これ
らの鍵は、特定の IPアドレスまたはアドレス範囲に関連付けられています。鍵
は、各システムの /etc/inet/secret/ike.presharedファイルに保存されます。詳細
は、ike.preshared(4)のマニュアルページを参照してください。

IKEと公開鍵証明書
公開鍵証明書を使用すると、通信するシステムが秘密鍵情報を帯域外で共有する必
要がなくなります。公開鍵では、鍵の認証とネゴシエーションにDiffie-Hellmanアル
ゴリズム (DH)を使用します。公開鍵証明書には、2つの方法があります。公開鍵証
明書は、自己署名付きにすることも、認証局 (CA)が認証することもできます。

自己署名付き公開鍵証明書は、自ら (管理者)が作成します。ikecert certlocal -ks

コマンドを実行して、システムの公開鍵と非公開鍵のペアの非公開部分を作成しま
す。そのあと、管理者は、リモートシステムからX.509形式で自己署名付き証明書の
出力を取得します。リモートシステムの証明書は、鍵のペアの公開部分の ikecert

certdbコマンドに入力されます。自己署名付き証明書は、通信するシステムの
/etc/inet/ike/publickeysディレクトリに保存されます。証明書をシステムに接続さ
れているハードウェアに保存したい場合は、-Tオプションを指定します。

自己署名付き証明書は、事前共有鍵とCA間の中間ポイントになります。事前共有鍵
とは異なり、自己署名付き証明書は移動体システムまたは再番号付け可能なシステ
ムで使用できます。固定番号を使用しないで、システムの証明書に自己署名するに
は、DNS ( www.example.org)または email (root@domain.org)の代替名を使用します。

公開鍵は、PKIまたはCA組織で配信できます。公開鍵とそれに関連するCA
は、/etc/inet/ike/publickeysディレクトリに格納されます。証明書をシステムに接
続されているハードウェアに保存したい場合は、-Tオプションを指定します。ま
た、ベンダーは証明書失効リスト (CRL)も発行します。管理者は鍵とCAを格納する
だけでなく、CRLを /etc/inet/ike/crlsディレクトリに格納する責任があります。

CAには、サイトの管理者ではなく、外部の機関によって認証されるといった特長が
あります。その点では、CAは公証された証明書となります。自己署名付き証明書と
同様に、CAは移動体システムまたは再番号付け可能なシステムで使用できます。そ
の一方、自己署名付き証明書とは異なり、CAは通信する多くのシステムを保護する
ために容易にスケーリングできます。
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IKEユーティリティーおよび IKEファイル
次の表は、IKEポリシーの構成ファイルや、IKEキーの格納場所、IKEを実装する各
種のコマンドとサービスについてまとめたものです。サービスについては、『Oracle
Solarisの管理:一般的なタスク』の第 6章「サービスの管理 (概要)」を参照してくだ
さい。

表 17–2 IKE構成ファイル、鍵の格納場所、コマンド、サービス

ファイル、場所、コマンド、または
サービス 説明 マニュアルページ

svc:/network/ipsec/ike IKEを管理する SMFサービス。 smf(5)

/usr/lib/inet/in.iked インターネット鍵交換 (IKE)デーモン。ikeサービスが使
用可能なときに自動鍵管理をアクティブ化します。

in.iked(1M)

/usr/sbin/ikeadm IKEポリシーの表示および一時的な変更用の IKE管理コマ
ンド。フェーズ 1アルゴリズムや使用可能な
Diffie-Hellmanグループなどの IKE管理オブジェクトを表
示できます。

ikeadm(1M)

/usr/sbin/ikecert 公開鍵証明書が格納されているローカルデータベースを
操作する証明書データベース管理コマンド。データ
ベースは、接続されたハードウェアにも格納できます。

ikecert(1M)

/etc/inet/ike/config デフォルトの IKEポリシー構成ファイル。インバウンド
IKE要求のマッチングとアウトバウンド IKE要求の準備に
関するサイトの規則が含まれています。

このファイルが存在する場合、ikeサービスが有効になる
と in.ikedデーモンが起動します。このファイルの場所は
svccfgコマンドで変更することができます。

ike.config(4)

ike.preshared /etc/inet/secretディレクトリにある事前共有鍵ファイ
ル。フェーズ 1交換での認証の秘密鍵情報が含まれま
す。事前共有鍵を使って IKEを構成するときに使用され
ます。

ike.preshared(4)

ike.privatekeys /etc/inet/secretディレクトリにある非公開鍵ディレク
トリ。公開鍵と非公開鍵のペアの非公開部分が含まれて
います。

ikecert(1M)

publickeysディレクトリ /etc/inet/ikeディレクトリ内のディレクトリ。公開鍵と
証明書ファイルが格納されています。公開鍵と非公開鍵
のペアの公開部分が含まれています。

ikecert(1M)

crlsディレクトリ /etc/inet/ikeディレクトリ内のディレクトリ。公開鍵や
証明書ファイルの失効リストが格納されています。

ikecert(1M)
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表 17–2 IKE構成ファイル、鍵の格納場所、コマンド、サービス (続き)
ファイル、場所、コマンド、または
サービス 説明 マニュアルページ

Sun Crypto Accelerator 6000ボード オペレーティングシステムの処理を少なくすることで公
開鍵操作を高速化するハードウェア。公開鍵、非公開
鍵、および公開鍵証明書も格納します。Sun Crypto
Accelerator 6000ボードはレベル 3の FIPS 140-2認定デバイ
スです。

ikecert(1M)
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IKEの構成 (手順)

この章では、使用するシステムにあわせて Internet Key Exchange (IKE)を構成する方
法について説明します。IKEの構成が完了すると、そのネットワークにおける IPsec
の鍵情報が自動的に生成されます。この章では、次の内容について説明します。

■ 269ページの「IKE情報の表示」
■ 271ページの「IKEの構成 (タスクマップ)」
■ 271ページの「事前共有鍵による IKEの構成 (タスクマップ)」
■ 276ページの「公開鍵証明書による IKEの構成 (タスクマップ)」
■ 293ページの「移動体システム用の IKEの構成 (タスクマップ)」
■ 301ページの「接続したハードウェアを検出するように IKEを構成する」

IKEの概要については、第 17章「インターネット鍵交換 (概要)」を参照してくださ
い。IKEの参照情報については、第 19章「インターネット鍵交換 (リファレン
ス)」を参照してください。詳細な手順については、ikeadm(1M)、ikecert(1M)、およ
び ike.config(4)のマニュアルページで使用例のセクションを参照してください。

IKE情報の表示
フェーズ 1 IKEネゴシエーションで使用できるアルゴリズムおよびグループを表示で
きます。

▼ フェーズ1 IKE交換に使用できるグループおよび
アルゴリズムの表示方法
この手順では、フェーズ 1 IKE交換で使用できるDiffie-Hellmanグループを判別しま
す。また、IKEフェーズ 1交換で使用可能な暗号化および認証アルゴリズムを表示し
ます。数値は、IANA (Internet Assigned Numbers Authority)によってこれらのアルゴリ
ズムに指定された値に一致します。
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IKEがフェーズ 1で使用できるDiffie-Hellmanグループの一覧を表示します。
Diffie-Hellmanグループは IKE SAを設定します。
# ikeadm dump groups

Value Strength Description

1 66 ietf-ike-grp-modp-768

2 77 ietf-ike-grp-modp-1024

5 91 ietf-ike-grp-modp-1536

14 110 ietf-ike-grp-modp-2048

15 130 ietf-ike-grp-modp-3072

16 150 ietf-ike-grp-modp-4096

17 170 ietf-ike-grp-modp-6144

18 190 ietf-ike-grp-modp-8192

Completed dump of groups

これらの値の 1つを、次に示すように IKEフェーズ 1変換の oakley_groupパラメータ
の引数として使用します。

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha encr_alg aes }

IKEがフェーズ 1で使用できる認証アルゴリズムの一覧を表示します。
# ikeadm dump authalgs

Value Name

1 md5

2 sha1

4 sha256

5 sha384

6 sha512

Completed dump of authalgs

これらの名前の 1つを、次に示すように IKEフェーズ 1変換の auth_algパラメータ
の引数として使用します。

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha256 encr_alg 3des }

IKEがフェーズ 1で使用できる暗号アルゴリズムの一覧を表示します。
# ikeadm dump encralgs

Value Name

3 blowfish-cbc

5 3des-cbc

1 des-cbc

7 aes-cbc

Completed dump of encralgs

これらの名前の 1つを、次に示すように IKEフェーズ 1変換の encr_algパラメータ
の引数として使用します。

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha256 encr_alg aes }

1
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これらの値を必要とする IKE規則の構成のタスクについては、271ページの「IKEの
構成 (タスクマップ)」を参照してください。

IKEの構成 (タスクマップ)
IKEを認証するには、事前共有鍵、自己署名付き証明書、および認証局 (CA)の証明
書を使用できます。規則として、保護しようとしているエンドポイントには、特定
の IKE認証方法を関連付けます。したがって、1つのシステムに 1つまたはすべての
IKE認証方法を使用できます。PKCS #11ライブラリへのポインタによって、IKE
は、接続されたハードウェアアクセラレータを使用できます。

IKEを構成したあと、IKE構成を使用する IPsecタスクを実行します。次の表に、特
定の IKE構成に注目したタスクマップを示します。

タスク 説明 手順

事前共有鍵で IKEを構成し
ます。

2つのシステムに秘密鍵を共有させることによ
り、その通信を保護します。

271ページの「事前共有鍵による IKEの
構成 (タスクマップ)」

公開鍵証明書で IKEを構成
します。

公開鍵証明書を使って通信を保護します。証明
書は、自己署名付き、または PKI機関の保証付
きです。

276ページの「公開鍵証明書による IKE
の構成 (タスクマップ)」

NAT境界を越えます。 IPsecと IKEを構成して、移動体システムと通信
します

293ページの「移動体システム用の IKE
の構成 (タスクマップ)」

ハードウェアキーストアを
使用して証明書ペアを生成
するよう IKEを構成しま
す。

Sun Crypto Accelerator 6000ボードを使用可能に
して、IKE操作を高速化し、公開鍵証明書を格
納します。

301ページの「接続したハードウェアを
検出するように IKEを構成する」

事前共有鍵による IKEの構成 (タスクマップ)
次の表に、事前共有鍵で IKEを構成および保守する手順を示します。

タスク 説明 手順

事前共有鍵で IKEを構成し
ます。

IKE構成ファイルと共有する 1つの鍵を作成し
ます。

272ページの「事前共有鍵により IKEを
構成する方法」

実行中の IKEシステムへ事
前共有鍵を追加します。

現在 IKEポリシーを実施しているシステム
に、新しい IKEポリシーエントリと新しい鍵情
報を追加します。

274ページの「新規ピアシステムのため
に IKEを更新する方法」

参照
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事前共有鍵による IKEの構成
事前共有鍵は、IKE用の最も簡単な認証方法です。IKEを使用するようにピアシステ
ムを構成し、さらに、ユーザーが両方のシステムの管理者である場合、事前共有鍵
を使用することをお勧めします。ただし、公開鍵認証とは異なり、事前共有鍵は IP
アドレスに関連付けられます。事前共有鍵を特定の IPアドレスまたは IPアドレス範
囲に関連付けることができます。事前共有鍵は、移動体システムや、番号が変更さ
れることがあるシステムでは使用できませんが、番号の変更が、指定された IPアド
レスの範囲内である場合を除きます。

▼ 事前共有鍵により IKEを構成する方法
IKE実装では、鍵の長さが異なるさまざまなアルゴリズムが提供されます。鍵の長さ
は、サイトのセキュリティーに応じて選択します。一般的に、鍵の長さが長いほ
ど、セキュリティーが高くなります。

この手順では、ASCII形式の鍵を生成します。

これらの手順には、システム名 enigmaおよび partymを使用します。enigmaと partym

を各自使用しているシステムの名前に置き換えてください。

注 – Trusted Extensionsシステムのラベルと一緒に IPsecを使用するには、『Trusted
Extensions構成と管理』の「マルチレベルTrusted Extensionsネットワークで IPsec保
護を適用する」にあるこの手順の拡張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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

システムごとに、/etc/inet/ike/configファイルを作成します。

/etc/inet/ike/config.sampleをテンプレートとして使用できます。

システムごとに、規則とグローバルパラメータを ike/configファイルに入力しま
す。

これらの規則やグローバルパラメータは、システムの ipsecinit.confファイルに設
定されている IPsecポリシーが正しく動作するものでなければなりません。次の IKE
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構成例は、235ページの「IPsecで 2つのシステム間のトラフィックを保護するに
は」の ipsecinit.confの例で機能します。

a. たとえば、enigmaシステムの /etc/inet/ike/configファイルを次のように変更し
ます。
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## Global parameters

#

## Defaults that individual rules can override.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg 3des }

p2_pfs 2

#

## The rule to communicate with partym

# Label must be unique

{ label "enigma-partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

b. partymシステムの /etc/inet/ike/configファイルを次のように変更します。
### ike/config file on partym, 192.168.13.213

## Global Parameters

#

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg 3des }

p2_pfs 2

## The rule to communicate with enigma

# Label must be unique

{ label "partym-enigma"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

システムごとに、ファイルの構文を確認します。
# /usr/lib/inet/in.iked -c -f /etc/inet/ike/config

システムごとに /etc/inet/secret/ike.presharedファイルを作成します。

各ファイルに事前共有鍵を書き込みます。

a. たとえば、enigmaシステムの ike.presharedファイルは次のようになります。
# ike.preshared on enigma, 192.168.116.16

#...

{ localidtype IP

4
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localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

remoteid 192.168.13.213

# The preshared key can also be represented in hex

# as in 0xf47cb0f432e14480951095f82b

# key "This is an ASCII Cqret phrAz, use str0ng p@ssword tekniques"
}

b. partymシステムの ike.presharedファイルは次のようになります。
# ike.preshared on partym, 192.168.13.213

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.13.213

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# The preshared key can also be represented in hex

# as in 0xf47cb0f432e14480951095f82b

key "This is an ASCII Cqret phrAz, use str0ng p@ssword tekniques"
}

IKEサービスを有効にします。
# svcadm enable ipsec/ike

IKE事前共有鍵を更新する
IKE管理者が事前共有鍵を更新するときは、ピアシステム上のファイルを編集
し、in.ikedデーモンを再起動します。

最初に、管理者は 192.168.13.0/24サブネット上のすべてのホストについて有効
な、事前共有鍵エントリを追加します。

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.116.0/24

remoteidtype IP

remoteid 192.168.13.0/24

# enigma and partym’s shared passphrase for keying material

key "LOooong key Th@t m^st Be Ch*angEd \"reguLarLy)"
}

次に、管理者は各システムの IKEサービスを再起動します。

# svcadm enable ipsec/ike

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

▼ 新規ピアシステムのために IKEを更新する方法
同じピア間で動作中の構成に対して IPsecポリシーエントリを追加した場合、IPsecポ
リシーサービスを更新する必要があります。IKEの再構成または再起動は不要です。

6

例18–1

次の手順
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IPsecポリシーに新しいピアを追加した場合、IPsecの変更に加えて IKE構成を変更す
る必要があります。

ipsecinit.confファイルを更新し、ピアシステムの IPsecポリシーを更新しました。

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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

IPsecを使用する新規システム用の鍵を管理するための IKEの規則を作成します。

a. たとえば、enigmaシステムで、次の規則を /etc/inet/ike/configファイルに追加
します。
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## The rule to communicate with ada

{label "enigma-to-ada"
local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.15.7

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes}

p2_pfs 5

}

b. adaシステムで、次の規則を追加します。
### ike/config file on ada, 192.168.15.7

## The rule to communicate with enigma

{label "ada-to-enigma"
local_addr 192.168.15.7

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes}

p2_pfs 5

}

ピアシステム用の IKE事前共有鍵を作成します。

a. enigmaシステムで、次の情報を /etc/inet/secret/ike.presharedファイルに追加
します。
# ike.preshared on enigma for the ada interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

始める前に

1
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remoteid 192.168.15.7

# enigma and ada’s shared key

key "Twas brillig and the slivey toves did *s0mEtHiNg* be CareFULL hEEEr"
}

b. adaシステムで、次の情報を ike.presharedファイルに追加します。
# ike.preshared on ada for the enigma interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.15.7

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# ada and enigma’s shared key

key "Twas brillig and the slivey toves did *s0mEtHiNg* be CareFULL hEEEr"
}

各システムで、ikeサービスを更新します。
# svcadm refresh ike

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

公開鍵証明書による IKEの構成 (タスクマップ)
次の表に、IKEの公開鍵証明書を作成する手順を示します。これらの手順には、接続
されたハードウェア上で証明書を高速化および格納する方法が含まれます。

公開証明書は一意である必要があるため、公開鍵証明書の作成者は証明書について
一意となる任意の名前を生成します。通常は、X.509識別名が使用されます。識別用
の代替名も使用できます。これらの名前の形式は、tag=valueです。値は任意です
が、値の形式は、そのタグの種類に対応する必要があります。たとえば、emailタグ
の形式は name@ domain.suffixです。

タスク 説明 手順

自己署名付き公開鍵証明書で
IKEを構成します。

システムごとに 2つの証明書を作成および格納し
ます。
■ 自己署名付き証明書
■ ピアシステムからの公開鍵証明書

277ページの「自己署名付き公開
鍵証明書により IKEを構成する方
法」

PKI認証局で IKEを構成しま
す。

1つの証明書要求を作成して、そのあと、システ
ムごとに次の 3つの証明書を格納します。
■ 証明書要求に応じて認証局 (CA)が作成した
証明書

■ CAからの公開鍵証明書
■ CAからのCRL

282ページの「CAからの署名付き
証明書により IKEを構成する方
法」
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タスク 説明 手順

ローカルハードウェアで公開鍵
証明書を構成します。

次のいずれかの作業を行います。
■ ローカルハードウェアで自己署名付き証明書
を生成してから、リモートシステムからの公
開鍵をハードウェアに追加する。

■ ローカルハードウェアで証明書要求を生成し
てから、CAからの公開鍵証明書をハード
ウェアに追加する。

287ページの「ハードウェアで公
開鍵証明書を生成および格納する
方法」

PKIからの証明書失効リスト
(CRL)を更新します

中央の配布ポイントからCRLにアクセスしま
す。

291ページの「証明書失効リスト
を処理する方法」

注 – Trusted Extensionsシステム上でパケットおよび IKEネゴシエーションにラベルを
付けるには、『Trusted Extensions構成と管理』の「ラベル付き IPsecの構成 (作業
マップ)」の手順に従ってください。

公開鍵証明書はTrusted Extensionsシステムの大域ゾーン内で管理されます。Trusted
Extensionsは証明書を管理および格納する方法を変更しません。

公開鍵証明書による IKEの構成
公開鍵証明書を使用すると、通信するシステムは秘密鍵情報を帯域外で共有する必
要がなくなります。事前共有鍵とは異なり、公開鍵証明書は、移動体システムな
ど、番号が変更される可能性があるシステムでも使用できます。

公開鍵証明書はまた、接続されたハードウェア内で生成して格納できます。手順に
ついては、301ページの「接続したハードウェアを検出するように IKEを構成す
る」を参照してください。

▼ 自己署名付き公開鍵証明書により IKEを構成する
方法
この手順では、証明書ペアを作成します。非公開鍵はディスク上のローカル証明書
データベースに格納され、certlocalサブコマンドを使用して参照できます。証明書
ペアの公開部分は、公開証明書データベースに格納されます。これは certdbサブコ
マンドを使用して参照できます。公開部分をピアシステムと交換します。2つの証明
書を組み合わせたものが、IKE転送を認証するために使用されます。

自己署名付き証明書は、CAからの公開鍵証明書よりもオーバーヘッドが少ないので
すが、あまり簡単には拡大できません。CAによって発行される証明書とは異な
り、自己署名付き証明書は帯域外で検証する必要があります。
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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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

自己署名付き証明書を ike.privatekeysデータベース内に作成します。
# ikecert certlocal -ks -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname \

[-S validity-start-time] [-F validity-end-time] [-T token-ID]

-ks 自己署名付き証明書を作成します。

-m keysize キーのサイズです。keysizeは、512、1024、2048、3072、4096
のいずれかです。

-t keytype 使用するアルゴリズムのタイプを指定します。keytypeは
rsa-sha1、rsa-md5、dsa-sha1のいずれかです。

-D dname 証明書主体のX.509識別名です。dnameの一般的な形式は次の
とおりです: C=country (国)、O=organization (組
織)、OU=organizational unit (組織単位)、CN=common name (共
通名)。有効なタグは、C、O、OU、CNです。

-A altname 証明書の代替名です。altnameの形式は tag=valueです。有効
なタグは IP、DNS、email、および DNです。

-S validity-start-time 証明書の有効期間の開始時間を絶対値または相対値で指定し
ます。

-F validity-end-time 証明書の有効期間の終了時間を絶対値または相対値で指定し
ます。

-T token-ID PKCS #11ハードウェアトークンで鍵を生成できるようにしま
す。その後、証明書はハードウェアに格納されます。

a. たとえば、partymシステムでは、コマンドは次のようになります。
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

-D "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym" \

-A IP=192.168.13.213

Creating private key.

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEfdZgKjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

a...+

zBGi4QkNdI3f

-----END X509 CERTIFICATE-----

1

2
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注 – -Dおよび -Aオプションの値は任意です。値は証明書を識別するためだけに使
用されます。これらは 192.168.13.213などのシステムを識別するためには使用され
ません。実際、これらは固有の値であるため、正しい証明書がピアシステムにイ
ンストールされていることを帯域外で検証する必要があります。

b. enigmaシステムでは、コマンドは次のようになります。
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

-D "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma" \

-A IP=192.168.116.16

Creating private key.

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEBl5JnjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

...

y85m6LHJYtC6

-----END X509 CERTIFICATE-----

証明書を保存し、リモートシステムに送信します。

出力は、証明書の公開部分の符号化済みバージョンです。この証明書を電子メール
にペーストしても安全です。手順 bで示すように、受け取り側は正しい証明書をイ
ンストールしていることを帯域外で検証する必要があります。

a. たとえば、partym証明書の公開部分を enigma管理者に送信します。
To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEfdZgKjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

a...+

zBGi4QkNdI3f

-----END X509 CERTIFICATE------

b. enigma管理者から、enigma証明書の公開部分が送信されます。
To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: ----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEBl5JnjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

...

y85m6LHJYtC6

-----END X509 CERTIFICATE-----

各システムで、受け取った証明書を公開鍵データベースに追加します。

a. rootで読み取り可能なファイルに管理者の電子メールを保存します。

b. ファイルを ikecertコマンドにリダイレクトします。
# ikecert certdb -a < /tmp/certificate.eml

コマンドは、BEGINタグと ENDタグの間にあるテキストをインポートします。

3
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通信するシステムの管理者と一緒に、証明書がその管理者のものであることを確認
します。

たとえば、ほかの管理者に電話して、自分が持つ公開証明書のハッシュが、ほかの
管理者のみが持つ非公開証明書のハッシュに一致することを検証できます。

a. partymに格納されている証明書を一覧表示します。

次の例で、Note 1はスロット 0の証明書の識別名 (DN)を示します。スロット 0の
非公開証明書は同じハッシュを持つため、これらの証明書は同一の証明書ペアで
す。公開証明書が機能するには、一致するペアを持つ必要があります。certdbサ
ブコマンドは公開部分を示し、certlocalサブコマンドは非公開部分を示しま
す。
partym # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 0 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym> Note 1
Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF

Certificate Slot Name: 1 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 1)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=Ada>

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

partym # ikecert certlocal -l

Local ID Slot Name: 0 Key Type: rsa

Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF Note 3

Local ID Slot Name: 1 Key Type: rsa-sha1

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

Local ID Slot Name: 2 Key Type: rsa

Key Size: 2048

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

このチェックでは、partymシステムが有効な証明書ペアを持つことが検証されま
した。

b. enigmaシステムが partymの公開証明書を持つことを確認します。

公開鍵ハッシュは電話で伝えることができます。

5
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前の手順の partymにおけるNote 3のハッシュと、enigmaにおけるNote 4を比較し
ます。
enigma # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 0 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=Ada>

Key Size: 2048

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

Certificate Slot Name: 1 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 1)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma>

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

Certificate Slot Name: 2 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 2)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym>

Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF Note 4

enigmaの公開証明書データベースに格納されている最後の証明書の公開鍵
ハッシュとサブジェクト名が、前の手順の partymの非公開証明書のハッシュと一
致します。

システムごとに、両方の証明書を信頼します。

/etc/inet/ike/configファイルを編集して、証明書を認識します。

パラメータ cert_trust、remote_addr、および remote_idの値は、リモートシステム
の管理者が提供します。

a. たとえば、partymシステム上の ike/configファイルは次のようになります。
# Explicitly trust the self-signed certs

# that we verified out of band. The local certificate

# is implicitly trusted because we have access to the private key.

cert_trust "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"

# We could also use the Alternate name of the certificate,

# if it was created with one. In this example, the Alternate Name

# is in the format of an IP address:

# cert_trust "192.168.116.16"

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg 3des }

p2_pfs 5

{

label "US-partym to JA-enigmax"
local_id_type dn

6
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local_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym"
remote_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"

local_addr 192.168.13.213

# We could explicitly enter the peer’s IP address here, but we don’t need

# to do this with certificates, so use a wildcard address. The wildcard

# allows the remote device to be mobile or behind a NAT box

remote_addr 0.0.0.0/0

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

b. enigmaシステムで、ike/configファイルにローカルパラメータの enigma値を追加
します。

リモートパラメータには、partym値を使用します。labelキーワードの値が
ローカルシステム上で一意であることを確認します。
...

{

label "JA-enigmax to US-partym"
local_id_type dn

local_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"
remote_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 0.0.0.0/0

...

ピアシステムで、IKEを有効にします。
partym # svcadm enable ipsec/ike

enigma # svcadm enable ipsec/ike

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

▼ CAからの署名付き証明書により IKEを構成する方
法
認証局 (CA)からの公開鍵証明書では、外部機関とのネゴシエーションが必要となり
ます。この証明書は非常に簡単に拡大できるため、通信するシステムを数多く保護
できます。

7
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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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

ikecert certlocal -kc コマンドを使用して、証明書要求を作成します。

コマンドの引数の説明については、手順 b in 277ページの「自己署名付き公開鍵証明
書により IKEを構成する方法」を参照してください。
# ikecert certlocal -kc -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname

a. たとえば、次のコマンドでは、partymシステム上に証明書要求が作成されます。
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -A "DN=C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym"

Creating software private keys.

Writing private key to file /etc/inet/secret/ike.privatekeys/2.

Enabling external key providers - done.

Certificate Request:

Proceeding with the signing operation.

Certificate request generated successfully (.../publickeys/0)

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIByjCCATMCAQAwUzELMAkGA1UEBhMCVVMxHTAbBgNVBAoTFEV4YW1wbGVDb21w

...

lcM+tw0ThRrfuJX9t/Qa1R/KxRlMA3zckO80mO9X

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

b. 次のコマンドでは、enigmaシステム上に証明書要求が作成されます。
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax" \

> -A "DN=C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax"

Creating software private keys.

...

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

8qlqdjaStLGfhDOO

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

この証明書要求をPKI機関に送信します。

1
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証明書要求の送信方法については PKIに問い合わせてください。ほとんどの機関
は、Webサイトに送信フォームを掲載しています。フォームの記入に当たって
は、その送信が正当なものであることを証明する必要があります。通常は、証明書
要求をフォームに貼り付けます。要求を受け取った機関は、それをチェックしてか
ら、次の 2つの証明書オブジェクトと、証明書失効リストを発行します。

■ 公開鍵証明書 –この証明書は機関に送信した要求に基づいて作成されます。送信
した証明書要求も、公開鍵証明書の一部として含まれます。この証明書によって
一意に識別されます。

■ 認証局 –機関の署名。CAによって公開鍵証明書が正規のものであることが確認
されます。

■ 証明書失効リスト (CRL) –機関が無効にした証明書の最新リストです。CRLへの
アクセスが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、CRLが別個の証明書オブ
ジェクトとして送信されることはありません。

CRLのURIが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、IKEはCRLを自動的に
取り出すことができます。同様に、DN (LDAPサーバー上のディレクトリ名)エン
トリが公開鍵証明書に組み込まれている場合には、IKEは、指定された LDAP
サーバーからCRLを取得し、キャッシュできます。
公開鍵証明書に組み込まれているURIとDNエントリの例については、291ページ
の「証明書失効リストを処理する方法」を参照してください。

各証明書をシステムに追加します。

ikecert certdb -aコマンドの -aオプションは、張り付けられたオブジェクトをシス
テムの適切な証明書データベースに追加します。詳細については、266ページ
の「IKEと公開鍵証明書」を参照してください。

a. 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。リモートからログインする場合、セキュリ
ティー保護されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例に
ついては、例 15–1を参照してください。

b. PKI機関から受け取った公開鍵証明書を追加します。
# ikecert certdb -a < /tmp/PKIcert.eml

c. PKI機関のCAを追加します。
# ikecert certdb -a < /tmp/PKIca.eml

d. PKI機関が証明書失効リスト (CRL)を送信してきている場合は、これを certrldb

データベースに追加します。
# ikecert certrldb -a

Press the Return key

4
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Paste the CRL:
-----BEGIN CRL-----

...

-----END CRL----

Press the Return key
<Control>-D

cert_rootキーワードを使用して、/etc/inet/ike/configファイルの PKI機関を識別
します。

PKI機関が提供する名前を使用します。

a. たとえば、partymシステムの ike/configファイルは次のようになります。
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method rsa_sig oakley_group 1 auth_alg sha384 encr_alg aes}

p2_pfs 2

{

label "US-partym to JA-enigmax - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"
remote_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

注 – auth_methodパラメータのすべての引数は同じ行になければなりません。

b. enigmaシステム上で、同様なファイルを作成します。

特に、enigma ike/configファイルは、次の条件を満たしている必要があります。

■ cert_rootには同じ値を使用する。
■ ローカルパラメータには enigma値を使用する。
■ リモートパラメータには partym値を使用する。

5
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■ labelキーワードには一意の値を作成する。この値は、リモートシステムの
label値とは異なる値でなくてはなりません。

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

...

CRLを処理する方法を IKEに伝えます。
適切なオプションを選択します。

■ No CRL available
PKI機関が CRLを提供しない場合、キーワード ignore_crlsを ike/configファイ
ルに追加します。
# Trusted root cert

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example,...

ignore_crls

...

ignore_crlsキーワードにより、IKEはCRLを検索しなくなります。

■ CRL available
PKI機関からCRLの一元的な配布ポイントを知らされている場合は、ike/config

ファイルを変更してこの場所を指定できます。

例については、291ページの「証明書失効リストを処理する方法」を参照してく
ださい。

IKEの構成時における rsa_encryptの使用

ike/configファイルで auth_method rsa_encryptを使用する場合には、ピアの証明書
を publickeysデータベースに追加する必要があります。

1. その証明書をリモートシステムの管理者に送信します。
証明書は、電子メールに貼り付けることもできます。

たとえば、partymの管理者は次のような電子メールを送信します。

To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

6
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Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII...

----END X509 CERTIFICATE-----

enigmaの管理者は次のような電子メールを送信します。

To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII

...

-----END X509 CERTIFICATE-----

2. システムごとに、電子メールで送信された証明書をローカルの publickeysデータ
ベースに追加します。

# ikecert certdb -a < /tmp/saved.cert.eml

RSA暗号化の認証方法は、IKE内の識別子を盗聴者から隠します。rsa_encryptメ
ソッドはピアの識別子を隠すため、IKEはピアの証明書を取得できません。結果とし
て、rsa_encryptメソッドでは、IKEピアが互いの公開鍵を知っておく必要がありま
す。

よって、/etc/inet/ike/configファイルの auth_methodに rsa_encryptを指定する場
合には、ピアの証明書を publickeysデータベースに追加する必要があります。この
結果、publickeysデータベースには、通信するシステムペアごとに 3つの証明書が
存在することになります。

■ ユーザーの公開鍵証明書
■ CA証明書
■ ピアの公開鍵証明書

障害追跡 – IKEペイロードは 3つの証明書を持っており、大きくなりすぎ
て、rsa_encryptが暗号化できないことがあります。「authorization failed (承認に失
敗しました)」や「malformed payload (ペイロードが不正です)」などのエ
ラーは、rsa_encryptメソッドがペイロード全体を暗号化できないことを示しま
す。証明書を 2つしか必要としない rsa_sigなどのメソッドを使用して、ペイロード
のサイズを減らします。

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

▼ ハードウェアで公開鍵証明書を生成および格納す
る方法
ハードウェア上で公開鍵証明書を生成および格納することは、システム上で公開鍵
証明書を生成および格納することと似ています。ハードウェア上では、ikecert

次の手順
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certlocalおよび ikecert certdbコマンドがハードウェアを識別しなければなりませ
ん。トークン IDに -Tオプションを指定すると、コマンドがハードウェアを識別する
ようになります。

■ ハードウェアの構成が完了していること。
■ /etc/inet/ike/configファイルの pkcs11_pathキーワードが別のライブラリを指
している場合を除き、ハードウェアは /usr/lib/libpkcs11.soライブラリを使用
します。ライブラリが、RSA Security Inc. PKCS #11 Cryptographic Token Interface
(Cryptoki)に準拠して実装されているライブラリ、すなわち PKCS #11ライブラリ
であること。

設定の手順については、301ページの「Sun Crypto Accelerator 6000ボードを検出す
るように IKE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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

自己署名付き証明書または証明書要求を作成して、トークン IDを指定します。
次のオプションのいずれかを選択します。

注 – Sun Crypto Accelerator 6000ボードは、RSAで最大 2048ビットの鍵をサポートしま
す。DSAの場合、このボードは最大 1024ビットのキーをサポートします。

■ 自己署名付き証明書の場合、次の構文を使用する
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

-Tオプションの引数は、接続された Sun Crypto Accelerator 6000ボードのトークン
IDです。

■ 証明書要求の場合、次の構文を使用します。
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

ikecertコマンドの引数の詳細については、ikecert(1M)のマニュアルページを参照
してください。

始める前に

1
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PINのプロンプトに、Sun Crypto Accelerator 6000ユーザー、コロン、および
ユーザーのパスワードを入力します。

Sun Crypto Accelerator 6000ボードのユーザー ikemgrのパスワードが rgm4tigtの場
合、次のように入力します。
Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

注 – PINの応答は、ディスク上に「クリアテキストとして」格納されます。

パスワードの入力後、証明書が印刷されます。

Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

oKUDBbZ9O/pLWYGr

-----END X509 CERTIFICATE-----

通信先に証明書を送信します。

次のオプションのいずれかを選択します。

■ リモートシステムに自己署名付き証明書を送信します。

証明書は、電子メールに貼り付けることもできます。

■ PKIを処理する機関に証明書要求を送信します。
証明書要求は、PKI機関の指示に従って送信します。詳細については、手順 3 of
282ページの「CAからの署名付き証明書により IKEを構成する方法」を参照して
ください。

システム上で、/etc/inet/ike/configファイルを編集して、証明書が認識されるよう
にします。

次のオプションのどちらか 1つを選択します。

■ 自己署名付き証明書

リモートシステムの管理者がパラメータ cert_trust、remote_id、および
remote_addr用に提供する値を使用します。たとえば、enigmaシステムの
ike/configファイルは次のようになります。
# Explicitly trust the following self-signed certs

# Use the Subject Alternate Name to identify the cert

cert_trust "192.168.116.16" Local system's certificate Subject Alt Name
cert_trust "192.168.13.213" Remote system's certificate Subject Alt name

...

{

3

4
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label "JA-enigmax to US-partym"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

■ 証明書要求

PKI機関が cert_rootキーワードの値として提供する名前を入力します。たとえ
ば、enigmaシステムの ike/configファイルは次のようになります。
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

通信先から受け取った証明書をハードウェアに格納します。

手順 3で応答したように、PIN要求に応答します。

注 –公開鍵証明書は、公開鍵を生成したハードウェアに追加する必要があります。

■ 自己署名付き証明書

リモートシステムの自己署名付き証明書を追加します。この例では、証明書は
DCA.ACCEL.STOR.CERTファイルに格納されています。
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

自己署名付き証明書が rsa_encryptを auth_methodパラメータの値として使用して
いた場合、ピアの証明書をハードウェア格納場所に追加します。

6
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■ PKI機関からの証明書
機関が証明書要求から生成した証明書を追加して、認証局 (CA)を追加します。
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CA.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

PKI機関からの証明書失効リスト (CRL)を追加する方法については、291ページ
の「証明書失効リストを処理する方法」を参照してください。

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

▼ 証明書失効リストを処理する方法
証明書失効リスト (CRL)には、認証局が発行した証明書のうち、期限切れになった
りセキュリティーが低下したりした証明書が含まれます。CRLを処理する方法に
は、次の 4つがあります。

■ CA機関がCRLを発行しない場合、CRLを無視するように IKEに指示する必要が
あります。このオプションは、手順 6 in 282ページの「CAからの署名付き証明書
により IKEを構成する方法」に示されています。

■ CAから受け取った公開鍵証明書にURI (Uniform Resource Indicator)のアドレスが
組み込まれている場合は、URIからCRLにアクセスするように IKEに指示するこ
とができます。

■ CAから受け取った公開鍵証明書に LDAPサーバーのDN (ディレクトリ名)エント
リが組み込まれている場合は、LDAPサーバーからCRLにアクセスするように
IKEに指示することができます。

■ CRLは ikecert certrldbコマンドへの引数として指定できます。例について
は、例 18–3を参照してください。

次の手順に、中央の配布ポイントからCRLを使用するように IKEに指示する手順を
示します。

CAから受信した証明書を表示する
# ikecert certdb -lv certspec

-l IKE証明書データベースにある証明書を一覧表示します。

-v 証明書を冗長モードで一覧表示します。このオプションは慎重に使用し
てください。

certspec IKE証明書データベース内の証明書と一致するパターンです。

次の手順

1
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たとえば、次の証明書はOracleが発行しました。詳細は変更されています。

# ikecert certdb -lv example-protect.oracle.com

Certificate Slot Name: 0 Type: dsa-sha1

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=Oracle, CN=example-protect.oracle.com>

Issuer Name: <CN=Oracle CA (Cl B), O=Oracle>

SerialNumber: 14000D93

Validity:

Not Valid Before: 2011 Sep 19th, 21:11:11 GMT

Not Valid After: 2015 Sep 18th, 21:11:11 GMT

Public Key Info:

Public Modulus (n) (2048 bits): C575A...A5

Public Exponent (e) ( 24 bits): 010001

Extensions:

Subject Alternative Names:

DNS = example-protect.oracle.com

Key Usage: DigitalSignature KeyEncipherment

[CRITICAL]

CRL Distribution Points:

Full Name:

URI = #Ihttp://www.oracle.com/pki/pkismica.crl#i

DN = <CN=Oracle CA (Cl B), O=Oracle>

CRL Issuer:

Authority Key ID:

Key ID: 4F ... 6B

SubjectKeyID: A5 ... FD

Certificate Policies

Authority Information Access

CRL Distribution Pointsエントリに注目してください。URIエントリは、この機関
のCRLがWeb上にあることを示しています。DNエントリは、CRLが LDAP
サーバー上にあることを示しています。一度、IKEがアクセスすると、CRLは将来に
備えてキャッシュに格納されます。

CRLにアクセスするには、配布ポイントまで到達する必要があります。

中央の配布ポイントからCRLにアクセスするには、次のメソッドのうちの 1つを選択
します。

■ URIを使用します。
キーワード use_httpをホストの /etc/inet/ike/configファイルに追加します。た
とえば、ike/configファイルは次のようになります。
# Use CRL from organization’s URI

use_http

...

2
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■ Webプロキシを使用します。
キーワード proxyを ike/configファイルに追加します。キーワード proxyは、次
のように引数としてURLを取ります。
# Use own web proxy

proxy "http://proxy1:8080"

■ LDAPサーバーを使用します。
ホストの /etc/inet/ike/configファイルの ldap-listキーワードに LDAP
サーバーの名前を指定します。LDAPサーバーの名前は、使用する機関にたずね
てください。ike/configファイルのエントリは次のようになります。
# Use CRL from organization’s LDAP

ldap-list "ldap1.oracle.com:389,ldap2.oracle.com"
...

IKEはCRLを取り出し、証明書の期限が切れるまでCRLを保持します。

CRLをローカルの certrldbデータベースに貼り付ける

使用する機関の証明書に一元的な配布ポイントが含まれていない場合は、機関の
CRLを手動でローカルの certrldbデータベースに追加できます。機関の説明に
従って CRLをファイルに抽出し、それを ikecert certrldb -aコマンドでデータ
ベースに追加します。

# ikecert certrldb -a < Oracle.Cert.CRL

移動体システム用の IKEの構成 (タスクマップ)
次の表に、中央サイトにリモートからログインするシステムを処理するように、IKE
を構成する手順を示します。

タスク 説明 手順

オフサイトから中央サイトへ通信しま
す。

遠隔地のシステムが中央サイトと通信できる
ようにします。遠隔地のシステムは移動体シ
ステムの可能性もあります。

294ページの「遠隔地のシステ
ム用に IKEを構成する方法」

移動体システムからのトラフィックを
受信する中央システムでCAの公開証
明書と IKEを使用します。

固定 IPアドレスを持たないシステムからの
IPsecトラフィックを受信するゲートウェイシ
ステムを構成します。

例 18–4

固定 IPアドレスを持たないシステムで
CAの公開証明書と IKEを使用しま
す。

中央サイト (会社の本社など)とのトラ
フィックを保護するように、移動体システム
を構成します。

例 18–5

例18–3
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タスク 説明 手順

移動体システムからのトラフィックを
受信する中央システムで自己署名付き
証明書と IKEを使用します。

移動体システムから IPsecトラフィックを受信
するように、ゲートウェイシステムを自己署
名付き証明書で構成します。

例 18–6

固定 IPアドレスを持たないシステムで
自己署名付き証明書と IKEを使用しま
す。

中央サイトとのトラフィックを保護するよう
に、移動体システムを自己署名付き証明書で
構成します。

例 18–7

移動体システム用の IKEの構成
適切に構成することで、ホームオフィスやノートブックから IPsecと IKEを使用し
て、会社の中央コンピュータと通信できます。公開鍵認証方法と結びついたブラン
ケット IPsecポリシーを使用すると、遠隔地のシステムは中央システムとのトラ
フィックを保護できます。

▼ 遠隔地のシステム用に IKEを構成する方法
ソースと宛先を識別するために、IPsecと IKEは一意の IDを必要とします。一意の IP
アドレスを持たない遠隔地のシステムまたは移動体システムの場合、別の種類の ID
を使用する必要があります。システムを一意に識別するために、DNS、DN、または
emailなどの IDの種類を使用できます。

一意の IPアドレスを持つ遠隔地のシステムまたは移動体システムで、別の種類の ID
で構成するようにします。たとえば、システムがNAT越しに中央システムに接続し
ようとした場合、そのシステムの一意なアドレスは使用されません。NATボックス
が任意の IPアドレスを割り当てるため、中央システムは認識できません。

事前共有鍵は固定 IPアドレスを必要とするため、事前共有鍵も移動体システム用の
認証機構としては機能しません。自己署名付き証明書 (または PKIからの証明書)を
使用すると、移動体システムは中央サイトと通信できます。

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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。
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移動体システムを認識するように、中央システムを構成します。

a. ipsecinit.confファイルを構成します。

中央システムには、IPアドレスの広い範囲を許可するポリシーを必要としま
す。そのあと、IKEポリシーの証明書で接続システムが合法であることを確認し
ます。

# /etc/inet/ipsecinit.conf on central
# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

b. IKE構成ファイルを構成します。

DNSは中央システムを識別します。証明書を使用して、システムを認証します。
## /etc/inet/ike/ike.config on central
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# List self-signed certificates - trust server and enumerated others

#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"
#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#cert_trust "email=user1@mobile.domain.org"
#

# Rule for mobile systems with certificate

{

label "Mobile systems with certificate"
local_id_type DNS

# CA’s public certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}
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各移動体システムにログインして、中央システムを見つけるように構成します。

a. /etc/hostsファイルを構成します。

/etc/hostsファイルは、移動体システムのアドレスを必要としませんが、提供す
ることは可能です。このファイルは、中央システムの公開 IPアドレスを含んでい
る必要があります。
# /etc/hosts on mobile
central 192.xxx.xxx.x

b. ipsecinit.confファイルを構成します。

移動体システムは、公開 IPアドレスで中央システムを見つける必要がありま
す。システムは同じ IPsecポリシーで構成する必要があります。
# /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile
# Find central
{raddr 192.xxx.xxx.x} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

c. IKE構成ファイルを構成します。
識別子は IPアドレスであってはなりません。移動体システムに有効な識別子は次
のとおりです。

■ DN=ldap-directory-name
■ DNS=domain-name-server-address
■ email=email-address

証明書を使用して、移動体システムを認証します。

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"
#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=user1@domain.org"
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

3
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label "Off-site mobile with certificate"
local_id_type DNS

# NAT-T can translate local_addr into any public IP address

# central knows me by my DNS

local_id "mobile.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find central and trust the root certificate

remote_id "central.domain.org"
remote_addr 192.xxx.xxx.x

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

ikeサービスを使用可能にします。
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

移動体システムからの IPsecトラフィックを受信するための中央コン
ピュータの構成

IKEは、NATボックス越しのネゴシエーションを開始できます。しかし、IKEの理想
的な設定はNATボックスをはさまないことです。次の例では、CAの公開証明書は
移動体システムと中央システムに格納されています。中央システムはNAT越しのシ
ステムからの IPsecネゴシエーションを受け入れます。main1は、遠隔地のシステム
からの接続を受け入れることができる会社のシステムです。オフサイトシステムを
設定する方法については、例 18–5を参照してください。

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

4
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cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site system with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# CA’s public certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

}

NAT越しのシステムの IPsecによる構成

次の例では、CAの公開証明書は移動体システムと中央システムに格納されていま
す。mobile1は、家から会社の本社に接続しています。インターネットサービスプロ
バイダ (ISP)ネットワークはNATボックスを使用しているため、ISPはmobile1に非
公開アドレスを割り当てることができます。NATボックスは、非公開アドレスを公
開 IPアドレスに変換します。この公開アドレスは、ほかの ISPネットワークノード
と共有されます。企業の本社はNATを越えません。企業の本社のコンピュータを設
定する方法については、例 18–4を参照してください。

## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

例18–5
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# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site mobile1 with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "mobile1.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the root certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

移動体システムからの自己署名付き証明書の受け入れ

次の例では、自己署名付き証明書が発行されており、移動体システムと中央システ
ムに格納されています。main1は、遠隔地のシステムからの接続を受け入れることが
できる会社のシステムです。遠隔地のシステムを設定する方法については、例 18–7
を参照してください。

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

cert_trust "DNS=main1.domain.org"
cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "user2@domain.org"
cert_trust "user3@domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site systems with trusted certificates"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# Trust the self-signed certificates

# so allow any remote_id and any remote IP address.

例18–6

移動体システム用の IKEの構成

第 18章 • IKEの構成 (手順) 299



remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

自己署名付き証明書による中央システムとの接続

次の例では、mobile1は家から会社の本社に接続しています。自己署名付き証明書が
発行されており、移動体システムと中央システムに格納されています。ISPネット
ワークはNATボックスを使用しているため、ISPは mobile1に非公開アドレスを割り
当てることができます。NATボックスは、非公開アドレスを公開 IPアドレスに変換
します。この公開アドレスは、ほかの ISPネットワークノードと共有されます。企業
の本社はNATを越えません。企業の本社のコンピュータを設定する方法について
は、例 18–6を参照してください。

## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

# Self-signed certificates - trust me and the central system

cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "DNS=main1.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site mobile1 with trusted certificate"
local_id_type email

local_id "jdoe@domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

例18–7

次の手順
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接続したハードウェアを検出するように IKEを構成する
公開鍵証明書は接続されたハードウェア上にも格納できます。Sun Crypto Accelerator
6000ボードによってストレージが提供され、公開鍵の操作をシステムからこの
ボードにオフロードできます。

▼ Sun Crypto Accelerator 6000ボードを検出するよう
に IKEを構成する方法
次の手順では、Sun Crypto Accelerator 6000ボードがシステムに接続されていると仮定
します。さらに、ボードに必要なソフトウェアがすでにインストールされ、構成さ
れているものとします。手順については、『Sun Crypto Accelerator 6000 Board
Version 1.1 User’s Guide』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。リモートからログインする場合、セキュリティー保護
されたリモートログイン用の sshコマンドを使用してください。例について
は、例 15–1を参照してください。

PKCS #11ライブラリがリンクされていることを確認します。

IKEはライブラリのルーチンを使用して、Sun Crypto Accelerator 6000ボード上で鍵の
生成および鍵の格納を処理します。PKCS #11ライブラリがリンクされていることを
確認するには、次のコマンドを実行します。

$ ikeadm get stats

...

PKCS#11 library linked in from /usr/lib/libpkcs11.so

$

接続された Sun Crypto Accelerator 6000ボードのトークン IDを見つけます。
$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

ライブラリは、32文字のトークン ID (キーストア名とも呼ぶ)を戻します。この例で
は、ikecertコマンドに Sun Metaslotトークンを使用すると、IKE鍵を格納および高
速化できます。

トークンを使用する手順については、287ページの「ハードウェアで公開鍵証明書を
生成および格納する方法」を参照してください。

ikecertコマンドにより、後続スペースが自動的に付加されます。

始める前に

1

2

3
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メタスロットトークンの検索と使用

トークンは、ディスク、接続されたボード、または暗号化フレームワークが提供す
るソフトトークンキーストアに格納できます。次に、ソフトトークンキーストアの
トークン IDの例を示します。

$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

ソフトトークンキーストアのパスフレーズを作成する方法については、pktool(1)の
マニュアルページを参照してください。

次に、ソフトトークンキーストアに証明書を追加するコマンドの例を示しま
す。Sun.Metaslot.certは、CA証明書を格納しているファイルです。

# ikecert certdb -a -T "Sun Metaslot" < Sun.Metaslot.cert

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:passphrase

IPsecポリシーの設定がまだ完了していない場合、IPsecの手順に戻って IPsecポリ
シーを有効にするか更新してください。

例18–8

次の手順
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インターネット鍵交換 (リファレンス)

この章では、IKEに関する次のリファレンス情報について説明します。

■ 303ページの「IKEサービス」
■ 304ページの「IKEデーモン」
■ 305ページの「IKE構成ファイル」
■ 305ページの「ikeadmコマンド」
■ 306ページの「IKE事前共有鍵ファイル」
■ 306ページの「IKE公開鍵のデータベースおよびコマンド」

IKEの実装方法については、第 18章「IKEの構成 (手順)」を参照してください。概要
については、第 17章「インターネット鍵交換 (概要)」を参照してください。

IKEサービス
svc:/network/ipsec/ike:defaultサービス –サービス管理機能 (SMF)では、IKEを管
理するための ikeサービスが提供されています。デフォルトでは、このサービスは
無効になっています。このサービスを有効にする前に、IKE構成ファイル
/etc/inet/ike/configを作成する必要があります。

次の ikeサービスのプロパティーは構成可能です。

■ config_fileプロパティー – IKE構成ファイルの場所です。初期値は
/etc/inet/ike/configです。

■ debug levelプロパティー – in.ikedデーモンのデバッグレベルです。初期値は op

(動作)です。指定可能な値については、ikeadm(1M)のマニュアルページの「オブ
ジェクトタイプ」に記載されているデバッグレベルの表を参照してください。

■ admin_privilegeプロパティー – in.ikedデーモンの特権レベルです。初期値は
baseです。ほかの値は modkeysと keymatです。詳細は、305ページの「ikeadmコ
マンド」を参照してください。
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SMFについては、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 6章「サービスの管
理 (概要)」を参照してください。smf(5)、svcadm(1M)、および svccfg(1M)のマニュア
ルページも参照してください。

IKEデーモン
in.ikedデーモンは、Oracle Solarisシステム上で IPsecの暗号化キーの管理を自動化し
ます。また、同じプロトコルを実行するリモートシステムとのネゴシエーションを
行い、認証された鍵情報が、保護された方法でセキュリティーアソシエーション
(SA)に提供されます。そのデーモンは、セキュリティー保護された通信を行うすべ
てのシステムで実行する必要があります。

デフォルトでは、svc:/network/ipsec/ike:defaultサービスは有効になっていませ
ん。/etc/inet/ike/configファイルを構成し、ikeサービスを有効にしたら、システ
ムブート時に in.ikedデーモンが実行されます。

IKEデーモンを実行すると、システムは、フェーズ 1交換でそのピア IKEエン
ティティーに対してそのシステム自体を認証します。そのピアは、認証方式として
IKEポリシーファイルに定義されています。そのあと、デーモンはフェーズ 2の
キーが設定します。ポリシーファイルで指定した時間間隔で、IKEキーが自動的に更
新されます。in.ikedデーモンを実行すると、ネットワークからの着信 IKE要求と
PF_KEYソケット経由のアウトバウンドトラフィックの要求を待機します。詳細
は、pf_key(7P)のマニュアルページを参照してください。

2つのコマンドが IKEデーモンをサポートします。ikeadmコマンドを使用する
と、IKEポリシーの表示および一時的な変更を行うことができます。IKEポリシーを
永続的に変更するには、ikeサービスのプロパティーを変更する必要がありま
す。IKEサービスのプロパティーを変更するには、251ページの「IPsecおよび IKE
サービスを管理する方法」を参照してください。ikeadmコマンドは、フェーズ 1
SA、ポリシー規則、事前共有鍵、使用可能なDiffie-Hellmanグループ、フェーズ 1暗
号化および認証アルゴリズム、および証明書キャッシュを表示するためにも使用で
きます。

ikecertコマンドを実行すると、公開鍵データベースを表示および変更できます。こ
のコマンドでは、ローカルデータベース ike.privatekeysと publickeysを管理しま
す。公開鍵の操作とハードウェア上の公開鍵の記憶領域も管理します。

IKEデーモン
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IKE構成ファイル
IKE構成ファイル /etc/inet/ike/configは、IPsecポリシーファイル
/etc/inet/ipsecinit.confの中で保護されているインタフェースの鍵を管理します。

IKEでの鍵管理には、ルールとグローバルパラメータが関係します。IKEルール
は、その鍵情報で保護するシステムやネットワークを識別します。さらに、ルール
は認証方式も指定します。グローバルパラメータには、接続されたハードウェアア
クセラレータへのパスなどがあります。IKEポリシーファイルの例については、
271ページの「事前共有鍵による IKEの構成 (タスクマップ)」を参照してくださ
い。IKEポリシーエントリの例と説明については、ike.config(4)のマニュアル
ページを参照してください。

IKEがサポートする IPsec SAは、IPsec構成ファイル /etc/inet/ipsecinit.confのポリ
シーに従って IPデータグラムを保護します。IPsec SAの作成時に perfect forward
security (PFS)を使用するかどうかは、IKEポリシーファイルで決まります。

/etc/inet/ike/configファイルには、RSA Security Inc. PKCS #11 Cryptographic Token
Interface (Cryptoki)に準拠して実装されているライブラリへのパスを含めることがで
きます。IKEは、この PKCS #11ライブラリを使って、アクセラレータおよび鍵スト
レージハードウェアにアクセスします。

ike/configファイルのセキュリティーに関する注意点は、ipsecinit.confファイル
のセキュリティーと同様です。詳細は、257ページの「ipsecinit.confと ipsecconf

のセキュリティーについて」を参照してください。

ikeadmコマンド
ikeadmコマンドを実行すると、次のことができます。

■ IKE状態の要素の表示
■ IKEデーモンのプロパティーの変更
■ フェーズ 1交換時の SA作成に関する統計情報の表示
■ IKEプロトコル交換のデバッグ
■ IKEデーモンオブジェクトの表示。たとえば、すべてのフェーズ 1 SA、ポリ
シー規則、事前共有鍵、使用可能なDiffie-Hellmanグループ、フェーズ 1暗号化お
よび認証アルゴリズム、および証明書キャッシュがあります。

このコマンドのオプションの例と詳しい説明については、ikeadm(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

実行する IKEデーモンの特権レベルにより、表示および変更可能な IKEデーモンの
要素が決まります。使用可能な特権レベルは 3つあります。

ikeadmコマンド
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baseレベル 鍵情報を表示したり変更したりすることはできません。baseレベ
ルはデフォルトの特権レベルです。

modkeysレベル 事前共有鍵の削除、変更、追加ができます。

keymatレベル ikeadmコマンドで実際の鍵情報を表示できます。

特権を一時的に変更する場合は、ikeadmコマンドを使用できます。永続的に変更す
る場合は、ikeサービスの admin_privilegeプロパティーを変更します。手順につい
ては、251ページの「IPsecおよび IKEサービスを管理する方法」を参照してくださ
い。

ikeadmコマンドのセキュリティーについては、ipseckeyコマンドのセキュリ
ティーと同様です。詳細は、260ページの「ipseckeyにおけるセキュリティーについ
て」を参照してください。

IKE事前共有鍵ファイル
事前共有鍵を手動で作成すると、鍵は、/etc/inet/secretディレクトリのファイル
に格納されます。ike.presharedファイルに Internet Security Association and Key
Management Protocol (ISAKMP) SAの事前共有鍵が含まれ、ipseckeysファイルに IPsec
SAの事前共有鍵が含まれます。これらのファイルは 0600で保護されます。secret

ディレクトリは 0700で保護されます。

■ ike.presharedファイルは、事前共有鍵を必要とする ike/configファイルの構成
時に作成します。IKE認証用として、ike.presharedファイルに ISAKMP SAの鍵
情報を入力します。フェーズ 1交換の認証に事前共有鍵を使用するため、この
ファイルを in.ikedデーモンの開始前に有効にする必要があります。

■ ipseckeysファイルには、IPsec SAの鍵情報が含まれています。手動によるファイ
ルの管理の例については、247ページの「IPsecの鍵を手動で作成する方法」を参
照してください。IKEデーモンでは、このファイルを使用しません。IKEに
よって IPsec SAに対して生成される鍵情報は、カーネルに保存されます。

IKE公開鍵のデータベースおよびコマンド
ikecertコマンドを実行すると、ローカルシステムの公開鍵データベースを操作でき
ます。このコマンドは、ike/configファイルが公開鍵証明書を要求するときに使用
します。IKEではそれらのデータベースを使用してフェーズ 1交換を認証するた
め、in.ikedデーモンを起動する前に、それらのデータベースに必要な情報が含まれ
ていなければなりません。3つのサブコマンド certlocal、certdb、certrldbをそれ
ぞれ実行して、3つのデータベースを処理します。
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ikecertコマンドは鍵の格納処理も行います。鍵は、ディスク、接続された Sun
Crypto Accelerator 6000ボード、またはソフトトークンキーストアに格納できま
す。ソフトトークンキーストアは、ハードウェアデバイスと通信するために、暗号
化フレームワークのメタスロットを使用しているときに使用できます。ikecertコマ
ンドは、PKCS #11ライブラリを使用して鍵の格納場所を見つけます。

詳細は、ikecert(1M)のマニュアルページを参照してください。メタスロットとソフ
トトークンキーストアについては、cryptoadm(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

ikecert tokensコマンド
tokens引数を使用すると、使用可能なトークン IDがリストされます。トークン ID
により、ikecert certlocalコマンドと ikecert certdbコマンドは、公開鍵証明書と
証明書要求を生成します。証明書と証明書要求も、暗号化フレームワークによって
ソフトトークンキーストアに格納するか、接続された Sun Crypto Accelerator 6000
ボードに格納することができます。ikecertコマンドは、PKCS #11ライブラリを使用
して証明書の格納場所を見つけます。

ikecert certlocalコマンド
certlocalサブコマンドは非公開鍵データベースを管理します。このサブコマンドを
選択すると、非公開鍵の追加、表示、および削除を行うことができます。また、自
己署名付き証明書または証明書要求のいずれかを作成できます。-ksオプションを選
択すると、自己署名付き証明書が作成されます。-kcオプションを選択すると、証明
書要求が作成されます。鍵はシステムの /etc/inet/secret/ike.privatekeysディレク
トリに格納されます。-Tオプションを指定した場合は、システムに接続された
ハードウェアに格納されます。

非公開鍵を作成する場合は、ikecert certlocalコマンドへのサブコマンドに関連す
るエントリが ike/configファイルに存在しなければなりません。ikecertオプション
と ike/configエントリの対応を次の表に示します。

表 19–1 ikecertオプションと ike/configエントリの対応表

ikecertオプション ike/configエントリ 説明

-A subject-alternate-name cert_trust subject-alternate-name 証明書を一意に識別するニックネーム。指定可能な値
は IPアドレス、電子メールアドレス、およびドメイ
ン名です。

-D X.509-distinguished-name X.509-distinguished-name 国 (C)、組織名 (ON)、組織単位 (OU)、共通名 (CN)を
含む認証局のフルネーム。
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表 19–1 ikecertオプションと ike/configエントリの対応表 (続き)
ikecertオプション ike/configエントリ 説明

-t dsa-sha1 auth_method dsa_sig RSAよりもわずかに遅い認証方式。

-t rsa-md5および

-t rsa-sha1

auth_method rsa_sig DSAよりもわずかに速い認証方式。

RSA公開鍵は、最大ペイロードを暗号化するのに十分
な長さが必要。通常、X.509識別名などの IDペイ
ロードが最大ペイロードになります。

-t rsa-md5および

-t rsa-sha1

auth_method rsa_encrypt RSA暗号化により、IKEにある IDが不正侵入者から保
護されますが、IKEピアには互いの公開鍵の認識が要
求されます。

ikecert certlocal -kc コマンドを指定して証明書要求を実行する場合、そのコマン
ド出力を PKI機関または認証局 (CA)に送信します。会社が独自の PKIを運営してい
る場合は、出力を PKI管理者に送信します。PKI機関、CA、または PKIの管理者は
これに基づいて証明書を作成します。PKIまたはCAから返された証明書は、certdb

サブコマンドに渡されます。PKIから返された証明書失効リスト (CRL)は、certrldb

サブコマンドに渡されます。

ikecert certdbコマンド
certdbサブコマンドは、公開鍵データベースを管理します。そのサブコマンドを選
択すると、公開鍵と証明書を追加、表示、および削除できます。また、リモートシ
ステムで ikecert certlocal -ksコマンドを実行して作成された証明書を入力として
受け入れます。手順については、277ページの「自己署名付き公開鍵証明書により
IKEを構成する方法」を参照してください。さらに、PKIまたはCAから受信する証
明書も入力として受け入れます。手順については、282ページの「CAからの署名付
き証明書により IKEを構成する方法」を参照してください。

証明書と公開鍵は、システムの /etc/inet/ike/publickeysディレクトリに格納され
ます。-Tオプションを指定した場合、証明書、非公開鍵、公開鍵は、システムに接
続されたハードウェアに格納されます。

ikecert certrldbコマンド
certrldbサブコマンドは、証明書失効リスト (CRL)データベース /etc/inet/ike/crls

を管理します。CRLデータベースには、公開鍵の失効リストが保存されていま
す。よって、このリストには、すでに有効でない証明書が明記されます。PKIに
よって CRLが提供されるときに、ikecert certrldbコマンドを指定して CRLデータ
ベースにそのCRLを格納します。手順については、291ページの「証明書失効リス
トを処理する方法」を参照してください。
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/etc/inet/ike/publickeysディレクトリ
/etc/inet/ike/publickeysディレクトリの複数のファイルまたは「スロット」に
は、公開鍵と非公開鍵のペアの公開部分とその証明書が含まれています。この
ディレクトリは 0755で保護されています。ikecert certdbコマンドを使用して、そ
のディレクトリを読み込みます。-Tオプションは、鍵を publickeysディレクトリで
はなく Sun Crypto Accelerator 6000ボード上に格納します。

スロットには、別のシステムで生成された証明書のX.509識別名が符号化された形式
で含まれます。自己署名付き証明書を使用する場合、そのコマンドへの入力とし
て、リモートシステムの管理者から受信する証明書を使用します。CAからの証明書
を使用する場合、CAから受け取る 2つの署名付き証明書をこのデータベースに格納
します。CAに送信した証明書署名要求に基づいた証明書を格納します。また、CA
の証明書も格納します。

/etc/inet/secret/ike.privatekeysディレクトリ
/etc/inet/secret/ike.privatekeysディレクトリには、公開非公開鍵ペアの一部であ
る非公開鍵ファイルが格納されています。このディレクトリは 0700で保護されてい
ます。ikecert certlocalコマンドを実行すると、ike.privatekeysディレクトリに格
納されます。非公開鍵は、ペアとなる公開鍵、自己署名付き証明書やCAが格納され
てから有効になります。ペアとなる公開鍵は、/etc/inet/ike/publickeysディレクト
リか、サポートされるハードウェアに格納されます。

/etc/inet/ike/crlsディレクトリ
/etc/inet/ike/crlsディレクトリには、証明書失効リスト (CRL)ファイルが含まれて
います。各ファイルは、/etc/inet/ike/publickeysディレクトリにある公開鍵証明書
ファイルに対応しています。PKI機関により、それらの証明書のCRLが提供されま
す。ikecert certrldbコマンドを使用して、そのデータベースを読み込むことができ
ます。
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Oracle Solarisの IPフィルタ (概要)

この章では、Oracle Solarisの機能の 1つである IPフィルタの概要を説明します。IP
フィルタを使用したタスクについては、第 21章「IPフィルタ (手順)」を参照してく
ださい。

この章では、次の内容について説明します。

■ 311ページの「IPフィルタとは」
■ 312ページの「IPフィルタのパケット処理」
■ 315ページの「IPフィルタの使用ガイドライン」
■ 316ページの「IPフィルタの構成ファイルの使用」
■ 316ページの「IPフィルタの規則セットの使用」
■ 322ページの「パケットフィルタリングフック」
■ 323ページの「IPフィルタ用の IPv6」
■ 324ページの「IPフィルタのマニュアルページ」

IPフィルタとは
Oracle Solarisの IPフィルタ機能は、OSのSunScreenファイアウォールの代替となるも
のです。SunScreenファイアウォール同様、IPフィルタは、ステートフルパケット
フィルタリングとネットワークアドレス変換 (NAT)を行います。IPフィルタに
は、ステートレスパケットフィルタリングと、アドレスプールの作成および管理を
行う機能もあります。

パケットのフィルタリングは、ネットワークベースの攻撃に対する基本的な保護を
提供します。IPフィルタは、IPアドレス、ポート、プロトコル、ネットワークイン
タフェース、およびトラフィックの転送方向によって、フィルタリングを行うこと
ができます。また、発信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、IPアドレスの範囲、また
はアドレスプールによってもフィルタリングを行うことができます。

IPフィルタは、オープンソースの IPフィルタソフトウェアから派生したもので
す。オープンソースの IPフィルタのライセンス契約の条件、作者、および著作権宣
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言文を参照するためのデフォルトパスは、/usr/lib/ipf/IPFILTER.LICENCEで
す。Oracle Solarisがデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、所定の
パスを修正して、インストールした場所にあるファイルにアクセスします。

オープンソースの IPフィルタの情報ソース
Darren Reedによるオープンソースの IPフィルタソフトウェアのホームページ
は、http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ip-filter.htmlにあります。このサイトに
は、チュートリアル「IP Filter Based Firewalls HOWTO」(Brendan Conoboyおよび Erik
Fichtner著、2002年)へのリンクなど、オープンソースの IPフィルタに関する情報が
含まれています。このチュートリアルは、BSD UNIX環境でファイアウォールを作成
する方法を手順ごとに説明しています。このチュートリアルは BSD UNIX環境向け
に書かれていますが、IPフィルタの構成にも関連しています。

IPフィルタのパケット処理
IPフィルタは、パケットが処理されるときに一連の手順を実行します。次の図
は、パケット処理の段階と、フィルタがTCP/IPプロトコルスタックとどのように統
合されるかを示しています。
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図 20–1 パケット処理の順序
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パケット処理には次の手順が含まれます。

■ ネットワークアドレス変換 (NAT)
プライベート IPアドレスを異なる公開アドレスに変換するか、複数のプライ
ベートアドレスの別名として単一の公開アドレスを使用します。NATを使用する
と、組織に既存のネットワークがあり、インターネットにアクセスする必要があ
る場合に、IPアドレスが枯渇する問題を解決できます。

■ IPアカウンティング
入力と出力の規則を個別に設定し、通過するバイト数を記録できます。規則に一
致する数に達するたびに、パケットのバイト数を規則に追加し、段階的な統計を
収集できます。

■ フラグメントキャッシュチェック

現在のトラフィック内の次のパケットがフラグメントの場合、前のパケットが許
可されると、状態テーブルと規則のチェックが迂回され、そのフラグメントも許
可されます。

■ パケットの状態チェック

規則に keep stateが含まれている場合、指定されたセッション内のすべてのパ
ケットは、規則で passまたは blockのどちらが指定されているかに応じて自動的
に通されるかブロックされます。

■ ファイアウォールチェック

入力と出力の規則は個別に設定が可能で、パケットが IPフィルタを通過して
カーネルのTCP/IPルーチン内に受信したり、またはネットワーク上に送信され
ることを許可するかどうかを決定できます。

■ グループ

グループを使用すると、ツリー形式で規則セットを作成できます。
■ 機能

機能とは、実行されるアクションです。block、 pass、literal、および send

ICMP responseなどの機能を実行できます。
■ 高速経路制御

高速ルートは、パケットを経路制御のためのUNIX IPスタックに渡さないように
IP Filterに指示し、TTLの減少を防ぎます。

■ IP認証
認証されたパケットが、ファイアウォールループを 1回だけ通過するようにし
て、重複した処理を防止します。
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IPフィルタの使用ガイドライン
■ IPフィルタは SMFサービス svc: /network/pfilと svc: /network/ipfilterによって管理さ
れます。SMFの完全な概要については、『Oracle Solarisの管理:一般的なタス
ク』の第 6章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。SMFに関連するス
テップごとの手順については、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 7
章「サービスの管理 (手順)」を参照してください。

■ IPフィルタでは、構成ファイルを直接編集する必要があります。
■ IPフィルタはOracle Solarisの一部としてインストールされます。デフォルトで
は、インストール直後は、IPフィルタはアクティブではありません。フィルタリ
ングを構成するには、構成ファイルを編集し、手動で IPフィルタをアクティブに
する必要があります。フィルタリングは、システムをリブートするか、ipadmコ
マンドでインタフェースを plumbすることによってアクティブ化できます。詳細
は、ipadm(1M)のマニュアルページを参照してください。 IPフィルタを有効にす
るためのタスクについては、325ページの「IPフィルタの構成」を参照してくだ
さい。

■ IPフィルタを管理するには、IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割
またはスーパーユーザーになれなければなりません。IP Filter Managementの権利
プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てることができます。役割の
作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle Solarisの管理:セキュリ
ティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してください。

■ IPネットワークマルチパス (IPMP)は、ステートレスフィルタリングだけをサ
ポートしています。

IPMPグループに送受信されるトラフィックに対して IPフィルタでステートレス
フィルタリングを実行する場合は、ipmp_hook_emulationパラメータを設定する必
要があります。デフォルトでは、このパラメータはゼロ (0)に設定されてお
り、これは IPフィルタが IPMPグループに属する物理インタフェースに対してト
ラフィックのステートフルパケットインスペクションを実行できないことを意味
します。IPMPパケットフィルタリングを有効にするには、次のコマンドを発行
します。

ndd -set /dev/ip ipmp_hook_emulation 1

■ Oracle Solarisクラスタソフトウェアは、スケーラブルサービス用の IPフィルタに
よるフィルタリングはサポートしませんが、フェイルオーバーサービス用の IP
フィルタはサポートします。IPフィルタをクラスタ内で構成するときのガイドラ
インおよび制限については、『Oracle Solaris Clusterソフトウェアのインス
トール』の「Oracle Solaris OSの機能制限」を参照してください。

■ ゾーン間のフィルタリングは、IPフィルタ規則が実装されているゾーンが、シス
テム上のほかのゾーンの仮想ルーターとして機能する場合にかぎりサポートされ
ます。
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IPフィルタの構成ファイルの使用
IPフィルタを使用すると、ファイアウォールサービスまたはネットワークアドレス
変換 (NAT)が利用できるようになります。IPフィルタは、ロード可能な構成ファイ
ルを使用して実装できます。IPフィルタには、/etc/ipfというディレクトリがあり
ます。/etc/ipfディレクトリには、ipf.conf、ipnat.confおよび ippool.confと呼ば
れる構成ファイルを作成して、保存できます。 /etc/ipfディレクトリに保存されて
いる場合、これらのファイルは、ブートプロセスで自動的にロードされます。構成
ファイルを別の場所に保存して、これらのファイルを手動でロードすることも可能
です。構成ファイルの例については、352ページの「IPフィルタ構成ファイルの作成
と編集」を参照してください。

IPフィルタの規則セットの使用
ファイアウォールを管理するために、IPフィルタを使用して、ネットワークトラ
フィックをフィルタリングするための規則セットを指定します。次の種類の規則
セットを作成できます。

■ パケットフィルタリング規則セット
■ ネットワークアドレス変換 (NAT)規則セット

さらに、まとまった IPアドレスを参照するために、アドレスプールを作成すること
もできます。作成したプールは、あとで規則セット内で使用できます。アドレス
プールは、規則処理を速めるために役立ちます。また、アドレスプールに
よって、大きなまとまりのアドレスをより簡単に管理できます。

IPフィルタのパケットのフィルタリング機能の使
用
パケットフィルタリング規則セットを使用して、パケットのフィルタリングを設定
します。ipfコマンドで、パケットフィルタリング規則セットを処理します。ipfコ
マンドの詳細については、ipf(1M)コマンドを参照してください。

パケットフィルタリング規則は、ipfコマンドによってコマンド行で作成すること
も、パケットフィルタリングの構成ファイル内で作成することもできます。ブート
時にパケットフィルタリング規則をロードする場合は、パケットフィルタリング規
則を保存する /etc/ipf/ipf.confという構成ファイルを作成します。ブート時にパ
ケットフィルタリング規則をロードしない場合は、適当な場所に ipf.confファイル
を保存し、 ipfコマンドによってパケットフィルタリングを手動でアクティブ化し
ます。

IPフィルタには、アクティブ規則セットと非アクティブ規則セットの 2つのパ
ケットフィルタリング規則セットを維持管理することができます。大部分の場
合、作業ではアクティブ規則セットを使用します。ただし、ipf -Iコマンドを使用
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すると、コマンドアクションを非アクティブ規則リストに適用できます。非アク
ティブ規則リストは、ユーザーが選択しない限り、IPフィルタによって使用される
ことはありません。非アクティブ規則リストによって、アクティブなパケットの
フィルタリングに影響を与えずに、規則を保存できます。

IPフィルタは、構成された規則リストの最初から最後まで規則を処理してから、パ
ケットの通過またはブロックを行います。IPフィルタは、パケットを通過させるか
どうかを決めるフラグを維持管理しています。フラグは、規則セット全体を調
べ、最後に一致した規則を基にパケットを通過させるか、ブロックするかを決定し
ます。

このプロセスには、2つの例外があります。最初の例外は、パケットが quick

キーワードを含む規則に一致した場合です。規則が quickキーワードを含む場合
は、その規則に対する処理が実行され、それ以降の規則はチェックされません。2番
目の例外は、パケットが groupキーワードを含む規則に一致した場合です。パケット
がグループに一致すると、グループでタグ付けされた規則だけがチェックされま
す。

パケットのフィルタリング規則の構成
パケットのフィルタリング規則を作成するには、次の構文を使用します。

action [in|out] option keyword, keyword...

1. 各規則がアクションを開始します。IPフィルタは、パケットが規則に適合する場
合、アクションを実行します。次の一覧に、パケットに対して実行される一般的
なアクションを示します。

block パケットはフィルタを通過できません。

pass パケットはフィルタを通過します。

log パケットをロギングしますが、パケットをブロックするか、通過
させるかの決定は行いません。ログを参照するには、ipmonコマ
ンドを使用します。

count フィルタの統計にパケットを含めます。統計を参照するには、
ipfstatコマンドを使用します。

skip number フィルタは numberフィルタリング規則をスキップします。

auth パケット情報を確認するユーザープログラムが実行するパケット
認証を要求します。このプログラムは、パケットを通過させる
か、ブロックするかを決定します。

2. アクション後の出力は、inまたは outのはずです。ユーザーの選択により、パ
ケットのフィルタリング規則が、受信パケットと発信パケットのどちらに適用さ
れるのかが決定されます。
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3. 次に、オプションの一覧からオプションを選択します。複数のオプションを使用
する場合は、次の順序で使用してください。

log 規則が最後に一致した規則の場合、パケットをロギング
します。ログを参照するには、ipmonコマンドを使用し
ます。

quick パケットが一致した場合、quickオプションを含む規則
を実行します。これ以上の規則チェックは行われませ
ん。

on interface-name パケットが指定したインタフェースを出入りする場合だ
け、規則を適用します。

dup-to interface-name パケットをコピーし、interface-name上の複製を任意で指
定した IPアドレスに送信します。

to interface-name パケットを interface-nameのアウトバウンドキューに移動
します。

4. オプションの指定後、パケットが規則に一致するかどうかを決定するさまざまな
キーワードを選択できます。次のキーワードは、以下の順序で使用してくださ
い。

注 –デフォルトでは、構成ファイルのいずれの規則にも一致しないパケット
は、すべてフィルタを通過します。

tos 16進数または 10進数の整数で表されたサービスタイプの値を
基に、パケットをフィルタリングします。

ttl 生存期間の値を基に、パケットの一致を取ります。パケット
に保存されている生存期間の値は、破棄される前にパケット
がネットワーク上に存在できる期間を示します。

proto 特定のプロトコルに対して一致を取ります。/etc/protocols

ファイルに指定されている任意のプロトコル名を使用した
り、そのプロトコルを表す 10進数の数を指定したりできま
す。キーワード tcp/udpは、TCPまたはUDPパケットとの一
致を取るために使用できます。

from/to/all/ any 発信元 IPアドレス、宛先 IPアドレスおよびポート番号のい
ずれか、またはすべてに対して一致を取ります。all

キーワードは、すべての発信元からのパケットおよびすべて
の宛先へのパケットを受諾するために使用します。
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with パケットに関連する指定された属性に対して一致を取りま
す。オプションがない場合にパケットを一致させるに
は、キーワードの前に notまたは noと記述します。

flags 設定されているTCPフラグを基にフィルタリングを行うTCP
で使用します。TCPフラグについては、ipf(4)のマニュアル
ページを参照してください。

icmp-type ICMPのタイプによってフィルタリングを行います。この
キーワードは protoオプションが icmpに設定されているとき
に使用され、flagsオプションが指定されているときは使用
されません。

keep keep-options 保存しておくパケットの情報を決定します。使用可能な
keep-optionsには、stateオプションと fragsオプションなどが
あります。stateオプションは、セッションに関する情報
を、TCP、UDP、および ICMPパケットで保存できま
す。fragsオプションは、パケットのフラグメントに関する
情報を保存し、後のフラグメントにその情報を適用しま
す。keep-optionsは、一致したパケットをアクセス制御リスト
のチェックなしで、通過させます。

head number 番号 numberで指定されるフィルタリング規則に対して、新し
いグループを作成します。

group number デフォルトグループではなく、グループ番号 numberのグ
ループに規則を追加します。ほかのグループを指定しない場
合は、すべてのフィルタリング規則がグループ 0に保存され
ます。

次の例は、規則を作成するためにパケットのフィルタリング規則構文をまとめる方
法を示しています。IPアドレス 192.168.0.0/16からの受信トラフィックをブロック
するには、規則リストに次の規則を含めます。

block in quick from 192.168.0.0/16 to any

パケットフィルタリング規則を記述するときの詳細な文法および構文について
は、ipf(4)のマニュアルページを参照してください。パケットのフィルタリングに関
連するタスクについては、333ページの「IPフィルタのパケットフィルタリング規則
セットの管理」を参照してください。この例で示す IPアドレススキーム
(192.168.0.0/16)の説明については、第 1章「ネットワーク配備の計画」を参照して
ください。
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IPフィルタのNAT機能の使用
NATは、発信元 IPアドレスと宛先 IPアドレスをほかのインターネットアドレスまた
はイントラネットアドレスに変換するマッピング規則を設定します。これらの規則
は、受信 IPパケットまたは発信 IPパケットの発信元アドレスおよび宛先アドレスを
変更し、パケットを送信します。また、NATを使用して、あるポートから別の
ポートにトラフィックの方向を変更することもできます。NATは、パケットに修正
または方向の変更が行われても、パケットの完全性を維持します。

ipnatコマンドは、NAT規則リストを処理するために使用します。ipnatコマンドの
詳細については、ipnat(1M)コマンドを参照してください。

NAT規則は、 ipnatコマンドを使用してコマンド行で作成することもNAT構成
ファイルで作成することもできます。NAT構成規則は、ipnat.confファイルに保存
されます。ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作
成します。ブート時にNAT規則をロードしない場合は、適当な場所に ipnat.conf

ファイルを保存し、ipnatコマンドによってパケットフィルタリングを手動でアク
ティブ化します。

NAT規則の構成
次の構文でNAT規則を作成します。

command interface-name parameters

1. 各規則の冒頭には、次のコマンドのいずれかが記述されています。

map ある IPアドレスまたはネットワークを規制のないラウンドロビン方
式で別の IPアドレスまたはネットワークにマッピングします。

rdr ある IPアドレスとポートのペアから別の IPアドレスとポートのペ
アにパケットの方向を変更します。

bimap 外部 IPアドレスと内部 IPアドレス間で双方向のNATを確立しま
す。

map-block 静的 IPアドレスをベースにした変換を確立します。このコマンド
は、アドレスを指定の範囲に変換するアルゴリズムに基づいていま
す。

2. このコマンドに続く単語は、bge0などのインタフェース名です。

3. 次に、NAT構成を決定するさまざまなパラメータを選択します。次に、この種の
パラメータの例をいくつか挙げます。

ipmask ネットワークマスクを指定します。

dstipmask ipmaskが変換されるアドレスを指定します。
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mapport ポート番号の範囲と tcp、udpまたは tcp/udpプロトコルを指定しま
す。

次の例は、NAT規則を作成するためにNAT規則の構文をまとめる方法を示していま
す。発信元アドレスが 192.168.1.0/24のデバイス de0から発信されるパケットを書
き換え、外部に対して発信元アドレスが 10.1.0.0/16であることを示すには、NAT規
則セットに次の規則を含めます。

map de0 192.168.1.0/24 -> 10.1.0.0/16

NAT規則を記述する際の詳細な文法と形式については、ipnat(4)のマニュアル
ページを参照してください。

IPフィルタのアドレスプール機能の使用
アドレスプールは、アドレスとネットマスクのペアのまとまりに名前付けを行いま
す。アドレスプールは、IPアドレスと規則の一致を取るために必要な時間を短縮し
ます。また、アドレスプールによって、大きなまとまりのアドレスをより簡単に管
理できます。

アドレスプール構成規則は、ippool.conf ファイルに保存されます。ブート時にアド
レスプール規則をロードする場合は、アドレスプールの規則を保存する
/etc/ipf/ippool.confというファイルを作成します。ブート時にアドレスプール規
則をロードしない場合は、適当な場所に ippool.confファイルを保存し、ippoolコマ
ンドによってパケットフィルタリングを手動でアクティブ化します。

アドレスプールの構成
次の構文でアドレスプールを作成します。

table role = role-name type = storage-format number = reference-number

table 複数のアドレスへの参照を定義します。

role IPフィルタでのプールの役割を指定します。この時点で、参照できる役割
は ipfだけです。

type プールの保存形式を指定します。

number フィルタリング規則が使用する参照番号を指定します。

たとえば、アドレスが 10.1.1.1および 10.1.1.2でネットワークが 192.16.1.0のグ
ループをプール番号 13で参照する場合、アドレスプールの構成ファイルに次の規則
を含めます。
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table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24 };

次に、フィルタリング規則のプール番号 13を参照するには、次の例のような規則を
構築します。

pass in from pool/13 to any

なお、プールへの参照を含む規則ファイルをロードする前に、プールファイルを
ロードする必要があります。プールファイルをロードしていない場合、次の出力の
ようにプールは未定義となります。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in from pool/13(!) to any

プールをあとで追加しても、そのプールの追加によってカーネルの規則セットが更
新されることはありません。そのプールを参照する規則ファイルも再ロードする必
要があります。

パケットフィルタリング規則を記述するときの詳細な文法および構文について
は、ippool(4)のマニュアルページを参照してください。

パケットフィルタリングフック
現在のリリースでは、IPフィルタを有効にするための pfilモジュールはパケット
フィルタリングフックに置き換えられました。以前の Solarisリリースでは、IP
フィルタを設定するには、追加手順として pfilモジュールの構成が必要でした。こ
の追加の構成が必要であったため間違いが発生しやすく、IPフィルタが正しく動作
しない場合がありました。pfil STREAMSモジュールが IPとデバイスドライバの間
に挿入されることも、パフォーマンス低下の原因となっていました。さらに、pfil

モジュールはゾーン間のパケット傍受を実行できませんでした。

パケットフィルタリングフックを使用すると、IPフィルタを有効にする手順が簡素
化されます。これらのフックを介して、IPフィルタはルーティング前 (入力)および
ルーティング後 (出力)のフィルタタップを使用して、Oracle Solarisシステムに対する
入出力パケットフローを制御できます。

パケットフィルタリングフックによって pfilモジュールは不要になります。した
がって、このモジュールに関連する次のコンポーネントも削除されます。

■ pfilドライバ
■ pfilデーモン
■ svc:/network/pfil SMFサービス
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IPフィルタを有効にするためのタスクについては、第 21章「IPフィルタ (手順)」を
参照してください。

IPフィルタ用の IPv6
Solaris 6/06リリース以降の IPフィルタでは、IPv6がサポートされています。IPv6パ
ケットフィルタリングでは、発信元または宛先の IPv6アドレス、IPv6アドレスを含
むプール、および IPv6拡張ヘッダーに基づいて、パケットを取り出すことができま
す。

IPv6は、多くの点で IPv4に似ています。ただし、これら 2つの IPバージョン
は、ヘッダーとパケットサイズが異なっています。IPフィルタでは、これらは重要
な要素です。IPv6パケットには、「ジャンボグラム」と呼ばれる、65,535バイトよ
り大きなデータグラムが含まれています。IPフィルタでは、IPv6ジャンボグラムは
サポートされていません。IPv6のその他の機能の詳細については、『Solarisのシス
テム管理 (IPサービス)』の「IPv6の主な特長」を参照してください。

注 –ジャンボグラムの詳細については、Internet Engineering Task Force (IETF)のRFC
2675、『IPv6 Jumbograms』のドキュメントを参照してください。 http://

www.ietf.org/rfc/rfc2675.txt

IPv6に関連する IPフィルタのタスクは、IPv4とほとんど変わりません。もっとも大
きな違いは、特定のコマンドで -6オプションを使用することです。ipfコマンドと
ipfstatコマンドには、IPv6パケットフィルタリングを使用するために、-6オプ
ションが用意されています。IPv6パケットフィルタリング規則をロードおよびフ
ラッシュするときは、ipfコマンドで -6オプションを使用します。IPv6統計を表示
するときは、ipfstatコマンドに -6オプションを使用します。ipmonコマンドと
ippoolコマンドでも IPv6がサポートされますが、IPv6をサポートするためのオプ
ションは指定しません。ipmonコマンドは、IPv6パケットのログを記録できるように
拡張されています。ippoolコマンドでは、IPv6アドレスのプールをサポートしてい
ます。IPv4アドレスまたは IPv6アドレスのみのプールを作成したり、IPv4アドレス
と IPv6アドレスを同じプールに含めたりできます。

ipf6.confファイルを使用して、IPv6用のパケットフィルタリング規則セットを作成
できます。デフォルトでは、ipf6.conf構成ファイルは /etc/ipfディレクトリに含ま
れています。ほかのフィルタリング構成ファイルと同様に、/etc/ipf ディレクトリ
に保存されている ipf6.confファイルは、ブート時に自動的にロードされます。作成
した IPv6構成ファイルを別の場所に保存し、そのファイルを手動でロードすること
もできます。

IPv6用のパケットフィルタリング規則を設定したら、インタフェースを作成して
IPv6パケットフィルタリング機能をアクティブ化してください。

IPフィルタ用の IPv6

第 20章 • Oracle Solarisの IPフィルタ (概要) 323

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E24845&id=SYSADV3ipv6-overview-8
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E24845&id=SYSADV3ipv6-overview-8
http://www.ietf.org/rfc/rfc2675.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2675.txt


IPv6の詳細については、『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』の第 3章「IPv6の紹
介(概要)」を参照してください。IPフィルタに関連するタスクについて
は、第 21章「IPフィルタ (手順)」を参照してください。

IPフィルタのマニュアルページ
次の表に IPフィルタに関するマニュアルページのドキュメントを示します。

マニュアルページ 説明

ipf(1M) ipfコマンドを実行して次のタスクを行う
■ パケットフィルタリング規則セットの処理

■ フィルタリングの無効化と有効化

■ 統計のリセットと現在のインタフェースステータスリ
ストとカーネル内インタフェースリストの再同期化

ipf(4) IPフィルタパケットのフィルタリング規則を作成するため
の文法と構文を含む。

ipfilter(5) オープンソースの IPフィルタのライセンス情報を提供する

ipfs(1M) ipfsコマンドを実行して、NAT情報と状態テーブル情報を
保存し、リブート後に復元する

ipfstat(1M) ipfstatコマンドを実行して、パケット処理の統計を検索
し、表示する

ipmon(1M) ipmonコマンドを使用してログデバイスを開き、パケット
のフィルタリングとNATの両方に対してロギングされたパ
ケットを参照する

ipnat(1M) ipnatコマンドを実行して次のタスクを行う
■ NAT規則の処理
■ NAT統計の検索と表示

ipnat(4) NAT規則を作成するための文法と構文を含む

ippool(1M) ippoolコマンドを実行して、アドレスプールの作成と管理
を行う

ippool(4) IPフィルタアドレスプールを作成するための文法と構文を
含む。

ndd(1M) pfil STREAMSモジュールの現在のフィルタリングパラ
メータおよび調整可能なパラメータの現在値を表示する
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IPフィルタ (手順)

この章では、タスクの手順をステップごとに説明します。IPフィルタの概要情報
は、第 20章「Oracle Solarisの IPフィルタ (概要)」を参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

■ 325ページの「IPフィルタの構成」
■ 329ページの「IPフィルタの非アクティブ化と無効化」
■ 332ページの「IPフィルタ規則セットの操作」
■ 345ページの「IPフィルタの統計および情報の表示」
■ 348ページの「IPフィルタ用ログファイルの操作」
■ 352ページの「IPフィルタ構成ファイルの作成と編集」

IPフィルタの構成
次のタスクマップに、IPフィルタの構成タスクに関連する手順を示します。

表 21–1 IPフィルタの構成 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

最初に IPフィルタを有効
にします。

IPフィルタは、デフォルトでは無
効です。IPフィルタを手動で有効
にするか /etc/ipf/ディレクトリに
ある構成ファイルを使用して、シ
ステムをリブートする必要があり
ます。IPフィルタを有効にするた
めの pfilモジュールはパケット
フィルタリングフックに置き換え
られました。

326ページの「IPフィルタを有
効にする方法」
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表 21–1 IPフィルタの構成 (タスクマップ) (続き)
タスク 説明 手順

IPフィルタを再度有効に
します。

IPフィルタが非アクティブ化され
た、または無効になった場合
は、システムをリブートする
か、ipfコマンドを使用して、IP
フィルタを再度有効にできます。

327ページの「IPフィルタを再
度有効にする方法」

ループバックフィルタリ
ングを有効にします。

オプションとして、ループバック
フィルタリングを有効にする
と、ゾーン間のトラフィックの
フィルタリングなどを行うことが
できます。

328ページの「ループバック
フィルタリングを有効にする方
法」

▼ IPフィルタを有効にする方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

パケットフィルタリング構成ファイルを作成します。

パケットフィルタリング規則セットには、IPフィルタが使用するパケットフィルタ
リング規則が含まれています。ブート時にパケットフィルタリング規則をロードす
る場合は、/etc/ipf/ipf.confファイルを編集して IPv4パケットフィルタリングを実
装します。IPv6パケットフィルタリング規則には /etc/ipf/ipf6.confファイルを使
用します。ブート時にパケットフィルタリング規則をロードしない場合は、適当な
場所に ipf.confファイルを保存し、パケットフィルタリングを手動でアクティブ化し
ます。パケットのフィルタリングについては、316ページの「IPフィルタのパケット
のフィルタリング機能の使用」を参照してください。構成ファイルの操作について
は、352ページの「IPフィルタ構成ファイルの作成と編集」を参照してください。

(省略可能)ネットワークアドレス変換 (NAT)構成ファイルを作成します。

注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。ネットワークアドレス変換を使用する場合は、ipnat.confファイルを作成しま
す。ブート時にNAT規則をロードしない場合は、適当な場所に ipnat.confファイル
を保存し、NAT規則を手動でアクティブ化します。
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NATについては、320ページの「IPフィルタのNAT機能の使用」を参照してくださ
い。

(省略可能)アドレスプール構成ファイルを作成します。

ひとかたまりのアドレスを単一のアドレスプールとして参照する場合
は、ipool.confファイルを作成します。ブート時にアドレスプール構成ファイルを
ロードする場合は、アドレスプールを保存する /etc/ipf/ippool.confというファイ
ルを作成します。ブート時にアドレスプール構成ファイルをロードしない場合
は、適当な場所に ippool.confファイルを保存し、規則を手動でアクティブ化しま
す。

アドレスプールは、IPv4アドレスだけまたは IPv6アドレスだけを含むことができま
す。IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方を含むこともできます。

アドレスプールの詳細については、321ページの「IPフィルタのアドレスプール機能
の使用」を参照してください。

(省略可能)ループバックトラフィックのフィルタリングを有効にします。

システムに構成されているゾーン間のトラフィックのフィルタリングを行う場合
は、ループバックフィルタリングを有効にする必要があります。328ページ
の「ループバックフィルタリングを有効にする方法」を参照してください。ゾーン
に適用する適切な規則セットも必ず定義してください。

IPフィルタをアクティブにします。
# svcadm enable network/ipfilter

▼ IPフィルタを再度有効にする方法
パケットフィルタリングが一時的に有効でない場合は、再度有効にできます。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次のいずれかの方法で、IPフィルタを有効にし、フィルタリングをアクティブ化し
ます。

■ マシンをリブートします。

# reboot

4
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注 – IPフィルタが有効になっているときに次のファイルが存在する場合は、リ
ブート後にそれらのファイルがロードされます。 /etc/ipf/ipf.confファイル
(IPv6を使用している場合は /etc/ipf/ipf6.confファイル)または
/etc/ipf/ipnat.confファイル。

■ 次の一連のコマンドを実行して、IPフィルタを有効にし、フィルタリングをアク
ティブにします。

a. IPフィルタを有効にします。

# ipf -E

b. パケットフィルタリングのアクティブ化

# ipf -f filename
c. (省略可能) NATのアクティブ化

# ipnat -f filename

注 –ネットワークアドレス変換 (NAT)では、IPv6はサポートされていません。

▼ ループバックフィルタリングを有効にする方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

IPフィルタが実行中の場合は、停止させます。
# svcadm disable network/ipfilter

/etc/ipf.confファイルまたは /etc/ipf6.confファイルを編集して、ファイルの先頭
に次の行を追加します。
set intercept_loopback true;

この行は、ファイル内で定義されるすべての IPフィルタ規則よりも前に置く必要が
あります。ただし、この行の前にコメントを挿入することはできます。次に例を示
します。

#

# Enable loopback filtering to filter between zones

#

1
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set intercept_loopback true;

#

# Define policy

#

block in all

block out all

<other rules>

...

IPフィルタを起動します。
# svcadm enable network/ipfilter

ループバックフィルタリングのステータスを確認するには、次のコマンドを使用し
ます。
# ipf -T ipf_loopback

ipf_loopback min 0 max 0x1 current 1

#

ループバックフィルタリングが無効になっている場合、このコマンドは次の出力を
生成します。

ipf_loopback min 0 max 0x1 current 0

IPフィルタの非アクティブ化と無効化
次のような場合、パケットフィルタリングとNATを非アクティブ化または無効にし
たほうがよいこともあります。

■ テスト目的
■ 問題の原因が IPフィルタにあると考えられる場合のシステムのトラブル
シューティングを行う

次のタスクマップで、IPフィルタの機能を非アクティブ化または無効にする手順を
示します。

表 21–2 IPフィルタの非アクティブ化と無効化 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

パケットフィルタリングの非ア
クティブ化

ipfコマンドでパケットフィル
タリングを非アクティブにする

330ページの「パケットフィル
タリングを非アクティブにする
方法」

NATの非アクティブ化 ipnatコマンドでNATを非アク
ティブにする

330ページの「NATを非アク
ティブにする方法」

パケットフィルタリングと
NATの無効化

ipfコマンドでパケットフィル
タリングとNATを無効にする

331ページの「パケットフィル
タリングを無効にする方法」
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▼ パケットフィルタリングを非アクティブにする方
法
次の手順は、パケットフィルタリング規則をアクティブなフィルタリング規則
セットから消去することによって、IPフィルタのパケットフィルタリングを非アク
ティブにします。この手順では、IPフィルタは無効になりません。規則を規則
セットに追加することによって、IPフィルタを再度アクティブ化することもできま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次のいずれかの方法で IPフィルタ規則を非アクティブにします。

■ アクティブな規則セットをカーネルから削除します。

# ipf -Fa

このコマンドは、すべてのパケットフィルタリング規則を非アクティブにしま
す。

■ 受信パケットのフィルタリング規則を削除します。

# ipf -Fi

このコマンドは、受信パケットのパケットフィルタリング規則を非アクティブに
します。

■ 送信パケットのフィルタリング規則を削除します。

# ipf -Fo

このコマンドは、送信パケットのパケットフィルタリング規則を非アクティブに
します。

▼ NATを非アクティブにする方法
次の手順では、NAT規則をアクティブなNAT規則セットから消去することで、IP
フィルタのNAT規則を非アクティブにします。この手順では、IPフィルタは無効に
なりません。規則を規則セットに追加することによって、IPフィルタを再度アク
ティブ化することもできます。
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IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

NATをカーネルから削除します。
# ipnat -FC

-Cオプションは、現在のNAT規則リストのすべてのエントリを削除します。-Fオプ
ションは、現在アクティブなNATマッピングを示す現在のNAT変換テーブルのすべ
てのアクティブなエントリを削除します。

▼ パケットフィルタリングを無効にする方法
この手順を実行すると、パケットフィルタリングとNATの両方がカーネルから削除
されます。この手順を使用する場合は、パケットフィルタリングとNATを再度有効
にするには、IPフィルタを再度有効にする必要があります。詳細については、
327ページの「IPフィルタを再度有効にする方法」を参照してください。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

パケットフィルタリングを無効にし、すべてのパケットがネットワークを通過でき
るようにします。
# ipf –D

注 – ipf -Dコマンドは、規則セットから規則を消去します。フィルタリングを再び有
効にするときには、規則セットに規則を追加する必要があります。
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IPフィルタ規則セットの操作
次のタスクマップに、IPフィルタの規則セットに関連するタスクを示します。

表 21–3 IPフィルタ規則セットの操作 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

IPフィルタのパケットフィルタ
リング規則セットの管理、参
照、変更

333ページの「IPフィルタのパ
ケットフィルタリング規則
セットの管理」

アクティブなパケットフィルタ
リング規則セットを参照する

333ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットを参照する方法」

アクティブでないパケット
フィルタリング規則セットを参
照する

334ページの「アクティブでな
いパケットフィルタリング規則
セットを参照する方法」

別のアクティブな規則セットを
アクティブにする

334ページの「別のパケット
フィルタリング規則セット、ま
たは更新されたパケットフィル
タリング規則セットをアク
ティブにする方法」

規則セットを削除する 336ページの「パケットフィル
タリング規則セットを削除する
方法」

規則セットへ規則を追加する 337ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットに規則を追加する方法」

338ページの「アクティブでな
いパケットフィルタリング規則
セットに規則を追加する方法」

アクティブな規則セットとアク
ティブでない規則セット間を移
動する

338ページの「アクティブなパ
ケットフィルタリング規則
セットとアクティブでないパ
ケットフィルタリング規則
セットを切り替える方法」

アクティブでない規則セットを
カーネルから削除する

340ページの「カーネルからア
クティブでないパケットフィル
タリング規則セットを削除する
方法」

IPフィルタのNAT規則の管
理、参照、変更

340ページの「IPフィルタ用
NAT規則の管理」
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表 21–3 IPフィルタ規則セットの操作 (タスクマップ) (続き)
タスク 説明 手順

アクティブなNAT規則を参照
する

341ページの「アクティブな
NAT規則を参照する方法」

NAT規則を削除する 341ページの「NAT規則を削除
する方法」

NAT規則へさらに規則を追加
する

342ページの「NAT規則に規則
を追加する方法」

IPフィルタのアドレスプールの
管理、参照、変更

343ページの「IPフィルタのア
ドレスプールの管理」

アクティブなアドレスプールを
参照する

343ページの「アクティブなア
ドレスプールを参照する方法」

アドレスプールを削除する 343ページの「アドレスプール
を削除する方法」

アドレスプールへさらに規則を
追加する

344ページの「規則をアドレス
プールに追加する方法」

IPフィルタのパケットフィルタリング規則セット
の管理
有効な場合、アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアクティブでない
パケットフィルタリング規則セットの両方をカーネルに置くことができます。アク
ティブな規則セットによって、受信パケットと送信パケットに対して実行する
フィルタリングが決まります。アクティブでない規則セットでも規則を格納しま
す。アクティブでない規則セットは、アクティブな規則セットにしない限り、使用
されることはありません。アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアク
ティブでないパケットフィルタリング規則セットの両方を管理、参照、変更できま
す。

▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットを参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。
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カーネルにロードされているアクティブなパケットフィルタリング規則セットを参
照します。
# ipfstat -io

アクティブなパケットフィルタリング規則セットの参照

次の例は、カーネルにロードされたアクティブなパケットフィルタリング規則
セットからの出力を示しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on dmfe1 from 192.168.1.0/24 to any

pass in all

block in on dmfe1 from 192.168.1.10/32 to any

▼ アクティブでないパケットフィルタリング規則セットを参照する
方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

アクティブでないパケットフィルタリング規則セットを参照します。
# ipfstat -I -io

アクティブでないパケットフィルタリング規則セットの参照

次の例は、アクティブでないパケットフィルタリング規則セットからの出力を示し
ています。

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

▼ 別のパケットフィルタリング規則セット、または更新されたパ
ケットフィルタリング規則セットをアクティブにする方法
次のいずれかのタスクを実行する場合には、ここで示す手順を実行します。

■ IPフィルタが現在使用しているパケットフィルタリング規則セット以外のパ
ケットフィルタリング規則セットをアクティブにする

■ 新規更新されたフィルタリング規則セットを再読み込みする

2

例21–1

1

2

例21–2

IPフィルタ規則セットの操作

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月334

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-15
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26924&id=SYSADV6rbactask-15


IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次の手順から 1つを選択します。

■ まったく異なる規則セットをアクティブにする場合は、別個のファイルを選択
し、そこに新規規則セットを作成します。

■ 規則セットを含む構成ファイルを編集して、現在の規則セットを更新します。

現在の規則セットを削除し、新しい規則セットをロードします。
# ipf -Fa -f filename

filenameには、新しい規則セットを含む新規ファイル、またはアクティブな規則
セットを含む更新されたファイルを指定できます。

アクティブな規則セットがカーネルから削除されます。filenameファイル内の規則が
アクティブな規則セットになります。

注 –現在の構成ファイルの再読み込みをしていても、このコマンドを実行する必要が
あります。それ以外の場合、以前の規則セットがアクティブであり続けるため、更
新した構成ファイル内の変更された規則セットが適用されません。

更新した規則セットをロードするのに ipf -Dや svcadm restartなどのコマンドを使
わないでください。これらのコマンドは、新しい規則セットをロードする前に
ファイアウォールを無効にするため、ネットワークが危険にさらされます。

別のパケットフィルタリング規則セットのアクティブ化

次の例は、あるパケットフィルタリング規則セットを、別の構成ファイル
/etc/ipf/ipf.conf内の別のパケットフィルタリング規則セットに置換する方法を示
しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on dmfe all

# ipf -Fa -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any
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更新したパケットフィルタリング規則セットの再読み込み

次の例は、現在アクティブでこれから更新するパケットフィルタリング規則セット
を再読み込みする方法を示しています。この例で使用しているファイル
は、/etc/ipf/ipf.confです。

# ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

(Edit the /etc/ipf/ipf.conf configuration file.)

# ipf -Fa -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on elx10 from 192.168.0.0/12 to any

▼ パケットフィルタリング規則セットを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

規則セットを削除します。
# ipf -F [a|i|o]

-a すべてのフィルタリング規則を規則セットから削除します。

-i 受信パケットのフィルタリング規則を削除します。

-o 送信パケットのフィルタリング規則を削除します。

パケットフィルタリング規則セットの削除

次の例は、すべてのフィルタリング規則をアクティブなフィルタリング規則セット
から削除する方法を示しています。

# ipfstat -io

block out log on dmf0 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# ipf -Fa

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

empty list for ipfilter(in)
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▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットに規則を追加す
る方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

■ ipf -f - コマンドを使用して、コマンド行で、規則セットに規則を追加します。

# echo "block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに規則セットを作成します。
b. 作成しておいた規則をアクティブな規則セットに追加します。

# ipf -f filename

filenameの規則がアクティブな規則セットの最後に追加されます。IPフィルタ
は「最後に一致した規則を採用する」アルゴリズムを使用するため、quick

キーワードを使用しないかぎり、追加した規則によってフィルタリングの優先
順位が決まります。パケットが quickキーワードを含む規則に一致する場合
は、その規則に対する処理が実行され、それ以降の規則はチェックされませ
ん。

アクティブなパケットフィルタリング規則セットへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、アクティブなパケットフィルタリング規則セットに規
則を追加する方法を示しています。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# echo "block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any
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▼ アクティブでないパケットフィルタリング規則セットに規則を追
加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

適当なファイルに規則セットを作成します。

作成しておいた規則をアクティブでない規則セットに追加します。
# ipf -I -f filename

filenameの規則がアクティブでない規則セットの最後に追加されます。IPフィルタ
は「最後に一致した規則を採用する」アルゴリズムを使用するため、quick

キーワードを使用しないかぎり、追加した規則によってフィルタリングの優先順位
が決まります。パケットが quickキーワードを含む規則に一致する場合は、その規則
に対する処理が実行され、それ以降の規則はチェックされません。

アクティブでない規則セットへの規則の追加

次の例は、ファイルからアクティブでない規則セットに規則を追加する方法を示し
ています。

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

# ipf -I -f /etc/ipf/ipf.conf

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

▼ アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアクティブで
ないパケットフィルタリング規則セットを切り替える方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。
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アクティブな規則セットとアクティブでない規則セットを切り替えます。
# ipf -s

このコマンドを使用すると、カーネル内のアクティブな規則セットとアクティブで
ない規則セットを切り替えることができます。なお、アクティブでない規則セット
が空の場合は、パケットフィルタリングは行われません。

アクティブなパケットフィルタリング規則セットとアクティブでない
パケットフィルタリング規則セットの切り替え

次の例は、ipf - sコマンドの使用によって、どのようにアクティブでない規則
セットがアクティブな規則セットになり、アクティブな規則セットがアクティブで
ない規則セットになるのかを示しています。

■ ipf -sコマンドを実行する前に、ipfstat -I - ioコマンドからの出力でアク
ティブでない規則セット内の規則が示されます。ipfstat -ioコマンドからの出力
は、アクティブな規則セットの規則を示します。

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

# ipfstat -I -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

■ ipf -sコマンドの実行後、ipfstat -I -ioコマンドおよび ipfstat -ioコマンドか
らの出力によって、2つの規則セットの内容が切り替えられたことが示されま
す。

# ipf -s

Set 1 now inactive

# ipfstat -io

pass out quick on dmfe1 all

pass in quick on dmfe1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

2

例21–8

IPフィルタ規則セットの操作

第 21章 • IPフィルタ (手順) 339



▼ カーネルからアクティブでないパケットフィルタリング規則
セットを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

全削除コマンドで、アクティブでない規則セットを指定します。
# ipf -I -Fa

このコマンドが、アクティブでない規則セットをカーネルから消去します。

注 –続けて ipf -sを実行すると、空のアクティブでない規則セットがアクティブな規
則セットになります。アクティブな規則セットが空の場合は、フィルタリングが行
われません。

カーネルからのアクティブでないパケットフィルタリング規則セット
の削除

次の例は、すべての規則が削除されるように、アクティブでないパケットフィルタ
リング規則セットを消去する方法を示しています。

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on dmfe1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

# ipf -I -Fa

# ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

empty list for inactive ipfilter(in)

IPフィルタ用NAT規則の管理
次の手順でNAT規則を管理、参照および変更します。
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▼ アクティブなNAT規則を参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

アクティブなNAT規則を参照します。
# ipnat -l

アクティブなNAT規則の参照

次の例は、アクティブなNAT規則セットからの出力を示しています。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

▼ NAT規則を削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

現在のNAT規則を削除します。
# ipnat -C

NAT規則の削除

次の例は、現在のNAT規則のエントリを削除する方法を示してます。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

# ipnat -C

1 entries flushed from NAT list
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# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

▼ NAT規則に規則を追加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

■ ipnat-f -コマンドを使用して、コマンド行で、NAT規則セットに規則を追加し
ます。

# echo "map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに追加のNAT規則を作成します。
b. 作成しておいた規則をアクティブなNAT規則に追加します。

# ipnat -f filename

filenameの規則がアクティブなNAT規則の最後に追加されます。

NAT規則セットへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、NAT規則セットに規則を追加する方法を示していま
す。

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

# echo "map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

# ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map dmfe0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:
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IPフィルタのアドレスプールの管理
次の手順でアドレスプールを管理、参照および変更します。

▼ アクティブなアドレスプールを参照する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

アクティブなアドレスプールを参照します。
# ippool -l

アクティブなアドレスプールの参照

次の例は、アクティブなアドレスプールの内容を参照する方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

▼ アドレスプールを削除する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

現在のアドレスプールのエントリを削除します。
# ippool -F

アドレスプールの削除

次の例は、アドレスプールを削除する方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };
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# ippool -F

1 object flushed

# ippool -l

▼ 規則をアドレスプールに追加する方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

次のいずれかの方法で規則をアクティブな規則セットに追加します。

■ ippool-f -コマンドを使用して、コマンド行で、規則セットに規則を追加しま
す。

# echo "table role = ipf type = tree number = 13

{10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

■ 次のコマンドを実行します。

a. 適当なファイルに追加のアドレスプールを作成します。
b. 作成しておいた規則をアクティブなアドレスプールに追加します。

# ippool -f filename

filenameの規則がアクティブなアドレスプールの最後に追加されます。

アドレスプールへの規則の追加

次の例は、コマンド行から、アドレスプール規則セットにアドレスプールを追加す
る方法を示しています。

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

# echo "table role = ipf type = tree number = 100

{10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

# ippool -l

table role = ipf type = tree number = 100

{ 10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };
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IPフィルタの統計および情報の表示
表 21–4 IPフィルタの統計および情報の表示 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

状態テーブルの参照 ipfstatコマンドで、パケット
フィルタリングに関する情報を
取得する

345ページの「IPフィルタの状
態テーブルを参照する方法」

状態統計の参照 ipfstat -sコマンドでパケット
状態情報の統計を参照する

346ページの「IPフィルタの状
態統計を参照する方法」

NAT統計の参照 ipnat -sコマンドでNAT統計を
参照する

347ページの「IPフィルタの
NAT統計を参照する方法」

アドレスプール統計の参照 ippool - sコマンドでアドレス
プール統計を参照する

347ページの「IPフィルタのア
ドレスプール統計情報を表示す
る方法」

▼ IPフィルタの状態テーブルを参照する方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

状態テーブルを参照します。
# ipfstat

注 – -tオプションを使用すると、状態テーブルをトップユーティリティー形式で参照
できます。

IPフィルタの状態テーブルの参照

次の例は、状態テーブルの参照方法を示しています。

# ipfstat

bad packets: in 0 out 0

input packets: blocked 160 passed 11 nomatch 1 counted 0 short 0

output packets: blocked 0 passed 13681 nomatch 6844 counted 0 short 0

input packets logged: blocked 0 passed 0

output packets logged: blocked 0 passed 0
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packets logged: input 0 output 0

log failures: input 0 output 0

fragment state(in): kept 0 lost 0

fragment state(out): kept 0 lost 0

packet state(in): kept 0 lost 0

packet state(out): kept 0 lost 0

ICMP replies: 0 TCP RSTs sent: 0

Invalid source(in): 0

Result cache hits(in): 152 (out): 6837

IN Pullups succeeded: 0 failed: 0

OUT Pullups succeeded: 0 failed: 0

Fastroute successes: 0 failures: 0

TCP cksum fails(in): 0 (out): 0

IPF Ticks: 14341469

Packet log flags set: (0)

none

▼ IPフィルタの状態統計を参照する方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

状態統計を参照します。
# ipfstat -s

IPフィルタの状態統計の参照

次の例は、状態統計の参照方法を示しています。

# ipfstat -s

IP states added:

0 TCP

0 UDP

0 ICMP

0 hits

0 misses

0 maximum

0 no memory

0 max bucket

0 active

0 expired

0 closed

State logging enabled

State table bucket statistics:

0 in use
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0.00% bucket usage

0 minimal length

0 maximal length

0.000 average length

▼ IPフィルタのNAT統計を参照する方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

NAT統計の参照
# ipnat -s

IPフィルタのNAT統計の参照

次の例は、NAT統計の参照方法を示しています。

# ipnat -s

mapped in 0 out 0

added 0 expired 0

no memory 0 bad nat 0

inuse 0

rules 1

wilds 0

▼ IPフィルタのアドレスプール統計情報を表示する
方法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

アドレスプール統計の参照
# ippool -s
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IPフィルタのアドレスプール統計の参照

次の例は、アドレスプール統計の参照方法を示しています。

# ippool -s

Pools: 3

Hash Tables: 0

Nodes: 0

IPフィルタ用ログファイルの操作
表 21–5 IPフィルタログファイルの操作 (タスクマップ)

タスク 説明 手順

ログファイルの作成 IPフィルタログファイルを別個
に作成する

348ページの「IPフィルタのロ
グファイルを設定する方法」

ログファイルの参照 ipmonコマンドで、状
態、NAT、通常のログファイル
を参照する

349ページの「IPフィルタのロ
グファイルを参照する方法」

パケットログバッファーの
消去

ipmon -Fコマンドでパケットロ
グバッファーの内容を削除する

350ページの「パケットログ
ファイルを消去する方法」

ロギングされたパケットの
ファイルへの保存

あとで参照できるようにロギン
グされたパケットをファイルに
保存する

351ページの「ロギングされたパ
ケットをファイルに保存する方
法」

▼ IPフィルタのログファイルを設定する方法
デフォルトでは、IPフィルタのログ情報はすべて syslogdファイルに記録されま
す。デフォルトログファイルに記録される可能性のあるほかのデータとは別個に記
録するため、IPフィルタのトラフィック情報を記録するログファイルを設定するこ
とをお勧めします。次の手順を実行します。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

/etc/syslog.confを編集して、次の 2行を追加します。
# Save IP Filter log output to its own file

local0.debug /var/log/log-name
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注 – 2番目の行の local0.debugと /var/log/log-nameとの区切りには、Spaceバーでは
なくTabキーを必ず使用してください。

新規ログファイルを作成します。
# touch /var/log/log-name

system-logサービスを再起動します。
# svcadm restart system-log

IPフィルタログの作成

次の例は、ipmon.logを作成して IPフィルタ情報をアーカイブする方法を示していま
す。

/etc/syslog.confに、次の記述を追加します。

# Save IP Filter log output to its own file

local0.debug /var/log/ipmon.log

コマンド行で、次のコマンドを実行します。

# touch /var/log/ipmon.log

# svcadm restart system-log

▼ IPフィルタのログファイルを参照する方法
IPフィルタデータの記録用に、ログファイルを別個に作成することをお勧めしま
す。348ページの「IPフィルタのログファイルを設定する方法」を参照してくださ
い。

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

状態、NAT、または通常のログファイルを参照します。ログファイルを参照するに
は、適切なオプションと共に次のコマンドを入力してください。
# ipmon -o [S|N|I] filename

S 状態ログファイルを表示します。

N NATログファイルを表示します。
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I 通常の IPログファイルを表示します。

状態、NAT、および通常のログファイルをすべて表示するには、すべてのオプ
ションを使用します。

# ipmon -o SNI filename

■ 最初に ipmonデーモンを手動で停止した場合は、次のコマンドを使って状
態、NAT、および IPフィルタログファイルを表示することもできます。
# ipmon -a filename

注 – ipmonデーモンが実行中の場合は、ipmon -a構文を使用しないでください。通
常、このデーモンは、システムのブート時に自動的に起動されます。ipmon -a コ
マンドを実行すると、ipmonの別のコピーも開かれます。この場合、両方のコ
ピーが同じログ情報を読み取るため、一方だけが特定のログメッセージを取得し
ます。

ログファイルの参照については、ipmon(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

IPフィルタのログファイルの参照

次の例は、/var/ipmon.logからの出力を示しています。

# ipmon -o SNI /var/ipmon.log

02/09/2004 15:27:20.606626 bge0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

または

# pkill ipmon

# ipmon -aD /var/ipmon.log

02/09/2004 15:27:20.606626 bge0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

▼ パケットログファイルを消去する方法
IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。
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パケットログバッファーの消去
# ipmon -F

パケットログファイルの消去

次の例は、ログファイルが削除されたときの出力を示しています。ログファイルに
何も保存されていない場合も、この例のようなレポートが出力されます。

# ipmon -F

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

▼ ロギングされたパケットをファイルに保存する方
法

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

ロギングされたパケットをファイルへ保存します。
# cat /dev/ipl > filename

Control-Cを入力して、コマンド行のプロンプトに戻って、このプロシージャーを中
断するまで、パケットは filenameファイルに継続的にロギングされます。

ファイルへのロギングされたパケットの保存

次の例は、ロギングされたパケットがファイルに保存されたときの結果を表しま
す。

# cat /dev/ipl > /tmp/logfile

^C#

# ipmon -f /tmp/logfile

02/09/2004 15:30:28.708294 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 52 -S IN

02/09/2004 15:30:28.708708 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.792611 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 70 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.872000 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->
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129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.872142 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 43 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.872808 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2004 15:30:28.872951 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 47 -AP IN

02/09/2004 15:30:28.926792 bge0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

.

.

(output truncated)

IPフィルタ構成ファイルの作成と編集
規則セットとアドレスプールを作成および変更するには、構成ファイルを直接編集
する必要があります。構成ファイルは、次のような標準的なUNIX構文規則に
従っています。

■ シャープ記号 (#)は、コメントを含む行を示します。
■ 規則とコメントは、同一の行に共存できます。
■ 規則を読みやすくするために、不要な空白を使用できます。
■ 複数行に渡って規則を記述できます。行の最後のバックスラッシュ (\)は、規則が
次の行に続いていることを示します。

▼ IPフィルタの構成ファイルを作成する方法
次の手順では、次のファイルの設定方法を説明します。

■ パケットフィルタリングの構成ファイル
■ NAT規則の構成ファイル
■ アドレスプールの構成ファイル

IP Filter Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。

IP Filter Managementの権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てる
ことができます。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle
Solarisの管理:セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

適当なファイルエディタを起動します。構成したい機能の構成ファイルを作成また
は編集します。

1

2
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■ パケットフィルタリング規則の構成ファイルを作成するには、ipf.confファイル
を編集します。

IPフィルタは、ipf.confファイルに保存したパケットフィルタリング規則を使用
します。パケットフィルタリングの規則ファイルを /etc/ipf/ipf.confファイル
に保存した場合は、システムのブート時に、このファイルがロードされま
す。フィルタリング規則をブート時にロードしない場合は、このファイルを別の
場所に保存します。次に、ipfコマンドで規則をアクティブにします (334ページ
の「別のパケットフィルタリング規則セット、または更新されたパケットフィル
タリング規則セットをアクティブにする方法」を参照)。
パケットフィルタリング規則を作成する方法については、316ページの「IP
フィルタのパケットのフィルタリング機能の使用」を参照してください。

注 – ipf.confファイルが空の場合は、フィルタリングは行われません。空の
ipf.confファイルは、次のような規則セットを持っているのと同じです。

pass in all

pass out all

■ NAT規則の構成ファイルを作成するには、 ipnat.confファイルを編集します。

IPフィルタは、ipnat.confファイルに保存したNAT規則を使用します。NATの
規則ファイルを /etc/ipf/ipnat.confファイルに保存した場合は、システムの
ブート時に、このファイルがロードされます。NAT規則をブート時にロードしな
い場合は、適当な場所に ipnat.confファイルを保存します。次に、 ipnatコマン
ドでNAT規則をアクティブ化します。
NAT用の規則の作成については、320ページの「IPフィルタのNAT機能の使
用」を参照してください。

■ アドレスプールの構成ファイルを作成するには、ippool.confファイルを編集し
ます。

IPフィルタは、ippool.confファイルに保存したアドレスのプールを使用しま
す。アドレスプールの規則ファイルを /etc/ipf/ippool.confファイルに保存した
場合は、システムのブート時に、このファイルがロードされます。アドレス
プールをブート時にロードしない場合は、適当な場所に ippool.confファイルを
保存します。次に、ippoolコマンドでアドレスプールをアクティブ化できます。

アドレスプールの作成については、321ページの「IPフィルタのアドレスプール
機能の使用」を参照してください。
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IPフィルタの構成ファイルの例
次の例は、フィルタリング構成で使用されるパケットフィルタリング規則を示して
います。

例 21–24 IPフィルタのホスト構成

この例は、bgeネットワークインタフェースを備えたホストマシンの構成を示してい
ます。

# pass and log everything by default

pass in log on bge0 all

pass out log on bge0 all

# block, but don’t log, incoming packets from other reserved addresses

block in quick on bge0 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on bge0 from 172.16.0.0/12 to any

# block and log untrusted internal IPs. 0/32 is notation that replaces

# address of the machine running Solaris IP Filter.

block in log quick from 192.168.1.15 to <thishost>

block in log quick from 192.168.1.43 to <thishost>

# block and log X11 (port 6000) and remote procedure call

# and portmapper (port 111) attempts

block in log quick on bge0 proto tcp from any to bge0/32 port = 6000 keep state

block in log quick on bge0 proto tcp/udp from any to bge0/32 port = 111 keep state

この規則セットは、すべてのデータが bgeインタフェースを出入りできる 2つの制限
なしの規則で開始します。2番目の規則セットは、プライベートアドレス空間
10.0.0.0および 172.16.0.0からの受信パケットがファイアウォールの中に入るのを
ブロックします。次の規則セットは、ホストマシンからの特定の内部アドレスをブ
ロックします。そして、最後の規則セットは、ポート 6000およびポート 111から受
信されるパケットをブロックします。

例 21–25 IPフィルタのサーバー構成

この例は、Webサーバーとして機能するホストマシンの構成を示しています。この
マシンには、e1000gネットワークインタフェースがあります。

# web server with an e1000g interface

# block and log everything by default;

# then allow specific services

# group 100 - inbound rules

# group 200 - outbound rules

# (0/32) resolves to our IP address)

*** FTP proxy ***

# block short packets which are packets

# fragmented too short to be real.

block in log quick all with short

IPフィルタ構成ファイルの作成と編集

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月354



例 21–25 IPフィルタのサーバー構成 (続き)

# block and log inbound and outbound by default,

# group by destination

block in log on e1000g0 from any to any head 100

block out log on e1000g0 from any to any head 200

# web rules that get hit most often

pass in quick on e1000g0 proto tcp from any \

to e1000g0/32 port = http flags S keep state group 100

pass in quick on e1000g0 proto tcp from any \

to e1000g0/32 port = https flags S keep state group 100

# inbound traffic - ssh, auth

pass in quick on e1000g0 proto tcp from any \

to e1000g0/32 port = 22 flags S keep state group 100

pass in log quick on e1000g0 proto tcp from any \

to e1000g0/32 port = 113 flags S keep state group 100

pass in log quick on e1000g0 proto tcp from any port = 113 \

to e1000g0/32 flags S keep state group 100

# outbound traffic - DNS, auth, NTP, ssh, WWW, smtp

pass out quick on e1000g0 proto tcp/udp from e1000g0/32 \

to any port = domain flags S keep state group 200

pass in quick on e1000g0 proto udp from any \

port = domain to e1000g0/32 group 100

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 \

to any port = 113 flags S keep state group 200

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 port = 113 \

to any flags S keep state group 200

pass out quick on e1000g0 proto udp from e1000g0/32 to any \

port = ntp group 200

pass in quick on e1000g0 proto udp from any \

port = ntp to e1000g0/32 port = ntp group 100

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 \

to any port = ssh flags S keep state group 200

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 \

to any port = http flags S keep state group 200

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 \

to any port = https flags S keep state group 200

pass out quick on e1000g0 proto tcp from e1000g0/32 \

to any port = smtp flags S keep state group 200

# pass icmp packets in and out

pass in quick on e1000g0 proto icmp from any to e1000g0/32 keep state group 100

pass out quick on e1000g0 proto icmp from e1000g0/32 to any keep state group 200
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例 21–25 IPフィルタのサーバー構成 (続き)

# block and ignore NETBIOS packets

block in quick on e1000g0 proto tcp from any \

to any port = 135 flags S keep state group 100

block in quick on e1000g0 proto tcp from any port = 137 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on e1000g0 proto udp from any to any port = 137 group 100

block in quick on e1000g0 proto udp from any port = 137 to any group 100

block in quick on e1000g0 proto tcp from any port = 138 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on e1000g0 proto udp from any port = 138 to any group 100

block in quick on e1000g0 proto tcp from any port = 139 to any flags S keep state

group 100

block in quick on e1000g0 proto udp from any port = 139 to any group 100

例 21–26 IPフィルタのルーター構成

この例は、内部インタフェース ngeと外部インタフェース ce1を備えるルーターの構
成を示しています。

# internal interface is nge0 at 192.168.1.1

# external interface is nge1 IP obtained via DHCP

# block all packets and allow specific services

*** NAT ***

*** POOLS ***

# Short packets which are fragmented too short to be real.

block in log quick all with short

# By default, block and log everything.

block in log on nge0 all

block in log on nge1 all

block out log on nge0 all

block out log on nge1 all

# Packets going in/out of network interfaces that aren’t on the loopback

# interface should not exist.

block in log quick on nge0 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on nge0 from any to 127.0.0.0/8

block in log quick on nge1 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on nge1 from any to 127.0.0.0/8

# Deny reserved addresses.

block in quick on nge1 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on nge1 from 172.16.0.0/12 to any

block in log quick on nge1 from 192.168.1.0/24 to any
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例 21–26 IPフィルタのルーター構成 (続き)

block in quick on nge1 from 192.168.0.0/16 to any

# Allow internal traffic

pass in quick on nge0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24

pass out quick on nge0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24

# Allow outgoing DNS requests from our servers on .1, .2, and .3

pass out quick on nge1 proto tcp/udp from nge1/32 to any port = domain keep state

pass in quick on nge0 proto tcp/udp from 192.168.1.2 to any port = domain keep state

pass in quick on nge0 proto tcp/udp from 192.168.1.3 to any port = domain keep state

# Allow NTP from any internal hosts to any external NTP server.

pass in quick on nge0 proto udp from 192.168.1.0/24 to any port = 123 keep state

pass out quick on nge1 proto udp from any to any port = 123 keep state

# Allow incoming mail

pass in quick on nge1 proto tcp from any to nge1/32 port = smtp keep state

pass in quick on nge1 proto tcp from any to nge1/32 port = smtp keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

# Allow outgoing connections: SSH, WWW, NNTP, mail, whois

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

block in quick on nge1 proto tcp from any to any port = nntp keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

pass in quick on nge0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = whois keep state

pass out quick on nge1 proto tcp from any to any port = whois keep state

# Allow ssh from offsite

pass in quick on nge1 proto tcp from any to nge1/32 port = 22 keep state

# Allow ping out

pass in quick on nge0 proto icmp all keep state

pass out quick on nge1 proto icmp all keep state

# allow auth out

pass out quick on nge1 proto tcp from nge1/32 to any port = 113 keep state
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例 21–26 IPフィルタのルーター構成 (続き)

pass out quick on nge1 proto tcp from nge1/32 port = 113 to any keep state

# return rst for incoming auth

block return-rst in quick on nge1 proto tcp from any to any port = 113 flags S/SA

# log and return reset for any TCP packets with S/SA

block return-rst in log on nge1 proto tcp from any to any flags S/SA

# return ICMP error packets for invalid UDP packets

block return-icmp(net-unr) in proto udp all
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ネットワークパフォーマンス
この部分では、統合負荷分散や仮想ルーター冗長プロトコルといったネット
ワークパフォーマンス機能について説明します。
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統合ロードバランサの概要

Oracle Solarisの機能である統合ロードバランサ (ILB)は、SPARCおよび x86ベースの
システムにインストールされているOracle Solarisにレイヤー 3およびレイヤー 4の負
荷分散機能を提供します。ILBはクライアントからの受信要求を傍受し、要求を処理
するバックエンドサーバーを負荷分散規則に基づいて決定し、選択された
サーバーに要求を転送します。ILBはオプションの健全性検査を実行し、選択された
サーバーが着信要求を処理できるかどうかを確認するために負荷分散アルゴリズム
のデータを提供します。

この章では次のセクションについて説明します。

■ 362ページの「ILBの用語」
■ 364ページの「ILBの機能」
■ 369ページの「ILBプロセス」
■ 370ページの「ILBの使用のガイドライン」
■ 370ページの「ILBとサービス管理機能」
■ 370ページの「ILBコマンドおよびサブコマンド」

ILBの主な機能は次のとおりです。
■ IPv4および IPv6について、ステートレスDirect Server Return (DSR)およびネット
ワークアドレス変換 (NAT)の動作モードをサポートします

■ コマンド行インタフェース (CLI)による ILB管理を可能にします
■ 健全性検査によるサーバー監視機能を提供します

ILBには次の 3つの主要コンポーネントがあります。
■ ilbadm CLI –このインタフェースを使用して、負荷分散規則の構成、オプション
の健全性検査の実行、および統計の表示が可能です。

■ libilb構成ライブラリ – ilbadmおよびほかのサードパーティーアプリケーション
は、libilb内に実装されている ILB管理用の機能を使用できます。

■ ilbdデーモン –このデーモンは次のタスクを実行します。
■ 永続的な構成を管理します
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■ 構成情報を処理し、その情報を ILBカーネルモジュールに送信して実行するこ
とによって、ILBカーネルモジュールへの逐次アクセスを提供します

■ 健全性検査を実行し、結果を ILBカーネルモジュールに通知することで、負荷
分散が正しく調整されます

ILBの用語
このセクションでは、システムに ILBを実装するときに知っておくと役立ついくつ
かの用語について説明します。

接続排出 管理者によって無効にされたサーバーへの新しい接続を防ぐための機能を提供するメカ
ニズム。この機能は、アクティブな接続またはセッションに影響を与えずにサーバーを
シャットダウンする際に役立ちます。サーバーへの既存の接続は通常どおり機能しま
す。サーバーが要求を処理するための準備が整ったら、管理者は再度有効にで
き、ロードバランサは新しい接続をこのサーバーに転送します。ILBは、NATベースの
仮想サービスを持つサーバーについてのみ、この機能を提供します。

Direct Server Return
モード
(DSR)

バックエンドサーバーへの受信要求を負荷分散し、サーバーからの戻りトラフィックを
クライアントに直接送信することによってロードバランサをバイパスさせることを指し
ます。ILBの現在のDSR実装はTCP接続追跡を行いません (つまりステートレスです)。

利点:
■ パケットの着信先MACアドレスのみが変更され、サーバーがクライアントに直接応答す
るため、NATよりもパフォーマンスが優れています。

■ 完全な透過伝送機構:サーバーはクライアント IPアドレスから接続を直接認識し、デ
フォルトゲートウェイを介してクライアントに応答します。

欠点:
■ バックエンドサーバーは、それ固有の IPアドレス (健全性検査用)および仮想 IPアドレス

(負荷分散トラフィック用)の両方に応答する必要があります。

■ ロードバランサは接続状態を維持しない (つまりステートレスである)ため、サーバーを
追加または削除すると接続が中断されます。

負荷分散アルゴリズム ILBが受信要求に対してサーバーグループからバックエンドサーバーを選択するために
使用するアルゴリズム。
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負荷分散規則 ILBでは、仮想サービスは負荷分散規則によって表現され、次のパラメータで定義され
ます。
■ 仮想 IPアドレス

■ トランスポートプロトコル: TCPまたはUDP

■ ポート番号 (またはポート範囲)

■ 負荷分散アルゴリズム

■ 負荷分散モードの種類 (DSR、フルNAT、またはハーフNAT)

■ 一連のバックエンドサーバーで構成されるサーバーグループ

■ サーバーグループ内の各サーバーに対して実行できる、オプションのサーバー健全性検査

■ 健全性検査に使用するオプションのポート

注 –健全性検査は、特定のポートか、ilbdデーモンがサーバーのポート範囲

からランダムに選択する任意のポートを指定できます。

■ 仮想サービスを表す規則名

NATベースの負荷分散 IPヘッダー情報の書き換えを伴い、要求トラフィックと応答トラフィックの両方を処理
します。NATには、ハーフNATとフルNATの 2つの種類があります。どちらの種類も
着信先 IPアドレスを書き換えます。ただし、フルNATは発信元 IPアドレスも書き換え
るため、サーバーからは、すべての接続がロードバランサから発信されているように見
えます。NATはTCP接続追跡を提供します (つまりステートフルです)。

利点:
■ ロードバランサを指定するようにデフォルトゲートウェイを変更することによって、すべ
てのバックエンドサーバーで動作します。

■ ロードバランサが接続状態を維持するため、接続を中断せずにサーバーを追加または削除
できます。

欠点:
■ 処理に IPヘッダーの操作を伴い、サーバーがロードバランサに応答を送信するた
め、DSRよりもパフォーマンスが低くなります。

■ すべてのバックエンドサーバーがロードバランサをデフォルトゲートウェイとして使用す
る必要があります。

永続的な構成 ILBのコンテキストでは、永続的な構成とは、リブートおよびパッケージ更新を経ても
永続する構成 (つまり一連の負荷分散規則)のことです。

プロキシソース プロキシとして機能できる IPアドレスの範囲。範囲は 10個の IPアドレスに限定されま
す。プロキシソースはフルNAT実装を行う場合にのみ必要です。

プロキシソース
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セッション ある期間中に同一のクライアントから届く多数のパケットで構成され、全体としてなに
かしらの意味を持つことがあります。

セッション永続性 クライアントからのすべてのパケットを同一のバックエンドサーバーに送信できるよう
にします。スティッキネスとも呼ばれます。仮想サービスの単純なセッション永続性
(つまり発信元アドレス永続性)は、pmask=接頭辞長および persist-timeout=秒数を指定
することによって設定できます。クライアントとサーバーの間でセッション永続性が確
立されたあとは、クライアントから仮想サービスへのすべてのパケットは、永続性が存
在するかぎり同一のバックエンドサーバーに転送されます。CIDR表記の接頭辞長
は、IPv4では 0–32、IPv6では 0–128の間の値です。

サーバーグループ 0個以上のバックエンドサーバーで構成され、仮想サービスに使用されるときは少なく
とも 1つのサーバーを含む必要があります。たとえば、HTTP要求の負荷分散を行う場
合、1つ以上のバックエンドサーバーで構成されるサーバーグループを ILBに構成する
必要があります。ILBは、構成された一連のサーバー全体でHTTPトラフィックを分散
します。

サーバー ID サーバーがサーバーグループに追加されたときにシステムによって割り当てられる IPア
ドレスの固有名。

仮想 IPアドレス
(VIP)

仮想サービスの IPアドレス。

仮想サービス クライアントからは VIP:portとして認識されるサービス。たとえば、www.foo.com:80の
ようになります。サービスは、複数のサーバーで構成される可能性があるサーバーグ
ループによって処理されますが、仮想サービスのクライアントからは、サーバーグ
ループは単一の IP address:portのように認識されます。単一のサーバーを複数の
サーバーグループに組み込むことができ、複数の仮想サービスに対応できます。さら
に、単一のサーバーグループが複数の仮想サービスに対応することもできます。

ILBの機能
このセクションでは、ILBの主な機能について説明します。

ILBの動作モード
ILBは、1脚または 2脚のトポロジにおいて、IPv4および IPv6に対するステートレス
DSRおよびNATの動作モードをサポートします。

■ ステートレスDSRモード – DSRモードでは、ILBはバックエンドサーバーへの受
信要求を分散しますが、サーバーからクライアントへの戻りトラフィックは ILB
をバイパスします。ただし、ILBをバックエンドサーバーのルーターとして使用
するように設定することもできます。この場合、バックエンドサーバーからクラ
イアントへの応答は、ILBを実行中のマシンを通るように経路指定されます。ス
テートレスDSRでは、ILBは基本的な統計情報を除き、処理されるパケットのス
テート情報を保存しません。このモードでは ILBがステートを保存しないた
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め、パフォーマンスは通常の IP転送のパフォーマンスに匹敵します。このモード
はコネクションレスプロトコルに最適です。

■ NATモード (フルNATおよびハーフNAT) – ILBは負荷分散機能のためだけ
に、NATをスタンドアロンモードで使用します。このモードでは、ILBは
ヘッダー情報を書き換え、受信トラフィックと送信トラフィックを処理しま
す。NATモードは、追加のセキュリティーを提供し、HTTP (または SSL)トラ
フィックに最適です。

注 – ILBで実装されるNATコードパスはOracle Solarisの IPフィルタ機能に実装される
コードパスと異なります。これらのコードパスを同時に使用しないでください。

ILBアルゴリズム
ILBアルゴリズムはトラフィック分散を制御し、負荷分散およびサーバー選択のため
のさまざまな特性を提供します。ILBは 2つの動作モードに対して次のアルゴリズム
を提供します。

■ ラウンドロビン –ラウンドロビンアルゴリズムでは、ロードバランサは
サーバーのリストに対してローテーションベースで要求を割り当てま
す。サーバーに要求が割り当てられると、サーバーはリストの末尾に移動しま
す。

■ src IPハッシュ –発信元 IPハッシュ方式では、ロードバランサは受信要求の発信
元 IPアドレスのハッシュ値に基づいてサーバーを選択します。

■ src-IP、ポートハッシュ –発信元 IP、ポートハッシュ方式では、ロードバランサ
は受信要求の発信元 IPアドレスおよび発信元ポートのハッシュ値に基づいて
サーバーを選択します。

■ src-IP、VIPハッシュ –発信元 IP、VIPハッシュ方式では、ロードバランサは受信
要求の発信元 IPアドレスおよび着信先 IPアドレスのハッシュ値に基づいて
サーバーを選択します。

ILBコマンド行インタフェース
CLIは /usr/sbin/ilbadmディレクトリにあります。これには、負荷分散規
則、サーバーグループ、および健全性検査を構成するサブコマンドが含まれていま
す。また、統計情報や構成の詳細を表示するサブコマンドも含まれています。サブ
コマンドは、次の 2つのカテゴリに分けられます。
■ 構成サブコマンド –これらのサブコマンドでは次のタスクを実行できます。

■ 負荷分散規則の作成および削除
■ 負荷分散規則の有効化および無効化
■ サーバーグループの作成および削除
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■ サーバーグループへのサーバーの追加および削除
■ バックエンドサーバーの有効化および無効化
■ 負荷分散規則内のサーバーグループについてのサーバー健全性検査の作成およ
び削除

注 –構成サブコマンドを管理するには、特権が必要です。特権は、役割に基づく
アクセス制御 (RBAC)を通じて取得します。適切な役割の作成と役割の
ユーザーへの割り当てについては、『Oracle Solarisの管理:セキュリティーサービ
ス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してください。

■ 表示サブコマンド –これらのサブコマンドでは次のタスクを実行できます。
■ 構成された負荷分散規則、サーバーグループ、および健全性検査を表示します
■ パケット転送統計の表示
■ NAT接続テーブルの表示
■ 健全性検査結果の表示
■ セッション永続性マッピングテーブルの表示

注 –表示サブコマンドを管理するために特権は不要です。

ilbadmサブコマンドの一覧については、370ページの「ILBコマンドおよびサブコマ
ンド」を参照してください。ilbadmサブコマンドの詳細情報について
は、ilbadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

ILBサーバー監視機能
ILBは、サーバー健全性検査に次の機能を提供できるオプションのサーバー監視機能
を提供します。

■ 組み込み pingプローブ
■ 組み込みTCPプローブ
■ 組み込みUDPプローブ
■ サーバー健全性検査として実行できるユーザー独自のテスト

デフォルトでは、ILBは健全性検査を実行しません。負荷分散規則を作成すると
き、サーバーグループごとに健全性検査を指定できます。1つの負荷分散規則につき
1つの健全性検査のみ構成できます。仮想サービスが有効であるかぎり、有効化され
ている仮想サービスに関連付けられたサーバーグループの健全性検査は自動的に開
始し、定期的に繰り返されます。仮想サービスが無効化されると健全性検査はすぐ
に停止します。仮想サービスがふたたび有効化されたとき、以前の健全性検査状態
は保持されません。
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健全性検査を実行するためにTCPプローブ、UDPプローブ、またはカスタムテスト
プローブを指定したときに、ILBはデフォルトで、指定されたTCPプローブ、UDP
プローブ、またはカスタムテストプローブをサーバーに送信する前に、サーバーが
到達可能かどうかを判別するために pingプローブを送信します。pingプローブは
サーバーの健全性を監視するための方法です。pingプローブに失敗すると、対応す
るサーバーは、健全性検査ステータスが unreachableになり無効化されます。pingプ
ローブに成功しても、TCPプローブ、UDPプローブ、またはカスタムテストプ
ローブに失敗した場合、サーバーは健全性検査ステータスが deadになり無効化され
ます。

注 –

■ デフォルトの pingプローブを無効にできます。
■ UDPプローブについてはデフォルトの pingプローブを無効にできません。した
がって、UDP健全性検査の場合、pingプローブが常にデフォルトプローブです。

次の表に示すパラメータについて健全性検査を構成できます。

表 22–1 健全性検査パラメータの構成

健全性検査パラメータ 説明

hc-test 実行する健全性検査の種類を指定します。

hc-timeout 健全性検査が完了しない場合のタイムアウトを開始します。

hc-interval 連続する健全性検査の間の間隔を指定します。

注 –間隔は、0.5*hc-intervalと 1.5*hc-intervalの値の間でランダム化され
ます。

hc-count サーバーに障害が発生したと見なされるまでの連続した検査の失敗回数を指
定します。

ILBの追加機能
このセクションでは、ILBの追加機能について説明します。

■ クライアントが仮想 IP (VIP)アドレスを pingできる – ILBは、クライアントから
VIPへのインターネット制御メッセージプロトコル (ICMP)エコー要求に応答でき
ます。ILBは、DSRおよびNATの動作モードについてこの機能を提供します。

■ サービスを中断させずにサーバーをサーバーグループに追加および削除できる –
バックエンドサーバーと確立されている既存の接続を中断させずにサーバーを
サーバーグループに動的に追加および削除できます。ILBは、NAT動作モードに
ついてこの機能を提供します。
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■ セッション永続性 (スティッキネス)を構成できる –多くのアプリケーションで
は、同一のクライアントからの一連の接続、パケット、あるいはその両方が同一
のバックエンドサーバーに送信されることが重要です。サブコマンド
create-rule{{-m persist=<netmask>]]のネットマスクを指定することに
よって、仮想サービスのセッション永続性を構成できます。永続性マッピングが
作成されると、その後に続く仮想サービスへの接続パケット、または両方の要求
は、クライアントの発信元 IPアドレスが一致する場合、同一のバックエンド
サーバーに転送されます。セッション永続性メカニズムのサポートは、DSRと
NATの両方の動作モードで利用できます。

■ 接続排出を実行できる – ILBは、NATベースの仮想サービスのサーバーについて
のみこの機能をサポートします。この機能は、無効にされているサーバーに対し
て新しい接続が送信されることを回避します。サーバーへの既存の接続は、機能
を続行します。そのサーバーへのすべての接続が終了したあとに、サーバーは保
守のためにシャットダウンできます。サーバーが要求を処理するための準備が
整ったら、サーバーを有効にすることで、ロードバランサは新しい接続を
サーバーに転送できるようになります。この機能によって、アクティブな接続ま
たはセッションを中断せずに、サーバーを保守のためにシャットダウンできま
す。

■ TCPおよびUDPポートの負荷分散ができる – ILBは、各ポートに明示的な規則を
設定しなくても、特定の IPアドレス上のすべてのポートを異なる一連の
サーバーで負荷分散できます。ILBは、DSRおよびNATの動作モードについてこ
の機能を提供します。

■ 同一のサーバーグループ内で仮想サービス用の個別ポートを指定できる –この機
能により、ILBではNAT動作モードの場合、同一のサーバーグループ内の異なる
サーバーについて異なる着信先ポートを指定できます。

■ 単純なポート範囲の負荷分散ができる – ILBでは、VIP上のポート範囲を、特定の
サーバーグループで負荷分散できます。便宜上、同一VIP上の異なるポート範囲
を異なる一連のバックエンドサーバーで負荷分散することによって、IPアドレス
を節約できます。また、NATモードでセッション永続性が有効なときは、ILBは
同一のクライアント IPアドレスから、範囲内のさまざまなポートへの要求を、同
一のバックエンドサーバーに送信します。

■ ポート範囲の移動および収縮ができる –ポート範囲の移動および収縮は、負荷分
散規則内のサーバーのポート範囲に依存します。したがって、サーバーのポート
範囲がVIPポート範囲と異なる場合、ポート移動が自動的に実装されま
す。サーバーのポート範囲が単一ポートの場合、ポート収縮が実装されます。こ
の機能はNAT動作モードについて提供されます。
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ILBプロセス
このセクションでは、クライアントからサーバーへのパケット処理やサーバーから
クライアントへのパケット処理などの ILBプロセスのしくみについて説明します。

クライアントからサーバーへのパケット処理:

1. ILBは、クライアントからVIPアドレスに送信された受信要求を受け取り、要求
を負荷分散規則と照合します。

2. ILBは一致する負荷分散規則を見つけると、負荷分散アルゴリズムを使用し
て、動作モードに応じて要求をバックエンドサーバーに転送します。
■ DSRモードでは、ILBは受信要求のMACヘッダーを、選択されたバックエン
ドサーバーのMACヘッダーに置換します。

■ ハーフNATモードでは、ILBは受信要求の着信先 IPアドレスおよびトランス
ポートプロトコルのポート番号を、選択されたバックエンドサーバーのものに
置換します。

■ フルNATモードでは、ILBは受信要求の発信元 IPアドレスとトランスポート
プロトコルのポート番号を、負荷分散規則のNAT発信元アドレスに置換しま
す。また ILBは、受信要求の着信先 IPアドレスとトランスポートプロトコル
のポート番号を、選択されたバックエンドサーバーのものに置換します。

3. ILBは変更された受信要求を、選択されたバックエンドサーバーに転送します。

サーバーからクライアントへのパケット処理:

1. バックエンドサーバーはクライアントからの受信要求に応答して、返信を ILBに
送信します。

2. バックエンドサーバーから応答を受け取ったあとの ILBのアクションは、次に示
すように動作モードをベースにします。
■ 通常のDSRモードでは、バックエンドサーバーからの応答は ILBをバイパス
し、クライアントに直接届きます。ただし、ILBがバックエンドサーバーの
ルーターとしても使用される場合、バックエンドサーバーからクライアントへ
の応答は、ILBを実行中のマシンを通過するように経路制御されます。

■ ハーフNATモードとフルNATモードでは、ILBはバックエンドサーバーから
の応答を受信要求と照合し、変更された IPアドレスおよびトランスポートプ
ロトコルのポート番号を元の受信要求のものに置換します。その後、ILBはク
ライアントに応答を転送します。
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ILBの使用のガイドライン
次のガイドラインは、ILBの使用法についての説明です。
■ ILBを管理するには、ILB Managementの権利プロファイルを持つ役割または
スーパーユーザーになることができる必要があります。ILB管理の権利プロ
ファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てることができます。役割の作成
と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle Solarisの管理:セキュリ
ティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してください。

■ ILB構成コマンドの監査を有効にするには、システム全体の管理監査クラスを事
前選択する必要があります。これを行うには、『Oracle Solarisの管理:セキュリ
ティーサービス』の「監査サービスの構成 (タスクマップ)」を参照してくださ
い。

■ ILBユーザーランドコンポーネントは、別個の IPSパッケージとしてOracle Solaris
リポジトリ内に提供されており、パッケージ名は SUNWilbで始まります。これら
のパッケージは、pkg installコマンドを使用して、Oracle Solarisリポジトリから
ダウンロードする必要があります。ILBのインストールの手順については、373
ページの「統合ロードバランサのインストール」を参照してください。

■ スタンドアロンモードでの ILB NAT実装は、負荷分散機能のみに制限されます。
■ ILBはマシン障害についてのみ冗長性を提供し、スイッチ障害を処理しませ
ん。現時点では、ILBは ILBを実行中の異なるマシン間での同期を提供していま
せん。

ILBとサービス管理機能
ILBはサービス管理機能 (SMF)サービス svc:/network/loadbalancer/ilb:defaultに
よって管理されています。SMFの概要については、『Oracle Solarisの管理:一般的な
タスク』の第 6章「サービスの管理 (概要)」を参照してください。SMFに関連するス
テップごとの手順については、『Oracle Solarisの管理:一般的なタスク』の第 7
章「サービスの管理 (手順)」を参照してください。

ILBコマンドおよびサブコマンド
ilbadmおよびそのサブコマンドを使用して、負荷分散規則を操作できます。ilbadm

サブコマンドの詳細情報については、ilbadm(1M)のマニュアルページを参照してく
ださい。

表 22–2 負荷分散規則を操作するために使用する ILBコマンドおよびサブコマンド

ILBコマンド 説明

ilbadm create-rule 特定の特性を持つ rule nameを作成します。
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表 22–2 負荷分散規則を操作するために使用する ILBコマンドおよびサブコマンド (続き)
ILBコマンド 説明

ilbadm show-rule 指定された規則の特性を表示するか、規則が指定されない場合
はすべての規則を表示します。

ilbadm delete-rule rule nameに関するすべての情報を削除します。nameが存在し
ない場合、このサブコマンドは失敗します。

ilbadm enable-rule 指定された規則を有効にするか、名前が指定されない場合はす
べての規則を有効にします。

ilbadm disable-rule 指定された規則を無効にするか、名前が指定されない場合はす
べての規則を無効にします。

ilbadm show-statistics 統計情報を表示します。たとえば、このサブコマンドに -tを
付けると、各ヘッダーにタイムスタンプを含めます。

ilbadm show-hc-result 指定された規則の名前 rule-nameと関連付けられたサーバーの
健全性検査結果を表示します。rule-nameが指定されない場
合、すべての規則についてのサーバーの健全性検査結果が表示
されます。

ilbadm show-nat NATテーブル情報を表示します。

ilbadm create-servergroup サーバーグループを作成します。追加サーバーは、ilbadm

add-serverを使用して追加できます。

ilbadm delete-servergroup サーバーグループを削除します。

ilbadm show-servergroup サーバーグループを一覧表示するか、サーバーグループが指定
されない場合はすべてのサーバーグループを一覧表示します。

ilbadm enable-server 無効にされたサーバーを有効にします。

ilbadm disable-server 指定されたサーバーを無効にします。

ilbadm add-server 指定されたサーバーをサーバーグループに追加します。

ilbadm show-server 指定された規則に関連付けられたサーバーを表示するか、規則
名が指定されない場合はすべてのサーバーを表示します。

ilbadm remove-server サーバーグループからサーバーを削除します。

ilbadm create-healthcheck 規則の設定に使用できる健全性検査情報を設定します。

ilbadm show-persist セッション永続性マッピングテーブルを表示します。

ilbadm export-config filename 必要に応じて ilbadm importを使用してインポートするときに
最適な形式で既存の構成ファイルをエクスポートしま
す。filenameが指定されない場合、ilbadm exportは stdoutに書
き込みます。
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表 22–2 負荷分散規則を操作するために使用する ILBコマンドおよびサブコマンド (続き)
ILBコマンド 説明

ilbadm import-config -p filename ファイルをインポートし、このインポートされたファイルの内
容で既存の構成を置換します。filenameが指定されない場
合、ilbadm importは stdinから読み取ります。
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統合ロードバランサの構成 (タスク)

この章では、統合ロードバランサ (ILB)のインストールおよび構成について説明
し、次のセクションを含んでいます。

■ 373ページの「統合ロードバランサのインストール」
■ 374ページの「ILBの有効化と無効化」
■ 375ページの「ILBの構成」
■ 379ページの「ILB高可用性構成 (アクティブパッシブモードのみ)」
■ 384ページの「ILB構成サブコマンドのユーザー承認の設定」
■ 385ページの「ILBサーバーグループの管理」
■ 386ページの「ILB内のバックエンドサーバーの管理」
■ 389ページの「ILBの健全性検査の管理」
■ 391ページの「ILB規則の管理」
■ 393ページの「ILB統計の表示」
■ 395ページの「importおよび exportサブコマンドの使用」

統合ロードバランサのインストール
このセクションでは ILBのインストールについて説明します。

ILBにはカーネルとユーザーランドの 2つの部分があります。カーネル部分はOracle
Solaris 11のインストールの一部として自動的にインストールされます。ただし、ILB
のユーザーランド部分を取得するには、ユーザーは
service/network/load-balancer/ilbパッケージにある ilbを手動でインストールす
る必要があります。
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ILBの有効化と無効化
このセクションでは ILBを有効化および無効化する手順について説明します。

▼ ILBを有効にする方法
システムの役割に基づくアクセス制御 (RBAC)属性ファイルに次のエントリがあるこ
とを確認します (エントリがない場合はエントリを手動で追加します)。
■ ファイル名: /etc/security/auth_attr

■ solaris.network.ilb.config:::Network ILB

Configuration::help=NetworkILBconf.html

■ solaris.network.ilb.enable:::Network ILB Enable

Configuration::help=NetworkILBenable.html

■ solaris.smf.manage.ilb:::Manage Integrated Load Balancer Service

States::help=SmfILBStates.html

■ ファイル名: /etc/security/prof_attr
■ Network ILB:::Manage ILB configuration via

ilbadm:auths=solaris.network.ilb.config,solaris.network.ilb.enable;

help=RtNetILB.html

■ ファイルのネットワーク管理者エントリに solaris.smf.manage.ilbを含めるよ
うにしてください。

■ ファイル名: /etc/user_attr
■ daemon::::auths=solaris.smf.manage.ilb,solaris.smf.modify.application

ILB Managementの権利プロファイルを持つ役割またはスーパーユーザーになりま
す。
ILB管理の権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てることができま
す。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle Solarisの管理:
セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してくださ
い。

IPv4または IPv6あるいはこれらの両方の適切な転送サービスを有効にします。
#svcadm enable svc:/network/ipv4-forwarding

# svcadm enable svc:/network/ipv6-forwarding

ILBサービスを有効にします。
# svcadm enable ilb

ILBサービスが有効になっていることを確認します。
# svcs ilb

始める前に
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▼ ILBを無効にする方法
ILB Managementの権利プロファイルを持つ役割を、ユーザーが作成した役割に指定
するか、またはスーパーユーザーになります。

ILB管理の権利プロファイルは、ユーザーが作成した役割に割り当てることができま
す。役割の作成と役割のユーザーへの割り当てについては、『Oracle Solarisの管理:
セキュリティーサービス』の「RBACの初期構成 (タスクマップ)」を参照してくださ
い。

ILBサービスを無効にします。
# svcadm disable ilb

ILBサービスが無効になっていることを確認します。
# svcs ilb

ILBの構成
このセクションでは、DSR、ハーフNAT、およびフルNATトポロジによる ILBの実
装について説明します。

DSR、フルNAT、およびハーフNATトポロジ
次の図に、DSRトポロジを使用した ILBの実装を示します。
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ILBはハーフNATモードおよびフルNATモードの両方で動作します。NATトポロジ
の一般的な実装を、次の図に示します。
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ハーフNAT負荷分散トポロジ
ILB運用のハーフNATモードでは、ILBはパケットのヘッダー内の着信先 IPアドレ
スのみを書き換えます。ハーフNAT実装を使用している場合、サーバーが存在する
同一のサブネットから、サービスの仮想 IP (VIP)アドレスに接続することはできませ
ん。

表 23–1 ハーフNAT実装の要求フローと応答フロー

要求フロー 発信元 IPアドレス 着信先 IPアドレス

1. クライアント ->ロードバラン
サ

クライアント ロードバランサのVIP

2. ロードバランサ ->サーバー クライアント サーバー

応答フロー

3. サーバー ->ロードバランサ サーバー クライアント

4. ロードバランサ ->クライアン
ト

ロードバランサのVIP クライアント

ILBの構成
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クライアント PCを、サーバーのネットワークと同じネットワークに接続した場
合、意図したサーバーはクライアントに直接応答します。4番目の手順は発生しない
ため、クライアントに対するサーバー応答の発信元 IPアドレスは無効です。クライ
アントが接続要求をロードバランサに送信すると、応答は意図したサーバーから発
生します。したがって、クライアントの IPスタックはすべての応答を適切に破棄し
ます。

この場合、要求フローと応答フローは次の表に示すとおりに進行します。

表 23–2 ハーフNAT実装の要求フローと応答フロー

要求フロー 発信元 IPアドレス 着信先 IPアドレス

1. クライアント ->ロードバランサ クライアント ロードバランサのVIP

2. ロードバランサ ->サーバー クライアント サーバー

応答フロー

3. サーバー ->クライアント サーバー クライアント

フルNAT負荷分散トポロジ
フルNAT実装では、発信元 IPアドレスと着信先 IPアドレスが書き換えられること
で、トラフィックがロードバランサを両方向で通過します。フルNATトポロジで
は、サーバーが存在する同一のサブネットからVIPに接続できるようになりま
す。次の表に、ILBのフルNATトポロジを示します。サーバーを通過するデフォル
トルートは不要です。ロードバランサを通過するデフォルトルートは、サブネット
Cのルーターアドレスです。このシナリオでは、ロードバランサはプロキシとして
動作します。

表 23–3 フルNAT実装の要求フローと応答フロー

要求フロー 発信元 IPアドレス 着信先 IPアドレス

1. クライアント ->ロードバランサ クライアント ロードバランサのVIP

2. ロードバランサ ->サーバー ロードバランサのインタ
フェースアドレス (サブネット
C)

サーバー

応答フロー

3. サーバー ->ロードバランサ サーバー ロードバランサのインタ
フェースアドレス (サブ
ネットC)

4. ロードバランサ ->クライアント ロードバランサのVIP クライアント

ILBの構成
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ILB高可用性構成 (アクティブパッシブモードのみ)
このセクションでは、DSR、ハーフNAT、およびフルNATトポロジを使用した ILB
の高可用性構成について説明します。

DSRトポロジを使用した ILB HA構成
このセクションでは、DSRトポロジを使用して高可用性 (HA)を実現するために ILB
接続を設定する方法について説明します。2つのロードバランサを設定する必要があ
り、1つはプライマリロードバランサ、もう 1つはスタンバイロードバランサになり
ます。プライマリロードバランサに障害が発生すると、スタンバイロードバランサ
がプライマリロードバランサの役割を引き受けます。

次の図は、ILB接続を構成してHAを実現するためのDSRトポロジを示しています。
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▼ DSRトポロジを使用して高可用性を実現するための ILBの構成方
法

次のロードバランサコマンドを使用して、プライマリロードバランサとスタンバイ
ロードバランサの両方を構成します。
# ilbadm create-servergroup -s server=10.0.0.1,10.0.0.2 sg1

# ilbadm create-rule -i vip=81.0.0.3,port=9001 \

-m lbalg=hash-ip-port,type=DSR -o servergroup=sg1 rule1

1
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すべてのサーバーの lo0インタフェースにVIPが構成されていることを確認します。
Server1# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 lo0/server1
Server2# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 lo0/server2

ロードバランサ 1がプライマリロードバランサとして機能するように構成します。
LB1# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1

LB1# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 255 vrrp1

LB1# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 vnicl/lb1

ロードバランサ 2がスタンバイロードバランサとして動作するように構成します。
LB2# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1

LB2# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 100 vrrp1

LB2# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 vincl/lb2

上記の構成は、次の障害シナリオに対する保護を提供します。

■ ロードバランサ 1に障害が発生すると、ロードバランサ 2がプライマリとな
り、VIP 81.0.0.3のアドレス解決を引き継ぎ、着信先 IPアドレス 81.0.0.3を持つ
クライアントからのすべてのパケットを処理します。

ロードバランサ 1が回復すると、ロードバランサ 2はスタンバイモードに戻りま
す。

■ ロードバランサ 1の 1つまたは両方のインタフェースに障害が発生する
と、ロードバランサ 2はプライマリとして引き継ぎます。したがって、ロードバ
ランサ 2がVIP 81.0.0.3のアドレス解決を引き継ぎ、着信先 IPアドレス 81.0.0.3

を持つクライアントからのすべてのパケットを処理します。

ロードバランサ 1の両方のインタフェースが正常になると、ロードバランサ 2は
スタンバイモードに戻ります。

ハーフNATトポロジを使用した ILB高可用性構成
このセクションでは、ハーフNATトポロジを使用することによって、ILB接続を設
定してHAを実現する方法について説明します。2つのロードバランサを設定する必
要があり、1つはプライマリ、もう 1つはスタンバイになります。プライマリロード
バランサに障害が発生すると、スタンバイロードバランサがプライマリロードバラ
ンサの役割を引き受けます。

次の図は、ILB接続を構成してHAを実現するためのハーフNATトポロジを示してい
ます。
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▼ ハーフNATトポロジを使用して高可用性を実現するための ILBの
構成方法

プライマリロードバランサとスタンバイロードバランサの両方を構成します。
# ilbadm create servergroup -s server=10.0.0.1,10.0.0.2 sg1

# ilbadm create-rule -ep -i vip=81.0.0.3,port=9001-9006,protocol=udp \

-m lbalg=roundrobin,type=HALF-NAT,pmask=24 \

-h hc-name=hc1,hc-port=9006 \

-t conn-drain=70,nat-timeout=70,persist-timeout=70 -o servergroup=sg1 rule1

1
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ロードバランサ 1がプライマリロードバランサとして機能するように構成します。
LB1# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1

LB1# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 vnic1/lb1
LB1# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 255 vrrp1

LB1# dladm create-vnic -m vrrp -V 2 -A inet -l eth1 vnic2

LB1# ipadm create-addr -T static -d -a 10.0.0.3/24 vnic2/lb1
LB1# vrrpadm create-router -V 2 -A inet -l eth1 -p 255 vrrp2

ロードバランサ 2がスタンバイロードバランサとして機能するように構成します。
LB2# dladm create-vnic -m vrrp -V 1 -A inet -l eth0 vnic1

LB2# ipadm create-addr -T static -d -a 81.0.0.3/24 vnic1/lb2
LB2# vrrpadm create-router -V 1 -A inet -l eth0 -p 100 vrrp1

LB2# dladm create-vnic -m vrrp -V 2 -A inet -l eth1 vnic2

LB2# ipadm create-addr -T static -d -a 10.0.0.3/24 vnic2/lb2
LB2# vrrpadm create-router -V 2 -A inet -l eth1 -p 100 vrrp2

両方のサーバーにフローティングデフォルトゲートウェイの IPアドレスを追加しま
す。
# route add net 192.168.6.0/24 10.0.0.3

上記の構成は、次の障害シナリオに対する保護を提供します。

■ ロードバランサ 1に障害が発生すると、ロードバランサ 2がプライマリとな
り、VIP 81.0.0.3のアドレス解決を引き継ぎ、着信先 IPアドレス 81.0.0.3を持つ
クライアントからのすべてのパケットを処理します。また、フローティング
ゲートウェイアドレス 10.0.0.3に送信されるすべてのパケットも処理します。

ロードバランサ 1が回復すると、ロードバランサ 2はスタンバイモードに戻りま
す。

■ ロードバランサ 1の 1つまたは両方のインタフェースに障害が発生する
と、ロードバランサ 2はプライマリとして引き継ぎます。したがって、ロードバ
ランサ 2がVIP 81.0.0.3のアドレス解決を引き継ぎ、着信先 IPアドレス 81.0.0.3

を持つクライアントからのすべてのパケットを処理します。また、フローティン
グゲートウェイアドレス 10.0.0.3を着信先とするすべてのパケットも処理しま
す。

ロードバランサ 1の両方のインタフェースが正常になると、ロードバランサ 2は
スタンバイモードに戻ります。

注 – ILBの現在の実装では、プライマリロードバランサとスタンバイロードバランサ
を同期しません。プライマリロードバランサに障害が発生してスタンバイロードバ
ランサが引き継ぐと、既存の接続は失敗します。ただし、同期しないHAでも、プラ
イマリロードバランサに障害が発生した状況では価値があります。
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ILB構成サブコマンドのユーザー承認の設定
次の ILB構成サブコマンドを実行するためには solaris.network.ilb.config RBAC承
認が必要です。

create-servergroup

delete-servergroup groupname

show-servergroup

add-server

remove-server

enable-server

disable-server

show-server

create-healthcheck

show-healthcheck

delete-healthcheck

show-rule

delete-rule

enable-rule

disable-rule

show-statistics

show-hc-result

show-nat

show-persist

export-config

import-config

既存のユーザーに承認を割り当てるには、『Oracle Solarisの管理:セキュリ
ティーサービス』の第 9章「役割に基づくアクセス制御の使用 (タスク)」を参照して
ください

システムに新規ユーザーアカウントを作成するときも承認を提供できます。次に例
を示します。

useradd -g 10 -u 1210 -A solaris.network.ilb.config ilbadmin

useraddコマンドは、/etc/passwd、/etc/shadow、および /etc/user_attrファイルに
対して新規ユーザーを追加します。-Aオプションはユーザーに承認を割り当てま
す。

ILB構成サブコマンドのユーザー承認の設定
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ILBサーバーグループの管理
ilbadmコマンドを使用して、ILBサーバーグループを作成、削除、および一覧表示で
きます。サーバーグループの定義については、362ページの「ILBの用語」を参照し
てください。

▼ サーバーグループを作成する方法
作成するサーバーグループの名前を選択します。

サーバーグループに含めるサーバーを選択します。

サーバーは、ホスト名または IPアドレスと、オプションのポートによって指定でき
ます。

サーバーグループを作成します。
# ilbadm create-servergroup -s servers=webserv1,webserv2,webserv3 webgroup

サーバーグループを作成する

次の例では、3つのサーバーで構成される webgroupというサーバーグループを作成
します。

# ilbadm create-servergroup -s servers=webserv1,webserv2,webserv3 webgroup

▼ サーバーグループを削除する方法
削除するサーバーグループを選択します。

サーバーグループは、アクティブな規則によって使用されていてはいけません。そ
れ以外の場合、削除に失敗します。

端末ウィンドウで、サーバーグループを削除します。
# ilbadm delete-servergroup webgroup

サーバーグループを削除する

次の例は、webgroupというサーバーグループを削除します。

# ilbadm delete-servergroup webgroup
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サーバーグループの表示
端末ウィンドウで、show-servergroupサブコマンドを入力すると、特定の
サーバーグループまたはすべてのサーバーグループに関する情報が取得されます。

次の例では、すべてのサーバーグループに関する詳細な情報が一覧表示されます。

# ilbadm show-servergroup -o all

sgname serverID minport maxport IP_address

specgroup _specgroup.0 7001 7001 199.199.67.18

specgroup _specgroup.1 7001 7001 199.199.67.19

test123 _test123.0 7001 7001 199.199.67.18

test123 _test123.1 7001 7001 199.199.67.19

ILB内のバックエンドサーバーの管理
ilbadmを使用して、サーバーグループ内の 1つ以上のバックエンドサーバーを追
加、削除、有効化、および無効化できます。定義の一覧については、362ページ
の「ILBの用語」を参照してください。

▼ バックエンドサーバーをサーバーグループに追加
する方法

バックエンドサーバーをサーバーグループに追加します。

サーバー指定にはホスト名または IPアドレスを含める必要があり、任意でポートま
たはポート範囲を含めることもできます。同一の IPアドレスを持つサーバーエント
リは、1つのサーバーグループ内で許可されません。
# ilbadm add-server -e -s server=192.168.89.1,192.168.89.2 ftpgroup
# ilbadm add-server -e -s server=[2001:7::feed:6]:8080 sgrp

-eオプションによって、サーバーをグループに追加するだけでなくサーバーが有効
になります。

注 – IPv6アドレスは角括弧で囲まれている必要があります。

●
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バックエンドサーバーをサーバーグループに追加する

次の例は、サーバーグループ ftpgroupおよび sgrpにサーバーを追加し、サーバーを
有効にします。

# ilbadm add-server -e -s \

server=192.168.89.1,192.168.89.2 ftpgroup

# ilbadm add-server -e -s server=[2001:7::feed:6]:8080 sgrp

▼ バックエンドサーバーをサーバーグループから削
除する方法

サーバーを特定のサーバーグループから削除するには、次の手順に従ってくださ
い。

a. サーバーグループから削除するサーバーのサーバー IDを識別します。サーバー ID
は show-servergroup -o allサブコマンドの出力から取得できます。

b. サーバーを削除します。
# ilbadm remove-server -s server=_specgroup.0 specgroup

サーバーをすべてのサーバーグループから削除するには、次の手順に従ってくださ
い。

a. 削除するサーバーの IPアドレスおよびホスト名を識別します。

b. ilbadm show-servergroup-o all コマンドの出力を使用して、そのサーバーを含む
サーバーグループを識別します。

c. 各サーバーグループで、次のサブコマンドを実行して、サーバーグループから
サーバーを削除します。

バックエンドサーバーをサーバーグループから削除する

次の例は、サーバー ID 10.1.1.2を持つサーバーをサーバーグループ websgから削除
します。

# ilbadm remove-server -s server=_specgroup.0 specgroup

例23–3
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次の事項に注意してください。

■ サーバーがNATまたはハーフNAT規則によって使用されている場
合、サーバーを削除する前に disable-serverサブコマンドを使用してサーバーを
無効にしてください。サーバーが無効になると、サーバーは接続排出状態に入り
ます。すべての接続が排出されると、サーバーは remove-serverサブコマンドを
使用して削除できます。disable-serverコマンドを発行したあと、NATテーブル
を定期的に確認して (show-natコマンドを使用)、問題のサーバーにまだ接続が存
在するかどうかを調べてください。すべての接続が排出されたら (サーバーが
show-natコマンド出力に表示されない)、サーバーは remove-serverコマンドを使
用して削除できます。

■ conn-drainタイムアウト値が設定されている場合、接続排出状態はタイムアウト
期間が終了した時点で完了します。conn-drainタイムアウトのデフォルト値は 0
で、つまり接続が安全にシャットダウンされるまで待機し続けることを意味しま
す。

▼ バックエンドサーバーを再有効化または無効化す
る方法

再有効化または無効化するサーバーの IPアドレス、ホスト名、またはサーバー IDを
識別します。IPアドレスまたはホスト名を指定すると、それに関連付けられたすべ
ての規則についてサーバーが再有効化または無効化されます。サーバー IDを指定す
ると、サーバー IDに関連付けられた特定の規則についてサーバーが再有効化または
無効化されます。

注 –サーバーは複数のサーバーグループに属する場合、複数のサーバー IDを持つこ
とができます。

サーバーを再有効化または無効化します。
# ilbadm enable-server server
# ilbadm disable-server server

バックエンドサーバーを再有効化または無効化する

次の例で、サーバー ID websg.1のサーバーは有効化され、その後無効化されます。

# ilbadm enable-server websg.1

# ilbadm disable-server websg.1

1

2
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ILBの健全性検査の管理
ILBでは、ユーザーが任意で選択できる次の種類のサーバー健全性検査が提供されて
います。

■ 組み込み pingプローブ
■ 組み込みTCPプローブ
■ 組み込みUDPプローブ
■ 健全性検査として実行可能なユーザー独自テスト

デフォルトでは、ILBは健全性検査を実行しません。負荷分散規則を作成すると
き、サーバーグループごとに健全性検査を指定できます。1つの負荷分散規則につき
1つの健全性検査のみ構成できます。仮想サービスが有効であるかぎり、有効化され
ている仮想サービスに関連付けられたサーバーグループの健全性検査は自動的に開
始し、定期的に繰り返されます。仮想サービスが無効化されると健全性検査はすぐ
に停止します。仮想サービスがふたたび有効化されたとき、以前の健全性検査状態
は保持されません。

健全性検査を実行するためにTCPプローブ、UDPプローブ、またはカスタムテスト
プローブを指定したときに、ILBはデフォルトで、指定されたTCPプローブ、UDP
プローブ、またはカスタムテストプローブをサーバーに送信する前に、サーバーが
到達可能かどうかを判別するために pingプローブを送信します。pingプローブは
サーバーの健全性を監視するための方法です。pingプローブに失敗すると、対応す
るサーバーは、健全性検査ステータスが unreachableになり無効化されます。pingプ
ローブに成功しても、TCPプローブ、UDPプローブ、またはカスタムテストプ
ローブに失敗した場合、サーバーは健全性検査ステータスが deadになり無効化され
ます。

ilbadmコマンドを使用して、健全性検査を作成、削除、および一覧表示できま
す。定義の一覧については、362ページの「ILBの用語」を参照してください。

健全性検査の作成
次の例では、2つの健全性検査 objects,hc1および hc-myscriptが作成されます。最初の
健全性検査は組み込みTCPプローブを使用します。2番目の健全性検査はカスタム
テスト /var/tmp/my-scriptを使用します。

# ilbadm create-healthcheck \

-h hc-timeout=3,hc-count=2,hc-interval=8,hc-test=tcp hc1

# ilbadm create-healthcheck \

-h hc-timeout=3,hc-count=2,hc-interval=8,hc-test=/var/tmp/my-script hc-myscript

hc-testは健全性検査の種類を指定します。

hc-intervalは連続する健全性検査の間隔を指定します。同期を回避するために、実
際の間隔は 0.5 * hc-intervalから 1.5 * hc-intervalの間でランダム化されます。
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hc-timeoutは、健全性検査が完了しない場合に失敗したと見なされるまでのタイム
アウトを指定します。

hc-countは、hc-test健全性検査を実行する際の試行数を指定します。

注 – hc-testのポート指定は、create-ruleサブコマンドの hc-portキーワードで指定
します。詳細は、ilbadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

ユーザー独自テストの詳細
ユーザー独自テストは次の条件を満たす必要があります。

■ テストはバイナリまたはスクリプトが可能です。
■ テストはシステムのいずれの場所にも存在でき、create-healthcheckサブコマン
ドを使用するときは絶対パスを指定する必要があります。

create-ruleサブコマンドの健全性検査指定の一部としてテスト
(/var/tmp/my-scriptなど)を指定すると、ilbdデーモンがプロセスをフォーク
し、次のようにテストを実行します。

/var/tmp/my-script $1 $2 $3 $4 $5

引数の説明を次に示します。

$1 VIP (リテラルの IPv4または IPv6アドレス)

$2サーバー IP (リテラルの IPv4または IPv6アドレス)

$3プロトコル (文字列としてのUDP、TCP)

$4数値ポート範囲 (hc-portに対するユーザー独自の値)

$5失敗を返す前にテストが待機する最大時間 (秒)。指定された時間を超えてテス
トが実行されると、テストは停止される可能性があり、テストは失敗したと見な
されます。この値はユーザーによって定義され、hc-timeoutに指定されます。

ユーザー独自テストmy-scriptは、すべての引数を使用しても使用しなくてもかまい
ませんが、次のいずれかを返す必要があります。

■ マイクロ秒単位の往復時間 (RTT)
■ テストがRTTを計算しない場合は 0
■ 失敗した場合は -1

デフォルトでは、健全性検査テストは次の特権で実行されます:
PRIV_PROC_FORK、RIV_PROC_EXEC、RIV_NET_ICMPACCESS。

さらに広い特権セットが必要な場合、テストで setuidを実装する必要がありま
す。特権の詳細については、privileges(5)のマニュアルページを参照してくださ
い。
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健全性検査の削除
次の例では、hc1という健全性検査を削除します。

# ilbadm destroy-healthcheck hc1

健全性検査の一覧表示
list-healthcheckサブコマンドを使用して、構成済みの健全性検査に関する詳細情
報を取得できます。次の例では、構成済みの 2つの健全性検査を示しています。

# ilbadm list-healthcheck

NAME TIMEOUT COUNT INTERVAL DEF_PING TEST

hc1 3 2 8 Y tcp

hc2 3 2 8 N /var/usr-script

健全性検査結果の表示
list-hc-resultサブコマンドを使用して、健全性検査の結果を取得できます。規則
または健全性検査を指定しない場合、サブコマンドはすべての健全性検査を一覧表
示します。

次の例では、rule1という規則に関連付けられた健全性検査の結果を表示します。

# ilbadm list-hc-result rule1

RULE HC SERVERID TEST STATUS FAIL LAST NEXT

rule1 hc1 sg1:0 tcp server-alive3 11:23:30 11:23:40

rule1 hc1 sg1:1 tcp server-dead 4 11:23:30 11:23:40

ILB規則の管理
ilbadmを使用して、負荷分散規則を作成、削除、および一覧表示できます。負荷分
散規則の定義と、規則を作成するために必要なパラメータについては、362ページ
の「ILBの用語」を参照してください。
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▼ 規則の作成方法

該当するパックエンドサーバーを含むサーバーグループを作成します。
# ilbadm create-servergroup -s server=60.0.0.10:6000-6009,60.0.0.11:7000-7009 sg1

サーバー健全性検査を規則に関連付ける場合、健全性検査オブジェクトを作成しま
す。
# ilbadm create-healthcheck -h hc-test=tcp,hc-timeout=2,hc-count=3,hc-interval=10 hc1

規則に関連付けるVIP、ポート、およびオプションのプロトコルを識別します。

使用する処理 (DSR、フルNAT、またはハーフNAT)を選択します。NATを選択する場
合、proxy-srcアドレスとして使用する IPアドレス範囲を指定する必要があります。

使用する負荷分散アルゴリズムを選択します。

任意でその他の機能を選択します (詳細は、ilbadm(1M)のマニュアルページを参照し
てください)。

規則名を選択します。

規則を作成して有効にします。
# ilbadm create-rule -e -i vip=81.0.0.10,port=5000-5009,protocol=tcp\
-m lbalg=rr,type=NAT,proxy-src=60.0.0.101-60.0.0.104,persist=/24 -h hc-name=hc1 -o servergroup=sg1 rule1

健全性検査セッション永続性を持つフルNAT規則を作成する

この例では、hc1という健全性検査と、sg1というサーバーグループ (それぞれポート
範囲を持つ 2つのサーバーで構成される)を作成します。最後のコマンドが、rule1

というフルNATモードの規則を作成して有効にし、この規則をサーバーグループお
よび健全性検査に関連付けます。サーバーグループおよび健全性検査の作成が、規
則の作成よりも前になるようにする必要があります。

ilbadm create-healthcheck -h hc-test=tcp,hc-timeout=2,hc-count=3,hc-interval=10 hc1

ilbadm create-servergroup -s server=60.0.0.10:6000-6009,60.0.0.11:7000-7009 sg1

ilbadm create-rule -e -i vip=81.0.0.10,port=5000-5009,protocol=tcp \

-m lbalg=rr,type=NAT,proxy-src=60.0.0.101-60.0.0.104,persist=/24

-h hc-name=hc1 -o servergroup=sg1 rule1

NAT/ハーフNAT規則を作成するとき、接続排出タイムアウトの値を指定することを
お勧めします。conn-drainタイムアウトのデフォルト値は 0で、つまり接続が安全に
シャットダウンされるまで待機し続けることを意味します。

1
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規則の削除
規則を削除するには、delete-ruleサブコマンドを使用します。すべての規則を削除
する場合、-aオプションを使用します。次の例は、rule1という規則を削除します。

# ilbadm delete-rule rule1

規則の一覧表示
規則の構成の詳細を一覧表示するには、list-ruleサブコマンドを使用します。規則
名を指定しない場合、すべての規則の情報が提供されます。

# ilbadm list-rule

Rulename (+ = enabled) LB-alg Type Proto VIP/port

rule-http + HIPP H-NAT TCP 10.0.0.1/http

rule-dns HIP DSR UDP 10.0.0.1/53

rule-abc RR NAT TCP 2003::1/1024

rule-xyz + HIPV NAT TCP 2003::1/2048-2050

ILB統計の表示
ilbadmコマンドを使用して、サーバーまたは規則の統計を出力したり、NATテーブ
ル情報およびセッション永続性マッピングテーブルを表示したりして情報を取得で
きます。定義の一覧については、362ページの「ILBの用語」を参照してください。

show-statisticsサブコマンドを使用した統計情報
の取得
負荷分散の詳細を表示するには show-statisticsサブコマンドを使用します。次の例
は、show-statisticsサブコマンドの使用法を示しています。

ilbadm show-statics

PKT_P BYTES_P PKT_U BYTES_U PKT_D BYTES_D

9 636 0 0 0 0

ここで

■ PKT_P:処理済みパケット
■ BYTES_P:処理済みバイト

ILB統計の表示
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■ PKT_U:未処理パケット
■ BYTES_U:未処理バイト

NAT接続テーブルの表示
NAT接続テーブルを表示するには show-natサブコマンドを使用します。このコマン
ドを連続して実行する際、要素の相対的な位置について想定しないようにしてくだ
さい。たとえば、{{ ilbadm show-nat 10}}を 2回実行しても、活発に使用されている
システムでは特に、同じ 10項目が 2回表示されることは保証されません。カウント
値を指定しない場合、NAT接続テーブル全体が表示されます。

次の例では、NAT接続テーブルの 5個のエントリが表示されます。

例 23–7 NAT接続テーブルのエントリ ilbadm show-nat 5

UDP: 124.106.235.150.53688 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4127 > 82.0.0.56.1024

UDP: 71.159.95.31.61528 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4146 > 82.0.0.55.1024

UDP: 9.213.106.54.19787 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.40.4114 > 82.0.0.55.1024

UDP: 118.148.25.17.26676 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.40.4112 > 82.0.0.56.1024

UDP: 69.219.132.153.56132 > 85.0.0.1.1024 >>> 82.0.0.39.4134 > 82.0.0.55.1024

エントリの形式は次のとおりです。

T: IP1 > IP2 >>> IP3 > IP4

T: The transport protocol used in this entry.

IP1: The client’s IP address and port.

IP2: The VIP and port.

IP3: If half-NAT mode, the client’s IP address and port.

If full-NAT mode, the client’s IP address and port.

IP4: The back-end server’s IP address and port.

セッション永続性マッピングテーブルの表示
セッション永続性マッピングテーブルを表示するには show-persistサブコマンドを
使用します。

例 23–8 ilbadm show-persist 5

次の例では、テーブルの 5個のエントリが表示されます。

rule2: 124.106.235.150 --> 82.0.0.56

rule3: 71.159.95.31 --> 82.0.0.55

rule3: 9.213.106.54 --> 82.0.0.55

rule1: 118.148.25.17 --> 82.0.0.56

rule2: 69.219.132.153 --> 82.0.0.55

エントリの形式は次のとおりです。

ILB統計の表示
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例 23–8 ilbadm show-persist 5 (続き)

R: IP1 --> IP2

R: The rule that this persistence entry is tied to.

IP1: The client’s IP address.

IP2: The back-end server’s IP address.

importおよび exportサブコマンドの使用
exportサブコマンドは、現在の構成をユーザー独自のファイルにエクスポートしま
す。この情報はその後、importサブコマンドの入力として使用できます。importサ
ブコマンドは、構成を保持するように特に指示した場合を除き、インポートする前
に既存の構成を削除します。ファイル名を省略した場合、コマンドへの指示は、標
準入力からの読み取りまたは標準出力への書き込みになります。

ILB構成をエクスポートするには、export-configコマンドを使用します。次の例で
は、現在の構成をファイル /var/tmp/ilb_configにエクスポートします。形式は
importサブコマンドを使用してインポートするときに適切なものになります。

# ilbadm export-config /var/tmp/ilb_config

ILB構成をインポートするには、import-configコマンドを使用します。次の例で
は、ファイル /var/tmp/ilb_configの構成内容を読み取り、既存の構成を置き換えま
す。

# ilbadm import-config /var/tmp/ilb_config

importおよび exportサブコマンドの使用
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仮想ルーター冗長プロトコル (概要)

仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP)は、Virtual Router Redundancy Protocol Version 3
for IPv4 and IPv6で規定されたインターネットの標準プロトコルであり、高い可用性
を提供するためにOracle Solarisでサポートされています。Oracle Solarisは、VRRP
サービスの構成や管理を行うための管理ツールを提供します。

LANなどのネットワークを設定するときに、可用性の高いサービスを提供すること
は非常に重要です。ネットワークの信頼性を高める方法の 1つは、ネットワーク内
の重要なコンポーネントのバックアップを提供することです。ルーター、ス
イッチ、リンクなどのコンポーネントをネットワークに追加すると、障害時の
サービスの継続性が保証されます。ネットワークのエンドポイントで冗長性を提供
することは非常に重要なタスクですが、VRRPを使用すれば容易にそれを実現できま
す。VRRPを使用して LANに仮想ルーターを導入すれば、ルーターの障害回復機能
を提供できます。

VRRPで使用される用語について詳しく知るには、398ページの「VRRPの用語」を
参照してください。

この章は、次のセクションを含みます。

■ 398ページの「VRRPの用語」
■ 399ページの「VRRPアーキテクチャーの概要」
■ 401ページの「VRRPの制限」

VRRPは、仮想ルーターの役割を LAN内のVRRPルーターのいずれかに動的に割り
当てるための選出プロトコルです。VRRPは、LAN上で静的に構成された 1つの
ルーターに対し、1つ以上のバックアップルーターを提供します。

マスタールーターと呼ばれるVRRPルーターが、仮想ルーターに関連付けられた 1つ
または複数の IPv4または IPv6アドレスを制御します。仮想ルーターは、マス
タールーターの IPアドレスに送信されたパケットを転送します。
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選出プロセスは、これらの IPアドレスに送信されたパケットの転送中に動的な
フェイルオーバーを提供します。VRRPは、静的なデフォルト経路制御環境に固有の
シングルポイント障害を取り除きます。

Oracle SolarisのVRRP機能を使用することで、動的経路制御またはルーター発見プロ
トコルをすべてのエンドホストで構成する必要なく、経路制御処理のデフォルトパ
スの可用性を高めることができます。

VRRPの用語
このセクションでは、システム上でVRRPを実装する際に知っておくと便利な用語
をいくつか説明します。

バックアップルーター あるVRIDのVRRPインスタンスのうちで、アクティブではあるがマスター状態には
なってないもの。1つのVRIDに対して任意の数のバックアップが存在できます。現在
のマスタールーターで障害が発生した場合、バックアップルーターはいつでもそのマス
タールーターの役割になれます。

マスタールーター ある瞬間に仮想ルーターの経路制御機能を実行するVRRPインスタンス。ある特定の
VRIDである瞬間にアクティブになっているマスタールーターは、1つだけです。

仮想 IPアドレス VRIDに関連付けられる IPアドレス。ほかのホストはこのアドレスを使用してネット
ワークサービスを取得できます。VRIPは、VRIDに属するVRRPインスタンスによって
管理されます。

仮想MACアドレス MACアドレス指定を使用する Ethernetなどのメディア内でVRRPインスタンスが実行さ
れているときに、それらのVRRPインスタンスで使用される事前定義済みのMACアド
レス。仮想MACアドレスは、経路制御機能を提供している実ルーターから仮想
ルーターの動作を隔離し、実MACアドレスの代わりに使用されます。仮想MACアドレ
スはVRIDから派生します。

仮想ルーター ID
(VRID)

仮想ルーターを識別するために使用される一意の番号。VRIDは、ある特定のネット
ワークセグメント上で一意である必要があります。

VNIC ネットワークインタフェースカード (NIC)とも呼ばれる、システムの物理ネットワーク
アダプタ上で構成される擬似的なネットワークインタフェース。1つの物理インタ
フェースが複数のVNICを持つことができます。VNICは、ネットワーク仮想化の不可
欠なコンポーネントです。詳細については、『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』のパート 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。

VRRPインスタンス ルーター上でVRRP実装を使用して実行されるプログラム。単一のVRRPインスタンス
が、複数の仮想ルーターのVRRP機能を提供できます。

VRRPルーター VRRPを使用する 1つ以上のルーターの動作によって作成される単一のルーターイ
メージ。
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VRRPアーキテクチャーの概要

VRRPルーター
VRRPは各VRRPルーター上で実行され、そのルーターの状態を管理します。1つの
ホストで複数の構成されたVRRPルーターを持つことができ、各VRRPルーターは異
なる仮想ルーターに属することができます。

VRRPルーターは次の属性を持ちます。

■ ルーター名 –システム全体で一意の識別子
■ VRID – LAN内の仮想ルーターを識別する
■ プライマリ IPアドレス – VRRP広告のソース IPアドレスとして使用される
■ 仮想 IPアドレス
■ VRRPパラメータ –優先順位、広告間隔、横取りモード、および受け入れモード
を含みます

■ VRRPの状態情報と統計

VRRPのプロセス
次の図に、VRRPがどのように動作するかを示します。

VRRPアーキテクチャーの概要
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前の図に示されているように、VRRPは次のコンポーネントを使用して動作します。

■ ルーター rAは、仮想ルーターVRID 1のマスタールーターであり、VRID 3の
バックアップルーターです。ルーター rAは、VRID 1のVIPにアドレス指定され
たパケットの経路制御を処理し、VRID 3の経路制御役割になる準備が整っていま
す。

■ ルーター rBは、仮想ルーターVRID 3のマスタールーターであり、VRID 1の
バックアップルーターです。ルーター rBは、VRID 3のVIPにアドレス指定され
たパケットの経路制御を処理し、VRID 1の経路制御役割になる準備が整っていま
す。

■ ルーター rCは、VRRP機能を持っていませんが、VRID 3のVIPを使用してクライ
アント LANのサブネットに到達します。

■ ルーター rDはVRID 2のマスタールーターです。ルーター rFはVRID 5のマス
タールーターです。ルーター rEは、これらのVRIDの両方に対するバックアップ
ルーターです。rDまたは rFで障害が発生すると、rEがそのVRIDのマス
タールーターになります。rDと rFの両方で同時に障害が発生する可能性があり
ます。VRRPルーターが、あるVRIDのマスタールーターであっても、別のVRID
のマスタールーターになることができます。

■ ルーター rGは、バックボーン LANのWANゲートウェイです。バックボーンに
接続されているルーターはすべて、OSPF (Open Shortest Path First)などの動的経路
制御プロトコルを使用してWAN上のルーターと経路制御情報を共有していま
す。VRRPはこれに関与しませんが、ルーター rCは、クライアント LANのサブ
ネットへのパスがVRID 3のVIP経由であることを通知します。

■ ルーター rHは、VRID 10のマスタールーターであり、VRID 11のバックアップ
ルーターです。同様に、ルーター rJはVRID 11のマスタールーターであ
り、VRID 10のバックアップルーターです。このVRRP負荷共有構成は、単一の
ルーターインタフェース上に複数のVRIDが存在できることを示しています。

VRRPは、ネットワーク上のすべてのシステムに対してほぼ完全な経路制御冗長性を
提供するネットワーク設計の一部として使用できます。

VRRPの制限

排他的 IPゾーンのサポート
各排他的 IPゾーンでは、その特定のゾーン内でVRRPルーターが 1つでも作成され
ると、VRRPサービス svc:/network/vrrp/defaultが自動的に有効になります。その
VRRPサービスが、その特定のゾーンのVRRPルーターを管理します。

VRRPの制限

第 24章 • 仮想ルーター冗長プロトコル (概要) 401



ただし、排他的 IPゾーンのサポートは次の理由のために限定されます。

■ VNICは、非大域ゾーン内で作成できません。したがって、まずVRRP VNICを大
域ゾーン内に作成してから、VRRPルーターが存在する非大域ゾーンにVNICを
割り当てます。次に vrrpadmコマンドを使用して、非大域ゾーンでVRRP
ルーターを作成して起動できます。

■ 単一のOracle Solarisシステム上で 2つのVRRPルーターを異なるゾーン内に作成
し、同じ仮想ルーターに参加させることはできません。その理由は、Oracle
Solarisでは、同じMACアドレスを持つ 2つのVNICを作成できないためです。

その他のネットワークとの相互運用機能
VRRPサービスは、IPネットワークマルチパス (IPMP)インタフェース上で動作でき
ません。理由は、VRRPが特定のVRRP MACアドレスを必要とするためです。一方
で、IPMPは IP層で完全に動作します。

さらに、VRRPの仮想 IPアドレスについては、静的な構成のみが可能であり、既存
の 2つの IPアドレス自動構成ツール (IPv6自動構成用の in.ndpdとDHCP構成用の
dhcpagent)を使用して自動構成することはできません。マスターおよびバック
アップVRRPルーター (VNIC)は同じMACアドレスを共有するため、in.ndpdと
dhcpagentが混乱する場合があります。最終的に予期しない結果が発生する可能性が
あります。したがって、IPv6自動構成とDHCP構成はVRRP VNIC上ではサポートさ
れません。VRRP VNIC上で IPv6自動構成またはDHCPのいずれかを構成する場
合、自動構成された IPアドレスを有効にしようとすると失敗し、自動構成処理も失
敗します。

VRRPの制限
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VRRPの構成 (タスク)

VRRPルーターはVRRPを実行し、同じ仮想ルーターに参加しているほかのVRRP
ルーターとともに動作します。VRRPは一連の仮想 IPアドレスを持ちます。

この章は次のセクションについて説明します。

■ 404ページの「VRRP VNICの作成」
■ 404ページの「vrrpadmによる構成」
■ 407ページの「セキュリティー上の考慮点」

ある LAN内の各仮想ルーターは、VRIDとアドレスファミリによって一意に識別さ
れ、一連の保護された仮想 IPアドレスが関連付けられます。

参加している各VRRPルーターは、優先順位、広告間隔、受け入れモードなどの追
加パラメータを持ちます。ある瞬間に 1つのVRRPルーター (マスター)だけが、仮想
ルーターの役割になり、仮想 IPアドレスに送信されたパケットを転送します。

マスターで障害が発生するたびに、参加しているほかのVRRPルーターがその不在
を検出し、別のVRRPルーターがマスターとして選出され、その役割になります。

同じ仮想ルーターを持つVRRPルーターはすべて、同じVRRP仮想MACアドレスを
共有します。仮想MACアドレスは、仮想ルーターのアドレスファミリとVRIDに基
づいて (インターネット標準ビット順の 16進形式で)計算されます。次に例を示しま
す。

IPv4: 00-00-5E-00-01-{VRID}

IPv6: 00-00-5E-00-02-{VRID}

したがって、VRRPルーターを正しく機能させるには、まず仮想MACアドレスを持
つ特殊なVRRP VNICを作成する必要があります。このVNIC上に存在する IPアドレ
スはすべて、VRRPルーターによって保護された仮想 IPアドレスと見なされま
す。これらの仮想 IPアドレスはバックアップルーター内に存在し、そのルーターが
マスタールーターになると有効になるため、これらの仮想 IPアドレスに対して高い
可用性を提供します。
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VRRP VNICの作成
既存の dladm create-vnicサブコマンドが拡張され、VRRP VNICを作成できるように
なりました。構文は次のとおりです。

# dladm create-vnic [-t] [-R root-dir] [-l link] [-m vrrp -V VRID -A

{inet | inet6}] [-v vlan-id] [-p prop=value[,...]] vnic-link

新しいVNICアドレスタイプ vrrpが導入されました。この新しいVNICアドレスタ
イプでは、VRIDとアドレスファミリを指定する必要があります。

結果として、既知の仮想ルーターのMACアドレスを持つVNICが作成されます。

vrrpadmによる構成
次の各セクションでは、vrrpadmサブコマンドを要約します。詳細は、vrrpadm(1M)
のマニュアルページを参照してください。vrrpadm show-routerサブコマンド以外の
すべてのサブコマンドは永続的です。たとえば、vrrpadm create-routerで作成され
たVRRPルーターは、リブート後も永続します。

vrrpadm create-routerサブコマンド
vrrpadm create-routerサブコマンドは、与えられたパラメータを持つ、指定された
VRIDとアドレスファミリのVRRPルーターを作成します。VRRPルーターごとに特
殊なVRRP VNICを作成する必要があり、VNICは dladm create-vnicコマンドを使用
して作成できます。詳細は、vrrpadm(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。構文は次のとおりです。

# vrrpadm create-router -V vrid -l link -A {inet | inet6} [-p \

priority] [-i adv-interval] [-o flags]router-name

-oオプションは、VRRPルーターの横取りモードと受け入れモードを構成するため
に使用されます。値は preempt、un_preempt、accept、no_acceptのいずれかになりま
す。デフォルトでは、どちらのモードも trueに設定されます。

router-nameはこのVRRPルーターの一意の識別子として使用され、ほかの vrrpadmサ
ブコマンドで使用されます。ルーター名で使用できる文字は、英数字
(a-z、A-Z、0-9)と下線 (「_」)です。ルーター名の最大長は 31文字です。

vrrpadm modify-routerサブコマンド
vrrpadm modify-routerサブコマンドは、指定された VRRPルーターの構成を変更し
ます。構文は次のとおりです。

VRRP VNICの作成
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# vrrpadm modify-router [-p priority] [-i adv-interval] [-o flags] \

router-name

vrrpadm delete-routerサブコマンド
vrrpadm delete-routerサブコマンドは、指定された VRRPルーターを削除しま
す。構文は次のとおりです。

# vrrpadm delete-router router-name

vrrpadm disable-routerサブコマンド
VRRPルーターは、有効化されるまで機能しません。VRRPルーターはデフォルト
で、最初の作成時に有効化されます。ただし、構成を変更し、その後ルーターをふ
たたび有効化できるように、VRRPルーターを一時的に無効化すると便利なときもあ
ります。構文は次のとおりです。

# vrrpadm disable-router router-name

vrrpadm enable-routerサブコマンド
無効化されたVRRPルーターは、enable-routerサブコマンドを使用することでふた
たび有効化できます。VRRPルーターを有効化するときに、そのルーターの作成先と
なったベースとなるデータリンク (vrrpadm create-routerでルーターを作成するとき
に -lオプションに指定)とルーターのVRRP VNICが存在している必要がありま
す。それ以外の場合、有効化の操作が失敗します。構文は次のとおりです。

# vrrpadm enable-router router-name

vrrpadm show-routerサブコマンド
vrrpadm show-routerサブコマンドは、指定された VRRPルーターの構成やステータ
スを表示します。詳細は、vrrpadm(1M)のマニュアルページを参照してください。構
文は次のとおりです。

# vrrpadm show-router [-P | -x] [-p] [-o field[,...]] [router-name]

次に、vrrpadm show-routerの出力例を示します。

# vrrpadm show-router vrrp1

NAME VRID LINK AF PRIO ADV_INTV MODE STATE VNIC

vrrp1 1 bge1 IPv4 100 1000 e-pa- BACK vnic1

vrrpadmによる構成
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# vrrpadm show-router -x vrrp1

NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS

vrrp1 BACK MAST 1m17s vnic1 10.0.0.100 10.0.0.1

# vrrpadm show-router -P vrrp1

NAME PEER P_PRIO P_INTV P_ADV_LAST M_DOWN_INTV

vrrp1 10.0.0.123 120 1000 0.313s 3609

例 25–1 VRRPの構成例

次の図は、VRRPの典型的な構成を示したものです。

この例では、IPアドレス 169.68.82.8が host1のデフォルトゲートウェイとして構成
されます。この IPアドレスは、2つのVRRPルーター :router1と router2から成る仮
想ルーターによって保護される仮想 IPアドレスです。ある瞬間に、2つの
ルーターのうちの一方だけがマスタールーターとして機能し、仮想ルーターの役割
になり、host1から届いたパケットを転送します。

仮想ルーターのVRIDが 12であることを想定します。次は、router1と router2で前
述のVRRP構成を構成するために使用される手順を示しています。router1が仮想 IP
アドレス 169.68.82.8の所有者であり、その優先順位はデフォルト値 (255)で
す。router2はバックアップであり、その優先順位は 100です。

router1:

# dladm create-vnic -m vrrp -V 12 -A inet -l gw0 vnic1

# vrrpadm create-router -V 12 -A inet -l gw0 vrrp1

# ipadm create-addr -T static -d -a 169.68.82.8/24 vnic1/router1
# ipadm create-addr -T static -d -a 169.68.82.100/24 gw0/router1
# vrrpadm show-router -x vrrp1

NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS

vrrp1 MAST BACK 1m17s vnic1 169.68.82.100 169.68.82.8

router2:

vrrpadmによる構成
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例 25–1 VRRPの構成例 (続き)

# dladm create-vnic -m vrrp -V 12 -A inet -l gw1 vnic1

# vrrpadm create-router -V 12 -A inet -l gw1 -p 100 vrrp1

# ipadm create-addr -T static -d -a 169.68.82.8/24 vnic1/router2
# ipadm create-addr -T static -d -a 169.68.82.101/24 gw0/router2
# vrrpadm show-router -x vrrp1

NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS

vrrp1 BACK INIT 2m32s vnic1 169.68.82.101 169.68.82.8

router1の構成を例として使用すれば、gw0上で IPアドレスを少なくとも 1つ構成す
る必要があります。次の例では、router1のこの IPアドレスは、VRRP広告パケット
の送信に使用されるプライマリ IPアドレスになります。

# vrrpadm show-router -x vrrp1

NAME STATE PRV_STAT STAT_LAST VNIC PRIMARY_IP VIRTUAL_IPS

vrrp1 MAST BACK 1m17s vnic1 169.68.82.100 169.68.82.8

セキュリティー上の考慮点
新しい solaris.network.vrrp承認が導入され、これはVRRPサービスを構成するた
めに必要となります。読み取り専用操作の vrrpadm showrouterではこの承認は不要
です。

Network Managementプロファイルに solaris.network.vrrp承認が追加されました。

セキュリティー上の考慮点
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輻輳制御の実装

この章では、Oracle Solarisに輻輳制御を実装する方法について説明します。TCPおよ
び SCTPトラフィックの輻輳を防止するための制御が設定されます。

ネットワークの輻輳と輻輳制御
ネットワークの輻輳は通常、ネットワークが対応可能な量を超えるパケットを
ノードが送信したときに、ルーターバッファーオーバーフローの形式で発生しま
す。さまざまなアルゴリズムによって、送信側システムへの制御を設定することで
トラフィックの輻輳が防止されます。これらのアルゴリズムはOracle Solarisでサ
ポートされ、オペレーティングシステムに容易に追加または直接プラグインできま
す。

次の表では、サポートされるアルゴリズムを一覧表示し、説明します。

アルゴリズム Oracle Solaris名 説明

NewReno newreno Oracle Solarisのデフォルトアルゴリズ
ム。制御メカニズムには、送信側の輻輳
ウィンドウ、スロースタート、および輻
輳回避があります。

HighSpeed highspeed 高速ネットワークのための最も有名かつ
シンプルなNewRenoの修正。

CUBIC cubic Linux 2.6での現在のデフォルトアルゴリ
ズム。輻輳回避フェーズを線形的な
ウィンドウ増加から cubic関数に変更しま
す。

Vegas vegas 実際のパケットロスをトリガーせずに輻
輳の予測を試みる、古典的な遅延ベース
のアルゴリズム。
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Oracle Solarisでは、輻輳の制御は次に示す制御関連のTCPプロパティーを設定する
ことによって有効にします。これらのプロパティーはTCPについて表示されます
が、これらのプロパティーによって有効になる制御メカニズムは SCTPトラフィック
にも適用されます。

■ cong_enabled –システムで現在動作中のアルゴリズムをコンマで区切ったリスト
が格納されます。アルゴリズムを追加または削除して、使用するアルゴリズムの
み有効にすることができます。

■ cong_default –アプリケーションがソケットオプション内でアルゴリズムを明示
的に指定しない場合にデフォルトで使用されるアルゴリズム。現
在、cong_defaultプロパティーの値は大域ゾーンと非大域ゾーンの両方に適用さ
れます。

これらのプロパティーを設定するには、ipadm set-propコマンドを使用します。+=

修飾子を使用してアルゴリズムを追加するか、 -=修飾子を使用してアルゴリズムを
削除します。

▼ TCPおよび SCTPネットワーク輻輳制御を実装する
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。

TCPプロトコルの輻輳制御プロパティーについての現在の値を表示します。
# ipadm show-prop -p cong_enabled,cong_default tcp

プロパティーを指定しない場合、すべてのプロパティーが表示されます。

コマンドによって、現在の値と、プロパティーに割り当て可能なアルゴリズムの両
方が表示されます。

TCPプロトコルの輻輳制御プロパティーを設定します。
# ipadm set-prop -p cong-ctrl-property+=algorithm tcp

ここで

cong-ctrl-property cong_enabledプロパティーまたは cong_defaultプロパティーの
いずれかを指します。

algorithm プロパティーに設定するアルゴリズムを指定します。ipadm

show-propコマンドの出力の POSSIBLEフィールドヘッダーの下に
表示される任意のアルゴリズムを指定できます。

1

2

3
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(省略可能)現在有効になっているアルゴリズムを削除します。
# ipadm set-prop -p cong-ctrl-property-=algorithm tcp

注 –アルゴリズムを追加または削除する際、従うべき順序の規則はありません。ほか
のアルゴリズムをプロパティーに追加する前に、アルゴリズムを削除できます。た
だし、cong_defaultプロパティーにはアルゴリズムを常に定義しておく必要があり
ます。

(省略可能)輻輳制御プロパティーの新しい値を表示します。
# ipadm show-prop -p cong_enabled,cong_default tcp

輻輳制御アルゴリズムを設定する

この例では、TCPプロトコルのデフォルトアルゴリズムを newrenoから cubicに変更
します。さらに、使用可能なアルゴリズムのリストから vegasを削除します。

# ipadm show-prop -p cong_default,cong_enabled tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp cong_default rw newreno -- newreno -

tcp cong_enabled rw newreno,cubic, -- newreno newreno,cubic,

highspeed, highspeed,vegas

vegas

# ipadm set-prop -p cong_enabled-=vegas tcp

# ipadm set-prop -p cong_default=cubic tcp

# ipadm show-prop -p cong_default,confg_enabled tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp cong_default rw cubic -- newreno -

tcp cong_enabled rw newreno,cubic, -- newreno newreno,cubic,

highspeed highspeed,vegas

4

5

例26–1

ネットワークの輻輳と輻輳制御

第 26章 • 輻輳制御の実装 411



412



IPサービス品質 (IPQoS)
このパートには、Oracle Solarisでの差別化サービス実装である IPサービス品質
(IPQoS)に関するタスクと関連情報を記載します。

パ ー ト V

413



414



IPQoSの紹介 (概要)

IPサービス品質 (IPQoS)を使用すると、優先順位付け、管理、およびアカウンティン
グ統計情報の収集を行うことができます。IPQoSによって、ネットワークの
ユーザーに一貫したサービスレベルを提供できます。また、ネットワークの輻輳を
防ぐために、トラフィックを管理することもできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 415ページの「IPQoSの基本」
■ 418ページの「IPQoSによるサービス品質の提供」
■ 419ページの「IPQoSによるネットワーク効率の向上」
■ 421ページの「差別化サービスモデル」
■ 426ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」

IPQoSの基本
IPQoSは、Internet Engineering Task Force (IETF)のDifferentiated Services Working Group
によって定義されている差別化サービス (Diffserv)アーキテクチャーに対応していま
す。Oracle Solarisでは、TCP/IPプロトコルスタックの IPレベルで IPQoSが実装され
ます。

差別化サービスとは
IPQoSを有効にすることで、選択した顧客および選択したアプリケーションに対し
て、異なるレベルのネットワークサービスを提供できます。この異なるレベルの
サービスは、まとめて「差別化サービス」と呼ばれます。顧客に提供する差別化
サービスは、ユーザーの企業が顧客に提供するサービスレベルの構造を基に決定で
きます。ネットワーク上のアプリケーションやユーザーに設定した優先順位に基づ
く場合もあります。

サービス品質を提供するためには、次のタスクを行います。
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■ 顧客や企業内の部署などのグループごとに異なるサービスレベルを提供する
■ 特定のグループやアプリケーションにネットワークサービスを優先的に提供する
■ ネットワーク上の障害やその他の輻輳の発生箇所を特定し、問題を取り除く
■ ネットワークパフォーマンスを監視し、パフォーマンスの統計情報を提供する
■ ネットワーク資源に対する帯域幅を調整する

IPQoSの機能
IPQoSには次の機能があります。

■ ipqosconf QoSポリシーを構成するためのコマンド行ツール
■ アクションを選択するクラシファイア。アクションは、組織のQoSポリシーを構
成するフィルタに基づいている

■ Diffservモデルに従ってネットワークトラフィックを測定するメータリングモ
ジュール

■ パケットの IPヘッダーに転送情報を付ける機能に基づく、サービスの差別化
■ トラフィックフローの統計情報を収集するフローアカウンティングモジュール
■ UNIX®の kstatコマンドによる、トラフィッククラスごとの統計情報の収集
■ SPARC®および x86アーキテクチャーのサポート
■ IPv4および IPv6アドレス指定のサポート
■ IPセキュリティーアーキテクチャーの相互運用性 (IPsec)
■ 仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)の 802.1Dユーザー優先順位マークのサ
ポート

サービス品質の理論と実践に関する情報をもっと
得るには
差別化サービスやサービス品質の詳細情報は、印刷物やオンラインで入手できま
す。

サービス品質に関する書籍
サービス品質の理論や実践については、次の関連書籍を参照してください。

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

■ Kilkki, Kalevi著『Differentiated Services for the Internet』Macmillan Technical
Publishing発行、1999年
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サービス品質に関するRFC (Request for Comments)
IPQoSは、次のRFCおよび Internet Draftの仕様に準拠しています。

■ RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers (http://www.ietf.org/rfc/rfc2474.txt?number=2474) –差別化サービスを
サポートするための、IPv4や IPv6パケットヘッダーのサービスタイプ (ToS)
フィールドまたはDSフィールドの拡張を説明している

■ RFC 2475, An Architecture for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2475.txt?number=2475) – Diffservアーキテクチャーの構成とモジュールについ
て詳細に解説している

■ RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2597.txt?number=2597) –相対的優先転送 (AF)ホップ単位動作について解説し
ている

■ RFC 2598, An Expedited Forwarding PHB (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2598.txt?number=2598) –完全優先転送 (EF)ホップ単位動作について解説して
いる

■ インターネットドラフト「An Informal Management Model for Diffserv Routers」 –
ルーター上にDiffservアーキテクチャーを実装するためのモデルを紹介している

サービス品質に関する情報が掲載されているWebサイト
IETFのDifferentiated Services Working Groupは、Diffserv Internet Draftへのリンクを含
むWebサイト (http://www.ietf.org/html.charters/diffserv-charter.html)を管理し
ています。

Cisco Systems社や Juniper Networks社などのルーター製造元は、それぞれ自社のWeb
サイトで、差別化サービスの製品への実装状況について解説しています。

IPQoSのマニュアルページ
IPQoSの文書には、次のマニュアルページが含まれます。

■ ipqosconf(1M) - IPQoS構成ファイルを設定するコマンドについて説明する
■ ipqos(7ipp) – Diffservアーキテクチャーモデルの IPQoS実装について説明する
■ ipgpc(7ipp) – Diffservクラシファイアの IPQoS実装について説明する
■ tokenmt(7ipp) – IPQoSの tokenmtメーターについて説明する
■ tswtclmt(7ipp) – IPQoSの tswtclmtメーターについて説明する
■ dscpmk(7ipp) – DSCPマーカーモジュールについて説明する
■ dlcosmk(7ipp) – IPQoS 802.1Dユーザー優先順位マーカーモジュールについて説明
する

■ flowacct(7ipp) – IPQoSフローアカウンティングモジュールについて説明する

IPQoSの基本
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■ acctadm(1M) – Oracle Solaris拡張アカウンティング機能を構成するコマンドについ
て説明する。acctadmコマンドには、IPQoSの拡張が含まれます。

IPQoSによるサービス品質の提供
IPQoS機能を使用すると、インターネットサービスプロバイダ (ISP)やアプリ
ケーションサービスプロバイダ (ASP)は、顧客ごとに異なるレベルのネットワーク
サービスを提供できます。同様に、一般企業や教育機関では、この機能を使って内
部組織向けのサービスや主要なアプリケーションのサービスを優先できます。

サービスレベル契約の実装
ISPやASPでは、顧客に提示する「サービスレベル契約 (Service-Level
Agreement、SLA)」に基づいて IPQoSの構成を行うことができます。個々の SLAで
は、サービスプロバイダは、価格体系に基づいた一定レベルのネットワークサービ
スを顧客に保証します。たとえば、プレミアム価格の SLAでは、顧客はすべての種
類のネットワークトラフィックに対して毎日 24時間もっとも高い優先順位が与えら
れます。逆に、中ぐらいの価格の SLAでは、業務時間に電子メールだけに高い優先
順位が保証されている場合もあります。ほかのトラフィックはすべて、一日 24時
間、中ぐらいの優先順位になります。

一般の組織にとってのサービス品質の保証
一般企業や法人である場合でも、ネットワークにサービス品質機能を提供できま
す。つまり、特定のグループまたは特定のアプリケーションのトラフィックに対し
て高レベルまたは低レベルのサービスを保証できます。

サービス品質ポリシーの紹介
サービス品質を実装するには、「サービス品質 (Quality-of-Service、QoS)ポリ
シー」を定義します。QoSポリシーでは、顧客またはアプリケーションの優先順
位、さまざまなカテゴリのトラフィックを処理するアクションなど、各種のネット
ワーク属性を定義します。組織のQoSポリシーは IPQoS構成ファイルに実装しま
す。このファイルは、Oracle Solarisのカーネルに入っている IPQoSモジュールを構成
します。IPQoSポリシーが適用されているホストは、「IPQoS対応システム」とみな
されます。

QoSポリシーは、一般に次のことを定義します。

■ 「サービスクラス」と呼ばれるネットワークトラフィックの個別グループ
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■ クラスごとにネットワークトラフィックの量を調整するための測定基準。これら
の測定基準によって、「メータリング」と呼ばれるトラフィック測定プロセスが
管理される

■ IPQoSシステムおよびDiffservルーターがパケットフローに適用するアク
ション。このアクションは「ホップ単位動作 (PHB)」と呼ばれる

■ サービスのクラスで必要な統計の収集。たとえば、顧客または特定のアプリ
ケーションが生成したトラフィックなどがある

パケットがネットワークに渡されると、IPQoS対応システムはパケットヘッダーを
評価します。IPQoSシステムが行うアクションは、作成したQoSポリシーに応じて
決まります。

QoSポリシーの設計タスクについては、435ページの「サービス品質ポリシーの計
画」に説明があります。

IPQoSによるネットワーク効率の向上
IPQoSには、サービス品質の実装に伴ってネットワークパフォーマンスの効率を向
上させるのに役立ついくつかの機能が含まれています。コンピュータネットワーク
が拡大すると、ユーザーや高機能なプロセッサの数が増加して、生成されるネット
ワークトラフィックを管理する必要性も増大します。ネットワークを過度に使用す
ると、データの消失やトラフィックの輻輳などの症状が現れます。どちらの症状も
応答時間を遅らせます。

従来、システム管理者は帯域幅を拡張する方法でネットワークトラフィックの問題
に対処してきました。しかし同時に、リンクごとのトラフィックのレベルには、大
きなばらつきが見られがちでした。IPQoSを使用すると、既存のネットワーク上の
トラフィックを管理しながら、ネットワークの拡大が必要かどうか、またどこに必
要かを評価できます。

たとえば、企業や法人の場合は、効率的なネットワークを維持して、トラフィック
に関する障害の発生を防ぐ必要があります。また、グループやアプリケーションが
割り当てられた以上の帯域幅を消費しないようにする必要もあります。ISPやASP
は、顧客が料金分のレベルのネットワークサービスを確実に受けられるように
ネットワークパフォーマンスを管理する必要があります。

ネットワークトラフィックへの帯域幅の影響
IPQoSを使用すると、ネットワークの「帯域幅」、つまりネットワークリンクまた
はデバイスが完全に使用された場合に転送できるデータの最大量を調整できま
す。サービス品質を顧客またはユーザーに提供するには、QoSポリシーで、帯域幅
の使用に優先順位を付ける必要があります。IPQoSのメータリングモジュールを使
用すると、IPQoS対応ホスト上の各トラフィッククラスへの帯域幅の割り当て量を
測定および管理できます。
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ネットワーク上のトラフィックを効果的に管理するには、帯域幅の使用量に関し
て、次の点を明らかにしておく必要があります。

■ ローカルネットワークのトラフィック問題の発生箇所はどこか
■ 帯域幅を最適利用するために行うべきことは何か
■ サイト内で最優先するべき、重要なアプリケーションはどれか
■ 輻輳が発生しやすいアプリケーションはどれか
■ 優先順位を落としてもよい、重要度の低いアプリケーションはどれか

サービスクラスを使ったトラフィックの優先順位
付け
サービス品質を実現するには、ネットワークトラフィックを分析して、トラ
フィックを分類する大まかなグループ分けを決定します。次に、それぞれ特徴と優
先順位を持つサービスクラスに各グループ分けを整理します。これらのクラスが基
本的なカテゴリとなり、それに基づいて組織のQoSポリシーを作成します。サービ
スクラスは、管理の対象となるトラフィックグループを代表します。

たとえば、プロバイダがプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの各レベルの
サービスをそれぞれ異なる利用料金で提供するとします。プラチナレベルの SLAで
は、プロバイダが顧客用に運営しているWebサイト宛ての着信トラフィックに対し
て、もっとも高い優先順位を保証します。このように、ある顧客のWebサイト宛て
の着信トラフィックを 1つのトラフィッククラスとしてまとめることができます。

企業向けには、部門の要求に基づくサービスクラスを作成できます。また、ネット
ワークトラフィック内の特定のアプリケーションの優位性に基づくクラスを作成す
ることもできます。次に、企業向けのトラフィッククラスの例をいくつか示しま
す。

■ 特定のサーバー宛ての電子メールや発信 FTPなどの、よく使われるアプリ
ケーション。アプリケーションごとに 1つのクラスを構成できます。これらのア
プリケーションは従業員によって絶えず使用されるため、QoSポリシーで、電子
メールと発信 FTPには少量の帯域幅と低い優先順位を割り当てます。

■ 一日 24時間実行の必要がある注文入力データベース。企業にとってのデータ
ベースアプリケーションの重要度に応じて、大量の帯域幅と高い優先順位を割り
当てます。

■ 人事部門などの、極めて重要な業務または機密業務を行う部署。組織にとっての
部署の重要度に応じて、割り当てる優先順位と帯域幅の大きさを決めます。

■ 企業の外部向けWebサイトへの呼び出し。このクラスには、適度な大きさの帯域
幅と低い優先順位を割り当てる
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差別化サービスモデル
IPQoSには次のモジュールがあります。これらのモジュールは、RFC 2475に定義さ
れている「差別化サービス (diffserv)」アーキテクチャーの一部です。

■ クラシファイア
■ メーター
■ マーカー

IPQoSでは、次の拡張機能がDiffservモデルに追加されています。
■ フローアカウンティングモジュール
■ 802.1Dデータグラムマーカー

このセクションでは、IPQoSで使用するDiffservモジュールについて簡単に説明しま
す。QoSポリシーを設定するには、これらのモジュール、その名前、およびその使
用目的を認識しておく必要があります。各モジュールの詳細は、493ページ
の「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」を参照してください。

クラシファイア (ipgpc)の概要
Diffservモデルでは、「クラシファイア」がネットワークトラフィックフローからパ
ケットを選択します。「トラフィックフロー」は、次の IPヘッダーフィールド内に
同一の情報を持つパケットのグループで構成されます。

■ 発信元アドレス
■ 着信先アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先ポート
■ プロトコル番号

IPQoSでは、これらのフィールドを「5タプル」と呼びます。

IPQoSのクラシファイアモジュールの名前は ipgpcです。ipgpcクラシファイア
は、トラフィックフローを、IPQoS構成ファイルに構成されている特性に基づいた
クラスに分類します。

ipgpcの詳細については、493ページの「クラシファイアモジュール」を参照してく
ださい。

IPQoSクラス
「クラス」とは、似たような特性を共有するネットワークフローのグループのこと
です。たとえば、ISPは、顧客に提供するさまざまなサービスレベルを表すクラスを
定義できます。一方、ASPは、アプリケーションごとに異なるサービスレベルを提
供する SLAを定義できます。ASPのQoSポリシーでは、特定の着信先 IPアドレス宛
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ての発信 FTPトラフィックを 1つのクラスにまとめることができます。ある企業の
外部Webサイトからの発信トラフィックも、1つのクラスとして定義できます。

トラフィックをいくつかのクラスに分類することは、QoSポリシーを計画する際に
欠かせない作業の 1つです。ipqosconfユーティリティーを使用してクラスを作成す
るときは、実際にはipgpcクラシファイアを構成しています。

クラスを定義するには、438ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」を参
照してください。

IPQoSフィルタ
「フィルタ」は、「セレクタ」と呼ばれるパラメータを含む規則のセットです。各
フィルタは、必ず 1つのクラスを指定する必要があります。IPQoSは、パケットを各
フィルタのセレクタと突き合わせて、パケットがフィルタのクラスに属しているか
どうかを調べます。さまざまなセレクタを使用してパケットにフィルタをかけるこ
とができます。セレクタの例として、IPQoS 5タプルなどのよく使うパラメータを次
に示します。

■ 発信元および着信先のアドレス
■ 発信先および着信先のポート
■ プロトコル番号
■ ユーザー ID
■ プロジェクト ID
■ 差別化サービスコードポイント (DSCP)
■ インタフェースインデックス

たとえば、簡単なフィルタに値が 80の宛先ポートが含まれているとします。ipgpc

クラシファイアは、宛先ポート 80 (HTTP)向けのパケットをすべて選択し、QoSポリ
シーの指示どおりに選択したパケットを処理します。

フィルタの作成については、441ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方
法」を参照してください。

メーター (tokenmtおよび tswtclmt)の概要
Diffservモデルでは、「メーター」はトラフィックフローの転送速度をクラス単位で
追跡します。メーターは、該当する結果 (outcome)を得るために、フローの実際の転
送速度が構成された速度にどれだけ適合しているかを評価します。そして、トラ
フィックフローの結果に基づいて、次のアクションを選択します。次のアクション
では、パケットを別のアクションに送信したり、それ以上処理しないでネット
ワークに戻したりできます。

IPQoSのメーターは、ネットワークフローが、QoSポリシーでそのクラスに定義され
ている転送速度に適合しているかどうかを調べます。IPQoSには、次の 2つのメータ
リングモジュールがあります。
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■ tokenmt - 2トークンバケットメータリング方式を使用
■ tswtclmt -タイムスライディングウィンドウメータリング方式を使用

どちらのメータリングモジュールも、赤、黄、緑という 3つの結果を識別しま
す。結果ごとに実行させたいアクション
は、red_action_name、yellow_action_name、および green_action_nameのパラメータ
で定義します。

また、tokenmtをカラーアウェアとして構成することもできます。カラーアウェアと
して構成されているメータリングインスタンスでは、パケットのサイズ、DSCP、ト
ラフィックの転送速度、および構成されたパラメータを使って結果を求めま
す。メーターは、DSCPを使用してパケットの結果を緑、黄、赤にマッピングしま
す。

IPQoSメーターのパラーメータの定義については、442ページの「フロー制御を計画
する方法」を参照してください。

マーカー (dscpmkおよびdlcosmk)の概要
Diffservモデルでは、「マーカー」は転送動作を表す値をパケットに付けま
す。「マーキング」とは、パケットをネットワークに転送する方法を示す値を、そ
のパケットのヘッダーに付加するプロセスのことです。IPQoSには、次の 2つの
マーカーモジュールが含まれています。

■ dscpmk – IPパケットヘッダーのDSフィールドに「差別化サービスコードポイン
ト (DSCP)」と呼ばれる数値を付けます。Diffserv対応ルーターは、このDSコード
ポイントを使って、適切な転送動作をパケットに適用できます。

■ dlcosmk – Ethernetフレームヘッダーの仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)
タグに「ユーザー優先順位」と呼ばれる数値を付けます。ユーザー優先順位
は、データグラムに適用される適切な転送動作を定義する「サービスクラス
(CoS)」のことです。
dlcosmkは、IPQoSの追加機能として IETFによって設計されたものであ
り、Diffservモデルの一部ではありません。

QoSポリシーのマーカー戦略の実装については、445ページの「転送動作を計画する
方法」を参照してください。

フローアカウンティング (flowacct)の概要
IPQoSでは、flowacctアカウンティングモジュールがDiffservモデルに追加されてい
ます。flowacctを使用すると、トラフィックフローに関する統計情報を取得し、SLA
に合わせて顧客に課金できます。フローアカウンティングは、容量計画やシステム
の監視にも役立ちます。
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flowacctモジュールを acctadmコマンドと組み合わせて、アカウンティングログ
ファイルを作成できます。基本的なログには、次に示すように、IPQoS 5タプルのほ
かに 2つの属性が記録されます。

■ 発信元アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先アドレス
■ 着信先ポート
■ プロトコル番号
■ パケット数
■ バイト数

488ページの「トラフィックフローに関する情報の記録」および flowacct(7ipp)や
acctadm(1M)のマニュアルページに説明されているとおり、その他の属性の統計を集
めることもできます。

フローアカウンティング戦略の計画については、447ページの「フローアカウン
ティングを計画する方法」を参照してください。

トラフィックが IPQoSモジュールをどのように通
過するか
次の図は、着信トラフィックが IPQoSモジュールのいくつかを通過するときに取り
うる経路を示しています。
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この図は、IPQoS対応マシンにおける一般的なトラフィックフローシーケンスを示
しています。

1. クラシファイアが、システムのQoSポリシーのフィルタリング条件に適合するす
べてのパケットをパケットストリームから選択します。

2. 選択したパケットが評価されて、次に実行されるアクションが決められます。

3. クラシファイアが、フロー制御を必要としないトラフィックをマーカーに送信し
ます。

4. フロー制御が必要なトラフィックは、メーターに送信されます。

5. メーターは、構成速度を実施します。次に、トラフィックの適合値をフロー制御
されているパケットに割り当てます。

6. フロー制御されるパケットが評価されて、アカウンティングが必要であるかどう
かが判断されます。

7. メーターが、フローアカウンティングを必要としないトラフィックをマーカーに
送信します。

図 27–1 diffservモデルの IPQoS実装を通過するトラフィックフロー
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8. フローアカウンティングモジュールが、受信したパケットに関する統計情報を収
集します。次に、それらのパケットをマーカーに送信します。

9. マーカーがDSコードポイントをパケットヘッダーに割り当てます。このDSCP
は、Diffserv対応システムがパケットに適用するべきホップ単位動作 (PHB)を示し
ます。

IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送
このセクションでは、IPQoS対応ネットワークでのパケット転送に関係するいくつ
かの要素について簡単に説明します。IPQoS対応システムは、着信先としてそのシ
ステムの IPアドレスを持つ、ネットワークストリーム上のパケットを処理しま
す。そして、IPQoSシステムのQoSポリシーをパケットに適用して、差別化サービ
スを確立します。

DSコードポイント
DSコードポイント (DSCP)は、マークされたパケットに対してDiffserv対応システム
が実行するアクションをパケットヘッダーに定義します。diffservアーキテク
チャーは、使用する IPQoS対応システムと diffservルーターに対して一連のDS
コードポイントを定義します。また、DSCPに対応する「転送動作」と呼ばれる一連
の処理も定義します。IPQoS対応システムは、パケットヘッダーにあるDSフィール
ドの優先度ビットにDSCPを付けます。DSCP値を持つパケットを受信する
と、ルーターは、そのDSCPと関連付けられた転送動作を実行します。次にパケット
はネットワーク上に送出されます。

注 – dlcosmkマーカーは、DSCPを使用しません。代わりに、Ethernetフレーム
ヘッダーにCoS値を付加します。VLANデバイスを使用するネットワークで IPQoS
を構成する予定の場合は、499ページの「マーカーモジュール」を参照してくださ
い。

ホップ単位動作
Diffserv用語では、DSCPに割り当てられる転送動作を「ホップ単位動作 (Per-Hop
Behavior、PHB)」と呼びます。PHBは、Diffserv対応システム上で、マークされたパ
ケットの転送がほかのトラフィックに比べて優先される度合いを定義します。この
優先度によって、IPQoS対応システムまたはDiffservルーターが、マークされたパ
ケットを転送するかドロップするかが最終的に決まります。パケットが転送された
場合、パケットがその着信先への途中で通過する各Diffservルーターは、同じ PHB
をそのパケットに適用します。ただし、別のDiffservシステムによってDSCPが変更
された場合は例外です。PHBの詳細については、499ページの「パケット転送での
dscpmkマーカーの使用」を参照してください。
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PHBの目的は、指定された量のネットワーク資源を連続したネットワーク上のトラ
フィッククラスに提供することです。この目的は、QoSポリシーで達成できま
す。トラフィックフローが IPQoS対応システムを離れたときのトラフィッククラス
の優先順位を示すDSCPを定義します。優先度は、高い優先度 (ドロップ率が低い)
から低い優先度 (ドロップ率が高い)の範囲になります。

たとえば、QoSポリシーによってあるトラフィッククラスにドロップ率が低い PHB
を保証するDSCP割り当てることができます。このトラフィッククラスは、ドロップ
率が低い優先度の PHBをすべてのDiffserv対応ルーターから与えられ、このクラス
のパケットの帯域幅が保証されます。QoSポリシーに別のDSCPを追加して、ほかの
トラフィッククラスにさまざまなレベルの優先度を割り当てることもできます。優
先度の低いパケットには、パケットのDSCPに示された優先順位に応じた帯域幅
を、Diffservシステムが割り当てます。

IPQoSは、Diffservアーキテクチャーに定義されている 2種類の転送動作、完全優先
転送 (EF)と相対的優先転送 (AF)をサポートしています。

完全優先転送
「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF)」PHBは、EF関連のDSCPを持つトラ
フィッククラスが一番高い優先順位を割り当てられることを保証します。EF DSCP
のトラフィックは、キューに格納されません。EFでは、低損失、低遅延、低
ジッターのサービスを提供します。EFの推奨DSCPは、101110です。101110が付加
されたパケットは、着信先への途中でDiffserv対応ネットワークを通過するとき
に、ドロップ率の低い優先度を与えられます。EF DSCPは、プレミアム SLAを持つ
顧客またはアプリケーションに優先順位を割り当てるときに使用してください。

相対的優先転送
「相対的優先転送 (Assured Forwarding、AF)」PHBには、パケットに割り当てられる
転送クラスが 4種類あります。表 32–2に示すように、各転送クラスは 3つのド
ロップ優先順位を提供します。

AFコードポイントには、顧客やアプリケーションにさまざまなレベルのサービスを
割り当てる機能があります。QoSポリシーでは、QoSポリシーを計画するとき
に、ネットワーク上のトラフィックやサービスに優先順位を付けておきます。そう
すれば、優先順位の付いたトラフィックにそれぞれ異なるAFレベルを割り当てるこ
とができます。

diffserv環境でのパケット転送
次の図は、Diffserv対応環境を部分的に備えた企業のイントラネット部分を示してい
ます。このシナリオでは、ネットワーク 10.10.0.0および 10.14.0.0上のホストはす
べて IPQoSに対応しており、ローカルルーターはDiffservに対応しています。しか
し、間にある 2つのネットワークはDiffservに対応していません。
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次の手順は、前の図に示すパケットの流れをたどっています。この手順は、ホスト
ipqos1で発生するパケットの前進で開始されます。手順は数回のホップでホスト
ipqos2に続きます。

1. ipqos1のユーザーが ftpコマンドを実行して、3ホップ離れたところにあるホス
ト ipqos2にアクセスしようとします。

2. ipqos1は、結果生じたパケットフローにQoSポリシーを適用します。ipqos1

は、ftpトラフィックを正常に分類します。

システム管理者は、ローカルネットワーク 10.10.0.0に起因するすべての発信 ftp

トラフィックに対するクラスを作成済みです。ftpクラスのトラフィックに
は、AF22ホップ単位動作 (クラス 2、中程度のドロップ優先度)が割り当てられま
す。ftpクラスには、2Mb/秒のトラフィックフロー速度が構成されます。

3. ipqos-1は、ftpフローを測定し、フローが 2 Mbit/秒を超過していないかどうかを
判断します。

4. ipqos1上のマーカーが、発信 ftpパケットのDSフィールドに 010100 DSCP (AF22
PHBに対応している)を付加します。

5. ルーター diffrouter1は、ftpパケットを受信します。次に、DSCPをチェックし
ます。diffrouter1が輻輳している場合、AF22でマークされているパケットは振
り落とされます。

6. diffrouter1のファイルでAF22に対して構成されている PHBに合わせて、ftpト
ラフィックが次のホップに転送されます。

図 27–2 diffserv対応ネットワークのホップ間のパケット転送
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7. ftpトラフィックがネットワーク 10.12.0.0を通って genrouterに進みま
す。genrouterはDiffservに対応していません。その結果、トラフィックはベスト
エフォートの転送動作を与えられます。

8. genrouterが ftpトラフィックをネットワーク 10.13.0.0に渡し、diffrouter2が
そのトラフィックを受け取ります。

9. diffrouter2はDiffservに対応しています。したがって、ルーターのポリシーで
AF22パケットに対して定義されている PHBに合わせて、ftpパケットをネット
ワークに転送します。

10. ipqos2は、ftpトラフィックを受信します。 ipqos2は、ipqos1のユーザーに
ユーザー名とパスワードの入力を促します。
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IPQoS対応ネットワークの計画 (手順)

Oracle Solarisが動作する任意のシステムで IPQoSを構成できます。そして、IPQoSシ
ステムをDiffserv対応ルーターと組み合わせると、イントラネット上で差別化サービ
スを提供したり、トラフィック管理を行うことができます。

この章では、IPQoS対応システムをDiffserv対応ネットワークに追加するための計画
タスクについて説明します。この章の内容は次のとおりです。

■ 431ページの「一般的な IPQoSの構成計画 (タスクマップ)」
■ 432ページの「diffservネットワークトポロジの計画」
■ 435ページの「サービス品質ポリシーの計画」
■ 436ページの「QoSポリシーの計画 (タスクマップ)」
■ 448ページの「IPQoSの構成例の紹介」

一般的な IPQoSの構成計画 (タスクマップ)
IPQoSなどの差別化サービスをネットワーク上に実装する場合は、綿密な計画が必
要です。各 IPQoS対応システムの位置と機能だけではなく、各システムとローカル
ネットワーク上のルーターとの関係についても考慮してください。次のタスク
マップに、ネットワーク上で IPQoSを実装するための主な計画タスクの一覧と、各
タスクを完了するための手順へのリンクを示します。

タスク 説明 手順

1. IPQoS対応システムを取り入
れたDiffservネットワークトポ
ロジを計画する

さまざまなDiffservネット
ワークトポロジを考慮して、自
分のサイトにもっとも適したソ
リューションを考える

432ページの「diffservネット
ワークトポロジの計画」
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タスク 説明 手順

2. IPQoSシステムによって提供
する各種サービスを計画する

ネットワークが提供するサービ
スの種類をいくつかのサービ
スレベル契約 (service-level
agreement、SLA)に分類する

435ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

3. IPQoSシステムごとにQoSポ
リシーを計画する

各 SLAの実装に必要なクラ
ス、メータリング、およびアカ
ウンティング機能を決める

435ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

4.必要であれば、Diffserv
ルーターのポリシーを計画する

IPQoSシステムで使用する
Diffservルーターのスケ
ジューリングポリシーおよび
キューイングポリシーを決める

キューイングポリシーおよびス
ケジューリングポリシーについ
ては、ルーターのドキュメント
を参照

diffservネットワークトポロジの計画
ネットワークに差別化サービスを提供するには、IPQoS対応システムが最低 1つと
Diffserv対応ルーターが 1台必要です。このセクションで説明するように、この基本
構成はさまざまな方法で拡張できます。

diffservネットワークのハードウェア計画
一般に、IPQoSはサーバーやサーバー統合 (Oracleの Sun EnterpriseTMサーバーなど)上
で実行します。一方、ネットワークのニーズに応じて、UltraSPARC®システムなどの
デスクトップシステムで IPQoSを実行することもできます。次に、IPQoS構成に使
用できるシステムの例を示します。

■ Oracle Solarisシステム。Webサーバーやデータベースサーバーなどの各種サービ
スを提供する

■ アプリケーションサーバー。電子メール、FTPなどのよく使われるネットワーク
アプリケーションを提供する

■ Webキャッシュサーバーまたはプロキシサーバー
■ IPQoS対応サーバーファームのネットワーク。Diffserv対応ロードバランサに
よって管理される

■ ファイアウォール。単一の異機種システム混在ネットワークのトラフィックを管
理する

■ 仮想ローカルエリアネットワーク (LAN)の一部である IPQoSシステム

IPQoSシステムを導入しようとするネットワークトポロジでは、Diffserv対応
ルーターがすでに機能していることもありえます。もし、現在使用している
ルーターがDiffservに対応していない場合は、Cisco Systems社や Juniper Networks社な
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どのルーター製造元が提供するDiffservのソリューションを検討してくださ
い。ローカルルーターがDiffservを実装していないと、パケットのマークは評価され
ずに次のホップへ渡されてしまいます。

IPQoSネットワークトポロジ
このセクションでは、ネットワーク上のさまざまなニーズを満たす IPQoS計画を図
で説明します。

個々のホストでの IPQoS
次の図は、IPQoS対応システムの単一ネットワークを示しています。

このネットワークは、ある企業のイントラネットの一部分です。アプリケーション
サーバーやWebサーバーで IPQoSを有効にすると、各 IPQoSシステムが発信トラ
フィックを送出する速度を制御できます。ルーターがDiffservに対応していれば、着
信トラフィックおよび発信トラフィックをさらに制御できます。

このドキュメントで取り上げる例では、「個々のホストでの IPQoS」シナリオを使
用します。このガイドを通して使用されているサンプルトポロジについて
は、図 28–4を参照してください。

図 28–1 ネットワークセグメント上の IPQoSシステム

diffservネットワークトポロジの計画
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サーバーファームのネットワークでの IPQoS
次の図には、複数の異種サーバーファームを備えるネットワークを示します。

このようなトポロジでは、ルーターがDiffservに対応しているため、着信トラ
フィックと発信トラフィックの両方をキューに入れたり評価したりできます。ま
た、ロードバランサもDiffserv対応システムであるため、サーバーファームは IPQoS
対応となります。ロードバランサは、ユーザー IDやプロジェクト IDなどのセレク
タを使用することによって、ルーター以外で追加フィルタリングを提供できま
す。これらのセレクタは、アプリケーションデータに含まれます。

このシナリオでは、フロー制御とトラフィック転送を行って、ローカルネット
ワーク上の輻輳を管理しています。また、このシナリオでは、サーバーファームか
らの発信トラフィックが原因でイントラネットのほかの部分が過負荷状態になるの
を防いでいます。

ファイアウォールでの IPQoS
次の図は、ファイアウォールによってほかのセグメントから保護されている、企業
ネットワークのセグメントの 1つを示しています。

図 28–2 IPQoS対応サーバーファームのネットワーク
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このシナリオでは、トラフィックはまずDiffserv対応ルーターに入り、そこでフィル
タにかけられ、キューに入れられます。次に、ルーターによって転送された着信ト
ラフィックはすべて、IPQoS対応のファイアウォールに進みます。IPQoSを使用する
には、ファイアウォールで IP転送スタックをバイパスしないでください。

ファイアウォールのセキュリティーポリシーによって、着信トラフィックを内部
ネットワークに入れて良いかどうかが決まります。QoSポリシーは、ファイア
ウォールを通過した着信トラフィックのサービスレベルを制御します。QoSポリ
シーによっては、発信トラフィックに転送動作を付けることもできます。

サービス品質ポリシーの計画
サービス品質 (QoS)ポリシーを計画するときは、ネットワークが提供するサービスの
確認、分類、そして優先順位付けを行う必要があります。また、利用できる帯域幅
の大きさを評価して、各トラフィッククラスがネットワークに送出される速度を決
める必要もあります。

QoSポリシー計画の手掛かり
IPQoS構成ファイルで必要な情報を含む形式でQoSポリシーの計画情報を収集しま
す。たとえば、次のテンプレートを使って、IPQoS構成ファイルで使用する主なカ
テゴリの情報を表にできます。

図 28–3 IPQoS対応のファイアウォールによって保護されているネットワーク

サービス品質ポリシーの計画
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表 28–1 QoS計画テンプレート

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート 転送動作をどうするか
アカウンティン
グが必要か

クラス 1 1 フィルタ 1

フィルタ 3

セレクタ 1

セレクタ 2

メーターの速度
(メーターの種類
による)

マーカーのドロップ優
先度

フローアカウ
ンティング統
計情報を必要
とする

クラス 1 1 フィルタ 2 セレクタ 1

セレクタ 2

なし なし なし

クラス 2 2 フィルタ 1 セレクタ 1

セレクタ 2

メーターの速度
(メーターの種類
による)

マーカーのドロップ優
先度

フローアカウ
ンティング統
計情報を必要
とする

クラス 2 2 フィルタ 2 セレクタ 1

セレクタ 2

なし なし なし

各カテゴリをいくつかに分けて、QoSポリシーをさらに細かく定義できます。以降
のセクションでは、テンプレートに示されているカテゴリの情報を入手する方法に
ついて説明します。

QoSポリシーの計画 (タスクマップ)
このタスクマップでは、QoSポリシーを計画するための主なタスクの一覧と、各タ
スクの実行手順へのリンクを示します。

タスク 説明 手順

1. IPQoSをサポートするようネット
ワークトポロジを設計する

差別化サービスを提供するネット
ワーク上のホストとルーターを特定す
る

437ページの「IPQoS用のネット
ワークを準備する方法」

2.ネットワーク上のサービスを分類す
るためのクラスを定義する

自分のサイトで提供するサービスの種
類と SLAを調べ、これらのサービスを
分類するためのトラフィッククラスを
決める

438ページの「QoSポリシーのクラス
を定義する方法」

3.クラス用のフィルタを定義する 特定のトラフィッククラスをネット
ワークトラフィックフローから取り出
すための最善の方法を決める

441ページの「QoSポリシーにフィル
タを定義する方法」
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タスク 説明 手順

4. IPQoSシステムから送出されるトラ
フィックを測定するためのフロー制御
速度を定義する

トラフィッククラスごとに容認できる
フロー速度を決める

442ページの「フロー制御を計画する
方法」

5. QoSポリシーで使用するDSCPすな
わちユーザー優先順位の値を定義する

トラフィックフローがルーターまたは
スイッチによって処理されるときに割
り当てられる転送動作を決める方法を
計画する

445ページの「転送動作を計画する方
法」

6.必要であれば、ネットワーク上のト
ラフィックフローに対する統計監視計
画を設定する

トラフィッククラスを評価して、アカ
ウンティングまたは統計上の目的で監
視するトラフィックフローを決める

447ページの「フローアカウンティン
グを計画する方法」

注 –このセクションの残りの部分では、IPQoS対応システムのQoSポリシーを計画す
る方法について説明します。Diffservルーター向けのQoSポリシーの計画を立てるに
は、ルーターのドキュメントおよびルーター製造元のWebサイトを参照してくださ
い。

▼ IPQoS用のネットワークを準備する方法
次の手順では、QoSポリシーを作成する前に行う一般的な計画タスクを示します。

ネットワークトポロジを見直します。次に、IPQoSシステムとDiffservルーターを使
用する戦略の計画を作成します。
トポロジの例は、432ページの「diffservネットワークトポロジの計画」を参照してく
ださい。

IPQoSを必要とするホスト、または IPQoSサービスの有力な候補となるホストをトポ
ロジで特定します。

IPQoS対応後に同じQoSポリシーを共用できそうなシステムを調べます。
たとえば、ネットワーク上のすべてのホストで IPQoSを有効にする場合は、同じ
QoSポリシーを使用できるホストをすべて特定します。各 IPQoS対応システムには
ローカルQoSポリシーが必要で、そのポリシーはそれぞれの IPQoS構成ファイルに
実装されます。ただし、IPQoS構成ファイルを 1つだけ作成し、これを同じQoSポリ
シー要件を持つすべてのシステムにコピーして使うこともできます。

ネットワーク上のDiffservルーターに対して必要な計画タスクをすべて確認し、実行
します。
詳細については、ルーターのドキュメントとルーター製造元のWebサイトを参照し
てください。

1

2

3
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▼ QoSポリシーのクラスを定義する方法
QoSポリシーを定義するための最初の手順は、トラフィックフローをクラスに整理
することです。Diffservネットワーク上のトラフィックの種類ごとにクラスを作成す
る必要はありません。また、計画したネットワークトポロジによっては、IPQoS対
応システムごとに異なるQoSポリシーを作成する必要があります。

注 –クラスの概要は、421ページの「IPQoSクラス」を参照してください。

次の手順では、437ページの「IPQoS用のネットワークを準備する方法」に
従って、IPQoS対応とするネットワーク上のシステムを決定済みであることを前提
としています。

QoSポリシー情報を整理するQoS計画テーブルを作成します。
提案については、表 28–1を参照してください。

ネットワーク上にあるすべてのQoSポリシーについて、残りの手順を実行します。

QoSポリシーで使用するクラスを定義します。
次の質問は、ネットワークトラフィックを解析してクラス定義を行うためのガイド
ラインとなります。

■ 顧客にサービスレベル契約を提示しているか

提示する場合は、顧客に提供する複数の SLA間の相対的な優先レベルを評価しま
す。保証されている優先レベルが異なる顧客に同じアプリケーションを提供する
場合もあります。

たとえば、企業が各顧客に対してWebサイトの運営サービスを提供するとしま
す。この場合は、顧客のWebサイトごとに 1つのクラスを定義する必要がありま
す。SLAは、サービスレベルの 1つとしてプレミアムWebサイトを提供するとし
ます。別の SLAは、割引顧客に「ベストエフォート型」のパーソナルWebサイト
を提供するとします。この場合は、Webサイトのクラスが異なるだけでなく、ク
ラスに割り当てられる PHBも異なる可能性があります。

■ IPQoSシステムでは、フロー制御を必要としそうなよく使われるアプリ
ケーションを提供しているか

よく使われるアプリケーションを提供しているために大量のトラフィックが生成
されるサーバーの場合、IPQoSを有効にするとネットワークパフォーマンスが向
上します。そのようなアプリケーションの例として、電子メール、ネットワーク
ニュース、FTPなどがあげられます。該当する場合は、サービスの種類ごとに着
信トラフィックと発信トラフィックのクラスを別々に作成することを検討してく
ださい。たとえば、メールサーバーのQoSポリシーに対して、mail-inクラスと
mail-outクラスを作成します。

1
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■ ネットワークでもっとも高い優先順位の転送動作を必要とする特定のアプリ
ケーションを実行しているか

優先順位が最も高い転送動作を必要とする重要なアプリケーションに
は、ルーターのキューで最も高い優先順位を与える必要があります。一般的な例
は、ストリーミングビデオやストリーミングオーディオです。

まず、優先順位の高いこれらのアプリケーションに対して、それぞれ着信クラス
と発信クラスを定義します。次に、定義したクラスを、それらのアプリ
ケーションを提供する IPQoS対応システムとDiffservルーターの両方のQoSポリ
シーに追加します。

■ 帯域幅を大量に消費するため、ネットワークで制御を必要とするトラフィックフ
ローが発生したことがあるか

netstat、snoopなどのネットワーク監視ユーティリティーを使用して、ネット
ワーク上で問題のあるトラフィックの種類を検出します。これまでに作成したク
ラスを確認し、問題のトラフィックカテゴリが未定義である場合は、このカテゴ
リに対して新しいクラスを作成します。問題のトラフィックカテゴリのクラスが
定義済みである場合は、このトラフィックを制御するメーターの速度を定義しま
す。

問題のあるトラフィックのクラスは、ネットワーク上の IPQoS対応システムごと
に作成します。これによって、各 IPQoSシステムは、問題のあるトラフィックを
受け取った場合に、トラフィックフローをネットワークに送出する速度を制限で
きるようになります。また、DiffservルーターのQoSポリシーにもこれらの問題
のあるクラスを必ず定義してください。これによって、diffservルーターは、QoS
ポリシーの構成に従って、問題のあるフローをキューに入れたりスケジュールし
たりできるようになります。

■ 特定の種類のトラフィックに対して統計情報を取得する必要があるか

SLAをざっと確認すると、どのタイプの顧客のトラフィックにアカウンティング
が必要であるかがわかります。自分のサイトで SLAを提供している場合は、アカ
ウンティングを必要とするトラフィックのクラスはおそらく作成済みです。ま
た、クラスを定義して、監視しているトラフィックフローの統計収集を可能にす
ることもできます。さらに、セキュリティー上の理由でアクセスを制限するトラ
フィックのクラスも作成できます。

手順 1で作成したQoS計画テーブルで定義したクラスを一覧にします。

優先レベルを各クラスに割り当てます。

たとえば、優先レベル 1がもっとも高い優先順位のクラスを表すようにし、それ以
降の優先レベルを残りのクラスに割り当てます。割り当てた優先レベルの目的
は、クラスを整理することだけです。QoSポリシーテンプレートで設定した優先レ
ベルは、実際に IPQoSによって使用されるわけではありません。また、QoSポリ
シーによっては、同じ優先順位を複数のクラスに割り当てることもできます。
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クラスの定義の次は、441ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方法」の説
明に従って、各クラスのフィルタを定義します。

クラスの優先順位付け

クラスを作成するうちに、どのクラスの優先順位が高いか、中程度か、ベストエ
フォートでよいかをすぐに認識できます。445ページの「転送動作を計画する方
法」に説明されているとおり、クラスの優先順位を設定する良いスキームは、出力
トラフィックにホップ単位の動作を割り当てる場合に、特に重要になります。

PHBをクラスに割り当てるほかに、そのクラスのフィルタに優先順位セレクタを定
義することもできます。優先順位セレクタは、IPQoS対応ホストでのみ有効で
す。たとえば、同じ速度と同じDSCPを持ついくつかのクラスが、IPQoSシステムか
ら送出されるときに帯域幅をめぐって競合することがあるとします。このような場
合、各クラスの優先順位セレクタによって、ほかの点ではまったく同じ評価のクラ
スに割り当てられるサービスレベルをさらに細かく順序付けることができます。

フィルタの定義
パケットフローを特定のクラスのメンバーとして識別するには、フィルタを作成し
ます。各フィルタには、パケットフローの評価基準を定義するセレクタがいくつか
含まれています。IPQoS対応システムは、次にセレクタの基準を使用して、トラ
フィックフローからパケットを抽出します。そして、IPQoSシステムは、パケット
とクラスを関連付けます。フィルタの紹介は、422ページの「IPQoSフィルタ」を参
照してください。

次の表に、もっとも一般的に使用されるセレクタを示します。最初の 5つのセレク
タは、IPQoS 5タプルを表し、IPQoSシステムがパケットをフローのメンバーとして
識別するときに使用します。セレクタの完全なリストについては、表 32–1を参照し
てください。

表 28–2 一般的な IPQoSセレクタ

名前 定義

saddr 発信元アドレス

daddr 着信先アドレス

sport 発信元ポート番号。/etc/servicesに定義されている既知のポート番
号、またはユーザー定義のポート番号を使用できる

dport 着信先ポート番号

プロトコル IPプロトコル番号またはプロトコル名。/etc/protocolsのトラフィック
フロータイプに割り当てられる

6
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表 28–2 一般的な IPQoSセレクタ (続き)
名前 定義

ip_version 使用するアドレス指定方式。IPv4または IPv6を使用。デフォルトは
IPv4。

dsfield DSフィールドの内容、つまりDSCP。このセレクタは、特定のDSCPが
付いている着信パケットを取り出すために使用する

priority クラスに割り当てられている優先レベル。詳細は、438ページの「QoS
ポリシーのクラスを定義する方法」を参照

user UNIXのユーザー IDまたはユーザー名。上位アプリケーションの実行時
に使用される

projid プロジェクト ID。上位アプリケーションの実行時に使用される

direction トラフィックフローの方向。LOCAL_IN、 LOCAL_OUT、FWD_IN、または
FWD_OUTのいずれかの値

注 –セレクタは正しい判断のもとで選択してください。また、クラスのパケットを取
り出すのに必要なものだけを使用してください。定義するセレクタが多いほ
ど、IPQoSパフォーマンスに与える影響も大きくなります。

▼ QoSポリシーにフィルタを定義する方法
次の手順を実行する前に、438ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」の
手順を完了しておく必要があります。

438ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」で作成したQoS計画テーブル
の各クラスに 1つ以上のフィルタを作成します。
必要であれば、1つのクラスの着信トラフィックと発信トラフィックに対し
て、フィルタを別々に作成することを検討してください。たとえば、ftp-inフィル
タと ftp-outフィルタを IPQoS対応の FTPサーバーのQoSポリシーに追加しま
す。そうすれば、基本セレクタに加えて、該当する方向セレクタも定義できます。

クラスのフィルタごとにセレクタを最低 1つ定義します。
表 28–1で紹介されているQoS計画テーブルを使用して、定義したクラスのフィルタ
を埋めます。

FTPトラフィック向けのフィルタの定義

次の表は、出力 FTPトラフィック向けにフィルタを定義する方法を示す例です。

始める前に
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クラス 優先順位 フィルタ セレクタ

ftp-traffic 4 ftp-out saddr 10.190.17.44

daddr 10.100.10.53

sport 21

direction LOCAL_OUT

■ フロー制御スキームを定義するには、442ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ フローがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、445ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、447
ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、438ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、441ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

▼ フロー制御を計画する方法
フロー制御では、クラスのトラフィックフローを測定し、定義された速度でネット
ワークにパケットを送出します。フロー制御を計画するときは、IPQoSメータリン
グモジュールが使用するパラメータを定義します。メーターは、トラフィックが
ネットワークに送出される速度を決定します。メータリングモジュールの紹介は、
422ページの「メーター (tokenmtおよび tswtclmt)の概要」を参照してください。

次の手順は、441ページの「QoSポリシーにフィルタを定義する方法」の説明に
従って、フィルタとセレクタを定義していることが前提になります。

ネットワークの最大帯域幅を調べます。

ネットワークでサポートされている SLAを見直します。顧客と各顧客に保証されて
いるサービスの種類を特定します。

一定レベルのサービスを保証するには、顧客によって生成される特定のトラ
フィッククラスを計測する必要があります。

438ページの「QoSポリシーのクラスを定義する方法」で作成したクラスの一覧を見
直します。

SLAに対応付けられているクラス以外に計測する必要があるクラスがあるかどうか
確認します。

参照
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たとえば、IPQoSシステムが大量のトラフィックを生成するアプリケーションを実
行するとします。この場合は、そのアプリケーションのトラフィックを分類したあ
と、フローのパケットがネットワークに戻される速度を制御して、フローを計測し
ます。

注 –すべてのクラスを計測する必要があるとは限りません。クラスのリストを確認す
るときは、このガイドラインに留意してください。

各クラスのどのフィルタがフロー制御に必要なトラフィックを選択するのかを判断
します。次に、メータリングを必要とするクラスのリストを精緻化します。

複数のフィルタを持つクラスでも 1つのフィルタに対してだけ計測を必要とする場
合もあります。たとえば、あるクラスの着信トラフィックと発信トラフィックに対
してフィルタを定義したとします。しかし、結果的にどちらかの方向のトラ
フィックしかフロー制御を必要としない場合があります。

フロー制御を行うクラスごとにメーターモジュールを選択します。

作成したQoS計画表のメーター欄にモジュール名を追加します。

計測するクラスごとの速度を構成表に追加します。

tokenmtモジュールを使用する場合は、次の速度を bpsで定義する必要があります。

■ 認定速度
■ 最大速度

特定のクラスの計測に十分な場合は、認定速度と認定バーストを tokenmtに定義する
だけでも構いません。

必要に応じて、次の速度も定義できます。

■ 認定バースト
■ 最大バースト

tokenmt速度の詳しい説明については、 497ページの「tokenmtをツーレート
メーターとして構成する」を参照してください。tokenmt(7ipp)のマニュアルページ
でも詳しく説明しています。

tswtclmtモジュールを使用する場合は、次の速度を bpsで定義する必要があります。

■ 認定速度
■ 最大速度

また、ウィンドウサイズをミリ秒単位で定義することもできます。これらの速度
は、498ページの「tswtclmtメータリングモジュール」および twstclmt(7ipp)のマ
ニュアルページで定義されています。
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計測するトラフィックのトラフィック適合結果 (outcome)を追加します。
どちらのメータリングモジュールでも、結果は緑、赤、黄の 3つです。定義した速
度に当てはまるトラフィック適合結果をQoS構成表に追加します。メーターの結果
については、496ページの「メーターモジュール」で詳しく説明されています。

認定速度に適合したトラフィックまたは適合しなかったトラフィックに対して取る
べきアクションを決める必要があります。常にではありませんが多くの場合、この
アクションは、ホップ単位の動作でパケットヘッダーをマークすることです。緑レ
ベルのトラフィックに対して取りうるアクションの 1つとして、トラフィックフ
ローが認定速度を超えないかぎり処理を続行することもあります。あるいは、フ
ローが最大速度を超えた場合にそのクラスのパケットをドロップすることもできま
す。

メーターの定義

次の表は、電子メールトラフィックのクラスに対するメーターの記入例を示す例で
す。IPQoSシステムを持つネットワークの総帯域幅は 100 Mbits/秒、つまり毎秒
10000000ビットです。QoSポリシーは、電子メールクラスに低い優先順位を割り当
てます。このクラスには、ベストエフォート型の転送動作も割り当てられます。

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート

email 8 mail_in daddr10.50.50.5

dport imap

direction

LOCAL_IN

email 8 mail_out saddr10.50.50.5

sport imap

direction

LOCAL_OUT

メーター =tokenmt

認定速度 =5000000

認定バースト =5000000

最大速度 =10000000

最大バースト =1000000

緑の優先度 =処理続行

黄の優先度 =黄の PHBを付加

赤の優先度 =ドロップ

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、445ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、447
ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。
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■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、438ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、441ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ 別のフロー制御スキームを定義するには、442ページの「フロー制御を計画する
方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ 転送動作を計画する方法
転送動作によって、ネットワークに転送されるトラフィックフローの優先度とド
ロップ優先順位が決まります。選択できる主な転送動作は 2つあります。 1つはほか
のトラフィッククラスとの関連でクラスのフローに優先順位を付けることで、もう 1
つはフローを完全にドロップすることです。

Diffservモデルでは、マーカーを使用して選択した転送動作をトラフィックフローに
割り当てます。IPQoSには、次のマーカーモジュールが用意されています。
■ dscpmk – IPパケットのDSフィールドにDSCPを付けるために使用する
■ dlcosmk –データグラムのVLANタグにサービスクラス (CoS)値を付けるために使
用する

注 –このセクションでは、IPパケットに限定して説明します。IPQoSシステムに
VLANデバイスが含まれている場合は、dlcosmkマーカーを使って、データグラムの
転送動作をマークできます。詳細は、501ページの「VLANデバイスでの dlcosmk

マーカーの使用」を参照してください。

IPトラフィックに優先順位を付けるには、各パケットにDSCPを割り当てる必要が
あります。dscpmkマーカーは、パケットのDSフィールドにDSCPのマークを設定し
ます。クラスのDSCPは、転送動作の種類に対応付けられている既知のコードポイン
トのグループから選択します。既知のコードポイントには、EF PHB用の 46 (101110)
やAF PHB用のいくつかのコードポイントがあります。DSCPと転送の概要情報につ
いては、426ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」を参照して
ください。

次の手順の前に、QoSポリシーのクラスとフィルタを定義してあるものとしま
す。トラフィックを制御する場合は、メーターをマーカーと組み合わせて使用しま
すが、転送動作を定義するだけであれば、マーカーを単独で使用できます。

これまでに作成したクラスとそれらに割り当てた優先順位を確認します。
すべてのトラフィッククラスをマークする必要があるとは限りません。

始める前に

1

サービス品質ポリシーの計画

第 28章 • IPQoS対応ネットワークの計画 (手順) 445



もっとも高い優先順位のクラスに EF PHBを割り当てます。
EF PHBは、EF DSCP 46 (101110)を持つパケットが、AF PHBを割り当てたパケットよ
りも先にネットワーク上に送出されることを保証します。このため、もっとも高い
優先順位のトラフィックには EF PHBを使用します。EFについては、500ページ
の「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF) PHB」を参照してください。

トラフィックを計測するクラスに転送動作を割り当てます。

残りのクラスに、すでに割り当てた優先順位に応じたDSコードポイントを割り当て
ます。

ゲームアプリケーション向けQoSポリシー

トラフィックの計測は、一般に次の理由で行います。

■ SLAは、ネットワークの使用率が高いときでも、このクラスのパケットにある程
度のサービスを保証する

■ 低い優先順位のクラスがネットワークをあふれさせる傾向がある

マーカーをメーターと組み合わせて使用すると、これらのクラスに対して差別化
サービスを提供したり帯域幅の管理を行ったりできます。たとえば、次の表はQoS
ポリシーの一部を示しています。このポリシーは、高いトラフィックレベルを生成
する人気のあるゲームアプリケーション向けのクラスを定義します。

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート 転送動作をどうするか

games_app 9 games_in sport 6080 なし なし

games_app 9 games_out dport 6081 メーター =tokenmt

認定速度 =5000000

認定バースト
=5000000

最大速度 =10000000

最大バースト
=15000000

緑の優先度 =処理続
行

黄の優先度 =黄の
PHBを付加

赤の優先度 =ド
ロップ

緑 =AF31

黄 =AF42

赤 =ドロップ
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これらの転送動作では、認定速度に適合しているか、最大速度を下回っている
games_appトラフィックには、低い優先順位のDSCPを割り当てます。games_appト
ラフィックが最大速度を上回ると、QoSポリシーは games_appのパケットをドロップ
するよう指示します。すべてのAFコードポイントについては、表 32–2を参照して
ください。

■ 特定の種類のトラフィックのフローアカウンティングを計画するには、
447ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、438ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、441ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ フロー制御スキームを定義するには、442ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作をさらに定義
するには、445ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ フローアカウンティングを計画する方法
IPQoS flowacctモジュールを使用して、請求またはネットワーク管理のためにトラ
フィックフローを追跡します。次の手順に従って、QoSポリシーにフローアカウン
ティングを含める必要があるかどうか判断してください。

顧客に SLAを提示していますか

提示している場合は、フローアカウンティングを使用する必要があります。ま
ず、SLAを確認して、企業が顧客に使用料を請求するネットワークトラフィックの
種類を調べます。次に、QoSポリシーを確認して、課金の対象となるトラフィック
が含まれるクラスを調べます。

ネットワークの問題を防ぐために監視またはテストを必要とするアプリケーション
はありますか

ある場合は、フローアカウンティングを使ってそれらのアプリケーションの動作を
監視することを検討します。QoSポリシーを確認して、監視を必要とするトラ
フィックに割り当てたクラスを調べます。

QoS計画表で、フローアカウンティングを必要とする各クラスのフローアカウン
ティング欄にYと記入します。

参照
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■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、438ページの「QoSポリシーのク
ラスを定義する方法」を参照してください。

■ QoSポリシーにさらにフィルタを追加するには、441ページの「QoSポリシーに
フィルタを定義する方法」を参照してください。

■ フロー制御スキームを定義するには、442ページの「フロー制御を計画する方
法」を参照してください。

■ パケットがネットワークストリームに戻るときのフローの転送動作を定義するに
は、445ページの「転送動作を計画する方法」を参照してください。

■ 特定の種類のトラフィックの追加フローのアカウンティングを計画するには、
447ページの「フローアカウンティングを計画する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルを作成するには、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

IPQoSの構成例の紹介
このドキュメントの残りの章で説明するタスクでは、このセクションで紹介する
IPQoSの構成例を使用します。この例は、架空のサービスプロバイダである BigISP
の公共イントラネットでの差別化サービスソリューションを示しています。BigISP
は、専用回線によって BigISPにアクセスする大企業向けにサービスを提供していま
す。モデムによるダイアルインを行う個人顧客も BigISPからサービスを購入してい
ます。

IPQoSトポロジ
次の図は、BigISPの公共イントラネットで使用するネットワークトポロジを示して
います。

参照
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BigISPは、公共イントラネットにこれらの 4つの層を実装しています。

■ 第 0層 –ネットワーク 10.10.0.0には、Bigrouterという大規模なDiffserv
ルーターがあり、外部インタフェースと内部インタフェースの両方を備えていま
す。Goldco社という大企業をはじめとする数社の企業が Bigrouterで終端する専
用回線サービスを借りています。第 0層では、電話回線または ISDNを介して接
続する個人客も管理しています。

図 28–4 IPQoSのトポロジの例
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■ 第 1層 –ネットワーク 10.11.0.0では、Webサービスを提供しています。Goldweb

サーバーは、Goldco社が BigISPから購入したプレミアムサービスの一部である
Webサイトのホストとして動作します。Userwebサーバーは、個人客が購入した
小規模のWebサイトのホストして動作します。Goldwebと Userwebのどちらの
サーバーも IPQoSに対応しています。

■ 第 2層 –ネットワーク 10.12.0.0では、すべての顧客が使用するアプリ
ケーションを提供します。アプリケーションサーバーの 1つである BigAPPSは
IPQoS対応サーバーです。BigAPPSは、SMTP、ニュース、および FTPサービスを
提供します。

■ 第 3層 –ネットワーク 10.13.0.0には、大規模データベースサーバーがいくつか
格納されています。第 3層へのアクセスは datarouterというDiffservルーターに
よって制御されます。
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IPQoS構成ファイルの作成 (手順)

この章では、IPQoS構成ファイルの作成方法について説明します。この章では、次
の内容について説明します。

■ 451ページの「IPQoS構成ファイル内でのQoSポリシーの定義 (タスクマップ)」
■ 453ページの「QoSポリシー作成用のツール」
■ 454ページの「Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
■ 467ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
■ 477ページの「ルーター上での差別化サービスの提供」

この章の説明は、完全なQoSポリシーを定義していること、このポリシーを IPQoS
構成ファイルのベースとしてすぐに使用できることを前提としています。QoSポリ
シーを計画するには、435ページの「サービス品質ポリシーの計画」を参照してくだ
さい。

IPQoS構成ファイル内でのQoSポリシーの定義 (タスク
マップ)

このタスクマップでは、IPQoS構成ファイルを作成するための一般的なタスクの一
覧と、各タスクの実行手順を説明したセクションへのリンクを示します。

タスク 説明 手順

1. IPQoS対応のネットワーク構
成を計画する

ローカルネットワーク上でどの
システムを IPQoS対応にするか
を決定する

437ページの「IPQoS用の
ネットワークを準備する方法」

2.ネットワーク上の IPQoSシス
テム用QoSポリシーを計画す
る

トラフィックフローを区別でき
るサービスクラスとして識別す
る。次に、トラフィック管理が
必要なフローを決定する

435ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」
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タスク 説明 手順

3. IPQoS構成ファイルを作成
し、その最初のアクションを定
義する

IPQoSファイルを作成し、IPク
ラシファイアを呼び出し、処理
を実行させるクラスを定義する

456ページの「IPQoS構成
ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方
法」

4.クラス用のフィルタを作成す
る

トラフィックの選択とクラス分
けとを規定するフィルタを追加
する

458ページの「IPQoS構成
ファイル内でフィルタを定義す
る方法」

5. IPQoS構成ファイルにクラス
およびフィルタをさらに追加す
る

IPクラシファイアに処理させ
るクラスおよびフィルタをさら
に作成する

464ページの「ベストエ
フォートWebサーバー用の
IPQoS構成ファイルを作成する
方法」

6.メータリングモジュールを構
成するパラメータを含む action

文を追加する

QoSポリシーがフロー制御を必
要とする場合、フロー制御速度
および適合レベルをメーターに
割り当てる

473ページの「IPQoS構成
ファイル内でフロー制御を構成
する方法」

7.マーカーを構成するパラ
メータを含む action文を追加
する

QoSポリシーが差別化転送動作
を必要とする場合、トラ
フィッククラスの転送方法を定
義する

459ページの「IPQoS構成
ファイル内でトラフィック転送
を定義する方法」

8.フローアカウンティングモ
ジュールを構成するパラメータ
を含む action文を追加する

QoSポリシーがトラフィックフ
ローに関する統計の取得を必要
とする場合、これらのアカウン
ティング統計の収集方法を定義
する

462ページの「IPQoS構成
ファイル内でクラスのアカウン
ティングを有効にする方法」

9. IPQoS構成ファイルを適用す
る

作成した IPQoS構成ファイルの
内容を、適切なカーネルモ
ジュールに追加する

480ページの「新規構成を
IPQoSカーネルモジュールへ適
用する方法」

10.転送動作をルーターファイ
ル内で構成する

ネットワーク上のいずれかの
IPQoS構成ファイルで転送動作
が定義されている場合、結果と
して得られるDSCP
を、ルーターの適切なスケ
ジューリングファイルに追加す
る

477ページの「IPQoS対応
ネットワーク上でルーターを構
成する方法」
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QoSポリシー作成用のツール
ネットワーク用のQoSポリシーは、IPQoS構成ファイル内に格納します。テキスト
エディタでこの構成ファイルを作成します。次に、作成したファイルを IPQoS構成
ユーティリティー ipqosconfの引数とします。ipqosconfに対し、構成ファイル内で
定義されたポリシーの適用を指示すると、ポリシーがカーネル IPQoSシステムに書
き込まれます。ipqosconfコマンドの詳細については、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照してください。ipqosconfの使用方法については、480ページの「新規
構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

基本 IPQoS構成ファイル
IPQoS構成ファイルは、Planning the Quality-of-Service Policyで定義した QoSポ
リシーを実行する 435ページの「サービス品質ポリシーの計画」文のツリーで構成
されています。IPQoS構成ファイルは、IPQoSモジュールの構成を行います。各アク
ション文には、アクション文の中で呼び出されるモジュールが処理する「クラ
ス」、「フィルタ」、または「パラメータ」のセットが含まれます。

IPQoS構成ファイルの完全な構文については、例 32–3および ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

IPQoSトポロジ例の構成
この章では、3つの IPQoS対応システム用の IPQoS構成ファイルを作成する方法を示
します。これらのシステムは、図 28–4で紹介した BigISP社のネットワークトポロジ
の一部です。

■ Goldweb –プレミアムレベル SLAを購入した顧客用Webサイトのホストとして機
能するWebサーバー

■ Userweb –ベストエフォート SLAを購入したホームユーザー向けの個人用Webサ
イトのホストとして機能する、やや能力の劣るWebサーバー

■ BigAPPS –ゴールドレベルとベストエフォートの両方の顧客に、メール、ネット
ワークニュース、および FTPを提供するアプリケーションサーバー

3つの構成ファイルを通して、最も一般的な IPQoS構成を示します。IPQoSを実装す
るために、次のセクションのサンプルファイルをテンプレートとして使用すること
もできます。

QoSポリシー作成用のツール

第 29章 • IPQoS構成ファイルの作成 (手順) 453



Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
このセクションでは、まず、プレミアムWebサーバー用の構成を通して、IPQoS構
成ファイルを紹介します。次に、個人用Webサイトのホストとして機能する
サーバー用の構成ファイルで、まったく異なるサービスレベルを構成する方法を示
します。両方のサーバーは、図 28–4で示したネットワーク例の一部です。

次の構成ファイルは、Goldwebサーバーの IPQoSアクティビティーを定義します。こ
のサーバーは、プレミアム SLAを購入したGoldco社のWebサイトのホストです。

例 29–1 プレミアムWebサーバー用 IPQoS構成ファイルの例

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name goldweb

next_action markAF11

enable_stats FALSE

}

class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class goldweb

}

filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

}

action {

module dscpmk

name markAF11

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:10}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markEF

params {
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例 29–1 プレミアムWebサーバー用 IPQoS構成ファイルの例 (続き)

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

action {

module flowacct

name acct

params {

enable_stats TRUE

timer 10000

timeout 10000

max_limit 2048

}

}

次の構成ファイルは、Userwebの IPQoSアクティビティーを定義します。この
サーバーは、低価格または「ベストエフォート型」の SLAを購入した個人のWebサ
イトのホストです。このサービスレベルでは、IPQoSシステムがより高額の SLAを
利用する顧客からのトラフィックを処理したあとに、できるかぎり最良のサービス
をベストエフォートの顧客に保証します。

例 29–2 ベストエフォートWebサーバー用の構成例

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name Userweb

next_action markAF12

enable_stats FALSE

}

filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class Userweb

}

}

action {

module dscpmk

name markAF12

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:12}

next_action continue

}

}
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▼ IPQoS構成ファイルを作成し、トラフィッククラ
スを定義する方法
最初の IPQoS構成ファイルは、メンテナンスしやすい任意のディレクトリに作成で
きます。この章では、IPQoS構成ファイルの位置としてディレクトリ /var/ipqosを
使用します。次の手順では、例 29–1で紹介された IPQoS構成ファイルの最初のセグ
メントを構築します。

注 – IPQoS構成ファイルを作成する際、各 action文および句を必ず中括弧 ({ })で囲ん
でください。中括弧の使用例については、例 29–1を参照してください。

プレミアムWebサーバーにログインし、新規 IPQoS構成ファイルを拡張子 .qosを付
けて作成します。

すべての IPQoS構成ファイルで、最初の非コメント行にバージョン番号 fmt_version

1.0を記述する必要があります。

冒頭のパラメータに続き、初期 action文を記述して汎用の IPクラシファイア ipgpc

を構成します。

IPQoS構成ファイルを成す action文のツリーは、この初期アクションから始まりま
す。たとえば、/var/ipqos/Goldweb.qos ファイルは、 ipgpc クラシファイアを呼び
出す初期 action文で始まります。

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

fmt_version 1.0 IPQoS構成ファイルを開始する

action { action文を開始する

module ipgpc 構成ファイル内の最初のアクションとして ipgpcクラシ
ファイアを構成する

name ipgpc.classify クラシファイアの action文の名前を定義する。名前は常に
ipgpc.classifyでなければならない

action文の詳しい構文については、507ページの「action文」および ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照してください。

統計パラメータ global_statsを含む params句を追加します。
params {

global_stats TRUE

}

1

2

3
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ipgpc.classify文のパラメータ global_stats TRUEは、そのアクションに関する統計
の収集を可能にします。また、global_stats TRUEを使用し、かつクラス句定義に
enable_stats TRUEを指定すれば、そのクラスの統計の収集が可能になります。

統計の取得を有効にすると、パフォーマンスが影響を受けます。新規 IPQoS構成
ファイルを作成したときには、IPQoSが適正に動作するか検証するために、統計収
集を有効にしてもかまいません。あとで global_statsの引数を FALSEに変更すれ
ば、統計取得を無効にできます。

グローバル統計は、params句で定義可能なパラメータの 1種類に過ぎません。params

句の構文などについては、509ページの「params句」および ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

プレミアムサーバーに向かうトラフィックを特定するクラスを定義します。
class {

name goldweb

next_action markAF11

enable_stats FALSE

}

この文は、「class句」と呼ばれます。class句には次の内容が含まれます。

name goldweb goldwebクラスを作成して、Goldwebサーバーに向かうトラ
フィックを特定する

next_action markAF11 ipgpcモジュールに対し、goldwebクラスのパケットをアク
ション文 markAF11に渡すよう指示する。アクション文
markAF11は、 dscpmkマーカーを呼び出す

enable_stats FALSE goldwebクラスの統計取得を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの統
計取得は有効にはならない

class句の構文の詳細については、509ページの「class句」と ipqosconf(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。

もっとも高い優先順位の転送を必要とするアプリケーションを特定するクラスを定
義します。
class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

name video videoクラスを作成して、Goldwebサーバーから発信されるス
トリーミングビデオのトラフィックを特定する

next_action markEF ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した video

クラスのパケットを、markEF文に渡すよう指示する。markEF

文は、dscpmkマーカーを呼び出す

4

5
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enable_stats FALSE videoクラスの統計収集を可能にする。ただし、enable_stats

の値が FALSEであるため、このクラスの統計収集は有効には
ならない

■ 作成したばかりのクラスにフィルタを定義するには、458ページの「IPQoS構成
ファイル内でフィルタを定義する方法」を参照してください。

■ 構成ファイルに対して別の class句を作成するには、456ページの「IPQoS構成
ファイルを作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でフィルタを定義する方法
次の手順では、IPQoS構成ファイル内でクラスのフィルタを定義します。

次の手順の前に、構成ファイルの作成を開始しており、クラスを定義してあるもの
とします。この手順は、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラフィック
クラスを定義する方法」で作成された /var/ipqos/Goldweb.qosファイルを引き続き
構築します。

注 – IPQoS構成ファイルを作成する際、各 class句および filter句を必ず中括弧 ({ })
で囲んでください。中括弧の使用例については、例 29–1を参照してください。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義したクラスの末尾を探します。
たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qosで
は、次の class句のあとから作業を始めます。
class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

filter句を定義し、IPQoSシステムからの出力トラフィックを選択します。
filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class goldweb

}

name webout フィルタに weboutという名前を付ける

sport 80 ソースポート 80のトラフィックを選択する。これは、既知
のHTTP (Web)トラフィック用ポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

参照

始める前に
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class goldweb フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは goldweb

クラス)を特定する

IPQoS構成ファイル内の filter句の構文などについては、509ページの「filter

句」を参照してください。

IPQoSシステムのストリーミングビデオトラフィックを選択する filter句を定義し
ます。

filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

name videoout フィルタに videooutという名前を付ける

sport videosrv ソースポート videosrvのトラフィックを選択する。これ
は、以前にこのシステムのストリーミングビデオアプリ
ケーション用に定義したポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

class video フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは videoク
ラス)を特定する

■ マーカーモジュールの転送動作を定義するには、459ページの「IPQoS構成ファイ
ル内でトラフィック転送を定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールのフロー制御パラメータを定義するには、473ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ さらにフィルタを定義するには、458ページの「IPQoS構成ファイル内でフィル
タを定義する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、469
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でトラフィック転送を定義
する方法
次の手順では、IPQoS構成ファイルにクラスのホップ単位の動作を追加して、トラ
フィック転送を定義します。

3

参照
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次の手順の前に、既存の IPQoS構成ファイルにクラスおよびフィルタを定義してあ
るものとします。この手順では、Example 29–1の例 29–1ファイルを引き続き構築し
ます。

注 –次の手順では、dscpmkマーカーモジュールを使用してトラフィック転送を構成す
る方法を示します。dlclosmkマーカーを使用したVLANシステムのトラフィック転
送については、501ページの「VLANデバイスでの dlcosmkマーカーの使用」を参照
してください。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義したフィルタの末尾を探します。
たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qosで
は、次の filter句のあとから作業を始めます。
filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

}

この filter句は、ipgpcクラシファイアの action文の最後に位置します。このた
め、フィルタを終了させる閉じ括弧のあとに、action文を終了させる閉じ括弧が必
要です。

次の action文でマーカーを呼び出します。
action {

module dscpmk

name markAF11

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF11 action文に markAF11という名前を付ける

以前に定義した goldwebクラスには next_action markAF11という文が含まれていま
す。この文は、クラシファイアによる処理が完了したトラフィックフローを、アク
ション文 markAF11に送信します。

トラックフローに対してマーカーが取るアクションを定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:10}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF11の統計収集を可能にする。ただ
し、global_statsの値が FALSEであるため、統計は収集され
ない

始める前に
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dscp_map{0–63:10} DSCP 10を、マーカーにより処理中の goldwebクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue userwebクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要が
ないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

DSCP 10は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 10
(バイナリ値 001010)に設定するよう指示します。このコードポイントは、goldwebト
ラフィッククラスのパケットがAF11ホップ単位動作 (PHB)に従うことを示しま
す。AF11は、DSCP 10を持つすべてのパケットが、低ドロップ、および高い優先順
位のサービスを受けることを保証します。このため、Goldweb上のプレミアム顧客用
の発信トラフィックには、AF (相対的優先転送) PHBで指定可能なもっとも高い優先
順位が与えられます。AFに設定可能なDSCPの表については、表 32–2を参照してく
ださい。

別のマーカー action文を開始します。
action {

module dscpmk

name markEF

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markEF action文に markEFという名前を付ける

トラフィックフローに対してマーカーが取るアクションを定義します。
params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

global_stats TRUE videoクラスの統計収集を有効にする。このクラスはスト
リーミングビデオのパケットを選択する

dscp_map{0–63:46} DSCP 46を、マーカーにより処理中の videoクラスのパケット
ヘッダーに割り当てる

next_action acct dscpmkモジュールに対し、dscpmkによる処理が完了した video

クラスのパケットを、acct文 actionに渡すよう指示する。
action文 acctは flowacctモジュールを呼び出す

DSCP 46は、dscpmkモジュールに対し、dscpマップのすべてのエントリをDS
フィールドの 10進数の 46 (バイナリ 101110)に設定するよう指示します。このコード
ポイントは、videoトラフィッククラスのパケットが完全優先転送ホップ単位動作
(PHB)に従うことを示します。
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注 – EFのコードポイントは 46 (バイナリ値 101110)にすることをお勧めします。その
他のDSCPは、AF PHBをパケットに割り当てるときに使用します。

EF PHBは、DSCP 46を持つパケットが IPQoSおよびDiffserv対応システムにより
もっとも高い優先度を与えられることを保証します。ストリーミングアプリ
ケーションは、もっとも高い優先順位のサービスを必要とします。これが、QoSポ
リシーでこれらのアプリケーションに EF PHBを割り当てる理由です。PHBの完全優
先転送の詳細については、500ページの「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF)
PHB」を参照してください。

作成したばかりのDSCPをDiffservルーターの適切なファイルに追加します。
詳細については、477ページの「IPQoS対応ネットワーク上でルーターを構成する方
法」を参照してください。

■ トラフィックフローのフローアカウンティング統計の収集を開始するには、462
ページの「IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティングを有効にする方
法」を参照してください。

■ マーカーモジュールの転送動作を定義するには、459ページの「IPQoS構成
ファイル内でトラフィック転送を定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールのフロー制御パラメータを定義するには、473ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ さらにフィルタを定義するには、458ページの「IPQoS構成ファイル内でフィル
タを定義する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、469
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティン
グを有効にする方法
次の手順では、IPQoS構成ファイル内でトラフィッククラスのアカウンティングを
有効にします。この手順では、How to Create the IPQoS Configuration File and

Define Traffic Classesで紹介した 456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」クラスのフローアカウンティングを定義しま
す。このクラスは、プレミアム SLAの一部として課金されるストリーミングビデオ
のトラフィックを選択します。
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次の手順の前に、既存の IPQoS構成ファイルにクラス、フィルタ、メーターのアク
ション (必要な場合だけ)、およびマーカーのアクション (必要な場合だけ)を定義し
てあるものとします。この手順では、Example 29–1の例 29–1ファイルを引き続き構
築します。

IPQoS構成ファイルを開き、最後に定義した action文の末尾を探します。

たとえば、IPQoS対応サーバー Goldweb用の構成ファイル /var/ipqos/Goldweb.qos.で
は、次の action文 markEFのあとから作業を始めます。
action {

module dscpmk

name markEF

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:46}

next_action acct

}

}

フローアカウンティングを呼び出す action文を開始します。
action {

module flowacct

name acct

module flowacct flowacctフローアカウンティングモジュールを呼び出す

name acct action文に acctという名前を付ける

トラフィッククラスに関するアカウンティングを制御する params句を定義します。
params {

global_stats TRUE

timer 10000

timeout 10000

max_limit 2048

next_action continue

}

}

global_stats TRUE videoクラスの統計収集を有効にする。このクラスはスト
リーミングビデオのパケットを選択する

timer 10000 フローテーブル内で、タイムアウトしたフローが走査され
る間隔を、ミリ秒単位で指定する。このパラメータで
は、間隔は 10000ミリ秒

timeout 10000 最小の間隔タイムアウト値を指定する。フローのパケット
がタイムアウト値で指定された時間検出されないと、フ
ローは「タイムアウト」する。このパラメータでは、パ
ケットは 10000ミリ秒後にタイムアウトする

始める前に
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max_limit 2048 このアクションインスタンスのフローテーブル内でアク
ティブなフローレコードの最大数を設定する

next_action continue videoクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要が
ないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

flowacctモジュールは、指定されたタイムアウト値に達するまで、特定のクラスの
パケットフローに関する統計情報を収集します。

■ ルーターでホップ単位の動作を構成するには、477ページの「IPQoS対応ネット
ワーク上でルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ アプリケーションからのトラフィックフロー向けのクラスを作成するには、469
ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを作成する方法」を
参照してください。

▼ ベストエフォートWebサーバー用の IPQoS構成
ファイルを作成する方法
ベストエフォートWebサーバー用の IPQoS構成ファイルは、プレミアムWeb
サーバー用の IPQoS構成ファイルとは少し違います。この手順では、例として
例 29–2の構成ファイルを使用します。

ベストエフォートWebサーバーにログインします。

新規 IPQoS構成ファイルを拡張子 .qosを付けて作成します。
fmt_vesion 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

/var/ipqos/userweb.qosファイルは、ipgpcクラシファイアを呼び出す部分 action文
から始める必要があります。この action文には、統計収集を有効にする params句も
含めています。この action文については、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成
し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

参照
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ベストエフォートWebサーバーに向かうトラフィックを特定するクラスを定義しま
す。
class {

name userweb

next_action markAF12

enable_stats FALSE

}

name userweb userwebクラスを作成して、ユーザーからUserweb
サーバーに向かうトラフィックを特定する

next_action markAF1 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した
userwebクラスのパケットを、action文 markAF12に渡すよう
指示する。action文 markAF12は、dscpmkマーカーを呼び出
す

enable_stats FALSE userwebクラスの統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの統
計は収集されない

class句の処理については、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

userwebクラスのトラフィックフローを選択する filter句を定義します。
filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class userweb

}

}

name webout フィルタに weboutという名前を付ける

sport 80 ソースポート 80のトラフィックを選択する。これは、既知
のHTTP (Web)トラフィック用ポート

direction LOCAL_OUT ローカルシステムから発信されるトラフィックを選択する

class userweb フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは userweb

クラス)を特定する

filter句の処理については、458ページの「IPQoS構成ファイル内でフィルタを定義
する方法」を参照してください。

dscpmkマーカーを呼び出す action文を開始します。
action {

module dscpmk

name markAF12

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す
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name markAF12 action文に markAF12という名前を付ける

以前に定義した userwebクラスには next_action markAF12という文が含まれていま
す。この文は、クラシファイアによる処理が完了したトラフィックフローを、
action文 markAF12に送信します。

トラフィックフローの処理に使用する、マーカーのパラメータを定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:12}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF12の統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、統計は収集さ
れない

dscp_map{0–63:12} DSCP 12を、マーカーにより処理中の userwebクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue userwebクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要
がないこと、およびこれらのパケットをネットワークスト
リームに戻してもよいことを示す

DSCP 12は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 12
(バイナリ値 001100)に設定するよう指示します。このコードポイントは、userwebト
ラフィッククラスのパケットがAF12ホップ単位動作 (PHB)に従うことを示しま
す。AF12は、DSフィールド内にDSCP 12を持つすべてのパケットが、中程度のド
ロップ、および高い優先順位のサービスを受けることを保証します。

IPQoS構成ファイルを完成したら、構成を適用します。

■ アプリケーションからのトラフィックフローに対して、クラスやほかの構成を追
加するには、469ページの「アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルを
作成する方法」を参照してください。

■ ルーターでホップ単位の動作を構成するには、477ページの「IPQoS対応ネット
ワーク上でルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。
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アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
このセクションでは、顧客に主要アプリケーションを提供するアプリケーション
サーバー用の、構成ファイルを作成する方法について説明します。この手順で
は、例としてFigure 28–4の図 28–4サーバーを使用します。

次の構成ファイルは、BigAPPSサーバーの IPQoSアクティビティーを定義します。こ
のサーバーは、顧客向けの FTP、電子メール (SMTP)、およびネットワークニュース
(NNTP)のホストです。

例 29–3 アプリケーションサーバー用サンプル IPQoS構成ファイル

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name smtp

enable_stats FALSE

next_action markAF13

}

class {

name news

next_action markAF21

}

class {

name ftp

next_action meterftp

}

filter {

name smtpout

sport smtp

class smtp

}

filter {

name newsout

sport nntp

class news

}

filter {

name ftpout

sport ftp

class ftp

}

filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

action {
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例 29–3 アプリケーションサーバー用サンプル IPQoS構成ファイル (続き)

module dscpmk

name markAF13

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:14}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

action {

module tokenmt

name meterftp

params {

committed_rate 50000000

committed_burst 50000000

red_action_name AF31

green_action_name markAF22

global_stats TRUE

}

}

action {

module dscpmk

name markAF31

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:26}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markAF22

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:20}

next_action continue

}

}
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▼ アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイル
を作成する方法

IPQoS対応アプリケーションサーバーにログインし、新規 IPQoS構成ファイルを拡張
子 .qosを付けて作成します。

たとえば、アプリケーションサーバー用に /var/ipqos/BigAPPS.qosファイルを作成
します。action文の最初に、ipgpcクラシファイアを呼び出す次の記述を配置しま
す。これらは必ず記述する必要があります。
fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

冒頭の action文については、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

BigAPPSサーバー上の 3つのアプリケーションからのトラフィックをそれぞれ選択す
るクラスを作成します。

冒頭の action文のあとに、クラス定義を追加します。
class {

name smtp

enable_stats FALSE

next_action markAF13

}

class {

name news

next_action markAF21

}

class {

name ftp

enable_stats TRUE

next_action meterftp

}

name smtp smtpという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、SMTPアプリケーションが扱う電子メールのトラ
フィックフローが含まれる

enable_stats FALSE smtpクラスの統計収集を可能にする。ただ
し、enable_statsの値が FALSEであるため、このクラスの
統計は取得されない

next_action markAF13 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した smtp

クラスのパケットを、action文 markAF13に渡すよう指示す
る
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name news newsという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、NNTPアプリケーションが扱うネットワークニュース
のトラフィックフローが含まれる

next_action markAF21 ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した news

クラスのパケットを、アクション文 markAF21に渡すよう指
示する

name ftp ftpという名前のクラスを作成する。このクラスに
は、FTPアプリケーションが扱う発信トラフィックが含ま
れる

enable_stats TRUE ftpクラスの統計収集を可能にする

next_action meterftp ipgpcモジュールに対し、ipgpcによる処理が完了した ftp

クラスのパケットを、action文 meterftpに渡すよう指示す
る

クラスの定義の詳細については、456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、トラ
フィッククラスを定義する方法」を参照してください。

手順 2で定義したクラスのトラフィックを選択する filter句を定義します。
filter {

name smtpout

sport smtp

class smtp

}

filter {

name newsout

sport nntp

class news

}

filter {

name ftpout

sport ftp

class ftp

}

filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

name smtpout フィルタに smtpoutという名前を付ける

sport smtp ソースポート 25のトラフィックを選択する。これは、既知の
sendmail (SMTP)アプリケーション用ポート

class smtp フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは smtpクラス)を
特定する

name newsout フィルタに newsoutという名前を付ける

3

アプリケーションサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月470



sport nntp ソースポート名 nntpのトラフィックを選択する。これは、既知の
ネットワークニュース (NNTP)アプリケーション用ポート

class news フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは newsクラス)を
特定する

name ftpout フィルタに ftpoutという名前を付ける

sport ftp ソースポート 21の制御データを選択する。これは、既知の FTP
トラフィック用ポート番号

name ftpdata フィルタに ftpdataという名前を付ける

sport ftp-data ソースポート 20のトラフィックを選択する。これは、既知の FTP
データトラフィック用ポート番号

class ftp ftpoutおよび ftpdataフィルタが所属するクラス (このインスタン
スでは ftp)を特定する

■ フィルタを定義するには、458ページの「IPQoS構成ファイル内でフィルタを定
義する方法」を参照してください。

■ アプリケーショントラフィックの転送動作を定義するには、471ページの「IPQoS
構成ファイル内でアプリケーショントラフィックの転送を構成する方法」を参照
してください。

■ メータリングモジュールを使用してフロー制御を構成するには、473ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを構成するには、462ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でアプリケーショントラ
フィックの転送を構成する方法
次の手順では、アプリケーショントラフィックの転送を構成します。次の手順で
は、アプリケーショントラフィッククラスのホップ単位動作を定義します。これら
のクラスは、ネットワーク上のほかのトラフィックよりも優先度を低くする場合が
あります。この手順では、例 29–3の /var/ipqos/BigAPPS.qosファイルを引き続き構
築します。

この手順では、マークしたアプリケーションに対してクラスとフィルタをすでに定
義した既存の IPQoS構成ファイルがあることを前提にしています。
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アプリケーションサーバー用に作成した IPQoS構成ファイルを開き、最後の filter

句の末尾を検索します。

/var/ipqos/BigAPPS.qosファイルでは、最後のフィルタは次のとおりです。
filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

次の方法でマーカーを呼び出します。
action {

module dscpmk

name markAF13

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF13 action文に markAF13という名前を付ける

電子メールのトラフィックフローにマークされるホップ単位動作を定義します。
params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:14}

next_action continue

}

}

global_stats FALSE マーカー action文 markAF13の統計収集を可能にする。ただ
し、global_statsの値が FALSEであるため、統計は収集さ
れない

dscp_map{0–63:14} DSCP 14を、マーカーにより処理中の smtpクラスのパ
ケットヘッダーに割り当てる

next_action continue smtpクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要がな
いことを示す。よって、これらのパケットはネットワーク
ストリームに戻すことができる

DSCP 14は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 14
(バイナリ値 001110)に設定するよう指示します。DSCP 14は、AF13のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 14で smtpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF13は、DSCP 14を持つすべてのパケットに高いドロップ優先度を割り当てます
が、それと同時にClass 1の優先順位も保証するため、ルーターは電子メールの発信
トラフィックに対し、キューの中で高い優先順位を与えます。設定可能なAFコード
ポイントの表については、表 32–2を参照してください。
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マーカー action文を追加して、ネットワークニュースのトラフィック用のホップ単
位動作を定義します。
action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

name markAF21 action文に markAF21という名前を付ける

dscp_map{0–63:18} DSCP 18を、マーカーにより処理中の nntpクラスのパケット
ヘッダーに割り当てる

DSCP 18は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 18
(バイナリ値 010010)に設定するよう指示します。DSCP 18は、AF21のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 18で newsトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF21はDSCP 18を持つすべてのパケットに低いドロップ優先度を保証しますが、優
先順位はClass 2にとどまります。よって、ネットワークニューストラフィックが振
り落とされる可能性は低くなります。

■ Webサーバーの構成情報を追加するには、456ページの「IPQoS構成ファイルを
作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

■ メータリングモジュールを使用してフロー制御を構成するには、473ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを構成するには、462ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

■ ルーターで転送動作を構成するには、477ページの「IPQoS対応ネットワーク上で
ルーターを構成する方法」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

▼ IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方
法
ネットワークに送出される特定のトラフィックフローの速度を制御するに
は、メーターのパラメータを定義しなければなりません。IPQoS構成ファイル内
で、2つのメーター tokenmtと tswtclmtとのどちらかを使用できます。

4
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次の手順では、例 29–3のアプリケーションサーバーの IPQoS構成ファイルを引き続
き構築します。次の手順では、メーターを構成するだけではなく、メーター action

文の内部で呼び出される 2つのマーカーアクションも構成します。

この手順の前に、フローを制御するアプリケーション用のクラスおよびフィルタを
定義してあるものとします。

アプリケーションサーバー用に作成した IPQoS構成ファイルを開きます。
/var/ipqos/BigAPPS.qosファイルで、次のマーカーアクションのあとから作業を開始
します。
action {

module dscpmk

name markAF21

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:18}

next_action continue

}

}

ftpクラスのトラフィックをフロー制御するメーター action文を作成します。
action {

module tokenmt

name meterftp

module tokenmt tokenmtメーターを呼び出す

name meterftp action文に meterftpという名前を付ける

メーターの速度を構成するパラメータを追加します。
params {

committed_rate 50000000

committed_burst 50000000

committed_rate 50000000 ftpクラスのトラフィックに 50,000,000 bpsの転送速度
を割り当てる

committed_burst 50000000 ftpクラスのトラフィックに 50,000,000ビットのバース
トサイズを割り当てる

tokenmtパラメータについては、497ページの「tokenmtをツーレートメーターとして
構成する」を参照してください。

次のようにパラメータを追加して、トラフィック適合優先順位を構成します。
red_action markAF31

green_action_name markAF22

global_stats TRUE

始める前に
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}

}

red_action_name markAF31 ftpクラスのトラフィックフローが認定速度を超過
した場合、パケットは、markAF31マーカー action文
に送信されることを示す

green_action_name markAF22 ftpクラスのトラフィックフローが認定速度に適合
する場合、パケットがアクション文 markAF22に送ら
れることを示す

global_stats TRUE ftpクラスのメータリング統計取得を有効にする

トラフィックの適合性については、496ページの「メーターモジュール」を参照して
ください。

ホップ単位動作を ftpクラスの不適合トラフィックフローに割り当てるマーカー
action文を追加します。
action {

module dscpmk

name markAF31

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:26}

next_action continue

}

}

module dscpmk dscpmkマーカーモジュールを呼び出す

name markAF31 action文に markAF31という名前を付ける

global_stats TRUE ftpクラスの統計取得を有効にする

dscp_map{0–63:26} ftpクラスのトラフィックが認定速度を超過した場合は常
に、DSCP 26を ftpクラスのパケットヘッダーに割り当てる

next_action continue ftpクラスのパケットに対しこれ以上処理を行う必要がな
いことを示す。よって、これらのパケットはネットワーク
ストリームに戻すことができる

DSCP 26は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 26
(バイナリ値 011010)に設定するよう指示します。DSCP 26は、AF31のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 26で ftpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF31はDSCP 26を持つすべてのパケットに低いドロップ優先度を保証しますが、優
先順位はClass 2にとどまります。このため、速度不適合の FTPトラフィックがド
ロップされる可能性は低くなりますが、設定可能なAFコードポイントの表について
は、表 32–2を参照してください。
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認定速度に適合する ftpトラフィックフローにホップ単位動作を割り当てるマーカー
action文を追加します。
action {

module dscpmk

name markAF22

params {

global_stats TRUE

dscp_map{0-63:20}

next_action continue

}

}

name markAF22 markerアクションに markAF22という名前を付ける

dscp_map{0–63:20} ftpクラスのトラフィックが認定速度に適合する場合は常
に、DSCP 20をパケットヘッダーに割り当てる

DSCP 20は、マーカーに対し、dscpマップ内のすべてのエントリを 10進数値の 20
(バイナリ値 010100)に設定するよう指示します。DSCP 20は、AF22のホップ単位の
動作を設定します。マーカーは、DSフィールドのDSCP 20で ftpトラフィッククラ
スのパケットをマークします。

AF22は、DSCP 20を持つすべてのパケットに中程度のドロップ優先度とClass 2の優
先順位を保証します。このため、速度適合の FTPトラフィックは、IPQoSシステム
から同時に送出されるフロー内で中程度のドロップ優先度を保証されます。ただ
し、ルーターは、Class 1で中程度のドロップ優先度以上を持つトラフィッククラス
の転送を優先します。設定可能なAFコードポイントの表については、表 32–2を参
照してください。

アプリケーションサーバー用に作成したDSCPを、Diffservルーターの適切なファイル
に追加します。

■ IPQoS構成ファイルをアクティブにするには、480ページの「新規構成を IPQoS
カーネルモジュールへ適用する方法」を参照してください。

■ Webサーバーの構成情報を追加するには、456ページの「IPQoS構成ファイルを
作成し、トラフィッククラスを定義する方法」を参照してください。

■ フローアカウンティングを構成するには、462ページの「IPQoS構成ファイル内
でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参照してください。

■ ルーターで転送動作を構成するには、477ページの「IPQoS対応ネットワーク上で
ルーターを構成する方法」を参照してください。
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ルーター上での差別化サービスの提供
差別化サービスを提供するには、432ページの「diffservネットワークのハードウェア
計画」の説明に従って、ネットワークトポロジにDiffserv対応ルーターを含める必要
があります。ルーター上でDiffservを構成し、ルーターのファイルを更新する実際の
手順は、このマニュアルの扱う範囲ではありません。

このセクションでは、ネットワーク上のさまざまな IPQoS対応システムおよび
Diffservルーター間で、転送情報を調整する一般的な手順を説明します。

▼ IPQoS対応ネットワーク上でルーターを構成する
方法
次の手順では、例として図 28–4のトポロジを使用します。

次の手順の前に、この章のこれまでのタスクを実行することにより、ネットワーク
上で IPQoSシステムを構成してあるものとします。

ネットワーク上のすべての IPQoS対応システムの構成ファイルを確認します。

さまざまなQoSポリシーで使用される各コードポイントを特定します。
コードポイント、およびコードポイントを適用するシステムとクラスの表を作成し
ます。次の表から、同じコードポイントを使用した領域を知ることができます。同
じコードポイントを使用したままでもかまいませんが、同じマークが付けられたク
ラス間の優先度を決めるには、IPQoS構成ファイル内に precedenceセレクタなどほ
かの条件を指定する必要があります。

たとえば、この章の手順で使用するネットワーク例の場合、次のコードポイント表
を作成できます。

システム クラス PHB DSコードポイント

Goldweb video EF 46 (101110)

Goldweb goldweb AF11 10 (001010)

Userweb webout AF12 12 ( 001100)

BigAPPS smtp AF13 14 ( 001110)

BigAPPS news AF18 18 ( 010010)

BigAPPS ftp適合トラフィック AF22 20 ( 010100)

始める前に
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システム クラス PHB DSコードポイント

BigAPPS ftp不適合トラ
フィック

AF31 26 ( 011010)

ネットワークの IPQoS構成ファイルから得たコードポイントを、Diffservルーターの
適切なファイルに追加します。

これらのコードポイントは、ルーターのDiffservスケジューリング機構の構成に役立
ちます。詳しくは、ルーターの製造元の文書およびWebサイトを参照してくださ
い。
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IPQoSの起動と保守(手順)

この章では、IPQoS構成ファイルを有効化する方法および IPQoS関連のイベントを
記録する方法について説明します。次の項目について説明します。

■ 479ページの「IPQoSの管理 (タスクマップ)」
■ 480ページの「IPQoS構成の適用」
■ 481ページの「IPQoSメッセージの syslogによるログ記録の有効化」
■ 482ページの「IPQoSのエラーメッセージの障害追跡」

IPQoSの管理 (タスクマップ)
このセクションには、Oracle Solarisシステム上で IPQoSを起動および保守するための
一連のタスクを示します。タスクを行う前に、451ページの「IPQoS構成ファイル内
でのQoSポリシーの定義 (タスクマップ)」に従って、IPQoS構成ファイルを完成して
おく必要があります。

次の表では、それらのタスクについて箇条書き形式で説明し、各タスクを完了する
方法が詳しく説明されたセクションへのリンクを示しています。

タスク 説明 手順

1.システムで IPQoSを構成
します。

ipqosconfコマンドを使用して、システム
の IPQoS構成ファイルを有効にします。

480ページの「新規構成を IPQoSカーネルモ
ジュールへ適用する方法」

2. Oracle Solaris起動スクリ
プトを使用して、各システ
ムの起動後にデバッグ済み
の IPQoS構成ファイルを適
用します。

システムをリブートするたびに、IPQoS構
成ファイルが確実に適用されるようにしま
す。

481ページの「リブート後にも IPQoS構成を
適用する方法」

3. syslogを使用した IPQoS
のログ記録を有効にしま
す。

エントリを追加して、syslogによる IPQoS
メッセージのログ記録を有効にします。

481ページの「ブート時に IPQoSメッセージ
を記録する方法」
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タスク 説明 手順

4.発生する IPQoSの問題を
解決します。

エラーメッセージを利用して IPQoSの問題
を解決します。

表 30–1のエラーメッセージを参照してくだ
さい。

IPQoS構成の適用
IPQoS構成の有効化およびそのほかの操作には、 ipqosconfコマンドを使用します。

▼ 新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する
方法
ipqosconfコマンドで、IPQoS構成ファイルを読み取り、UNIXカーネルで IPQoSモ
ジュールを構成します。次の手順では、Creating IPQoS Configuration Files for Web

Serversで作成した 454ページの「Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
ファイルを例として使用します。詳細については、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照してください。

新規構成を適用します。
# /usr/sbin/ipqosconf -a/var/ipqos/Goldweb.qos

ipqosconfにより、指定された IPQoS構成ファイル内の情報がOracle Solarisカーネル
内の IPQoSモジュールに書き込まれます。この例では、/var/ipqos/Goldweb.qosの内
容が現行のOracle Solarisカーネルに適用されます。

注 – -aオプションを指定して IPQoS構成ファイルを適用すると、ファイル内のアク
ションが現行のセッションの間だけ有効になります。

新規 IPQoS構成のテストおよびデバッグを行います。
UNIXユーティリティーを使用して、IPQoSの動作を追跡し、IPQoS実装に関する統
計を収集します。この情報は、構成が予想どおりに機能するかを判断するのに役立
ちます。

■ IPQoSモジュールがどのように機能するかに関する統計は、490ページの「統計情
報の収集」を参照してください。

■ ipqosconfメッセージをログ記録するには、481ページの「IPQoSメッセージの
syslogによるログ記録の有効化」を参照してください。

■ ブートのたびに現在の IPQoS構成を適用させるには、481ページの「リブート後
にも IPQoS構成を適用する方法」を参照してください。
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▼ リブート後にも IPQoS構成を適用する方法
リブート後にも IPQoS構成を持続させるには、明示的に指定する必要がありま
す。それ以外の場合、システムのリブート後に現行の構成が適用されません。シス
テムで IPQoSが適正に動作するときは、次の操作を実行してリブート後にも構成が
持続するようにします。

カーネルモジュール内に IPQoS構成が存在することを確認します。
# ipqosconf -l

構成がすでに存在する場合は、ipqosconfによって画面に表示されます。出力が行わ
れない場合は、480ページの「新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適用する方
法」の説明に従って、構成を適用します。

IPQoSシステムをリブートするたびに既存の IPQoS構成が適用されるようにします。
# /usr/sbin/ipqosconf -c

-cオプションを指定すると、現行の IPQoS構成が、ブート時の構成ファイル
/etc/inet/ipqosinit.confに書き込まれます。

IPQoSメッセージの syslogによるログ記録の有効化
IPQoSブート時のメッセージを記録するには、次に示す手順に従って
/etc/syslog.confファイルを変更する必要があります。

▼ ブート時に IPQoSメッセージを記録する方法
/etc/syslog.confファイルを開きます。

ファイルの最後に、次のエントリを追加します。
user.info /var/adm/messages

列の区切りは、空白ではなくタブを使用してください。

このエントリを指定すると、IPQoSにより生成されたブート時のメッセージがすべ
て /var/adm/messagesファイルに記録されます。

システムをリブートして設定を適用します。

/var/adm/messagesからの IPQoS出力

システムのリブート後に /var/adm/messagesを表示すると、出力に次のような IPQoS
ログメッセージが含まれることがあります。

1
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May 14 10:44:33 ipqos-14 ipqosconf: [ID 815575 user.info]

New configuration applied.

May 14 10:44:46 ipqos-14 ipqosconf: [ID 469457 user.info]

Current configuration saved to init file.

May 14 10:44:55 ipqos-14 ipqosconf: [ID 435810 user.info]

Configuration flushed.

また、IPQoSシステムの /var/adm/messagesファイル内に、次のような IPQoSエ
ラーメッセージが表示される場合もあります。

May 14 10:56:47 ipqos-14 ipqosconf: [ID 123217 user.error]

Missing/Invalid config file fmt_version.

May 14 10:58:19 ipqos-14 ipqosconf: [ID 671991 user.error]

No ipgpc action defined.

これらのエラーメッセージについては、表 30–1を参照してください。

IPQoSのエラーメッセージの障害追跡
このセクションには、IPQoSによって生成されるエラーメッセージと考えられる解
決方法を示します。

表 30–1 IPQoSのエラーメッセージ

エラーメッセージ 説明 解決方法

Undefined action in

parameter parameter-name's
action action-name

parameter-nameに指定したアクション
名が IPQoS構成ファイル内に存在し
ません。

アクションを作成します。またはパラメータ内
の別の既存のアクションを参照します。

action action-name involved

in cycle

IPQoS構成ファイル内の action-name
はアクション循環の一部です。これ
は IPQoSでは許可されません。

アクション循環を決定します。次に、IPQoS構
成ファイルから循環参照の 1つを削除します。

Action action-name isn’t

referenced by any other

actions

ipgpcアクション以外で、ほかの定義
済みアクションにより参照されない
アクション定義が IPQoS構成内にあ
ります。これは IPQoSでは許可され
ません。

参照されていないアクションを削除します。ま
たは別のアクションに現在参照されていないア
クションを参照させます。

Missing/Invalid config file

fmt_version

構成ファイルの書式がファイルの最
初のエントリに指定されていませ
ん。これは IPQoSでは必須です。

456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」の説明に
従って、書式のバージョンを追加します。

Unsupported config file

format version

IPQoSがサポートしない書式の
バージョンが、構成ファイル内で指
定されています。

書式のバージョンを、Solaris 9 9/02以降のリ
リースの IPQoSで必要な fmt_version 1.0に変更
します。
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表 30–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

No ipgpc action defined. 構成ファイル内で、ipgpcクラシ
ファイアのアクションが定義されて
いません。これは IPQoSでは必須で
す。

456ページの「IPQoS構成ファイルを作成し、ト
ラフィッククラスを定義する方法」のように
ipgpcのアクションを定義します。

Can’t commit a null

configuration

ipqosconf -cを実行して空の構成を
コミットしようとしました。IPQoSは
空の構成を許可しません。

構成ファイルを確実に適用してから構成をコ
ミットします。手順については、480ページ
の「新規構成を IPQoSカーネルモジュールへ適
用する方法」を参照してください。

Invalid CIDR mask on line

line-number
構成ファイル内で、CIDRマスクの IP
アドレスとして無効なアドレスを使
用しました。

マスク値を 1–32 (IPv4の場合)および 1–128 (IPv6
の場合)の範囲内の値に変更します。

Address masks aren’t

allowed for host names line

line-number

構成ファイル内で、ホストのCIDRマ
スク値を定義しました。これは IPQoS
では許可されません。

マスクを削除するか、あるいはホスト名を IPア
ドレスに変更します。

Invalid module name line

line-number
構成ファイル内のアクション文に無
効なモジュール名を指定しました。

モジュール名のスペルに入力ミスがないか確認
します。IPQoSモジュールのリストについて
は、表 32–5を参照してください。

ipgpc action has incorrect

name line line-number
構成ファイル内で ipgpcアクションに
付けた名前が、必須の
ipgpc.classifyではありません。

アクション名を ipgpc.classifyに変更します。

Second parameter clause not

supported line line-number
構成ファイル内で、単一のアク
ションに対し 2つのパラメータ句を
指定しました。これは IPQoSでは許
可されません。

アクションのパラメータすべてを結合して、単
一のパラメータ句にします。

Duplicate named action 構成ファイル内で、2つのアクション
に同じ名前を付けました。

どちらかのアクションの名前を変更するか、あ
るいは削除します。

Duplicate named

filter/class in action

action-name

1つのアクション内の 2つのフィルタ
または 2つのクラスに同じ名前を付
けました。これは IPQoS構成ファイ
ルでは許可されません。

どちらかのフィルタまたはクラスの名前を変更
するか、あるいは削除します。

Undefined class in filter

filter-name in action

action-name

フィルタが、構成ファイル内のアク
ションで定義されていないクラスを
参照します。

クラスを作成するか、あるいは既存のクラスへ
の参照に変更します。

Undefined action in class

class-name action action-name
クラスが、構成ファイル内で定義さ
れていないアクションを参照しま
す。

アクションを作成するか、あるいは既存のアク
ションへの参照に変更します。
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表 30–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Invalid parameters for

action action-name
構成ファイル内のパラメータのどれ
かが無効です。

指名されたアクションが呼び出すモジュールに
ついては、493ページの「IPQoSアーキテク
チャーとDiffservモデル」のモジュールエントリ
を参照してください。あるいは、ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照します。

Mandatory parameter missing

for action action-name
アクションに必要なパラメータが構
成ファイル内に定義されていませ
ん。

指名されたアクションが呼び出すモジュールに
ついては、493ページの「IPQoSアーキテク
チャーとDiffservモデル」のモジュールエントリ
を参照してください。あるいは、ipqosconf(1M)

のマニュアルページを参照します。

Max number of classes

reached in ipgpc

IPQoS構成ファイルの ipgpcアク
ションに、許可される数を超えたク
ラスを指定しました。最大数は 10007
です。

構成ファイルを確認して、不要なクラスを削除
します。または、/etc/systemファイルにエント
リ ipgpc_max_classesclass-numberを追加して最
大クラス数を増やすこともできます。

Max number of filters

reached in action ipgpc

IPQoS構成ファイルの ipgpcアク
ションに、許可される数を超えた
フィルタを指定しました。最大数は
10007です。

構成ファイルを確認して、不要なフィルタを削
除します。または、/etc/systemファイルにエン
トリ ipgpc_max_filtersfilter-numberを追加して
最大フィルタ数を増やすこともできます。

Invalid/missing parameters

for filter filter-name in

action ipgpc

構成ファイル内で、フィルタ
filter-nameに無効なパラメータが指定
されているか、あるいはパラメータ
が不足しています。

ipqosconf(1M)のマニュアルページで、有効なパ
ラメータのリストを参照します。

Name not allowed to start

with ’!’, line line-number
アクション、フィルタまたはクラス
名の最初に感嘆符 (!)を記述しまし
た。IPQoSファイルでは感嘆符は許可
されていません。

感嘆符を削除するか、あるいは、アク
ション、クラス、またはフィルタの名前を変更
します。

Name exceeds the maximum

name length line line-number
構成ファイル内のアクション、クラ
ス、またはフィルタの名前が、最大
長の 23文字を超えています。

アクション、クラス、またはフィルタの名前を
短くします。

Array declaration line

line-number is invalid

構成ファイル内で、line-number行の
パラメータの配列宣言が無効です。

無効な配列を持つ action文が呼び出す配列宣言
の正しい構文については、493ページの「IPQoS
アーキテクチャーとDiffservモデル」を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Quoted string exceeds line,

line-number
文字列の最後の閉じ引用符が同一行
に存在しません。これは構成ファイ
ルでは必須です。

引用符で囲まれた文字列を、構成ファイルの同
一行内に収めます。
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表 30–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Invalid value, line

line-number
構成ファイルの line-numberに、パラ
メータとしてサポートされない値が
指定されています。

action文が呼び出すモジュールの許容値につい
ては、493ページの「IPQoSアーキテクチャーと
Diffservモデル」のモジュールの説明を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Unrecognized value, line

line-number
構成ファイルの line-numberに、パラ
メータとしてサポートされない列挙
値が指定されています。

パラメータの列挙値が適正であるかどうかを確
認します。認識されない行番号を持つ action文
の説明については、493ページの「IPQoSアーキ
テクチャーとDiffservモデル」を参照してくださ
い。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュアル
ページを参照します。

Malformed value list line

line-number
構成ファイルの line-numberで指定さ
れた列挙が、仕様構文に適合しませ
ん。

間違った形式の値リストを持つ action文が呼び
出すモジュールの正しい構文については、
493ページの「IPQoSアーキテクチャーと
Diffservモデル」のモジュールの説明を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Duplicate parameter line

line-number
重複したパラメータが line-numberに
指定されています。これは構成
ファイルでは許可されません。

重複したパラメータのどちらかを削除します。

Invalid action name line

line-number
構成ファイルの line-numberのアク
ションに、定義済みの名前 continue
または dropを含む名前を付けまし
た。

定義済みの名前を使用しないよう、アクション
の名前を変更します。

Failed to resolve src/dst

host name for filter at line

line-number, ignoring filter

構成ファイル内で、あるフィルタ用
に定義された発信元または着信先ア
ドレスを、ipqosconfが解釈処理でき
ません。このため、このフィルタは
無視されます。

フィルタが重要な場合、あとで構成の適用を試
みます。

Incompatible address

version line line-number
line-number上の IPバージョンのアド
レスが、すでに指定済みの IPアドレ
スのバージョンまたは ip_versionパ
ラメータと互換性がありません。

競合する 2つのエントリを変更して、互換性を
持たせます。

Action at line line-number
has the same name as

currently installed action,

but is for a different

module

システムの IPQoS構成内にすでに存
在するアクションのモジュールを変
更しようとしました。これは許可さ
れません。

現行の構成をフラッシュしてから、新しい構成
を適用します。
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フローアカウンティングの使用と統計情
報の収集 (手順)

この章では、IPQoSシステムによって処理されるトラフィックに関して、アカウン
ティング情報と統計情報を取得する方法について説明します。この章では、次の内
容について説明します。

■ 487ページの「フローアカウンティングの設定 (タスクマップ)」
■ 488ページの「トラフィックフローに関する情報の記録」
■ 490ページの「統計情報の収集」

フローアカウンティングの設定 (タスクマップ)
次のタスクマップは、flowacctモジュールを使用してトラフィックフローに関する
情報を取得するための一般的なタスクを示しています。マップでは、これらのタス
クの実施手順へのリンクも示しています。

タスク 説明 手順

1.トラフィックフローの
アカウンティング情報を
格納するためのファイル
を作成する

acctadmコマンドを使用し
て、flowacctによる処理結果を格納
するファイルを作成する

488ページの「フローアカウンティングデータ用の
ファイルを作成する方法」

2. flowacctのパラメータ
を IPQoS構成ファイルに
定義する

timer、timeout、および max_limitの
各パラメータの値を定義する

462ページの「IPQoS構成ファイル内でクラスのア
カウンティングを有効にする方法」

31第 3 1 章
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トラフィックフローに関する情報の記録
トラフィックフローに関する情報を収集するには、IPQoS flowacctモジュールを使
用します。たとえば、発信元アドレスや宛先アドレス、フロー内のパケット数など
のデータを収集することが可能です。フローに関する情報を蓄積して記録するプロ
セスのことを「フローアカウンティング」と呼びます。

特定のクラスのトラフィックに関するフローアカウンティングの結果は、「フ
ローレコード」というテーブルに記録されます。各フローレコードは、一連の属性
から構成されます。これらの属性には、特定のクラスの一定時間のトラフィックフ
ローに関するデータが格納されます。flowacct属性のリストについては、表 32–4を
参照してください。

フローアカウンティングは、サービスレベル契約 (SLA)に定義されているとおりに顧
客に課金するために、非常に役立ちます。また、フローアカウンティングを
使って、重要なアプリケーションのフロー統計情報を取得することもできます。こ
のセクションでは、flowacctをOracle Solaris拡張アカウンティング機能と組み合わ
せて、トラフィックフローに関するデータを取得するためのタスクについて説明し
ます。

この章以外の場所からも次の情報が入手できます。

■ IPQoS構成ファイル内の flowacctのアクション文の作成方法については、
473ページの「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照して
ください。

■ flowacctがどのように機能するかについては、493ページの「クラシファイアモ
ジュール」を参照してください。

■ 技術的な情報については、flowacct(7ipp)のマニュアルページを参照してくださ
い。

▼ フローアカウンティングデータ用のファイルを作
成する方法
flowacctアクションを IPQoS構成ファイルに追加する前に、flowacctモジュールか
らフローレコードのファイルを作成します。このためには、acctadmコマンドを使用
します。acctadmでは、基本属性または拡張属性のどちらもファイルに記録できま
す。すべての flowacct属性のリストについては、表 32–4を参照してくださ
い。acctadmの詳細については、acctadm(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

基本フローアカウンティングファイルを作成します。
次の例で、例 29–1で構成されるプレミアムWebサーバー用の基本的なフローアカウ
ンティングファイルを作成する方法を示します。
# /usr/sbin/acctadm -e basic -f /var/ipqos/goldweb/account.info flow

1
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acctadm -e acctadmを -eオプションを指定して呼び出しま
す。-eオプションによって、あとに続く引数
が有効になる

basic flowacctの 8つの基本属性のデータだけが
ファイルに記録されることを示す

/var/ipqos/goldweb/account.info flowacctから得られるフローレコードを格納す
るファイルの絶対パス名を示す

flow acctadmにフローアカウンティングを有効にす
るよう指示する

引数を指定しないで acctadmと入力し、IPQoSシステムのフローアカウンティングに
関する情報を表示します。

acctadmによって次の出力が生成されます。
Task accounting: inactive

Task accounting file: none

Tracked task resources: none

Untracked task resources: extended

Process accounting: inactive

Process accounting file: none

Tracked process resources: none

Untracked process resources: extended,host,mstate

Flow accounting: active

Flow accounting file: /var/ipqos/goldweb/account.info

Tracked flow resources: basic

Untracked flow resources: dsfield,ctime,lseen,projid,uid

最後の 4つのエントリ以外はすべて、Oracle Solarisのリソースマネージャー機能で使
用されます。次の表では、IPQoSに固有のエントリについて説明します。

エントリ 説明

Flow accounting: active フローアカウンティングが有効になっているこ
とを示す

Flow accounting file:

/var/ipqos/goldweb/account.info

現在のフローアカウンティングファイルの名前
を示す

Tracked flow resources: basic 基本フロー属性だけが記録されることを示す

Untracked flow resources:

dsfield,ctime,lseen,projid,uid

ファイルに記録されない flowacctの属性を示す

(オプション)拡張属性をアカウンティングファイルに追加します。
# acctadm -e extended -f /var/ipqos/goldweb/account.info flow

2

3
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(オプション)基本属性だけがアカウンティングファイルに記録されるような設定に戻
します。
# acctadm -d extended -e basic -f /var/ipqos/goldweb/account.info

-dオプションによって拡張アカウンティングが無効になります。

フローアカウンティングファイルの内容を参照します。

フローアカウンティングファイルの内容の参照方法については、『Oracle Solarisのシ
ステム管理 (Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管
理)』の「libexacctに対する Perlインタフェース」を参照してください。

■ 拡張アカウンティング機能の詳細については、『Oracle Solarisのシステム管理
(Oracle Solarisゾーン、Oracle Solaris 10ゾーン、およびリソース管理)』の第 4
章「拡張アカウンティング (概要)」を参照してください。

■ IPQoS構成ファイル内に flowacctパラメータを定義するには、462ページ
の「IPQoS構成ファイル内でクラスのアカウンティングを有効にする方法」を参
照してください。

■ acctadmで作成されたファイル内のデータを出力するには、『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「libexacctに対する Perlインタフェース」を参照してください。

統計情報の収集
kstatコマンドを使用すると、IPQoSモジュールから統計情報を生成できます。構文
は次のとおりです。

/bin/kstat -m ipqos-module-name

表 32–5に示されている、有効な IPQoSモジュール名であればどれでも指定できま
す。たとえば、dscpmkマーカーによって生成される統計情報を表示するには、次の
形の kstatを使用します。

/bin/kstat -m dscpmk

技術的な情報については、kstat(1M)のマニュアルページを参照してください。

例 31–1 IPQoS用の kstat統計

ここでは、kstatを実行して flowacctモジュールに関する統計情報を取得した場合に
予想される結果の一例について説明します。

# kstat -m flowacct

module: flowacct instance: 3

name: Flowacct statistics class: flacct

4

5

参照
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例 31–1 IPQoS用の kstat統計 (続き)

bytes_in_tbl 84

crtime 345728.504106363

epackets 0

flows_in_tbl 1

nbytes 84

npackets 1

snaptime 345774.031843301

usedmem 256

class: flacct トラフィックフローが属するクラスの名前 (この例では flacct)を
示す

bytes_in_tbl フローテーブルの総バイト数。フローテーブルの総バイト数と
は、フローテーブルに現在格納されているすべてのフローレ
コードの合計バイト数。このフローテーブルの総バイト数は 84で
ある。テーブルにフローがない場合、bytes_in_tblの値は 0になる

crtime この kstat出力が作成された最も最近の時間

epackets 処理中にエラーが発生したパケットの数 (この例では 0)

flows_in_tbl フローテーブルのフローレコード数 (この例では 1)。テーブルにレ
コードがない場合、flows_in_tblの値は 0になる

nbytes この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計バイト
数 (この例では 84)。フローテーブルに現在格納されているバイト
を含む値。この値には、タイムアウトになり、フローテーブルに
現在は含まれていない値も含まれる

npackets この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計パ
ケット数 (この例では 1)。npacketsには、フローテーブルに現在あ
るパケットが含まれる。npacketsには、タイムアウトになり、フ
ローテーブルに現在は含まれていないパケットも含まれる。

usedmem この flowacctインスタンスで保持されているフローテーブルが使
用しているメモリーのバイト数。この例では、usedmemの値は
256。フローテーブルにフローレコードがまったく存在しない場
合、usedmemの値は 0になる

統計情報の収集
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IPQoSの詳細 (リファレンス)

この章は、IPQoSの詳細を説明するリファレンスです。この章では、次の内容につ
いて説明します。

■ 493ページの「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」
■ 506ページの「IPQoS構成ファイル」
■ 510ページの「ipqosconf構成ユーティリティー」

概要は、第 27章「IPQoSの紹介 (概要)」を参照してください。計画について
は、第 28章「IPQoS対応ネットワークの計画 (手順)」を参照してください。IPQoS
の構成手順については、第 29章「IPQoS構成ファイルの作成 (手順)」を参照してく
ださい。

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル
このセクションでは、IPQoSアーキテクチャーとこのアーキテクチャーがRFC 2475,
An Architecture for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2475.txt?number=2475)で定義された差別化サービス (Diffserv)モデルを実装する
方法について説明します。次に示すDiffservモデルの要素が、IPQoSに含まれます。

■ クラシファイア
■ メーター
■ マーカー

さらに、IPQoSには、仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN)デバイスで使用され
るフローアカウンティングモジュールと dlcosmkマーカーが含まれています。

クラシファイアモジュール
Diffservモデルでは、「クラシファイア」は、トラフィックフローを選択して、それ
ぞれに異なるサービスレベルを適用するためのグループに分類する作業を担当しま
す。RFC 2475で定義されたクラシファイアは、当初、境界ルーター用に設計されま
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した。それとは対照的に、IPQoSクラシファイア ipgpcは、内部ホストからローカル
ネットワークへのトラフィックフローを処理するために設計されています。このた
め、IPQoSシステムとDiffservルーターの両方を備えたネットワークは、より広範囲
な差別化サービスを提供できます。ipgpcの技術情報については、ipgpc(7ipp)のマ
ニュアルページを参照してください。

ipgpcクラシファイアは、次の機能を実行します。

1. IPQoS対応システムの IPQoS構成ファイルに指定された条件を満たすトラ
フィックフローを選択します。

QoSポリシーは、パケットヘッダーに存在する必要のあるさまざまな条件を定義
します。これらの条件は、「セレクタ」と呼ばれます。 ipgpcクラシファイア
は、これらのセレクタを、IPQoSシステムから受信したパケットのヘッダーと比
較して、一致するパケットをすべて選択します。

2. パケットフローを、IPQoS構成ファイルの定義に従い、同じ特性を持つネット
ワークトラフィックである「クラス」に分類します。

3. パケットの差別化サービス (DS)フィールドの値を調べ、差別化サービスコードポ
イント (DSCP)の存在を確認します
DSCPは、受信したトラフィックに送信側によって転送動作のマークが付けられ
ているかどうかを示します。

4. 特定クラスのパケットに関して、IPQoS構成ファイル内で次に指定されているア
クションを調べます。

5. パケットを、IPQoS構成ファイルで指定された次の IPQoSモジュールに渡す
か、あるいはネットワークストリームに戻します。

クラシファイアの概要は、421ページの「クラシファイア (ipgpc)の概要」を参照し
てください。IPQoS構成ファイルでクラシファイアを呼び出すには、506ページ
の「IPQoS構成ファイル」を参照してください。

IPQoSセレクタ
ipgpcクラシファイアは、IPQoS構成ファイルの filter句で使用可能なさまざまなセ
レクタをサポートします。フィルタを定義するときには、特定クラスのトラ
フィック取得に必要な最小限のセレクタを使用してください。定義するフィルタの
数が、IPQoSのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

次の表に、 ipgpcで使用できるセレクタを示します。

表 32–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ

セレクタ 引数 選択される情報

saddr IPアドレス番号 発信元アドレス

daddr IPアドレス番号 着信先アドレス
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表 32–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ (続き)
セレクタ 引数 選択される情報

sport ポート番号またはサービス
名。/etc/services の定義に従う

トラフィッククラスの発信元ポート

dport ポート番号またはサービス
名。/etc/services の定義に従う

トラフィッククラスの着信先ポート

プロトコル プロトコル番号またはプロトコル
名。/etc/protocols の定義に従う

このトラフィッククラスが使用するプロ
トコル

dsfield 0 - 63の値を持つDSコードポイント (DSCP) DSCP。パケットに適用される転送動作
を定義する。このパラメータを指定した
場合は、dsfield_maskパラメータも指定
すること

dsfield_mask 0 - 255の値を持つビットマスク dsfieldセレクタと組み合わせて使
用。dsfield_maskは、dsfieldセレクタ
に適用して、ビットのどれが一致するか
を決定する

if_name インタフェース名 特定クラスの着信トラフィックまたは発
信トラフィックで使用されるインタ
フェース

user 選択するUNIXユーザー IDの番号または
ユーザー名。パケットにユーザー IDまた
はユーザー名が存在しない場合、デフォル
トの –1が使用される

アプリケーションに指定されるユーザー
ID

projid 選択するプロジェクト IDの番号 アプリケーションに付加されるプロ
ジェクト ID

priority 優先順位の番号。もっとも低い優先順位は
0

このクラスのパケットに与えられる優先
順位。優先順位は、同じクラスに複数存
在するフィルタの重要度の順位付けに使
用される

direction 次の引数のいずれかを指定できる。 IPQoSマシン上のパケットフローの方向

LOCAL_IN ローカルシステムから IPQoSシステムへ
の入力トラフィック

LOCAL_OUT ローカルシステムから IPQoSシステムへ
の出力トラフィック

FWD_IN 転送される入力トラフィック

FWD_OUT 転送される出力トラフィック

precedence 優先度の値。もっとも高い優先度は 0 優先度は、同一優先順位のフィルタの順
序付けに使用される
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表 32–1 IPQoSクラシファイアで利用可能なフィルタセレクタ (続き)
セレクタ 引数 選択される情報

ip_version V4または V6 パケットにより使用されるアドレス指定
スキーム (IPv4または IPv6)

メーターモジュール
「meter」は、パケット単位でフローの転送速度を追跡します。このメーターは、構
成されているパラメータにパケットが一致するかどうかを決定します。メーターモ
ジュールは、パケットサイズ、設定されたパラメータ、およびフロー速度に基づ
き、パケットの次のアクションをアクションセットの中から決定します。

メーターには 2つのメータリングモジュール、すなわち tokenmtおよび tswtclmtがあ
ります。モジュールの構成は、IPQoS構成ファイルで行います。モジュールのどち
らか一方または両方をクラスに構成できます。

メータリングモジュールを構成する際、速度に関する 2つのパラメータを定義でき
ます。

■ committed-rate –特定クラスのパケットに容認可能な転送速度を bpsで定義する
■ peak-rate –特定クラスのパケットに最大限容認可能な転送速度を bpsで定義する

パケットに対するメータリングアクションの結果 (outcome)は、次の 3つのどれかに
なります。

■ green –パケットの生成するフローは認定速度内である
■ yellow –パケットの生成するフローは認定速度を超過しているが、最大速度内で
ある

■ red –パケットの生成するフローは最大速度を超過している

IPQoS構成ファイル内で、結果ごとに異なるアクションを構成できます。認定速度
および最大速度については、次に説明します。

tokenmtメータリングモジュール
tokenmtモジュールは、「トークンバケット」を使用してフローの転送速度を測定し
ます。tokenmtは、シングルレートメーターまたはツーレートメーターとして機能す
るように構成できます。tokenmtアクションインスタンスは、2つのトークンバ
ケットを管理します。これらのトークンバケットは、トラフィックフローが構成さ
れたパラメータに適合するかどうかを調べます。

tokenmt(7ipp)のマニュアルページでは、IPQoSがどのようにトークンメーターパラ
ダイムを実装するかが説明されています。トークンバケットに関する一般的な情報
は、Kalevi Kilkki著『Differentiated Services for the Internet』および多数のWebサイトで
入手できます。
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tokenmtの構成パラメータを次に示します。

■ committed_rate –フローの認定速度を bpsで指定する
■ committed_burst –認定バーストサイズをビット単位で指定する。committed_burst

パラメータは、認定速度でネットワークに渡すことのできる、特定クラスの発信
パケット数を定義する

■ peak_rate –最大速度を bpsで指定する
■ peak_burst –最大バーストサイズまたは超過バーストサイズをビット単位で指定
する。peak_burstパラメータは、トラフィッククラスに、認定速度を超過する最
大バーストサイズを付与する

■ color_aware – tokenmtのカラーアウェアモードを有効にする
■ color_map – DSCP値を緑、黄、または赤にマッピングする整数配列を定義する

tokenmtをシングルレートメーターとして構成する
tokenmtをシングルレートメーターとして構成するには、IPQoS構成ファイル内で
tokenmtに peak_rateパラメータを指定しないでください。赤、緑、または黄の結果
(outcome)を識別するようにシングルレートの tokenmtインスタンスを構成するに
は、peak_burstパラメータを指定する必要があります。peak_burstパラメータを使
用しないことによって、tokenmtが赤または緑の結果だけを識別するように構成する
こともできます。2つの出力を持つシングルレート tokenmtの例については、例 29–3
を参照してください。

tokenmtがシングルレートメーターとして機能する場合、 peak_burstパラメータは
実質的にバーストサイズを超過します。committed_burstと peak_burstのどちらかと
committed_rateは、ゼロ以外の正の整数にする必要があります。

tokenmtをツーレートメーターとして構成する
tokenmtをツーレートメーターとして構成するには、IPQoS構成ファイル内で
tokenmtアクション用の peak_rateパラメータを指定します。ツーレートの tokenmt

は、必ず赤、黄、および緑の 3つの結果 (outcome)を識別しま
す。committed_rate、committed_burst、および peak_burstパラメータは、ゼロ以外
の正の整数にする必要があります。

tokenmtをカラーアウェアとして構成する
ツーレートの tokenmtをカラーアウェアとして構成するには、「カラーアウェアネ
ス」を特に追加するパラメータを追加します。tokenmtをカラーアウェアとして構成
する action文の例を次に示します。

例 32–1 IPQoS構成ファイル用のカラーアウェア tokenmtアクション

action {

module tokenmt

name meter1

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル

第 32章 • IPQoSの詳細 (リファレンス) 497



例 32–1 IPQoS構成ファイル用のカラーアウェア tokenmtアクション (続き)

params {

committed_rate 4000000

peak_rate 8000000

committed_burst 4000000

peak_burst 8000000

global_stats true

red_action_name continue

yellow_action_name continue

green_action_name continue

color_aware true

color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW}

}

}

color_awareパラメータを trueに設定することによって、カラーアウェアを有効にで
きます。カラーアウェアにした tokenmtメーターは、以前の tokenmtアクションに
よってパケットが赤、黄、または緑にマーキング済みであるものと見なします。カ
ラーアウェアの tokenmtは、ツーレートメーター用のパラメータに加え、パケット
ヘッダー内のDSCPも使用してパケットを評価します。

color_mapパラメータは、パケットヘッダーのDSCPがマッピングされる配列を含み
ます。次の color_map配列について説明します。

color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW}

DSCPが 0~20および 22のパケットは緑にマッピングされます。DSCPが 21および
23~42のパケットは赤にマッピングされます。DSCPが 43~63のパケットは黄に
マッピングされます。tokenmtは、デフォルトのカラーマップを格納します。ただ
し、このデフォルトは必要に応じて color_mapパラメータを使用して変更できます。

color_action_nameパラメータでは、continueを指定するとパケットの処理を完了で
きます。また、たとえば yellow_action_name mark22のように、引数を指定してパ
ケットをマーカーアクションに送信することもできます。

tswtclmtメータリングモジュール
tswtclmtメータリングモジュールは、時間ベースの「速度エスティメータ」を使用
して、トラフィッククラスの平均帯域幅を見積もります。tswtclmtは必ず 3つの結
果 (outcome)を識別するメーターとして機能します。速度エスティメータは、フ
ローの到着速度の見積もりを提供します。この速度は、一定期間すなわち「時間
ウィンドウ」内の、トラフィックストリームの実行帯域幅の平均を見積もりま
す。速度概算アルゴリズムは、RFC 2859 (A Time Sliding Window Three Colour Marker)
に基づいています。

tswtclmtを構成するには、次のパラメータを使用します。

■ committed_rate –認定速度を bpsで指定する
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■ peak_rate –最大速度を bpsで指定する
■ window –タイムウィンドウをミリ秒で定義する。このタイムウィンドウに対して
平均帯域幅の履歴が記録される

tswtclmtの技術的な詳細については、tswtclmt(7ipp)のマニュアルページを参照して
ください。tswtclmtに似た速度シェーパの一般的な情報については、RFC 2963, A
Rate Adaptive Shaper for Differentiated Services (http://www.ietf.org/rfc/
rfc2963.txt?number=2963)を参照してください。

マーカーモジュール
IPQoSには 2つのマーカーモジュール、すなわち dscpmkおよび dlcosmkが含まれま
す。ここでは、両方のマーカーの使用方法を説明します。dlcosmkはVLANデバイス
を使用する IPQoSシステムでだけ利用可能であるため、通常は dscpmkを使用する必
要があります。

dscpmkの技術情報については、dscpmk(7ipp)のマニュアルページを参照してくださ
い。dlcosmkの技術情報については、dlcosmk(7ipp)のマニュアルページを参照して
ください。

パケット転送でのdscpmkマーカーの使用
マーカーは、クラシファイアモジュールまたはメータリングモジュールによって処
理されたあとのトラフィックフローを受け取ります。マーカーは、転送動作をトラ
フィックにマークします。転送動作とは、フローが IPQoSシステムから送出された
あと、フローに対して行われるアクションです。トラフィッククラスに対して実行
される転送動作は、「ホップ単位動作 (PHB)」に定義されます。PHBはトラ
フィッククラスに優先順位を割り当てます。これは、そのクラスのフローに割り当
てられる、ほかのトラフィッククラスに対する相対的な優先度です。PHBは、IPQoS
システムの隣接するネットワーク上での転送動作だけを制御します。PHBの詳細に
ついては、426ページの「ホップ単位動作」を参照してください。

「パケット転送」とは、特定クラスのトラフィックを、ネットワーク上の次の宛先
へ送信するプロセスを指します。IPQoSシステムなどのホストの場合、パケットは
ホストからローカルネットワークストリームへ転送されます。Diffservルーターの場
合、パケットはローカルネットワークからルーターの次のホップへ転送されます。

マーカーは、パケットヘッダー内のDSフィールドに、IPQoS構成ファイル内で定義
された既知の転送動作のマークを付けます。以後、IPQoSシステムおよびあとに続
くDiffserv対応システムは、マークが変更されないかぎり、DSフィールド内の指示
に従ってトラフィックを転送します。PHBを割り当てるため、IPQoSシステム
は、パケットヘッダーのDSフィールドの値をマークします。この値は、DSCP
(Differentiated Services Codepoint)と呼ばれます。Diffservアーキテクチャーは、2種類
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の転送動作、すなわち EFおよびAFを定義しており、各転送動作はそれぞれ異なる
DSCPを使用します。DSCPの概要については、426ページの「DSコードポイン
ト」を参照してください。

IPQoSシステムは、トラフィックフローのDSCPを読み取り、ほかの送信トラ
フィックフローに対する相対的な優先度を評価します。次に IPQoSシステムは、並
行するトラフィックフローすべての優先順位を定め、各フローを優先順位に従って
ネットワーク上に送出します。

Diffservルーターは、送信トラフィックフローを受け取り、パケットヘッダー内のDS
フィールドを読み取ります。DSCPを使用すると、ルーターで現在のトラフィックフ
ローに優先順位を付け、スケジュールを設定できます。ルーターは、PHBで指示さ
れた優先順位に従って各フローを転送します。あとに続くホップ上のDiffserv対応シ
ステムも同じ PHBを認識する場合を除いて、ネットワークの境界ルーターを越えて
PHBを適用することはできません。

完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF) PHB

「完全優先転送」(EF)は、推奨される EFコードポイント 46 (101110)の付いたパ
ケットが、ネットワークに送出される時に、可能なかぎり最良の扱いを受けること
を保証します。完全優先転送は、しばしば専用回線に例えられます。コードポイン
ト 46 (101110)を持つパケットには、宛先に向かう途中、すべてのDiffservルーターに
よる優先待遇が保証されます。EFの技術情報については、RFC 2598 (An Expedited
Forwarding PHB)を参照してください。

相対的優先転送 (Assured Forwarding、AF) PHB

「相対的優先転送」(AF)では、4つの異なるクラスの転送動作をマーカーに指定でき
ます。次の表に、クラス、各クラスに指定できる 3つのドロップ優先度、および各
優先度に対応する推奨DSCPを示します。各DSCPは、AF値 (10進数値およびバイナ
リ値)で表されます。

表 32–2 相対的優先転送のコードポイント

クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4

低ドロップ優先度 AF11 =

10 (001010)

AF21 =

18 (010010)

AF31 =

26 (011010)

AF41 =

34 (100010)

Medium-Drop
Precedence

AF12 =

12 (001100)

AF22 =

20 (010100)

AF32 =

28 (011100)

AF42 =

36 (100100)

高ドロップ優先度 AF13 =

14 (001110)

AF23 =

22 (010110)

AF33 =

30 (011110)

AF43 =

38 (100110)
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AFコードポイントは、各トラフィッククラスに差別化転送動作を提供する際のガイ
ドとして、すべてのDiffserv対応システム上で使用できます。

これらのパケットがDiffservルーターに達すると、ルーターはパケットのコードポイ
ントを、キュー内のほかのトラフィックのDSCPとともに評価します。次に
ルーターは、利用可能な帯域幅、およびパケットのDSCPにより割り当てられた優先
順位に応じて、パケットを転送またはドロップします。EF PHBの付いたパケット
は、どのAF PHBの付いたパケットよりも広い帯域幅の使用が保証されます。

ネットワーク上の IPQoSシステムとDiffservルーターとの間でパケットのマーキング
を合致させて、パケットが意図したとおりに転送されるようにしてください。たと
えば、ネットワーク上の IPQoSシステムがパケットにコードポイントAF21
(010010)、AF13 (001110)、AF43 (100110)、および EF (101110)を付けるとします。この
場合、AF21、AF13、AF43、および EF DSCPを、Diffservルーターの適切なファイル
に追加する必要があります。

AFコードポイント表の技術的な説明については、RFC 2597を参照してくださ
い。ルーターの製造元であるCisco SystemsとJuniperNetworksは、WebサイトにAF
PHBの設定に関する詳細な情報を載せています。この情報を使用して、IPQoSシス
テムおよびルーター用のAF PHBを定義できます。また、ルーター製造元のドキュメ
ントには、自社製品でのDSコードポイントの設定方法が含まれています。

マーカーへのDSCPの設定

DSCPの長さは 6ビットです。DSフィールドの長さは 1バイトです。DSCPを定義す
ると、マーカーは、DSコードポイントでパケットヘッダーの最初の 6つの重み
ビットをマークします。残りの 2ビットは、使用されません。

DSCPを定義するには、マーカーアクション文の中で次のパラメータを使用します。

dscp_map{0-63:DS_codepoint}

dscp_mapパラメータは、(DSCP)値を使用して生成する 64要素の配列です。dscp_map

は、dscpmkマーカーによって着信DSCPを発信DSCPにマップするために使用されま
す。

DSCP値は、10進表記で dscp_mapに指定する必要があります。たとえば、EFコード
ポイント 101110は 10進数値 46に変換する必要があり、その結果 dscp_map{0-63:46}

になります。AFコードポイントの場合、表 32–2で示されるさまざまなコードポイン
トを、dscp_mapで使用するために 10進数表記に変換する必要があります。

VLANデバイスでのdlcosmkマーカーの使用
dlcosmkマーカーモジュールは、データグラムのMACヘッダー内に転送動作を
マークします。VLANインタフェースを持つ IPQoSシステムでだけ、dlcosmkを使用
できます。
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dlcosmkは、「VLANタグ」と呼ばれる 4バイトをMACヘッダーに追加しま
す。VLANタグには、IEEE 801.D標準に定義されている 3ビットのユーザー優先順位
値が含まれます。VLANを認識するDiffserv対応スイッチは、データグラム内の
ユーザー優先順位フィールドを読み取ることができます。801.Dユーザー優先順位値
は、サービスクラス (CoS)マークを実装します。CoSマークは、商用スイッチで一般
的に使われています。

次の表のサービスマークのクラスを定義することによって、dlcosmkマーカーアク
ションのユーザー優先値を使用できます。

表 32–3 801.Dユーザー優先順位値

サービスクラス 定義

0 ベストエフォート

1 背景

2 予備

3 エクセレントエフォート

4 制御された負荷

5 応答時間 100ms未満のビデオ

6 応答時間 10ms未満のビデオ

7 ネットワーク制御

dlcosmkの詳細は、dlcosmk(7ipp)のマニュアルページを参照してください。

VLANデバイスを持つシステムでの IPQoS構成

ここでは、VLANデバイスを持つシステムでの IPQoSの実装方法を示す、単純な
ネットワークのシナリオを紹介します。このシナリオには、スイッチで接続された 2
つの IPQoSシステム、すなわち machine1および machine2が含まれます。machine1上
のVLANデバイスの IPアドレスは 10.10.8.1、machine2上のVLANデバイスの IPア
ドレスは 10.10.8.3です。

machine1向けの次の IPQoS構成ファイルは、machine2への切り替えによる、トラ
フィックのマーキングの簡単な解決策を示しています。

例 32–2 VLANデバイスを持つシステムの IPQoS構成ファイル

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

filter {

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル

Oracle Solarisの管理: IPサービス • 2012年 3月502

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23824&id=REFMAN7dlcosmk-7ipp


例 32–2 VLANデバイスを持つシステムの IPQoS構成ファイル (続き)

name myfilter2

daddr 10.10.8.3

class myclass

}

class {

name myclass

next_action mark4

}

}

action {

name mark4

module dlcosmk

params {

cos 4

next_action continue

global_stats true

}

}

この構成では、machine2上のVLANデバイスを着信先とする machine1からのすべて
のトラフィックが、dlcosmkマーカーに渡されます。mark4マーカーアクション
は、CoSが 4でクラスが myclassのデータグラムにVLANマークを追加するように
dlcosmkに指示します。ユーザー優先値 4は、2台のマシン間の切り替えに
よって、machine1からの myclassトラフィックフローへの制御された負荷転送を指定
しなければならないことを示します。

flowacctモジュール
IPQoSの flowacctモジュールは、トラフィックフローに関する情報を記録しま
す。このプロセスは、「フローアカウンティング」と呼ばれます。フローアカウン
ティングは、顧客への課金や特定クラスへのトラフィック量の評価に使用できる
データを作成します。

フローアカウンティングは、オプションです。通常、flowacctは、メーターまたは
マーカーに処理されたトラフィックフローが、ネットワークストリームへ送出され
る前に通る、最後のモジュールです。Diffservモデルでの flowacctの位置の図につい
ては、図 27–1を参照してください。flowacctの詳細な技術情報について
は、flowacct(7ipp)のマニュアルページを参照してください。

フローアカウンティングを有効にするには、flowacctに加えて、Oracle Solarisの
exacctアカウンティング機能および acctadmコマンドを使用する必要があります。フ
ローアカウンティングの設定の全手順については、487ページの「フローアカウン
ティングの設定 (タスクマップ)」を参照してください。
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flowacctパラメータ
flowacctモジュールは、「フローレコード」で構成された「フローテーブル」内
に、フローに関する情報を収集します。テーブル内の各エントリには、1つのフ
ローレコードが含まれます。フローテーブルは、表示できません。

フローレコードを測定してフローテーブルへ書き込むには、IPQoS構成ファイル内
で次の flowacctパラメータを定義します。

■ timer –タイムアウトしたフローをフローテーブルから削除し、acctadmにより作
成されたファイルに書き込む間隔を、ミリ秒単位で定義する

■ timeout –パケットフローがタイムアウトするまでの非アクティブな時間を、ミリ
秒単位で定義する

注 – timerと timeoutには異なる値を指定できます。

■ max_limit –フローテーブルに格納可能なフローレコードの数に上限を設定する

flowacctパラメータの IPQoS構成ファイルでの使用例については、473ページ
の「IPQoS構成ファイル内でフロー制御を構成する方法」を参照してください。

フローテーブル
flowacctモジュールは、flowacctインスタンスが認識するすべてのパケットフ
ローを記録するフローテーブルを管理します。フローは、次のパラメータによって
特定されます。これらを、flowacctの 8タプルと呼びます。

■ 発信元アドレス
■ 着信先アドレス
■ 発信元ポート
■ 着信先ポート
■ DSCP
■ ユーザー ID
■ プロジェクト ID
■ プロトコル番号

フローの 8タプルのパラメータが変化しないかぎり、フローテーブルには 1つのエン
トリだけが含まれます。max_limitパラメータにより、フローテーブルに含めること
のできるエントリ数が決定されます。

フローテーブルは、IPQoS構成ファイル内の timerパラメータに指定された間隔でス
キャンされます。デフォルトは 15秒です。IPQoS構成ファイル内の timeout間隔に
指定された時間以上、IPQoSシステムがパケットを認識しない場合、フローは「タ
イムアウト」します。デフォルトのタイムアウト間隔は 60秒です。タイムアウトし
たエントリは、acctadmコマンドを使用して作成されたアカウンティングファイルに
書き込まれます。
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flowacctレコード
flowacctレコードには、次の表に示される属性が含まれています。

表 32–4 flowacctレコードの属性

属性名 属性の内容 種類

src-addr-address-type オリジネータの発信元アドレス。address-type
は、IPQoS構成ファイルの指定に従い、v4

(IPv4の場合)または v6 (IPv6の場合)になる

基本

dest-addr-address-type パケットの着信先アドレス。address-type
は、IPQoS構成ファイルの指定に従い、v4

(IPv4の場合)または v6 (IPv6の場合)になる

基本

src-port フローの起点となる発信元ポート 基本

dest-port ブローの宛先となる着信先ポート番号 基本

プロトコル フローのプロトコル番号 基本

total-packets フロー内のパケット数 基本

total-bytes フロー内のバイト数 基本

action-name このフローを記録した flowacctアクションの
名前

基本

creation-time flowacctがそのフローのパケットを最初に認識
した時間

拡張 (Extended)のみ

last-seen そのフローのパケットを最後に認識した時間 拡張 (Extended)のみ

diffserv-field フローの発信パケットヘッダー内のDSCP 拡張 (Extended)のみ

user アプリケーションから取得されるUNIX
ユーザー IDまたはユーザー名

拡張 (Extended)のみ

projid アプリケーションから取得されるプロジェクト
ID

拡張 (Extended)のみ

flowacctモジュールでの acctadmの使用
acctadmコマンドを使用して、flowacctにより生成されるさまざまなフローレコード
を格納するファイルを作成します。acctadmは、拡張アカウンティング機能と連動し
て動作します。acctadmの技術的情報については、acctadm(1M)のマニュアルページ
を参照してください。

flowacctモジュールは、フローを観察し、フローレコードにフローテーブルを入力
します。次に flowacctは、timerに指定された間隔でパラメータと属性を評価しま
す。last_seen値に timeout値を加えた時間以上パケットが検出されない場合、パ
ケットはタイムアウトします。タイムアウトしたエントリはすべて、フローテーブ
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ルから削除されます。削除されたタイムアウトエントリは、timerパラメータに指定
された時間が経過するたびに、アカウンティングファイルに書き込まれます。

acctadmを呼び出して flowacctモジュールで使用するには、次の構文を使用します。

acctadm -e file-type -f filename flow

acctadm -e acctadmを -eオプションを指定して呼び出します。-eは、直後にタイ
プを指定することを示します。

file-type 収集するタイプを指定します。file-typeは、basicまたは extendedに置
き換える必要があります。各ファイルタイプの属性の一覧について
は、表 32–4を参照してください。

-ffile-name フローレコードを格納するファイル file-nameを作成します。

flow acctadmを IPQoS上で実行することを示します。

IPQoS構成ファイル
このセクションでは、IPQoS構成ファイル各部の詳細を説明します。IPQoSのブート
時にアクティブになるポリシーは、/etc/inet/ipqosinit.confファイルに格納されて
います。このファイルは編集可能ですが、新しい IPQoSシステムの場合、別の名前
で構成ファイルを作成するのが最善の方法です。IPQoS構成の適用とデバッグに関
するタスクについては、第 29章「IPQoS構成ファイルの作成 (手順)」を参照してく
ださい。

IPQoS構成ファイルの構文については、例 32–3を参照してください。この例で
は、次の表記上の規則に従います。

■ computer-style type –構成ファイル各部を説明する構文情報。このテキスト
は、入力しない

■ bold type – IPQoS構成ファイルに入力する必要のあるリテラルテキスト。たとえ
ば、IPQoS構成ファイルは、常に fmt_versionで始める必要がある

■ イタリック体 –構成を説明する情報と置き換える変数テキスト。たとえ
ば、action-nameまたはmodule-nameは、常に構成に関する情報で置き換える必要
がある

例 32–3 IPQoS構成ファイルの構文

file_format_version ::= fmt_version version

action_clause ::= action {

name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
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例 32–3 IPQoS構成ファイルの構文 (続き)

}

action_name ::= string
module_name ::= ipgpc | dlcosmk | dscpmk | tswtclmt | tokenmt | flowacct

params_clause ::= params {

parameters
params-stats | ""
}

parameters ::= prm-name-value parameters | ""
prm_name_value ::= param-name param-value

params_stats ::= global-stats boolean

cf_clauses ::= class-clause cf-clauses |

filter-clause cf-clauses | ""

class_clause ::= class {

name class-name
next_action next-action-name
class-stats | ""

}

class_name ::= string
next_action_name ::= string
class_stats ::= enable_stats boolean
boolean ::= TRUE | FALSE

filter_clause ::= filter {

name filter-name
class class–name
parameters
}

filter_name ::= string

次では、IPQoS構成ファイルの各主要部分について説明します。

action文
action文を使用して、493ページの「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」で
説明されているさまざまな IPQoSモジュールを呼び出します。

IPQoS構成ファイルを新規作成する場合、必ずバージョン番号から始める必要があ
ります。ついで、次の action文を追加して、クラシファイアを呼び出す必要があり
ます。

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc
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name ipgpc.classify

}

クラシファイア action文の次に、params句または class句を記述します。

ほかのすべての action文には次の構文を使用します。

action {

name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses
}

name action_name アクションに名前を付ける

module module_name 呼び出し予定の IPQoSモジュールを識別し
ます。表 32–5に記載のモジュールの 1つで
なければなりません。

params_clause クラシファイアが処理するパラメータ (グ
ローバル統計、次に処理するアクションな
ど)を指定する

cf_clauses class句または filter句のゼロ以上のセット

モジュール定義
モジュールの定義によって、action文のパラメータを処理するモジュールが示され
ます。IPQoS構成ファイルには、次のモジュールを含めることができます。

表 32–5 IPQoSモジュール

モジュール名 定義

ipgpc IPクラシファイア

dscpmk IPパケット内でDSCP作成に使用するマーカー

dlcosmk VLANデバイスで使用するマーカー

tokenmt トークンバケットメーター

tswtclmt タイムスライディングウィンドウメーター

flowacct フローアカウンティングモジュール
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class句
トラフィックのクラスごとに「class句」を定義します。

IPQoS構成内の残りのクラスを定義するには、次の構文を使用します。

class {

name class-name
next_action next-action-name

}

特定のクラスに関する統計情報収集を有効にするには、最初に ipgpc.classifyアク
ション文でグローバル統計を有効にする必要があります。詳細は、507ページ
の「action文」を参照してください。

クラスに関する統計を収集したいときは、enable_stats TRUE文を使用します。クラ
スの統計を収集する必要がない場合は、enable_stats FALSEを指定します。あるい
は、 enable_stats文を削除してもかまいません。

IPQoS対応ネットワーク上のトラフィックは、特に定義しなければ「デフォルトク
ラス」になります。

filter句
「フィルタ」は、トラフィックフローをクラスに分類するセレクタで構成されま
す。これらのセレクタは、クラス句で作成されたクラスのトラフィックへ適用する
条件を、明確に定義します。パケットがもっとも高い優先順位のフィルタのセレク
タすべてに一致する場合、パケットはそのフィルタのクラスのメンバーと見なされ
ます。ipgpcクラシファイアと使用できるセレクタの完全なリストについて
は、表 32–1を参照してください。

次の構文を持つ「filter句」を使用して IPQoS構成ファイル内にフィルタを定義しま
す。

filter {

name filter-name
class class-name
parameters (selectors)
}

params句
params句には、アクション文で定義されたモジュールの処理方法が含まれま
す。params句の構文を次に示します。
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params {

parameters
params-stats | ""

}

params句では、モジュールに適用するパラメータを使用します。

params句の params-stats値は、global_stats TRUEまたは global_stats FALSEになり
ます。global_stats TRUE命令は、グローバル統計を呼び出した action文に関する
UNIXスタイルの統計を有効にします。kstatコマンドを使用して、統計情報を表示
できます。クラス単位の統計を有効にする前に、action文の統計を有効にする必要
があります。

ipqosconf構成ユーティリティー
IPQoS構成ファイルを読んだり、UNIXカーネル内の IPQoSモジュールを構成したり
するには、ipqosconfユーティリティーを使用します。ipqosconfは、次のアク
ションを実行します。

■ 構成ファイルを IPQoSカーネルモジュールに適用する (ipqosconf -a filename)
■ カーネル内に現在常駐している IPQoS構成ファイルを表示する (ipqosconf -l)
■ マシンをリブートするたびに、現行の IPQoS構成を読み取り、適用するようにす
る (ipqosconf -c)

■ 現行の IPQoSカーネルモジュールをフラッシュする (ipqosconf -f)

技術的な情報は、ipqosconf(1M)のマニュアルページを参照してください。
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用語集

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鍵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。

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アルゴリ
ズム

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鍵の公開鍵アルゴ
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。

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。

511



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 インターネット鍵交換。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。

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機構。

IPヘッダー インターネットパケットを固有に識別する 20バイトのデータ。ヘッダーには、パケット
の送信元と送信先のアドレスが含まれています。さらに、ヘッダー内のオプションに
よって、新しいバイトを追加できます。

IPリンク リンク層でノード間の通信に使用される通信設備や通信メディア。リンク層とは IPv4お
よび IPv6のすぐ下の層です。例としては、Ethernet (ブリッジされたものも含む)やATM
ネットワークなどがあります。1つまたは複数の IPv4サブネット番号またはネット
ワーク接頭辞が IPリンクに割り当てられます。同じサブネット番号またはネットワーク
接頭辞を複数の IPリンクに割り当てることはできません。ATM LANEでは、IPリンク
は 1つのエミュレートされた LANです。ARPを使用する場合、ARPプロトコルの有効範
囲は単一の IPリンクです。

MD5 デジタル署名などのメッセージ認証に使用する繰り返し暗号化のハッシュ関数。1991年
にRivest氏によって開発されました。

ICMP
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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鍵が、追加の鍵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鍵の
ソースが、追加の鍵を導き出すために使用されることはありません。

PFSは認証された鍵交換だけに適用されます。Diffie-Hellmanアルゴリズムも参照してく
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。

Triple-DES Triple-Data Encryption Standard。対称鍵暗号化システムの 1つ。Triple-DESでは鍵の長さ
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。

移動先ネットワーク モバイルノードが現在接続されている、モバイルノードのホームネットワーク以外の
ネットワーク。

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。

インターネットプロトコル
(IP)
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エニーキャストアドレ
ス

(一般的に別のノードに属する)インタフェースグループに割り当てられる IPv6アドレ
ス。エニーキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスを持つ、プロトコル
に基づき「最も近い」インタフェースに配送されます。パケットの経路制御は、経路制
御プロトコルの距離測定に応じて決定されます。

エニーキャストグ
ループ

同じエニーキャスト IPv6アドレスからなるインタフェースグループ。IPv6のOracle
Solaris実装は、エニーキャストアドレスやグループの作成をサポートしていません。た
だし、Oracle Solaris IPv6ノードはトラフィックをエニーキャストグループに送信できま
す。

解釈ドメイン
(DOI)

データ形式や、ネットワークトラフィック交換タイプ、セキュリティー関連情報の命名
規約を定義します。セキュリティー関連情報の例としては、セキュリティーポリ
シーや、暗号化アルゴリズム、暗号化モードなどがあります。

回復検出 障害の発生後、NICやNICから第 3層の装置への経路が、正しく動作し始めたことを検
出する処理。

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資源とネットワーク機能を組み合わせ
たもの。単一のソフトウェアエンティティとしてまとめて管理されます。「内部」仮想
ネットワークは、ネットワーク資源を単一のシステムに統合したもので、「ワンボック
スネットワーク (network in a box)」と呼ばれることもあります。

仮想ネットワークイン
タフェース
(VNIC)

物理的なネットワークインタフェースで構成されているかどうかに関係なく、仮想
ネットワーク接続を提供する擬似インタフェース。排他的 IPゾーンなどのコンテナが
VNIC上に構成されて、仮想ネットワークを形成します。

仮想プライベート
ネットワーク
(VPN)

インターネットのような公共ネットワーク内でトンネルを利用する、単独の、安全で論
理的なネットワーク。

カプセル化 ヘッダーとペイロードを 1番目のパケット内に配置し、そのパケットを 2番目のパ
ケットのペイロード内に配置すること。

カプセル化セキュリ
ティーペイロード
(ESP)

データグラムに対して認証と完全性を提供する拡張ヘッダー。ESPは、IPセキュリ
ティーアーキテクチャー (IPsec)の 5つのコンポーネントの 1つです。

キーストア名 管理者がストレージ領域 (つまり、キーストア)に与える、ネットワークインタフェース
カード (NIC)上の名前。キーストア名は、「トークン」、「トークン ID」とも呼ばれま
す。

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。

エニーキャストアドレス
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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。

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。

自動構成 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構
成する処理。

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。

ステートレス自動構成 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。

ステートレス自動構成

515



ストリーム制御転送プ
ロトコル

TCPと似た方法で接続指向の通信を行う転送層プロトコル。さらに、このプロトコル
は、接続のエンドポイントの 1つが複数の IPアドレスをもつことができる複数ホーム機
能をサポートします。

スプーフィング コンピュータに不正にアクセスするために、メッセージが、信頼されるホストから来た
かのように見える IPアドレスを使ってコンピュータにメッセージを送信すること。IP
のなりすましを行うために、ハッカーはまず、さまざまなテクニックを使って、信頼さ
れるホストの IPアドレスを見つけ、次にパケットヘッダーを変更します。それに
よって、パケットは、そのホストから来たかのように見えます。

セキュリティーアソシ
エーション
(SA)

1つのホストから 2つめのホストにセキュリティー属性を指定するアソシエーション。

セキュリティーパラ
メータインデックス
(SPI)

受信したパケットを復号化するために使用する、SADB (セキュリティーアソシ
エーションデータベース)内の行を特定する整数値。

セキュリティーポリ
シーデータベース
(SPD)

パケットにどのレベルの保護を適用するかを指定するデータベース。SPDは、IPトラ
フィックをフィルタして、パケットを破棄すべきか、検証済みとして通過させるべき
か、IPsecで保護すべきかを決めます。

セレクタ ネットワークストリームからトラフィックを選択するために、特定クラスのパケットに
適用される条件を具体的に定義する要素。セレクタは、IPQoS構成ファイル内のフィル
タ句に定義します。

専用アドレス インターネット経由で経路制御ができない IPアドレス。プライベートアドレスは、イン
ターネット接続を必要としない社内ネットワークのホストで使用できます。このような
アドレスはAddress Allocation for Private Internets (http://www.ietf.org/rfc/
rfc1918.txt?number=1918)で定義され、しばしば "1918"アドレスと呼ばれます。

双方向トンネル 双方向にデータグラムを送信するトンネル。

待機 グループ内のほかの物理インタフェースに障害が発生するまでデータの伝送には使用さ
れない物理インタフェース。

対称鍵暗号化 メッセージの送信側と受信側が 1つの共通鍵を共有する暗号化システム。この共通鍵
は、メッセージを暗号化および復号化するために使用されます。対称鍵は、IPsecでの大
量データ転送の暗号化に使用します。対称鍵システムの一例としてDESがあります。

データグラム 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。

ストリーム制御転送プロトコル
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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からの Sunプラットフォームのす
べてが、DRをサポートしているわけではありません。Oracleからの Sunプラット
フォームの一部は、NICなど特定のタイプのハードウェアのDRのみをサポートする場
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。

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構
成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。

ビジターリスト 外来エージェントに移動するモバイルノードの一覧。

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アルゴリズムは、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。

非対称鍵暗号化
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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。

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。

ファイアウォール
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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。

リンク -ローカル・ア
ドレス

IPv6では、自動アドレス構成などのために、単一リンク上でアドレスを指定するために
使用することを表します。デフォルトでは、リンク -ローカル・アドレスはシステムの
MACアドレスから作成されます。

リンク層 IPv4/IPv6のすぐ下の層。

ルーター 複数のインタフェースを通常もち、経路制御プロトコルを実行し、パケットを転送する
システム。システムが PPPリンクのエンドポイントである場合は、ルーターとしてのイ
ンタフェースを 1つだけもつようなシステムを構成できます。

ルーター広告 ルーターが、各種のリンクパラメータおよびインターネットパラメータと共に、その存
在を定期的にあるいはルーター要請メッセージに応じて通知すること。

ルーター発見 ホストが、接続されているリンク上にあるルーターを特定すること。

ルーター要請 ホストがルーターに対し、次に予定されている時刻ではなく、ただちにルーター広告
メッセージを送信するように要求すること。

ルーター要請
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ローカル使用アドレス ローカルの経路制御可能な範囲だけを対象とするユニキャストアドレス (サブネット内
またはネットワーク内)。また、ローカルまたはグローバルな一意の範囲を対象とする
こともできます。

ローカル使用アドレス
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VLANデバイスのサポート, 501
エラーメッセージ, 482
関連するRFC, 417
機能, 416
構成計画, 431
構成ファイル, 453, 506

action文の構文, 508
class句, 457
filter句, 458
IPQoSモジュールの一覧, 508
構文, 506
冒頭の action文, 507

IPQoS,構成ファイル (続き)
冒頭の action文, 456
マーカー action文, 460

構成例, 448–450
サポートするネットワークトポロジ, 432, 433,

434
サポート対象のネットワークトポロジ, 434
統計情報の生成, 490
トラフィック管理機能, 419, 420
ネットワーク例, 453
マニュアルページ, 417
メッセージのログ記録, 481

ipqosconf, 453
ipqosconfコマンド
現行の構成の表示, 481
構成の適用, 480, 481
コマンドオプション, 510

IPQoS構成ファイルの例,カラーアウェアネスセ
グメント, 497

IPQoSのエラーメッセージ, 482
IPQoSの統計,グローバル統計の有効化, 457
IPQoSのネットワークトポロジ,構成例, 448
IPsec

/etc/hostsファイル, 235
in.ikedデーモン, 222
ipsecalgsコマンド, 224, 258
ipsecconfコマンド, 225, 256
ipsecinit.confファイル

LANのバイパス, 244
Webサーバーの保護, 238
構成, 236
説明, 256–258
ポリシーファイル, 225

ipseckeyコマンド, 222, 259–260
IPv4 VPNと, 243–247
NAT, 229–230
RBACと, 233
RFC, 217
routeコマンド, 246
SAの手動作成, 247–249
SCTPプロトコル, 230
SCTPプロトコルと, 234
SMFからのサービス, 255–256
SMFを使用した管理, 251–252
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IPsec (続き)
snoopコマンド, 261
Trusted Extensionsのラベルと, 234
VPNの保護, 240–247
アウトバウンドパケットプロセス, 218
アクティブ化, 231
アルゴリズムのソース, 258
暗号化アルゴリズム, 225
暗号化フレームワーク, 258
インバウンドパケットプロセス, 218
概要, 215
鍵管理, 221–222
仮想プライベートネットワーク (VPN), 228,

243–247
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 222–225
キーイングユーティリティー

IKE, 264
ipseckeyコマンド, 259–260

構成, 225, 256
構成ファイル, 231–232
コマンド、リスト, 231–232
コンポーネント, 216
サービス

ipsecalgs, 232
manual-key, 232
policy, 231

サービス、リスト, 231–232
実装, 234
省略, 225, 238
セキュリティーアソシエーション (SA), 216,

221–222
セキュリティーアソシエーション (SA)の追
加, 236, 245

セキュリティーアソシエーションデータベース
(SADB), 216, 259

セキュリティー機構, 216
セキュリティー上の役割, 249–251
セキュリティーパラメータインデックス

(SPI), 221–222
セキュリティープロトコル, 216, 221–222
セキュリティー保護されたリモートログインに

sshを使用, 237

IPsec (続き)
セキュリティーポリシーデータベース

(SPD), 216, 218, 256
ゾーン, 230, 233
データのカプセル化, 223
トラフィックの保護, 235–237
トランスポートモード, 226–228
トンネル, 228
トンネルモード, 226–228
認証アルゴリズム, 224
パケット保護の確認, 253–254
保護

VPN, 243–247
Webサーバー, 237–239
移動体システム, 294–300
パケット, 215

保護機構, 222–225
保護ポリシー, 225
ポリシーコマンド

ipsecconf, 256
ポリシーの設定
一時的に, 256
永続的に, 256–258

ポリシーの表示, 239
ポリシーファイル, 256–258
ユーティリティーの拡張

snoopコマンド, 261
用語, 217–218
ラベル付きパケットと, 234
リモートログインの保護, 235
論理ドメイン, 231

ipsecalgsサービス,説明, 255
ipsecconfコマンド

IPsecポリシーの構成, 256
IPsecポリシーの表示, 237–239, 239, 256–258
セキュリティーについて, 257–258
説明, 231
トンネルの設定, 226
目的, 225

ipsecinit.confファイル
LANのバイパス, 244
Webサーバーの保護, 238
構文の確認, 236
構文の検証, 245
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ipsecinit.confファイル (続き)
サンプル, 257
セキュリティーについて, 257–258
説明, 231
場所と有効範囲, 230
目的, 225

ipseckeysファイル
IPsec鍵の格納, 232
構文の検証, 249

ipseckeyコマンド
セキュリティーについて, 260
説明, 232, 259–260
目的, 222

IPsecによるトラフィックの保護 (タスク
マップ), 234

IPsecポリシー,トンネル構文の例, 240–241
IPv4トンネル,「トンネル、タイプ」を参照
IPv4ネットワーク,構成ファイル, 145
IPv6

ATMサポート, 174
DNS AAAAレコード, 90
DNSサポートの準備, 40–41
in.ndpdデーモン, 162
in.ndpdのステータスのチェック, 140
in.ripngdデーモン, 163
IPv4との比較, 170–172
IPv6の一般的な問題の障害追跡, 141–143
IPフィルタ, 323–324
nslookupコマンド, 91
アドレス指定計画, 37–38
アドレス自動構成, 162, 166
一時アドレスの構成, 83–85
近傍検索プロトコル, 165–172
近傍不到達検出, 171
近傍要請, 166
近傍要請と不到達, 168
経路制御, 172
ステートレスアドレス自動構成, 167, 168
セキュリティーについて, 42
追加

DNSサポート, 89
デフォルトアドレス選択ポリシーテーブ
ル, 158

トラフィックの監視, 110

IPv6 (続き)
プロトコルの概要, 166
マルチキャストアドレス, 171
有効にする、サーバー上で, 88–89
リダイレクト, 166, 171
リンクローカルアドレス, 168, 171
ルーター広告, 166, 167, 170, 173
ルーター発見, 162, 170
ルーター要請, 166, 167

IPv6アドレス,一意性, 168
IPv6トンネル,「トンネル、タイプ」を参照
IPアドレス

CIDR表記, 27
アドレススキームの設計, 27
ネットワーククラス
ネットワーク番号の管理, 27

IPインタフェース
トンネル上で構成, 129
トンネル上での構成, 125, 132

IPセキュリティーアーキテクチャー,「IPsec」を
参照

IPデータグラム, IPsecによる保護, 215
IP転送, IPv4 VPNでの, 244
IPトンネル,「トンネル」を参照
IPの転送, VPN, 228
IPフィルタ

/etc/ipf/ipf.confファイル, 352–353
/etc/ipf/ipf6.confファイル, 323–324
/etc/ipf/ipnat.confファイル, 352–353
/etc/ipf/ippool.confファイル, 352–353
ipadmコマンド, 315
ipf.confファイル, 316–319
ipf6.confファイル, 323–324
ipfstatコマンド

-6オプション, 323–324
ipfコマンド, 327–328

-6オプション, 323–324
ipmonコマンド

IPv6, 323–324
IPMPでの, 315
ipnat.confファイル, 320–321
ipnatコマンド, 327–328
ippool.confファイル, 321–322
ippoolコマンド, 343
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IPフィルタ, ippoolコマンド (続き)
IPv6, 323–324

IPv6, 323–324
NAT, 320–321
NAT規則
参照, 341
追加, 342

アドレスプール, 321–322
削除, 343–344
参照, 343
追加, 344

オープンソース, 312
概要, 311–312
規則セット, 316–322
アクティブ, 333–334
アクティブでないセットへの追加, 338
アクティブでないものの削除, 340
アクティブなセットへの追加, 337
切り替え, 338–339
削除, 336
非アクティブ, 334
別のもののアクティブ化, 334–336

構成ファイルの作成, 352–353
構成ファイルの例, 316
再有効化, 327–328
削除

NAT規則, 341–342
作成
ログファイル, 348–349

参照
NAT統計, 347
アドレスプール統計, 347–348
状態テーブル, 345–346
状態統計, 346–347
ログファイル, 349–350

使用するためのガイドライン, 315
パケットフィルタリングの概要, 316–319
パケットフィルタリングの規則セットの管
理, 333–340

パケットフィルタリングフック, 322–323,
326–327

非アクティブ化, 331
NAT, 330–331

ループバックフィルタリング, 328–329

IPフィルタ (続き)
ロギングされたパケットをファイルに保
存, 351–352

ログファイルの消去, 350–351
IPフィルタの非アクティブ化, 331
IPプロトコル
統計の表示, 95
ホストの接続性のチェック, 102, 103

K
-kcオプション

ikecert certlocalコマンド, 283, 307
kstatコマンド, IPQoSでの使用, 490
-ksオプション

ikecert certlocalコマンド, 278, 307

L
ldap-listキーワード, IKE構成ファイル, 293
log file, IPフィルタでの消去, 350–351
-lオプション

ikecert certdbコマンド, 280
-Lオプション, ipsecconfコマンド, 239
-lオプション

ipsecconfコマンド, 239

M
MACアドレス, 191
manual-keyサービス
使用, 249
説明, 222, 255

-mオプション, ikecert certlocalコマンド, 278

N
name-service/switch SMFサービス, 147
NAT

IPsecと IKEの使用, 297–298, 299–300
IPsecの制限, 229–230
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NAT (続き)
NAT規則
参照, 341
追加, 342

NAT規則の削除, 341–342
概要, 320–321
規則の構成, 320–321
統計の参照, 347
非アクティブ化, 330–331

ndpd.confファイル
6to4通知, 132
一時アドレスの構成, 84

ndpd.confファイル
インタフェース構成変数, 154
キーワードリスト, 154–157

ndpd.confファイル
作成、IPv6ルーター上で, 81

ndpd.confファイル
接頭辞構成変数, 156

netmasksデータベース,サブネットの追加, 54
netstatコマンド

-aオプション, 98
-fオプション, 98
inet6オプション, 98
inetオプション, 98
IPv6拡張, 160
-rオプション, 101–102
既知のルートのステータスの表示, 101–102
構文, 95
説明, 95
ソフトウェアチェックの実行, 140
プロトコル別の統計の表示, 95

/network/dhcp/relay SMFサービス,説明, 212
/network/dhcp-server SMFサービス,説明, 212
/network/dhcp/server SMFサービス,説明, 212
/network/dns/client SMFサービス, DHCPに
よって使用, 212

Network IPsec Management権利プロファイル, 250
Network Management権利プロファイル, 250
Network Security権利プロファイル, 249–251
NIS,ネームサービスとして選択, 31
nis/tdomain SMFサービス,ローカルファイル
モード構成, 54

nslookupコマンド, 174

nslookupコマンド (続き)
IPv6, 91

O
omshellコマンド,説明, 210
/opt/SUNWconn/lib/libpkcs11.soエントリ,

ike/configファイル内の, 307

P
params句

flowacct actionでの使用, 463
グローバル統計の定義, 456, 510
構文, 509
マーカー actionでの使用, 460
メータリング actionでの, 474

Perfect Forward Secrecy (PFS)
IKE, 264
説明, 264

PF_KEYソケットインタフェース
IPsec, 221, 231

PFS,「Perfect Forward Secrecy (PFS)」を参照
pingコマンド, 103

IPv6用の拡張, 161
-sオプション, 102
構文, 102
実行, 103
説明, 102

PKCS #11ライブラリ, ike/configファイル内
の, 307

pkcs11_pathキーワード
説明, 307
使用, 288

pntadmコマンド,説明, 210
policyサービス
使用, 236, 245
説明, 255

PPPリンク
障害追跡
パケットフロー, 107

proxyキーワード, IKE構成ファイル, 293
publickeysデータベース, 309
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Q
QoSポリシー, 418
計画タスクマップ, 436
実装、IPQoS構成ファイル, 451
フィルタの作成, 440
ポリシー組織のテンプレート, 435

-qオプション, in.routedデーモン, 150

R
RARPプロトコル, Ethernetアドレスの
チェック, 140

RBAC, IPsecと, 233
RDISC,説明, 150
RFC (Request for Comment), IPQoS, 417
RFC (Requests for Comments)

IKE, 217
IPsec, 217

routeadmコマンド
IPv6ルーターの構成, 80
IP転送, 244

routeコマンド
inet6オプション, 161
IPsec, 246

RSA暗号化アルゴリズム, 308

S
Sun Crypto Accelerator 6000ボード, IKEで使
用, 301–302

SCTPプロトコル
IPsecと, 234
IPsecの制限事項, 230
SCTP対応のサービスの追加, 72–75
ステータスの表示, 97
統計の表示, 95

servicesデータベース,更新、SCTPの場合, 73
SMFサービス, DHCPによって使用, 212
snoopコマンド

DHCPおよび, 210
ip6プロトコルキーワード, 161
IPv6トラフィックの監視, 110
IPv6用の拡張, 161

snoopコマンド (続き)
IP層でのパケットのチェック, 110–113
サーバーとクライアント間のパケットの
チェック, 109–110

パケットの内容の表示, 108
パケットフローのチェック, 107
パケット保護の確認, 253–254
保護されたパケットの表示, 261

syslog.confファイルのログ記録, IPQoSの, 481
/system/name-service/switch SMFサービス,

DHCPによって使用, 212
-Sオプション

ikecert certlocalコマンド, 278
in.routedデーモン, 150

-sオプション, pingコマンド, 103

T
TCP/IPネットワーク

ESPでの保護, 223
構成

name-service/switch SMFサービス, 147
標準TCP/IPサービス, 71

障害追跡, 110
netstatコマンド, 95
pingコマンド, 102, 103
一般的な方法, 139
サードパーティーの診断プログラム, 139
ソフトウェアチェック, 140
パケットの消失, 102
パケットの内容の表示, 108
パケットロス, 103

TCP/IPプロトコル群
統計の表示, 95
標準サービス, 71

TCPプロトコル,統計の表示, 95
TCPラッパー、有効化, 75
/tftpbootディレクトリ作成, 55
tokenmtメーター, 423
カラーアウェアとして構成, 423
カラーアウェアネス構成, 497
シングルレートメーターとして構成, 497
速度の計測, 496
速度パラメータ, 497
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tokenmtメーター (続き)
ツーレートメーターとして構成, 497

tracerouteコマンド
IPv6用の拡張, 162
定義, 106–107
ルートのトレース, 107

Triple-DES暗号化アルゴリズム, IPsecおよび, 225
Trusted Extensions, IPsecと, 234
tswtclmtメーター, 423, 498
速度の計測, 498

tunnelキーワード
IPsecポリシー, 226, 241, 244

-Tオプション
ikecert certlocalコマンド, 278

-tオプション
ikecert certlocalコマンド, 278

-Tオプション
ikecertコマンド, 288, 308

-tオプション
ikecertコマンド, 308
inetdデーモン, 71

U
UDPプロトコル,統計の表示, 95
URI (Uniform Resource Indicator), CRLにアクセス
するための, 291

use_httpキーワード, IKE構成ファイル, 292
/usr/lib/inet/dhcpdデーモン,説明, 209
/usr/lib/inet/dhcrelayコマンド,説明, 209
/usr/lib/inet/in.dhcpdデーモン,説明, 209
/usr/sadm/admin/bin/dhcpmgrコマンド,説明, 210
/usr/sbin/6to4relayコマンド, 133
/usr/sbin/dhcpagentコマンド,説明, 210
/usr/sbin/dhcpconfigコマンド,説明, 210
/usr/sbin/dhcpinfoコマンド,説明, 210
/usr/sbin/dhtadmコマンド,説明, 210
/usr/sbin/in.rdiscプログラム,説明, 150
/usr/sbin/in.routedデーモン
省スペースモード, 150
説明, 150

/usr/sbin/inetdデーモン
inetdのステータスのチェック, 140
起動されるサービス, 71

/usr/sbin/ipdamコマンド, DHCPおよび, 210
/usr/sbin/omshellコマンド,説明, 210
/usr/sbin/pingコマンド, 103
構文, 102
実行, 103
説明, 102

/usr/sbin/pntadmコマンド,説明, 210
/usr/sbin/snoopコマンド, DHCPおよび, 210

V
/var/inet/ndpd_state.interfaceファイル, 162
VPN,「仮想プライベートネットワーク

(VPN)」を参照
-Vオプション, snoopコマンド, 261

W
Webサーバー

IPQoSの構成, 455, 465
IPQoS用の構成, 454, 464
IPsecによる保護, 237–239

あ
アイデンティティーアソシエーション, 192
アクティブな規則セット,「IPフィルタ」を参照
新しい機能

IPv6の一時アドレス, 83–85
デフォルトアドレス選択, 114–116
リンクローカルアドレスの手動構成, 86–88

アドレス
一時、IPv6の, 83–85
デフォルトアドレス選択, 114–116

アドレス解決プロトコル (ARP),近傍検索プロトコ
ルとの比較, 170–172

アドレス自動構成
IPv6, 162, 166

アドレスプール
概要, 321–322
構成, 321–322
削除, 343–344
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アドレスプール (続き)
参照, 343
追加, 344
統計の参照, 347–348

アプリケーションサーバー, IPQoS用の構成, 467
暗号,「暗号化アルゴリズム」を参照
暗号化アルゴリズム

IKE事前共有鍵, 269–271
IPsec

3DES, 225
AES, 225
Blowfish, 225
DES, 225

暗号化フレームワーク, IPsec, 258

い
一時アドレス、IPv6の
構成, 83–85
定義, 83–85

一覧,アルゴリズム (IPsec), 224
一覧表示

CRL (IPsec), 292
証明書 (IPsec), 280
トークン ID (IPsec), 301
ハードウェア (IPsec), 301

移動体システム用の IKEの構成 (タスク
マップ), 293

インターネットセキュリティーアソシエーション
と鍵管理プロトコル (ISAKMP) SA,説明, 265

インタフェース
永続的構成の作成, 50
構成
一時アドレス, 83–85
手動、IPv6用, 78–79
データリンク経由で, 48

パケットのチェック, 108
インタフェース ID,手動構成したトークンの使
用, 88

インバウンド負荷分散, 170

う
失われたパケット, 102

え
永続的リンク構成,作成, 50
エニーキャスト, 6to4リレールーター, 133
エニーキャストアドレス, 133

お
置き換える,事前共有鍵 (IKE), 274
オプション要求, 193

か
鍵

ike.privatekeysデータベース, 309
ike/publickeysデータベース, 309
IPsecの管理, 221–222
格納 (IKE)
非公開, 307

事前共有 (IKE), 265
自動管理, 264

鍵管理
IKE, 264
ikeサービス, 222
IPsec, 221–222
manual-keyサービス, 222
自動, 264
手動, 259–260
ゾーン, 233

鍵ストア名,「トークン ID」を参照
鍵の格納

IPsec SA, 232
ISAKMP SA, 306
ソフトトーク, 307
ソフトトークン鍵ストア, 302
メタスロットのトークン ID, 302

確認
ipsecinit.confファイル
構文, 236
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確認 (続き)
パケットの保護, 253–254

格納
IKE鍵をディスクに, 284, 308, 309
IKE鍵をハードウェアで, 301–302

仮想 LAN (VLAN)デバイス, IPQoSネットワーク上
の, 501

仮想プライベートネットワーク (VPN)
IPsecで構築, 228
IPsecによる保護, 243–247
IPv4の例, 243–247
routeadmコマンドでの構成, 244
routeadmコマンドによる構成, 244

カプセル化されたセキュリティーペイロード
(ESP), IPパケットの保護, 215

カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)
IPsecの保護機構, 222–225
セキュリティー上の考慮事項, 223
説明, 223–224

カラーアウェアネス, 423, 497
完全優先転送 (EF), 427, 500
定義、IPQoS構成ファイル, 461

管理モデル, 191

き
キー

IPsec SA向けの作成, 247–249
格納 (IKE)
公開鍵, 308
証明書, 308

手動管理, 259–260
キーイングユーティリティー

ikeサービス, 222
ipseckeyコマンド, 222
manual-keyサービス, 222

キーユーティリティー, IKEプロトコル, 263
規則セット
「IPフィルタ」を参照
NAT, 320–321
パケットフィルタリング, 316–322
非アクティブ
「IPフィルタ」も参照

逆ゾーンファイル, 89

境界ルーター、6to4サイトにおける, 121
近傍検索プロトコル

ARPとの比較, 170–172
アドレス自動構成, 166
主な機能, 165–172
近傍要請, 168
接頭辞検索, 167
ルーター発見, 167

近傍検出プロトコル,重複アドレス検出アルゴリ
ズム, 169

近傍不到達検出
IPv6, 168, 171

近傍要請, IPv6, 166

く
クライアント ID, 191
クライアントの構成, 191
クラシファイアモジュール, 421

action文, 456
クラシファイアの機能, 494

クラス, 421
class句の構文, 509
セレクタ、リスト, 494
定義, IPQoS構成ファイルでの, 465, 469

クラスA、B、およびCのネットワーク番号, 27
クラス句、IPQoS構成ファイルの, 509

け
計算,ハードウェアによる IKEの高速化, 301–302
経路制御

IPv6, 172
ゲートウェイ, 60
静的経路制御, 60
静的構成, 65
単一インタフェースホストの, 65
動的経路制御, 60

経路制御情報プロトコル (RIP),説明, 150
経路制御テーブル, 60

in.routedデーモンの作成, 150
手動構成, 61
省スペースモード, 150
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経路制御テーブル (続き)
すべてのルートのトレース, 107
表示, 139

経路制御プロトコル
RDISC
説明, 150

RIP
説明, 150

関連する経路制御デーモン, 150–151
説明, 149, 150

ゲートウェイ、ネットワークトポロジの, 60
検証

ipsecinit.confファイル
構文, 245

ipseckeysファイル
構文, 249

権利プロファイル
Network IPsec Management, 250
Network Management, 250

こ
公開鍵,格納 (IKE), 308
公開鍵証明書,「証明書」を参照
公開鍵証明書による IKEの構成 (タスク
マップ), 276

更新,事前共有鍵 (IKE), 274
構成

CAからの証明書による IKE, 282–287
DHCPクライアント, 189
IKE, 271
ike/configファイル, 305
IPsec, 256
ipsecinit.confファイル, 256–258
IPsecで保護されたVPN, 243–247
IPv6対応ルーター, 80
NAT規則, 320–321
TCP/IP構成ファイル, 145
TCP/IPネットワーク

name-service/switch SMFサービス, 147
標準TCP/IPサービス, 71

VPN、トンネルモードの IPsec, 243–247
アドレスプール, 321–322
移動体システムによる IKE, 294–300

構成 (続き)
インタフェースを手動で、IPv6用, 78–79
公開鍵証明書による IKE, 276, 277–282
自己署名付き証明書による IKE, 277–282
トンネル
「トンネル」を参照

ネットワークセキュリティー、役割, 249–251
ハードウェア上で証明書による IKE, 287–291
パケットフィルタリング規則, 316–319
ルーター, 57, 149
概要, 57

構成ファイル
IPv6

/etc/inet/ipaddrsel.confファイル, 157
/etc/inet/ndpd.confファイル, 154–157, 156

IPフィルタの例, 316
IPフィルタ用に作成, 352–353

高速化, IKE計算, 301
コマンド

IKE, 306–309
ikeadmコマンド, 267, 304, 305–306
ikecertコマンド, 267, 304, 306
in.ikedデーモン, 304

IPsec
in.ikedコマンド, 222
ipsecalgsコマンド, 224, 258
ipsecconfコマンド, 231, 256
ipseckeyコマンド, 232, 259–260
snoopコマンド, 261
セキュリティーについて, 260
リスト, 231–232

さ
サーバー, DHCPv6, 190
サーバー、IPv6

IPv6を有効にする, 88–89
計画タスク, 37

サービス管理機能 (SMF)
IKEサービス

ikeサービス, 222, 267
更新, 249
構成可能なプロパティー, 303
再起動, 236
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サービス管理機能 (SMF), IKEサービス (続き)
使用可能にする, 297, 304
説明, 303–304
有効化, 236

IKEの管理に使用, 251–252
IPsecサービス, 255–256

ipsecalgsサービス, 258
manual-keyサービス, 259
manual-keyの使用, 249
manual-keyの説明, 222
policyサービス, 231
リスト, 231–232

IPsecの管理に使用, 251–252
サービスクラス,「クラス」を参照
サービス品質 (QoS)

QoSポリシー, 418
タスク, 415

サービスレベル契約 (SLA), 418
顧客への課金,フローアカウンティングに基づ
く, 488

サービスクラス, 421
さまざまなサービスクラスの提供, 420

最大転送単位 (MTU), 171
サイト接頭辞、IPv6
取得方法, 37
通知、ルーターで, 81

作成
IPsec SA, 236, 247–249
ipsecinit.confファイル, 236
自己署名付き証明書 (IKE), 278
証明書要求, 283
セキュリティー関連の役割, 249–251

サブネット, 32
IPv4
ネットマスクの構成, 54

IPv4ネットワークへの追加, 68–71
IPv6

6to4トポロジと, 121
番号付けの提案, 38–39

差別化サービス, 415
差別化サービスモデル, 421
さまざまなサービスクラスの提供, 420
ネットワークトポロジ, 432

参照, IPsecポリシー, 239

サンプル IPQoS構成ファイル
VLANデバイスの構成, 502
アプリケーションサーバー, 467
プレミアムWebサーバー, 454
ベストエフォート型のサーバー, 455

し
システム,通信の保護, 235–237
事前共有鍵 (IKE)
置き換える, 274
格納, 306
説明, 265
タスクマップ, 271
フェーズ 1アルゴリズムおよびグループの表
示, 269–271

事前共有鍵による IKEの構成 (タスクマップ), 271
事前共有キー (IPsec),作成, 247–249
重複アドレス検出,アルゴリズム, 169
障害追跡

IKEペイロード, 287
IPv6の問題, 141–143
PPPリンクのチェック
パケットフロー, 107

TCP/IPネットワーク
in.ndpd活動のトレース, 105–106
in.routed活動のトレース, 104–105
IP層でのパケット転送の監視, 110–113
netstatコマンドによるネットワークのス
テータスの監視, 95

pingコマンド, 103
pingコマンドによるリモートホストの検
証, 102

snoopコマンドによるパケット転送の監
視, 107

tracerouteコマンド, 106–107
一般的な方法, 139
インタフェースからの転送の表示, 98
既知のルートのステータスの表示, 101–102
クライアントとサーバー間のパケットの
チェック, 110

サードパーティーの診断プログラム, 139
ソフトウェアチェック, 140
転送プロトコルのステータスの取得, 96–97
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障害追跡, TCP/IPネットワーク (続き)
パケットの消失, 102
パケットロス, 103
プロトコル別の統計の取得, 95–96

消去,「削除」を参照
省スペースモード, in.routedデーモンオプ
ション, 150

状態テーブル,参照, 345–346
状態統計,参照, 346–347
証明書

CAからの, 284
CAからハードウェアで, 291
CRLの無視, 286
IKE, 266
ike/configファイル内, 289
一覧表示, 280
格納

IKE, 308
コンピュータに, 277
ハードウェア上に, 301

自己署名付きの作成 (IKE), 278
説明, 284
データベースへの追加, 284
要求

CAから, 283
ハードウェアで, 288

証明書失効リスト,「CRL」を参照
証明書の要求,使用, 308
証明書要求

CAから, 283
ハードウェアで, 288

省略, IPsecポリシー, 225
自律システム (AS),「ネットワークトポロジ」を
参照

新機能
DHCPイベントスクリプト, 206–208
inetconvコマンド, 56
routeadmコマンド, 80
SCTPプロトコル, 72–75
サービス管理機能 (SMF), 56
論理インタフェース上のDHCP, 201–202

す
ステートレスアドレス自動構成, 167
スロット,ハードウェア内, 309

せ
静的経路制御
構成例, 62–63
最適な使用対象, 61
静的ルートの追加, 61–63
ホストでの手動構成, 65

セキュリティー
IKE, 304
IPsec, 215

セキュリティーアソシエーション (SA)
IKE, 304
IPsec, 221–222, 236, 245
IPsecデータベース, 259
IPsecの追加, 236, 245
ISAKMP, 264
手動作成, 247–249
定義, 216
乱数発生, 265

セキュリティーアソシエーションデータベース
(SADB), 259
IPsec, 216

セキュリティー上の考慮事項
6to4リレールーターの問題, 142–143
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 223
セキュリティープロトコル, 223
認証ヘッダー (AH), 223

セキュリティー上の考慮点
構成

IPsec, 235
セキュリティーについて

ipsecconfコマンド, 257–258
ipsecinit.confファイル, 257–258
ipseckeysファイル, 249
ipseckeyコマンド, 260
IPv6が有効なネットワーク, 42
事前共有鍵, 266
ラッチされたソケット, 257
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セキュリティーの考慮事項, ike/configファイ
ル, 305

セキュリティーパラメータインデックス (SPI),説
明, 221–222

セキュリティープロトコル
IPsecの保護機構, 222
概要, 216
カプセル化セキュリティーペイロード

(ESP), 223–224
セキュリティー上の考慮事項, 223
認証ヘッダー (AH), 222–223

セキュリティーポリシー
ike/configファイル (IKE), 232
IPsec, 225
ipsecinit.confファイル (IPsec), 256–258

セキュリティーポリシーデータベース (SPD)
IPsec, 216, 218
構成, 256

接頭辞
ルーター広告, 167, 170, 173

セレクタ, 422
IPQoS 5タプル, 421
計画, QoSポリシーでの, 440
セレクタ、リスト, 494

そ
相対的優先転送 (AF), 427, 500

AFコードポイント表, 500
マーカー action文での使用, 461

ゾーン
IPsec, 230, 233
鍵管理, 233

ゾーンファイル, 89
ソケット

IPsecのセキュリティー, 257
netstatによるソケットのステータスの表
示, 98

ソフトトークン鍵ストア
メタスロットでの鍵の格納, 302, 307

た
帯域幅の調整, 419
計画, QoSポリシーでの, 439

タスクマップ
IKEの構成 (タスクマップ), 271
IPQoS

QoSポリシー計画, 436
構成計画, 431
構成ファイルの作成, 451
フローアカウンティングの設定, 487

IPsecによるトラフィックの保護 (タスク
マップ), 234

IPv6
計画, 33–34

移動体システム用の IKEの構成 (タスク
マップ), 293

公開鍵証明書による IKEの構成 (タスク
マップ), 276

事前共有鍵による IKEの構成 (タスク
マップ), 271

ネットワーク管理タスク, 94

つ
追加

CAからの証明書 (IKE), 282–287
IPsec SA, 236, 247–249
公開鍵証明書 (IKE), 282–287
自己署名付き証明書 (IKE), 278
事前共有鍵 (IKE), 274–276
手動、キー (IPsec), 247–249

次のホップ, 171

て
ディレクトリ

/etc/inet, 267
/etc/inet/ike, 267
/etc/inet/publickeys, 308
/etc/inet/secret, 267
/etc/inet/secret/ike.privatekeys, 307
公開鍵 (IKE), 308
事前共有鍵 (IKE), 306
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ディレクトリ (続き)
証明書 (IKE), 308
非公開鍵 (IKE), 307

ディレクトリ名 (DN), CRLにアクセスするため
の, 291

データグラム, IP, 215
データベース

IKE, 306–309
ike/crlsデータベース, 308, 309
ike.privatekeysデータベース, 307, 309
ike/publickeysデータベース, 308, 309
セキュリティーアソシエーションデータベース

(SADB), 259
セキュリティーポリシーデータベース

(SPD), 216
データリンク, IPインタフェースのリンク経由で
の構成, 48

デーモン
in.ikedデーモン, 264, 267, 304
in.ndpdデーモン, 162
in.ripngdデーモン, 80, 163
inetdインターネットサービス, 147

デジタル署名
DSA, 308
RSA, 308

デフォルトアドレス選択, 158–159
IPv6アドレス選択ポリシーテーブル, 114–115
定義, 114–116

デフォルトルーター,定義, 47

と
統計
パケット転送 (ping), 102, 103
プロトコル別 (netstat), 95

統計情報, IPQoSの
クラスの統計取得の有効化, 509
生成, kstatコマンドによる, 490

統計情報、IPQoSの,グローバル統計取得の有効
化, 509

動的経路制御,最適な使用対象, 61
登録,ネットワーク, 29
トークン ID,ハードウェア内, 309
トークン引数, ikecertコマンド, 307

ドメインネームシステム (DNS)
IPv6用の拡張, 174
逆ゾーンファイル, 89
ゾーンファイル, 89
ネームサービスとして選択, 31

ドメイン名
nis/domain SMFサービス, 54, 55
選択, 31

トラフィック管理
帯域幅の調整, 419
トラフィック転送, 426, 427, 428
トラフィックフローの優先順位付け, 420
ネットワークトポロジの計画, 433
フロー制御, 422

トラフィック適合
計画

QoSポリシーでの速度, 443
QoSポリシーの結果, 444

結果 (outcome), 423, 496
速度パラメータ, 496, 497
定義, 474

トラフィック転送
Diffservネットワークを介したトラフィックフ
ロー, 427

IPパケットの転送, DSCPを使用した, 426
データグラムの転送, 501
パケット転送での PHBの影響, 499

トラフィックの転送,計画、QoSポリシー, 439
トランスポート層

TCP/IP
SCTPプロトコル, 72–75

転送プロトコルのステータスの取得, 96–97
トランスポートモード

AHによるデータの保護, 227
ESPで保護されたデータ, 227
IPsec, 226–228

トンネル, 117–138
6to4トンネル, 119
トポロジ, 120
パケットフロー, 122, 123

6to4トンネルの構成, 132
dladmコマンド

create-iptun, 127–131
delete-iptun, 138
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トンネル, dladmコマンド (続き)
modify-iptun, 135–136
show-iptun, 136–137
トンネルを構成するためのサブコマン
ド, 126

dladmコマンドによる構成, 126–138
encaplimit, 128
hoplimit, 128
IPsec, 228
IPsecのモード, 226–228
IPv4, 118–119
IPv4 over IPv4トンネルの構成, 130
IPv6, 118–119
IPv6 over IPv4トンネルの構成, 130
IPv6 over IPv6トンネルの構成, 130
IPv6トンネルメカニズム, 118
IPv6の構成

6to4リレールーターとの間の, 133
IPトンネルの削除, 138
VPN
「仮想プライベートネットワーク

(VPN)」を参照
計画、IPv6の, 41
作成するための要件, 124–125
タイプ, 118

6to4, 118
IPv4, 118
IPv4 over IPv4, 118
IPv4 over IPv6, 118
IPv6, 118
IPv6 over IPv4, 118
IPv6 over IPv6, 118

トポロジ、6to4リレールーターへ, 123
トランスポートモード, 226
トンネル着信先アドレス
「トンネル、tdst」を参照

トンネルの構成の変更, 135–136
トンネルの作成および構成, 127–131
トンネルの情報の表示, 136–137
トンネル発信元アドレス
「トンネル、tsrc」を参照

トンネルモード, 226
配備, 124–125
パケットのカプセル化, 118

トンネル (続き)
パケットの保護, 228
必要な IPインタフェース, 125
ローカルおよびリモートのアドレス, 135

トンネルモード
IPsec, 226–228
内側の IPパケット全体の保護, 227

な
名前/名前付け
ノード名
ローカルホスト, 54

に
認証アルゴリズム

IKE事前共有鍵, 269–271
IKE証明書, 308

認証ヘッダー (AH)
IPsecの保護機構, 222–225
IPデータグラムの保護, 222–223
IPパケットの保護, 215
セキュリティー上の考慮事項, 223

ね
ネームサービス
サービスの選択, 30
データベース検索順の指定, 147
ネットワークデータベースと, 149

ネットワークアドレス変換 (NAT),「NAT」を参照
ネットワーク構成

IPv4ネットワーク構成タスク, 45
IPv6ルーター, 80
構成
サービス, 71

セキュリティーの構成, 213
ネットワーク構成サーバーの設定, 55
ルーター, 57

ネットワーク構成サーバー,設定, 55
ネットワークセキュリティー,構成, 213
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ネットワークデータベース
ethersデータベース
エントリのチェック, 140

hostsデータベース
エントリのチェック, 140

name-service/switch SMFサービス, 147
name-service/switch SMFサービスと, 147
ネームサービス, 149

ネットワークトポロジ,自律システム, 45
ネットワークトポロジ, IPQoSの

IPQoS対応サーバーファームを備えた
LAN, 433

IPQoS対応のファイアウォールを備えた
LAN, 434

IPQoS対応ホストを備えた LAN, 433
ネットワークトポロジ、IPQoSの, 432
ネットワークの管理
ネットワークの設計, 25
ホスト名, 30

ネットワークの計画
IPアドレス指定スキーム, 27
設計上の決定, 25
ネットワークの登録, 29

ネットワークの構成
IPv6対応のマルチホームホスト, 78–79
ホストにおける IPv6の有効化, 82–89

ネットワークの設計
IPアドレス指定スキーム, 27
概要, 25
ドメイン名の選択, 31
ホストの命名, 30

ネットワーク例, IPQoSの, 453

は
ハードウェア

IKE鍵の格納, 301–302
IKE計算の高速化, 301
接続されたものを検出, 301

ハードウェア、IPQoS対応ネットワークの, 432
バイパス, LAN上の IPsec, 244
パケット

IP層での監視, 110–113
失われた, 102

パケット (続き)
内容の表示, 108
フローのチェック, 107
保護

IKEによる, 264
IPsecによる, 218, 222–225
アウトバウンドパケット, 218
インバウンドパケット, 218

保護の確認, 253–254
パケット転送ルーター, 47
パケットのフィルタリング
規則セットの切り替え, 338–339
非アクティブ化, 330

パケットフィルタリング
規則セットの管理, 333–340
現在の規則セット更新後の再読込, 334–336
構成, 316–319
削除
アクティブでない規則セット, 340
アクティブな規則セット, 336

追加
アクティブでないセットへの規則, 338
規則をアクティブなセットへ, 337

別の規則セットのアクティブ化, 334–336
パケットフィルタリングフック, 322–323
パケットフロー
トンネルを介して, 122
リレールーター, 123

パケットフロー、IPv6
6to4とネイティブな IPv6, 123
6to4トンネルを介して, 122

ひ
非アクティブ規則セット,「IPフィルタ」を参照
非公開鍵,格納 (IKE), 307
表示

IPsec構成, 256–258
IPsecポリシー, 239
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ふ
ファイル

IKE
crlsディレクトリ, 267, 309
ike/configファイル, 232, 265, 267, 305
ike.presharedファイル, 267, 306
ike.privatekeysディレクトリ, 267, 309
publickeysディレクトリ, 267, 309

IPsec
ipsecinit.confファイル, 231, 256–258
ipseckeysファイル, 232

フィルタ, 422
filter句の構文, 509
計画, QoSポリシーでの, 440
作成, IPQoS構成ファイルでの, 465, 470
セレクタ、リスト, 494

負荷分散
IPQoS対応ネットワーク, 434
IPv6が有効なネットワーク, 170
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