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はじめに

『Oracle Solaris 11.1での IPサービス品質の管理』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複数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系列のプロセッサアーキテ
クチャーを使用するシステムをサポートしています。サポートされるシステムにつ
いては、Oracle Solaris OS: Hardware Compatibility Listsを参照してください。このド
キュメントでは、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。

対象読者
このドキュメントは、Oracle Solarisが動作しており、ネットワークに構成されている
システムを管理する責任がある人を対象としています。このドキュメントを利用す
るにあたっては、UNIXのシステム管理について少なくとも 2年の経験が必要で
す。UNIXシステム管理のトレーニングコースに参加することも役に立ちます。

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。
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表記上の規則
次の表では、このドキュメントで使用される表記上の規則について説明します。

表P–1 表記上の規則

字体 説明 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。

machine_name% you have mail.

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。

machine_name% su

Password:

aabbcc123 プレースホルダ: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。

AaBbCc123 書名、新しい単語、および強調する単語を
示します。

『ユーザーズガイド』の第 6章
を参照してください。

キャッシュは、ローカルに格納
されるコピーです。

ファイルを保存しないでくださ
い。

注:いくつかの強調された項目
は、オンラインでは太字で表示
されます。

コマンド例のシェルプロンプト
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。

表P–2 シェルプロンプト

シェル プロンプト

Bashシェル、Kornシェル、および Bourne
シェル

$

Bashシェル、Kornシェル、および Bourne
シェルのスーパーユーザー

#

Cシェル machine_name%

はじめに
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表 P–2 シェルプロンプト (続き)
シェル プロンプト

Cシェルのスーパーユーザー machine_name#

はじめに
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IPQoSの紹介 (概要)

IPサービス品質 (IPQoS)を使用すると、優先順位付け、管理、およびアカウンティン
グ統計情報の収集を行うことができます。IPQoSによって、ネットワークの
ユーザーに一貫したサービスレベルを提供できます。また、ネットワークの輻輳を
防ぐために、トラフィックを管理することもできます。

この章では、次の内容について説明します。

■ 11ページの「IPQoSの基本」
■ 14ページの「IPQoSによるサービス品質の提供」
■ 15ページの「IPQoSによるネットワーク効率の向上」
■ 17ページの「差別化サービスモデル」
■ 22ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』を参照してください。

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を有効にすると、選択した顧客や選択したアプリケーションにさまざまなレ
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

1第 1 章
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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。

■ 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
■ ネットワークリソース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。

IPQoSの基本
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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

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のドキュメントには、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

IPQoSの基本
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■ 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
■ 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

IPQoSによるサービス品質の提供
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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。
■ 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、31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。

IPQoSによるネットワーク効率の向上
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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。

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。

IPQoSによるネットワーク効率の向上
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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

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、89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

差別化サービスモデル
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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、90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
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、34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、37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。

差別化サービスモデル
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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。

■ tokenmt - 2トークンバケットメータリングスキームを使用
■ tswtclmt -タイムスライディングウィンドウメータリングスキームを使用

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、38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。

差別化サービスモデル
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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、41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。

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

84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、43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。

差別化サービスモデル
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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。

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。

図 1–1 diffservモデルの IPQoS実装を通過するトラフィックフロー

差別化サービスモデル
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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。

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、dlcosmkは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、95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
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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、95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。

PHBの目的は、指定された量のネットワークリソース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 6–2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。

IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送
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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用に構成されていません。

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。

図 1–2 diffserv対応ネットワークのホップ間のパケット転送

IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送
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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。

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。

IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送
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IPQoS対応ネットワークの計画 (タスク)

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。

■ 27ページの「一般的な IPQoSの構成計画 (タスクマップ)」
■ 28ページの「diffservネットワークトポロジの計画」
■ 31ページの「サービス品質ポリシーの計画」
■ 32ページの「QoSポリシーの計画 (タスクマップ)」
■ 44ページの「IPQoSの構成例の紹介」

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』を参照してください。

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。

2第 2 章
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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

28ページの「diffservネット
ワークトポロジの計画」

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

31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

31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対応システムが少なくとも 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上で実行します。一方、ネットワークの
ニーズに応じて、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

diffservネットワークトポロジの計画
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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
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。

図 2–1 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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このガイド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 2–4を参
照してください。

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 2–2 IPQoS対応サーバーファームのネットワーク

diffservネットワークトポロジの計画
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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 2–3 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 2–1 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

33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

34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

37ページの「QoSポリシーにフィルタ
を定義する方法」

サービス品質ポリシーの計画
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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

38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ス
キームを計画する

41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

43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、28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。
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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、18ページの「IPQoSクラス」を参照してください。

次の手順では、33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 2–1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。
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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

優先順位がもっと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もっと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、37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。41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、18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 6–1を参照し
てください。

表 2–2 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
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表 2–2 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、34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、34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。

34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 2–1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、38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、41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、43
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、34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、37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、
19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、37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。

34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

1

2

3

サービス品質ポリシーの計画

Oracle Solaris 11.1での IPサービス品質の管理 • 2012年 10月38



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、 93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、94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、92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、41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、43
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、34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、37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、38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、52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、97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、22ページの「IPQoS対応ネットワークでのトラフィック転送」を参照して
ください。

次の手順の前に、QoSポリシーのクラスとフィルタを定義してあるものとしま
す。トラフィックを制御する場合は、メーターをマーカーと組み合わせて使用しま
すが、転送動作を定義するだけであれば、マーカーを単独で使用できます。

これまでに作成したクラスとそれらに割り当てた優先順位を確認します。
すべてのトラフィッククラスをマークする必要があるとは限りません。

始める前に

1
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もっとも高い優先順位のクラスに EF PHBを割り当てます。
EF PHBは、EF DSCP 46 (101110)を持つパケットが、AF PHBを割り当てたパケットよ
りも先にネットワーク上に送出されることを保証します。このため、もっとも高い
優先順位のトラフィックには EF PHBを使用します。EFについては、96ページ
の「完全優先転送 (Expedited Forwarding、EF) PHB」を参照してください。

トラフィックを計測するクラスに転送動作を割り当てます。

残りのクラスに、すでに割り当てた優先順位に応じたDSコードポイントを割り当て
ます。

ゲームアプリケーション向けQoSポリシー

トラフィックの計測は、一般に次の理由で行います。

■ SLAは、ネットワークの使用率が高いときでも、このクラスのパケットにある程
度のサービスを保証する

■ 低い優先順位のクラスがネットワークをあふれさせる傾向がある

マーカーをメーターと組み合わせて使用すると、これらのクラスに対して差別化
サービスを提供したり帯域幅の管理を行ったりできます。たとえば、次の表はQoS
ポリシーの一部を示しています。このポリシーは、高いトラフィックレベルを生成
する人気のあるゲームアプリケーション向けのクラスを定義します。

クラス 優先順位 フィルタ セレクタ レート 転送動作をどうするか

games_app 9 games_in sport 6080 なし なし

games_app 9 games_out dport 6081 メーター =tokenmt

認定速度 =5000000

認定バースト
=5000000

最大速度 =10000000

最大バースト
=15000000

緑の優先度 =処理続
行

黄の優先度 =黄の
PHBを付加

赤の優先度 =ド
ロップ

緑 =AF31

黄 =AF42

赤 =ドロップ

2

3

4

例2–3
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これらの転送動作では、認定速度に適合しているか、最大速度を下回っている
games_appトラフィックには、低い優先順位のDSCPを割り当てます。games_appト
ラフィックが最大速度を上回ると、QoSポリシーは games_appのパケットをドロップ
するよう指示します。すべてのAFコードポイントについては、表 6–2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、43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、34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、37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、38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、41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、52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

1

2

3
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■ QoSポリシーにさらにクラスを追加するには、34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、37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、38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、41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、
43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、52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
このガイド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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図 2–4 IPQoSのトポロジの例

IPQoSの構成例の紹介
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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。

■ 第 1層 –ネットワーク 10.11.0.0では、Webサービスを提供しています。Goldweb

サーバーは、Goldco社が BigISPから購入したプレミアムサービスの一部である
Webサイトのホストとして動作します。Userwebサーバーは、個人客が購入した
小規模のWebサイトのホストして動作します。Goldwebと Userwebのどちらの
サーバーも IPQoSに対応しています。

■ 第 2層 –ネットワーク 10.12.0.0では、すべての顧客が使用するアプリ
ケーションを提供します。アプリケーションサーバーの 1つである BigAPPSは
IPQoS対応サーバーです。BigAPPSは、SMTP、ニュース、および FTPサービスを
提供します。

■ 第 3層 –ネットワーク 10.13.0.0には、大規模データベースサーバーがいくつか
格納されています。第 3層へのアクセスは datarouterというDiffservルーターに
よって制御されます。

IPQoSの構成例の紹介
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IPQoS構成ファイルの作成 (タスク)

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。

■ 47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)」
■ 49ページの「QoSポリシー作成用のツール」
■ 50ページの「Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成」
■ 63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」
■ 73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、31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。

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』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。
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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

33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

31ページの「サービス品質ポ
リシーの計画」

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

52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

54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

60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

69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

55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

58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

76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

73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」

IPQoS構成ファイル内でのQoSポリシーの定義 (タスクマップ)
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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、76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、31ページの「サービス品質ポリシーの計画」で定義した
QoSポリシーを実行する action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 6–3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
この章のタスクでは、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 2–4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
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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 2–4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 3–1 プレミアムWebサーバー用 IPQoS構成ファイルの例

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

params {

global_stats TRUE

}

class {

name goldweb

next_action markAF11

enable_stats FALSE

}

class {

name video

next_action markEF

enable_stats FALSE

}

filter {

name webout

sport 80

direction LOCAL_OUT

class goldweb

}

filter {

name videoout

sport videosrv

direction LOCAL_OUT

class video

}

}

action {

module dscpmk

name markAF11

params {

global_stats FALSE

dscp_map{0-63:10}

next_action continue

}

}

action {

module dscpmk

name markEF

params {

Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
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例 3–1 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 3–2 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

}

}

Webサーバー用 IPQoS構成ファイルの作成
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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。この章のタスクでは、IPQoS構成ファイルの場所としてディレクトリ
/var/ipqosを使用します。次の手順では、例 3–1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 3–1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、103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

}
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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、統計収集を無効にできます。

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、105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
計収集は有効にはならない。

class句の構文の詳細については、105ページの「class句」および 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
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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、54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、52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、52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 3–1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
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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、105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、55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、69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、76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、54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、65
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
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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、例 3–1の /var/ipqos/Goldweb.qos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、97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。
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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 6–2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、action文 acct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進数値の 46 (バイナリ値 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、96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、73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、58
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、55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、69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、76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、54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、65
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、52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」で紹介した video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、例 3–1の /var/ipqos/Goldweb.qos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
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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 timeout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、73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、76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、65
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 3–2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、52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。
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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、52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句のタスクについては、54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、65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、73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、76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、例として図 2–4の BigAPPSサーバーを使用します。

次の構成ファイルは、BigAPPSサーバーの IPQoSアクティビティーを定義します。こ
のサーバーは、顧客向けの FTP、電子メール (SMTP)、およびネットワークニュース
(NNTP)のホストです。

例 3–3 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 3–3 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、52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

1

2
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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、52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
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sport nntp ソースポート名 nntpのトラフィックを選択する。これは、既知の
ネットワークニュース (NNTP)アプリケーション用ポート

class news フィルタが所属するクラス (このインスタンスでは newsクラス)を
特定する

name ftpout フィルタに ftpoutという名前を付ける

sport ftp ソースポート 21の制御データを選択する。これは、既知の FTP
トラフィック用ポート番号

name ftpdata フィルタに ftpdataという名前を付ける

sport ftp-data ソースポート 20のトラフィックを選択する。これは、既知の FTP
データトラフィック用ポート番号

class ftp ftpoutおよび ftpdataフィルタが所属するクラス (このインスタン
スでは ftp)を特定する

■ フィルタを定義するには、54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、67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、69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、58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 3–3の /var/ipqos/BigAPPS.qosファイルを引き続き構築
します。

この手順では、マークしたアプリケーションに対してクラスとフィルタをすでに定
義した既存の IPQoS構成ファイルがあることを前提にしています。

参照
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アプリケーションサーバー用に作成した IPQoS構成ファイルを開き、最後の filter

句の末尾を検索します。

/var/ipqos/BigAPPS.qosファイルでは、最後のフィルタは次のとおりです。
filter {

name ftpdata

sport ftp-data

class ftp

}

}

マーカーを次のように呼び出します。
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、smtpトラフィッククラスのパケットのDSフィール
ドにDSCP 14を付けます。

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 6–2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、newsトラフィッククラスのパケットのDSフィール
ドにDSCP 18を付けます。

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、52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、69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、58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、73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、76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つのメーターモジュール 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 3–3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、93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、92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 6–2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トラフィックが構成速度に適合する場合は常に、トラ
フィッククラス ftpのパケットヘッダーにDSCP 20を割り当て
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 6–2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、76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、52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、58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、73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、28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、このガイド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 2–4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

1

2
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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スケジューリングメカニズムの構成
に役立ちます。詳しくは、ルーターの製造元のドキュメントおよびWebサイトを参
照してください。

3
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IPQoSの起動と保守(タスク)

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。

■ 75ページの「IPQoSの管理 (タスクマップ)」
■ 76ページの「IPQoS構成の適用」
■ 78ページの「IPQoSメッセージの syslogによるログ記録の有効化」
■ 79ページの「IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング」

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』を参照してください。

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、47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。

76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」
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タスク 説明 手順

2. Oracle Solaris起動スクリ
プトを使用して、各システ
ムのブート後にデバッグ済
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。

77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。

78ページの「ブート時に IPQoSメッセージ
を記録する方法」

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
をトラブルシュートします。

表 4–1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、50ページの「Webサーバー用 IPQoS構成
ファイルの作成」で作成した /var/ipqos/Goldweb.qos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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス』の「割り当てられて
いる管理権限を使用する方法」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。

1

2
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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、86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、78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、77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。

▼ 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。

管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス』の「割り当てられて
いる管理権限を使用する方法」を参照してください。

カーネルモジュール内に IPQoS構成が存在することを確認します。
# ipqosconf -l

構成がすでに存在する場合は、ipqosconfによって画面に表示されます。出力が行わ
れない場合は、76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。

3

参照

1

2

3
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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
管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス』の「割り当てられて
いる管理権限を使用する方法」を参照してください。

/etc/syslog.confファイルを開きます。

ファイルの最後に、次のエントリを追加します。
user.info /var/adm/messages

列の区切りは、空白ではなくタブを使用してください。

このエントリを指定すると、IPQoSにより生成された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。

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 4–1を参照してください。

1

2

3

4

例4–1
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IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング
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 4–1 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。

52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。

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。

52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、76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。

IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング
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表 4–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Invalid module name line

line-number
構成ファイル内のアクション文に無
効なモジュール名を指定しました。

モジュール名のスペルに入力ミスがないか確認
します。IPQoSモジュールのリストについて
は、表 6–5を参照してください。

ipgpc action has incorrect

name line line-number
構成ファイル内で ipgpcアクションに
付けた名前が、必須の
ipgpc.classifyではありません。

アクション名を ipgpc.classifyに変更します。

Second parameter clause not

supported line line-number
構成ファイル内で、単一のアク
ションに対し 2つのパラメータ句を
指定しました。これは IPQoSでは許
可されません。

アクションのパラメータすべてを結合して、単
一のパラメータ句にします。

Duplicate named action 構成ファイル内で、2つのアクション
に同じ名前を付けました。

どちらかのアクションの名前を変更するか、あ
るいは削除します。

Duplicate named

filter/class in action

action-name

1つのアクション内の 2つのフィルタ
または 2つのクラスに同じ名前を付
けました。これは IPQoS構成ファイ
ルでは許可されません。

どちらかのフィルタまたはクラスの名前を変更
するか、あるいは削除します。

Undefined class in filter

filter-name in action

action-name

フィルタが、構成ファイル内のアク
ションで定義されていないクラスを
参照します。

クラスを作成するか、あるいは既存のクラスへ
の参照に変更します。

Undefined action in class

class-name action action-name
クラスが、構成ファイル内で定義さ
れていないアクションを参照しま
す。

アクションを作成するか、あるいは既存のアク
ションへの参照に変更します。

Invalid parameters for

action action-name
構成ファイル内のパラメータのどれ
かが無効です。

指名されたアクションが呼び出すモジュールに
ついては、89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、89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_classes class-numberを追加して最
大クラス数を増やすこともできます。

IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング
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表 4–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Max number of filters

reached in action ipgpc

IPQoS構成ファイルの ipgpcアク
ションに、許可される数を超えた
フィルタを指定しました。最大数は
10007です。

構成ファイルを確認して、不要なフィルタを削
除します。または、/etc/systemファイルにエン
トリ ipgpc_max_filters filter-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、89ページの「IPQoS
アーキテクチャーとDiffservモデル」を参照して
ください。あるいは、ipqosconf(1M)のマニュア
ルページを参照します。

Quoted string exceeds line,

line-number
文字列の最後の閉じ引用符が同一行
に存在しません。これは構成ファイ
ルでは必須です。

引用符で囲まれた文字列を、構成ファイルの同
一行内に収めます。

Invalid value, line

line-number
構成ファイルの line-numberに、パラ
メータとしてサポートされない値が
指定されています。

action文が呼び出すモジュールの許容値につい
ては、89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
が呼び出すモジュールについては、89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、
89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。

IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング
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表 4–1 IPQoSのエラーメッセージ (続き)
エラーメッセージ 説明 解決方法

Duplicate parameter line

line-number
重複したパラメータが line-numberに
指定されています。これは構成
ファイルでは許可されません。

重複したパラメータのどちらかを削除します。

Invalid action name line

line-number
構成ファイルの line-numberのアク
ションに、定義済みの名前 continue
または dropを含む名前を付けまし
た。

定義済みの名前を使用しないよう、アクション
の名前を変更します。

Failed to resolve src/dst

host name for filter at line

line-number , ignoring

filter

構成ファイル内で、あるフィルタ用
に定義された発信元または着信先ア
ドレスを、ipqosconfが解釈処理でき
ません。このため、このフィルタは
無視されます。

フィルタが重要な場合、あとで構成の適用を試
みます。

Incompatible address

version line line-number
line-number上の IPアドレスの
バージョンが、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。

IPQoSのエラーメッセージのトラブルシューティング
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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 (タスク)

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。次の内容について説
明します。

■ 83ページの「フローアカウンティングの設定 (タスクマップ)」
■ 84ページの「トラフィックフローに関する情報の記録」
■ 86ページの「統計情報の収集」

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』を参照してください。

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

84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

58ページの「IPQoS構成ファイル内でクラスのアカ
ウンティングを有効にする方法」
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トラフィックフローに関する情報の記録
トラフィックフローに関する情報を収集するには、IPQoS flowacctモジュールを使
用します。たとえば、発信元アドレスや宛先アドレス、フロー内のパケット数など
のデータを収集することが可能です。フローに関する情報を蓄積して記録するプロ
セスのことを「フローアカウンティング」と呼びます。

特定のクラスのトラフィックに関するフローアカウンティングの結果は、「フ
ローレコード」というテーブルに記録されます。各フローレコードは、一連の属性
から構成されます。これらの属性には、特定のクラスの一定時間のトラフィックフ
ローに関するデータが格納されます。flowacct属性のリストについては、表 6–4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、
69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、90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する必要があります。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 6–4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。

管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.1の管理:セキュリティーサービス』の「割り当てられて
いる管理権限を使用する方法」を参照してください。

1
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基本フローアカウンティングファイルを作成します。

次の例で、例 3–1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

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

2

3
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(オプション)拡張属性をアカウンティングファイルに追加します。
# acctadm -e extended -f /var/ipqos/goldweb/account.info flow

(オプション)基本属性だけがアカウンティングファイルに記録されるような設定に戻
します。
# acctadm -d extended -e basic -f /var/ipqos/goldweb/account.info

-dオプションによって拡張アカウンティングが無効になります。

フローアカウンティングファイルの内容を参照します。

フローアカウンティングファイルの内容の参照方法については、『Oracle Solaris 11.1
の管理: 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は、『Oracle Solaris 11.1の管理: 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、58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 11.1の
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 6–5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 5–1 IPQoS用の kstat統計

ここでは、kstatを実行して flowacctモジュールに関する統計情報を取得した場合に
予想される結果の一例について説明します。

4

5

6

参照
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例 5–1 IPQoS用の kstat統計 (続き)

# kstat -m flowacct

module: flowacct instance: 3

name: Flowacct statistics class: flacct

bytes_in_tbl 84

crtime 345728.504106363

epackets 0

flows_in_tbl 1

nbytes 84

npackets 1

snaptime 345774.031843301

usedmem 256

class: flacct トラフィックフローが属するクラスの名前 (この例では flacct)を
示す

bytes_in_tbl フローテーブルの総バイト数。フローテーブルの総バイト数と
は、フローテーブルに現在格納されているすべてのフローレ
コードの合計バイト数。このフローテーブルの総バイト数は 84で
ある。テーブルにフローがない場合、bytes_in_tblの値は 0にな
る。

crtime この kstat出力が作成された最も最近の時間

epackets 処理中にエラーが発生したパケットの数 (この例では 0)

flows_in_tbl フローテーブルのフローレコード数 (この例では 1)。テーブルにレ
コードがない場合、flows_in_tblの値は 0になる。

nbytes この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計バイト
数 (この例では 84)。フローテーブルに現在格納されているバイト
を含む値。この値には、タイムアウトになり、フローテーブルに
現在は含まれていない値も含まれる

npackets この flowacctアクションのインスタンスで表示される合計パ
ケット数 (この例では 1)。npacketsには、フローテーブルに現在あ
るパケットが含まれる。npacketsには、タイムアウトになり、フ
ローテーブルに現在は含まれていないパケットも含まれる。

usedmem この flowacctインスタンスで保持されているフローテーブルが使
用しているメモリーのバイト数。この例では、usedmemの値は
256。フローテーブルにフローレコードがまったく存在しない場
合、usedmemの値は 0になる

統計情報の収集
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IPQoSの詳細 (リファレンス)

この章は、IPQoSの詳細を説明するリファレンスです。この章では、次の内容につ
いて説明します。

■ 89ページの「IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル」
■ 102ページの「IPQoS構成ファイル」
■ 106ページの「ipqosconf構成ユーティリティー」

概要は、第 1章「IPQoSの紹介 (概要)」を参照してください。計画について
は、第 2章「IPQoS対応ネットワークの計画 (タスク)」を参照してください。IPQoS
の構成手順については、第 3章「IPQoS構成ファイルの作成 (タスク)」を参照してく
ださい。

注 – IPQoS機能は、将来のリリースで削除される可能性があります。代わりに、同様
の帯域幅リソース制御機能をサポートしている、dladm、flowadm、および関連コマン
ドを使用するようにしてください。詳細は、『Oracle Solaris 11.1での仮想ネット
ワークの使用』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。
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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
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、17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、102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。

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル
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表 6–1 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

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

protocol 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

IPQoSアーキテクチャーとDiffservモデル

第 6章 • IPQoSの詳細 (リファレンス) 91



表 6–1 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
「メーター」はフローの転送速度をパケット単位で追跡します。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、構成されたパラメータ、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、次のセクションで説明します。

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の構成パラメータは次のとおりです。

■ 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 3–3
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
質的に超過バーストサイズです。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アクションに 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 6–1 IPQoS構成ファイル用のカラーアウェア tokenmtアクション

action {

module tokenmt

name meter1
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例 6–1 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。
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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
■ 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。このセクションでは、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、22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
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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
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、22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ときに、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 6–2 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)

中ドロップ優先度 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 6–2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順位値を使用できます。

表 6–3 801.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

このセクションでは、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です。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 6–2 VLANデバイスを持つシステムの IPQoS構成ファイル

fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

name ipgpc.classify

filter {
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例 6–2 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。ユーザー優先順位値 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 1–1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、83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には異なる値を構成できます。

■ 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、69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、flowacctの 8タプルと呼ばれる、次のパラメータによって特定されま
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
■ 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
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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。

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 6–4 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

protocol 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。
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flowacctモジュールは、フローを観察し、フローテーブルにフローレコードを入力
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
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 収集する属性を指定します。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 6–4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 3章「IPQoS構成ファイルの作成 (タスク)」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 6–3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。
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例 6–3 IPQoS構成ファイルの構文

file_format_version ::= fmt_version version

action_clause ::= action {

name action-name
module module-name
params-clause | ""
cf-clauses

}

action_name ::= string
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、89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。
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fmt_version 1.0

action {

module ipgpc

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 6–5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 6–5 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

IPQoS構成ファイル

Oracle Solaris 11.1での IPサービス品質の管理 • 2012年 10月104



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、103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 6–1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。
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