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このドキュメントの使用法

■ 概要 – Oracle Solaris のサービス管理機能 (SMF) を使用する方法について説明しま
す。SMF は、より広範な Oracle Solaris の予測的セルフヒーリング機能のコンポーネント
の 1 つです。

■ 対象読者 – システムサービスを管理するシステム管理者
■ 前提知識 – Oracle Solaris システムの管理に関する経験

製品ドキュメントライブラリ
この製品の最新情報や既知の問題は、ドキュメントライブラリ (http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=E56342) に含まれています。

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。

フィードバック
このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/docfeedback か
らお聞かせください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

サービス管理機能の概要

Oracle Solaris サービス管理機能 (SMF) フレームワークは、システムサービスおよびアプリ
ケーションサービスを管理します。SMF は、システムの操作に不可欠な重要なシステムサービ
スを管理し、データベースや Web サーバーなどのアプリケーションサービスを管理します。SMF
は、ハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生した場合でも、不可欠なシステムサービスおよ
びアプリケーションサービスが継続して実行できるように確保して、システムの可用性を高めま
す。

SMF は、構成ファイルを使用した方法に置き換わるサービスの管理機能であり、アプリケー
ションの起動に使用する推奨のメカニズムです。SMF は、init スクリプト始動メカニズ
ム、inetd.conf 構成、および rc?.d のほとんどのスクリプトに置き換わります。可能な場合に
は、SMF は既存の管理方法との互換性を維持します。たとえば、顧客および ISV から提供さ
れるほとんどの rc スクリプトは、SMF を使用せずに作業した場合と同様に機能します。

SMF の機能
SMF フレームワークは Oracle Solaris 11 システムで常にアクティブになっています。SMF に
は次の機能があります。

■ より高速にブートします。SMF は、サービスの依存関係に従ってサービスを並列で起動する
ことにより、大規模システムでのブートを高速化します。

■ 失敗したサービスを再起動します。SMF サービスは、ほかのサービスとの依存関係を適切
に定義しています。サービスが失敗した場合、SMF は影響を受ける依存サービスを報告し
ます。SMF は自動的に、依存関係の順序で、失敗したサービスの再起動を試みます。

■ サービスを検査します。サービスとプロセスの関係を表示します。サービスプロパティーの値
を表示します。

■ サービスを管理します。サービスの有効化、無効化、および再起動を行います。アップグレー
ドおよびリブート後もこれらの変更を維持することも、一時的な変更を指定することもできま
す。
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■ サービスを構成します。

■ サービスプロパティーの値を変更します。
■ カスタムプロパティーを追加および削除します。

■ サービスの変更を監査します。SMF はサービスまたはそのプロパティーに対するすべての
管理上の変更について Solaris 監査レコードを作成します。SMF は、プロパティー値または
サービス状態が管理者によって設定されたかどうかを表示できます。

■ プロパティーを変更する機能や、サービスを有効化、無効化、または再起動する機能などの
タスクを、安全に非ルートユーザーに委任します。

■ 新しいサービスを作成します。簡単に、既存のサービスの新しいインスタンスを作成したり、
既存のサービスをコピーおよび変更したり、サービス作成ツールを使用します。

■ サービス問題をデバッグします。有効なサービスが実行していない理由、またはサービスが
別のサービスの実行を妨げている理由に関する説明を簡単に表示します。

■ 特定のソフトウェアイベントまたはハードウェアの障害について通知する方法を構成します。
■ inetd.conf 構成を SMF サービスに変換します。
■ SMF サービスプロパティーを構成ファイルに変換します。このメカニズムは、SMF で管理さ

れるが、従来のように構成ファイルを必要とするアプリケーションとやりとりするサービスを橋
渡しします。

このリリースの新機能

今回のリリースの SMF の新機能は次のとおりです。

同期的な再起動およびリフレッシュ操作
svcadm コマンドの restart サブコマンドおよび refresh サブコマンドの新しい -s オプ
ションは、enable サブコマンドおよび disable サブコマンドの既存の -s オプションに似た
同期操作を指定します。

ログファイルの表示
svcs コマンドの新しい -L オプションは、完全なログファイル、ログファイルの最後の数行、
または指定のサービスインスタンスのログファイルの完全なパス名を表示します。

一連のサービスインスタンスに対するバッチ操作
新しい libscf(3LIB) 関数呼び出しを使用すると、共通の管理操作をグループ化して、同
期または非同期で一括して実行できます。一連のサービスインスタンスに対して、保守また
は機能低下状態を有効化、無効化、再起動、リフレッシュ、マーク、クリアすることができ、マ
イルストーン間を遷移できます。
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構成ファイルへの SMF サービスプロパティーの変換
SMF が管理するが、従来のように構成ファイルを必要とするアプリケーションとやりとりす
るサービスの場合、新しいステンシル機能が、サービス構成リポジトリ内のこのサービスに
ついて定義されたプロパティー値から構成ファイルを作成および更新します。ステンシル
ファイルと呼ばれる新しいファイルには、SMF で作成される構成ファイルの構造的な定
義が含まれます。新しい svcio ユーティリティーは、ステンシルファイルの定義と SMF サー
ビスのプロパティーから構成ファイルを生成します。この機能を使用すれば、既存のアプリ
ケーションをできるだけ変更せずに SMF 構成管理を利用できます。

SMF の概念とコンポーネント

このセクションでは、このガイドでこれから使用する用語を定義します。次の図に、SMF フレー
ムワークのプライマリコンポーネントを示します。イメージをブートすると、SMF は必要に応じて
サービス構成リポジトリを更新し、リポジトリデータを読み取り、有効になっているサービスイン
スタンスを起動します。次の図で、libscf は、リスタータがサービス構成リポジトリとのやりとり
に使用するライブラリインタフェースです。サービス構成リポジトリと libscf ライブラリインタ
フェースとのやりとりは、svc.configd デーモンが管理します。svcs、svcprop、svcadm、および
svccfg のコマンドは、管理者がサービス構成リポジトリとのやりとりに使用するインタフェース
です。
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図   1-1 サービス管理機能フレームワーク

SMF サービス

SMF サービスは、永続的に実行するアプリケーションであり、次のようなシステムエンティティー
を表します。
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■ データベースや Web サーバーなどのアプリケーションサービス
■ 基本的なシステムサービス
■ デバイスのソフトウェア状態
■ カーネル構成情報
■ システム init 状態に対応するマイルストーン

サービスインスタンスはサービスの子であり、アプリケーションとほかのサービスインスタンスに
機能および依存関係をもたらします。インスタンスだけが状態を保有し、起動および停止でき
ます。ハードウェアまたはソフトウェアの障害など何らかの理由でインスタンスが失敗した場
合、SMF は自動的に障害を検出し、インスタンスと依存インスタンスを再起動します。

サービスのインスタンスでは、サービスの複数の構成を同時に実行することができます。サービ
スインスタンスは、共通のサービス構成を継承してカスタマイズします。たとえば、あるインスタ
ンスはポート 80 で待機するように構成され、別のインスタンスはポート 1008 で待機するよう
に構成された Web サーバーサービスを定義できます。ほとんどのサービスには default インス
タンスがあります。プログラムの実行ではなく構成の格納に SMF を使用するサービスなど、一
部のサービスにはインスタンスはありません。たとえば、x11/x11-server サービスにはインスタ
ンスがありません。

SMF サービスは、サービスマニフェストと呼ばれるファイルに記述されています。マニフェストに
は、サービスインスタンス、依存関係、構成プロパティー、およびメソッドが記述されます。サービ
スメソッドはサービスインスタンスの起動、停止、リフレッシュを行います。メソッドは、デーモン、ほ
かのバイナリ実行可能ファイル、または実行可能スクリプトの場合があります。サービスプロファ
イルファイルでは、主にプロパティーを追加し、プロパティー値を追加およびオーバーライドするこ
とによって、既存のサービスをカスタマイズできます。26 ページの「リポジトリレイヤー」で説
明しているように、新しいプロパティーと値は、マニフェストで割り当てられた値の上にレイヤー
化されます。マニフェストとプロファイルの詳細は、25 ページの「サービスバンドル」を参照
してください。プロファイルは、83 ページの「複数のシステムの構成」で説明しているよう
に、複数のシステムに同じカスタム構成を適用するための優れたツールでもあります。

サービス情報は、SMF データベースとも呼ばれるサービス構成リポジトリに格納されています。サー
ビス構成リポジトリは、システム上の各サービスインスタンスの現在の状態と、サービスおよび
サービスインスタンスごとの構成データを格納します。データは、26 ページの「リポジトリレイ
ヤー」で説明しているように、値がどのように変更されたかに応じてレイヤーに格納されます。

SMF には、有効化、無効化、リフレッシュ、再起動など、サービスインスタンスで呼び出すことの
できるアクションが用意されています。各サービスインスタンスは、リスタータがこれらの管理アク
ションを実行することによって管理されます。通常、リスタータは、メソッドを実行してサービスイン
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スタンスをある状態から別の状態に移行させることによってアクションを実行します。リスタータ
の詳細は、22 ページの「サービスリスタータ」を参照してください。

マイルストーンサービスは、システムの即応性のレベルを表す特殊なサービスです。マイルストーン
は、ほかのサービスインスタンスが起動するときに依存するサービスです。たとえば、実行レベ
ルは、svc:/milestone/multi-user-server などのマイルストーンサービスによって表されます。
マイルストーンはまた、svc:/milestone/devices、svc:/milestone/network、svc:/milestone/
name-services などのサービスグループの即応性を示すために使用することもできます。

サービスモデル

SMF サービスは、次の 3 つのモデルのいずれかになります。

一時サービス
このサービスは、何らかの作業を行なったあと、長時間実行するプロセスを開始せずに終
了します。

子または待機サービス
このサービスは、その子プロセスが正常に終了したときに必ず再起動します。正常に終了
した子プロセスはエラーとして扱われません。

契約またはデーモンサービス
このサービスは、長時間実行するデーモンを起動するか、サービス契約の一部としてまとめ
られた複数の関連するプロセスを起動します。契約サービスは、開始したプロセスと、依存
サービスおよびその起動順序を管理します。ユーザーによる管理が必要なのは高度なサー
ビスだけです。

サービス名

各サービスおよびサービスインスタンスは、障害管理リソース識別子 (FMRI) で表されます。
サービスインスタンスの完全な FMRI は次の形式になります。

svc:/service_name:instance_name

service_name は、network/dns/client や application/pkg/server などの階層的な名前
です。service_name の最後のスラッシュ (/) の前のコンポーネントは、サービスのカテゴリで
す。application、device、milestone、network、system などのカテゴリは、サービスの目的の識
別に役立ちます。
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site カテゴリは、ユーザー自身の SMF サービスを作成するときに名前の競合を回避でき
るように予約されています。たとえば、svc:/site/tool という名前のサイト固有のサービス
は、svc:/tool という名前の Oracle Solaris サービスと競合しません。

サービスインスタンス名は、親サービス名にコロンに続けて付加されます。たとえば、svc:/
system/identity:node および svc:/system/identity:domain は svc:/system/identity
サービスのインスタンスです。

スクリプトでは、完全なサービスインスタンス名を使用することをお勧めします。対話形式では、
名前は右端部分に短縮でき、これが結果的に一意の名前になります。たとえば、svc:/system/
identity は identity に短縮でき、svc:/system/identity:domain は identity:domain に
短縮できます。インスタンス名は、その前にサービス名の一部とコロンを置く必要があります。

サービス状態

SMF サービスは、どの時点でも、次のいずれかの状態になっています。

■ degraded – インスタンスは実行中であるか実行可能になっていますが、機能が制限されて
います。

■ disabled – インスタンスは有効でなく、実行中でも実行可能でもありません。
■ maintenance – インスタンスは有効になっていますが、実行できません。管理アクションが

まだ完了していないためにインスタンスは maintenance 状態に遷移している可能性があり
ます。それ以外の場合は、問題を解決するために管理アクションが必要です。

■ offline – インスタンスは有効になっていますが、実行中でも実行可能でもありません。た
とえば、サービスが有効になっていてもその依存関係が満たされていない場合、そのサービ
スは offline 状態に保たれます。

■ online – インスタンスは有効になっており、実行中であるか実行可能になっていま
す。online 状態は、正しく構成されたサービスインスタンスのすべての依存関係が満たさ
れた場合に予想される動作状態です。

■ uninitialized – この状態はすべてのサービスの初期状態です。

サービスインスタンスは、管理アクションや依存サービスの状態などの条件に応じて、状態を遷
移します。たとえば、disabled 状態のインスタンスを有効にすると、新しく有効になったインスタ
ンスは、最初にoffline 状態になり、その依存関係がすべて充足されると online 状態に遷移
します。これらのサービス状態と、サービスインスタンスがこれらの状態をどのように遷移するか
についての詳細は、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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サービス依存関係

サービスは、サービス、サービスインスタンス、またはファイルに対して依存関係を持つ場合があ
ります。サービス依存関係はサービス間の関係を定義します。

依存関係によって、サービスが起動するタイミングや自動停止するタイミングが決まります。サー
ビスが有効になっていてもその依存関係が充足されていない場合、そのサービスは offline
状態になっています。サービスが有効になっていてその依存関係が充足されている場合、その
サービスは起動します。サービスの起動が成功すると、そのサービスは online 状態に遷移しま
す。

サービス依存関係は、サービスが状態を遷移すると再評価されます。サービス依存関係が充足
されていても、あとから充足されなくなる場合があります。ファイル依存関係は一度だけ評価さ
れます。

依存関係は必須の場合もオプションの場合もあります。サービス依存関係は実行している必
要がある場合も、無効になっている必要がある場合もあります。依存サービスは、そのサービス
依存関係のいずれかが停止またはリフレッシュしたときに再起動するかどうかを構成できま
す。

依存関係では次の機能が可能です。

■ スケーラブルで再現可能な初期化プロセス
■ 独立したサービスを並行して起動することによる、並行機能を持つマシン上でのシステムの

起動の高速化
■ 障害によって直接影響を受けるサービスだけを依存関係の正しい順序で再起動することに

よる、正確な障害隔離および障害回復

サービスリスタータ

各 SMF サービスインスタンスは、リスタータによって管理されます。リスタータは、インスタ
ンス構成を取得し、実行環境を提供します。すべてのリスタータに共通した情報について
は、smf_restarter(5)を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-restarter-5
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マスターリスタータデーモン

svc.startd デーモンは、SMF のマスターリスタータデーモンであり、すべてのサービスインスタン
スのデフォルトリスタータです。svc.startd デーモンは、すべてのサービスインスタンスおよびその
依存関係の状態を管理します。インスタンスがオンライン状態に移行したときに依存関係が充
足されていると、マスターリスタータは、ほかのインスタンスの起動メソッドを呼び出すか、起動メ
ソッドを呼び出すように委任リスタータに指示します。マスターリスタータは、インスタンスの依存
関係が充足されなくなると、サービスインスタンスを停止します。リスタータは、インスタンスに障
害が発生すると、インスタンスの再起動を試みます。インスタンスは、そのすべての依存関係が
充足されるまでオンラインにできないので、インスタンスの依存関係が、インスタンスの再起動
動作の判断に役立ちます。それぞれの依存関係宣言で設定されているプロパティーによって、
その依存関係が必要かどうかと、どのような場合に依存関係が再起動したときにインスタンス
を再起動するかが定義されます。

その他のタスクの中では、svc.startd デーモンが、適切な /etc/rc*.d スクリプトを適切な実
行レベルで起動します。これは以前に init で行われていた作業です。

次の例では、svc.startd が network/ipmp:default サービスインスタンスのリスタータである
ことを示します。ほかの出力は、この例から省略されています。

$ svcs -l ipmp:default

restarter   svc:/system/svc/restarter:default

restarter プロパティーが空または svc:/system/svc/restarter:default に設定されている
場合、サービスインスタンスは svc.startd によって管理されます。svc.startd デーモンの詳細
は、svc.startd(1M)のマニュアルページを参照してください。

委任リスタータ

一部のサービスは、起動時に共通の動きが見られます。委任リスタータは、これらのサービスに特
定の実行環境とアプリケーション固有の再起動動作を提供します。

委任リスタータの例には、インターネットサービスを常に実行しておくのではなく、要求に応じて
起動できる inetd があります。inetd リスタータは、入力および出力ファイル記述子として、ネッ
トワーク接続から構成される環境をそのサービスインスタンスに提供します。inetd デーモンの
詳細は、inetd(1M)のマニュアルページを参照してください。次の例では、inetd が cups/in-

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvc.startd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Minetd-1m
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lpd:default サービスインスタンスのリスタータであることを示します。ほかの出力は、この例か
ら省略されています。

$ svcs -l cups/in-lpd:default

restarter   svc:/network/inetd:default

restarter プロパティーで指定された委任リスタータが利用可能になると、このリスタータがサー
ビスインスタンスの管理を担います。

サービスプロパティーおよびプロパティーグループ

依存関係、メソッド、状態、アプリケーションデータなどサービスに関する情報は、一連のプロパ
ティーとしてサービス構成リポジトリに格納されます。プロパティーは、サービスまたはサービスの
インスタンスのどちらかに対して定義できます。サービスに対して設定されるプロパティーは、
そのサービスのすべてのインスタンスに継承されます。インスタンスに対して設定されたプロパ
ティーは、そのインスタンスだけで使用されます。サービスインスタンスは、継承したプロパティー
の値をカスタマイズでき、親サービスに対して定義されていない追加プロパティーを定義できま
す。

プロパティーはプロパティーグループにまとめられます。一般的なプロパティーグループには次のも
のがあります。

■ general – インスタンスが有効かどうかなどの情報を格納します。
■ restarter – インスタンスの現在の状態など、サービスのリスタータによって保存される実

行時情報を格納します。
■ start、refresh、stop – サービスを起動、リフレッシュ、または停止するためにどのプログラ

ムを実行するかなどの情報を格納します。
■ config – アプリケーションデータを保持するためにサービス開発者が使用します。

プロパティーとプロパティーグループの詳細は、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

サービス構成リポジトリ

各サービスの情報は、サービス構成リポジトリに格納されており、このリポジトリは SMF データベー
スとも呼ばれます。サービス構成リポジトリは、システム上の各サービスインスタンスの現在の
状態や、各サービスおよびサービスインスタンスのプロパティーなどの情報を格納します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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リポジトリには、永続的な構成情報と、サービスの SMF 実行時データが格納されます。

■ 永続的な構成情報は、データのソースに応じてレイヤーに格納されます。26 ページの「リ
ポジトリレイヤー」を参照してください。

■ 実行時データ、つまり非永続的な構成情報は、リブートすると保持されず、リポジトリには、非
永続データのレイヤー情報は格納されません。非永続データは通常、アクティブなプログラム
状態を保持します。

リポジトリには、タイプ、値の制約、プロパティーの説明などのサービステンプレートデータも格納
されます。テンプレートデータはサービスマニフェストで定義されます。テンプレートデータの詳細
は、smf_template (5)のマニュアルページを参照してください。

サービス構成リポジトリは、SMF インタフェースを使ってのみ操作または照会できま
す。svcs、svcprop、svcadm、および svccfg のコマンドを使用するか、libscf(3LIB)のマニュ
アルページに一覧表示されたサービス構成機能ライブラリの関数を使用します。プロパティー値
は読み書きでき、指定したレイヤーおよびスナップショットにプロパティー値を表示できます。レイ
ヤーの詳細は、26 ページの「リポジトリレイヤー」を参照してください。スナップショットの詳
細は、27 ページの「リポジトリのスナップショット」を参照してください。選択したサービスイ
ンスタンスまたは親サービスのプロパティーだけを表示することも、プロパティーの合成ビューを
表示することもできます。合成ビューでは、親サービスに対して設定されたプロパティーとサービ
スインスタンスに対して設定されたプロパティーの両方が表示されます。表示される値はサービ
スインスタンスに対して設定された値です。

サービスバンドル

サービスバンドルとは、サービスまたはサービスインスタンスのサービス構成リポジトリに格納さ
れている情報を格納した XML ファイルです。サービスバンドルで提供される情報は、サービス
構成リポジトリに格納され、リポジトリからエクスポートできます。標準の場所におけるサービス
バンドルは、システムブート中にリポジトリにインポートされます。

サービスバンドルには、マニフェストとプロファイルの 2 つのタイプがあります。

マニフェスト マニフェストには、特定のサービス群またはサービスインスタンス群に関
連付けられたプロパティーがすべて含まれます。

プロファイル プロファイルは通常、マニフェストで提供される情報を追加したりオー
バーライドしてカスタマイズしたサービスまたはサービスインスタンスを提
供します。カスタマイズの例としては、プロパティーの追加やプロパティー
値の変更があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-template-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Flibscf-3lib
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マニフェストの標準の場所は /lib/svc/manifest です。プロファイルの標準の場所は /etc/
svc/profile です。

システムがブートするか、マニフェストインポートサービスが再起動すると、マニフェストがイン
ポートされ、プロファイルが新規作成または変更されていれば、これが適用されます。サービス
バンドルを提供する IPS パッケージは、パッケージをインストールするときにマニフェストイン
ポートサービスを再起動するように指定できます。

ローカルカスタマイズは、/etc/svc/profile/site ディレクトリ内の接尾辞が .xml のプロファ
イルファイルで提供できます。同じリポジトリレイヤー内で同じサービスまたはインスタンスに
対して同じプロパティーが複数のマニフェストまたはプロファイルによって定義されている場
合、SMF は使用する値を判断できません。このような競合が検出された場合、インスタンスは
maintenance 状態に置かれます。レイヤーの詳細は、26 ページの「リポジトリレイヤー」を
参照してください。

Oracle Solaris にサービスを提供する以外に、サービスバンドルは、さまざまなシステムに対し
てカスタム構成を提供することもできます。

システムプロファイル /etc/svc/profile/generic.xml はインストール中に適用されます。こ
のプロファイルは変更しないでください。このシステムプロファイルに行われた変更はアップグ
レードで上書きされます。詳細は、smf_bootstrap(5)のマニュアルページを参照してくださ
い。

リポジトリレイヤー

サービス構成リポジトリには、単一のプロパティーに対して異なる値を格納できます。リポジトリ
は、データのソースに応じて、レイヤーにデータを格納します。ソースとしては、マニフェスト、システ
ムプロファイル、サイトプロファイル、および、SMF のコマンドおよびライブラリインタフェースで
行われたカスタマイズがあります。さまざまなレイヤー内の値を表示して、実行中の構成におけ
る値のソース、つまりその値がマニフェストまたはプロファイルで割り当てられたものか、管理者
により変更されたものかを判断できます。

SMF コマンドおよびライブラリインタフェースを使用して行われた構成変更は、admin レイヤー
にのみ表示されます。ほかのレイヤーでの構成は、標準の場所にあるプロファイルおよびマニ
フェストファイルで定義されます。ファイルからリポジトリにプロパティーが追加された場合、そ
のプロパティーに関する情報にはそのファイルの名前が含まれます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-bootstrap-5
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レイヤー コンテンツ

admin SMF コマンドまたはライブラリインタフェースを使用して、管理者またはアプリケーションに
よって行われた変更。admin レイヤーには、マニフェストをインポートするか、標準以外の場所
のプロファイルを適用することによって行われた変更も含まれます。標準以外の場所を使用
する場合の注意事項については、82 ページの「マニフェストおよびプロファイルのイン
ポートおよび適用」を参照してください。

site-profile /etc/svc/profile/site ディレクトリ内のプロファイルファイルや、従来の /etc/svc/
profile/site.xml および /var/svc/profile/site.xml プロファイルからの値。/var/svc/
profile は標準の場所としては非推奨になったため、新しいプロファイルには使用しないで
ください。

system-profile /etc/svc/profile/generic.xml および /etc/svc/profile/platform.xml システムプロ
ファイルからの値。

manifest /lib/svc/manifest および /var/svc/manifest ディレクトリ内のマニフェストの値。/var/
svc/manifest は標準の場所としては非推奨になったため、新しいマニフェストには使用し
ないでください。

プロパティー競合はどのレイヤーでも許可されていません。admin レイヤーに競合するプロパ
ティーがある場合、以前のプロパティーが上書きされます。ほかのレイヤー内の複数のファイル
で同じプロパティーが提供され、より高いレイヤーでは設定されていない場合、構成定義が削除
されるか、プロパティーがより高いレイヤーで設定されるまで、インスタンスは競合中のタグが付
けられ、起動しません。

構成データのレイヤーを指定して、管理カスタマイズであるデータや、ソフトウェアで提供された
データを表示し、したがって特定することができます。構成データの取得元のレイヤーがクライア
ントによって指定されない場合は、最上位のレイヤーデータが与えられます。最上位のレイヤー
は、上から順に admin レイヤー、site-profile レイヤー、system-profile レイヤー、manifest レ
イヤーの優先順位に従って定められます。admin レイヤーにプロパティーの値がある場合、これ
がリポジトリで提供する値になります。ローカルカスタマイズは、このようにして、システムがイン
ストールされたときに与えられた値よりも優先されます。

リポジトリのスナップショット

リポジトリは、サービスが正しく起動するごとに、読み取り専用のスナップショットを取得します。こ
れらのスナップショットを使用すれば、必要に応じて簡単に以前の作業状態に戻せます。次の
スナップショットはどのインスタンスでも使用できます。
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initial サービスとそのインスタンスが最初にインポートされたときの初期構成。
マニフェストのインポート前にプロファイルがサービスまたはインスタンス
を起動した場合、initial スナップショットは作成されません。

previous すでに提供されているサービスに対してマニフェストのインポートが実行
されたときに取得された現在の構成。このサービスは、インポートされて
いるマニフェストまたは別のマニフェストによって、すでに提供されてい
る可能性があります。

running サービスインスタンスの実行中の構成。構成データを変更する場
合、svcadm refresh コマンドまたは svccfg refresh コマンドを使用し
て、新しい値を実行中のスナップショットにプロモートします。

start online 状態への正常な遷移中に取得された構成。

リポジトリのバックアップ

SMF は、サービス構成リポジトリの次のバックアップを自動的に作成します。

■ boot バックアップは、システムを起動するたびに、リポジトリに対する最初の変更が行われ
る直前に行われます。

■ サービスが新しいマニフェストをインポートしたか、アップグレードスクリプトを実行した場
合、manifest_import のバックアップは、svc:/system/early-manifest-import:default
または svc:/system/manifest-import:default が完了する前に行われます。

タイプごとに 4 つのバックアップがシステムで保守され、必要に応じてもっとも古いバックアッ
プから削除されます。

これらのいずれかのバックアップからリポジトリを復元できます。117 ページの「バックアップ
からリポジトリを復元する方法」を参照してください。

構成ファイルと SMF サービス

SMF は、アプリケーションの起動に使用する推奨のメカニズムです。ほとんどの場合で、SMF
が構成ファイルを使用した方法に代わって、サービスの管理を行います。このセクションでは、
一般的な旧バージョンの構成スクリプトおよびファイルを扱う方法について説明します。
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/etc/rc?.d のスクリプト

/etc/rc?.d のディレクトリ (ここで、? は、実行レベルを表します) には、実行レベルの遷移
時に実行するサービスを管理するための、旧バージョンの初期化および終了スクリプトが
含まれます。/etc/rc?.d のスクリプトで以前に実装されたほとんどのサービスが SMF で
管理されます。一部の /etc/rc?.d のスクリプトは、これらのサービスを /etc/rc*.d のスク
リプトと予想するサードパーティー製アプリケーションを使用できるように保持されています。
これらのスクリプトは、/etc/init.d ディレクトリのファイルにハードリンクされます。/etc/
rc?.d のスクリプトと実行レベルに関する詳細は、/etc/init.d/README ファイル、/etc/
rc?.d ディレクトリ内の README ファイル、およびinittab(4)のマニュアルページを参照し
てください。実行制御スクリプトを変換する手順については、99 ページの「実行制御
スクリプトを SMF サービスに変換する方法」を参照してください。rc?d スクリプトを変換し
たあと、Sscript から sscript にスクリプトの名前を変更して、スクリプトを実質的に削除しま
す。

/etc/init.d のスクリプト

/etc/init.d ディレクトリには、init 状態を変更するための初期化および終了スクリプ
トが含まれます。これらのスクリプトの一部は、/etc/rc?.d のディレクトリ内のスクリプト
にハードリンクされています。/etc/init.d のスクリプトの詳細は、/etc/init.d/README
とinit.d(4)のマニュアルページを参照してください。
旧バージョンの init.d 実行制御スクリプトは、svc ではなく lrc から始まる SMF FMRI
で表されます。たとえば、/etc/rc2.d/S47pppd PPP 構成スクリプトは、lrc:/etc/rc2_d/
S47pppd サービスで表されます。これらの lrc サービスの状態は legacy_run です。次の
例に示すように、旧バージョンのサービスの名前と起動時間を一覧表示できますが、SMF
を使用してこれらのサービスを管理することはできません。

$ svcs lrc:\*

STATE          STIME     FMRI

legacy_run      9:34:54  lrc:/etc/rc2_d/S47pppd

legacy_run      9:34:54  lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE

$ svcs -l lrc:/etc/rc2_d/S47pppd

svcs: Operation not supported for legacy service 'lrc:/etc/rc2_d/S47pppd'

$ svccfg -s lrc:/etc/rc2_d/S47pppd listprop

svccfg: Operation not supported for legacy service 'lrc:/etc/rc2_d/S47pppd'

/etc/inittab のエントリ

init による /etc/inittab ファイル制御プロセスディスパッチのエントリ。/etc/
inittab ファイルを直接編集しないでください。代わりに、SMF サービスを変
更してください。ttymon に渡されるパラメータを変更する方法の例について
は、72 ページの「ttymon プロパティー値の変更方法」を参照してください。
/etc/inittab ファイルエントリの書式の詳細は、inittab(4)のマニュアルページを参
照してください。実行レベルの詳細は、inittab(4) のマニュアルページと /etc/init.d/
README を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4inittab-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4init.d-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4inittab-4
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/etc/inetd.conf ファイル

inetd.conf ファイルを使用して以前に構成されたサービスは、現在、SMF を使用して
構成されています。inetd.conf ファイル内の構成を使用できるようにするには、SMF
に変換する必要があります。124 ページの「SMF サービスへの inetd サービスの変
換」を参照してください。すでに SMF サービスに変換されている inetd サービスについて
は、85 ページの「inetd で制御されるサービスの変更」を参照してください。

/etc/nscd.conf ファイル
/etc/nsswitch.conf ファイル
/etc/resolv.conf ファイル

これらのファイルは編集しないでください。編集内容は失われます。これらのファイル
は、ファイルを解析する可能性のあるアプリケーションとの下位互換性のために、SMF
データから自動的に生成されます。70 ページの「プロパティー値の設定」に示すよう
に、svccfg setprop コマンドを使用してプロパティー値を変更します。
nscd.conf ファイルの機能は、svc:/system/name-service-cache SMF サービスに置き
換えられました。nscd.conf ファイルを編集する代わりに name-service-cache のどのプロ
パティーを構成するかを確認するには、nscd.conf(4)のマニュアルページを参照してくだ
さい。
nsswitch.conf ファイルの機能は、svc:/system/name-service/switch SMF サービスに
置き換えられました。nsswitch.conf ファイルを編集する代わりに、name-service/switch
のどのプロパティーを構成するかを確認するには、nsswitch.conf(4)のマニュアルペー
ジを参照してください。
resolv.conf ファイルの機能は、svc:/network/dns/client SMF サービスに置き換えら
れました。resolv.conf ファイルを編集する代わりに、dns/client のどのプロパティーを構
成するか確認するには、resolv.conf(4)のマニュアルページを参照してください。
これらのファイルは、編集できない構成ファイルの例です。このようなファイルはその他に
も存在します。87 ページの「ファイルによって構成されるサービスの変更」で説明して
いるように、構成を変更するときに構成ファイルを編集する方法が適切な場合も若干あり
ます。構成ファイルを編集する前に、ファイルにおけるコメントと関連するマニュアルページ
をすべて読んで、ファイルの編集が、関連するサービスの構成を変更する適切な方法であ
ることを確認してください。

サービス管理の特権

サービス状態と構成を変更するには、特権を増やす必要があります。必要な特権を得るには、
次のいずれかの方法を使用します。必要なプロファイルまたは役割を判断する方法や特権を
割り当てる方法など、承認、プロファイル、および役割の詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での
ユーザーとプロセスのセキュリティー保護 』を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nscd.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nsswitch.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4resolv.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSSUP
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=OSSUP
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承認
SMF 操作に必要な承認の詳細は、smf_security(5)のマニュアルページを参照してく
ださ
い。action_authorization、modify_authorization、read_authorization、value_authorization
などのプロパティーについて特定のサービスを検査することもできます。

権利プロファイル
profiles コマンドを使用して、自分に割り当てられている権利プロファイルを一覧
表示します。サービス管理権利プロファイルは、solaris.smf.manage 権限および
solaris.smf.modify 権限を与え、svcadm コマンドおよび svccfg コマンドを使用できる
ようにします。サービスオペレータ権利プロファイルは、solaris.smf.manage 権限および
solaris.smf.modify.framework 権限を与えます。

役割
roles コマンドを使用して、自分に割り当てられている役割を一覧表示します。root 役割を
持っている場合は、su コマンドを使用して、root 役割を担うことができます。

sudo コマンド
サイトのセキュリティーポリシーに応じて、自分のユーザーパスワードで sudo コマンドを使用
し、特権コマンドを実行できる場合があります。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-security-5
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サービスに関する情報の取得

この章では、サービスに関する次のような情報を取得する方法を示します。

■ サービス状態、依存関係、およびほかのプロパティー値
■ 契約サービスにより開始されたプロセス
■ トラブルシューティング用のログファイルの場所
■ FMA イベントおよびサービス遷移イベントの通知設定

システム上のサービスの一覧表示
svcs コマンドは、サービスインスタンスの状態およびステータスを一覧表示するためのプライマ
リコマンドです。

サービス状態の表示
これらの例で示される状態については、21 ページの「サービス状態」を参照してください。

例   2-1 有効なすべてのサービスの一覧表示

オプションまたは引数を使用せずに svcs コマンドを実行すると、このシステムで有効になって
いるすべてのサービスインスタンスのほか、一時的に無効になっているインスタンスが表示され
ます。

この一覧表示で disabled 状態になっているサービスインスタンスは、次回のシステムブー
ト時に有効になります。legacy_run 状態のインスタンスは SMF で管理されません。これら
の旧バージョンのサービスに関する詳細は、28 ページの「構成ファイルと SMF サービス」を
参照してください。maintenance、degraded、または offline の状態のサービスがある場合
は、41 ページの「サービス状態に関する詳細の取得」を参照してください。
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STIME 列には、一覧表示されている状態にインスタンスが移行した時間が表示されます。イ
ンスタンスが 24 時間以前にこの状態に移行した場合は、STIME 列には日付が表示されま
す。

$ svcs

STATE          STIME    FMRI

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S47pppd

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S81dodatadm_udaplt

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE

disabled       Sep_09   svc:/system/vbiosd:default

online         Sep_09   svc:/system/early-manifest-import:default

online         Sep_09   svc:/system/svc/restarter:default

...

例   2-2 インストールされているすべてのサービスの一覧表示

次回のブート時に自動的には有効にならない disabled インスタンスを含め、このシステムにイ
ンストールされているすべてのサービスインスタンスを一覧表示するには、svcs -a コマンドを使
用します。

$ svcs -a

一覧表示された状態から別の状態に遷移しているサービスインスタンスの場合、アスタリスク
(*) がその状態に付加されます。たとえば offline* であれば、インスタンスがまだその起動メ
ソッドを実行していると考えられます。

疑問符 (?) は、状態が存在しないか認識されない場合に表示されます。

例   2-3 サービスのすべてのインスタンスの一覧表示

サービス名を指定して svcs コマンドを実行すると、サービスのすべてのインスタンスが一覧表
示されます。-o オプションの詳細は、36 ページの「選択したサービス情報の表示」を参照
してください。

$ svcs -Ho inst identity

node

domain

サービスに関する詳細の表示

svcs -l コマンドを実行すると、指定したサービスインスタンスごとの長いリストが表示され、
ここには、インスタンス状態、インスタンスのログファイルおよび構成ファイルへのパス、依存
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関係タイプ、依存関係再起動属性値、および依存関係状態に関する詳細が示されます。次の
例では、このサービスインスタンスの必要な依存関係がすべてオンラインになっていることを
示します。無効になっている 1 つの依存関係は、オプションの依存関係です。依存関係タイ
プと再起動属性値の詳細は、36 ページの「サービス依存関係の表示」を参照してくださ
い。svcs -l の出力で、21 ページの「サービス状態」で説明しているもの以外の状態が、依存
関係の状態である可能性があります。詳細は、svcs(1)のマニュアルページを参照してくださ
い。次の例では、指定したサービスインスタンスが一時的に有効になっており、オンラインであ
り、サービスが契約タイプのサービスであることも示しています。サービスタイプの定義について
は、20 ページの「サービスモデル」を参照してください。offline* のように状態値の後ろにアス
タリスクが続いている場合、インスタンスは遷移中であり、次の状態を表すフィールドには none
ではなく状態値が示されます。state_time は、一覧表示されている状態にインスタンスが移行
した時間です。

$ svcs -l net-snmp

fmri         svc:/application/management/net-snmp:default

name         net-snmp SNMP daemon

enabled      true (temporary)

state        online

next_state   none

state_time   September 17, 2013 05:57:26 PM PDT

logfile      /var/svc/log/application-management-net-snmp:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id  160

manifest     /etc/svc/profile/generic.xml

manifest     /lib/svc/manifest/application/management/net-snmp.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

dependency   optional_all/none svc:/milestone/name-services (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/system-log (online)

dependency   optional_all/none svc:/network/rpc/rstat (disabled)

dependency   require_all/restart svc:/system/cryptosvc (online)

dependency   require_all/restart svc:/milestone/network (online)

dependency   require_all/refresh file://localhost/etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf (online)

dependency   require_all/none svc:/milestone/multi-user (online)

例   2-4 契約サービスによって開始されたプロセスの表示

svcs -p コマンドを使用すると、契約サービスインスタンスによって開始されたプロセスのプロ
セス ID とコマンド名が表示されます。net-snmp サービスは、一連の管理情報ベース (MIB) を
通じてシステムに関する情報を収集する /usr/sbin/snmpd SNMP エージェントを管理します。

$ svcs -p net-snmp

STATE          STIME    FMRI

online         17:57:26 svc:/application/management/net-snmp:default

               17:57:26     5022 snmpd

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1svcs-1
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例   2-5 プロセス停止後に自動的に再起動する契約サービスの表示

契約サービスインスタンスは、契約が空になると自動的に再起動します。SMF は、ハードウェア
またはソフトウェアの障害イベントからの自動復旧の一環として、契約サービスインスタンスに
関連したプロセスの再起動を試みます。次の例では、/usr/sbin/snmpd プロセスが強制終了さ
れたあとに、新しいプロセス ID で自動的に再起動されています。net-snmp:default インスタ
ンスはオンラインのままですが、開始時間が新しくなっています。

$ kill 5022

$ svcs -p net-snmp

STATE          STIME    FMRI

online         17:57:59 svc:/application/management/net-snmp:default

               17:57:59     5037 snmpd

選択したサービス情報の表示

svcs コマンドによる出力は、ほかのコマンドにパイピングしたりスクリプトで使用する場合に非
常に役立ちます。svcs コマンドでは、-o オプションを使用して、必要な情報の列とその列の順
序を指定できます。たとえば、サービス名とインスタンス名 (別々の列)、サービスの現在の状態
と次の状態、契約 ID などを出力できます。-s オプションおよび -S オプションで、1 つ以上の
列について出力のソート順を指定できます。

サービス依存関係の表示

依存関係は、サービスインスタンスの状態遷移を制御します。依存関係の高度な説明について
は、22 ページの「サービス依存関係」を参照してください。詳細と、さまざまな依存関係を指定
する方法については、第5章「SMF を使用したアプリケーションの制御」を参照してください。

次の図では、svc1:default、svc2:default、および svc3:default のサービスインスタンスは、
起動するために、ほかのサービスまたはファイルなどのリソースを必要としていません。これら
のインスタンスは、ほかのリソースを待機することなく、並列して起動し、それぞれの起動メソッ
ドを実行し、オンライン状態に移行できます。svc4:default インスタンスは、svc2:default イ
ンスタンスがオンラインになるまで、その起動メソッドを実行できません。svc5:inst1 インスタ
ンスには、svc2:default リソースと svc4:default リソースの両方が必要です。svc5:inst1 の
svc4:default に対する依存関係はオプションの依存関係であり、svc4:default が有効かつ
オンライン、無効、または存在していないという状態のいずれかになっている場合に充足されま
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す。svc5:inst1 インスタンスは、svc2:default がオンラインになるまで待機する必要がありま
す。svc4:default が存在し有効である場合は、svc5:inst1 は svc4:default もオンラインに
なるまで待機する必要があります。svc4:default が存在し無効であったり、存在していない場
合は、svc5:inst1 は svc4:default を待機する必要はありません。

図   2-1 サービス依存関係

依存関係のグループ

各依存関係は、次のいずれかのグループに割り当てられます。グループは、そのグループ内の
依存関係が充足される条件を定義します。

require_all 次の両方の条件を満たしている場合、この依存関係は充足します。
■ このグループ内のすべてのサービス依存関係が実行している

(online または degraded)。
■ このグループ内のすべてのファイル依存関係が存在している。

require_any 次のどちらかの条件を満たしている場合、この依存関係は充足します。
■ このグループ内のサービス依存関係の少なくとも 1 つが実行してい

る (online または degraded)。
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■ このグループ内のファイル依存関係の少なくとも 1 つが存在してい
る。

optional_all このグループ内のすべてのサービス依存関係がすべて次のどちらかの条
件を満たしている場合、この依存関係は充足します。
■ サービスが実行している (online または degraded)。
■ サービスの実行に管理アクションが必要である。サービスは、存在し

ていない、不完全である、disabled 状態である、maintenance 状態
である、または offline 状態であり、起動には管理アクションが必要
な依存関係を待機している。

このグループ内のファイル依存関係は存在していても、存在していなくて
も構いません。
サービスインスタンスが遷移中であり、起動に管理者の操作は不要であ
る場合、この依存関係は充足されません。この場合、依存サービスは、こ
の依存関係が起動するまで待機するか、管理アクションなしに依存関係
を起動できないと判断するまで待機します。

exclude_all 次の両方の条件を満たしている場合、この依存関係は充足します。
■ このグループ内のすべてのサービス依存関係が、disabled 状態であ

るか、maintenance 状態であるか、または存在していない。
■ このグループ内のすべてのファイル依存関係が存在していない。

サービスが依存するインスタンスの一覧表示

svcs -d コマンドは、特定のサービスが依存するサービスインスタンスを一覧表示します。

この例では、system-repository サービスが依存するサービスインスタンスを表示します。

$ svcs -d system-repository

STATE          STIME    FMRI

online         Sep_09   svc:/milestone/network:default

online         Sep_09   svc:/system/filesystem/local:default

online         Sep_09   svc:/system/filesystem/autofs:default

svcs -l コマンドは、特定のサービスが依存するサービスも一覧表示します。-l オプションの
出力では、依存関係の名前と状態に加え、依存関係のタイプ (つまりグループ) と、依存関係
の restart_on プロパティーの値も表示されます。この例では、依存関係のうち 2 つが必須
で、1 つがオプションです。これらのグループ内の依存関係が依存サービスに与える影響の詳
細は、37 ページの「依存関係のグループ」を参照してください。依存関係の restart_on プ
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ロパティーのさまざまな値が依存サービスに与える影響の詳細は、37 ページの「依存関係
のグループ」を参照してください。

$ svcs -l system-repository

fmri         svc:/application/pkg/system-repository:default

name         IPS System Repository

enabled      false

state        disabled

next_state   none

state_time   Mon Sep 09 18:42:28 2013

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

manifest     /lib/svc/manifest/application/pkg/pkg-system-repository.xml

dependency   require_all/error svc:/milestone/network:default (online)

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local:default (online)

dependency   optional_all/error svc:/system/filesystem/autofs:default (online)

svcprop コマンドを使用して、これらの依存関係を一覧表示することもできます。この形式で
は、依存関係のグループと restart_on 値は別々の行に表示され、依存関係の状態は表示さ
れません。

$ svcprop -g dependency system-repository:default

network/entities fmri svc:/milestone/network:default

network/grouping astring require_all

network/restart_on astring error

network/type astring service

filesystem-local/entities fmri svc:/system/filesystem/local:default

filesystem-local/grouping astring require_all

filesystem-local/restart_on astring none

filesystem-local/type astring service

autofs/entities fmri svc:/system/filesystem/autofs:default

autofs/grouping astring optional_all

autofs/restart_on astring error

autofs/type astring service

サービスに依存するインスタンスの一覧表示

svcs -D コマンドは、特定のサービスに依存するサービスインスタンスを一覧表示します。

この例では、system-repository サービスに依存するサービスインスタンスを表示します。

$ svcs -D system-repository

STATE          STIME    FMRI

online         16:39:30 svc:/application/pkg/zones-proxyd:default

次のコマンドは、zones-proxyd が system-repository に依存していることを確認します。

$ svcs -do svc,desc zones-proxyd

SVC                               DESC

application/pkg/system-repository IPS System Repository
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system/filesystem/minimal         minimal file system mounts

milestone/network                 Network milestone

次のコマンドは、zones-proxyd が system-repository にどのように依存しているかに関する
詳細を表示します。この出力の最終行には、zones-proxyd サービスには system-repository
サービスが実行していることが必要であることが示され、system-repository が現在実行して
いることが示されています。この出力には、system-repository サービスがリフレッシュされると
zones-proxyd サービスが再起動されることも示されています。

$ svcs -l zones-proxyd

fmri         svc:/application/pkg/zones-proxyd:defaulr

name         Zones Proxy Daemon

enabled      true

state        online

next_state   none

state_time   January 6, 2014 04:39:30 PM PST

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

manifest     /lib/svc/manifest/application/pkg/zoneproxyd.xml

dependency   require_any/none svc:/system/filesystem/minimal (online)

dependency   require_any/error svc:/milestone/network (online)

dependency   require_all/restart svc:/application/pkg/system-repository (online)

サービスが自動的に再起動するかどうかの表示

依存関係のいずれかが停止またはリフレッシュしたときに再起動するように、実行中のサービ
スを構成できます。実行中のサービス (online または degraded 状態) は、その依存関係が充
足されていないと、offline 状態に遷移します。依存関係が停止またはリフレッシュしたあとに
サービスを再起動すると、依存関係が再度充足され、依存サービスは実行状態に戻ることがあ
ります。

require_all、require_any、または optional_all の依存関係が停止またはリフレッシュした
あとで、サービスが再起動するかどうかは、次の要因によって決まります。

■ 依存関係が停止またはリフレッシュしたかどうか。停止した場合、依存関係が停止した理由
がハードウェア障害やコアダンプなどのエラーによるものか、管理アクションなどのほかの理
由によるものか。

■ 依存関係の restart_on 属性の値。可能な値は、none、error、restart、および refresh で
す。

次の表に示すように、依存関係の restart_on 属性の値が none である場合は、依存関係が
停止またはリフレッシュしても依存サービスは再起動しません。依存関係の restart_on 属性
の値が refresh である場合、依存関係が停止またはリフレッシュすると常に依存サービスは再
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起動します。restart_on の値が error である場合、エラーのために依存関係が停止した場合
にのみ依存サービスは再起動します。restart_on の値が restart である場合、依存関係がリ
フレッシュした場合にのみ依存サービスは再起動します。

表 2-1 依存関係の停止後のサービスの自動再起動

require_all、require_any、または optional_all の依存
関係

依存関係 restart_on 属性の値

停止またはリフレッシュイベント none error restart refresh

エラーによる停止 再起動なし 再起動 再起動なし 再起動

その他の停止 再起動なし 再起動なし 再起動なし 再起動

リフレッシュ 再起動なし 再起動なし 再起動 再起動

38 ページの「サービスが依存するインスタンスの一覧表示」では、system-repository
サービスに、2 つの require_all 依存関係と 1 つの optional_all 依存関係があることを示
しています。次のコマンドは、milestone/network サービスまたは system/filesystem/autofs
サービスがエラーのために停止した場合に、system-repository サービスが再起動し、ほかの
理由でこれらのサービスが停止またはリフレッシュした場合には、再起動しないことを示しま
す。system-repository サービスは、system/filesystem/local サービスが何らかの理由でリ
フレッシュまたは停止した場合、再起動しません。

$ svccfg -s system-repository:default listprop -o propname,propval '*restart_on'

network/restart_on          astring     error

filesystem-local/restart_on astring     none

autofs/restart_on           astring     error

サービス状態に関する詳細の取得
引数を付けずに svcs -x コマンドを実行すると、次のサービスインスタンスに関する説明が表
示されます。

■ 有効だが、実行していないインスタンス。
■ ほかの有効なサービスの実行を妨げているインスタンス。

すべての有効なサービスが実行している場合、svcs -x コマンドは出力を生成しません。

次の例では、pkg/depot サービスは、その起動メソッドが失敗したために maintenance 状態に
なっています。

$ svcs -x
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svc:/application/pkg/depot:default (IPS Depot)

 State: maintenance since September 11, 2013 01:30:42 PM PDT

Reason: Start method exited with $SMF_EXIT_ERR_FATAL.

   See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-KS

   See: pkg.depot-config(1M)

   See: /var/svc/log/application-pkg-depot:default.log

Impact: This service is not running.

この出力には、My Oracle Support での予測的セルフヒーリングのナレッジ記事、マニュアル
ページ、およびログファイルを参照して、起動メソッドが失敗した理由を判断することが示唆され
ています。ログファイルを表示する別の方法については、43 ページの「サービスログファイ
ルの表示」を参照してください。maintenance 状態になっているサービスを修正する方法につい
ては、111 ページの「機能低下、オフライン、または保守であるインスタンスの修復」を参照し
てください。

次の例では、print/server サービスに、実行していない依存サービスが存在します。print/
server サービスが無効になっているので、この依存サービスを実行できません。

$ svcs -x

svc:/application/print/server:default (LP print server)

 State: disabled since Fri Mar 08 14:42:32 2013

Reason: Disabled by an administrator.

   See: http://sun.com/msg/SMF-8000-05

   See: lpsched(1M)

Impact: 2 dependent services are not running.  (Use -v for list.)

$ svcs -xv

svc:/application/print/server:default (LP print server)

 State: disabled since Fri Mar 08 14:42:32 2013

Reason: Disabled by an administrator.

   See: http://sun.com/msg/SMF-8000-05

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

Impact: 2 dependent services are not running:

        svc:/application/print/rfc1179:default

        svc:/application/print/ipp-listener:default

$ svcs -D print/server

STATE          STIME    FMRI

online         Mar_08   svc:/milestone/multi-user:default

offline        Mar_08   svc:/application/print/ipp-listener:default

offline        Mar_08   svc:/application/print/rfc1179:default

svcs -x コマンドに与えられた引数が、このセクションの冒頭に記した条件を満たしていない場
合、出力にはインスタンスの状態に関する理由は示されませんが、詳細が得られるリソースは
引き続き表示されます。

$ svcs -x smb

svc:/network/smb:default (SMB properties)

 State: online since Thu Sep 12 19:16:56 2013

   See: smb(4)

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

Impact: None.
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サービスログファイルの表示

SMF は、サービスインスタンスごとに、重要なリスタータアクション、メソッド標準出力、および標
準エラー出力に関する情報を /var/svc/log/service:instance.log に記録します。ログファイ
ル名では、service 名におけるスラッシュの代わりにハイフンが代用されます。-L、-l、または -
x オプションを付けて svcs コマンドを実行すると、指定したサービスインスタンスのログファイ
ルの完全パス名が表示されます。svcs -xL コマンドには、ログファイルの最後の数行が表示
され、完全なログファイルを表示するには svcs -Lv コマンドを使用する必要があると記されま
す。svcs -Lv コマンドは完全なファイルを表示しますが、非常に長くなる可能性があります。た
とえば、エディタでログファイルを表示したり、最後の n 個のエントリだけを表示する場合、svcs
-L コマンドの出力に対して操作します。

次の例では、ログファイルを使用して、svcs リストに示されたサービスが一時的に無効になって
いる理由を調べる方法を示します。

$ svcs

STATE          STIME    FMRI

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S47pppd

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S81dodatadm_udaplt

legacy_run     Sep_09   lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE

disabled       Sep_09   svc:/system/vbiosd:default

online         Sep_09   svc:/system/early-manifest-import:default

online         Sep_09   svc:/system/svc/restarter:default

...

$ svcs -x vbiosd

svc:/system/vbiosd:default (BIOS call emulation)

 State: disabled since Mon Sep  9 18:42:37 2013

Reason: Temporarily disabled by service method: "vbiosd is not supported on UEFI systems."

   See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-1S

   See: vbiosd(1M)

   See: /var/svc/log/system-vbiosd:default.log

Impact: This service is not running.

$ svcs -xL vbiosd

svc:/system/vbiosd:default (BIOS call emulation)

 State: disabled since Mon Sep  9 18:42:37 2013

Reason: Temporarily disabled by service method: "vbiosd is not supported on UEFI systems."

   See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-1S

   See: vbiosd(1M)

   See: /var/svc/log/system-vbiosd:default.log

Impact: This service is not running.

   Log:

[ Sep  9 18:42:27 Enabled. ]

[ Sep  9 18:42:37 Executing start method ("/lib/svc/method/svc-vbiosd start"). ]

[ Sep  9 18:42:37 Method "start" exited with status 101. ]

[ Sep  9 18:42:37 "start" method requested temporary disable: "vbiosd is not supported on UEFI

 systems"

 ]
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   Use: 'svcs -Lv svc:/system/vbiosd:default' to view the complete log.

$ svcs -L vbiosd

/var/svc/log/system-vbiosd:default.log

$ view `svcs -L vbiosd`

その他のログファイルで役立つ可能性のあるものとしては、マスターリスタータデーモンのログや
システムログなどがあります。ログファイル名を表示し、 svc.startd リスタータデーモンのログ
ファイルを確認するには、svcs コマンドでサービス名 restarter を使用します。syslogd システ
ムログデーモンのログファイルを表示するには、サービス名 system-log を使用します。

システムブート時に表示するメッセージングの分量を変更する手順について
は、119 ページの「起動メッセージングの量の指定」を参照してください。あるサービス状態
に、あるいはその状態から遷移したとき、または FMA イベントが起きたときにユーザーに通知
するようにサービスを構成する手順については、65 ページの「状態遷移および FMA イベ
ントの通知の構成」を参照してください。

サービス構成の検査

サービス構成は、サービスおよびサービスインスタンスに対して設定されるプロパティーで表
され、サービス構成リポジトリのレイヤーに格納されます。サービスに対して設定されたプロパ
ティーは、そのサービスのすべてのインスタンスに継承されます。インスタンスに対して設定され
たプロパティーは、そのインスタンスだけで使用されます。サービスインスタンスは、継承したプ
ロパティーの値をカスタマイズでき、親サービスに対して定義されていない追加プロパティーを
定義できます。

このセクションでは、プロパティー値を取得する方法と、値がサービスに対してグローバルか、イ
ンスタンスに固有か、ソフトウェアで提供されたものか、または管理カスタマイズであるかを識
別する方法について説明します。

プロパティーおよびプロパティーグループの説明の表示

svccfg describe コマンドは、プロパティーの現在の値を含め、サービスのプロパティーグループ
およびプロパティーの説明を表示します。オペランドを付けずに describe を実行すると、選択
したサービスまたはサービスインスタンスのすべてのプロパティーグループおよびプロパティーの
説明が表示されます。現在の値の説明や使用可能な値のリストなどの詳細を表示するには、-
v オプションを使用します。テンプレート情報を表示するには、-t オプションを使用します。
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$ svccfg -s pkg/server describe network/restart_on

network/restart_on astring     none

    Determines whether to restart the service due to a dependency refresh, restart, or

 failure.

$ svccfg -s pkg/server describe -v network/restart_on

network/restart_on astring     none

    type: astring

    required: true

    Determines whether to restart the service due to a dependency refresh, restart, or

 failure.

    visibility: readwrite

    minimum number of values: 1

    maximum number of values: 1

  value: none

    value description: Never restart due to dependency refresh, restart, or failure.

  value constraints:

    value name: none

    value name: error

    value name: restart

    value name: refresh

サービスおよびインスタンスのプロパティー値の表示
このセクションの例では、サービスおよびインスタンスのプロパティーとプロパティーグループを、
別々のビュー、レイヤー、およびスナップショットで表示する方法について説明します。

例   2-6 現在使用中のインスタンスおよび継承したプロパティーの一覧表示

svcprop コマンドはデフォルトで、実行中のスナップショットでプロパティーに割り当てられてい
る値を表示します。これが現在使用されている値です。デフォルトでは、svcprop コマンドは、実
行中のスナップショットの合成ビューでプロパティーを表示します。つまり、インスタンス固有のプ
ロパティーと継承されたプロパティーの両方が表示されます。継承されたプロパティーの値がイ
ンスタンスでカスタマイズされている場合、そのインスタンスで設定された値が表示されます。
出力では、プロパティーごとに 1 行ずつ表示され、プロパティーグループとプロパティー名 (ス
ラッシュで区切られます)、プロパティー値のデータタイプ、およびプロパティー値が示されます。
プロパティーまたはグループ名が指定されていない場合、実行中のスナップショット内のすべて
のプロパティー値が示されます。

FMR またはパターンオペランドでインスタンスを指定していない場合、サービスに対してのみ
設定されたプロパティーが表示されます。インスタンスに対してのみ設定されたプロパティーは
表示されません。次のコマンドは、サービス依存関係、サービスのタイプ、プロファイルおよびマ
ニフェストファイルのパスなどのプロパティーを表示します。

$ svcprop svc:/system/identity
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インスタンスを指定すると、親サービスから継承され、そのインスタンスおよびプロパティーにつ
いてカスタマイズされたプロパティーの合成ビューが表示されます。次のコマンドは、親サービス
およびプロパティーからこのインスタンスに継承されたプロパティーを含め、指定されたインスタ
ンスの実行中のスナップショット内のプロパティーをすべて一覧表示します。継承されたプロパ
ティーの値がこのインスタンスに対してカスタマイズされている場合は、カスタマイズされた値
が表示されます。この例では、追加の依存関係、このインスタンスを起動する実行可能ファイル
へのパス、このインスタンスのログファイルへのパス、このインスタンスの状態に関する情報な
どのプロパティーを表示します。

$ svcprop svc:/system/identity:domain

例   2-7 現在使用されている指定のプロパティーまたはプロパティーグループの一覧表示

特定のプロパティーグループ内の特定のプロパティーまたはすべてのプロパティーを表示するに
は、-p オプションを使用します。

$ svcprop -p pkg/port pkg/server

svc:/application/pkg/server:oss:properties/pkg/port count 82

svc:/application/pkg/server:s11:properties/pkg/port count 81

svc:/application/pkg/server:default:properties/pkg/port count 80

$ svcprop -p pkg pkg/server:s11

pkg/inst_root astring /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/port count 81

...

pkg/ssl_cert_file astring ""

pkg/ssl_key_file astring ""

...

例   2-8 編集ビューでのサービスおよびインスタンス値の一覧表示

オプションを付けて svcprop コマンドを実行すると、実行中のスナップショットの代わりに、編
集ビューを表示できます。編集ビューには最新の変更が表示されます。編集ビューでの変更は、
インスタンスのリフレッシュまたは再起動によって、実行中のスナップショットにコミットされてい
る場合も、コミットされていない場合もあります。次のコマンドは、実行中のスナップショットと編
集ビューとの違いを示します。oss インスタンスと s11 インスタンスは作成されたばかりであり、
プロパティー値は変更されていますが、インスタンスはまだリフレッシュされていません。最初の
コマンドは、実行中のスナップショットの合成ビューを表示します。これらのインスタンスがカス
タマイズされてからリフレッシュされていないので、表示される値は pkg/server サービスの値
になります。-c オプションは、編集値の合成ビューを表示します。-C オプションは、合成せずに
編集値を表示します。これは合成ビューではないので、カスタマイズされていないインスタンス
の値はありません。

$ svcprop -p pkg/port pkg/server
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svc:/application/pkg/server:oss/:properties/pkg/port count 80

svc:/application/pkg/server:s11/:properties/pkg/port count 80

svc:/application/pkg/server:default/:properties/pkg/port count 80

$ svcprop -c -p pkg/port pkg/server

svc:/application/pkg/server:oss/:properties/pkg/port count 82

svc:/application/pkg/server:s11/:properties/pkg/port count 81

svc:/application/pkg/server/:properties/pkg/port count 80

$ svcprop -C -p pkg/port pkg/server

svc:/application/pkg/server:oss/:properties/pkg/port count 82

svc:/application/pkg/server:s11/:properties/pkg/port count 81

svcprop: Couldn't find property 'pkg/port' for instance 'svc:/application/pkg/server:default'.

svccfg コマンドはデフォルトで、実行中のスナップショットの値ではなく、編集中のプロパティー
値を表示します。50 ページの「指定のスナップショットでの値の表示」で説明しているよう
に selectsnap サブコマンドを使用することによって、svccfg で、実行中のスナップショットの値
を強制的に表示させることができます。

svccfg コマンドは、親サービスを指定した場合は親サービスの値だけを、インスタンスを指定
した場合はインスタンスの値だけを表示します。svccfg listprop コマンドの出力がない場合
は、指定したプロパティーが、指定した親サービスまたはインスタンスに対して設定されていな
い可能性があります。プロパティーが削除された場合は、51 ページの「構成カスタマイズの
表示」で説明しているように、listcust -M を使用して、マスクされた値を表示します。

次のコマンドは、プロパティーグループまたはプロパティー名が指定されていないので、指定
されたサービスの編集中のプロパティー値をすべて一覧表示します。svcprop svc:/system/
identity コマンドによって表示された出力に加え、この出力には、プロパティーグループの名前
およびタイプとテンプレートデータが含まれます。

$ svccfg -s svc:/system/identity listprop

次のコマンドは、指定したサービスインスタンスの編集中のプロパティー値をすべて一覧表示し
ます。このコマンドは合成ビューを表示しないので、この出力には、プロファイルファイルおよび
マニフェストファイルへのパスなどは表示されません。

$ svccfg -s svc:/system/identity:domain listprop

例   2-9 編集ビューでの指定のプロパティーまたはプロパティーグループの一覧表示

次のコマンドは、指定したサービスインスタンスの指定したプロパティーグループでの編集中の
プロパティー値をすべて一覧表示します。-o オプションを使用すると、表示する列を選択でき
ます。有効な列の名前のリストについては、svccfg(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

$ svccfg -s pkg/server:s11 listprop pkg

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvccfg-1m
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pkg                  application

pkg/inst_root       astring      /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/port            count        81

$ svccfg -s pkg/server:s11 listprop -o propname,value pkg

inst_root      /export/ipsrepos/Solaris11

port           81

プロパティーグループタイプでのプロパティーの表示

プロパティー名またはプロパティーグループ名でプロパティー値を表示するだけでなく、プロパ
ティーグループタイプでプロパティー値を表示することもできます。

例   2-10 プロパティーグループとそのタイプの表示

svccfg コマンドの listpg サブコマンドは、各プロパティーグループの名前とタイプを表示しま
す。

$ svccfg -s pkg/server listpg

pkg             application

pkg_bui         application

pkg_secure      application

fs              dependency

autofs          dependency

ntp             dependency

network         dependency

general         framework

manifestfiles   framework

start           method

stop            method

tm_common_name  template

$ svccfg -s pkg/server:s11 listpg

pkg        application

general    framework

restarter  framework              NONPERSISTENT

非永続プロパティーグループは通常、アクティブなプログラム状態を保持します。非永続プロパ
ティーグループ内のプロパティーの値は、システムブート中にクリアされます。

プロパティーグループ名を指定すると、そのプロパティーグループのタイプだけが表示されます。

$ svccfg -s pkg/mirror listpg config

config  application
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例   2-11 プロパティーグループタイプのプロパティーの一覧表示

-g オプションを付けて svcprop コマンドを実行すると、特定のプロパティー
グループタイプのプロパティーが表示されます。プロパティーグループタイプに
は、application、dependency、method、framework、template があります。

$ svcprop -g method pkg/server:s11

start/exec astring %{pkg/pkg_root}/lib/svc/method/svc-pkg-server\ %m

start/timeout_seconds count 0

start/type astring method

stop/exec astring %{pkg/pkg_root}/lib/svc/method/svc-pkg-server\ %m %{restarter/contract}

stop/timeout_seconds count 30

stop/type astring method

$ svcprop -g method -p exec pkg/server:s11

start/exec astring %{pkg/pkg_root}/lib/svc/method/svc-pkg-server\ %m

stop/exec astring %{pkg/pkg_root}/lib/svc/method/svc-pkg-server\ %m %{restarter/contract}

値が設定されているレイヤーの表示

サービス構成リポジトリは、データのソースに応じて、レイヤーにプロパティーデータを格納しま
す。svcprop と svccfg のどちらのコマンドでも、プロパティー値のソースであるレイヤーを表示
できます。svcprop コマンドおよび svccfg コマンドの -l オプションには、情報を表示するレイ
ヤーを指定する引数が必要です。引数値は、manifest、system-profile、site-profile、およ
び admin です。出力には、特定のプロパティー値の設定がサービスマニフェストで行われた
か、プロファイルで行われたか、管理者によって行われたかが示されます。レイヤーについて
は、26 ページの「リポジトリレイヤー」を参照してください。キーワード all は、すべてのレイヤーを
表す別名です。指定したレイヤーが必要なプロパティー値のソースでない場合、出力は表示され
ません。

次のコマンドは、プロパティー値の一部はサービスマニフェストからのものであり、一部は管
理者が設定したものであり、プロパティーの一部は複数のレイヤーに値があることを示しま
す。pkg/readonly プロパティーは、サービスマニフェストに値が設定されており、管理者もその
同じ値を設定します。別々のレイヤーの値は異なる可能性があります。

$ svcprop -l all -p pkg pkg/server:s11

pkg/port count admin 81

pkg/inst_root astring admin /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/address net_address manifest

pkg/cfg_file astring manifest ""

...

pkg/readonly boolean manifest true

pkg/readonly boolean admin true

...
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svccfg listprop コマンドの -l オプションは、引数 current を取ることもできます。current
を -l の引数として使用すると、-l オプションを使用しない場合に表示されるものと同じプロ
パティー値が表示されます。出力における唯一の違いは、レイヤーの名前も表示される点です。
サービス構成リポジトリは非永続データのレイヤー情報を格納しないので、非永続データはレイ
ヤー名を表示しません (3 番目の列には <none> と表示されます)。非永続プロパティーグルー
プには通常、アクティブなプログラム状態が保持され、非永続プロパティーグループ内のプロパ
ティーの値はシステムブート中にクリアされます。

$ svccfg -s pkg/server:s11 listprop -l current

pkg                                application admin

pkg/inst_root                     astring     admin     /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/port                          count       admin     81

general                            framework   admin

general/complete                  astring     manifest

general/enabled                   boolean     admin     true

restarter                          framework   <none>       NONPERSISTENT

restarter/logfile                 astring      <none>    /var/svc/log/application-pkg-

server:default.log

restarter/contract                count        <none>    121

restarter/start_pid               count        <none>    1055

restarter/start_method_timestamp  time         <none>    1379605275.329096000

restarter/start_method_waitstatus integer      <none>    0

restarter/auxiliary_state         astring      <none>    dependencies_satisfied

restarter/next_state              astring      <none>    none

restarter/state                   astring      <none>    online

restarter/state_timestamp         time         <none>    1379605275.332259000

指定のスナップショットでの値の表示

次のコマンドは、このサービスインスタンスで利用できるスナップショットを一覧表示しま
す。svcprop または svccfg のどちらかでこれらのスナップショット名を使用すると、そのスナッ
プショットで設定されたプロパティーの値が表示されます。スナップショットはインスタンスだ
けにあります。サービスにはスナップショットはありません。サービス構成リポジトリのスナップ
ショットの詳細は、27 ページの「リポジトリのスナップショット」を参照してください。

$ svccfg -s pkg/server:default listsnap

initial

previous

running

start

$ svccfg -s pkg/server:s11 listsnap

previous

running

start
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次のコマンドは、pkg/inst_root プロパティーの値が以前のスナップショットで異なっていたこ
とを示します。

$ svcprop -s previous -p pkg/inst_root pkg/server:s11

/var/share/pkg/repositories/solaris

$ svccfg -s pkg/server:s11

svc:/application/pkg/server:s11> selectsnap previous

[previous]svc:/application/pkg/server:s11> listprop pkg/inst_root

pkg/inst_root astring     /var/share/pkg/repositories/solaris

[previous]svc:/application/pkg/server:s11> exit

構成カスタマイズの表示

svccfg listcust コマンドは、指定されたサービスの admin レイヤーでのカスタマイズを表示し
ます。site-profile レイヤーでのカスタマイズも表示するには、-L オプションを使用します。次
のコマンドは、pkg/server サービスの pkg/port プロパティーと pkg/inst_root プロパティーが
管理者によってカスタマイズされたことを示します。

$ svccfg -s pkg/server:s11 listcust

pkg                                application admin

pkg/port                          count       admin     81

pkg/inst_root                     astring     admin     /export/ipsrepos/Solaris11

general                            framework   admin

general/complete                  astring     manifest

general/enabled                   boolean     admin     true

次の svcprop コマンドは、プロパティー config/nodename の定義は manifest レイヤーで指定
されているが、値 solaris は admin レイヤーで設定されていることを示します。

$ svccfg -s identity:node describe config/nodename

config/nodename astring     solaris

    Network name of the computer

$ svcprop -p config/nodename -l all svc:/system/identity:node

config/nodename astring manifest ""

config/nodename astring admin solaris

svccfg listcust コマンドは、すべてのマスクされたエンティティーも表示します。マスクされたエ
ンティティーだけを表示するには、-M オプションを使用します。svccfg delcust コマンドを使用
する前に、svccfg listcust コマンドを使用して、削除される対象を検証します。マスクされた
エンティティーの詳細は、77 ページの「プロパティーグループ、プロパティー、およびプロパ
ティー値の削除」とsmf(5)のマニュアルページを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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イベント通知パラメータの表示

svcs -n コマンドは、FMA イベント通知パラメータ、システム全体の SMF 状態遷移通知パラ
メータ、およびサービスインスタンス状態遷移通知パラメータを表示します。これらのパラメータ
の詳細は、smf(5)のマニュアルページの「通知パラメータ」を参照してください。

$ svcs -n

Notification parameters for FMA Events

    Event: problem-diagnosed

        Notification Type: smtp

            Active: true

            reply-to: root@localhost

            to: root@localhost

        Notification Type: snmp

            Active: true

        Notification Type: syslog

            Active: true

    Event: problem-repaired

        Notification Type: snmp

            Active: true

    Event: problem-resolved

        Notification Type: snmp

            Active: true

System wide notification parameters:

svc:/system/svc/global:default:

    Event: to-maintenance

        Notification Type: smtp

            Active: true

            to: sysadmins@example.com

svc:/application/pkg/mirror:default:

    Event: to-maintenance

        Notification Type: smtp

            Active: true

            to: installteam@example.com

problem-diagnosed、problem-repaired、および problem-resolved の 3 つの FMA イベン
トが表示されます。4 番目のイベント problem-updated に関する通知パラメータも構成できま
す。

システム全体の状態遷移通知設定の場合、これらのグローバル設定を格納するサービスも一
覧表示されます。このシステム全体の設定はカスタム設定です。システム全体の値、つまりグ
ローバル値は、カスタム値が設定されていないすべてのサービスインスタンスに適用されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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表示される最後の設定は、特定のサービスインスタンスのカスタム設定です。

指定のイベントだけに関する通知パラメータを表示するには、svccfg listnotify コマンドを
使用します。状態遷移イベントの場合は、-g オプションを使用して、グローバル設定を表示しま
す。出力には、通知パラメータ値のソースも表示されます。

$ svccfg listnotify problem-resolved

    Event: problem-resolved (source: svc:/system/fm/notify-params:default)

        Notification Type: snmp

            Active: true

$ svccfg listnotify -g to-maintenance

    Event: to-maintenance (source: svc:/system/svc/global:default)

        Notification Type: smtp

            Active: true

            to: sysadmins@example.com

$ svccfg -s pkg/mirror listnotify to-maintenance

    Event: to-maintenance (source: svc:/application/pkg/mirror)

        Notification Type: smtp

            Active: true

            to: installteam@example.com

イベント通知の構成の詳細は、65 ページの「状態遷移および FMA イベントの通知の構
成」を参照してください。
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 3 ♦  ♦  ♦        第    3    章 

サービスの管理

この章では、サービスの起動、停止、および再起動の方法、およびサービス構成の再読み込み
方法について説明します。また、FMA イベントやサービス状態の遷移について通知するように
システムを構成する方法についても説明します。これらの変更は、26 ページの「リポジトリレイ
ヤー」で説明しているように admin レベルのカスタマイズです。

サービス状態を変更するコマンドは、svcadm です。svcadm コマンドはサービスインスタンスで動
作します。インスタンスを指定せずにサービス名を入力し、そのサービスのインスタンスが 1 つ
しかない場合、svcadm はそのインスタンスで動作します。インスタンスを指定せずにサービス名
を入力し、そのサービスのインスタンスが複数ある場合、または複数のインスタンスに一致する
ほかのパターンを指定する場合は、svcadm はエラーメッセージを発行します。

SMF サービスインスタンスの管理

サービスインスタンスは必ず、21 ページの「サービス状態」に記した状態のいずれかになりま
す。このセクションでは、インスタンスを別の状態に遷移させる方法、更新済みのプロパティー
値を実行中のスナップショットにコミットする方法、および通常のビューからインスタンスを削除
する方法について説明します。

サービスの起動

degraded、maintenance、offline、online のいずれかの状態のサービスインスタン
スはすでに有効になっており、起動する必要はありません。起動するインスタンスが
degraded、maintenance、または offline の状態になっている場合は、111 ページの「機能
低下、オフライン、または保守であるインスタンスの修復」を参照してください。起動するインス
タンスが disabled 状態になっている場合は、次の手順に示すようにインスタンスを有効にしま
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す。インスタンスを有効にすると、そのインスタンスのリスタータが online 状態にそのインスタ
ンスを遷移させようと試みます。

サービスインスタンスを有効にする方法

1. インスタンス状態と依存関係を確認します。

インスタンスが現在無効になっていること、およびその必要な依存関係のすべてが実行してい
ること (online または degraded 状態) を確認します。

$ svcs -l FMRI

2. インスタンスを有効にします。

サービスのリスタータは、指定のインスタンスを online 状態にしようと試みます。

インスタンスは永続的に有効にすることも、一時的に有効にすることもできます。永続的な有効
はシステムリブートのあとも持続し、これがデフォルトです。一時的な有効はリブートまでに限り
継続します。

■ 永続的にインスタンスを有効にします。

$ svcadm enable FMRI

■ 一時的にインスタンスを有効にします。

一時的な有効を指定するには、-t オプションを使用します。

$ svcadm enable -t FMRI

現時点ではインスタンスを実行するが、次回のリブート時には実行しない場合は、イン
スタンスが無効になっていることを確認し、一時的にインスタンスを有効にします。イン
スタンスが一時的に有効になっていることを検証するには、svcs -l コマンドを使用し
て、enabled 行が次のようになっていることを確認します。

enabled      true (temporary)

■ 同期的にインスタンスを有効にします。

-s オプションを指定すると、svcadm はインスタンスを有効にし、インスタンスが online ま
たは degraded 状態になるまで待機してから戻ります。svcadm コマンドは、インスタンスが
オンライン状態に達したとき、またはインスタンスがオンライン状態に達するには管理者
の操作が必要だと判断したときに戻ります。
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遷移を行うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T オプ
ションを -s オプションとともに使用します。

$ svcadm enable -sT 10 FMRI

3. インスタンスがオンラインであることを確認します。

$ svcs FMRI

インスタンスが degraded、maintenance、または offline の状態になっている場合
は、111 ページの「機能低下、オフライン、または保守であるインスタンスの修復」を参照して
ください。

例   3-1 サービスインスタンスの永続的な有効化

次のコマンドは、pkg/mirror:default サービスインスタンスが現在無効になっており、その必
要な依存関係がすべてオンラインになっていることを示します。

$ svcs -l pkg/mirror

fmri         svc:/application/pkg/mirror:default

name         IPS Repository Mirror

enabled      false

state        disabled

next_state   none

state_time   September 17, 2013 07:16:52 AM PDT

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

manifest     /lib/svc/manifest/application/pkg/pkg-mirror.xml

dependency   require_all/error svc:/milestone/network:default (online)

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local:default (online)

dependency   optional_all/error svc:/system/filesystem/autofs:default (online)

dependency   require_all/none svc:/application/pkg/repositories-setup (online)

次のコマンドは、pkg/mirror:default インスタンスを有効にします。この場合、pkg/
mirror:default インスタンスが正常に有効になるので、svcadm コマンドは戻ります。

$ svcadm enable -sT 10 pkg/mirror:default

$ svcs pkg/mirror

STATE          STIME    FMRI

online         22:03:53 svc:/application/pkg/mirror:default

例   3-2 サービスインスタンスの一時的な有効化

次のコマンドは、net-snmp:default サービスインスタンスが現在無効になっており、その必要な
依存関係がすべてオンラインになっていることを示します。無効になっている 1 つの依存関係
は、オプションの依存関係です。

$ svcs -l net-snmp
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fmri         svc:/application/management/net-snmp:default

name         net-snmp SNMP daemon

enabled      false

state        disabled

next_state   none

state_time   September 17, 2013 05:56:39 PM PDT

logfile      /var/svc/log/application-management-net-snmp:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id

manifest     /etc/svc/profile/generic.xml

manifest     /lib/svc/manifest/application/management/net-snmp.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

dependency   optional_all/none svc:/milestone/name-services (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/system-log (online)

dependency   optional_all/none svc:/network/rpc/rstat (disabled)

dependency   require_all/restart svc:/system/cryptosvc (online)

dependency   require_all/restart svc:/milestone/network (online)

dependency   require_all/refresh file://localhost/etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf (online)

dependency   require_all/none svc:/milestone/multi-user (online)

次の例に示すように -t オプションを使用してインスタンスを有効にしたあと、svcs -p コマンド
で示されるように snmpd プロセスが開始されているので、インスタンスは一時的に有効になり、
オンラインになり、契約 ID が与えられます。

$ svcadm enable -t net-snmp:default

$ svcs -l net-snmp

fmri         svc:/application/management/net-snmp:default

name         net-snmp SNMP daemon

enabled      true (temporary)

state        online

next_state   none

state_time   September 17, 2013 05:57:26 PM PDT

logfile      /var/svc/log/application-management-net-snmp:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id  160

manifest     /etc/svc/profile/generic.xml

manifest     /lib/svc/manifest/application/management/net-snmp.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

dependency   optional_all/none svc:/milestone/name-services (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/system-log (online)

dependency   optional_all/none svc:/network/rpc/rstat (disabled)

dependency   require_all/restart svc:/system/cryptosvc (online)

dependency   require_all/restart svc:/milestone/network (online)

dependency   require_all/refresh file://localhost/etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf (online)

dependency   require_all/none svc:/milestone/multi-user (online)

$ svcs -p net-snmp

STATE          STIME    FMRI

online         17:57:26 svc:/application/management/net-snmp:default

               17:57:26     5022 snmpd
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サービスの停止

有効になっている、または一時的に無効になっているサービスインスタンスを無効にするに
は、svcadm disable コマンドを使用します。無効になっているインスタンスは再起動できませ
ん。最初にインスタンスを有効にする必要があります。

サービスインスタンスを無効にする方法

1. ほかのサービスがこのインスタンスに依存しているかどうかを確認します。

a.   このインスタンスに依存するサービスを一覧表示します。

$ svcs -D FMRI

b.   依存したサービスがこのインスタンスを必要としているかどうかを確認します。

svcs -D コマンドの結果ごとに svcs -l コマンドを使用して、依存関係が必要な依存関係
であるかどうかを確認します。

このインスタンスが別のサービスの必要な依存関係になっている場合は、このインスタン
スを無効にしないでください。

2. インスタンスを無効にします。

サービスのリスタータが、指定のインスタンスを disabled 状態にしようと試みます。

インスタンスは永続的に無効にすることも、一時的に無効にすることもできます。永続的な無効
はシステムリブートのあとも持続し、これがデフォルトです。一時的な無効はリブートまでに限り
継続します。

■ 永続的にインスタンスを無効にします。

$ svcadm disable FMRI

■ 一時的にインスタンスを無効にします。

一時的な無効を指定するには、-t オプションを使用します。

$ svcadm disable -t FMRI

現時点ではインスタンスを無効にするが、次回のリブート時に実行する場合は、インスタン
スが実行していること (online または degraded の状態) を確認し、一時的にインスタン
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スを無効にします。インスタンスが一時的に無効になっていることを検証するには、svcs -
l コマンドを使用して、enabled 行が次のようになっているか確認します。

enabled      false (temporary)

■ 同期的にインスタンスを無効にします。

-s オプションを指定すると、svcadm はインスタンスを無効にし、インスタンスが disabled
状態になるまで待機してから戻ります。svcadm コマンドは、インスタンスが disabled 状態
に達したとき、またはインスタンスが disabled 状態に達するには管理者の操作が必要だ
と判断したときに戻ります。

遷移を行うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T オプ
ションを -s オプションとともに使用します。

$ svcadm disable -sT 10 FMRI

3. インスタンスが無効になっていることを検証します。

$ svcs FMRI

例   3-3 サービスインスタンスの無効化

次の例は、pkg/update:default サービスインスタンスが最初はオンラインであり、ほかのサー
ビスがこのインスタンスに依存していないことを示します。svcadm disable コマンドが成功し、
インスタンスは現在 disabled 状態になり、再起動しても失敗します。

$ svcs pkg/update

STATE          STIME    FMRI

online          7:18:17 svc:/application/pkg/update:default

$ svcs -D pkg/update:default

STATE          STIME    FMRI

$ svcadm disable pkg/update

$ svcs pkg/update

STATE          STIME    FMRI

disabled       22:51:12 svc:/application/pkg/update:default

$ svcadm restart pkg/update:default

$ svcs pkg/update

STATE          STIME    FMRI

disabled       22:51:12 svc:/application/pkg/update:default
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サービスの再起動

再起動操作は、現在実行している (online または degraded 状態) インスタンスだけを再起動
します。たとえばインスタンスの実行中に有効にできない構成変更を行なったために、実行中
のインスタンスの再起動が必要になることがあります。

サービスインスタンスを再起動しても構成はリフレッシュされません。svcadm restart コマン
ドは、インスタンスの停止メソッドを実行したあとで、インスタンスの起動メソッドを実行しま
す。svcadm restart コマンドは、実行中のスナップショットにプロパティーの変更をコミットせ
ず、インスタンスのリフレッシュメソッドを実行しません。実行中のスナップショットへの構成変
更のコミットの詳細は、62 ページの「サービス構成の再読み込み」を参照してください。

manifest-import サービスの再起動は特殊な場合です。manifest-import サービスを再起動
すると、標準の場所にある変更されたマニフェストまたはプロファイルがインポートされ、サービ
ス構成リポジトリに変更がコミットされ、新しい実行中のスナップショットが取得され、リフレッ
シュメソッドが存在する場合は変更されたインスタンスのリフレッシュメソッドが実行されます。

サービスインスタンスを再起動する方法

1. インスタンス状態を確認します。

インスタンスは online または degraded 状態になっている必要があります。

$ svcs FMRI

2. インスタンスを再起動します。

サービスのリスタータは、指定のインスタンスを online 状態にしようと試みます。ほとんどのリス
タータに実装されている再起動操作は、停止操作のあとに起動操作を続けるというものです。

■ インスタンスを再起動します。

$ svcadm restart FMRI

■ 同期的にインスタンスを再起動します。

-s オプションを指定すると、svcadm はインスタンスを再起動し、インスタンスが
online、degraded、または maintenance の状態になるまで待機してから戻ります。svcadm
コマンドは、インスタンスがこれらのいずれかの状態に達したとき、またはインスタンスがこ
れらのいずれかの状態に達するには管理者の操作が必要だと判断したときに戻ります。
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遷移を行うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T オプ
ションを -s オプションとともに使用します。

$ svcadm restart -sT 10 FMRI

3. インスタンスが起動されていることを検証します。

再起動が成功すると、インスタンスは online、degraded、または maintenance の状態
になります。インスタンスが degraded または maintenance の状態になっている場合
は、111 ページの「機能低下、オフライン、または保守であるインスタンスの修復」を参照して
ください。

$ svcs FMRI

サービス構成の再読み込み

サービス構成を変更した場合、実行中のスナップショットにはこれらの変更は即座に反映され
ません。これらの変更は、現在のプロパティー値または編集中のプロパティー値として、サービス
構成リポジトリに格納されます。リフレッシュ操作では、指定したサービスインスタンスの実行中
のスナップショットを、編集中の構成の値で更新します。

svcadm refresh および svccfg refresh コマンドはどちらも次の手順を実行します。

1. 実行中のスナップショットに編集中のプロパティーをコミットする、新しい実行中のスナップ
ショットを作成します。

2. リフレッシュメソッドが存在し、インスタンスが online または degraded の状態になってい
る場合に、インスタンスのリフレッシュメソッドを実行します。リフレッシュメソッドは、変更が
行われたことをアプリケーションに通知する必要があります。リフレッシュメソッドは、実行中
のスナップショットからプロパティー値を再読み込みする場合があります。リフレッシュメソッ
ドが存在しない場合でも、実行中のスナップショット内の構成は更新されます。

svcadm refresh コマンドはサービスインスタンス上で動作します。svccfg refresh コマン
ドはサービスインスタンスまたは親サービス上で動作します。サービスが指定されている場
合、svccfg refresh コマンドは、そのサービスのすべてのインスタンスをリフレッシュします。
サービスインスタンスのスナップショットだけが取得され親サービスのスナップショットは取得さ
れませんが、親サービスのプロパティーはサービスインスタンスに継承されます。変更された親
サービスのプロパティーは、インスタンスがこれらの変更をオーバーライドしない場合、サービスイ
ンスタンスのスナップショットに表示されます。



サービスインスタンスを削除する方法

第 3 章 サービスの管理 63

依存関係の変更など、一部の変更は即座に有効になります。その他の変更
は、61 ページの「サービスの再起動」に説明しているように、サービスが再起動するまで有
効になりません。アプリケーションの実行中に行えない変更には、再起動後のリフレッシュが必
要です。アプリケーションの実行中に行えない変更にはたとえば、ソケットの開閉や環境変数の
リセットなどがあります。

svcadm refresh コマンドとともに -s オプションを指定すると、svcadm はインスタンスをリフレッ
シュし、インスタンスが online、degraded、または maintenance の状態になるまで待機してから
戻ります。svcadm コマンドは、インスタンスがこれらのいずれかの状態に達したとき、またはイン
スタンスがこれらのいずれかの状態に達するには管理者の操作が必要だと判断したときに戻
ります。遷移を行うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T オ
プションを -s オプションとともに使用します。

サービスの削除

svccfg delete コマンドはシステムからサービスインスタンスを削除しません。代わりに、svccfg
delete コマンドがインスタンスをマスクします。svccfg delete コマンドを実行したあとも、サー
ビスマニフェストは /lib/svc/manifest に存在します。SMF では、サービス構成リポジトリと
ファイルシステムコンテンツとの同期は維持されます。マニフェストは引き続き標準の場所の
ファイルシステムに存在するので、そのサービス情報はそのままリポジトリに格納されており、通
常のビューからマスクされるだけです。管理カスタマイズはすべて、マスクされたインスタンスか
ら削除されます。マスクされたエンティティーの説明については、smf(5)のマニュアルページを
参照してください。

サービスインスタンスをサポートするファイルは、そのサービスインスタンスがマスクされている
場合でも、pkg コマンドを使用すると更新されます。サービスインスタンスをサポートするファイル
が pkg コマンドによって更新されると、サービスがまだビューからマスクされていても、SMF デー
タストアは更新されます。サービスインスタンスがマスク解除されると、そのサービスインスタン
スはすでに、pkg によって提供されたファイルから更新されており、これ以上の操作は不要で
す。サービスインスタンスをマスク解除するには、64 ページの「サービスインスタンスの削除
を元に戻す方法」を参照してください。

サービスインスタンスを削除する方法

1. 削除するインスタンスの依存関係を確認します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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svcs -D コマンドを使用して、このインスタンスに依存するインスタンスを表示します。このイン
スタンスを削除したあと、依存したインスタンスが実行できなくなる可能性があります。svcs -l
コマンドを使用して、このインスタンスが、依存したインスタンスの必要な依存関係であるかどう
かを確認します。

2. インスタンスをマスクします。

svccfg delete コマンドを使用して、通常のビューからインスタンスをマスクします。svcs コマン
ドを使用して、インスタンスの状態を表示します。インスタンスが実行している場合 (online ま
たは degraded の状態)、svccfg delete -f コマンドを使用して、通常のビューからインスタン
スをマスクします。

$ svcs -H my-svc

disabled        7:25:37 svc:/site/my-svc:default

$ svccfg delete svc:/site/my-svc:default

3. インスタンスがマスクされていることを検証します。

svccfg listcust -M コマンドを使用して、インスタンスがマスクされていることを確認しま
す。svcs などのコマンドでは、一致するインスタンスが見つからないというエラーメッセージが表
示されます。

$ svccfg listcust -M

svc:/site/my-svc:default manifest MASKED

  general                      admin    MASKED

  general/complete astring     admin    MASKED

  general/enabled  boolean     admin    MASKED true

$ svcs -H my-svc

svcs: Pattern 'my-svc' doesn't match any instances

サービスインスタンスの削除を元に戻す方法

1. インスタンスがマスクされていることを確認します。

前述の手順で示したように、svccfg listcust -M コマンドを使用します。

2. インスタンスをマスク解除します。

$ svccfg -s svc:/site/my-svc:default delcust

 Deleting customizations for instance: default

マニフェストを再インポートしてもマスクは削除されません。

3. インスタンスがマスク解除されていることを検証します。
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svccfg listcust -M コマンドを使用して、インスタンスがマスクされていないことを確認しま
す。svcs コマンドでは、インスタンスの状態が表示されます。

状態遷移および FMA イベントの通知の構成

サービスが状態を変更したり、FMA イベントが発生したときに通知するようにシステム
を構成できます。Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) または Simple Network
Management Protocol (SNMP) のどちらかの通知を指定できます。

デフォルトでは、保守の遷移に関して SNMP トラップが送信されます。遷移通知に SNMP を
使用する場合、ほかの状態遷移に対し追加トラップを構成できます。

次の例では、SMF および FMA イベントに関する通知パラメータを設定する方法と、通知パラ
メータを削除する方法を示します。

例   3-4 サービス状態イベントに関するグローバル通知の構成

次のコマンドを実行すると、サービスが maintenance 状態に移行したときに電子メールを送信
する通知が作成されます。

$ svccfg setnotify -g to-maintenance mailto:sysadmins@example.com

-g -g オプションは、カスタム値が設定されていないすべてのサービスイン
スタンスについて、この通知パラメータを設定します。変更したすべての
サービスインスタンスがリフレッシュされます。-g オプションは、サービス
状態遷移に関する通知を設定する場合にのみ使用でき、FMA イベント
については使用できません。

to-maintenance smf(5)のマニュアルページの通知パラメータのセクションに記されてい
るように、to-maintenance 引数は状態遷移イベントです。状態名だけを
指定した場合、to-state および from-state の両方の遷移が含まれます。
このイベントは、遷移のコンマ区切りのリストになる場合もあります。

mailto: mailto 引数は、指定されたイベントについて受信する通知を指定しま
す。この引数は snmp も指定できます。snmp 通知値は、snmp:active また
は snmp:inactive のどちらかにする必要があります。mailto 通知値は、
この例に示した形式に加え、mailto:active や mailto:inactive にす
ることができます。通知パラメータを設定すると、そのイベントの既存の値
は上書きされます。active および inactive の設定は既存の値を上書

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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きするのではなく、既存の通知が指定したイベントにとって有効かどうか
を切り替えます。

例   3-5 指定されたサービスインスタンスに関する通知の構成

次のコマンドを実行すると、pkg/mirror サービスが maintenance 状態に遷移したときに電子
メールを送信する通知が作成されます。

$ svccfg -s pkg/mirror setnotify to-maintenance mailto:installteam@example.com

次のコマンドを実行すると、http:apache22 サービスが online の状態から遷移したときに電子
メールを送信する通知が作成されます。

$ svccfg -s http:apache22 setnotify from-online mailto:webservices@example.com

例   3-6 FMA イベントに関する通知の構成

problem-diagnosed 引数は FMA イベントです。この引数は、FMA イベントのコンマ区切りの
リストにすることができます。smf(5)のマニュアルページの「通知パラメータ」の FMA イベント
のリストを参照してください。

$ svccfg setnotify problem-diagnosed mailto:IT@example.com

例   3-7 通知設定の削除

次のコマンドを実行すると、前述の例で設定した通知設定が削除されます。

$ svccfg delnotify -g to-maintenance

$ svccfg -s pkg/mirror delnotify to-maintenance

$ svccfg setnotify problem-diagnosed mailto:root@localhost

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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 4 ♦  ♦  ♦        第    4    章 

サービスの構成

SMF は、サービス構成リポジトリに構成データを格納します。 SMF サービスを構成するとは、
構成リポジトリのデータを変更してから、その変更を実行中のスナップショットにコミットすること
を意味します。この章では、構成リポジトリ内のデータを変更する方法について説明します。構
成リポジトリ内のデータの表示については、44 ページの「サービス構成の検査」を参照してくだ
さい。実行中のスナップショットへの構成変更のコミットについては、62 ページの「サービス構
成の再読み込み」を参照してください。

それぞれのサービスおよびサービスインスタンスは構成データをプロパティーに格納し、プロパ
ティーはプロパティーグループにまとめられています。構成リポジトリ内のデータの変更には、
サービスプロパティー値の変更、カスタムプロパティーグループおよびプロパティーの作成、サー
ビスの新しいインスタンスの作成、プロファイルの適用などがあります。構成の変更には、カス
タマイズの削除とリポジトリスナップショットの復元も含まれます。

この章では、inetd サービスの変更方法も示します。

SMF 構成変更は、Oracle Solaris 監査フレームワークを使用してログに記録することができま
す。詳細は、『Oracle Solaris 11.2 での監査の管理』の「監査サービスの構成 (タスクマップ)」を
参照してください。

サービス構成コマンドの使用

svccfg コマンドはサービス構成リポジトリのデータを操作します。svccfg コマンドを使用して行
う変更はすべて、admin レイヤーに記録されます。レイヤーの詳細は、26 ページの「リポジトリレ
イヤー」を参照してください。svccfg コマンドで行われた変更は、現在のプロパティー値または
編集中のプロパティー値として、サービス構成リポジトリに格納され、実行中のスナップショッ
トに即座には表示されません。構成データを変更する場合、svcadm refresh コマンドまたは
svccfg refresh コマンドを使用して、新しい値を実行中のスナップショットにコミットします。
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新しく変更したデータを実行中のスナップショットと分けておくと、複数の変更を行なってからそ
の変更をすべて一緒に実行中のスナップショットにコミットできます。複数の変更を行なってい
る過程で、一部のプロパティー値は互換性や整合性がなくなる場合もありますが、実行中のス
ナップショットは変更されません。変更が終了したら、リフレッシュを実行します。

次のどの方法でも svccfg コマンドを使用できます。

■ svccfg editprop コマンドを使用して、現在選択されているエンティティーのプロパティーグ
ループおよびプロパティーに対してエディターを呼び出す。

■ コマンド行で完全な svccfg コマンドを入力し、setprop などのサブコマンドを指定する。
■ svccfg または svccfg -s FMRI だけをコマンド行で入力し、対話式セッションを開始する。
■ -f オプションを指定して、ファイルから svccfg コマンドを読み取る。

プロパティーエディターの呼び出し

次の例に示すように、svccfg コマンドを呼び出すと、選択したエンティティーのプロパティーに対
してエディターが開きます。この形式の svccfg コマンドは非常に高速で、複数のプロパティー
値を変更する場合に便利です。editprop サブコマンドの場合、-s オプションを付けてエンティ
ティーを指定する必要があります。

$ svccfg -s pkg/server:s11 editprop

指定したエンティティーの各プロパティーの現在値に対する setprop コマンドのファイル
は、VISUAL 環境変数で指定されたエディタで開きます。VISUAL が定義されていない場
合、EDITOR で指定したエディターが開かれます。VISUAL も EDITOR も定義されていない場合
は、プロパティーファイルは vi で開かれます。

ファイルの各行の先頭にはコメント文字が付けられます。svccfg で編集中の構成内のプロパ
ティーの値を変更するには、コメント文字を削除し、値を変更して、ファイルを保存します。実行
中のスナップショット内のプロパティーの値を変更するには、ファイルの最終行 (refresh サブ
コマンドです) のコメント文字を削除します。

次のリストでは、editprop サブコマンドで作成されたファイルの部分的な例を示します。

##

## Change property values by removing the leading '#' from the

## appropriate lines and editing the values. svccfg subcommands

## such as delprop can also be added to the script.



サービス構成コマンドの使用

第 4 章 サービスの構成 69

##

## Property group "pkg"

## The following properties are defined in the selected instance

## (svc:/application/pkg/server:s11)

# setprop pkg/port = count: 81

# setprop pkg/inst_root = astring: /export/ipsrepos/Solaris11

## The following properties inherit from the parent service

## (svc:/application/pkg/server)

# ...

## Property group "pkg_bui"

# ...

## Property group "pkg_secure"

# ...

## Uncomment to apply these changes to this instance.

# refresh

ファイル状態の命令として、setprop 以外のサブコマンドを追加できます。たとえば、delprop コ
マンドを追加できます。framework や dependency などの一部のプロパティーグループは、デフォ
ルトでは表示されません。すべてのプロパティーを表示するには、editprop -a を指定します。

この一時ファイル内のコメントのないコマンドは、編集セッションを保存および停止するときに
実行されます。

対話式またはファイルを使用した svccfg の呼び出し

次の例に示すように svccfg コマンドを対話式に呼び出すと、複数の構成操作を実行する場合
に便利です。

$ svccfg

svc:> select pkg/server

svc:/application/pkg/server> list

:properties

default

svc:/application/pkg/server> add s11

svc:/application/pkg/server> select s11

svc:/application/pkg/server:s11> setprop pkg/inst_root=/export/ipsrepos/Solaris11

svc:/application/pkg/server:s11> setprop pkg/port=81

svc:/application/pkg/server:s11> unselect

svc:/application/pkg/server> add oss
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svc:/application/pkg/server> select oss

svc:/application/pkg/server:oss> setprop pkg/inst_root=/export/ipsrepos/SolarisStudio

svc:/application/pkg/server:oss> setprop pkg/port=82

svc:/application/pkg/server:oss> unselect

svc:/application/pkg/server> list

:properties

default

s11

oss

svc:/application/pkg/server> refresh

svc:/application/pkg/server> select pkg/mirror:default

svc:/application/pkg/mirror:default> listprop config/crontab_period

config/crontab_period astring     "30 2 25 * *"

svc:/application/pkg/mirror:default> setprop config/crontab_period="00 3 25 * *"

svc:/application/pkg/mirror:default> refresh

svc:/application/pkg/mirror:default> exit

$

前述の例での対話式プロンプトで示された同じコマンドをファイルで指定することもでき、次の
コマンドなどのコマンドとともに実行できます。

$ svccfg -f cfgpkgrepos

プロパティー値の設定

次のコマンドはプロパティー値を設定します。

svccfg setprop

プロパティーの値を変更します。

svccfg addpropvalue

複数値のプロパティーに値を追加します。

svccfg setenv

サービスプロセス実行環境の環境変数の値を変更します。

必ず svccfg refresh コマンドまたは svcadm refresh コマンドを使用して、実行中のスナップ
ショットに構成変更をコミットしてください。

例   4-1 単純な値の設定

setprop をもっとも簡単に使用するには、選択されたサービスまたはインスタンスに対し
て、pg/name を指定します。ここで、pg はプロパティーグループの名前で、name はプロパティー
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の名前であり、等号のあとに新しい値を指定します。プロパティーがすでに存在しているか、テ
ンプレート化されている場合、プロパティー値を指定する必要はありません。

$ svccfg -s pkg/server:s11 setprop pkg/port=81

例   4-2 コロン文字を含む値の設定

プロパティー値にコロン文字 (:) が含まれる場合、次の例 (タイプは astring) に示すようにプ
ロパティータイプを指定します。

$ svccfg -s system-repository:default setprop config/http_proxy = astring: https://proxyURI

listprop サブコマンドを使用して、設定するプロパティーのタイプを見つけます。

$ svccfg -s system-repository:default listprop config/http_proxy

config/http_proxy astring

例   4-3 埋め込まれた空白を含む値の設定

埋め込まれた空白を含む値を設定するには、二重引用符を使用します。シェルによっては、二
重引用符の付いた文字列を一重引用符で囲む必要があります。

$ svccfg -s pkg/mirror setprop config/crontab_period = "00 3 25 * *"

$ svccfg -s pkg/mirror setprop config/crontab_period = '"00 3 25 * *"'

二重引用符またはバックスラッシュ文字を含む値を設定するには、引用符を使用します。二重
引用符またはバックスラッシュ文字をエスケープするには、バックスラッシュ文字を使用します。

例   4-4 一連の値である値の設定

一連の値を単一の値として指定するには、括弧を使用します。シェルによっては、値のセットも
一重引用符で囲む必要があります。

$ svccfg -s dns/client setprop config/nameserver = (10.0.0.1 192.168.0.1)

$ svccfg -s dns/client setprop config/nameserver = '(10.0.0.1 192.168.0.1)'

$ svccfg -s dns/client listprop config/nameserver

config/nameserver net_address 10.0.0.1 192.168.0.1

一連の値に含められる値の数を調べるには、describe サブコマンドを使用します。

$ svccfg -s dns/client describe -v config/nameserver

config/nameserver net_address 10.0.0.1 192.168.0.1

    type: net_address

    required: false

    The IP address of a DNS nameserver to be used by the resolver.

    visibility: readwrite
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    minimum number of values: 1

    maximum number of values: 3

  value: 10.0.0.1

  value: 192.168.0.1

例   4-5 値の追加

選択したサービスまたはサービスインスタンスの指定したプロパティーに所定の値を追加するに
は、addpropvalue サブコマンドを使用します。新しい値は、プロパティーのプロパティー値に関
する既存のリストの末尾に追加されます。

$ svcprop -p keymap/layout keymap:default

US-English

$ svccfg -s keymap:default addpropvalue keymap:layout UK-English

$ svccfg -s keymap:default listprop keymap:layout

keymap/layout astring     "US-English" "UK-English"

前述の setprop の例では、値のセット内のすべての値を一度に指定する必要がありま
す。1 つの値だけを指定した場合、その値が、1 つの値から成る新しいセットになります。この
addpropvalue の例では、追加した値は個別の値です。これらの追加した値にアクセスするに
は、値に対して libscf 関数 scf_iter_property_values() を繰り返し使用する必要があり
ます。listprop は両方の値を表示しますが、describe は最初の値だけを表示し、このプロパ
ティーの値に許容される最大数が 1 であることを報告します。

$ svccfg -s keymap:default describe -v keymap/layout

keymap/layout astring     US-English

    type: astring

    required: true

    The keyboard layout

    visibility: readwrite

    minimum number of values: 1

    maximum number of values: 1

  value: US-English

ttymon プロパティー値の変更方法

この手順では、ttymon に渡されるパラメータを変更する方法を示します。

1. 変更するサービスを識別します。

ttymon(1M)のマニュアルページには、変更するサービスが svc:/system/console-login で
あると記されています。ttymon(1M) のマニュアルページには、ttymon プロパティーグループ内
のプロパティーの記述も含まれています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mttymon-1m
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次のコマンドを実行すると、このイメージ内の console-login サービスの複数のインスタンスが
表示され、default インスタンスが現在オンラインになっている唯一のインスタンスであること
が示されます。

$ svcs console-login

STATE          STIME    FMRI

disabled       10:49:43 svc:/system/console-login:terma

disabled       10:49:43 svc:/system/console-login:termb

online         10:50:54 svc:/system/console-login:default

2. 変更するプロパティーを識別します。

次のコマンドを実行すると、default インスタンスの ttymon プロパティーグループ内の各プロパ
ティーの名前、データ型、値、および簡単な説明が表示されます。

$ svccfg -s console-login:default describe ttymon

ttymon                application

ttymon/device        astring     /dev/console

    The terminal device to be used for the console login prompt.

ttymon/terminal_type astring

    Sets the initial value of the TERM environment variable

前述の出力には、terminal_type プロパティーの値は表示されません。次のコマンド
は、console-login:default インスタンスの ttymon/terminal_type プロパティーの値が、現
在 null であることを確認します。

$ svcprop -p ttymon/terminal_type console-login:default

""

3. プロパティー値を変更します。

次のコマンドを入力して、console-login:default インスタンスの ttymon/terminal_type プ
ロパティーの値を xterm に変更します。

$ svccfg -s system/console-login:default setprop ttymon/terminal_type=xterm

4. 実行中のスナップショットに新しい値をコミットします。

次の出力では、terminal_type プロパティーの値が編集中の構成では変更されているが、実
行中のスナップショットでは変更されていないことが示されています。

$ svccfg -s console-login:default listprop ttymon/terminal_type

ttymon/terminal_type astring     xterm

$ svcprop -p ttymon/terminal_type console-login:default

""

サービスインスタンスをリフレッシュしたあと、実行中のスナップショットでプロパティー値は変更
されます。
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$ svcadm refresh console-login:default

$ svcprop -p ttymon/terminal_type console-login:default

xterm

サービスプロセス環境の環境変数を変更する方法

この手順では、サービスが開始したプロセスが実行している環境で環境変数の値を設定する
方法を示します。

この手順の例では、デバッグに役立つように cron 環境変数を変更する方法を示します。

1. サービスが実行されていることを確認します。
次の出力には、cron サービスがオンラインになっており、cron プロセスが実行していることが
示されています。

$ svcs -p cron

STATE          STIME    FMRI

online         10:24:05 svc:/system/cron:default

               10:24:05     1089 cron

2. 環境変数を設定します。
setenv サブコマンドは、サービスまたはサービスインスタンスによって開始されたプロセスが実
行している環境の環境変数を設定します。
次のコマンドを使用して、設定する環境変数の現在の値を確認します。

$ pargs -e `pgrep -f /usr/sbin/cron`

この例で設定される環境変数には、現在値が割り当てられていません。
次のコマンドは、svc:/system/cron:default サービスインスタンスによって開始された /usr/
sbin/cron プロセスの UMEM_DEBUG および LD_PRELOAD 環境変数を設定します。

$ svccfg -s system/cron:default setenv UMEM_DEBUG default

$ svccfg -s system/cron:default setenv LD_PRELOAD libumem.so

3. サービスのリフレッシュと再起動を行います。
環境変数の値の変更が有効になるには、再起動とリフレッシュが必要です。

$ svcadm refresh system/cron:default

$ svcadm restart system/cron:default

4. 正しく変更されたことを確認します。



プロパティーグループ、プロパティー、およびプロパティー値の追加

第 4 章 サービスの構成 75

次の出力には、サービスが再起動し、プロセスに新しいプロセス ID が与えられ、そのプロセス
環境に対して 2 つの環境変数が設定されていることが示されています。

$ svcs -p cron

STATE          STIME    FMRI

online          9:24:39 svc:/system/cron:default

                9:24:39     5601 cron

$ svcprop -g method -p environment system/cron:default

start/environment astring LD_PRELOAD=libumem.so UMEM_DEBUG=default

$ pargs -e `pgrep -f /usr/sbin/cron`

5601: /usr/sbin/cron

envp[0]: LOGNAME=root

envp[1]: LD_PRELOAD=libumem.so

envp[2]: PATH=/usr/sbin:/usr/bin

envp[3]: SMF_FMRI=svc:/system/cron:default

envp[4]: SMF_METHOD=start

envp[5]: SMF_RESTARTER=svc:/system/svc/restarter:default

envp[6]: SMF_ZONENAME=global

envp[7]: UMEM_DEBUG=default

参照 unsetenv サブコマンドは、サービスまたはサービスインスタンスによって開始されたプロセスの
環境変数を設定解除します。

プロパティーグループ、プロパティー、およびプロパティー値の追加

次のコマンドはプロパティーおよびプロパティーグループを追加します。

svccfg setprop

svccfg addpropvalue

プロパティーがまだ存在していない場合、値が設定されているプロパティーを追加します。

svccfg addpg

サービスまたはサービスインスタンスに新しいプロパティーグループを追加します。

必ず svccfg refresh コマンドまたは svcadm refresh コマンドを使用して、実行中のスナップ
ショットに構成変更をコミットしてください。

例   4-6 addpg を使用した新しいプロパティーグループの作成

addpg サブコマンドを使用して、選択したサービスまたはサービスインスタンスにプロパティーグ
ループを追加します。

svccfg -s FMRI addpg name type [flags]
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type 慣例により、type の値は通常 application です。プロパティーグループ
タイプの詳細は、第5章「SMF を使用したアプリケーションの制御」を参
照してください。

flags flags の値に P を指定して、プロパティーグループと追加したすべて
のプロパティーを非永続として格納します。P を指定すると、このプロ
パティーグループおよび含まれるプロパティーはリブート時に自動的
に削除されます。値 P は、SCF_PG_FLAG_NONPERSISTENT の別名で
す。scf_service_add_pg(3SCF) のマニュアルページを参照してくださ
い。

$ svccfg -s svc:/site/my-svc addpg config application

$ svccfg -s my-svc listprop config

config  application

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

$

この例では、管理者は、config プロパティーグループを親サービス my-svc に追加しましたが、
インスタンス my-svc:default には追加しませんでした。listprop コマンドは、config プロパ
ティーグループがサービスインスタンスに存在していないことを示します。

例   4-7 setprop を使用した新しいプロパティーの作成

70 ページの「プロパティー値の設定」で説明しているように setprop サブコマンドを使用
して、プロパティー値を設定します。選択したインスタンスまたはサービスにプロパティーグルー
プがまだ存在していない場合、テンプレート定義にタイプおよびフラグがあればプロパティーグ
ループが作成されます。選択したインスタンスまたはサービスにプロパティーがまだ存在してい
ない場合、プロパティー type を指定する必要があります。

$ svccfg -s my-svc:default setprop config/vendor = astring: vendora

$ svccfg -s my-svc:default listprop config/vendor

config/vendor astring     vendora

例   4-8 addpropvalue を使用した新しいプロパティーの作成

70 ページの「プロパティー値の設定」で説明しているように、addpropvalue サブコマンド
を使用して、プロパティー値を追加します。選択したインスタンスまたはサービスにプロパティー
グループがまだ存在していない場合、テンプレート定義にタイプおよびフラグがあればプロパ
ティーグループが作成されます。選択したインスタンスまたはサービスにプロパティーがまだ存在
していない場合、プロパティー type を指定する必要があります。

$ svccfg -s my-svc:default addpropvalue config/vendor astring: vendorb

$ -s my-svc:default addpropvalue config/customer astring: acustomer

$ svccfg -s my-svc:default listprop config
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config           application        

config/vendor   astring     "vendora" "vendorb"

config/customer astring     acustomer

プロパティーグループ、プロパティー、およびプロパティー値の削除

次のコマンドはプロパティー値、プロパティー、およびプロパティーグループを削除します。

svccfg setprop

プロパティーの値すべてを削除します。

svccfg delpropvalue

指定されたパターンに一致する指定されたプロパティーのすべての値を削除します。

svccfg delprop

プロパティーを削除します。

svccfg delpg

プロパティーグループを削除します。

svccfg delcust

管理カスタマイズを削除します。

必ず svccfg refresh コマンドまたは svcadm refresh コマンドを使用して、実行中のスナップ
ショットに構成変更をコミットしてください。

管理構成の削除

svccfg コマンドまたは libscf 呼び出しを使用して行なった構成の変更は、サービス構成リ
ポジトリの admin レイヤーだけを変更します。レイヤーの詳細は、26 ページの「リポジトリレイ
ヤー」を参照してください。admin レイヤーだけで定義されており、ほかのレイヤーには存在しない
構成を削除した場合、その構成は失われます。-l オプションを使用してサービス構成リポジトリ
のすべてのレイヤーを表示した場合でも、構成を表示するコマンドを実行しても、削除した構成
は表示されません。ほかのレイヤーに存在する構成の削除については、79 ページの「非管
理構成の削除」を参照してください。
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例   4-9 プロパティーのすべての値の削除

70 ページの「プロパティー値の設定」で説明しているように setprop サブコマンドを使用し
ます。プロパティーのすべての値を削除するには、タイプや値を指定しないでください。値は削
除されますが、プロパティーは引き続き存在します。

$ svccfg -s my-svc:default setprop config/vendor =

$ svccfg -s my-svc:default listprop config/vendor

config/vendor   astring

例   4-10 プロパティーのすべての一致した値の削除

delpropvalue サブコマンドを使用して、所定のパターンに一致する名前付きプロパティーのす
べての値を削除します。

$ svccfg -s my-svc:default setprop config/tool = astring: '(hammer tongs wrench)'

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

config           application        

config/customer astring     acustomer

config/vendor   astring     "vendora" "vendorb"

config/tool     astring     "hammer tongs wrench"

$ svccfg -s my-svc:default delpropvalue config/vendor '*b'

$ svccfg -s my-svc:default delpropvalue config/tool 'tong*'

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

config           application        

config/customer astring     acustomer

config/vendor   astring     vendora

config/tool     astring     "hammer tongs wrench"

$ # config/tool is a single value that is a value set

$ svccfg -s my-svc:default delpropvalue config/tool '*tong*'

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

config           application        

config/customer astring     acustomer

config/vendor   astring     vendora

config/tool     astring

例   4-11 プロパティーの削除

delprop サブコマンドを使用して、選択したサービスまたはサービスインスタンスの名前付きプ
ロパティーを削除します。

$ svccfg -s my-svc:default delprop config/tool

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

config           application        

config/customer astring     acustomer

config/vendor   astring     vendora
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例   4-12 プロパティーグループの削除

delpg サブコマンドと delprop サブコマンドはどちらもプロパティーグループを削除できま
す。delpg サブコマンドは、選択したサービスまたはサービスインスタンスの名前付きプロパ
ティーグループを削除します。delprop サブコマンドは、プロパティーに名前が付いていない場合
に、名前付きプロパティーグループを削除します。

$ svccfg -s my-svc:default delpg config

$ svccfg -s my-svc:default listprop config

$

例   4-13 カスタマイズの削除

delcust サブコマンドは、選択したサービスまたはサービスインスタンスの管理カスタマイズを
削除します。delcust サブコマンドを使用する前に、同じパターンまたはオプションで listcust
サブコマンドを使用して、削除される対象を確認してください。パターンを指定する場合、このパ
ターンはプロパティーまたはプロパティーグループに対応している必要があります。

$ svccfg -s my-svc:default listcust

config                             application admin                  

config/customer                   astring     admin                 acustomer

config/vendor                     astring     admin                 "vendora" "vendorb"

config/tool                       astring     admin                 "hammer tongs wrench"

$ svccfg -s my-svc:default listcust '*tool'

config/tool                       astring     admin                 "hammer tongs wrench"

$ svccfg -s my-svc:default delcust '*tool'

 Deleting customizations for property: config/tool

$ svccfg -s my-svc:default listcust '*tool'

$ svccfg -s my-svc:default listcust

config                             application admin                  

config/customer                   astring     admin                 acustomer

config/vendor                     astring     admin                 "vendora" "vendorb"

非管理構成の削除

サービス構成リポジトリの site-profile、system-profile、および manifest レイヤーに存在す
る構成は、サービスマニフェストおよびプロファイルファイルに定義されています。レイヤーの詳
細は、26 ページの「リポジトリレイヤー」を参照してください。SMF では、サービス構成リポジトリ
とファイルシステムコンテンツとの同期は維持されます。標準の場所にあるマニフェストまたは
プロファイルファイルに定義されたすべての構成は、管理カスタマイズ後 (削除後も含む) でも
ファイルシステム上にそのまま存在しており、サービス構成リポジトリに引き続き格納されてい
ます。マニフェストまたはプロファイルで定義されている構成は、バンドルをサポートしていると
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言われます。バンドルをサポートしている構成を削除すると、情報はファイルシステムから削除
されませんが、通常のビューに表示されないようにマスクされます。マスクされたエンティティー
の説明については、smf(5)のマニュアルページを参照してください。

バンドルをサポートする構成の削除は管理カスタマイズになります。この場合、delcust サブコ
マンドは、構成をマスク解除するのであり、何かを削除するわけではありません。マスクされた構
成を表示するには、listcust -M サブコマンドを使用します。構成をマスク解除するか、構成の
削除またはマスクを元に戻すには、delcust -M サブコマンドを使用します。

例   4-14 バンドルをサポートする構成の削除

77 ページの「管理構成の削除」では、my-svc サービスの config プロパティーグループだ
けが admin レイヤーに存在していました。config プロパティーグループは、どのマニフェストにも
プロファイルにも存在していませんでした。これらのプロパティーは削除されると、システムから
失われていました。この例は、バンドルをサポートしている構成を削除したときの別の結果を示
します。

プロパティーはサービスマニフェストで定義されています。

$ svccfg -s pkg/server listprop -l all pkg/inst_root

pkg/inst_root astring     admin               /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/inst_root astring     manifest            /var/pkgrepo

$ svccfg -s pkg/server delprop pkg/inst_root

削除後、オプションを付けずに listprop を使用してもプロパティーは表示されません。プロパ
ティーはバンドルをサポートしているので、サービス構成リポジトリにプロパティーはまだ存在して
おり、listprop サブコマンドとともに -l または -M オプションを使用して表示できます。

$ svccfg -s pkg/server listprop pkg/inst_root

$ svccfg -s pkg/server listprop -l all pkg/inst_root

pkg/inst_root astring     admin        MASKED /export/ipsrepos/Solaris11

pkg/inst_root astring     manifest     MASKED /var/pkgrepo

$ svccfg -s pkg/server listcust -M

pkg/inst_root astring     admin        MASKED /export/ipsrepos/Solaris11

例   4-15 構成のマスク解除

プロパティーをマスク解除すると、次のように両方のカスタマイズが失われます。

■ プロパティーはマスクされず非表示にもなりません。
■ プロパティーからカスタマイズした値はなくなります。

$ svccfg -s pkg/server delcust -M

 Deleting customizations for property: pkg/inst_root

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN5smf-5
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$ svccfg -s pkg/server listprop -l all pkg/inst_root

pkg/inst_root astring     manifest            /var/pkgrepo

$ svccfg -s pkg/server listprop pkg/inst_root

pkg/inst_root astring     /var/pkgrepo

サービスインスタンスの追加

サービスのインスタンスでは、サービスの複数の構成を同時に実行することができます。サービ
スインスタンスは、共通のサービス構成を継承してカスタマイズします。

add サブコマンドを使用して、選択したサービスの子として、指定された名前で新しいエントリを
作成します。

$ svcs -Ho inst pkg/server

default

$ svccfg -s pkg/server add s11

$ svcs -Ho inst pkg/server

default

s11

スナップショットの復帰

次のそれぞれの操作は、新しい実行中のスナップショットを作成します。

■ svcadm restart manifest-import

■ svcadm refresh

■ svccfg refresh

revert サブコマンドは、-s オプションで指定されたインスタンスの管理カスタマイズ (admin レ
イヤー) とそのサービスを、名前付きスナップショットまたは現在選択されているスナップショッ
トに記録された値に復帰させます。listsnap サブコマンドを使用して、このサービスインスタン
スの可能なスナップショットのリストを表示します。selectsnap サブコマンドを使用して、対話式
モードでスナップショットを選択します。

$ svcprop -p pkg/inst_root pkg/server:default

pkg/inst_root astring /export/ipsrepos/Solaris11

$ svccfg -s pkg/server:default listsnap

initial

previous

running
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start

$ svcprop -s previous -p pkg/inst_root pkg/server:default

pkg/inst_root astring /var/pkgrepo

revert サブコマンドは、すべての管理カスタマイズを元に復帰させるので、復帰前にすべての
管理カスタマイズを一覧表示して、その値を調べてください。

$ svcprop -s previous -l admin pkg/server:default

pkg/inst_root astring /var/pkgrepo

$ svccfg -s pkg/server:default revert previous

$ svcadm refresh pkg/server:default

$ svcprop -p pkg/inst_root pkg/server:default

pkg/inst_root astring /var/pkgrepo

マニフェストおよびプロファイルのインポートおよび適用

manifest-import サービスを再起動すると、マニフェストおよびプロファイルが新規または変更
された場合、標準の場所のマニフェストがインポートされ、標準の場所のプロファイルが適用さ
れます。マニフェストおよびプロファイルの標準の場所については、25 ページの「サービスバン
ドル」を参照してください。マニフェストをインポートするかプロファイルを適用した結果、サービ
スが起動または停止することになった場合、適切なメソッドが存在すればこれが実行されます。

標準の場所のファイルを svccfg import コマンドに指定すると、manifest-import サービスが
再起動します。

推奨されるベストプラクティスは、svccfg import または svccfg apply コマンドを使用するの
ではなく、標準の場所にマニフェストおよびプロファイルファイルを配置して、manifest-import
サービスを再起動するというものです。

$ svcadm restart manifest-import

manifest-import サービスを再起動すると、標準の場所におけるプロファイルおよびマニフェス
ト内の構成が、影響を受けるインスタンスの manifest、system-profile、または site-profile
レイヤーに適用され、影響を受けるインスタンスがリフレッシュおよび検証され、新しいスナップ
ショットが作成されます。

標準以外の場所にあるプロファイルおよびマニフェストをインポートまたは適用すると、構成は
影響を受けるインスタンスの admin レイヤーに適用されます。デフォルトまたは初期の構成の
配信場所には、標準以外の場所を使用することを強くお勧めします。多数の構成変更を行う場
合、標準以外の場所からインポートまたは適用すると、多くのコマンドを発行するより簡単になり
ますが、manifest-import サービスの自動管理メカニズムのメリットが失われます。manifest-
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import サービスでは、サービス配信を管理するために、場所がわかっており、状態を予想できる
ことが必要になります。

複数のシステムの構成

複数のシステムに同じ構成を実装するには、有効にするサービスとプロパティーの値を指定す
る SMF プロファイルを作成し、そのプロファイルを各システムの site ディレクトリに配置しま
す。26 ページの「リポジトリレイヤー」に述べているように、ローカルカスタマイズは、システムの
インストール時に指定された値に優先し、site-profile レイヤー内のカスタマイズは、管理者ま
たはアプリケーションによってなされたカスタマイズに次いで優先されます。

プロファイルは、既存のサービスおよびインスタンスのプロパティーを追加および設定し、新しい
サービスインスタンスを指定します。プロファイルは、マニフェストで指定できるほとんどすべて
を指定できます。

サイトプロファイルを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

■ bundle-type=profile を付けて svcbundle コマンドを使用して新しいプロファイルファイル
を作成する。

■ svccfg extract コマンドを使用して、既存のサービスからプロファイル情報を取得する。

プロファイルファイルのプロパティー値をカスタマイズして、それぞれのカスタマイズの理由に関
するコメントを含めます。ファイルを /etc/svc/profile/site にコピーし、manifest-import サー
ビスを再起動します。

svcbundle を使用したプロファイルの作成方法

svc:/system/rmtmpfiles サービスは、/tmp ディレクトリをブート時にクリーンアップする役割
を担っています。デフォルトでは、rmtmpfiles サービスは /var/tmp をクリーンアップしません。
ブートプロセス中に /var/tmp をクリーンアップするには、options/clean_vartmp プロパティーを
true に設定することによって、svc:/system/rmtmpfiles サービスの動作を変更します。複数の
システムでのこの動作を行うもっとも簡単な方法は、プロファイルを作成し、それを各システム
の /etc/svc/profile/site に配置するというものです。

1. プロファイルを作成します。
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次のコマンドは /tmp/rmtmpfiles.xml に新しいプロファイルを作成します。

$ svcbundle -o /tmp/rmtmpfiles.xml -s service-name=system/rmtmpfiles \

     -s bundle-type=profile -s service-property=options:clean_vartmp:boolean:true

2. 必要な変更をプロファイルに行います。

3. プロファイルを適切なディレクトリにコピーします。

$ cp /tmp/rmtmpfiles.xml /etc/svc/profile/site/rmtmpfiles.xml

4. マニフェストインポートサービスを再起動して、プロファイルをシステムに適用します。

$ svcadm restart manifest-import

例   4-16 svcbundle を使用したプロファイルの自動インストール

新しいプロファイルに変更を加える必要がない場合、-i オプションを使用して、作成後す
ぐにプロファイルをインストールできます。svcbundle コマンドは、/etc/svc/profile/site/
rmtmpfiles.xml にプロファイルを書き込み、manifest-import サービスを再起動します。/etc/
svc/profile/site ディレクトリにおける同じ名前の既存のファイルは上書きされます。

# svcbundle -i -s service-name=system/rmtmpfiles \

     -s bundle-type=profile -s service-property=options:clean_vartmp:boolean:true

svccfg を使用したプロファイルの作成方法

1. プロファイルを作成します。
svccfg extract コマンドは、admin および site-profile レイヤーに対して指定されたサービス
またはインスタンスのサービスプロファイルを表示します。ほかのレイヤーから値を抽出するに
は、-l オプションを使用します。

$ svccfg extract -l current network/dns/client > dnsclientprofile.xml

2. 必要な変更をプロファイルに行います。
プロファイルの名前を意味のある名前に変更します。次の例に示すように、デフォルトでは名前
は extract に設定されます。

<service_bundle type='profile' name='extract'>

3. プロファイルを適切なディレクトリにコピーします。
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$ cp dnsclientprofile.xml /etc/svc/profile/site/dnsclientprofile.xml

4. マニフェストインポートサービスを再起動して、プロファイルをシステムに適用します。

$ svcadm restart manifest-import

inetd で制御されるサービスの変更

inetd によって制御されるサービスは、inetd.conf ファイルの構成から変換された SMF サー
ビスです。inetd コマンドは、これらのサービスの機能低下版のリスタータです。

次の手順では、inetd によって制御されるサービスのプロパティー値を変更する方法を示しま
す。

変更するサービスが inetd によって制御されていることを確認するには、オプションまたは引
数を付けて inetadm コマンドを呼び出して、inetd で制御されるすべてのサービスを一覧表示
します。次の例では、一部のリストだけを表示します。

$ inetadm

ENABLED   STATE          FMRI

enabled   online         svc:/application/cups/in-lpd:default

...

disabled  disabled       svc:/application/x11/xfs:default

-l オプションを付けて inetadm コマンドを実行すると、inetd に制御されたサービスのプロパ
ティーがすべて一覧表示されます。次の例は、指定されたサービスが inetd に制御されたサー
ビスではないことを示すエラーメッセージです。「No restarter property」は、マスターリスター
タ svc.startd がサービスインスタンスを管理していることを意味します。

$ inetadm -l ssh

Error: Specified service instance "svc:/network/ssh:default" has no

restarter property.  inetd is not the delegated restarter of this instance.

同様に、次の例では、「Couldn't find property 'general/restarter'」というメッセージは、デ
フォルトのリスタータ svc.startd がサービスインスタンスを管理することを示します。

$ svcprop -p general/restarter ssh

svcprop: Couldn't find property 'general/restarter' for instance

'svc:/network/ssh:default'.

サービスが inetd によって制御されている場合、次の例に示すように、そのリスタータは inetd
です。
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$ svcprop -p general/restarter xfs

svc:/network/inetd:default

inetd 制御サービスのプロパティー値を変更する方法
1. サービスのプロパティーを一覧表示します。

inetadm コマンドの -l オプションを使用して、指定のサービスのプロパティーをすべて一覧表
示します。プロパティーの現在の値を調べます。

# inetadm -l FMRI

2. プロパティー値を変更します。
inetadm コマンドの -m オプションを使用して、指定のプロパティーの値を変更します。特定の
サービスのプロパティーの詳細については、そのサービスのマニュアルページを参照してくださ
い。

# inetadm -m FMRI property-name=value

プロパティー値を削除するには、空の値を指定します。

$ inetadm -m svc property=""

3. プロパティー値が変更したことを検証します。
プロパティーを再度一覧表示し、適切に変更されていることを確認します。

# inetadm -l FMRI

4. 変更が適用されていることを確認します。
プロパティーの変更によって予想された効果があったことを確認します。

例   4-17 inetd で制御されたサービスが起動したときに実行するコマンドの変更

この例では、inetd によって制御されるサービスのコマンド行に対してオプションまたは引数を
追加または削除する方法を示します。サービスが起動するときに実行するコマンドが、exec プロ
パティーの値です。

inetadm コマンドの -l オプションを使用して、exec プロパティーの現在の値を調査できるよ
うに、指定したサービスのすべてのプロパティーを一覧表示します。この例では、X Window
System フォントサーバーである svc:/application/x11/xfs サービスを示します。詳細は
xfs(1) のマニュアルページを参照してください。
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$ inetadm -l xfs | grep exec

         exec="/usr/bin/xfs -inetd"

inetadm コマンドの -m オプションを使用して、指定したサービスの exec プロパティーを変更し
ます。

$ inetadm -m xfs exec="/usr/bin/xfs -inetd -config /opt/site/fs/config"

プロパティー値が変更したことを検証します。

$ inetadm -l xfs | grep exec

         exec="/usr/bin/xfs -inetd -config /opt/site/fs/config"

ファイルによって構成されるサービスの変更

inetd によって管理されないいくつかの SMF サービスは、サービスプロパティーからではなく
ファイルから構成の一部を取得します。構成を変更するには、構成ファイルを編集し、SMF コマ
ンドを使用してサービスを再起動します。これらの構成ファイルは、サービスが実行しているとき
に変更できますが、ファイルの内容が読み取られるのは、サービスの起動時に限られます。

構成ファイルを直接編集する前に、次の条件を確認してください。

■ 構成ファイルに、直接編集しないように伝えるメッセージが含まれていないか確認します。
■ サービスにタイプ configfile のプロパティーグループがないことを確認します。

$ svcprop -g configfile network/ntp

サービスにタイプ configfile のプロパティーグループがある場合、構成ファイルではなく、
これらのプロパティーグルーのプロパティーを変更します。101 ページの「ステンシルを使
用した構成ファイルの作成」を参照してください。

たとえば、NTP クライアントをサポートする新しい NTP サーバーを追加するには、サーバーの新
しいエントリを /etc/inet/ntp.conf ファイルに追加してから、次のコマンドに示すように NTP
サービスを再起動します。

$ svcadm restart svc:/network/ntp:default

IKEv2 を有効にするには、/etc/inet/ike/ikev2.config ファイルを変更して IKEv2 デーモ
ンを構成し、次のコマンドに示すように IKEv2 サービスを有効にします。ikev2.config ファイ
ルを編集するには、Network IPsec Management プロファイルが割り当てられたユーザーと
してpfedit コマンドを使用します。このようにファイルを編集すると、正しいファイル所有権が保
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持されます。pfedit の使用方法の詳細は、pfedit(1M)のマニュアルページを参照してくださ
い。

$ svcadm enable svc:/network/ipsec/ike:ikev2

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mpfedit-1m
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SMF を使用したアプリケーションの制御

この章では、アプリケーションがプロパティーの読み取りに libscf ライブラリインタフェースを使
用できない場合に、ステンシルを使用して構成ファイルを作成する方法を含め、アプリケーショ
ンにサービスサポートを提供する方法について説明します。

アプリケーション構成などのタスクを実行するサービスの作成および配信に関するその他の例
については、『Oracle Solaris 11.2 での Image Packaging System を使用したソフトウェ
アのパッケージ化と配布 』の第 7 章「パッケージインストールの一環としてのシステム変更の
自動化」と、『Oracle Solaris 11.2 での Image Packaging System を使用したソフトウェア
のパッケージ化と配布 』の第 8 章「パッケージ更新の高度なトピック」を参照してください。

SMF サービスの作成
サービスマニフェストには、インスタンス、依存関係、サービスが起動および停止したとき
に実行するスクリプト、デフォルトアプリケーションプロパティー値など、特定のサービスに
関連付けられたプロパティーの全セットが含まれます。マニフェストには、サービスの説明
などテンプレート情報も記載されています。SMF マニフェストの内容と形式の完全な説
明については、service_bundle(4)のマニュアルページと /usr/share/lib/xml/dtd/
service_bundle.dtd.1 サービスバンドル DTD を参照してください。命名規則とプロパティー
グループタイプの割り当てについては、99 ページの「ネームサービス、インスタンス、プロパ
ティーグループ、およびプロパティー」も参照してください。

svcbundle単純なサービスを作成したり、より複雑なサービスを起動する場合、サービスバンドル
生成ツールを使用することをお勧めします。詳細は、svcbundle(1M)のマニュアルページを参
照してください。サービスバンドル DTD やほかのサービスマニフェストを使用して、より複雑な
サービスを完了させることができます。

カスタムマニフェストの標準の場所は、/lib/svc/manifest/site です。この場所に格納された
マニフェストは、サービスが起動する前に、ブートプロセス中に svc:/system/early-manifest-

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVpkgsmf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVpkgsmf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVpkgsmf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVpkgadvupdate
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=PKDEVpkgadvupdate
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4service-bundle-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvcbundle-1m
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import:default サービスによってサービス構成リポジトリにインポートされます。インポートプ
ロセスを早期に実行することにより、サービスが起動するよりも先に、最新のマニフェストに含
まれる情報がリポジトリに確実に取り込まれます。この標準の場所に格納されたマニフェスト
は、svc:/system/manifest-import サービスが再起動するときにもインポートされます。

複数のマニフェストを使用して、単一のサービスを記述できます。これはたとえば、サービスの既
存のマニフェストを変更することなく、サービスの新しいインスタンスを定義する場合に役立ち
ます。ただし、同じサービスまたはインスタンスについて、同じレイヤー内の同じプロパティーが複
数のマニフェストで定義されている場合、SMF はどの値を使用するか決定できません。このよ
うな競合が検出された場合、インスタンスは maintenance 状態に置かれます。レイヤーの詳
細は、26 ページの「リポジトリレイヤー」を参照してください。

ユーザーが svcs コマンドおよび svccfg describe コマンドからこのサービスに関する情報を得
られるように、名前と説明メタデータをマニフェストに追加します。プロパティー値の説明も追加
できます。DTD 内の value、values、および template の要素を参照してください。

svccfg validate コマンドを使用して、サービスマニフェストファイルまたはサービスインスタン
ス FMRI を検証します。標準の場所にあるマニフェスト、メソッド、およびプロファイルファイル
を使用して、manifest-import サービスを再起動し、サービスインスタンスをインストールおよび
構成します。svcs コマンドを使用して、サービスインスタンスのステータスを確認します。

このセクションでは、カスタム SMF サービスを作成する方法を示します。site の接頭辞はサイ
ト固有のカスタマイズ用に予約されています。svc:/site/service-name という名前のサービス
は、Oracle Solaris リリースで提供されるサービスと競合しません。

サービスバンドル生成ツールを使用した SMF サービスの
作成方法
この手順は、起動メソッドとして既存のカスタムスクリプトを使用するサービスを作成します。

1. サービスモデルを判断します。
デフォルトで、svcbundle は transient サービスを作成します。このサービスの起動メソッドスク
リプトが、長時間実行するデーモンを起動し、contract サービスであるかどうかを判断します。
サービスモデルの詳細は、20 ページの「サービスモデル」およびsvc.startd(1M)のマニュア
ルページを参照してください。

2. 標準の場所にスクリプトをコピーします。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvc.startd-1m
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この例では、このサービスの起動メソッドスクリプトであるスクリプトに ex_svc の名前が付けら
れています。このスクリプトを /lib/svc/method/ex_svc にコピーします。

3. 初期マニフェストを作成します。
この例では、サービス名は site/ex_svc です。これは、一時サービスであり、停止メソッドを必要
としません。

$ svcbundle -o /tmp/ex_svc.xml -s service-name=site/ex_svc \

      -s start-method=/lib/svc/method/ex_svc

4. マニフェストに対し必要な変更をすべて行います。
/tmp/ex_svc.xml マニフェストの内容が必要なものかを検証します。必要に応じてコメントを追
加します。

5. マニフェストが有効であることを検証します。
svccfg validate コマンドを使用して、サービスマニフェストが有効であることを確認します。

6. マニフェストを標準ディレクトリにコピーします。

$ cp /tmp/ex_svc.xml /lib/svc/manifest/site/ex_svc.xml

7. マニフェストをインポートし、サービスを起動します。

$ svcadm restart manifest-import

例   5-1 生成されたマニフェストを自動的にインストールする

新しいサービスマニフェストに変更を加える必要がない場合、-i オプションを使用して、作成
後すぐにプロファイルをインストールできます。svcbundle コマンドは、/lib/svc/manifest/site
にマニフェストを書き込み、manifest-import サービスを再起動します。/lib/svc/manifest/
site ディレクトリにおける同じ名前の既存のファイルは上書きされます。

# svcbundle -i -s service-name=site/ex_svc \

 -s start-method=/lib/svc/method/ex_svc

Oracle データベースインスタンスを起動または停止する
サービスの作成

この例は、Oracle データベースの管理に役立つ次のサービスを示します。
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■ Oracle データベースインスタンスを起動または停止するデータベースサービス
■ データベースインスタンスへのクライアント接続要求の着信トラフィックを管理するプロセス

であるリスナーを開始するリスナーサービス

この例ではファイルベースストレージを使用します。ファイルベースストレージを使用する代わ
りに、自動ストレージ管理 (ASM) 機能を使用できます。ASM はボリュームマネージャーであ
り、Oracle データベースファイル用のファイルシステムです。

次の環境変数は、Oracle データベースのインストールごとに設定する必要があります。

ORACLE_HOME データベースがインストールされている場所。このセクションの例では、
データベースインストールの場所は /opt/oracle/product/home です。

ORACLE_SID システム上の特定のデータベースを一意に識別するためのシステム ID。

この例では、これらの環境変数はサービスマニフェストで設定されており、メソッドスクリプトで
使用されます。

データベースの起動および停止サービス

このセクションでは、Oracle データベースインスタンス制御サービスマニフェスト /lib/svc/
manifest/site/oracle.xml を示します。次に、このサービスマニフェストに関するいくつかの
注意点を示します。

■ svc:/site/application/database/oracle:default の名前の 1 つのサービスインスタン
スが定義されます。このインスタンスはデフォルトで有効になっています。

この例では、デフォルトインスタンスを定義する 2 つの方法を示します。この例では、デフォ
ルトインスタンスがマニフェストの先頭にある create_default_instance 要素に定義され
ています。マニフェストの末尾にある instance 要素は、これを行う別の方法を示していま
す。

■ このサービスでは、すべてのローカルファイルシステムがマウントされ、すべてのネットワーク
インタフェースが初期化されていることが必要です。

ファイルベースデータベースを使用している場合、データベースサービスはローカルファイル
システムに依存している必要があります。ASM を使用している場合、データベースサービス
は、ASM を管理するサービスに依存している必要があります。データベースサービスは、リ
モートクライアント接続を可能にするためにネットワークに依存している必要があります。
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■ method_context 要素内の method_environment 要素は、ORACLE_HOME および
ORACLE_SID 環境変数を定義し、この環境変数は起動または停止するデータベースインスタ
ンスを識別します。これらの値はその後、使用するメソッドスクリプトで使用できます。

このサービスの複数のインスタンスを作成した場合 (マニフェストの末尾にある instance
要素を参照)、それぞれのインスタンスは、その特定のデータベースに対し一意の
ORACLE_HOME および ORACLE_SID 値を定義するために、独自の method_context 要素を必
要とすることがあります。

■ method_context 要素の属性は、この例に示すプロジェクトおよび作業ディレクトリに
加え、リソースプールを定義できます。method_context 要素では method_profile また
は method_credential のどちらかの要素も定義できます。method_credential 要素
では、この例で示す user、group、および privileges の値に加え、supp_groups および
limit_privileges の値を指定できます。詳細は DTD を参照してください。

■ 起動/停止メソッドスクリプトは /lib/svc/method/oracle です。メソッドがタイムアウトする
までの秒数は、デフォルトから増えています。

■ ユーザーには、このサービスインスタンスを有効または無効にするための
solaris.smf.manage.oracle 承認が割り当てられている必要があります。この例では、ユー
ザー oracle に solaris.smf.manage.oracle 認可が割り当てられています。

<?xml version="1.0"?>

<!--

 Define a service to control the startup and shutdown of a database instance.

-->

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type="manifest" name="oracle">

<service name="site/application/database/oracle" type="service" version="1">

    <create_default_instance enabled="true" />

    <!--

         Wait for all local file systems to be mounted.

         Wait for all network interfaces to be initialized.

    -->

    <dependency type="service"

        name="fs-local"

        grouping="require_all"

        restart_on="none">

        <service_fmri value="svc:/system/filesystem/local" />

    </dependency>

    <dependency type="service"

        name="network"

        grouping="require_all"
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        restart_on="none">

        <service_fmri value="svc:/milestone/network:default" />

    </dependency>

    <!-- Define the methods. -->

    <method_context project=":default" working_directory=":default">

        <method_credential user="oracle" group="dba" privileges=":default" />

        <method_environment>

            <envvar name="ORACLE_HOME" value="/opt/oracle/product/home" />

            <envvar name="ORACLE_SID" value="oracle" />

        </method_environment>

    </method_context>

    <exec_method type="method"

        name="start"

        exec="/lib/svc/method/oracle start"

        timeout_seconds="120"/>

    <exec_method type="method"

        name="stop"

        exec="/lib/svc/method/oracle stop"

        timeout_seconds="120" />

    <!--

         What authorization is needed to allow the framework

         general/enabled property to be changed when performing the

         action (enable, disable, etc) on the service.

    -->

    <property_group name="general" type="framework">

        <propval type="astring"

            name="action_authorization"

            value="solaris.smf.manage.oracle" />

    </property_group>

    <!-- Define an instance of the database. -->

    <!--<instance name="default" enabled="true" />-->

    <stability value="Evolving" />

</service>

</service_bundle>

名前および説明メタデータをマニフェストに追加して、ユーザーがこのサービスに関する情報を
svcs コマンドおよび svccfg describe コマンドから得られるようにします。DTD 内の template
要素を参照してください。

svccfg validate コマンドを使用して、サービスマニフェストが有効であることを確認します。
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次に、Oracle データベースインスタンス制御サービス用の起動/停止メソッドスクリプト /
lib/svc/method/oracle を示します。このメソッドは、データベースの dbstart コマンドおよび
dbshut コマンドを呼び出します。

#!/bin/ksh -p

. /lib/svc/share/smf_include.sh

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

function startup

{

        dbstart $ORACLE_HOME

}

function shutdown

{

        dbshut $ORACLE_HOME

}

case $1 in

    start) startup ;;

    stop)  shutdown ;;

    *) echo "Usage: $0 { start | stop }" >&2

       exit $SMF_EXIT_ERR_FATAL

       ;;

esac

exit $SMF_EXIT_OK

データベースリスナーサービス

リスナーとは、データベースインスタンスへのクライアント接続要求の着信トラフィックを管理す
るプロセスです。リスナーサービスは、このサービスが管理しているクライアント接続を保有する
データベースサービスインスタンスに依存します。

このセクションでは、Oracle データベースインスタンスリスナーサービスマニフェスト /lib/svc/
manifest/site/listener.xml を示します。次に、このサービスマニフェストに関するいくつかの
注意点を示します。

■ svc:/site/application/database/listener:default の名前の 1 つのサービスインスタ
ンスが定義されます。このインスタンスはデフォルトで有効になっています。



サービスバンドル生成ツールを使用した SMF サービスの作成方法

96 Oracle Solaris 11.2 でのシステムサービスの管理 • 2014 年 7 月

■ このサービスでは、Oracle データベースインスタンス制御サービス svc:/site/
application/database/oracle を起動している必要があります。データベースインスタンス
が何らかの理由で再起動した場合、リスナーも再起動します。

■ method_context 要素内の method_environment 要素は、ORACLE_HOME および
ORACLE_SID 環境変数を定義し、この環境変数は起動または停止するデータベースインスタ
ンスを識別します。これらの値はその後、使用するメソッドスクリプトで使用できます。

このサービスの複数のインスタンスを作成した場合 (マニフェストの末尾にある instance
要素を参照)、それぞれのインスタンスは、その特定のデータベースに対し一意の
ORACLE_HOME および ORACLE_SID 値を定義するために、独自の method_context 要素を必
要とすることがあります。

■ method_context 要素の属性は、この例に示すプロジェクトおよび作業ディレクトリに
加え、リソースプールを定義できます。method_context 要素では method_profile また
は method_credential のどちらかの要素も定義できます。method_credential 要素
では、この例で示す user、group、および privileges の値に加え、supp_groups および
limit_privileges の値を指定できます。詳細は DTD を参照してください。

■ 起動/停止メソッドスクリプトは /lib/svc/method/listener です。メソッドがタイムアウトす
るまでの秒数は、デフォルトから増えています。

■ ユーザーには、このサービスインスタンスを有効または無効にするための
solaris.smf.manage.oracle 承認が割り当てられている必要があります。

■ サービスは transient です。20 ページの「サービスモデル」を参照してください。

<?xml version="1.0"?>

<!--

 Define a service to control the startup and shutdown of a database listener.

-->

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type="manifest" name="listener">

<service name="site/application/database/listener" type="service" version="1">

    <create_default_instance enabled="true" />

    <!--<single_instance />-->

    <!-- Wait for the database to be started. -->

    <dependency type="service"

        name="oracle"

        grouping="require_all"

        restart_on="refresh">

        <service_fmri value="svc:/site/application/database/oracle" />

    </dependency>
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    <!-- Define the methods. -->

    <method_context project=":default" working_directory=":default">

        <method_credential user="oracle" group="dba" privileges=":default" />

        <method_environment>

            <envvar name="ORACLE_HOME" value="/opt/oracle/product/home" />

            <envvar name="ORACLE_SID" value="oracle" />

        </method_environment>

    </method_context>

    <exec_method type="method"

        name="start"

        exec="/lib/svc/method/listener start"

        timeout_seconds="150"/>

    <exec_method type="method"

        name="stop"

        exec="/lib/svc/method/listener stop"

        timeout_seconds="30" />

    <!--

         What authorization is needed to allow the framework

         general/enabled property to be changed when performing the

         action (enable, disable, etc) on the service.

    -->

    <property_group name="general" type="framework">

        <propval type="astring"

            name="action_authorization"

            value="solaris.smf.manage.oracle" />

    </property_group>

    <!-- Make the instance transient (since it backgrounds itself). -->

    <property_group name="startd" type="framework">

        <propval name="duration" type="astring" value="transient" />

    </property_group>

    <!-- Define an instance of the listener. -->

    <!--<instance name="default" enabled="true" />-->

    <stability value="Evolving" />

</service>

</service_bundle>

名前および説明メタデータをマニフェストに追加して、ユーザーがこのサービスに関する情報を
svcs コマンドおよび svccfg describe コマンドから得られるようにします。DTD 内の template
要素を参照してください。
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次に、Oracle データベースインスタンスリスナーサービス用の起動/停止メソッドスクリプト /
lib/svc/method/listener を示します。このメソッドは、リスナープロセス lsnrctl を開始また
は停止します。lsnrctl が起動すると、データベースサービスのステータスをテストします。

#!/bin/ksh -p

. /lib/svc/share/smf_include.sh

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

function startup

{

        lsnrctl start

        # Wait for the listener to report ready.

        i=0

        while ! lsnrctl status | grep -i ready ; do

                ((i = i+1))

                if (( $i == 120 )) ; then

                        # It's been *at least* 2 minutes, time to give up.

                        echo "The listener failed to report ready." >&2

                        exit $SMF_EXIT_ERR_FATAL

                fi

                sleep 1

        done

        # Ping the database once to prove it is now available.

        if ! tnsping $ORACLE_SID ; then

                exit $SMF_EXIT_ERR_FATAL

        fi

}

function shutdown

{

        lsnrctl stop

}

case $1 in

    start) startup ;;

    stop)  shutdown ;;

    *) echo "Usage: $0 { start | stop }" >&2

       exit $SMF_EXIT_ERR_FATAL

       ;;

esac

exit $SMF_EXIT_OK
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ネームサービス、インスタンス、プロパティーグループ、およ
びプロパティー

サービス名とインスタンス名は、次の形式に適合する必要があります。

([A-Za-z0-9][_A-Za-z0-9.-]*,)?[A-Za-z0-9][_A-Za-z0-9.-]*

サービス名またはインスタンス名は大文字と小文字を区別し、英数字で始める必要があり、英
数字、アンダースコア (_)、ハイフン (-)、およびドット (.) を使用できます。下位互換性を維持す
るため、最初の文字と最後の文字の間でコンマ (,) を 1 つだけ使用できます。

プロパティーグループ名とプロパティー名は、次の形式に適合する必要があります。

[A-Za-z0-9-._~:/?#\[\]@!$&'\(\)*+,;= %]+

プロパティーグループ名またはプロパティー名は、大文字と小文字を区別し、英数字、ハイフン
(-)、ドット (.)、アンダースコア (_)、チルド (~)、コロン (:)、スラッシュ (/)、疑問符 (?)、シャープ記
号 (#)、大カッコ ([ および ])、アットマーク (@)、感嘆符 (!)、ドル記号 ($)、アンパサンド (&)、一
重引用符 (')、カッコ (( および ))、アスタリスク (*)、プラス記号 (+)、コンマ (,)、セミコロン (;)、
等号 (=)、空白、およびパーセント記号 (%) を使用できます。

FMRI において、プロパティーグループ名とプロパティー名は、Uniform Resource Identifier
(URI) Generic Syntax RFC 3986 に従ってエンコードされます。ただし、コンマ文字はエン
コードされません。

プロパティーグループタイプはこのプロパティーグループのカテゴリです。プロパティー
グループタイプには、application、dependency、method、framework、implementation、
および template があります。追加のプロパティーグループタイプを導入することもで
きますが、smf(5) の拡張命名規約に適合する必要があります。プロパティーグループ
のタイプとして framework、implementation、または template は指定しないでくださ
い。framework、implementation、または template のタイプのプロパティーグループは、SMF
で特別に使用されます。タイプ application のプロパティーグループは、このグループがアタッ
チされているサービスにのみ関係があるとみなされます。

実行制御スクリプトを SMF サービスに変換する方法

この手順では、実行制御スクリプトを SMF で管理できるように、実行制御スクリプトを
SMF サービスマニフェストに置き換える方法を示します。実行制御スクリプトを変換す

http://datatracker.ietf.org/doc/rfc3986/?include_text=1
http://datatracker.ietf.org/doc/rfc3986/?include_text=1
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るには、rc-script 名を、svcbundle コマンドの -s オプションとともに使用します。詳細
は、svcbundle(1M)のマニュアルページを参照するか、svcbundle help rc-script と入力し
てください。

1. サービスモデルを判断します。

デフォルトで、svcbundle は transient サービスを作成します。この実行制御スクリプトが、長
時間実行するデーモンを起動し、contract サービスであるかどうかを判断します。サービスモデ
ルの詳細は、20 ページの「サービスモデル」およびsvc.startd(1M)のマニュアルページを参
照してください。

2. 初期マニフェストを作成します。

この例では、サービス名は ex_con であり、レベル 2 で実行する契約サービスです。

$ svcbundle -o /tmp/ex_con.xml -s service-name=ex_con

      -s rc-script=/etc/init.d/ex_con:2 -s model=contract

3. マニフェストに対し必要な変更をすべて行います。

/tmp/ex_con.xml マニフェストの内容が必要としている内容かを検証します。必要に応じてコ
メントを追加します。

4. マニフェストを標準ディレクトリにコピーします。

$ cp /tmp/ex_con.xml /lib/svc/manifest/site/ex_con.xml

5. 既存のサービスを停止します。

$ /etc/init.d/ex_con stop

6. 実行制御スクリプトを無効にします。

該当する rcn.d ディレクトリから実行制御スクリプトへのリンクを削除します。

7. マニフェストをインポートし、サービスを起動します。

$ svcadm restart manifest-import

8. 新しいサービスを一覧表示します。

新しいサービスが存在し、予想される状態になっていることを検証します。

$ svcs ex-con

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvcbundle-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvc.startd-1m
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ステンシルを使用した構成ファイルの作成

アプリケーションでプロパティーの読み取りに libscf ライブラリインタフェースを使用できない
場合は、ステンシルを使用して構成ファイルを作成できます。ステンシルサービスは、ステンシル
ファイルと、ステンシルサービスに定義されたプロパティー値とを使用して構成ファイルを作成し
ます。ステンシルファイルには、現在 SMF で管理されているサービスであっても、そのサービスで
必要な構成ファイルの構造的な定義が含まれます。ステンシルサービスを使用すれば、既存の
アプリケーションを変更せずに SMF 構成管理を利用できます。

ステンシルは、サービスインスタンス start メソッドが実行される直前に、構成ファイルを生成
するために使用されます。ステンシル化したプロパティー値を更新する場合は、アプリケーション
が起動して構成ファイルを読み取る前に、サービスを再起動して構成ファイルに変更を組み込
んでください。

ステンシルサービスの作成方法

ステンシルファイルには、現在 SMF で管理されているサービスであっても、そのサービスで
引き続き必要な構成ファイルの構造的な定義が含まれます。svcio ユーティリティーは、ステン
シルファイル内の定義と、SMF サービスのプロパティーから構成ファイルを生成します。svcio
ユーティリティーの詳細は svcio(1) のマニュアルページを、ステンシルファイル形式の詳細は
smf_stencil(4) のマニュアルページを参照してください。

1. ステンシルファイルを作成します。

ステンシルファイルは、構成ファイルの作成で使用する形式を svcio ユーティリティーに伝えま
す。svcio ユーティリティーは、ステンシルと呼ばれるテンプレートに基づいてアプレケーション固
有の構成ファイルに SMF プロパティーを変換します。

2. プロパティーグループをサービスに追加します。

ステンシルサービスプロパティーグループは、構成ファイルの作成で使用するパスおよび所有
権を、svcio ユーティリティーに伝えます。SMF は、起動またはリフレッシュメソッドを実行する前
に、すべてのステンシル対応サービスに対して構成を再生成します。タイプ configfile のプロ
パティーグループは、構成ファイルの生成方法を SMF に伝えます。それぞれの configfile プ
ロパティーグループは、サービスの単一の構成ファイルを記述し、SMF リポジトリに格納したほ
かのプロパティーからこれらのファイルを生成する方法を、svcio に伝えます。
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ステンシルに対応するようにサービスを構成するには、テンプレートとして使用するステンシル
ファイルと、生成される構成ファイルの両方のパスを含んだ管理対象の構成ファイルごとにプ
ロパティーグループを追加します。プロパティーグループには次のプロパティーがあります。

path 構成ファイルの書き込み先のパス。/etc/svc.conf など。

stencil /lib/svc/stencils に対する相対パスである、使用するステンシルファ
イルのパス。たとえば、stencil プロパティーの値が svc.stencil である
場合、/lib/svc/stencils/svc.stencil ファイルが使用されます。

mode 構成ファイル (path) に対して使用するモード。644 など。

owner 構成ファイル (path) に対して設定する所有者。このプロパティーが設定
されていない場合、ファイルの所有者は svcio を呼び出したユーザーに
なります。

group 構成ファイル (path) に対して設定するグループ。このプロパティーが設
定されていない場合、グループは path のデフォルトグループになります。

Oracle Solaris でのステンシルサービスの例

Puppet および Kerberos 用のサービスでは、ステンシルを使用して構成ファイルを提供しま
す。

Puppet ステンシルサービス

Puppet は、多くのシステムの構成を管理するためのツールキットです。Oracle Solaris で
は、Puppet アプリケーションは SMF で管理されます。

Puppet サービスの高度な概要

system/management/puppet パッケージをインストールすると、puppet:master と puppet:agent
の 2 つの SMF サービスインスタンスが得られます。これらのインスタンスはデフォルトで無効
になっています。

これらのインスタンスを有効にしたあと、次のコマンドを実行すると、puppet:master と
puppet:agent の両方が契約サービスであることが示されます。
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$ svcs -p puppet

STATE          STIME    FMRI

online         17:19:32 svc:/application/puppet:agent

               17:19:32     2565 puppet

online         17:19:32 svc:/application/puppet:master

               17:19:32     2567 puppet

次のコマンドは、契約サービスによって開始されたプロセスに関する少し詳しい情報を示しま
す。

$ ps -o pid,args -p 2565,2567

  PID COMMAND

 2565 /usr/ruby/1.9/bin/ruby /usr/sbin/puppet agent --logdest /var/log/puppet/puppet-

 2567 /usr/ruby/1.9/bin/ruby /usr/sbin/puppet master --logdest /var/log/puppet/puppet

ps 出力からわかるように、puppet は /var/log/puppet 内のログファイルに書き込みます。

$ ls /var/log/puppet

puppet-agent.log  puppet-master.log

初期 Puppet 構成ファイル

Puppet では、/etc/puppet/puppet.conf という名前の構成ファイルを使用すると想定して
います。/usr/sbin/puppet アプリケーションは、application/puppet サービスインスタンスに
設定されたプロパティーからではなく、/etc/puppet/puppet.conf から構成情報を読み取り
ます。必要な構成ファイルを提供するために、それぞれの puppet インスタンスは、ステンシル
ファイルと configfile プロパティーグループを提供します。configfile プロパティーグループ
は、svcio ユーティリティーに対して実行し、指定された構成ファイルを作成するように指示しま
す。ステンシルファイルは、正しい形式でサービスプロパティー値のデータを構成ファイルに書き
込むために使用されます。

次のコマンドは、タイプ configfile のプロパティーグループにある、すべての puppet サービス
プロパティーを示します。この出力は、puppet サービスの両方のインスタンスが、同じ値の同じ
configfile プロパティーを持っていることを示します。各 puppet サービスインスタンスは、構成
ファイルへのパス、構成ファイルのモード、およびステンシルファイルへのパスを提供します。

$ svcprop -g configfile puppet

svc:/application/puppet:master/:properties/puppet_stencil/mode astring 0444

svc:/application/puppet:master/:properties/puppet_stencil/path astring /etc/puppet/puppet.conf

svc:/application/puppet:master/:properties/puppet_stencil/stencil astring puppet.stencil

svc:/application/puppet:agent/:properties/puppet_stencil/mode astring 0444

svc:/application/puppet:agent/:properties/puppet_stencil/path astring /etc/puppet/puppet.conf

svc:/application/puppet:agent/:properties/puppet_stencil/stencil astring puppet.stencil

次のコマンドは、これらのインスタンスプロパティーが親サービスから継承されていることを確認
します。
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$ svccfg -s puppet listprop -l all puppet_stencil

puppet_stencil          configfile  manifest

puppet_stencil/mode    astring     manifest              0444

puppet_stencil/path    astring     manifest              /etc/puppet/puppet.conf

puppet_stencil/stencil astring     manifest              puppet.stencil

$ svccfg -s puppet:agent listprop -l all puppet_stencil

$ svccfg -s puppet:master listprop -l all puppet_stencil

インフラストラクチャーの場合、たとえば puppet:agent1 および puppet:agent2 インスタンスが
必要になることがあります。その場合、105 ページの「Puppet 構成ファイルの変更」に示す
ように、プロパティー値をカスタマイズし、インスタンスごとにプロパティーを追加します。

次に、構成ファイル /etc/puppet/puppet.conf の初期コンテンツを示します。

# WARNING: THIS FILE GENERATED FROM SMF DATA.

#     DO NOT EDIT THIS FILE.  EDITS WILL BE LOST.

#

# See puppet.conf(5) and http://docs.puppetlabs.com/guides/configuring.html

# for details.

Puppet ステンシルファイル

ステンシルファイルのコンテンツは、構成ファイルに書き込まれるプロパティーとほかの情報
を伝えます。puppet_stencil/stencil プロパティーの値である puppet.stencil パスは、/
lib/svc/stencils に対する相対パスです。次に、ステンシルファイル /lib/svc/stencils/
puppet.stencil のコンテンツを示します。

# WARNING: THIS FILE GENERATED FROM SMF DATA.

#     DO NOT EDIT THIS FILE.  EDITS WILL BE LOST.

#

# See puppet.conf(5) and http://docs.puppetlabs.com/guides/configuring.html

# for details.

; walk each instance and extract all properties from the config PG

$%/(svc:/$%s:(.*)/:properties)/ {

$%{$%1/general/enabled:?

[$%2]

$%/$%1/config/(.*)/ {

$%3 = $%{$%1/config/$%3} }

}

}

ステンシルファイルでは、svc:/$%s:(.*)/:properties (または %1) は、svc:/application/
puppet:agent/:properties および svc:/application/puppet:master/:properties に展開
します。ここで .* (または %2) はすべてのインスタンスに一致します。インスタンス名は続いて、
構成ファイルのブロックにラベルを付けるために使用されます。.* (または %3) の次のオカレン
スは、%1 サービスインスタンスの config プロパティーグループ内のすべてのプロパティーに一
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致します。ステンシルは、svcio に対して、サービスインスタンスからのプロパティー名とそのプロ
パティーの値を構成ファイルに書き込むように指示します。

Puppet 構成ファイルの変更

103 ページの「初期 Puppet 構成ファイル」に記しているように、最初はリテラルコメント行
だけが構成ファイルに書き込まれます。ステンシルファイルの general/enabled プロパティーの
値のテストにより、構成ファイルへのプロパティー値の書き込みが防止されます。次のコマンド
は、general/enabled プロパティーの値がデフォルトでは false であることを示します。

$ svcprop -p general/enabled puppet

svc:/application/puppet:master/:properties/general/enabled boolean false

svc:/application/puppet:agent/:properties/general/enabled boolean false

svcadm enable コマンドを使用してインスタンスを有効にしても、general/enabled プロパ
ティーの値は変更しません。general/enabled プロパティーの値を true に変更しインスタンス
を再起動すると、そのインスタンスの config プロパティーグループのすべてのプロパティーが構
成ファイルに書き込まれます。

$ svccfg -s puppet:agent setprop general/enabled=true

$ svcprop -p general/enabled puppet:agent

false

$ svcadm refresh puppet:agent

$ svcprop -p general/enabled puppet:agent

true

$ svcadm restart puppet:agent

次のコマンドは、最初、config プロパティーグループの唯一のプロパティーが各インスタンスの
ログファイルへのパスであることを示します。

$ svcprop -p config puppet

svc:/application/puppet:master/:properties/config/logdest astring /var/log/puppet/puppet-

master.log

svc:/application/puppet:agent/:properties/config/logdest astring /var/log/puppet/puppet-

agent.log

有効になったインスタンスの config プロパティーが、インスタンス名でラベルが付けられたブ
ロック内の構成ファイルに追加されました。

# WARNING: THIS FILE GENERATED FROM SMF DATA.

#     DO NOT EDIT THIS FILE.  EDITS WILL BE LOST.

#

# See puppet.conf(5) and http://docs.puppetlabs.com/guides/configuring.html

# for details.

[agent]
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logdest = /var/log/puppet/puppet-agent.log

Puppet 構成ドキュメントでは、構成ファイルには [main]、[agent]、および [master] のブロッ
クが存在する可能性があると記されています。[main] ブロック内の構成は、エージェントおよ
びマスターの両方に適用されます。Puppet エージェントの場合、[agent] ブロック内の構成が
[main] ブロック内の同じ構成をオーバーライドします。Puppet マスターの場合、[master] ブ
ロック内の構成が [main] ブロック内の同じ構成をオーバーライドします。エージェントとマスター
に共通した構成に [main] ブロックを使用する場合は、puppet:main インスタンスとそのインス
タンスに対して適切な config プロパティーを作成します。

次のコマンドは、Puppet 構成ファイルに構成を追加する方法を示します。

$ svccfg -s puppet:agent

svc:/application/puppet:agent> setprop config/report=true

svc:/application/puppet:agent> setprop config/pluginsync=true

svc:/application/puppet:agent> refresh

svc:/application/puppet:agent> exit

$ svcadm restart puppet:agent

$ cat /etc/puppet/puppet.conf

# WARNING: THIS FILE GENERATED FROM SMF DATA.

#     DO NOT EDIT THIS FILE.  EDITS WILL BE LOST.

#

# See puppet.conf(5) and http://docs.puppetlabs.com/guides/configuring.html

# for details.

[agent]

logdest = /var/log/puppet/puppet-agent.log

pluginsync = true

report = true

プロパティーの削除やプロパティー値の変更にも、同様のコマンドを使用できます。第4章「サー
ビスの構成」を参照してください。main インスタンスを追加するには、81 ページの「サービスイ
ンスタンスの追加」で説明しているように、svccfg add コマンドを使用します。

Kerberos ステンシルサービス

ステンシルを使用する Oracle Solaris サービスのもう 1 つの例が Kerberos です。次のコ
マンドは、configfile プロパティーグループが krb5_conf であり、ステンシルファイルが /lib/
svc/stencils/krb5.conf.stencil であり、構成ファイルが /etc/krb5/krb5.conf であること
を示します。

$ svcprop -g configfile svc:/system/kerberos/install:default
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krb5_conf/disabled boolean true

krb5_conf/group astring sys

krb5_conf/mode integer 644

krb5_conf/owner astring root

krb5_conf/path astring /etc/krb5/krb5.conf

krb5_conf/stencil astring krb5.conf.stencil
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 A ♦  ♦  ♦        付  録  A 

SMF ベストプラクティスおよびトラブルシューティン
グ

この付録では、推奨のベストプラクティスを示し、SMF サービスの一部の問題をトラブルシュー
ティングする方法について説明します。

SMF ベストプラクティス

ほとんどのサービスは構成ポリシーを記述します。必要な構成が実装されていない場合は、サー
ビスを変更してポリシーの説明を変更してください。サービスプロパティーの値を変更するか、別
のプロパティー値で新しいサービスインスタンスを作成します。サービスインスタンスを無効にし
て、SMF サービスで管理する予定の構成ファイルを編集しないでください。

Oracle またはサードパーティーソフトウェアベンダーによって提供されるマニフェストおよびシ
ステムプロファイルを変更しないでください。これらのマニフェストおよびプロファイルは、シス
テムをアップグレードするときに置き換えられ、これらのファイルに加えた変更は失われます。
代わりに、サイトプロファイルを作成してサービスをカスタマイズするか、svccfg コマンドまた
は inetadm コマンドを使用して直接プロパティーを操作してください。/lib/svc/manifest/
site および /var/svc/manifest/site ディレクトリもサイト固有での使用に予約されていま
す。Oracle Solaris は、これらのディレクトリにはマニフェストを配信しません。

同じカスタム構成を複数のシステムに適用するには、svcbundle コマンドまたは svccfg
extract コマンドを使用してプロファイルファイルを作成します。そのファイルのプロパティー値
をカスタマイズして、それぞれのカスタマイズの理由に関するコメントを含めます。各システムの
/etc/svc/profile/site にファイルをコピーし、それぞれのシステムで manifest-import サー
ビスを再起動します。83 ページの「複数のシステムの構成」を参照してください。

サイトプロファイルを作成するときには、定義された構成が、同じサービスまたはサービスインス
タンスの別のサイトプロファイルで定義された構成と競合しないことを確認してください。SMF
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がサービス構成リポジトリの同じレイヤーに競合する構成を見つけた場合、影響を受けるサービ
スインスタンスは保守状態に移されます。

マニフェストおよびプロファイルのファイルには、標準以外の場所を使用しないでください。マニ
フェストおよびプロファイルの標準の場所については、25 ページの「サービスバンドル」を参照
してください。

自身で使用するサービスを作成する場合、svc:/site/service_name:instance_name のように
サービス名の先頭に site を使用します。

119 ページの「起動メッセージングの量の指定」で説明しているように、ロギングレベルの構
成を除き、マスターリスタータサービスの構成 (svc:/system/svc/restarter:default) は変更
しないでください。

svccfg delcust コマンドを使用する前に、同じオプションを付けて svccfg listcust コマンド
を使用してください。delcust サブコマンドを実行すると、サービスの管理カスタマイズがすべて
削除される可能性があります。listcust サブコマンドを使用して、delcust サブコマンドでどの
カスタマイズが削除されるかを検証します。

スクリプトでは、サービスインスタンスの完全な FMRI (svc:/service_name:instance_name)
を使用します。

サービス問題のトラブルシューティング

このセクションの内容は次のとおりです。

■ 実行中のスナップショットへの構成変更のコミット
■ 問題があると報告されたサービスの修正
■ degraded または maintenance の状態へのイスタンスの手動による遷移

■ 破壊されたサービス構成リポジトリの修正
■ システムの起動時に表示または格納するメッセージングの量の構成
■ 指定したマイルストーンへの遷移またはブート
■ SMF を使用したブート問題の調査
■ SMF サービスへの inetd サービスの変換
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構成変更について

SMF はサービス構成リポジトリに、実行中のスナップショットのプロパティーとは別にプロパ
ティーの変更を格納します。サービス構成を変更した場合、実行中のスナップショットにはこれ
らの変更は即座に反映されません。

リフレッシュ操作では、指定したサービスインスタンスの実行中のスナップショットを、編集中の
構成の値で更新します。

デフォルトでは、svcprop コマンドを実行すると、実行中のスナップショットのプロパティーが
表示され、svccfg コマンドを実行すると、編集中の構成のプロパティーが表示されます。プ
ロパティー値を変更したが、構成のリフレッシュを実行していない場合、svcprop コマンドと
svccfg コマンドは別々のプロパティー値を表示します。構成のリフレッシュを実行したあとで
は、svcprop コマンドと svccfg コマンドは同じプロパティー値を表示します。

リブートしても実行中のスナップショットは変更されません。svcadm restart コマンドを実行
しても構成はリフレッシュされません。実行中のスナップショットに構成変更をコミットするに
は、svcadm refresh コマンドまたは svccfg refresh コマンドを使用します。

機能低下、オフライン、または保守であるインスタンスの修
復

次の記述のそれぞれに対応するサービスインスタンスの説明を表示するには、引数を付けずに
svcs -x コマンドを使用します。

■ サービスは有効になっているが実行していない。
■ サービスは別の有効なサービスの実行を妨げている。

サービスの問題への対処方法は要約すると次のようになります。

1. 問題を診断します。最初にサービスログファイルを表示します。

2. 問題を修正します。問題の修正にサービス構成の変更が含まれる場合、サービスをリフレッ
シュします。

3. 影響を受けたサービスを実行中の状態に移します。
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保守状態のインスタンスの修復方法

保守状態のサービスインスタンスは有効になっていますが、実行できません。

1. インスタンスが保守状態になっている理由を特定します。

管理アクションがまだ完了していないためにインスタンスは maintenance 状態に遷移している
可能性があります。インスタンスが遷移している場合、その状態は maintenance* と表示されま
す。

次の例の「State」および「Reason」行には、その起動メソッドが失敗したために pkg/depot
サービスが maintenance 状態になっていることが示されています。

$ svcs -x

svc:/application/pkg/depot:default (IPS Depot)

 State: maintenance since September 11, 2013 01:30:42 PM PDT

Reason: Start method exited with $SMF_EXIT_ERR_FATAL.

   See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-KS

   See: pkg.depot-config(1M)

   See: /var/svc/log/application-pkg-depot:default.log

Impact: This service is not running.

Oracle サポートサイトにログインして、対象の予測的セルフヒーリングのナレッジ記事を確認し
ます。この場合、記事には、ログファイルを調べて起動メソッドが失敗した理由を判断するように
指示されています。svcs 出力にはログファイルの名前が示されます。ログファイルを表示する
方法の詳細は、43 ページの「サービスログファイルの表示」を参照してください。この例では、ロ
グファイルに、起動メソッドの呼び出しと致命的なエラーメッセージが示されます。

[ Sep 11 13:30:42 Executing start method ("/lib/svc/method/svc-pkg-depot start"). ]

pkg.depot-config: Unable to get publisher information: 

The path '/export/ipsrepos/Solaris11' does not contain a valid package repository.

2. 問題を修正します。

次の手順の 1 つ以上が必要になる可能性があります。

■ サービス構成を更新します。

報告された問題の修正でサービス構成の変更が必要な場合は、構成が変更された
サービスに対して svccfg refresh コマンドまたは svcadm refresh コマンドを使用しま
す。svcprop コマンドを使用してプロパティー値を確認するか、このサービス固有のほかの
テストを行なって、実行中のスナップショットで構成が更新されていることを検証します。

■ 依存関係が実行していることを確認します。
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svcs -x 出力の「Impact」行に、maintenance 状態のサービスに依存しているサービス
が実行していないことが示されることがあります。svcs -l コマンドを使用して、依存サー
ビスの現在状態を確認します。すべての必要な依存関係が実行していることを確認しま
す。svcs -x コマンドを使用し、すべての有効なサービスが実行していることを検証します。

■ 契約プロセスが停止していることを確認します。

maintenance 状態のサービスが契約サービスである場合、このサービスが開始したすべ
てのプロセスが停止していないかどうかを判断します。契約サービスインスタンスが保守
状態である場合、次の例に示すように、契約 ID は空白にする必要があり、その契約に関
連付けられたすべてのプロセスを停止している必要があります。svcs -l または svcs -o
ctid を使用して、保守状態のサービスインスタンスについて契約が存在していないことを
確認します。svcs -p を使用して、このサービスインスタンスに関連付けられたすべてのプ
ロセスがまだ実行しているかどうかを確認します。保守状態のサービスインスタンスについ
て svcs -p で示されたプロセスはすべて、強制終了する必要があります。

$ svcs -l system-repository

fmri         svc:/application/pkg/system-repository:default

name         IPS System Repository

enabled      true

state        maintenance

next_state   none

state_time   September 17, 2013 07:18:19 AM PDT

logfile      /var/svc/log/application-pkg-system-repository:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id

manifest     /lib/svc/manifest/application/pkg/pkg-system-repository.xml

dependency   require_all/error svc:/milestone/network:default (online)

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local:default (online)

dependency   optional_all/error svc:/system/filesystem/autofs:default (online)

3. インスタンスが修復されたことをリスタータに通知します。

報告された問題が修正されたら、svcadm clear コマンドを使用して、サービスを online 状態に
戻します。maintenance 状態のサービスの場合、clear サブコマンドが、サービスが修復された
ことをそのサービスのリスタータに通知します。

$ svcadm clear pkg/depot:default

-s オプションを指定した場合、svcadm コマンドは、インスタンスが online 状態に達するまで、
または管理者の操作なしにインスタンスが online 状態に達せないと判断するまで待機してか
ら戻ります。遷移を行うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T
オプションを -s オプションとともに使用します。



オフライン状態のインスタンスを修復する方法

114 Oracle Solaris 11.2 でのシステムサービスの管理 • 2014 年 7 月

4. インスタンスが修復されたことを検証します。
svcs コマンドを使用して、保守状態だったサービスが現在オンラインになっていることを検証し
ます。svcs -x コマンドを使用し、すべての有効なサービスが実行していることを検証します。

オフライン状態のインスタンスを修復する方法

オフライン状態のサービスインスタンスは有効になっていますが、実行中でも実行可能でもあり
ません。

1. インスタンスがオフラインになっている理由を判断します。
依存関係がまだ満たされていないために、インスタンスが offline 状態に遷移している可能
性があります。インスタンスが遷移している場合、その状態は offline* と表示されます。

2. 問題を修正します。

■ サービスの依存関係を有効にします。
必要な依存関係が無効になっている場合は、次のコマンドを使用して有効にします。

$ svcadm enable -r FMRI

■ 依存関係ファイルを修正します。
依存関係ファイルが失われていたり、読み取れない場合があります。pkg fix または pkg
revert を使用して、この種の問題を修正できます。pkg(1)のマニュアルページを参照して
ください。

3. 必要に応じてインスタンスを再起動します。
必要な依存関係が満たされなかったためにインスタンスがオフラインだった場合、依存関係を
修正または有効にすると、オフラインのインスタンスが再起動し、管理アクションを加えなくても
オンラインになることがあります。

サービスにほかの修正を行なった場合は、インスタンスを再起動してください。

$ svcadm restart FMRI

4. インスタンスが修復されたことを検証します。
svcs コマンドを使用して、オフライン状態だったインスタンスが現在オンラインになっていること
を検証します。svcs -x コマンドを使用し、すべての有効なサービスが実行していることを検証し
ます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1pkg-1
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機能低下状態のインスタンスを修復する方法

機能低下状態のサービスインスタンスは、有効になっており実行中であるか実行可能ですが、
機能が制限されています。

1. インスタンスが機能低下状態になっている理由を判断します。

2. 問題を修正します。

3. インスタンスをオンラインにするようにリスタータに要求します。
報告された問題が修正されたら、svcadm clear コマンドを使用して、インスタンスを online 状
態に戻します。degraded 状態のインスタンスの場合、clear サブコマンドは、このインスタンス
のリスタータがインスタンスを online 状態に遷移させることを要求します。

$ svcadm clear pkg/depot:default

4. インスタンスが修復されたことを検証します。
svcs コマンドを使用して、機能低下状態だったインスタンスが現在オンラインになっていること
を検証します。svcs -x コマンドを使用し、すべての有効なサービスが実行していることを検証し
ます。

機能低下または保守状態としてのインスタンスのマーキン
グ

degraded または maintenance のどちらかの状態としてサービスインスタンスをマークできます。
たとえば、アプリケーションがループでスタックしていたり、デッドロックされている場合に、これを
行えます。状態変更に関する情報は、マークされたインスタンスの依存関係に伝播されるので、
ほかの関連インスタンスのデバッグに役立ちます。

即座の状態変更を要求するには、-I オプションを指定します。

インスタンスに maintenance のマークを付けるときに、-t オプションを指定して、一時的な状態
変更を要求できます。一時的な要求はリブートまでに限り継続します。

svcadm mark とともに -s オプションを指定すると、svcadm はインスタンスにマークを付け、イン
スタンスが degraded または maintenance の状態になるまで待機してから戻ります。遷移を行
うか、遷移を行えないと判断するまでの上限を秒単位で指定するには、-T オプションを -s オ
プションとともに使用します。
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リポジトリの問題の診断と修復

システムの起動時に、リポジトリデーモン svc.configd は、/etc/svc/repository.db に格納さ
れた構成リポジトリの整合性チェックを実行します。svc.configd 整合性チェックに失敗する
と、svc.configd デーモンは次のようなメッセージをコンソールに書き出します。

svc.configd: smf(5) database integrity check of:

    /etc/svc/repository.db

  failed.  The database might be damaged or a media error might have

  prevented it from being verified.  Additional information useful to

  your service provider is in:

    /system/volatile/db_errors

  The system will not be able to boot until you have restored a working

  database.  svc.startd(1M) will provide a sulogin(1M) prompt for recovery

  purposes.  The command:

    /lib/svc/bin/restore_repository

  can be run to restore a backup version of your repository. See

  http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-MY for more information.

その後、svc.configd デーモンは終了します。この終了が svc.startd デーモンによって検出さ
れると、svc.startd が sulogin を起動します。

sulogin プロンプトで Ctrl-D を入力して sulogin を入力します。svc.startd デーモン
は sulogin の終了を認識して svc.configd デーモンを再起動し、これによってリポジト
リがもう一度チェックされます。この再起動後に、問題が再現されなくなる可能性があ
ります。svc.configd デーモンを直接呼び出さないでください。svc.startd デーモンは
svc.configd デーモンを起動します。

svc.configd が整合性チェックの失敗を再度報告し、ふたたび sulogin プロンプトが表示
されている場合は、要求されたファイルシステムが満杯になっていないことを確認してくださ
い。root パスワードを使用して、リモートから、または sulogin プロンプトからログインします。
ルートファイルシステムと system/volatile ファイルシステムの両方に、使用できる領域が
あることを確認します。これらのファイルシステムのどちらかが満杯の場合、システムをクリー
ンアップして再度起動します。これらのファイルシステムがどちらも満杯になっていない場合
は、117 ページの「バックアップからリポジトリを復元する方法」の手順に従ってください。

サービス構成リポジトリは、次のいずれかの理由で破損されることがあります。
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■ ディスク障害
■ ハードウェアのバグ
■ ソフトウェアのバグ
■ 過失によるファイルの上書き

次の手順は、破損したリポジトリをバックアップコピーしたリポジトリと交換する方法を示してい
ます。

バックアップからリポジトリを復元する方法

1. ログインします。
root パスワードを使用して、リモートから、または sulogin プロンプトからログインします。

2. 次のリポジトリ復元コマンドを実行します。

# /lib/svc/bin/restore_repository

このコマンドを実行すると、破壊されていないバックアップの復元に必要な手順が示されま
す。SMF は、28 ページの「リポジトリのバックアップ」で説明しているように、自動的にリポジト
リのバックアップを作成します。

SMF は、永続および非永続構成データを保持します。これらの 2 つのリポジトリの詳細
は、24 ページの「サービス構成リポジトリ」を参照してください。restore_repository コマンド
は、永続リポジトリだけを復元します。restore_repository コマンドはシステムのリブートも行
いますが、これにより非永続構成データは破棄されます。非永続データは、システムリブートのあ
とは不要になる実行時データです。

/lib/svc/bin/restore_repository コマンドが起動すると、次のようなメッセージが表示されま
す。

See http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-MY for more information on the use of

this script to restore backup copies of the smf(5) repository.

If there are any problems which need human intervention, this script will

give instructions and then exit back to your shell. 

書き込み権を付けてルート (/) ファイルシステムをマウントしたあと、またはシステムがローカル
ゾーンである場合は、復元するリポジトリのバックアップを選択するよう求められます。

The following backups of /etc/svc/repository.db exists, from

oldest to newest:

... list of backups ...
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バックアップには、バックアップのタイプとバックアップが作成された時間に基づいて名前が付
けられています。boot で始まっているのは、システムのブート後、リポジトリに対して最初の変
更が行われる前に作成されたバックアップです。manifest_import で始まっているのは、svc:/
system/manifest-import:default のプロセス終了後に作成されたバックアップです。バック
アップ時間は、YYYYMMDD_HHMMSS 形式で記録されます。

3. 適切な応答を入力します。

通常は、最新のバックアップオプションを選択します。

Please enter either a specific backup repository from the above list to

restore it, or one of the following choices:

        CHOICE            ACTION

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

        boot              restore the most recent post-boot backup

        manifest_import   restore the most recent manifest_import backup

        -seed-            restore the initial starting repository  (All

                            customizations will be lost, including those

                            made by the install/upgrade process.)

        -quit-            cancel script and quit

Enter response [boot]:

復元するバックアップを指定しないで Enter を押した場合は、[] で囲まれたデフォルトの応答
が選択されます。-quit- を選択すると、restore_repository スクリプトが終了して、シェルス
クリプトに戻ります。

注記 - -seed- を選択すると、seed リポジトリが復元されます。このリポジトリは、初期インストー
ルとアップグレード時に使用する目的で作成されたものです。seed リポジトリを回復の目的で
使用するのは、最後の手段にしてください。

復元するバックアップを選択すると、妥当性検証が行われ、その整合性がチェックされます。な
んらかの問題があると、restore_repository コマンドによってエラーメッセージが表示され、別
のバックアップを選択するよう促されます。有効なバックアップを選択すると、次の情報が表示
され、最終確認を入力するよう促されます。

After confirmation, the following steps will be taken:

svc.startd(1M) and svc.configd(1M) will be quiesced, if running.

/etc/svc/repository.db

    -- renamed --> /etc/svc/repository.db_old_YYYYMMDD_HHMMSS

/system/volatile/db_errors

    -- copied --> /etc/svc/repository.db_old_YYYYMMDD_HHMMSS_errors

repository_to_restore

    -- copied --> /etc/svc/repository.db
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and the system will be rebooted with reboot(1M).

Proceed [yes/no]?

4. yes と入力して障害を修復します。

restore_repository コマンドが表示されたアクションをすべて実行すると、システムがリブート
します。

起動メッセージングの量の指定

デフォルトでは、システムブート中に起動した各サービスは、コンソールにメッセージを表示しま
せん。コンソールに表示するメッセージと、svc.startd ログファイルに記録するだけのメッセージ
を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。logging-level の値には、下の表に示した
いずれかの値を指定できます。

■ SPARC システムをブートするときに、ok プロンプトで boot コマンドに -m オプションを指定
します。kernel(1M)のマニュアルページのメッセージオプションのセクションを参照してく
ださい。

ok boot -m logging-level

■ x86 システムをブートするときに、GRUB メニューを編集して -m オプションを指定しま
す。『Oracle Solaris 11.2 システムのブートとシャットダウン 』の「ブート時に GRUB メ
ニューを編集してカーネル引数を追加する」および kernel(1M)のマニュアルページの
「メッセージオプション」を参照してください。

■ システムをリブートする前に、svccfg コマンドを使用して、options/logging プロパティーの
値を変更します。このプロパティーがこのシステムで変更されたことがない場合は終了せ
ず、ユーザーがこれを追加する必要があります。次の例では、詳細メッセージングに変更しま
す。この変更は、svc.startd デーモンを次回再起動するときに有効になります。

$ svccfg -s system/svc/restarter:default listprop options/logging

$ svccfg -s system/svc/restarter:default addpg options application

$ svccfg -s system/svc/restarter:default setprop options/logging=verbose

$ svccfg -s system/svc/restarter:default listprop options/logging

options/logging astring     verbose

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mkernel-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTglyas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTglyas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mkernel-1m
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表 A-1 SMF 起動メッセージロギングレベル

ロギングレベルのキー
ワード

説明

quiet 管理者の操作を必要とするエラーメッセージをコンソールに表示します。また、syslog および
/var/svc/log/svc.startd.log にこれらのメッセージを記録します。

verbose quiet レベルで行われるメッセージングに加え、起動した各サービスの単一のメッセージをコ
ンソールに表示し、管理者の操作を必要としないエラーに関する情報を /var/svc/log/svc.
startd.log に記録します。

debug quiet レベルで行われるメッセージングに加え、起動した各サービスの単一のメッセージをコ
ンソールに表示し、すべての svc.startd デバッグメッセージを /var/svc/log/svc.startd.
log に記録します。

ブート先の SMF マイルストーンの指定

システムをブートするときに、ブート先の SMF マイルストーンを指定できます。

デフォルトでは、general/enabled プロパティーの値が true であるすべてのサービスがシステ
ムのブート時に起動されます。システムのブート先のマイルストーンを変更するには、次のいず
れかの方法を使用します。milestone の値には、表A-2「SMF ブートマイルストーンおよび対応
する実行レベル」 に示すように、マイルストーンサービスの FMRI またはキーワードを指定できま
す。

■ SPARC システムをブートするときに、ok プロンプトで boot コマンドに -m オプションを指定
します。kernel(1M)のマニュアルページの -m オプションを参照してください。

ok boot -m milestone=milestone

■ x86 システムをブートするときに、GRUB メニューを編集して -m オプションを指定しま
す。『Oracle Solaris 11.2 システムのブートとシャットダウン 』の「ブート時に GRUB メ
ニューを編集してカーネル引数を追加する」および kernel(1M)のマニュアルページの -m
オプションを参照してください。

■ システムのリブート前に、-d オプションを付けて svcadm milestone コマンドを使用します。-
d オプションを付けても付けなくても、このコマンドは実行中のサービスを即座に制限して復
元することに注意してください。-d オプションを使用した場合、このコマンドはまた、指定し
たマイルストーンをデフォルトのブートマイルストーンに設定します。この新しいデフォルトは、
リブートのあとも持続します。

$ svcadm milestone -d milestone

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mkernel-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTglyas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTglyas
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Mkernel-1m
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このコマンドは、システムの現在の実行レベルを変更しません。システムの現在の実行レベ
ルを変更するには、init コマンドを使用します。

-s オプションを指定した場合、svcadm はマイルストーンを変更し、指定されたマイルストー
ンへの遷移が完了するまで待機してから戻ります。svcadm コマンドは、すべてのインスタン
スが、指定したマイルストーンに達するために必要な状態に遷移したとき、または遷移を行う
ために管理者の操作が必要であると判断したときに戻ります。-s オプションとともに -T オ
プションを使用して、マイルストーンの変更操作を完了するか戻るまでの上限を秒単位で指
定します。

次の表では、対応する Oracle Solaris 実行レベルを含め、SMF ブートマイルストーンについ
て説明します。システムの実行レベルによって、ユーザーが利用できるサービスおよびリソースが
定まります。システムが一度に持つことのできる実行レベルは 1 つだけです。実行レベルの詳
細については、『Oracle Solaris 11.2 システムのブートとシャットダウン 』の「実行レベルの動
作」、inittab(4)のマニュアルページ、および/etc/init.d/README ファイルを参照してくださ
い。SMF ブートマイルストーンの詳細は、svcadm(1M)のマニュアルページの milestone サブ
コマンドを参照してください。

表 A-2 SMF ブートマイルストーンおよび対応する実行レベル

SMF マイルストーン FMRI またはキーワード 対応する実
行レベル

説明

none  none キーワードは、マスターリスタータを除き、どのサービスも実行してい
ないマイルストーンを表します。none を指定すると、svc:/system/svc/
restarter:default を除いたすべてのサービスが一時的に無効になりま
す。

none マイルストーンは、起動時の問題をデバッグするときに役立つことが
あります。具体的な手順については、122 ページの「システムブート時の
サービスの起動に関する問題を調査する方法」を参照してください。

all  all キーワードは、すべてのサービスに依存するマイルストーンを表しま
す。all を指定した場合、すべてのサービスに対し一時的な enable および
disable 要求は無視されます。これは、svc.startd で使用されるデフォル
トのマイルストーンです。

svc:/milestone/single-user s または S svc:/milestone/single-user:default と、それが直接または間接的に依
存するすべてのサービスに対する、一時的な enable および disable 要求
を無視します。ほかのすべてのサービスを一時的に無効にします。

svc:/milestone/multi-user 2 svc:/milestone/multi-user:default と、それが直接または間接的に依
存するすべてのサービスに対する、一時的な enable および disable 要求
を無視します。ほかのすべてのサービスを一時的に無効にします。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTrunlevels-130
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=SBOOTrunlevels-130
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4inittab-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Msvcadm-1m
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SMF マイルストーン FMRI またはキーワード 対応する実
行レベル

説明

svc:/milestone/multi-user-server 3 svc:/milestone/multi-user-server:default と、それが直接または
間接的に依存するすべてのサービスに対する、一時的な enable および
disable 要求を無視します。ほかのすべてのサービスを一時的に無効にし
ます。

システムが現在ブートされているマイルストーンを判断するには、svcs コマンドを使用します。次
の例では、システムは実行レベル 3 (milestone/multi-user-server) にブートされています。

$ svcs 'milestone/*'

STATE          STIME    FMRI

online          9:08:05 svc:/milestone/unconfig:default

online          9:08:06 svc:/milestone/config:default

online          9:08:07 svc:/milestone/devices:default

online          9:08:25 svc:/milestone/network:default

online          9:08:31 svc:/milestone/single-user:default

online          9:08:51 svc:/milestone/name-services:default

online          9:09:13 svc:/milestone/self-assembly-complete:default

online          9:09:23 svc:/milestone/multi-user:default

online          9:09:24 svc:/milestone/multi-user-server:default

SMF を使用したシステムブート問題の調査
このセクションでは、システムがブート中にハングアップした場合、または主要サービスがブート
中に起動できなかった場合に行うアクションについて説明します。

システムブート時のサービスの起動に関する問題を調査する方法

システムブートでサービスを起動するときに問題が発生した場合、ブート中にシステムがハング
アップすることがあります。この手順では、ブート時に発生するサービス問題を調査する方法を
示します。

1. どのサービスも起動しないでブートします。

次のコマンドを実行すると、svc.startd デーモンはすべてのサービスを一時的に無効にし、コン
ソール上で sulogin を起動します。

ok boot -m milestone=none

boot -m コマンドとともに使用できる SMF マイルストーンのリストについて
は、120 ページの「ブート先の SMF マイルストーンの指定」を参照してください。



ブート中にローカルファイルシステムサービスが失敗した場合に、シングルユーザーログインを強制する方法

付録A SMF ベストプラクティスおよびトラブルシューティング 123

2. システムに root としてログインします。

3. すべてのサービスを有効にします。

# svcadm milestone all

4. ブートプロセスがどこでハングアップするのかを確認します。

ブートプロセスがハングアップしたら、動作していないサービスを確認するために、svcs -a を実
行します。/var/svc/log のログファイル内でエラーメッセージの有無を確認します。

5. 問題が解決したら、すべてのサービスが起動していることを確認します。

a.   必要なサービスがすべてオンラインになっていることを確認します。

# svcs -x

b.   console-login サービスの依存関係に問題がないことを確認します。

このコマンドを使えば、コンソール上の login プロセスが実行されるかどうかを確認できま
す。

# svcs -l system/console-login:default

6. 通常のブートプロセスを継続します。

ブート中にローカルファイルシステムサービスが失敗した場合に、シング
ルユーザーログインを強制する方法

システムのブートに必要でないローカルファイルシステムは、svc:/system/filesystem/
local:default サービスによってマウントされます。それらのすべてのファイルシステムをマウン
トできない場合、filesystem/local サービスは保守状態になります。システムの起動は続行
し、filesystem/local に依存していないサービスが起動します。filesystem/local サービスへ
の必要な依存関係があるサービスは起動しません。

次の手順では、サービスで障害が発生した場合に、システムの起動の続行を許可する代わり
に、ただちに sulogin プロンプトを表示するようシステムの構成を変更する方法について説明
します。

1. system/console-login サービスを変更します。

$ svccfg -s svc:/system/console-login
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svc:/system/console-login> addpg site,filesystem-local dependency

svc:/system/console-login> setprop site,filesystem-local/entities = fmri: svc:/system/

filesystem/local

svc:/system/console-login> setprop site,filesystem-local/grouping = astring: require_all

svc:/system/console-login> setprop site,filesystem-local/restart_on = astring: none

svc:/system/console-login> setprop site,filesystem-local/type = astring: service

svc:/system/console-login> end

2. サービスをリフレッシュします。

$ svcadm refresh console-login

system/filesystem/local:default サービスで障害が発生したときは、svcs -vx コマンドを使
用して障害を特定してください。障害が修正されたあと、次のコマンドを使用してエラー状態を
クリアし、システムブートが続行できるようにします。

$ svcadm clear filesystem/local

SMF サービスへの inetd サービスの変換

システム上の inetd.conf ファイルにはエントリを含めないでください。inetd.conf ファイルに
は、これがすでに直接使用されていない旧バージョンのファイルであることを示すコメントだけ
を含めてください。inetd.conf ファイルにエントリが含まれている場合、このセクションの説明
に従って、これらの構成を SMF サービスに変換してください。inetd.conf ファイルには構成さ
れているが、SMF サービスとしては構成されていないサービスは使用できません。inetd.conf
ファイルに構成されているサービスは、inetd コマンドでは直接再起動されません。inetd コマ
ンドはどちらかと言えば、変換したサービス用の機能低下版のリスタータです。

初期システムブート中、inetd.conf ファイル内の構成は自動的に SMF サービスに変換されま
す。初期システムブート後に、Image Packaging System (IPS) パッケージングで提供されて
いない追加ソフトウェアをインストールすることによって、inetd.conf ファイルにエントリを追加
できます。IPS パッケージで提供されるソフトウェアには必要な SMF マニフェストがすべて含
まれており、その SMF マニフェストはサービスインスタンスを適切なプロパティー値でインスタ
ンス化します。

システム上の inetd.conf ファイルにエントリが含まれている場合、inetconv コマンドを使用し
て、これらの構成を SMF サービスに変換します。inetconv コマンドは、inetd.conf エントリを
SMF サービスマニフェストファイルに変換し、サービスインスタンスをインスタンス化するため
にこれらのマニフェストを SMF リポジトリにインポートします。コマンドオプションの詳細と、コマ
ンドの使用例については、inetconv(1M) のマニュアルページを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56342&id=REFMAN1Minetconv-1m
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新しい SMF マニフェストの名前には、inetd.conf エントリの service_name が組み込まれ
ます。inetd.conf ファイルからのエントリは、新しいサービスインスタンスのプロパティーとし
て保存されます。新しい SMF マニフェストはプロパティーグループとプロパティーを指定し
て、inetd.conf エントリに一覧表示されたアクションを定義します。inetconv コマンドの実行
後、svcs および svcprop コマンドを使用して、新しいサービスインスタンスが作成され、正しい
プロパティー値が設定されていることを確認します。

inetd コマンドは、SMF インターネットサービスの機能低下版のリスタータです。これらのサービ
スの管理に、inetd コマンドを直接使用しないでください。inetd で制御されるサービスのリスト
を表示するには、オプションもオペランドも付けずに inetadm コマンドを使用してください。これ
らの変換したサービスを構成および管理するには、inetadm、svcadm、および svccfg コマンドを
使用します。

inetconv コマンドは、inetd.conf 入力ファイルを変更しません。inetconv の実行が成功した
あとで、inetd.conf ファイル内のエントリを手動で削除する必要があります。

すでに SMF サービスに変換されている inetd サービスの構成の詳細は、85 ページの「inetd
で制御されるサービスの変更」を参照してください。
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