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このドキュメントの使用法

■ 概要 – Oracle Solaris の仮想ネットワーク機能を構成し、ネットワークトラフィック
をモニターする方法について説明します。また、ネットワークリソースを管理する
ために使用されるさまざまなプロセスについても説明します。

■ 対象読者 – システム管理者。
■ 前提知識 – ネットワーク管理の基本的なスキルと一部の高度なスキル。

製品ドキュメントライブラリ

この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=E62101-01 で入手可能です。

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。

このドキュメントの使用法 11
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

ネットワーク仮想化およびネットワークリソー
スの管理の概要

この章では、Oracle Solaris でのネットワーク仮想化とネットワークリソースの管理の
概要を説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

■ 13 ページの「Oracle Solaris 11.3 のネットワーク仮想化およびネットワークリ
ソースの管理の新機能」

■ 15 ページの「ネットワーク仮想化の概要」
■ 23 ページの「ネットワークリソースの管理の概要」

Oracle Solaris 11.3 のネットワーク仮想化およびネットワーク
リソースの管理の新機能

既存のユーザーのため、このセクションでは、このリリースでの重要な変更点を示し
ます。

■ Oracle Solaris カーネルゾーンのシングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) のサポート
– カーネルゾーンでは、ネットワークパフォーマンスを向上させる NIC の SR-IOV
仮想機能 (VF) を使用できるようになりました。SR-IOV VF を使用してカーネル
ゾーンを作成または変更するとき、zonecfg コマンドを使用して anet リソースの
iov プロパティーを指定できます。詳細は、65 ページの「SR-IOV VF を使用し
た Oracle Solaris カーネルゾーンの構成」を参照してください。

■ データリンクのラージレシーブオフロードの使用 – ラージレシーブオフロード
(LRO) 機能を使用すると、パケットが IP レイヤーに配信される前に、連続した着
信 TCP パケットを単一のパケットにマージできます。着信 TCP パケットは、同じ
ソース IP アドレスとポート番号、宛先 IP アドレスとポート番号、および使用中
のプロトコルを共有する必要があります。dladm および zonecfg コマンドで lro
プロパティーを使用すると、データリンク上で LRO 機能を有効にできます。詳細
は、213 ページの「Oracle Solaris でのラージレシーブオフロード機能の使用」を
参照してください。
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Oracle Solaris 11.3 のネットワーク仮想化およびネットワークリソースの管理の新機能

■ VNIC のハードウェアサービスレベル契約 (SLA) のサポート – 特定の状況では、
Intel の Fortville NIC など、SR-IOV PCIe 仮想機能 (VF) をサポートする NIC を使用
しているシステム上で実行されている Oracle Solaris カーネルゾーンで、新しいリ
ソース管理機能である帯域幅共有を使用できます。NIC が、VF VNIC の SLA プ
ロパティーの設定を可能にするハードウェア SLA をサポートする場合、SLA 実装
は、システムによって自動的に NIC にオフロードされます。この動作は、CPU サ
イクルを節約するために役立ちます。この機能は、dladm コマンドを使用して管理
されます。詳細は、68 ページの「VF VNIC のハードウェア SLA プロパティー
の設定」を参照してください。

■ エラスティック仮想スイッチ (EVS) の拡張 – EVS では、1 つの計算ノードにつき
複数のアップリンクポート、pool プロパティーを使用した割り当てプール、お
よびポートごとにリンク保護を明示的に設定する機能がサポートされるように
なりました。詳細は、144 ページの「EVS コントローラのプロパティーの設
定」、158 ページの「エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加」、およ
び表4を参照してください。

■ フラットな EVS ネットワーク – VM インスタンスが計算サーバーと同じネット
ワーク、したがって同じ IP アドレス空間を共有するように、フラットな L2 タイ
プの EVS を作成し、仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) または仮想拡張
ローカルエリアネットワーク (VXLAN) なしですべての VM インスタンスを同じセ
グメントに配置できます。詳細は、125 ページの「フラットな EVS ネットワー
ク」を参照してください。

■ カーネルゾーンでの準仮想化 IP over InfiniBand (IPoIB) データリンクのサポート
– IPoIB プロトコルの改善された可観測性や準仮想化サポートなど、Oracle Solaris
カーネルゾーンで InfiniBand のサポートを使用できるようになりました。準仮
想化 IPoIB データリンクは、Oracle Solaris カーネルゾーン内に anet リソースと
して作成されます。これは、zonecfg コマンドを使用して構成できます。詳細
は、75 ページの「カーネルゾーンでの準仮想化 IPoIB データリンクの作成およ
び表示」を参照してください。

■ データリンクのパケット破棄のアカウンティングと報告 – dlstat show-phys コマ
ンドでは、物理データリンクごとの入力と出力のパケット破棄と、破棄ごとのバイ
ト数が表示されるようになりました。詳細は、233 ページの「ネットワークデバ
イスのネットワークトラフィックの統計情報の表示」を参照してください。

■ プライベート VLAN (PVLAN) VNIC – VLAN をサブ VLAN に分割するために使用
されるプライベート VLAN (PVLAN) VNIC を構成できます。これらのサブ VLAN
はネットワークトラフィックを分離して、数に限りがある使用可能な VLAN の使
用状況を改善します。詳細は、34 ページの「VNIC を PVLAN として構成する
方法」および54 ページの「PVLAN VNIC の変更」を参照してください。

■ dladm コマンドを使用した IPoIB VNIC の構成 – Oracle Solaris 11.3 には、IPoIB
パーティションと Ethernet VNIC の間の統合された管理モデルが用意されていま
す。dladm コマンドを使用して、Ethernet VNIC モデルに準拠しており、VNIC
によって提供される機能を活用する IPoIB VNIC を作成できるようになりまし
た。さらに、dladm delete-vnic および dladm show-vnic コマンドを使用し
て、IPoIB VNIC を削除したり、それに関する情報を表示したりできます。詳細
は、35 ページの「IPoIB VNIC の構成」を参照してください。
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ネットワーク仮想化の概要

仮想化により、複数の仮想マシンを単一の物理マシン上で同時に実行できます。仮想
化テクノロジによって、複数の仮想マシン間で分離が行われ、オペレーティングシ
ステムの複数のインスタンスを単一のマシン上で実行できます。ネットワーク仮想化
は、サーバー仮想化を次のレベルに引き上げます。これは、サーバー、ルーター、ス
イッチ、およびファイアウォールすべてが単一のプラットフォームで実行されてい
る場合のネットワークテクノロジ全体を仮想化する機能で、ネットワークハードウェ
アに追加の投資を行う必要はありません。ネットワーク仮想化は、プロトタイプ、開
発、テスト、サービスの配備に至るさまざまな目的に使用できます。

ネットワーク仮想化は、OS でプロビジョニングされたメカニズムであり、ベースと
なる物理ネットワークから切り離された仮想ネットワークをプログラム的に作成し
て構成できるようにします。そのため、仮想ネットワークは、物理ネットワークをパ
ケット転送のバックボーンとしてのみ使用する擬似ネットワークです。仮想ネット
ワークは通常、ネットワークインタフェースが物理ネットワークインタフェースカー
ド (NIC) または etherstub 上に構成されている仮想マシンまたはゾーンを使用する 1 つ
のシステムで構成されます。これらのネットワークインタフェースは、仮想ネット
ワークインタフェースカードまたは仮想 NIC (VNIC) と呼ばれます。VNIC を持つ仮想
マシンまたはゾーンは、同じローカルネットワーク上に存在するかのように互いに通
信できるため、実質的には単一ホスト上の仮想ネットワークになります。

ネットワーク仮想化の利点

ネットワーク仮想化には次の利点があります。

■ さまざまなアプリケーションを 2、3 のサーバーに統合することによって、使用
可能なリソースをより適切に利用できます。分離、セキュリティー、および柔軟
性を大きく損なうことなく、多数のシステムを、複数のゾーンまたは仮想マシン
を含む 1 つのシステムに置き換えることができます。デモについては、データセ
ンターとネットワーク仮想化の統合 (http://download.oracle.com/otndocs/
tech/OTN_Demos/data-center-consolidation.html)について参照してくださ
い。

■ MAC レイヤーでハードウェア NIC を仮想化できるため、経済的に優れています。
■ ネットワークをプロビジョニングするための時間が短縮されるため、アプリケー

ションを配備するための時間が短縮されます。
■ 完全に自動化されたクラウド環境を構築するためのベースを提供します。
■ VLAN、VXLAN、または PVLAN ベースの仮想ネットワークを作成できるため、

ネットワークが分離されます。
■ 現在のネットワークテクノロジにおける制限 (VLAN でのスケーラビリティーの問

題など) が解決されます。
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■ SR-IOV VF VNIC の使用により、システムのオーバーヘッドが削減されます。
■ NIC リングや CPU などのハードウェアリソースを VNIC に割り当てることで、シ

ステムパフォーマンスが向上します。
■ VNIC にサービスレベル契約を適用することで、ネットワークリソースの管理が向

上します。
■ 仮想ポートとフローのレベルでネットワークに観測性が提供されます

Oracle Solaris でサポートされるネットワーク仮想化
テクノロジ

Oracle Solaris は次のネットワーク仮想化テクノロジをサポートしています。

■ エッジ仮想ブリッジング (EVB) – ホストがシステム上の仮想リンクに関連する情
報を外部スイッチと交換できます。EVB は、ポートに関する情報を交換するため
にデータセンターブリッジング (DCB) を使用するのと同様に、ポートの背後にあ
るすべての仮想リンクに関する情報を交換するために使用されます。EVB の詳細
は、第4章「エッジ仮想ブリッジングを使用したサーバーネットワークエッジの仮
想化の管理」を参照してください。

■ 仮想拡張ローカルエリアネットワーク (VXLAN) – VXLAN は仮想ローカルエリア
ネットワーク (VLAN) の 4K の制限に対応し、スイッチなどの物理インフラストラ
クチャーでの仮想化の必要性も減らします。これは、複数の L2 ネットワークにま
たがるデータセンターで物理サーバーリソースを効率的に使用し、仮想ネットワー
クのスケーラビリティーとネットワーク分離を提供します。詳細は、第3章「仮
想拡張ローカルエリアネットワークを使用することによる仮想ネットワークの構
成」を参照してください。

■ シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) - SR-IOV をサポートするネット
ワークデバイスに、仮想機能 (VF) ベースの VNIC を作成できます。詳細
は、61 ページの「VNIC でのシングルルート I/O 仮想化の使用」を参照してく
ださい。

■ プライベート仮想ローカルエリアネットワーク (PVLAN) VNIC – VLAN をサブ
VLAN に分割してネットワークトラフィックを分離するために使用される PVLAN
VNIC を構成できるため、数に限りがある使用可能な VLAN の使用状況が改善しま
す。

Oracle Solaris は、仮想マシン内で実行される Virtual Network Services ソフトウェアを
サポートしています。Oracle SDN の詳細は、Oracle SDN のドキュメント (http://
docs.oracle.com/cd/E48586_01/)を参照してください。
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ネットワーク仮想化コンポーネント

ネットワーク仮想化のコンポーネントは次のとおりです。

■ 仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)
■ 仮想スイッチ
■ etherstub
■ エラスティック仮想スイッチ

仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC)

VNIC は、構成されている場合は物理 NIC であるかのように動作する L2 エンティ
ティー、つまり仮想ネットワークデバイスです。dladm コマンドを使用して VNIC を
構成するか、システムで作成された VNIC と呼ばれる VNIC をシステムによって作成
できます。ベースとなるデータリンク上に VNIC を構成して、複数のゾーンまたは
VM 間で共有します。さらに、システムのリソースは、VNIC を物理 NIC であるかの
ように扱います。すべての物理 Ethernet インタフェースが VNIC の作成をサポートし
ます。VNIC を構成する方法についての詳細は、30 ページの「VNIC と etherstub を
構成する方法」を参照してください。

VNIC には、自動的に生成された MAC アドレスがあります。使用されているネット
ワークインタフェースによっては、自動的に生成される MAC アドレス以外の MAC
アドレスを VNIC に割り当てることができます。詳細は、55 ページの「VNIC の
MAC アドレスの変更」を参照してください。

システムで作成された VNIC

dladm create-vnic コマンドを使用して作成できる VNIC に加え、システムでも、
Oracle VM Server for SPARC の vnet 用の仮想ネットワーク I/O で役立つ、システム
で作成された VNIC と呼ばれる VNIC を作成できます。システムで作成される VNIC
は命名規則 <entity>-<name> に従います (entity は VNIC を作成したシステムエン
ティティーを指し、name はシステムエンティティー内での VNIC 名を指します)。
ユーザーが作成する VNIC 名にハイフン (-) を含めることはできません。ハイフン
(-) が含まれるのはシステムで作成された VNIC だけのため、システムで作成された
VNIC とユーザーが作成した VNIC を区別するために役立ちます。システムで作成さ
れた VNIC の変更、名前変更、plumb、または削除を行うことはできません。詳細は、
『Oracle VM Server for SPARC 3.1 管理ガイド』を参照してください。

dlstat および snoop コマンドを使用すると、システムで作成された VNIC 上のネッ
トワークトラフィックをモニターできます。flowadm コマンドを使用して、システ
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ムで作成された VNIC 上にフローを作成することもできます。フローは、ネットワー
クリソースの管理だけでなく、ネットワークトラフィックの統計のモニターにも役
立ちます。flowstat コマンドを使用すると、フロー上のネットワークトラフィック
の統計をモニターできます。フローについての詳細は、218 ページの「フローの構
成」を参照してください。

仮想スイッチ

仮想スイッチは、同じデータリンクを共有する仮想マシン (VM) 間での通信を容易に
するエンティティーです。仮想スイッチは物理マシン内の仮想マシン間のトラフィッ
ク (VM 間トラフィック) をループし、このトラフィックをネットワーク上では送信し
ません。仮想スイッチは、ベースとなるデータリンクの最上位に VNIC を作成するた
びに、暗黙的に作成されます。VM が構成されている VNIC は、VM 間通信のために
は同じ VLAN または VXLAN 上に存在する必要があります。仮想スイッチは EVS で
管理できます。EVS の詳細は、第5章「エラスティック仮想スイッチについて」を参
照してください。

Ethernet 設計に従って、スイッチポートが、そのポートに接続されたホストから送信
パケットを受信した場合、そのパケットは同じポート上の宛先に到達できません。仮
想ネットワークは同じ NIC を共有するため、この Ethernet 設計は、仮想ネットワーク
が構成されたシステムでは制限となります。この Ethernet 設計の制限は仮想スイッチ
を使用することによって解決され、それにより VM が互いに通信できるようになりま
す。

場合によっては、システムの VM 間の通信にスイッチの使用が必要になる場合があり
ます。たとえば、スイッチに構成されているアクセス制御リスト (ACL) に従って VM
間の通信を行う必要がある場合などです。デフォルトでは、スイッチは、パケットを
受信した同じポートでパケットを送信することはできません。したがって、スイッチ
を使用する VM 間の通信には、スイッチでの反射型リレーが有効になります。反射型
リレーにより、スイッチは、パケットを受信した同じポートでパケットを転送できま
す。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管
理』 の 「反射型リレー」を参照してください。

etherstub

etherstub は、Oracle Solaris ネットワークスタックのデータリンク層 (L2) に構成され
た擬似 Ethernet NIC です。VNIC は物理 NIC 上にではなく、etherstub 上に作成できま
す。etherstub を使用すると、システム上のほかの仮想ネットワークと外部ネットワー
クの両方から切り離されたプライベート仮想ネットワークを作成できます。たとえ
ば、etherstub を使用すると、外部接続またはリソースなしのネットワーク環境を作成
できます。
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エラスティック仮想スイッチ

Oracle Solaris ネットワーク仮想化機能は、仮想スイッチを直接管理できるように拡張
されています。Oracle Solaris エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能は、複数のシス
テム上に存在する仮想マシンを相互接続するデータセンターやマルチテナントクラウ
ド環境に、仮想ネットワークインフラストラクチャーを提供します。EVS を使用する
と、複数のホスト上の仮想スイッチを集中管理でき、したがってエラスティック仮想
スイッチに接続された VNIC を集中管理できます。同じエラスティック仮想スイッチ
に接続された仮想マシンは、互いに通信できます。詳細は、第5章「エラスティック仮
想スイッチについて」を参照してください。エラスティック仮想スイッチを管理する
方法の詳細は、第6章「エラスティック仮想スイッチの管理」を参照してください。

Oracle Solaris におけるネットワーク仮想化の VM の
タイプ

Oracle Solaris OS の単一のインスタンス内にあるリソースに VNIC を割り当てること
ができますが、Oracle Solaris ゾーン、Oracle Solaris カーネルゾーン、Oracle VM Server
for SPARC などの仮想化環境で使用することで、その使用をネットワーク仮想化で拡
張できます。

Oracle Solaris ゾーン

ゾーンは、Oracle Solaris オペレーティングシステムの 1 つのインスタンス内で作成さ
れる、仮想化されたオペレーティングシステム環境です。etherstub と VNIC は、Oracle
Solaris の仮想化機能の一部にすぎません。VNIC または etherstub を Oracle Solaris で使
用するように割り当てることによって、1 つのシステム内にネットワークを作成でき
ます。ゾーンの詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの紹介』を参照してください。

Oracle Solaris カーネルゾーン

Oracle Solaris カーネルゾーン (別名 solaris-kz ブランドゾーン) は、ブランドゾーン
フレームワークを使用して、大域ゾーンからの個別のカーネルとオペレーティングシ
ステム (OS) のインストールでゾーンを実行します。個別のカーネルおよび OS インス
トールにより、オペレーティングシステムのインスタンスとアプリケーションの独立
性が高まり、セキュリティーが強化されます。
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Oracle VM Server for SPARC

Oracle VM Server for SPARC は、SPARC T シリーズと SPARC M5 プラットフォームお
よび Fujitsu M10 システム用に効率性の高いエンタープライズクラスの仮想化機能を
提供します。同じコンピュータ上で複数のオペレーティングシステムを可能にするた
めに、オペレーティングシステムのインスタンスを実行できる「論理ドメイン」とい
う仮想サーバーを作成できます。詳細は、『Oracle VM Server for SPARC 3.1 管理ガイ
ド』を参照してください。

仮想ネットワークの仕組み

次の図は、システム内の仮想ネットワークとそのコンポーネントの仕組みを示してい
ます。
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図   1 仮想ネットワークの仕組み

この図は、1 枚の NIC を備えた 1 つのシステムを示しています。この NIC には 3 つ
の VNIC が構成されています。各 VNIC が 1 つのゾーンに割り当てられます。Zone
1、Zone 2、および Zone 3 は、システム内で使用するために構成された 3 つのゾーン
です。これらのゾーンは、それらの各 VNIC を使用して、ほかのゾーンや外部ネット
ワークと通信します。これらの 3 つの VNIC が、仮想スイッチを通してベースとなる
物理 NIC に接続します。両方ともシステムに接続できる場合、仮想スイッチの機能は
物理スイッチの機能と同じです。
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ネットワーク仮想化の概要

仮想ネットワークが構成されている場合、ゾーンは、仮想ネットワークが存在しない
システムと同じ方法で外部のホストにトラフィックを送信します。トラフィックは、
そのゾーンから VNIC を通して仮想スイッチに、さらに物理インタフェースへと転送
され、その物理インタフェースによってデータがネットワークに送信されます。

また、これらのゾーンは、ゾーンに構成されているすべての VNIC が同じ VLAN の一
部である場合は、システム内で互いにトラフィックを交換することもできます。たと
えば、パケットは、Zone 1 からその専用の VNIC 1 を通して転送されます。そのトラ
フィックは次に、仮想スイッチを通して VNIC 3 に転送されます。次に、VNIC 3 がそ
のトラフィックを Zone 3 に通します。このトラフィックがシステムを離れることは
ないため、Ethernet の制限には違反しません。

あるいは、etherstub に基づいて仮想ネットワークを作成できます。etherstub は完全に
ソフトウェアベースであるため、仮想ネットワークの基礎としてのネットワークイン
タフェースを必要としません。

次の図は、etherstub に基づいたプライベート仮想ネットワークを示しています。

図   2 プライベート仮想ネットワーク
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ネットワークリソースの管理の概要

この図は、VNIC1、VNIC2、および VNIC3 が構成されている etherstub0 を示して
います。各 VNIC が 1 つのゾーンに割り当てられます。etherstub に基づくプライ
ベート仮想ネットワークには、外部ネットワークからはアクセスできません。詳細
は、45 ページの「ユースケース: プライベート仮想ネットワークの構成」を参照し
てください。

また、Oracle ではネットワーク仮想化の一部の側面 (たとえば、仮想データセンターの
内部に仮想ネットワークを作成する機能) を管理するための Oracle Enterprise Manager
Ops Center も提供しています。Oracle Enterprise Manager Ops Center の詳細は、http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=oc122&id=OPCCM を参照してください。

Oracle Virtual Networking Drivers for Oracle Solaris のリリースでは、Oracle Virtual
Networking が x86 および SPARC サーバー上の Oracle Solaris をサポートするようにな
りました。Oracle Virtual Networking の詳細は、Oracle Virtual Networking のドキュメン
ト (http://docs.oracle.com/cd/E38500_01/)を参照してください。

ネットワークリソースの管理の概要

Oracle Solaris では、ネットワークリソースを管理することによって、サービスの品質
(QoS) がより容易に、かつ動的に得られます。ネットワークリソースの管理は、トラ
フィックのための専用のレーンを作成することに相当します。特定のタイプのネット
ワークパケットに提供するためにさまざまなリソースを結合すると、これらのリソー
スによって、このパケットのためのネットワークレーンが形成されます。ネットワー
クレーンごとに、リソースを異なる方法で割り当てることができます。たとえば、
ネットワークトラフィックの負荷がもっとも高いレーンに、より多くのリソースを割
り当てることができます。リソースが実際のニーズに応じて分散されるようにネット
ワークレーンを構成することによって、ネットワークパケットを処理する際のシステ
ムの効率が向上します。ネットワークレーンの詳細は、229 ページの「データリン
クとフローのネットワークトラフィックの統計情報のモニタリングの概要」を参照し
てください。

ネットワークリソースの管理を利用することで、複雑な QoS 規則の定義を必要とする
ことなく、個々のシステム上のデータトラフィックの分離、優先順位付け、追跡、制
御などを行うことができます。

ネットワークリソースの管理は、次のタスクに役立ちます。

■ ネットワークのプロビジョニング
■ サービスレベル契約の確立
■ クライアントへの請求
■ セキュリティーに関する問題の診断

パケットを処理する際のシステムの効率を向上させるには、次のネットワークリソー
スを使用します。
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ネットワークリソースの管理の概要

■ 帯域幅 – データリンクで使用されるネットワークプロセスの実際のニーズに応じ
て、データリンクの帯域幅を制限できます。

■ 優先順位 – パケットが処理される優先順位を設定できます。優先順位の高いパケッ
トはほかのパケットの前に処理されるため、そのパケットの待機時間が短縮されま
す。

■ NIC リング – NIC がリング割り当てをサポートしている場合は、その送信および
受信リングを、データリンクによる使用に専用に割り当てることができます。詳細
は、199 ページの「NIC リングの管理」を参照してください。

■ CPU プール – CPU のプールが作成され、特定のゾーンに関連付けられます。さ
らにこれらのプールをデータリンクに割り当てて、関連付けられたゾーンのネッ
トワークプロセスを管理できます。詳細は、208 ページの「プールと CPU の管
理」を参照してください。

■ CPU – 複数の CPU を備えたシステムでは、指定された数の CPU を特定のネット
ワーク処理に専用に割り当てることができます。詳細は、208 ページの「プール
と CPU の管理」を参照してください。

システム上のネットワークリソースは、データリンクプロパティーまたはフローのい
ずれかを使用して管理できます。

データリンクプロパティーを使用することによるネッ
トワークリソースの管理

データリンクを使用してネットワークリソースを管理することで、パケットを処理す
る際のシステムの効率が向上します。リンクの作成時に、リソースを割り当てること
ができます。あるいは、たとえば一定期間にわたってリソース使用状況を調査して、
リソースをより適切に割り当てる方法を特定したあとなどに、データリンクにリソー
スを割り当てることもできます。ネットワークリソースを割り当てることによって、
ネットワークプロセスに使用できる特定のリソースの量を決定できます。リソース
を割り当てるための手順は、物理ネットワークだけでなく仮想ネットワーク環境にも
当てはまります。データリンクプロパティーとそれらを構成する方法についての詳細
は、197 ページの「データリンクプロパティーを使用することによるネットワーク
リソースの管理」を参照してください。

フローを使用することによるネットワークリソースの
管理

フローは、単一の属性または属性の組み合わせに基づいてネットワークパケットを分
類するためのカスタマイズされた方法です。フローは、同じデータリンク上のさまざ
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シナリオ: ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理の組み合わせ

まなサービスを区別するために役立ちます。フローを作成するための基盤として機能
する属性は、ネットワークパケットのヘッダー内の情報から引き出されます。ネット
ワークリソースの管理のためのデータリンクプロパティーを設定したあと、フローを
使用して、ネットワークパケットを処理するためのリソースの使用方法を詳細に制御
できます。データリンクプロパティーを設定せずに、フローを単独で使用してネット
ワークリソースを管理できます。

リソースの管理にフローを使用するには、次の手順を実行します。

1. 単一の属性または属性の組み合わせに基づいたフローを作成します。
2. ネットワークリソースに関連するプロパティーを設定することによって、リソー

スのフローの使用をカスタマイズします。現在は、帯域幅、優先順位、およびラ
ンクプロパティーをフローに関連付けることができます。

フローの構成についての詳細は、217 ページの「フローを使用することによるネッ
トワークリソースの管理」を参照してください。

シナリオ: ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理の
組み合わせ

ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理を組み合わせると、フロー制御を管
理したり、システムパフォーマンスを向上させたり、OS 仮想化、ユーティリティー
コンピューティング、およびサーバー統合の実現に必要なネットワーク使用率を構成
したりするのに役立ちます。このセクションでは、ネットワーク仮想化をネットワー
クリソース管理とともに使用してシステムパフォーマンスを最適化する方法を示すた
めのシナリオを使用します。

次の図は、このシナリオで使用されるネットワーク仮想化の設定を示しています。

第 1 章 ネットワーク仮想化およびネットワークリソースの管理の概要 25



シナリオ: ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理の組み合わせ

図   3 ユースケース: ネットワーク仮想化の設定

この設定は、次のコンポーネントで構成されています。

■ それぞれ、データリンク net0 および net1 を使用して構成されている Oracle
Solaris ホスト CN1 および CN2。

■ CN1 上に構成されている Oracle Solaris ゾーン zone1 および zone2 と CN2 上に構成
されている zone3。

■ それぞれ、VNIC vnic1、vnic2、および vnic3 を使用して構成されているゾーン
zone1、zone2、および zone3。

■ CN1 上の zone2 と CN2 上の zone3 の間に設定されているエラスティック仮想ス
イッチ EVS1。ゾーン zone2 および zone3 は同じネットワーク内に存在するため、
同じエラスティック仮想スイッチ上に構成されています。

■ VNIC と EVS1 の間の接続ポイントである仮想ポート vport2 および vport3。

ゾーン上で実行されるさまざまなアプリケーションのパケットを処理する優先度や速
度に基づいてネットワークリソースを割り当てることができます。データリンクプロ
パティーおよびフローを使用して、ネットワークリソースを VNIC に適切に割り当て
ることができます。このシナリオは、ネットワークリソースを割り当てるための次の
前提に基づいています。

■ zone1 は、アプリケーション app1 および app2 をホストします。トラフィックを
分離し、各フローに属するパケットのリソースの使用方法に対する制御を実装する
ように vnic1 上のフローを構成する必要があります。また、vnic1 のために CPU
の個別のプールを構成することも必要です。

■ zone2 は、zone3 上のデータベースと通信するアプリケーション app3 をホストし
ます。
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シナリオ: ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理の組み合わせ

■ zone3 は、zone2 と通信するデータベースをホストします。vnic3 は、ほかの
VNIC より多くのパケットを送受信するため、より多くの帯域幅を使用します。そ
のため、vnic3 の帯域幅の使用量を制限するには、より高い帯域幅制限を設定する
必要があります。また、パケット処理のための高い優先度を設定することもできま
す。

これらの前提に基づいて、Oracle Solaris ホスト上に構成されている VNIC にネット
ワークリソースが割り当てられます。次の図は、データリンクプロパティーおよびフ
ローを使用したネットワークリソースの VNIC への割り当てを示しています。

図   4 ユースケース: フローを使用したネットワーク仮想化とリソース割り当て

この図は、VNIC と flow1 に対して設定されるデータリンクおよびフロープロパ
ティーを示しています。次の表は、これらのプロパティーとその値を示しています。

表 1 VNIC のデータリンクおよびフロープロパティー

VNIC データリンクプロパティー フロープロパティー 説明

vnic1 pool=pool1 priority=high

maxbw=2G

トランスポートプロトコ
ルと IP アドレスに基づ
いて vnic1 上に flow1
が作成されます。フロー
のパケットを制御する
ために、priority およ
び maxbw プロパティーが
flow1 に設定されます。

さらに、vnic1 に CPU の
プールを割り当てるため
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シナリオ: ネットワーク仮想化とネットワークリソース管理の組み合わせ

VNIC データリンクプロパティー フロープロパティー 説明
に、pool プロパティーが
設定されます。

vnic2 priority=medium

maxbw=2G

 帯域幅を割り当てるため
に、maxbw プロパティーが
vnic2 に設定されます。デ
フォルトでは、priority
プロパティーが medium に
設定されます。

vnic3 priority=high

maxbw=6G

 帯域幅を割り当て、パ
ケットの処理順序に優先
順位を付けるために、プ
ロパティー maxbw および
priority が vnic3 に設定
されます。
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 2 ♦  ♦  ♦        第    2    章 

仮想ネットワークの作成および管理

この章では、仮想ネットワークのコンポーネントの構成、仮想ネットワークの構築、
および単一のシステム内の VNIC の管理のためのタスクについて説明します。この章
では、シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) をサポートするネットワークデバイスで仮
想機能 (VF) ベースの VNIC を作成する方法についても説明します。仮想ネットワーク
の概要については、第1章「ネットワーク仮想化およびネットワークリソースの管理の
概要」を参照してください。
この章の内容は、次のとおりです。

■ 29 ページの「仮想ネットワークのコンポーネントの構成」
■ 38 ページの「仮想ネットワークの構築」
■ 49 ページの「VNIC の管理」
■ 61 ページの「VNIC でのシングルルート I/O 仮想化の使用」
■ 75 ページの「カーネルゾーンでの準仮想化 IPoIB データリンクの作成および表

示」

仮想ネットワークのコンポーネントの構成

Oracle Solaris では、VNIC と etherstub が仮想ネットワークの基本的なコンポーネント
です。このセクションでは、仮想ネットワークを構築する準備として、これらのコ
ンポーネントを構成する手順について説明します。これらのコンポーネントについて
は、17 ページの「ネットワーク仮想化コンポーネント」を参照してください。

次のコンポーネントを構成できます。

■ VNIC と etherstub を構成します。詳細は、30 ページの「VNIC と etherstub を構
成する方法」を参照してください。

■ VLAN トラフィックをホストするために、VLAN ID を持つ VNIC を構成します。
詳細は、32 ページの「VNIC を VLAN として構成する方法」を参照してくださ
い。

■ PVLAN トラフィックをホストするために、プライベート VLAN (PVLAN) の
プライマリ VLAN ID とセカンダリ VLAN ID を持つ VNIC を構成します。詳細
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VNIC と etherstub を構成する方法

は、34 ページの「VNIC を PVLAN として構成する方法」を参照してくださ
い。

■ IPoIB VNIC を構成します。詳細は、35 ページの「IPoIB VNIC を構成する方
法」を参照してください。

■ VNIC に関連付ける MAC アドレスや CPU など、VNIC のプロパティーを構成しま
す。

VNIC を構成するときには、次の点に留意してください。

■ 特定のプロパティー変更は、VNIC に関してのみ機能します。たとえば、dladm
create-vnic コマンドを使用すると、VNIC を VLAN として作成するために MAC
アドレスを構成したり、VLAN ID を割り当てたりすることができます。ただ
し、dladm create-vlan コマンドを使用して、直接 VLAN の MAC アドレスを構
成することはできません。

■ VNIC はデータリンク上に一度に 1 つのみ作成できます。データリンクと同様、
VNIC には、必要に応じてさらに構成できるリンクプロパティーがあります。さま
ざまなタイプのリンクプロパティーの詳細は、24 ページの「データリンクプロパ
ティーを使用することによるネットワークリソースの管理」を参照してください。

VNIC と etherstub を構成する方法

VNIC は、仮想ネットワークを外部ネットワークに接続します。VNIC ではまた、
VNIC とともに自動的に作成される仮想スイッチを通してゾーンが互いに通信するこ
ともできます。仮想ネットワークがゾーン、外部の LAN、およびインターネットと間
の内部的なトラフィックをホストするには、各ゾーンに独自の VNIC が存在する必要
があります。そのため、この手順を仮想ネットワークに属するゾーンの数だけ繰り返
す必要があります。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. (オプション) etherstub を作成します。
# dladm create-etherstub etherstub

ここで、etherstub は作成する etherstub の名前です。

この手順は、プライベート仮想ネットワークを作成する場合にのみ実行してくださ
い。プライベート仮想ネットワークについては、15 ページの「ネットワーク仮想化
の概要」を参照してください。プライベート仮想ネットワークを構成する方法の詳細
は、45 ページの「ユースケース: プライベート仮想ネットワークの構成」を参照し
てください。
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VNIC と etherstub を構成する方法

データリンクと同様に、etherstub にも、ネットワークの設定にとって意味のある任意
の方法で名前を付けることができます。カスタマイズされた名前を作成する方法のガ
イドラインについては、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークコンポーネントの構成
と管理』 の 「有効なリンク名のための規則」を参照してください。

3. VNIC を作成します。
# dladm create-vnic -l link [-v VLAN-ID[,PVLAN-SVID[,PVLAN-type]]] VNIC

link VNIC が構成されているリンクの名前。プライベート仮想ネット
ワークの VNIC を作成する場合、etherstub の名前を指定します。

VLAN-ID VNIC を VLAN として作成する場合の VNIC の VLAN ID。VNIC
を VLAN または PVLAN として作成している場合のみ、コマンド
に -v オプションを含めます。VLAN ID を持つ VNIC を構成する
には、32 ページの「VNIC を VLAN として構成する方法」を
参照してください。

PVLAN-SVID PVLAN VNIC を作成する場合、VLAN に関連付けられた
PVLAN のセカンダリ VLAN ID。PVLAN VNIC を作成するに
は、34 ページの「VNIC を PVLAN として構成する方法」を
参照してください。VLAN および PVLAN の詳細は、『Oracle
Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 第 4 章,
「プライベート仮想ローカルエリアネットワークの構成」を参照
してください。

PVLAN-type isolated または community のいずれかを指定できる、VLAN
に関連付けられた PVLAN タイプ。デフォルト値は isolated で
す。

VNIC VNIC の名前。カスタマイズされた名前を作成する方法のガイド
ラインについては、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークコン
ポーネントの構成と管理』 の 「有効なリンク名のための規則」を
参照してください。

4. VNIC 上に IP インタフェースを作成します。
# ipadm create-ip interface

interface 前の手順で作成した VNIC。

5. IP アドレスを VNIC インタフェースに割り当てます。
# ipadm create-addr -a address interface

-a address IP アドレスを指定します (これはクラスレス相互ドメイン経路制
御 (CIDR) 表記にすることができます)。
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VNIC を VLAN として構成する方法

IP アドレスには、IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかを指定できます。詳細
は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークコンポーネントの構成と管理』 の 「IPv4
インタフェースを構成する方法」を参照してください。

6. (オプション) 作成された VNIC を確認します。

# dladm show-link

例   1 VNIC の構成

この例は、データリンク net0 上に vnic1 を構成する方法を示しています。

# dladm create-vnic -l net0 vnic1
# ipadm create-ip vnic1
# ipadm create-addr -a 192.168.0.10/24 vnic1
# dladm show-link 
LINK          CLASS     MTU    STATE    OVER
net0          phys      1500   up       --
vnic1         vnic      1500   up       net0

例   2 Etherstub の作成および Etherstub 上での VNIC の構成

この例は、etherstub etherstub0 を作成して、その etherstub 上に VNIC vnic1 および
vnic2 を構成する方法を示しています。

# dladm create-etherstub etherstub0 
# dladm create-vnic -l etherstub0 vnic1
# dladm create-vnic -l etherstub0 vnic2
# ipadm create-ip vnic1
# ipadm create-addr -a 192.168.0.20/24 vnic1
# ipadm create-ip vnic2
# ipadm create-addr -a 192.168.0.30/24 vnic2
# dladm show-etherstub -o all 
LINK          ZONE
etherstub0    global
# dladm show-link
LINK          CLASS     MTU      STATE       OVER
net0          phys      1500     up          --
etherstub0    etherstub 9000     unknown     --
vnic1         vnic      9000     up          etherstub0
vnic2         vnic      9000     up          etherstub0

VNIC を VLAN として構成する方法

VLAN トラフィックをホストするために、VLAN ID を持つ VNIC を構成できます。
VNIC が VLAN の一部であり、その VLAN のトラフィックを受信する必要がある場
合は、その VLAN の VLAN ID を VNIC に割り当てる必要があります。また、個々の
VNIC の VLAN 構成をネットワークに伝播するために、リンクプロパティー vlan-
announce を設定することもできます。
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VNIC を VLAN として構成する方法

通常の VLAN リンクとは異なり、VLAN として構成された VNIC には独自の MAC ア
ドレスがあります。通常の VLAN の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワーク
データリンクの管理』 の 第 3 章, 「仮想ローカルエリアネットワークを使用した仮想
ネットワークの構成」を参照してください。

この手順には、VLAN ID を持つ VNIC を作成し、その VNIC が VLAN トラフィックを
処理できるようにするための適切なプロパティーを設定する手順のみが含まれていま
す。vlan-announce プロパティーを有効にすると中間のポートやスイッチは自動的に
更新されますが、中間のポートやスイッチは、これらのポイントで VLAN を定義する
ように個別に構成する必要があります。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. VLAN ID を持つ VNIC を作成します。

# dladm create-vnic -l link -v vid VNIC

3. (オプション) VNIC の VLAN 構成をネットワークにブロードキャストします。

# dladm set-linkprop -p vlan-announce=gvrp link

この手順では、接続されているスイッチに VLAN ID を自動的に登録する GARP
VLAN 登録プロトコル (GVRP) クライアントシステムを有効にします。デフォルト
では、vlan-announce プロパティーが off に設定されているため、ネットワークに
VLAN ブロードキャストメッセージは送信されません。このプロパティーを gvrp に
設定すると、ネットワークデバイスの自動 VLAN ポート構成を有効にするために、そ
のリンクの VLAN 構成が伝播されます。そのあと、これらのデバイスで VLAN トラ
フィックを受け入れ、転送できます。GVRP についての詳細は、"Configuring GVRP,"
in Sun Ethernet Fabric Operating Systemを参照してください。

4. (オプション) gvrp-timeout プロパティーを設定して、VLAN のブロードキャスト間
の待機時間を構成します。

# dladm set-linkprop -p gvrp-timeout=time link

time gvrp-timeout プロパティーの値 (ミリ秒単位) を示します。デ
フォルト値は 250 ミリ秒です。負荷の高いシステムでは、VLAN
情報を再ブロードキャストするときに、より短い間隔が必要にな
ることがあります。このプロパティーを使用すると、この間隔を
調整できます。

5. (オプション) プロパティー vlan-announce および gvrp-timeout の値を表示しま
す。

# dladm show-linkprop -p vlan-announce,gvrp-timeout
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VNIC を PVLAN として構成する方法

例   3 VLAN としての VNIC の構成

この例は、VLAN ID が 123 のデータリンク net0 上に vnic0 という名前の VNIC を作
成する方法と、VLAN 構成をネットワークに通知できるようにする方法を示していま
す。

# dladm create-vnic -l net0 -v 123 vnic0
# dladm set-linkprop -p vlan-announce=gvrp net0
# dladm set-linkprop -p gvrp-timeout=250 net0
# dladm show-linkprop -p vlan-announce,gvrp-timeout net0
LINK     PROPERTY        PERM   VALUE     EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net0     vlan-announce   rw     gvrp      gvrp         off       off,gvrp
net0     gvrp-timeout    rw     250       250          250       100-100000

出力には次の情報が表示されます。

LINK 物理データリンク (名前で識別されます)。

PROPERTY リンクのプロパティー。リンクには複数のプロパティーを設定で
きます。

PERM プロパティーのアクセス権 (次のいずれかを設定できます)。
■ ro は、リンクプロパティーの読み取り専用のアクセス権を示

します。
■ rw は、リンクプロパティーの読み取りおよび書き込み権を示

します。

VALUE 現在の (または永続的な) リンクプロパティーの値。値が設定され
ていない場合は、-- と表示されます。値が不明な場合は、? と表
示されます。

DEFAULT リンクプロパティーのデフォルト値。リンクプロパティーにデ
フォルト値がない場合は、-- が表示されます。

POSSIBLE リンクプロパティーに設定できる値のコンマ区切りのリスト。指
定可能な値が不明または無限の場合は、-- が表示されます。

VNIC を PVLAN として構成する方法

PVLAN トラフィックをホストするために、PVLAN のプライマリおよびセカンダリ
VLAN ID を持つ VNIC を構成できます。PVLAN の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 での
ネットワークデータリンクの管理』 の 第 3 章, 「仮想ローカルエリアネットワークを
使用した仮想ネットワークの構成」を参照してください。

1. 管理者になります。
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IPoIB VNIC を構成する方法

2. プライマリ VLAN ID とセカンダリ VLAN ID を指定して、PVLAN VNIC を作成しま
す。
# dladm create-vnic -l link [-v VLAN-ID[,PVLAN-SVID[,PVLAN-type]]] VNIC

link VLAN が作成される Ethernet リンクを指定します。

VLAN-ID VLAN に関連付けられたプライマリ ID。

PVLAN-SVID PVLAN に関連付けられたセカンダリ VLAN ID。

PVLAN-type isolated または community のいずれかを指定できる、VLAN
に関連付けられた PVLAN タイプ。デフォルト値は isolated で
す。

VNIC VNIC の名前。

3. (オプション) 作成される PVLAN または PVLAN VNIC を表示します。
# dladm show-vnic -v

例   4 PVLAN VNIC の作成

次の例は、プライマリ VLAN ID として 4、セカンダリ VLAN ID として 110、および
PVLAN タイプとして isolated を使用して PVLAN を作成する方法を示しています。
# dladm create-vnic -v 4,110,community -l net1 vnic2
# dladm show-vnic -v
LINK       VID  SVID PVLAN-TYPE  OVER
vnic2      4    110  community   net1

IPoIB VNIC の構成

IP over IB (IPoIB) デバイスは、IB 接続経由での IP パケットの移送を可能にします。
パーティションキーを指定することによって、IPoIB VNIC を構成します。IPoIB VNIC
をベースとなるあるデータリンクからベースとなる別のデータリンクに移行できます
が、IPoIB パーティションリンクでは移行はサポートされません。詳細は、『Oracle
Solaris 11.3 でのデバイスの管理』 の 「InfiniBand デバイスについて」を参照してくだ
さい。

IPoIB VNIC を構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。
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IPoIB VNIC を構成する方法

2. (オプション) IPoIB データリンクを作成する IB 物理リンクに関する情報を確認しま
す。
# dladm show-ib link

出力には、データリンクとそのパーティションキーに関する情報が表示されます。

3. パーティションキーを指定することによって、IPoIB VNIC を作成します。
# dladm create-vnic [-f] -l link -P pkey -p [prop=value] VNIC

-f オプション。パーティションキーがポート上に存在しない場合、
マルチキャストグループが存在しない場合、またはポートが停止
している場合でも、IPoIB VNIC を強制的に作成します。

-P pkey 使用する必要があるパーティションキー。このオプションは、
IPoIB VNIC では必須であり、その他のタイプのデータリンクには
適用できません。パーティションキーを指定する場合は、0x 接頭
辞が付いているかどうかに関係なく、これは常に 16 進数と見なさ
れます。

-p prop=value IB パーティションデータリンクでリンクトランスポートサービ
スタイプを設定できるようにする、IPoIP VNIC の linkmode プロ
パティーの値を指定するために使用されます。linkmode プロパ
ティーの次の値を設定できます。
■ cm - 接続モード。このモードでは、65520 バイトのデフォルト

の MTU を使用し、65535 バイトの最大 MTU をサポートしま
す。リモートノードに対して接続モードを使用できない場合
は、低信頼データグラムモードが自動的に使用されます。cm
がデフォルト値です。

■ ud - 低信頼データグラムモード。このモードでは、2044 バイ
トのデフォルトの MTU を使用し、4092 バイトの最大 MTU を
サポートします。

4. (オプション) 作成される IPoIB VNIC を表示します。
# dladm show-vnic

dladm show-vnic コマンドを使用すると、dladm create-vnic コマンドを使用して
作成する IPoIB VNIC のみを表示できます。dladm create-part コマンドを使用して
作成する IPoIB データリンクは VNIC とは見なされず、dladm show-part コマンドを
使用してこれらのデータリンクを表示できます。

5. plumb して、IP アドレスを IPoIB VNIC に割り当てます。
# ipadm create-ip interface
# ipadm create-addr -a address interface [address-object]

interface 作成した IPoIB VNIC の名前。
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-a address IP アドレスを指定します。

address-object IP インタフェースに関連付けられる IP アドレスを識別する名
前。address-object を指定しない場合、IP-name/protocol という形式
を使用して OS によって名前が自動的に割り当てられます。

例   5 IPoIB VNIC の作成

次の例は、パーティションキー 0xffff を使用してデータリンク net4 上に IPoIB
VNIC を作成する方法を示しています。

# dladm show-ib net4
LINK      HCAGUID        PORTGUID       PORT STATE GWNAME GWPORT  PKEYS
net4      21280001A0A58C 21280001A0A58D 1    up      --     --    FFFF
# dladm create-vnic -l net4 -P 0xffff ipoib_vnic0
# dladm show-vnic
LINK         OVER    SPEED  MACADDRESS        MACADDRTYPE IDS
eth_vnic0    net0    1000   2:8:20:ef:d2:77   random      VID:0
ipoib_vnic0  net4    32000  80:0:0:4a:fe:..   fixed       PKEY:0xFFFF
# dladm create-ip ipoib_vnic0
# ipadm create-addr -a 192.168.4.10 ipoib_vnic0/v4

また、-o オプションを指定して dladm show-vnic コマンドを使用して、VNIC または
IPoIB VNIC の MAC アドレス全体を表示することもできます。

# dladm show-vnic -o link,macaddress
LINK            MACADDRESS
eth_vnic0       2:8:20:ef:d2:77
ipoib_vnic0     80:0:0:4a:fe:80:0:0:0:0:0:0:0:21:28:0:1:a0:a5:8e

次の例は、linkmode プロパティーを ud に設定して IPoIB VNIC vnic1 を作成する方
法を示しています。

# dladm create-vnic -l net4 -P 0xffff -p linkmode=ud vnic1

IPoIB VNIC の管理

IPoIB VNIC は、Ethernet VNIC の場合と同じように移行して削除します。詳細
は、57 ページの「VNIC の移行」および59 ページの「VNIC の削除」を参照し
てください。

次の例は、ipoib_vnic0 をデータリンク net5 に移行する方法を示しています。

# dladm modify-vnic -l net5 ipoib_vnic0

次の例は、ipoib_vnic0 を削除する方法を示しています。

# dladm delete-vnic ipoib_vnic0

第 2 章 仮想ネットワークの作成および管理 37



仮想ネットワークの構築

仮想ネットワークの構築

仮想ネットワークを構築するには、ゾーンを作成する必要があります。システムのサ
ポートに基づいて必要な数のゾーンを作成できます。各ゾーンには、独自の仮想イン
タフェースがあります。同じレイヤー 2 ブロードキャストドメインの一部であるシス
テム内のゾーンは相互に通信できます。仮想ネットワークは、全体として、より大き
な外部ネットワーク上の宛先に接続します。

仮想ネットワークを構築するには、VNIC とゾーンを構成する必要があります。VNIC
を構成してゾーンに割り当てるか、VNIC anet リソースを持つゾーンを構成できま
す。

または、完全にソフトウェアベースであり、仮想ネットワークの基礎としての物理
ネットワークインタフェースを必要としない etherstub に基づいて、プライベート仮想
ネットワークを作成できます。プライベート仮想ネットワークでは、ゾーンに割り当
てられた VNIC は etherstub 上に構成されます。そのため、これらは物理 NIC 上のトラ
フィックから切り離されます。詳細は、45 ページの「ユースケース: プライベート
仮想ネットワークの構成」を参照してください。

次の図は、Oracle Solaris ホストでの仮想ネットワーク設定を示しています。
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図   5 仮想ネットワーク設定

このセクションの手順は、次の前提に基づいています。

■ システム上の仮想ネットワークは、3 つのゾーンで構成されています。このセク
ションの手順は、次のゾーン構成に基づいています。
■ 最初のゾーン zone1 は、anet リソースを持つ新しいゾーンとして作成されま

す。詳細は、40 ページの「仮想ネットワークのためにゾーンを構成する方
法」を参照してください。

■ 2 番目のゾーン zone2 はシステムにすでに存在しており、VNIC を使用するよ
うに再構成する必要があります。詳細は、41 ページの「ゾーンを VNIC を
使用するように再構成する方法」を参照してください。

■ 3 番目のゾーン zone3 は、システムにすでに存在しています。大域ゾーン
から zone3 内に VNIC zone3/v3 を一時的に作成する必要があります。詳細
は、43 ページの「ゾーンで一時的に VNIC を作成する方法」を参照してく
ださい。
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仮想ネットワークのためにゾーンを構成する方法

■ システムの物理インタフェースには、IP アドレス 192.168.3.70 が構成されま
す。

■ ルーターの IP アドレスは 192.168.3.25 です。

仮想ネットワークを構築する場合、一部の手順は大域ゾーンで実行され、一部の手順
は非大域ゾーンで実行されます。わかりやすくするために、各手順のあとの例にある
プロンプトは、特定のコマンドがどのゾーンで発行されているかを示しています。た
だし、プロンプトに表示される実際のパスは、使用しているシステムに指定されたプ
ロンプトに応じて異なることがあります。

仮想ネットワークの構成のデモについては、Oracle Solaris での仮想ネットワーク
の構成 - 第 1 部 (http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/
tutorial/solaris/11/VirtualDemo_Part1/VirtualDemo_Part1.htm) およ
びOracle Solaris での仮想ネットワークの構成 - 第 2 部 (http://www.oracle.com/
webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/solaris/11/VirtualDemo_Part2/
VirtualDemo_Part2.htm) のページを参照してください。

仮想ネットワークのためにゾーンを構成する方法

この手順では、VNIC anet リソースを持つ新しいゾーンを構成する方法について説明
します。この手順には、ネットワーク仮想化に関連した手順のみが含まれていること
に注意してください。ゾーンを構成する方法の詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成
と使用』 の 第 1 章, 「非大域ゾーンの計画および構成方法」を参照してください。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. ゾーンを作成します。
global# zonecfg -z zone
zonecfg:zone> create -t SYSsolaris

ゾーンを作成すると、VNIC anet リソースがデフォルトでこのゾーンに追加されま
す。VNIC anet リソースの下位リンクが自動的に選択されます。次の手順で説明され
ているように、VNIC anet リソースの下位リンクを手動で設定できます。

3. ゾーンのデフォルトの VNIC anet リソースを選択して、下位リンクを設定します。
zonecfg:zone> select anet linkname=net0
zonecfg:zone:anet> set lower-link=NIC

4. ゾーンの anet リソースの IP アドレスとデフォルトルーターを構成します。
zonecfg:zone:anet> set allowed-address=IP-address-of-the-anet-resource
zonecfg:zone:anet> set defrouter=IP-address-of-the-default-router
zonecfg:zone:anet> end
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5. 実装した変更を確認してコミットしたあと、そのゾーンを終了します。
zonecfg:zone> verify
zonecfg:zone> commit
zonecfg:zone> exit

6. ゾーンをインストールしてブートします。
global# zoneadm -z zone install
global# zoneadm -z zone boot

7. ゾーンにログインしてゾーン構成を完了します。
global# zlogin -C zone

ゾーンの構成時に、選択肢のリストから選択することで、ほとんどの情報を指定
できます。通常は、デフォルトオプションで十分です。anet リソースの allowed-
address および defrouter プロパティーはすでに設定したため、ネットワーク構成を
スキップできます。

例   6 仮想ネットワークのためのゾーンの構成

この例では、VNIC anet リソースを持つ仮想ネットワークの zone1 が作成されます。
仮想ネットワークの作成に関連するゾーンパラメータのみが一覧表示されていること
に注意してください。

global # zonecfg -z zone1
Use 'create' to begin configuring a new zone.
zonecfg:zone1> create -t SYSsolaris
zonecfg:zone1> select anet linkname=net0
zonecfg:zone1:anet> set lower-link=net0
zonecfg:zone1:anet> set allowed-address=192.168.10.10/24
zonecfg:zone1:anet> set defrouter=192.168.6.10
zonecfg:zone1:anet> end
zonecfg:zone1> verify
zonecfg:zone1> commit
zonecfg:zone1> exit
global# zoneadm -z zone1 install
.
.
.
global# zoneadm -z zone1 boot

global# zlogin -C zone1

プロンプトが表示されたら、ゾーンの情報を指定します。ゾーン構成の詳細
は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』を参照してください。

ゾーンを VNIC を使用するように再構成する方法

この手順では、仮想ネットワーク内の 2 番目のゾーンを参照します。このゾーンはす
でに存在しますが、その現在の構成のために、仮想ネットワークの一部になることが
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できません。具体的には、ゾーンの IP タイプが共有タイプであり、その現在のインタ
フェースは net0 です。これらの構成の両方を変更する必要があります。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. VNIC を作成します。
global# dladm create-vnic -l link VNIC

この手順のあとで、VNIC のインタフェースを構成します。

3. ゾーンの IP タイプを shared から exclusive に変更します。
global# zonecfg -z zone
zonecfg:zone> set ip-type=exclusive

4. ゾーンのインタフェースを VNIC を使用するように変更します。
zonecfg:zone> remove net physical=NIC
zonecfg:zone> add net
zonecfg:zone:net> set physical=VNIC
zonecfg:zone:net> end

5. 実装した変更を確認してコミットしたあと、そのゾーンを終了します。
zonecfg:zone> verify
zonecfg:zone> commit
zonecfg:zone> exit

6. ゾーンをリブートします。
global# zoneadm -z zone reboot

7. ゾーンにログインします。
global# zlogin zone

8. ゾーンで、現在そのゾーンに割り当てられている VNIC 上に IP インタフェースを作成
します。
zone# ipadm create-ip interface

9. 静的 IP アドレスまたは動的ホスト構成プロトコル (DHCP) IP アドレスを持つ VNIC
を構成します。

■ 静的 IP アドレスを割り当てます。
zone# ipadm create-addr -a address interface

-a address IP アドレスを指定します。これは CIDR 表記にすることがで
きます。
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ゾーンで一時的に VNIC を作成する方法

■ DHCP IP アドレスを割り当てます。
zone# ipadm create-addr -T dhcp interface

10. ゾーンを終了します。
zone# exit

11. 大域ゾーンから、/etc/hosts ファイルにアドレス情報を追加します。

例   7 VNIC を使用するためのゾーンの再構成

この例では、zone2 がすでに共有ゾーンとして存在します。このゾーンはまた、仮
想リンクではなく、システムのプライマリインタフェースを使用しています。vnic2
を使用するように zone2 を変更する必要があります。vnic2 を使用するには、まず
zone2 の IP タイプを exclusive に変更する必要があります。仮想ネットワークに関
連する情報に注目しているために、一部の出力が切り捨てられていることに注意して
ください。

global# dladm create-vnic -l net0 vnic2

global# zonecfg -z zone2
zonecfg:zone2> set ip-type=exclusive
zonecfg:zone2> remove net physical=net0
zonecfg:zone2> add net
zonecfg:zone2:net> set physical=vnic2
zonecfg:zone2:net> end
zonecfg:zone2> verify
zonecfg:zone2> commit
zonecfg:zone2> exit
global# zoneadm -z zone2 reboot

global# zlogin zone2
zone2# ipadm create-ip vnic2
zone2# ipadm create-addr -a 192.168.3.85/24 vnic2
ipadm: vnic2/v4

zone2# exit

global# pfedit /etc/hosts
#
::1             localhost
127.0.0.1       localhost
192.168.3.70    loghost   #For net0
192.168.3.80    zone1   #using vnic1
192.168.3.85    zone2   #using vnic2

ゾーンで一時的に VNIC を作成する方法

VNIC は、リンクを zone/link として指定することで、大域ゾーンから非大域ゾーン内
に直接作成できます。この方法では、非大域ゾーンの名前空間に VNIC が直接作成さ

第 2 章 仮想ネットワークの作成および管理 43



ゾーンで一時的に VNIC を作成する方法

れます。VNIC が一時的であることを指定するには、-t オプションを使用します。一
時的な VNIC はゾーンの次回のリブートまで保持されます。大域ゾーンやほかの非大
域ゾーンは、同じ名前の VNIC を持つこともできます。この方法を使用すると、VNIC
をほんの一時的に作成できます。

一時的な VNIC の作成に加えて、VLAN と IP over InfiniBand (IPoIB) のパーティション
を一時的に作成することもできます。詳細な手順については、dladm(1M) のマニュア
ルページを参照してください。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 大域ゾーンから非大域ゾーンを作成してブートします。
global# zoneadm -z zone boot

3. 非大域ゾーン用の一時的な VNIC を作成します。
global# dladm create-vnic -t -l link zone/VNIC

-t VNIC を一時的なものとして指定します。一時的な VNIC は zone
の次回のリブートまで保持されます。VNIC を非大域ゾーンの名
前空間内に作成する場合は、このオプションを指定する必要があ
ります。

-l リンクを指定します (物理リンクまたは etherstub を指定できま
す)。

大域ゾーンから非大域ゾーン内に VLAN または IPoIB パーティションを作成するた
めに使用するコマンド構文の例については、例8「ゾーンでの VNIC、VLAN、および
IPoIB パーティションの一時的な作成」を参照してください。

4. ゾーンに VNIC が作成されたことを確認します。
global# dladm show-link -Z

5. ゾーンにログインします。
global# zlogin zone

6. VNIC が正常に作成されたことを確認します。
zone# dladm show-link

例   8 ゾーンでの VNIC、VLAN、および IPoIB パーティションの一時的な作成

次の例は、大域ゾーンから非大域ゾーン内に vnic1 という名前の VNIC を作成する方
法を示しています。
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global# zoneadm -z zone1 boot
global# dladm create-vnic -t -l net0 zone1/vnic1
global# dladm show-link -Z
LINK                ZONE      CLASS     MTU    STATE    OVER
net0                global    phys      1500   up        --
zone1/vnic1         zone1     vnic      1500   down     net0

次の例は、zone1 からの dladm show-link コマンドの出力を示しています。

zone1# dladm show-link
LINK                CLASS     MTU    STATE    OVER
vnic1               vnic      1500   down     ? 

次の例は、大域ゾーンから非大域ゾーン内に vnlan3 という名前の VLAN を作成する
方法を示しています。

global# dladm create-vlan -t -l net0 -v 3 zone1/vlan3

-v オプションは、Ethernet リンク上の VLAN の VLAN-ID を指定します。

次の例は、大域ゾーンから非大域ゾーン内に part1 という名前の IPoIBV パーティ
ションを作成する方法を示しています。

global# dladm create-part -t -l net1 -P FFFF zone1/part1

-P オプションは、パーティションリンクを作成するために使用するパーティション
キーを指定します。

ユースケース: プライベート仮想ネットワークの構成

このユースケースは、プライベート仮想ネットワークを作成して、システム外でネッ
トワークトラフィックを送信できるようにする方法を示しています。

このユースケースは、次の図に示す構成に基づいています。
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図   6 ユースケース: プライベート仮想ネットワークの設定

Oracle Solaris ホスト上の構成は次のとおりです。

■ 大域ゾーンのプライマリインタフェースは net0 です。
■ ゾーン zone1、zone2、および zone3 は VNIC anet リソースを使用して構成さ

れ、etherstub ether0 はゾーンの下位リンクとして設定されます。
■ VNIC vnic0 が etherstub ether0 上で構成されます。

このユースケースは、次の前提に基づいています。

■ プライマリインタフェース net0 は、IP アドレス 192.168.3.70 およびデフォルト
ルーターの IP アドレス 192.168.3.25 を持つシステム用に構成されます。

■ 最初のゾーン zone1 は新しいゾーンとして作成されます。2 番目のゾーン zone2
はシステムにすでに存在しており、anet リソースを使用して再構成する必要があ
ります。

■ 3 番目のゾーン zone3 は、ライブゾーン再構成を使用して再構成されます。詳細
は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』 の 第 6 章, 「ライブゾーン再構成」を参
照してください。

次の表は、プライベート仮想ネットワークの設定でゾーンとそれぞれのデフォルト
ルーター用に構成される IP アドレスを示しています。

46 Oracle Solaris 11.3 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 • 2016 年 11 月

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E62101-01&id=VLZSOgogda


プライベート仮想ネットワークを構成する方法 (ユースケース)

表 2 プライベート仮想ネットワークの設定でゾーン用に構成された IP アドレス

ゾーン anet リソースの IP アドレス デフォルトルーターの IP ア
ドレス

zone1 192.168.4.11 192.168.4.10

zone2 192.168.4.12 192.168.4.10

zone3 192.168.4.13 192.168.4.10

プライベート仮想ネットワークの設定の計画

プライベート仮想ネットワークを構成する方法 (ユースケース)

大域ゾーンはルーティングと NAT を実行するため、大域ゾーンをプライベート仮想
ネットワークと物理 NIC の両方に接続する必要があります。大域ゾーンでプライマ
リインタフェースを構成することによって、大域ゾーンを物理 NIC に接続します。
etherstub ether0 上に vnic0 を作成することによって、大域ゾーンをプライベート仮
想ネットワークに接続します。

1. 管理者になります。

2. etherstub ether0 を作成します。
# dladm create-etherstub ether0

3. ether0 上に VNIC vnic0 を作成して、192.168.4.10 を vnic0 の IP アドレスとして
構成します。
# dladm create-vnic -l ether0 vnic0
# ipadm create-ip vnic0
# ipadm create-addr -a 192.168.4.10/24 vnic0

VNIC vnic0 は、ゾーンのデフォルトルーターとして機能します。

4. VNIC anet リソースを持つゾーン zone1 を作成して、ether0 を下位リンクとして設
定します。表2に表示される IP アドレスを使用して zone1 を構成します。
global# zonecfg -z zone1
Use 'create' to begin configuring a new zone.
zonecfg:zone1> create -t SYSsolaris
zonecfg:zone1> select anet linkname=net0
zonecfg:zone1:anet> set lower-link=ether0
zonecfg:zone1:anet> set allowed-address=192.168.4.11/24
zonecfg:zone1:anet> set defrouter=192.168.4.10
zonecfg:zone1:anet> end
zonecfg:zone1> commit
zonecfg:zone1> exit

5. zone1 をインストールしてブートします。
global# zoneadm -z zone1 install
global# zoneadm -z zone1 boot
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IP 転送と NAT を有効にする方法 (ユースケース)

6. zone1 にログインしてゾーン構成を完了します。
global# zlogin -C zone1

7. anet リソースを使用して zone2 を再構成して、ether0 を下位リンクとして設定しま
す。表2に表示される IP アドレスを使用して zone2 を構成します。
global# zonecfg -z zone2
zonecfg:zone2> select anet linkname=net0
zonecfg:zone2:anet> set lower-link=ether0
zonecfg:zone2:anet> set allowed-address=192.168.4.12/24
zonecfg:zone2:anet> set defrouter=192.168.4.10
zonecfg:zone2:anet> end
zonecfg:zone2> commit
zonecfg:zone2> exit

8. ゾーン zone2 をリブートしてログインします。
global# zoneadm -z zone2 reboot
global# zlogin zone2

9. ライブゾーン再構成を使用して zone3 を再構成して、ether0 を下位リンクとして設
定します。
global# zonecfg -z zone3
zonecfg:zone3> select anet linkname=net0
zonecfg:zone3:anet> set lower-link=ether0
zonecfg:zone3:anet> end
zonecfg:zone3> commit
zonecfg:zone3> exit

10. ライブゾーン再構成では allowed-address プロパティーの設定はサポートされない
ため、zone3 の IP アドレスとデフォルトゲートウェイを手動で構成します。表2に表
示される IP アドレスを使用して zone3 を構成します。
global# zoneadm -z zone3 apply
global# zlogin zone3
zone3# ipadm create-ip net0
zone3# ipadm create-addr -a 192.168.4.13/24 net0/v4
zone3# route -p add default 192.168.4.10

IP 転送と NAT を有効にする方法 (ユースケース)

大域ゾーンで IP 転送とネットワークアドレス変換 (NAT) を有効にすることで、プラ
イベート仮想ネットワークによるシステム外でのネットワークトラフィックの送信を
可能にできます。

1. 大域ゾーンで IP 転送を有効にします。
global# ipadm set-ifprop -p forwarding=on -m ipv4 net0
global# ipadm set-ifprop -p forwarding=on -m ipv4 vnic0

2. 大域ゾーンから、プライマリインタフェースの /etc/ipnat.conf ファイル内に NAT
を構成します。
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global# cat /etc/ipf/ipnat.conf
map net0 192.168.4.0/24 -> 0/32  portmap tcp/udp auto
map net0 192.168.4.0/24 -> 0/32

3. IP フィルタサービスを起動して NAT を有効にします。
global# svcadm enable network/ipfilter

4. (オプション) システムのデフォルトルーターを任意のゾーンから ping して、システ
ム外でネットワークトラフィックを送信できるかどうかを確認します。
# ping 192.168.3.25

VNIC の管理

このセクションでは、基本構成を実行したあとに VNIC 上で実行できるタ
スクについて説明します。VNIC の基本構成を実行する方法について詳しく
は、30 ページの「VNIC と etherstub を構成する方法」を参照してください。

VLAN ID、MAC アドレス、および VNIC のベースとなるデータリンクを変更できま
す。ベースとなるデータリンクを変更すると、VNIC が別のデータリンクに移動され
ます。データリンク上のすべての VNIC の属性を全体的変更するか、指定した VNIC
のみの属性を選択的に変更できます。

このセクションの内容は次のとおりです。

■ 49 ページの「VNIC の表示」
■ 53 ページの「VNIC の VLAN ID の変更」
■ 54 ページの「PVLAN VNIC の変更」
■ 55 ページの「VNIC の MAC アドレスの変更」
■ 57 ページの「VNIC の移行」
■ 59 ページの「VNIC の削除」

VNIC の表示
システム上の VNIC に関する情報を取得するには、dladm show-vnic コマンドを使用
します。

例   9 システム上の VNIC の表示

# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED      MACADDRESS          MACADDRTYPE       IDS      
vnic1     net0     1000       2:8:20:c2:39:38     random            VID:123   
vnic2     net0     1000       2:8:20:5f:84:ff     random            VID:456
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出力には次の情報が表示されます。

LINK 仮想データリンク (名前で識別されます)。

OVER VNIC が構成されている物理または仮想データリンク。

SPEED VNIC の最大速度 (M ビット/秒単位)。

MACADDRESS VNIC の MAC アドレス。

MACADDRTYPE VNIC の MAC アドレスのタイプ (次のいずれかを設定できます)。
■ random – VNIC に割り当てられたランダムなアドレス
■ factory – VNIC によって使用される NIC のファクトリ MAC

アドレス
■ fixed – ユーザーが割り当てる MAC アドレス

VID VNIC の VLAN ID。

VNIC がシステム上に存在する場合は、データリンクに関する情報を表示する任意の
dladm コマンドを使用して、それらの VNIC に関する情報を含めることができます。
たとえば、dladm show-link コマンドでは、VNIC とその他のデータリンクが表示さ
れます。dladm show-linkprop コマンドを使用すると、VNIC のプロパティーを表示
できます。

単一の VNIC のデータリンクプロパティーに関する情報を取得するには、次のコマン
ド構文に VNIC を指定します。
# dladm show-linkprop [-p property] vnic

例   10 ゾーンに接続されている VNIC の表示

この例では、ゾーンに接続されたプライマリデータリンクと VNIC の情報が表
示されます。プライマリデータリンク net0 は大域ゾーンに接続されています。
VNIC、vnic1 と vnic2 は、それぞれ zone1 と zone2 に接続されています。
# dladm show-link -Z
LINK                ZONE      CLASS     MTU    STATE    OVER
net0                global    phys      1500   up        --
zone1/vnic1         zone1     vnic      1500   up       net0 
zone2/vnic2         zone2     vnic      1500   up       net0

複数の MAC アドレスを持つ VNIC を表示

Oracle VM Server for SPARC のシステムで作成された VNIC と、Oracle Solaris カーネル
ゾーンの anet リソースには、複数の MAC アドレスが関連付けられます。Oracle VM
Server for SPARC でゲストドメイン内部の VNIC とゾーンをサポートするには、alt-
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mac-addrs プロパティーを使用して vnet を作成する必要があります。この場合、シ
ステムは自動的に複数の MAC アドレスを持つ VNIC を作成します。これらの複数の
MAC アドレスは、作成した vnet から取得されます。詳細は、『Oracle VM Server for
SPARC 3.1 管理ガイド』を参照してください。

カーネルゾーン内部のゾーンまたは VNIC をサポートするには、複数の MAC アドレ
スを持つ anet リソースを構成します。カーネルゾーンでのネットワークアクセスの
ために作成された anet リソースに複数の MAC アドレスを指定するには、zonecfg
コマンドを使用します。詳細は、solaris-kz(5) のマニュアルページを参照してくだ
さい。カーネルゾーンの構成の詳細は、『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と使
用』を参照してください。

VNIC に複数の MAC アドレスが関連付けられている場合は、仮想ネットワークドラ
イバによって 1 つの MAC アドレスが使用されます。残りの MAC アドレスを使用し
て、カーネルゾーンまたはゲストドメイン内に VNIC を作成できます。たとえば、
VNIC が 3 つの MAC アドレスに関連付けられている場合は、1 つの MAC アドレスが
仮想ネットワークドライバに割り当てられています。そのため、残りの 2 つの MAC
アドレスを使用して作成できる VNIC は 2 つだけです。

次のコマンドを使用すると、VNIC に関連付けられた複数の MAC アドレスを表示でき
ます。

# dladm show-vnic -m

例   11 カーネルゾーン内の複数の MAC アドレスを持つ VNIC の表示

# dladm show-vnic -m
LINK                OVER       MACADDRESSES      MACADDRTYPES     IDS
gz_vnic0            net0       2:8:20:d7:27:9d   random           VID:0
zone1/net0          net0       2:8:20:70:52:9    random           VID:0
                               2:8:20:c9:d:4c    fixed
                               2:8:20:70:db:3    random
zone1/net1          net0       0:1:2:3:4:5       fixed            VID:0
                               0:1:2:3:4:6       fixed

この例では、カーネルゾーン zone1 に net0 と net1 の 2 つの anet リソースが存在し
ます。どちらのリソースにも複数の MAC アドレスが構成されています。そのため、
カーネルゾーン zone1 内では、データリンク net0 に関連付けられた仮想 NIC ドライ
バ zvnet の最上位に最大 2 つの VNIC を作成できます。データリンク net1 に関連付
けられた仮想 NIC ドライバ zvnet の最上位に作成できる VNIC は 1 つだけです。

例   12 複数の MAC アドレスを持つ、システムで生成された VNIC の表示

# dladm show-vnic -m
LINK                OVER       MACADDRESSES      MACADDRTYPES     IDS
ldoms-vsw0.vport0   net1       0:14:4f:fb:e1:8f  fixed            VID:0,21
                               0:14:4f:f8:6b:9   fixed
                               0:14:4f:fa:48:7f  fixed
ldoms-vsw0.vport1   net1       0:14:4f:f9:1b:8d  fixed            VID:45,44
                               0:14:4f:f9:27:4   fixed
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この例では、ldoms-vsw0.vport0 に関連付けられたゲストドメインの仮想ネット
ワークドライバ vnet の最上位に、最大 2 つの VNIC を作成できます。ldoms-vsw0.
vport1 に関連付けられた仮想 NIC ドライバ vnet の最上位には、最大 1 つの VNIC を
作成できます。

データリンクの物理および仮想リンク状態の表示

データリンクの物理リンク状態は、物理デバイスに外部ネットワークとの接続がある
かどうかを識別します。ケーブルが接続され、そのケーブルの反対側にあるポートの
状態が up の場合は、物理デバイスに外部ネットワークとの接続があります。

次のコマンドを使用すると、データリンクの物理リンク状態を表示できます。
# dladm show-phys [link]

# dladm show-ether [link]

詳細は、dladm(1M) のマニュアルページを参照してください。

例   13 データリンクの物理リンク状態の表示

次の例では、dladm show-phys コマンドを使用して、システム上のデータリンクの物
理リンク状態を表示します。
# dladm show-phys
LINK       MEDIA        STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE
net1       Ethernet     down       0      unknown   e1000g1
net2       Ethernet     down       0      unknown   e1000g2
net3       Ethernet     down       0      unknown   e1000g3
net0       Ethernet     up         1000   full      e1000g0

次の例では、dladm show-enter コマンドを使用して、システム上のデータリンクの
物理リンク状態を表示します。
# dladm show-ether
LINK       PTYPE    STATE    AUTO  SPEED-DUPLEX    PAUSE
net1       current  down     yes   0M              bi
net2       current  down     yes   0M              bi
net3       current  down     yes   0M              bi
net0       current  up       yes   1G-f            bi

NIC 上に複数の VNIC が作成されると、同じ VLAN 上にあるときに VNIC とプライ
マリデータリンクが通信できるように、内部的に仮想スイッチが作成されます。物理
データリンクが外部ネットワークに接続されていない場合でも、これらのデータリン
クは互いに通信できます。これにより、データリンクの仮想リンク状態が形成され、
その状態は up、down、unknown のいずれかになります。データリンクの仮想リンク状
態は、物理ケーブルが抜かれている場合でも、データリンクがシステム内の内部ネッ
トワークに接続されているかどうかを識別します。

データリンクの仮想リンク状態を表示するには、次のコマンドを使用します。
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# dladm show-link [link]

例   14 データリンクの仮想リンク状態の表示

この例では、システム上のデータリンクの仮想リンク状態が表示されます。

# dladm show-link
LINK        CLASS     MTU    STATE    OVER
net0        phys      1500   up       --
net2        phys      1500   down     --
net4        phys      1500   down     --
net1        phys      1500   up       --
net5        phys      1500   up       --
vnic0       vnic      1500   up       net5
vnic1       vnic      1500   up       net5
vnic2       vnic      1500   up       net1

VNIC の VLAN ID の変更

VNIC を VLAN として構成できます。VNIC に特定の VLAN のトラフィックをホスト
させるときは、データリンク上の VNIC の VLAN ID を変更する必要があります。

使用する dladm サブコマンドは、VLAN または VLAN として構成された VNIC のどち
らを変更するかによって異なります。

■ dladm create-vlan コマンドを使用して作成された VLAN の場合は、dladm
modify-vlan コマンドを使用します。これらの VLAN を表示するには、dladm
show-vlan コマンドを使用します。

■ dladm create-vnic コマンドを使用して作成された VLAN の場合は、dladm
modify-vnic コマンドを使用します。これらの VNIC (VLAN ID を持つものを含
む) を表示するには、dladm show-vnic コマンドを使用します。

データリンク上に構成されている単一の VNIC または複数の VNIC の VLAN ID を変
更できます。同じ VLAN ID を持つすべての VNIC を構成することで、VNIC の VLAN
ID をグループとして変更することもできます。

■ データリンク上に 1 つの VNIC だけが構成されている場合は、次のコマンド構文を
使用して VNIC の VLAN ID を変更します。

# dladm modify-vnic -v vid -L link

ここで、vid は VNIC に割り当てる新しい VLAN ID です。

例   15 データリンク上の VNIC の VLAN ID の変更

この例では、データリンク net0 上に構成されている vnic0 の VLAN ID が変更されま
す。

第 2 章 仮想ネットワークの作成および管理 53



VNIC の管理

# dladm modify-vnic -v 123 -L net0
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED         MACADDRESS          MACADDRTYPE        IDS 
vnic0     net0     1000          2:8:20:c2:39:38     random             VID:123

■ データリンク上に複数の VNIC が構成されている場合、次のコマンド構文を使用し
て VNIC の VLAN ID を変更します。

# dladm modify-vnic -v vid VNIC

各 VLAN ID は同じデータリンク上の VNIC で一意であるため、VLAN ID は一度に
1 つずつ変更する必要があります。

例   16 データリンク上の複数の VNIC の VLAN ID の変更

この例では、vnic0、vnic1、および vnic2 の VLAN ID が変更されます。

# dladm modify-vnic -v 123 vnic0
# dladm modify-vnic -v 456 vnic1
# dladm modify-vnic -v 789 vnic2
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE         IDS 
vnic0     net0     1000          2:8:20:c2:39:38    random              VID:123
vnic1     net0     1000          2:8:20:5f:84:ff    random              VID:456  
vnic2     net0     1000          2:8:20:5f:84:ff    random              VID:789 

■ それぞれの VNIC が異なるデータリンク上に構成されている場合は、次のコマンド
構文を使用して、VNIC の VLAN ID をグループとして変更します。

# dladm modify-vnic -v vid VNIC,VNIC,[...]

例   17 VNIC の VLAN ID のグループとしての変更

この例では、vnic0、vnic1、および vnic2 の VLAN ID がグループとして変更されま
す。これらの VNIC は、それぞれ、データリンク net0、net1、および net2 上に構成
されています。

# dladm modify-vnic -v 123 vnic0,vnic1,vnic2
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED         MACADDRESS          MACADDRTYPE        IDS 
vnic0     net0     1000          2:8:20:c2:39:38     random             VID:123
vnic1     net1     1000          2:8:20:5f:84:ff     random             VID:123  
vnic2     net2     1000          2:8:20:5f:84:ff     random             VID:123 

PVLAN VNIC の変更

dladm modify-vnic コマンドを使用すると、PVLAN VNIC のプライマリおよびセカ
ンダリ VLAN ID と PVLAN タイプを変更できます。構文は次のとおりです。

# dladm modify-vnic [-v VLAN-ID[,PVLAN-SVID[,PVLAN-type]] VNIC
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例   18 PVLAN VNIC の変更

次の例では、プライマリ VLAN ID を 5 に、セカンダリ VLAN ID を 102 に、PVLAN
タイプを isolated に変更します。

# dladm show-vnic -v
LINK       VID  SVID  PVLAN-TYPE  OVER
vnic2      4    101   community   net1
# dladm modify-vnic -v 5,102,isolated vnic2
# dladm show-vnic -v
LINK       VID  SVID  PVLAN-TYPE  OVER
vnic2      5    102   isolated    net1

PVLAN については、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の
第 3 章, 「仮想ローカルエリアネットワークを使用した仮想ネットワークの構成」を参
照してください。

VNIC の MAC アドレスの変更

ユーザーが作成する VNIC は、MAC アドレスを 1 つしか持つことができません。こ
の MAC アドレスは、dladm modify-vnic コマンドを使用して変更できます。カーネ
ルゾーン用に作成された VNIC は、1 つ以上の MAC アドレスを持つように構成できま
す。

データリンク上で構成された VNIC の既存の MAC アドレスを変更できます。すべて
の VNIC の MAC アドレスを変更することも、指定した VNIC の MAC アドレスを選択
的に変更することもできます。VNIC の VLAN ID と MAC アドレスを同時に変更する
こともできます。

■ VNIC の MAC アドレスを変更するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm modify-vnic -m MAC-address VNIC

ここで、MAC-address は VNIC に割り当てる新しい MAC アドレスです。

例   19 VNIC の MAC アドレスの変更

この例では、vnic0 に特定の MAC アドレスが割り当てられます。

# dladm modify-vnic -m 3:8:20:5f:84:ff vnic0
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE       IDS 
vnic0     net0     1000         3:8:20:5f:84:ff     fixed             VID:0

■ データリンク上のすべての VNIC の MAC アドレスを変更するには、次のコマンド
構文を使用します。

# dladm modify-vnic -m random -L link
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このコマンド構文では、-m random オプションは -m auto オプションと同等です。
MAC アドレスは自動的に、VNIC にランダムに割り当てられます。

例   20 データリンク上のすべての VNIC の MAC アドレスの変更

この例では、データリンク net0 上に構成されたすべての VNIC の MAC アドレスが、
自動的にランダムに変更されます。

# dladm modify-vnic -m random -L net0
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED        MACADDRESS           MACADDRTYPE       IDS 
vnic0     net0     1000         2:8:20:22:9d:bb      random            VID:0
vnic1     net0     1000         2:8:20:72:2e:9       random            VID:0  
vnic2     net0     1000         2:8:20:2f:e5:83      random            VID:0 

■ VNIC の MAC アドレスを選択的に変更するには、次のコマンド構文を使用しま
す。

# dladm modify-vnic -m random VNIC,VNIC,[...]

全体的な変更と選択的な変更のどちらの場合も、-m オプションに random を指定し
ます。

例   21 VNIC の MAC アドレスの選択的な変更

この例では、データリンク net0 上に構成されている vnic0 および vnic2 の MAC ア
ドレスが選択的に変更されます。

# dladm modify-vnic -m random vnic0,vnic2
# dladm show-vnic
LINK      OVER     SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE        IDS 
vnic0     net0     1000         2:8:20:2f:e5:83     random             VID:0
vnic1     net0     1000         2:8:20:5f:84:ff     fixed              VID:0  
vnic2     net0     1000         2:8:20:2f:e5:83     random             VID:0 

■ VNIC の VLAN ID と MAC アドレスを同時に変更するには、次のコマンド構文を
使用します。

# dladm modify-vnic -m random -v vid VNIC

注意 - VNIC の複数の属性を全体的に変更すると、VNIC で予期しない動作が発生する
可能性があります。代わりに、VNIC の複数の属性を個別に変更してください。

例   22 VNIC の VLAN ID と MAC アドレスの変更

この例では、vnic0 の VLAN ID と MAC アドレスが同時に変更されます。

# dladm modify-vnic -m random -v 123 vnic0
# dladm show-vnic vnic0
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LINK      OVER     SPEED  MACADDRESS        MACADDRTYPE    IDS
vnic0     net0     1000   2:8:20:2f:e5:83   random         VID:123

VNIC の移行

VNIC を削除して再構成することなく、1 つ以上の VNIC を、あるベースとなるデータ
リンクから別のベースとなるデータリンクに移動できます。ベースとなるデータリン
クは、物理リンク、リンクアグリゲーション、または etherstub です。

通常は、次のいずれかの状況で VNIC を移行します。

■ 既存の NIC を新しい NIC と交換する必要がある場合
■ ターゲットの NIC の帯域幅が既存の NIC より広い場合
■ ターゲットの NIC がハードウェアにラージレシーブオフロード (LRO)、ラージセ

グメントオフロード (LSO)、チェックサムなどの特定の機能を実装する場合

VNIC を正常に移行するには、VNIC の移動先のターゲットのデータリンクが、その
VNIC のデータリンクプロパティーに対応している必要があります。これらのプロパ
ティーがサポートされていない場合、移行は失敗し、ユーザーに通知されます。移
行が成功したあと、ターゲットデータリンクがネットワークに接続されたままであれ
ば、VNIC を使用しているすべてのアプリケーションが引き続き正常に動作します。

VNIC の移行のあと、データリンクの状態、リンク速度、MTU サイズなどの、ハード
ウェアに依存した特定のプロパティーは変更される可能性があります。これらのプロ
パティーの値は、VNIC の移行先のデータリンクから継承されます。データリンク上
に構成されているすべての VNIC を移行することも、指定された VNIC を選択的に移
行することもできます。VNIC を移行し、その VLAN ID を同時に変更することもでき
ます。

■ ソースリンク上に構成されているすべての VNIC をターゲットリンクに移行するに
は、次のコマンド構文を使用します。

# dladm modify-vnic -l target-link -L source-link

-l target-link VNIC が移行されるリンクを示します

-L source-link VNIC が以前に構成されたリンクを示します

例   23 ソースリンクからターゲットリンクへのすべての VNIC の移行

この例では、ソースリンク ether0 からのすべての VNIC がターゲットリンク net1 に
移動されます。
# dladm modify-vnic -l net1 -L ether0
# dladm show-vnic
LINK      OVER      SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE        IDS 
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vnic0     net1      1000         2:8:20:c2:39:38     random             VID:321
vnic1     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:656  
vnic2     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:0 

■ ソースリンク上に構成されている指定された VNIC をターゲットリンクに移行する
には、次のコマンド構文を使用します。

# dladm modify-vnic -l target-link VNIC,VNIC,[...]

VNIC の選択的な移行を実行するには、ターゲットリンクだけを指定する必要があ
ります。

例   24 ソースリンクからターゲットリンクへの指定した VNIC の移行

この例では、vnic0、vnic1、および vnic2 が、ソースリンク net0 からターゲットリ
ンク net1 に選択的に移動されます。

# dladm modify-vnic -l net1 vnic0,vnic1,vnic2
# dladm show-vnic
LINK      OVER      SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE        IDS 
vnic0     net1      1000         2:8:20:c2:39:38     random             VID:321
vnic1     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:656  
vnic2     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:0 
vnic3     net0      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:345 

■ ソースリンク上に構成されている VNIC の VLAN ID を変更して、同時にターゲッ
トリンクに移行するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm modify-vnic -l target-link -v vid VNIC

新しい VLAN ID を割り当てするには、一度に 1 つの VNIC を移行する必要があり
ます。

例   25 VNIC の VLAN ID の移行と変更

この例では、vnic0、vnic1、および vnic2 がターゲットデータリンク net1 に移行さ
れます。移行では、すべての VNIC の VLAN ID も同時に変更されます。

# dladm modify-vnic -l net1 -v 123 vnic0
# dladm modify-vnic -l net1 -v 456 vnic1
# dladm modify-vnic -l net1 -v 789 vnic2
# dladm show-vnic
LINK      OVER      SPEED         MACADDRESS         MACADDRTYPE        IDS 
vnic0     net1      1000         2:8:20:c2:39:38     random             VID:123
vnic1     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:456  
vnic2     net1      1000         2:8:20:5f:84:ff     random             VID:789 

VNIC をソースリンクからターゲットリンクに移行する際、ランダムに割り当てられ
た MAC アドレスは影響を受けず、移行のあと、それらの各 VNIC によって保持され
ます。例25「VNIC の VLAN ID の移行と変更」を参照してください。

ただし、VNIC がソースリンクからのファクトリ MAC アドレスを使用している場合
は、MAC アドレスが変更されます。移行中に MAC アドレスを指定しないと、VNIC
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のファクトリ MAC アドレスがランダムに割り当てられた MAC アドレスに置き換え
られます。移行中に -m を付けて MAC アドレスを指定すると、VNIC のファクトリ
MAC アドレスが指定された MAC アドレスで置き換えられます。

複数の MAC アドレスが、カーネルゾーンで作成された VNIC に関連付けられていま
す。カーネルゾーンで作成された VNIC を移行すると、VNIC に関連付けられた複数
の MAC アドレスがすべて、ターゲットの NIC に移行されます。

VNIC の削除

このセクションでは、VNIC を削除する方法について説明します。

VNIC を削除する方法

1. 管理者になります。

2. (オプション) VNIC がビジー状態かどうかをチェックします。
VNIC を削除できるのは、ビジー状態ではない場合のみです。VNIC はさまざまな理由
でビジー状態の場合があります。VNIC がビジー状態かどうかを確認するには、次の
手順を実行する必要があります。

■ VNIC が plumb され、IP アドレスに関連付けられているかどうかを確認します。
# ipadm show-if
# ipadm show-addr

VNIC が plumb され、IP アドレスと関連付けられている場合は、IP インタフェー
スを削除します。

# ipadm delete-ip interface

■ VNIC 上に構成されているフローがあるかどうかを確認します。
# flowadm

フローが VNIC 上に構成されている場合は、フローを削除します。

# flowadm remove-flow flowname

■ VNIC がゾーンに割り当てられているかどうかを確認します。
# dladm show-link -Z

ゾーンに接続されている VNIC を削除する方法についての詳細
は、60 ページの「ゾーンに接続された VNIC を削除する方法」を参照してく
ださい。
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■ VNIC がシステムによって作成されているかどうかを確認します。
# dladm show-vnic

ハイフン (-) が含まれるのはシステムで作成された VNIC だけのため、システムで
作成された VNIC とユーザーが作成した VNIC を区別するために役立ちます。シ
ステムで作成された VNIC の変更、名前変更、plumb、または削除を行うことはで
きません。

■ VNIC がスヌープされているかどうかを確認します。
# snoop
# tshark

VNIC が snoop コマンドを使用してスヌープされている場合は、プロセスを強制
終了します。

# pkill snoop

VNIC が tshark コマンドを使用してスヌープされている場合は、プロセスを強制
終了します。

# pkill tshark

3. VNIC を削除します。
# dladm delete-vnic VNIC

ゾーンに接続された VNIC を削除する方法

この手順では、VNIC がゾーンに接続されていると仮定します。この手順を実行する
には、大域ゾーン内に存在している必要があります。

1. ゾーンを停止します。
global# zoneadm -z zone halt

注記 - ゾーンによって使用されているリンクを特定するには、dladm show-link コマ
ンドを使用します。

2. ゾーンから VNIC を削除するか、または切り離します。
global# zonecfg -z zone remove net physical=VNIC

3. システムから VNIC を削除します。
global# dladm delete-vnic VNIC

4. ゾーンをリブートします。
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global# zoneadm -z zone boot

例   26 ゾーンに接続された VNIC の削除

この例では、zoneB とシステムから vnic1 が削除されます。

global# dladm show-link
LINK            CLASS   MTU    STATE   OVER
net0            phys    1500   up      --
net2            phys    1500   up      --
net1            phys    1500   up      --
net3            phys    1500   up      --
zoneA/net0      vnic    1500   up      net0
zoneB/net0      vnic    1500   up      net0
vnic0           vnic    1500   up      net1
zoneA/vnic0     vnic    1500   up      net1
vnic1           vnic    1500   up      net1
zoneB/vnic1     vnic    1500   up      net1

global# zoneadm -z zoneB halt
global# zonecfg -z zoneB remove net physical=vnic1
global# dladm delete-vnic vnic1
global# zoneadm -z zoneB boot

VNIC でのシングルルート I/O 仮想化の使用

Oracle Solaris 11.2 リリース以降、dladm コマンドを使用して、シングルルート I/O 仮
想化 (SR-IOV) をサポートするネットワークデバイスを管理できます。SR-IOV は、仮
想マシン間での Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) デバイスの効率的な
共有を可能にする標準です。これはハードウェアに実装されます。詳細は、『Oracle
Solaris 11.3 デバイスドライバの記述』 の 第 21 章, 「SR-IOV ドライバ」を参照してく
ださい。

データリンクの SR-IOV モードの有効化

Oracle Solaris では、SR-IOV をサポートするネットワークデバイスの仮想機能 (VF) を
VNIC または VLAN に関連付けることができます。VF VNIC は専用の VF を所有する
VNIC です。VF VNIC は、リソースの共有の点で通常の VNIC とは異なります。通常
の VNIC はほかの通常の VNIC とリソースを共有する必要がありますが、VF VNIC は
リソースを共有する必要がありません。各 VF は VF VNIC 用の個別のハードウェアリ
ソースです。

VF VNIC を作成できるのは、SR-IOV モードをサポートするデータリンク上だけで
す。デフォルトでは、データリンクの SR-IOV モードは無効になっています。iov プ
ロパティーを on に設定することで、データリンクの SR-IOV モードを有効にすること
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ができます。データリンクの SR-IOV モードを有効にしたあとの VF VNIC の作成の詳
細は、62 ページの「VF VNIC の作成」を参照してください。

dladm show-linkprop コマンドでリンクプロパティー iov を指定することで、デー
タリンクの SR-IOV モードを確認できます。出力の EFFECTIVE 列の下の値が off の場
合、データリンクの SR-IOV モードは無効になっています。

次の例は、データリンク net0 の SR-IOV モードをどのようにして確認できるかを示し
ています。

# dladm show-linkprop -p iov net0
LINK     PROPERTY   PERM     VALUE     EFFECTIVE     DEFAULT      POSSIBLE
net0     iov        rw       auto      off           auto         auto,on,off

この例では、データリンク net0 の SR-IOV モードは無効になっています。出力には次
の情報が表示されます。

VALUE iov リンクプロパティーに対して設定した値を指定します。iov
リンクプロパティーを変更しなかった場合、iov リンクプロパ
ティーのデフォルト値は auto です。値 auto は、特定の物理デー
タリンクで SR-IOV モードがデフォルトで有効になっているかど
うかを OS が確認することを意味します。

EFFECTIVE データリンクの実際の SR-IOV モード。デフォルトでは、SRIOV
対応のすべての NIC で、EFFECTIVE 列の下に値 off が表示されま
す。

次のように iov プロパティーを on に設定することで、データリンク net0 の SR-IOV
モードを有効にすることができます。

# dladm set-linkprop -p iov=on net0
# dladm show-linkprop -p iov net0
LINK     PROPERTY   PERM     VALUE     EFFECTIVE     DEFAULT      POSSIBLE
net0     iov        rw       on        on            auto         auto,on,off

同様に、iov リンクプロパティーを off に設定することで、データリンクの SR-IOV
モードを無効にすることができます。dladm コマンドについての詳細は、dladm(1M)
のマニュアルページを参照してください。

VF VNIC の作成

データリンク上に VF VNIC を作成するには、データリンクの SR-IOV モードを有効
にする必要があります。詳細は、61 ページの「データリンクの SR-IOV モード
の有効化」を参照してください。データリンクの SR-IOV モードを有効にしたあと
で、dladm create-vnic コマンドを使用して VNIC を作成すると、VF が自動的に
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VNIC に割り当てられます。同様に、dladm create-vlan コマンドを使用して VLAN
を作成すると、VF が自動的に VLAN に割り当てられます。

dladm create-vnic または dladm create-vlan コマンドで iov VNIC リンクプロパ
ティーを指定することによって、VF を VNIC または VLAN のどちらに割り当てる必
要があるかを明示的に指定することもできます。

VF VNIC を明示的に作成するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm create-vnic [-p iov=value] -l link VNIC

VF VNIC を作成する場合、iov VNIC リンクプロパティーの指定はオプションで
す。iov VNIC リンクプロパティーを指定しない場合は、デフォルト値 inherit がこ
のプロパティーに割り当てられます。iov VNIC リンクプロパティーに次の値を指定
できます。

inherit iov VNIC リンクプロパティーのデフォルト値。ベースとなる
データリンクの有効な iov プロパティー値に基づいて VF を割り
当てる必要があるかどうかを決定します。
■ off – VNIC 用の VF を割り当てません。
■ on – VNIC 用の VF の割り当てが試行されます。可能でない場

合は、通常の VNIC が作成されます。

on VF を割り当てます。VF が見つからない場合、VNIC の作成は失
敗します。

off VF のない VNIC を作成します。

データリンクプロパティーの有効値は、データリンクに対して dladm show-linkprop
コマンドを使用するときに EFFECTIVE 列の下に表示される値です。

iov VNIC リンクプロパティーとほかのデータリンクプロパティーの違いは、iov
VNIC リンクプロパティーは VNIC または VLAN を作成するときだけ指定できるとい
う点です。VNIC または VLAN を作成したあとで iov VNIC リンクプロパティーを変
更することはできません。

iov VNIC リンクプロパティーには、VF が VNIC または VLAN のどちらに割り当てら
れているかを示す有効値があります。EFFECTIVE 列の下の値 on は VF が割り当てられ
ていることを意味し、EFFECTIVE 列の下の値 off は VF が割り当てられていないこと
を意味します。

例   27 VF VNIC の作成

次の例は、iov VNIC リンクプロパティーを明示的に指定することで、データリンク
net0 上の VF VNIC vfvnic1 と通常の VNIC vnic1 を作成する方法を示しています。

第 2 章 仮想ネットワークの作成および管理 63



VNIC でのシングルルート I/O 仮想化の使用

この例では、データリンク net0 の SR-IOV モードが有効になっていると仮定していま
す。

# dladm show-linkprop -p iov net0 
LINK     PROPERTY  PERM    VALUE  EFFECTIVE  DEFAULT   POSSIBLE 
net0     iov       rw      on     on         auto      auto,on,off
# dladm create-vnic -l net0 vfvnic1
# dladm show-linkprop -p iov vfvnic1
LINK      PROPERTY   PERM   VALUE    EFFECTIVE   DEFAULT    POSSIBLE
vfvnic1   iov        r-     inherit  on          inherit    inherit,on,off
# dladm create-vnic -p iov=off -l net0 vnic1
# dladm show-linkprop -p iov vnic1
LINK    PROPERTY   PERM   VALUE    EFFECTIVE   DEFAULT     POSSIBLE
vnic1   iov        r-     off      off         inherit     inherit,on,off

この例では次の情報を指定します。

■ VF VNIC を作成する前に、データリンク net0 の iov プロパティーを on に設定す
る必要があります。

■ VNIC の作成時に iov プロパティーに値を指定しないと、デフォルト値 inherit
が iov プロパティーに割り当てられます。VF を持つ VF VNIC vfvnic1 が作成さ
れます。

■ VNIC の作成時に iov プロパティーに値 off を明示的に指定すると、ベースとな
るデータリンク net0 の iov プロパティーが on の場合でも、VF を持たない通常の
VNIC が作成されます。VF を持たない VNIC vnic1 が作成されます。

VF VNIC の移行

あるデータリンクから別のデータリンクに VF VNIC または VF VLAN を移動できま
す。次の要件に注意してください。

■ ターゲットデータリンクは SR-IOV をサポートする必要があり、iov プロパティー
は on に設定する必要があります。データリンクの iov プロパティーのステータス
を確認する方法についての詳細は、61 ページの「データリンクの SR-IOV モー
ドの有効化」を参照してください。

■ ターゲットデータリンク上で VF が使用可能である必要があります。データリンク
上で使用可能な VF の数を確認する方法についての詳細は、67 ページの「VF
情報の表示」を参照してください。

これらの要件が満たされていない場合、VF VNIC は、VF を持たない通常の VNIC と
してターゲットデータリンクに移行されます。

iov=inherit を指定することで作成された VF VNIC を移行する場合は、ターゲット
データリンクが iov プロパティーをサポートしていない場合や、iov プロパティーが
無効になっている場合でも、移行は成功します。iov=on で作成された VF VNIC の移
行を試みた場合は、ターゲットデータリンク上で SR-IOV モードが有効になっている
場合のみ、移行は成功します。
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VNIC を移行する方法の詳細は、57 ページの「VNIC の移行」を参照してくださ
い。

SR-IOV VF を使用した Oracle Solaris カーネルゾー
ンの構成

zonecfg プロパティー iov を設定することで、使用可能な SR-IOV VF を使用してカー
ネルゾーンの anet リソースを構成できます。

auto VF が使用可能な場合、割り当てます。それ以外の場合は、準仮
想化デバイスを使用します。

on VF を割り当てます。VF が使用可能ではない場合、anet リソース
の作成は失敗します。データリンク上で使用可能な VF を確認す
る方法については、例29「データリンクの VF 情報の表示」を参
照してください。

off VF は割り当てられません。off 値が iov プロパティーのデフォル
ト値です。

カーネルゾーン上の SR-IOV の詳細は、『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と使
用』 の 「カーネルゾーンでのシングルルート I/O NIC 仮想化の管理」を参照してくだ
さい。

例   28 SR-IOV VF を使用したカーネルゾーンの構成

この例は、SR-IOV VF を使用してカーネルゾーン kz1 の anet リソースを構成する方
法を示しています。
# zonecfg -z kz1
zonecfg:kz1> select anet id=0
zonecfg:kz1:anet> set iov=auto
zonecfg:kz1:anet> end
zonecfg:kz1> exit

下位データリンク net1 上に anet リソースを構成する場合は、カーネルゾーン kz1 を
ブートする前に、net1 の iov リンクプロパティーが on に設定されていることを確認
する必要があります。下位データリンク net1 の iov プロパティーを確認できます。
# dladm show-linkprop -p iov net1
LINK     PROPERTY    PERM   VALUE     EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net1     iov         rw     off       off          auto      auto,on,off

出力には、下位データリンク net1 の iov プロパティーの値が off であることが表示
されます。iov プロパティーを on に設定します。
# dladm set-linkprop -p iov=on net1
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カーネルゾーンのブート後に、VF が anet リソースに正常に割り当てられます。VF
がカーネルゾーン kz1 に追加されるかどうかを確認します。

# zlogin kz1
kz1# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE
net0              Ethernet             up         10000  full      ixgbevf0

カーネルゾーンでの iov プロパティーの使用の制限

カーネルゾーンで iov プロパティーを使用する場合の制限は、次のとおりです。

■ iov プロパティーはネイティブゾーンのための利点を提供しないため、ネイティブ
ゾーンでは iov プロパティーを使用できません。

■ anet リソースに次のいずれかのプロパティーが構成されている場合、iov プロパ
ティーを auto または on には設定できません。
■ allowed-address
■ configure-allowed-address
■ defrouter
■ allowed-dhcp-cids
■ link-protection
■ vlan-id
■ txrings
■ rxrings
■ mtu
■ rxfanout
■ vsi-typeid
■ vsi-vers
■ vsi-mgrid
■ etsbw-lcl
■ cos
■ evs
■ vport

同様に、iov プロパティーをすでに auto または on に設定した場合、これらのプ
ロパティーは設定できません。

■ VF anet リソースは、作成後に、ほかの通常の anet リソースと似た VNIC として
ホストで表示されます。唯一の違いは、VF anet リソースのリンクプロパティーは
変更できないことです。

■ 複数の VF anet リソースをカーネルゾーンに追加できます。ただし、カーネル
ゾーンに表示される VF 物理リンクは集約できません。

66 Oracle Solaris 11.3 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 • 2016 年 11 月



VNIC でのシングルルート I/O 仮想化の使用

■ iov プロパティーを on または auto に設定した場合、カーネルゾーンはライブ
移行をサポートせず、操作を中断も再開もしません。zoneadm migrate または
zoneadm suspend コマンドは失敗します。

VF 情報の表示

次のコマンドを使用すると、データリンク上の VF の使用可能性に関する情報を表示
できます。

# dladm show-phys -V

出力には次の情報が表示されます。

LINK データリンクの名前。

VFS-AVAIL VNIC に割り当てることができる、データリンク上で使用可能
な VF の数。データリンクが SR-IOV をサポートしていない場合
は、VFS-AVAIL が -- と表示されます。

VFS-INUSE データリンクで使用される VF の数。データリンクが SR-IOV を
サポートしていない場合は、VFS-INUSE が -- と表示されます。

FLAGS l フラグは、データリンクが Oracle VM Server for SPARC によって
管理されることを示します。

例   29 データリンクの VF 情報の表示

# dladm show-phys -V
LINK       VFS-AVAIL      VFS-INUSE       FLAGS
net0       30             1               -----
net1       0              0               l----
net2       --             --              -----

この例では、データリンク net0 に 30 個の使用可能な VF と 1 つの使用中の VF があ
ります。データリンク net1 は使用可能な VF がゼロ (0) で、現在は Oracle VM Server
for SPARC によって使用されています。データリンク net2 は SR-IOV をサポートして
いません。

次のコマンドを使用すると、システム上の VNIC に割り当てられた VF デバイスを表
示できます。

# dladm show-vnic -V

出力には次の情報が表示されます。

LINK VNIC の名前。
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VF-ASSIGNED VNIC に割り当てられた VF デバイス。VNIC に VF がない場
合、VF-ASSIGNED は -- と表示されます。

例   30 VNIC に割り当てられた VF デバイスの表示

# dladm show-vnic -V
LINK         VF-ASSIGNED
vnic1        ixgbevf0
vnic2        --
vnic3        ixgbevf1

この例では、VF デバイス ixgbevf0 が vnic1 に割り当てられています。VNIC vnic2
には VF デバイスは割り当てられていません。VF デバイス ixgbevf1 は vnic3 に割り
当てられています。

VF VNIC のハードウェア SLA プロパティーの設定

NIC が、VF VNIC の SLA プロパティーの設定を可能にするハードウェア SLA をサ
ポートする場合、SLA 実装は、システムによって自動的に NIC にオフロードされま
す。この動作は、CPU サイクルを節約するために役立ちます。

-H オプションを指定して dladm show-linkprop コマンドを使用すると、ベースとな
るデータリンクの機能を確認できます。コマンドの構文は次のとおりです。

# dladm show-linkprop -H -p prop link

ここで、prop は、maxbw、priority、bwshare などの SLA プロパティーを指しま
す。

出力には、次の列が表示されます。

HWPOSSIBLE プロパティーに関するハードウェアサポートがある場合に値が表
示されます。値に -- と表示される場合、物理 NIC ではこのプロ
パティーはサポートされません。

SWPOSSIBLE ネットワークスタックでプロパティーに関するソフトウェアサ
ポートがある場合に値が示されます。値に -- と表示される場
合、データリンクではこのプロパティーはサポートされません。

注記 - HWPOSSIBLE 列と SWPOSSIBLE 列の両方で、値のステップ値の要件が、50-
40000:50 のように、数値の範囲のあとにコロン (:) を続けて表示されます。現
在、maxbw プロパティーのみにステップ値の値が示されます。

MODE プロパティーを実装するためにデータリンクに使用される現在
のモードが表示されます。指定できる値は、sw (ソフトウェアの
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み)、hw (ハードウェアのみ)、および none (サポートなし) です。
ハードウェアサポートまたはソフトウェアサポートがあっても
MODE に none を指定できます。

HWFLAGS または
SWFLAGS

アウトバウンドの場合は o、インバウンドの場合は i、およびア
ウトバウンドとインバウンドの場合は oi が表示されます。現
在、これらのフラグは、SLA プロパティー maxbw、bwshare、お
よび priority に対して表示されます。

データリンクでハードウェア SLA がサポートされる場合、次のコマンドを使用する
と、データリンク上でハードウェア SLA プロパティーを設定できます。

# dladm set-linkprop -p prop=value link

ここで、prop は、maxbw、priority、bwshare などの SLA プロパティーを指しま
す。

例   31 データリンクのハードウェア機能とソフトウェア機能の表示

次の例は、Intel XL710 10/40 ギガビット Ethernet コントローラ NIC 上に構成された VF
VNIC z1/net1 の maxbw プロパティーの出力を示しています。列 HWPOSSIBLE およ
び SWPOSSIBLE の下に値が表示されるため、出力は、ハードウェアサポートとソフト
ウェアサポートの両方があることを示しています。

# dladm show-linkprop -H -p maxbw z1/net1
LINK          PROPERTY       MODE  HWPOSSIBLE   HWFLAGS SWPOSSIBLE     SWFLAGS
z1/net1       maxbw          hw    50-40000:50  o       0-40000:0.001  oi

次の例は、Niantic NIC 上に構成された VF VNIC z2/net2 の maxbw プロパティーの出
力を示しています。列 SWPOSSIBLE の下に値が表示されるため、出力は、VF VNIC
z2/net2 に対するソフトウェアサポートのみがあることを示しています。

# dladm show-linkprop -H -p maxbw z2/net2
LINK          PROPERTY       MODE  HWPOSSIBLE   HWFLAGS SWPOSSIBLE     SWFLAGS
z2/net2       maxbw          none  --                   0-10000:0.001  oi 

次の例は、Intel XL710 10/40 ギガビット Ethernet コントローラ NIC 上に構成された
VF VNIC z1/net1 の bwshare プロパティーの出力を示しています。bwshare プロパ
ティーの詳細は、70 ページの「VNIC の帯域幅共有」を参照してください。出力
は、bwshare プロパティーの VF VNIC z1/net1 に対するハードウェアサポートのみ
があることを示しています。値は、列 HWPOSSIBLE の下に表示されます。

# dladm show-linkprop -H -p bwshare z1/net1
LINK          PROPERTY       MODE  HWPOSSIBLE   HWFLAGS SWPOSSIBLE     SWFLAGS
z1/net1       bwshare        hw    1-100        o       --                    

次の例は、Niantic NIC 上に構成された VF VNIC z2/net2 の bwshare プロパティーの
出力を示しています。出力は、bwshare プロパティーの VF VNIC z2/net2 に対する
サポートがないことを示しています。列 HWPOSSIBLE および SWPOSSIBLE の下に値は
表示されません。
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# dladm show-linkprop -H -p bwshare z2/net2
LINK          PROPERTY       MODE  HWPOSSIBLE   HWFLAGS SWPOSSIBLE     SWFLAGS
z2/net2       bwshare        none  --                   --                    

例   32 VF VNIC の最大帯域幅の設定

次の例は、VF VNIC z1/net21 の maxbw プロパティーを設定する方法を示していま
す。

# dladm set-linkprop -p maxbw=20 -t z1/net21
# dladm show-linkprop -p maxbw z1/net21
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
z1/net21 maxbw           rw   20           50           --        -- 

場合によっては、maxbw プロパティーの有効値が、この例に示されているハードウェ
ア SLA 対応リンク上に構成された VF VNIC の設定値と異なることがあります。

VNIC の帯域幅共有

VNIC の帯域幅共有は、同じデータリンク上のほかの VNIC との競合が発生した場合
に VNIC が取得する帯域幅の最小共有です。bwshare プロパティーを使用して、VNIC
の帯域幅共有を割り当てます。bwshare プロパティーをサポートするデータリンク上
でのみ帯域幅共有を割り当てることができます。現在、Intel XL710 10/40 ギガビット
Ethernet コントローラ NIC のみで bwshare プロパティーがサポートされます。dladm
show-linkprop コマンドを使用すると、データリンクで bwshare プロパティーがサ
ポートされるかどうかを確認できます。例33「データリンクで bwshare プロパティー
がサポートされるかどうかの決定」を参照してください。

帯域幅はすべてのアクティブな VNIC の間で割り当てられます。VNIC に割り当てら
れる帯域幅の量は、VNIC に対して設定されている帯域幅共有に比例します。たとえ
ば、1G ビット/秒のリンク上で構成されている 2 つの VNIC vnic1 および vnic2 につ
いて考えてみます。vnic1 および vnic2 上で bwshare プロパティーを次のように設定
します。

# dladm set-linkprop -p bwshare=40 vnic1
# dladm set-linkprop -p bwshare=10 vnic2

この例では、vnic1 の帯域幅共有は 40 で、vnic2 は 10 です。VNIC は 1G ビット/秒
のリンク上で構成されているため、vnic1 は最大 800M ビット/秒の帯域幅 (1G ビット
/秒 * 40/(40+10)) を使用でき、vnic2 は最大 200M ビット/秒の帯域幅 (1G ビット/秒 *
10/(40+10)) を使用できます。

この例では、両方の VNIC に、その帯域幅共有を消費するネットワークトラフィック
があることを想定しています。ただし、vnic1 が 100M ビット/秒のみを使用する場
合、vnic2 は最大 900M ビット/秒を使用できます。帯域幅共有を使用することで、
帯域幅を使用できる VNIC がある場合、帯域幅は浪費されません。同時に、ほかの
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VNIC との競合が発生する場合に、帯域幅共有によって、VNIC に割り当てられた共有
が確保されます。

bwshare プロパティーの考慮事項

bwshare プロパティーを使用する場合は、次の考慮事項に留意してください。

■ bwshare プロパティーには、1 - 100 の値を割り当てることができます。値は相対
的な共有の値で、帯域幅の割合は示していません。リンク上にあるすべての VNIC
の bwshare プロパティーの値の合計を 100 以下に保持している場合は、この値を
割合として示すことができます。

■ dladm show-linkprop コマンド出力では、bwshare プロパティーの有効値は割合
で表示されます。有効値は、同じデータリンク上にあるほかの VNIC との競合が発
生する場合に、VNIC に保証される帯域幅の最小の割合です。有効値は、データリ
ンク上で構成されているほかの VNIC によって変わります。

■ VNIC の maxbw プロパティーを設定した場合、トラフィックは maxbw 値によって
制限されます。bwshare プロパティーが適用される前に、maxbw プロパティーが
VNIC に対して適用されます。

■ bwshare プロパティーが設定された VNIC と、bwshare プロパティーが設定されて
いない VNIC を同じデータリンク上に持つことができます。この場合、bwshare プ
ロパティーが設定されていない VNIC では帯域幅の共有は未定義です。リンク上の
VNIC で bwshare を設定していない場合、現在の動作に対する変更はありません。

例   33 データリンクで bwshare プロパティーがサポートされるかどうかの決定

次の例は、データリンクで bwshare プロパティーがサポートされるかどうかを確認す
る方法を示しています。この例では、z1/net1 データリンクは VF VNIC です。出力内
の POSSIBLE 列の下にある値 1-100 は、ベースとなるデータリンクで bwshare プロパ
ティーがサポートされることを示しています。

# dladm show-linkprop -p bwshare
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
z1/net1  bwshare         rw   --           --           --        1-100

次の例は、bwshare プロパティーをサポートしない net0 データリンクの出力を示し
ています。

# dladm show-linkprop -p bwshare
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net0     bwshare         r-   --           --           --        -- 

例   34 VNIC の bwshare 帯域幅プロパティーの設定

次の例は、VF VNIC z1/net1 の bwshare プロパティーを設定する方法を示していま
す。
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# dladm set-linkprop -t -p bwshare=60 z1/net1
# dladm show-linkprop -p bwshare
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
z1/net1  bwshare         rw   60           100%         --        1-100 

EFFECTIVE 列の下にある値は、VNIC z1/net1 が 100% の帯域幅を使用することを示
しています。ただし、ベースとなる同じデータリンク上で構成されている VNIC z1/
net2 の bwshare プロパティーを設定すると、有効値は変わります。

# dladm show-linkprop -p bwshare
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
z1/net1  bwshare         rw   60           50%          --        1-100 
z1/net2  bwshare         rw   60           50%          --        1-100

出力は、z1/net1 の有効値が 100% から 50% に変わったことを示しています。

bwshare プロパティーと DCB 帯域幅共有との相互作用

etsbw_lcl プロパティーでは、帯域幅共有を物理 NIC の帯域幅の一定の割合として設
定することがサポートされます。ただし、これは、NIC が DCB モードになっている
場合にのみサポートされます。DCB モードは、デフォルトでは on ではなく、スイッ
チで DCB がサポートされる場合にのみ DCB が使用されます。

NIC が DCB モードになっている場合は、bwshare プロパティーを設定できま
せん。bwshare プロパティーを設定してから、DCB モードを on に設定する場
合、bwshare プロパティーは有効ではありません。この場合、dladm show-linkprop
コマンド出力では、EFFECTIVE 値は -- と表示されます。

VNIC anet リソースの帯域幅共有

ゾーンが構成されている VNIC anet リソースの bwshare プロパティーを設定できま
す。bwshare プロパティーにはデフォルト値はありません。1 - 100 の値を割り当て
ることができます。bwshare プロパティーをサポートしない下位リンクを指定した場
合、ゾーンのブートは失敗します。リンクが bwshare をサポートしているかどうかを
確認する方法については、例33「データリンクで bwshare プロパティーがサポートさ
れるかどうかの決定」を参照してください。

ユースケース: ハードウェア SLA の NIC へのオフ
ロード

目的 - このユースケースは、2 つのカーネルゾーンに VF VNIC を構成して、VF VNIC
の SLA をベースとなる物理 NIC にオフロードする方法を示しています。
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VF VNIC は大域ゾーンを迂回するため、通常、VF VNIC 上では maxbw や priority
などの SLA プロパティーは設定できません。ただし、SLA 実装が NIC でサポー
トされる場合、この実装を NIC にオフロードできます。Intel XL710 10/40 ギガ
ビット Ethernet コントローラ NIC では SLA のオフロードがサポートされ、maxbw
プロパティーに加えて帯域幅共有がサポートされます。帯域幅共有の詳細
は、70 ページの「VNIC の帯域幅共有」を参照してください。

次の図は、このユースケースで使用される Oracle Solaris システムの設定を示していま
す。

図   7 ユースケース: SR-IOV VF VNIC を使用するカーネルゾーン

この設定は次のとおりです。

■ 大域ゾーンを持つ Oracle Solaris システム。
■ 10G ビット/秒の帯域幅を持つ Intel XL710 10/40 ギガビット Ethernet コントローラ

NIC 上に構成されているデータリンク net4。
■ 2 つのカーネルゾーン gold-zone および bronze-zone。
■ gold-zone には、80% (bwshare=80) の帯域幅共有が割り当てられます。カーネ

ルゾーン bronze-zone には、20% (bwshare=20) の帯域幅共有と、4G ビット/秒
(maxbw=4G) の最大帯域幅が割り当てられます。
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ハードウェア SLA を NIC にオフロードする方法 (ユースケース)

SLA プロパティーを NIC にオフロードするには、次の手順を実行する必要がありま
す。

1. VF VNIC を作成する前に、データリンク net4 の iov プロパティーを on に設定しま
す。

# dladm set-linkprop -p iov=on net4

2. データリンク net4 で bwshare プロパティーがサポートされるかどうかを確認しま
す。

# dladm show-linkprop -H -p bwshare net4
LINK     PROPERTY        MODE HWPOSSIBLE    HWFLAGS SWPOSSIBLE SWFLAGS
net4     bwshare         none 1-100         --      --         -- 

列 HWPOSSIBLE の下に値 1-100 が表示されるため、出力は、物理データリンク net4
で bwshare プロパティーがサポートされることを示しています。

3. gold-zone の VF VNIC を作成して、帯域幅共有を 80 に設定します。

# zonecfg -z gold-zone
zonecfg:gold-zone> add anet
zonecfg:gold-zone:anet> set lower-link=net4
zonecfg:gold-zone:anet> set iov=on
zonecfg:gold-zone:anet> set bwshare=80
zonecfg:gold-zone:anet> end
zonecfg:gold-zone> verify
zonecfg:gold-zone> commit
zonecfg:gold-zone> exit

4. bronze-zone の VF VNIC を作成して、帯域幅共有を 20 に、最大帯域幅を 4G に設定
します。

# zonecfg -z bronze-zone
zonecfg:bronze-zone> add anet
zonecfg:bronze-zone:anet> set lower-link=net4
zonecfg:bronze-zone:anet> set iov=on
zonecfg:bronze-zone:anet> set bwshare=20
zonecfg:bronze-zone:anet> set maxbw=4G
zonecfg:bronze-zone:anet> end
zonecfg:bronze-zone> verify
zonecfg:bronze-zone> commit
zonecfg:bronze-zone> exit

5. カーネルゾーンをブートします。

# zoneadm -z gold-zone boot
# zoneadm -z bronze-zone boot

6. VF VNIC の帯域幅共有を確認します。

# dladm show-linkprop -p bwshare  
LINK             PROPERTY    PERM  VALUE     EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
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gold-zone/net1   bwshare     rw    80        80%          --        1-100 
bronze-zone/net1 bwshare     rw    20        20%          --        1-100 

注記 - このユースケースでは、合計帯域幅共有は 100 で維持されます。合計帯域
幅共有が 100 を超える場合、相対的な共有が VF VNIC に割り当てられます。詳細
は、dladm(1M) のマニュアルページを参照してください。

7. VF VNIC に割り当てられた最大帯域幅を確認します。

# dladm show-linkprop -p maxbw
LINK              PROPERTY   PERM  VALUE      EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
gold-zone/net1    maxbw      rw    --         --           --        -- 
bronze-zone/net1  maxbw      rw    4000       4000         --        -- 

カーネルゾーンでの準仮想化 IPoIB データリンクの作成および
表示

準仮想化 (PV) ドライバは、I/O デバイスエミュレーションの従来の実装のオーバー
ヘッドを大幅に削減する、高パフォーマンスのネットワークおよびディスクドライバ
です。これらのドライバは、物理 NIC などのほかのデバイスをエミュレートしない
ため、ネットワークパフォーマンス、ディスクスループット、およびシステム効率を
改善します。Oracle Solaris カーネルゾーン用の準仮想化ネットワークドライバ ZVNET
は、ハイパーコールを使用してホスト OS 内のハイパーバイザと対話して、低遅延と
高スループットのネットワークパフォーマンスを実現します。

Oracle Solaris 11.3 以降、準仮想化 IPoIB データリンクは、Oracle Solaris カーネルゾー
ン内に anet リソースとして作成され、zonecfg コマンドを使用してこのデータリ
ンクを構成できます。カーネルゾーンのブート時に、anet リソースによって IPoIB
VNIC が作成されます。IPoIB VNIC は、大域ゾーン内の下位リンクの Infiniband ホス
トチャネルアダプタ (IB HCA) とポートタプルのパーティション上に作成されます。
それぞれの IPoIB VNIC に 1 対 1 の一致があり、カーネルゾーン内の準仮想化 IPoIB
データリンクと通信します。これらの各 VNIC には一意の MAC アドレスがあり、一
意または別のパーティションキー (pkey) を割り当てることができます。anet リソー
スごとに、IPoIB データリンクが実行されるモードを構成できます。接続モード (CM)
と低信頼データグラム (UD) モードがサポートされ、zonecfg コマンドを使用してこ
れらのモードを構成できます。詳細は、『Oracle Solaris ゾーン構成リソース』 の 「リ
ソースタイプのプロパティー」を参照してください。

注記 - 準仮想化 IPoIB データリンク上には IPoIB VNIC を作成できません。

カーネルゾーン内の構成されている IPoIB データリンクを表示するには、dladm コマ
ンドを使用します。
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カーネルゾーンでの準仮想化 IPoIB データリンクの作成および表示

例   35 準仮想化 IPoIB データリンクの作成

準仮想化 IPoIB データリンクは、カーネルゾーン内に自動ネットワーク (anet) を
作成し、必須プロパティー lower-link および pkey を指定することによって作成
します。プロパティー lower-link を有効な IB パーティションのいずれかに設定
し、pkey をそのパーティションによって提供されるパーティションキーのいずれか
に設定します。cm または ud のいずれかを指定できるプロパティー linkmode はオプ
ションです。値を指定しない場合、その値はデフォルトで cm に設定されます。

# zonecfg -z kzone0
zonecfg:kzone0> add anet
zonecfg:kzone0:anet> set lower-link=net1
zonecfg:kzone0:anet> set pkey=0x8001
zonecfg:kzone0:anet> set linkmode=cm
zonecfg:kzone0:anet> end

# zoneadm -z kzone0 boot

例   36 カーネルゾーンでの物理デバイス情報の表示

次の例では、Infiniband デバイスを含む、カーネルゾーン内のすべての物理データリン
クの物理デバイスと属性を表示します。

root@solariskzone0:~# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED DUPLEX    DEVICE
net0              Ethernet             up         1000  full      zvnet0
net1              Infiniband           up         32000 full      zvnet1

次の例では、カーネルゾーン内の物理デバイスと物理リンクのすべてのキー属性を表
示します。

root@solariszone1:~# dladm show-phys -o all
LINK   MEDIA        STATE    SPEED DUPLEX    DEVICE    VFS-AVAIL   VFS-INUSE   FLAGS
net0   Ethernet       up     1000  full      zvnet0     --         --          -----
net1   Infiniband     up     32000 full      zvnet1     --         --          -----

例   37 物理デバイスの MAC アドレスの表示

次の例では、カーネルゾーン内の物理デバイスの MAC アドレスを表示します。

root@solariszone1:~# dladm show-phys -m
LINK                SLOT     ADDRESS             INUSE  CLIENT
net0                primary  2:8:20:5:32:5a      yes    net0
net1                primary  80:0:0:4a:fe:80:... yes    net1

例   38 ホスト内の IPoIB VNIC の表示

次の例では、ホスト内の IPoIB VNIC を表示します。

root@solaris:~# dladm show-vnic
LINK            OVER     SPEED  MACADDRESS      MACADDRTYPE IDS
kzone1/net0     net0     1000   2:8:20:5:32:5a  random      VID:0
kzone1/net1     net4     32000 80:0:0:4a:fe:..  fixed       PKEY:0x8001
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仮想ネットワークインタフェースの構成

この例で、ID フィールド内の表記 PKEY は、その VNIC が IPoIB VNIC であることを示
しています。

次の例では、IPoIB VNIC の MAC アドレスを表示します。

root@solaris:~# dladm show-vnic -o macaddress
MACADDRESS
2:8:20:5:32:5a
80:0:0:4a:fe:80:0:0:0:0:0:0:0:21:28:0:1:a0:e5:55

例   39 ホストでのデータリンクの表示

次の例では、カーネルゾーン上に作成された IPoIB VNIC を含む、ホスト内のデータ
リンクを表示します。

root@solaris:~# dladm show-link
  
LINK                CLASS     MTU    STATE    OVER
net0                phys      1500   up       --
net1                phys      1500   unknown  --
kzone1/net0         vnic      1500   up       net0
kzone1/net1         vnic      65520  up       net1
  

詳細は、dladm(1M) のマニュアルページを参照してください。

仮想ネットワークインタフェースの構成

仮想ネットワークインタフェースは、ハードウェアが関連付けられていないソフト
ウェアのみのインタフェースです。このインタフェースは、物理ハードウェアが関連
付けられていないため、データの送受信を行いません。このインタフェースは、デー
タリンクプロバイダインタフェース (DLPI) を提供し、IP アドレスとプライベートメ
ディアタイプが結び付けられています。仮想ネットワークインタフェースは、ipadm
コマンドを使用して構成されます。

仮想ネットワークインタフェースは、IPv4 と IPv6 の両方のパケットを処理できま
す。デフォルトでは、インタフェースの作成時に、IPv4 および IPv6 の両方のアドレ
スがインタフェースで有効になっています。仮想ネットワークインタフェースは永続
的です。

このインタフェースは、IP インタフェースの usesrc インタフェースプロパティーと
組み合わせて使用すると、IP アドレスをホストする場合に役立ちます。この仮想イン
タフェースは、Direct Server Return (DSR) モードの統合ロードバランサ (ILB) に使用さ
れる仮想 IP アドレスをホストする場合にも役立ちます。ILB 設定でのバックエンド
サーバーには、クライアントから VIP 宛てのパケットを受け入れられるように、仮想
インタフェースによってホストされる ILB 規則の仮想 IP (VIP) アドレスが必要です。
ILB の詳細は、Configuring ILB for High Availability by Using DSR Topologyを参照してく
ださい。
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仮想ネットワークインタフェースの構成

ipadm create-vni コマンドを使用することによって、仮想ネットワークインタ
フェースを作成できます。

例   40 DSR モードの ILB 用の仮想ネットワークインタフェースの作成

仮想サーバー IP アドレス 192.168.84.200 を持つ ILB DSR 設定があり、VIP を各
バックエンドサーバーでホストする必要があると想定します。バックエンドサーバー
で VIP をホストする仮想ネットワークインタフェースを作成できます。

# ipadm create-vni vip0
# ipadm create-addr -T static -a 192.168.84.200/32 vip0/v4

この例では、バックエンドサーバーは、クライアントから VIP 192.168.84.200 に
ILB で転送されたパケットを受け入れます。
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 3 ♦  ♦  ♦        第    3    章 

仮想拡張ローカルエリアネットワークを使用す
ることによる仮想ネットワークの構成

仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) などの従来のネットワーク分離方法は、大
規模なデータセンターでの仮想化をサポートするには十分ではありません。また、ク
ラウド環境はベースとなる物理ネットワークと密接に関連しているため、さまざまな
物理レイヤー 2 ネットワークに属するシステムの間で仮想マシンを移行できません。
Oracle Solaris は、大規模な仮想化データセンターやクラウド環境でのそのような仮想
化の問題に対処する、仮想拡張ローカルエリアネットワーク (VXLAN) テクノロジを
サポートしています。

この章では、VXLAN の配備の概要と、それらを構成する方法を説明します。また、
VXLAN をゾーンなどのその他のテクノロジとともに使用する方法についても説明し
ます。

この章の内容は、次のとおりです。

■ 79 ページの「VXLAN の概要」
■ 80 ページの「VXLAN を使用することの利点」
■ 81 ページの「VXLAN の命名規則」
■ 81 ページの「VXLAN トポロジ」
■ 83 ページの「ゾーンとの VXLAN の使用」
■ 86 ページの「VXLAN の構成」
■ 90 ページの「VXLAN 情報の表示」
■ 90 ページの「VXLAN の削除」

VXLAN の概要

クラウド環境では、システムがさまざまなレイヤー 2 ネットワークに配置されている
場合があります。たとえば、クラウドはさまざまな地理的な場所に存在するシステム
にまたがる場合があります。そのような場合は、レイヤー 2 ネットワーク上に仮想マ
シン (VM) またはテナントを作成すると、これらの VM のプロビジョニングに使用で
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VXLAN の概要

きるシステムの数が制限されます。VM のプロビジョニングには、異なるレイヤー 2
ネットワーク上のシステムを使用できます。ただし、異なるシステム間での移行は同
じレイヤー 2 ネットワークに限定されるため、物理リソースの使用は最適化されませ
ん。

VXLAN は、レイヤー 3 ネットワークの最上位にレイヤー 2 ネットワークを作成し、
それによってネットワークをさらに分離するための、レイヤー 2 テクノロジです。
VXLAN は、複数の物理レイヤー 2 ネットワークに広がる、仮想レイヤー 2 ネット
ワークを提供します。したがって、クラウド環境でのリソースのプロビジョニング
は、単一の物理レイヤー 2 ネットワークに限定されません。システムが IPv4 または
IPv6 ネットワークで接続されていれば、物理サーバーを VXLAN ネットワークの一部
にできます。

VXLAN テクノロジを Oracle Solaris のエラスティック仮想スイッチ機能
(EVS) とともに使用することで、多数の仮想ネットワークを作成できます。
EVS 機能を持つ VXLAN を使用して仮想ネットワークを作成する方法の詳細
は、189 ページの「ユースケース: テナント用のエラスティック仮想スイッチの構
成」を参照してください。詳細は、第5章「エラスティック仮想スイッチについて」お
よび第6章「エラスティック仮想スイッチの管理」を参照してください。

VXLAN は、VXLAN セグメント ID または VXLAN ネットワーク識別子 (VNI) で識別
される、分離されたレイヤー 2 セグメントを提供します。同じ VXLAN セグメント内
のすべての VM は、同じ仮想レイヤー 2 ブロードキャストドメインに属します。

VXLAN での通信は、分離された VLAN での通信に似ています。したがって、同じ
VXLAN セグメント内の VM だけが互いに通信できます。同じ VXLAN セグメント内
にない VM は、互いに通信することはできません。

VXLAN を使用することの利点

VXLAN には次の利点があります。

■ VXLAN ID は 24 ビットのため、仮想化されたクラウド環境のスケーラビリティー
が向上し、最大 1600 万の分離されたネットワークを作成できます。これにより、
VLAN ID が 12 ビットという VLAN の制限が取り除かれ、最大 4094 の分離された
ネットワークを作成できるようになります。

■ ベースとなるネットワークのレイヤー 3 機能を使用できます。
■ 仮想レイヤー 2 ネットワークはベースとなる物理ネットワークから抽象化されま

す。その結果、仮想ネットワークは物理ネットワークからは見えず、次の利点があ
ります。
■ 追加の物理インフラストラクチャーの必要がなくなります。たとえば、外部ス

イッチの転送テーブルは、サーバー上の物理ポートの背後にある VM で増加し
ても、増加しません。
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VXLAN の概要

■ MAC アドレスの重複の範囲が、同じ VXLAN セグメントに存在する VM まで
減ります。MAC アドレスは、アドレスが同じ VXLAN セグメントの一部でな
い場合は重複する可能性があります。
VXLAN では、同じ VXLAN セグメントまたは VNI に属するデータリンクの
MAC アドレスだけが、一意である必要があります。これは、VLAN ID と MAC
アドレスが一意の組み合わせを持つ必要がある VLAN に似ています。

VXLAN の命名規則

Oracle Solaris では、VXLAN エンドポイントは VXLAN データリンクによって表され
ます。この VXLAN データリンクは、IP アドレス (IPv4 または IPv6) と VXLAN ネッ
トワーク識別子 (VNI) に関連付けられます。複数の VXLAN データリンクが同じ IP ア
ドレスを使用できる場合でも、IP アドレスと VNI の組み合わせは一意である必要があ
ります。オプションのマルチキャストアドレスを持つ VXLAN データリンクを構成し
て、同じ VNI でピア VXLAN エンドポイントを検出するために使用したり、VXLAN
セグメント内にブロードキャストを実装するため使用することもできます。同じ VNI
の VXLAN データリンクには、同じマルチキャストアドレスを構成する必要がありま
す。VXLAN の要件についての詳細は、85 ページの「VXLAN の要件」を参照して
ください。

すべての VXLAN データリンクは、VXLAN セグメント ID、つまり VNI に関連付けら
れます。VXLAN データリンクの命名規則は、リンクまたは VLAN に使用される規則
と同じです。有効なデータリンク名の指定の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネット
ワークコンポーネントの構成と管理』 の 「有効なリンク名のための規則」を参照して
ください。

VXLAN トポロジ

VXLAN を使用すると、レイヤー 3 ネットワーク上のシステムを、独自の VXLAN セ
グメント内に構成できます。

次の図は、複数の物理サーバー上に構成されている VXLAN ネットワークを示してい
ます。
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VXLAN の概要

図   8 VXLAN トポロジ
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VXLAN の概要

この図は、IP ネットワークインフラストラクチャーに接続された 3 つの仮想化された
ホストを示しています。VXLAN セグメント ID、つまり VNI 60、20、および 22 で識
別される 3 つの VXLAN オーバーレイネットワークがあります。VM VM1 および VM6
は VNI 60 で識別されるオーバーレイネットワーク上にあり、VM VM2 および VM3 は
VNI 20 で識別されるオーバーレイネットワーク上にあり、VM VM4 および VM5 は VNI
22 で識別されるオーバーレイネットワーク上にあります。

ゾーンとの VXLAN の使用

VXLAN データリンク上に作成された VNIC を、ゾーンに割り当てることができ
ます。VXLAN データリンクは VNI を指定することによって作成され、これらの
VXLAN データリンクはその VNI によって識別される VXLAN セグメントに属しま
す。たとえば、VXLAN データリンクを作成するときに VNI を 20 として指定した
場合、そのデータリンクは VNI 20 で識別される VXLAN セグメントに属します。
VXLAN データリンク上に作成される VNIC は、VXLAN セグメントの一部です。

次の図は、VNI 20 および 60 で識別される 2 つの VXLAN オーバーレイネットワーク
がある、IP ネットワークインフラストラクチャーに接続された 2 つの仮想化された
Oracle Solaris ホストを示しています。
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VXLAN の概要

図   9 VXLAN とゾーン

VXLAN セグメントの一部であるゾーンは、次の方法で作成できます。

■ VXLAN 上に VNIC を作成し、その VNIC をゾーンに割り当てます。詳細
は、86 ページの「VXLAN の構成」を参照してください。

■ ゾーンの anet (VNIC) リソースのベースとなるリンクとして、VXLAN を割り当て
ます。詳細は、91 ページの「ゾーンへの VXLAN の割当て」を参照してくださ
い。

どのような場合でも、ゾーン内に作成された VNIC は、ベースとなる VXLAN デー
タリンクで識別される VXLAN セグメントの一部です。ゾーンの詳細は、『Oracle
Solaris 11 仮想環境の紹介』を参照してください。
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VXLAN 構成の計画

VXLAN リンクへの VNIC の割り当ては、VLAN リンクを作成してゾーンに割り当
てることと同じです。VLAN の作成とゾーンへの割り当ての詳細は、『Oracle Solaris
11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 「VLAN を構成する方法」を参照し
てください。

VXLAN 構成の計画

VXLAN 構成の計画には、次の手順が含まれます。

1. 物理ネットワークの仮想ネットワークトポロジを決定します。たとえば、さまざ
まなサーバー上の複数の VM で構成されるサービスをホストする場合は、これら
の VM に VXLAN セグメントを割り当てることができます。この VXLAN セグメ
ント内の VM は互いに通信できますが、この VXLAN セグメント内にないほかの
VM とは通信できません。

2. 物理サーバーが IP インタフェースを介して接続されていること、および IP マルチ
キャストが物理ネットワーク上で有効になっていることを確認します。

3. VXLAN セグメントの番号付けスキームを作成します。たとえば、VM によってホ
ストされるアプリケーションに基づいて、VXLAN セグメント (VNI) を割り当てる
ことができます。

4. IP アドレスと VXLAN セグメント ID を指定することによって、VXLAN データリ
ンクを作成します。
オプションで、独自のマルチキャストアドレスを持つ VXLAN セグメントを割り
当てることができます。

5. VXLAN データリンク上に VNIC を作成し、その VNIC をゾーンに割り当てます。
または、ゾーンの anet リンクのベースとなるリンクとして、VXLAN リンクを割
り当てることができます。

VXLAN の要件

VXLAN を使用する前に、次の要件を満たしているかどうかを確認してください。

■ ネットワークで IP マルチキャストがサポートされていることを確認してくださ
い。IP マルチキャストがサポートされていない場合、VXLAN 内の VM は互いに通
信することができません。

■ VXLAN にさまざまな IP サブネットのサーバーが含まれている場合は、サブネッ
ト全体でマルチキャストルーティングがサポートされている必要があります。マ
ルチキャストルーティングがサポートされていない場合は、同じ IP サブネットの
VXLAN 上の VM だけが互いに通信でき、別の IP サブネットの VXLAN 上の VM
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VXLAN の構成

(たとえば、地理的に分散されたデータセンター) は、互いに通信することはできま
せん。
VXLAN データリンクの命名規則についての詳細は、81 ページの「VXLAN の
命名規則」を参照してください。

VXLAN の構成
次の手順では、ゾーンがすでにシステム上に作成されていることを前提としていま
す。ゾーン構成の詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』 の 第 1 章, 「非大域
ゾーンの計画および構成方法」を参照してください。

VXLAN を構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. システム上の使用可能な IP アドレスを確認します。
# ipadm show-addr

3. IP アドレスまたは IP インタフェースを指定することによって、VXLAN データリンク
を作成します。

■ IP アドレスを指定することによって VXLAN を作成するには:
# dladm create-vxlan -p prop=value VXLAN-LINK

-p prop=value 作成する VXLAN データリンクの指定された値に設定でき
る、コンマ区切りの VXLAN データリンクプロパティーのリ
ストを指定します。次のプロパティーを設定します。
■ addr - VXLAN ネットワークの IPv4 または IPv6 アドレス

を指定します。このアドレスは、特定のアドレスまたはア
ドレス/接頭辞の長さの組み合わせを指定できます。

■ vni - VXLAN セグメントのネットワーク識別子を指定し
ます。0 から 16777215 まで数を指定できます。

■ mgroup  - (オプション) マルチキャストグループ名を指定
します。このオプションは、VXLAN セグメントに独自の
マルチキャストグループがある場合にのみ指定できます。

VXLAN-LINK VXLAN の名前。
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VXLAN を構成する方法

■ IP インタフェースを指定することによって VXLAN を作成するには:
# dladm create-vxlan -p prop=value

-p prop=value 作成する VXLAN データリンクの指定された値に設定でき
る、コンマ区切りの VXLAN データリンクプロパティーのリ
ストを指定します。次のプロパティーを設定します。
■ interface – VXLAN ネットワーク用の IP インタフェース

を指定します。
■ vni - VXLAN セグメントのネットワーク識別子を指定し

ます。0 から 16777215 まで数を指定できます。

VXLAN VXLAN の名前。

IP インタフェースと IP バージョンを指定した場合、VXLAN データリンクは、
そのインタフェースで指定されているバージョンの使用可能な IP アドレス上に
作成されます。たとえば、net0 上に IP アドレス 10.10.10.1 が構成されてい
る場合、VXLAN データリンクは 10.10.10.1 上に作成されます。デフォルトで
は、IP バージョンは IPv4 アドレスです。ただし、IPv6 アドレスが必要な場合
は、ipvers プロパティーを使用してバージョンを指定する必要があります。

注記 - VXLAN データリンクは、物理集約リンク (トランクまたは DLMP アグリゲー
ション) または IPoIB リンク上でホストされている IP アドレス上に作成できます。た
だし、IPMP、仮想ネットワークインタフェース、またはループバックインタフェース
でホストされている IP アドレスに VXLAN データリンクを作成することはできませ
ん。

4. 作成した VXLAN を確認します。
# dladm show-vxlan

5. VXLAN データリンク上に VNIC を作成します。
# dladm create-vnic -l VXLAN-LINK VNIC

VXLAN データリンク上に VLAN VNIC を作成できます。VLAN VNIC を作成するに
は、-f (force) オプションを指定する必要があります。詳細は、32 ページの「VNIC を
VLAN として構成する方法」を参照してください。

6. VNIC 上に直接、または VNIC を最初にゾーンに割り当てることによって、IP インタ
フェースを構成します。

■ VNIC 上に IP インタフェースを構成します。
# ipadm create-ip VNIC

# ipadm create-addr -a address VNIC
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VXLAN を構成する方法

■ VNIC をゾーンに割り当てて、ゾーン内の VNIC 上に IP インタフェースを構成し
ます。

a.   ゾーンのインタフェースで VNIC を割り当てます。

zonecfg:zone> add net
zonecfg:zone:net> set physical=VNIC
zonecfg:zone:net> end

b.   実装した変更を確認してコミットしたあと、そのゾーンを終了します。

zonecfg:zone> verify
zonecfg:zone> commit
zonecfg:zone> exit

c.   ゾーンをリブートします。

global# zoneadm -z zone reboot

d.   ゾーンにログインします。

global# zlogin zone

e.   ゾーンで、現在そのゾーンに割り当てられている VNIC 上に IP インタフェー
スを作成します。

zone# ipadm create-ip interface

f.   VNIC に有効な IP アドレスを構成します。
VNIC に静的アドレスを割り当てる場合は、次を入力します。

zone# ipadm create-addr -a address interface

-a address IP アドレスを指定します。これは CIDR 表記にすること
ができます。

g.   ゾーンを終了します。

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

例   41 VXLAN の作成と、VXLAN 上に作成された VNIC 用の IP インタフェースの構成

1. システム上の使用可能な IP アドレスを確認します。

# ipadm show-addr net4

ADDROBJ   TYPE   STATE   ADDR 

net4/v4   static ok      10.10.11.1/24
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VXLAN を構成する方法

2. VXLAN セグメント 10 に VXLAN データリンクを作成します。

# dladm create-vxlan -p addr=10.10.11.1,vni=10 vxlan1

3. 作成した VXLAN リンクを確認します。

# dladm show-vxlan

LINK   ADDR       VNI  MGROUP

vxlan1 10.10.11.1 10   224.0.0.1

マルチキャストアドレスが指定されていないため、この VXLAN セグメントは、
同じネットワークセグメント上のすべてのホストに対応する All Host マルチキャ
ストアドレスを使用します。

4. VXLAN リンク情報を確認します。

# dladm show-link vxlan1

LINK   CLASS MTU  STATE OVER 

vxlan1 vxlan 1440 up    -- 

vxlan1 が作成され、リンク状態は up です。
5. vxlan1 上に VNIC を作成します。

# dladm create-vnic -l vxlan1 vnic1

6. 作成した VNIC を確認します。

# dladm show-vnic

LINK   OVER   SPEED  MACADDRESS      MACADDRTYPE  IDS 

vnic1  vxlan1 10000  2:8:20:fe:58:d4 random       VID:0

7. VNIC 上に IP インタフェースを構成します。

# ipadm create-ip vnic1

# ipadm create-addr -T static -a local=10.10.12.1/24 vnic1/v4

# ipadm show-addr vnic1

ADDROBJ  TYPE   STATE  ADDR 

vnic1/v4 static ok     10.10.12.1/24

VXLAN は IP アドレスを指定することによって正常に作成されました。VXLAN 上に
VNIC が作成され、IP インタフェースが構成されました。

例   42 VXLAN 上に作成された VNIC のゾーンへの割り当てと IP インタフェースの構成

この例では、例41「VXLAN の作成と、VXLAN 上に作成された VNIC 用の IP インタ
フェースの構成」の手順 1 から 6 を完了していることを前提にしています。

VNIC を作成したあと、VNIC をゾーンに割り当てて、IP インタフェースを構成しま
す。

global# zonecfg -z zone2
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VXLAN 情報の表示

zonecfg:zone2> add net
zonecfg:zone2:net> set physical=vnic1
zonecfg:zone2:net> end
zonecfg:zone2> verify
zonecfg:zone2> commit
zonecfg:zone2> exit
global# zoneadm -z zone2 reboot

global# zlogin zone2
zone2# ipadm create-ip vnic1
zone2# ipadm create-addr -a 192.168.3.85/24 vnic1
ipadm: vnic1/v4

zone2# exit

VNIC がゾーンに割り当てられ、VNIC 上に IP インタフェースが構成されました。

VXLAN 情報の表示

dladm show-link コマンドを使用すると、VXLAN リンクに関する一般的なリンク情
報を表示できます。VXLAN に固有の情報を表示するには、dladm show-vxlan コマ
ンドを使用します。

# dladm show-link
LINK                CLASS     MTU    STATE    OVER
net6                phys      1500   down     --
net0                phys      1500   up       --
net2                phys      1500   unknown  --
net3                phys      1500   unknown  --
net1                phys      1500   unknown  --
net5                phys      1500   unknown  --
net4                phys      1500   up       --
vxlan1              vxlan     1440   up       --
vnci1               vnic      1440   up       vxlan1

# dladm show-vxlan vxlan1
LINK           ADDR           VNI   MGROUP
vxlan1         10.10.11.1     10    224.0.0.1

VXLAN の削除

VXLAN リンクを削除するには、dladm delete-vxlan コマンドを使用します。
VXLAN リンクを削除する前に、dladm show-link コマンドを使用して、その
VXLAN リンク上に VNIC が構成されていないことを確認する必要があります。

管理者になり、次のコマンドを発行します。

# dladm delete-vxlan VXLAN
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ゾーンへの VXLAN の割当て

たとえば、vxlan1 を削除する場合は、次のコマンドを入力します。

# dladm delete-vxlan vxlan1

ゾーンへの VXLAN の割当て

VXLAN をゾーンの anet リソースへのベースとなるリンクとして割り当てること
で、VXLAN セグメントの一部であるゾーンを作成できます。ゾーンの構成の詳細
は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』を参照してください。

ゾーンに VXLAN を割り当てる方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. システム上の使用可能な IP アドレスを確認します。
# ipadm show-addr

3. IP アドレスを指定することによって VXLAN を作成します。
# dladm create-vxlan -p prop=value VXLAN-LINK

4. 作成した VXLAN を確認します。
# dladm show-vxlan

5. ゾーンの anet のベースとなるリンクとして作成した VXLAN を割り当てることに
よって、ゾーンを構成します。
global# zonecfg -z zone 
zonecfg:zone2> add anet
zonecfg:zone2:anet> set linkname=datalink
zonecfg:zone2:anet> set lower-link=VXLAN-LINK
zonecfg:zone2:net> end
zonecfg:zone2> verify
zonecfg:zone2> commit
zonecfg:zone2> exit
global# zoneadm -z zone reboot

VXLAN が、ゾーンの anet のベースとなるリンクとして割り当てられます。

例   43 ゾーンの anet への VXLAN の割り当て

# ipadm show-addr net4
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ユースケース: リンクアグリゲーション上に VXLAN の構成

ADDROBJ   TYPE   STATE   ADDR 
net4/v4   static ok      10.10.11.1/24 2

# dladm create-vxlan -p addr=10.10.11.1,vni=10 vxlan1

# dladm show-vxlan
LINK   ADDR       VNI  MGROUP
vxlan1 10.10.11.1 10   224.0.0.1

マルチキャストアドレスが指定されていないため、この VXLAN セグメントは、同じ
ネットワークセグメント上のすべてのホストに対応する All Host マルチキャストア
ドレスを使用します。

# dladm show-link vxlan1
LINK   CLASS MTU  STATE OVER 
vxlan1 vxlan 1440 up    -- 

vxlan1 が作成され、リンク状態は up です。

global# zonecfg -z zone2 
zonecfg:zone2> add anet
zonecfg:zone2:anet> set linkname=net1
zonecfg:zone2:anet> set lower-link=vxlan1
zonecfg:zone2:anet> end
zonecfg:zone2> verify
zonecfg:zone2> commit
zonecfg:zone2> exit
global# zoneadm -z zone2 reboot

vxlan1 が、ゾーンの anet のベースとなるリンクとして割り当てられます。

ゾーンがブートすると、net1 が vxlan1 上の zone2 内に作成されます。

ユースケース: リンクアグリゲーション上に VXLAN の構成

次のユースケースでは、次のことを実行する方法を示します。

■ DLMP アグリゲーションを作成する
■ アグリゲーション上に IP アドレスを構成する
■ アグリゲーション上に 2 つの VXLAN を作成する
■ 下位リンクとして VXLAN データリンクがある 2 つのゾーンの構成

リンクアグリゲーションの詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリン
クの管理』 の 第 2 章, 「リンクアグリゲーションを使用した高可用性の構成」を参照
してください。

次の図は、DLMP アグリゲーション上の VXLAN 構成を示しています。
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ユースケース: リンクアグリゲーション上に VXLAN の構成

図   10 リンクアグリゲーション上の VXLAN

集約されたポートや外部スイッチに障害が発生しても、アグリゲーション上の
VXLAN データリンクは少なくとも 1 つのポートとスイッチが機能していれば引き続
き存在するため、フェイルオーバー中のネットワーク高可用性が提供されます。たと
えば、net0 に障害が発生した場合、DLMP アグリゲーションは、残りのポート net1
を VXLAN データリンク間で共有します。集約されたポート間の分散は、ユーザーに
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ユースケース: リンクアグリゲーション上に VXLAN の構成

対しては透過的に、また、アグリゲーションに接続されている外部スイッチとは無関
係に行われます。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の
「割り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. アグリゲーション用のデータリンクを識別するため、データリンク情報を表示し
ます。

# dladm show-link

LINK      CLASS     MTU     STATE   OVER

net0      phys      1500    up      --        

net1      phys      1500    up      --        

net2      phys      1500    up      --

3. 集約するデータリンクのリンク上に IP インタフェースが構成されていないことを
確認します。インタフェースがリンクのいずれかに構成されている場合は、その
インタフェースを削除します。

# ipadm show-if

IFNAME       CLASS        STATE     ACTIVE     OVER

lo0          loopback     ok        yes        --

net0         ip           ok        no         --

# ipadm delete-ip net0

4. リンク net0 および net1 のある DLMP アグリゲーションを作成します。

# dladm create-aggr -m dlmp -l net0 -l net1 dlmp0

5. アグリゲーション dlmp0 の最上位に IP インタフェースを構成します。

# ipadm create-ip dlmp0

# ipadm create-addr -T static -a local=10.10.10.1 dlmp0/v4

6. アグリゲーション上に構成されている IP アドレスを指定して 2 つの VXLAN を作
成し、VNI (VXLAN セグメントのネットワーク識別子) も指定します。

# dladm create-vxlan -p addr=10.10.10.1,vni=20 vxlan20

# dladm create-vxlan -p addr=10.10.10.1,vni=60 vxlan60

両方の VNI にデフォルトのマルチキャストアドレスが構成されます。
7. ゾーン VM1 に、下位リンクとして VXLAN データリンク vxlan20 を構成します。

global# zonecfg -z VM1 

zonecfg:VM1> add anet

zonecfg:VM1:net> set linkname=net0

zonecfg:VM1:net> set lower-link=vxlan20

zonecfg:VM1:net> end

zonecfg:VM1> verify

zonecfg:VM1> commit

zonecfg:VM1> exit
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ユースケース: リンクアグリゲーション上に VXLAN の構成

global# zoneadm -z VM1 reboot

8. ゾーン VM2 に、下位リンクとして VXLAN データリンク vxlan60 を構成します。

global# zonecfg -z VM2 

zonecfg:VM2> add anet

zonecfg:VM2:net> set linkname=net0

zonecfg:VM2:net> set lower-link=vxlan60

zonecfg:VM2:net> end

zonecfg:VM2> verify

zonecfg:VM2> commit

zonecfg:VM2> exit

global# zoneadm -z VM2 reboot

net0 データリンクと net1 データリンクが DLMP アグリゲーション内に集約さ
れ、dlmp0 と IP アドレス 10.10.10.1 がアグリゲーション用に構成されます。
VXLAN、vxlan20 および vxlan60 が、アグリゲーション用に構成された、指定した
IP アドレス 10.10.10.1 上に作成されます。VXLAN vxlan20 は VXLAN セグメント
20 に作成され、VXLAN vxlan60 は VXLAN セグメント 60 に作成されます。ゾーン
VM1 に下位リンクとして VXLAN データリンク vxlan20 が構成され、ゾーン VM2 に下
位リンクとして VXLAN データリンク vxlan60 が構成されます。
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 4 ♦  ♦  ♦        第    4    章 

エッジ仮想ブリッジングを使用したサーバー
ネットワークエッジの仮想化の管理

サーバーネットワークエッジは、サーバーポートとその最初のホップスイッチポート
の間の接続に存在します。仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) や LACP (Link
Aggregation Control Protocol) などのネットワーク構成は、サーバーポートとスイッチ
ポート上のこのエッジで同じである必要があります。データセンターブリッジング
機能交換 (DCBX) を使用すると、サーバーとスイッチポート上の構成を自動化できま
す。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 第 7 章,
「データセンターブリッジングを使用した集中ネットワークの管理」を参照してくだ
さい。

サーバーの仮想化では、スイッチポートに接続された 1 つだけのサーバーポートでは
なく、複数の仮想ポートがサーバーポートの背後にある仮想マシン (VM) に関連付け
られます。サーバーの仮想化では、サーバーネットワークエッジに次の追加の要件が
課せられます。

■ VM 間のトラフィックがスイッチ上で構成されたポリシーに従うように、外部ス
イッチ経由での仮想マシンの切り替え

■ 仮想ポートのプロパティーのネットワークへの拡張

Oracle Solaris は、これらの要件に対応する発展性のある IEEE 標準であるエッジ仮想
ブリッジング (EVB) をサポートしています。
この章の内容は、次のとおりです。

■ 98 ページの「サーバーネットワークエッジの仮想化における EVB のサポー
ト」

■ 99 ページの「Improving Network and Server Efficiency by Using EVB」
■ 102 ページの「EVB のインストール」
■ 103 ページの「同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御」
■ 107 ページの「VDP を使用した VNIC 情報の交換」
■ 110 ページの「VDP と ECP の状態と統計情報」
■ 112 ページの「デフォルトの EVB 構成の変更」
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サーバーネットワークエッジの仮想化における EVB のサポート

サーバーネットワークエッジの仮想化における EVB のサポー
ト

仮想化されたサーバーでは、同じ物理リンク上に複数の仮想 NIC が含まれている可
能性があります。これらの VNIC を VM に割り当てることができます。従来より、
スイッチが、パケットを受信したのと同じリンク上でパケットを送り返すことはあり
ません。VM 間のパケットは、ホスト自体の内部にある仮想スイッチによってループ
バックされます。そのため、外部スイッチ上で構成されているどのポリシーも VM 間
のパケットには適用されません。EVB をサポートしている場合は、Oracle Solaris とス
イッチにより、VM 間のパケットにすべてのポリシーを適用したあと、外部スイッチ
で VM 間のパケットを切り替えることができるようになります。VNIC の詳細は、第2
章「仮想ネットワークの作成および管理」を参照してください。

さらに、EVB をサポートしている Oracle Solaris は、VNIC に関する情報をスイッチと
交換できます。この情報の交換により、スイッチは、ネットワーク上の帯域幅制限、
帯域幅共有、MTU などの VNIC プロパティーを自動的に構成できるようになります。
この機能がない場合、サーバー上で VNIC が作成、変更、または削除されるたびに、
サーバー管理者とネットワーク管理者はお互いに調整してスイッチ上の変更を行う必
要があります。VNIC プロパティーをネットワークに拡張することによって、VNIC プ
ロパティーに基づいたネットワークリソースの効率的な使用が可能になります。たと
えば、ホストに到着したあとのパケットに帯域幅制限を適用しても、それらのパケッ
トがすでにリンクの帯域幅を使い果たしている可能性があるため、あまり役に立ちま
せん。

反射型リレー

反射型リレーは、同じ物理 NIC 上で VNIC を使用している複数の VM が外部スイッチ
経由で通信できるようにする機能です。スイッチがこの機能をサポートしている必要
があります。Oracle Solaris では、LLDP が拡張され、スイッチが反射型リレー機能を
サポートしているかどうかを判定したり、スイッチ上の反射型リレー機能を有効また
は無効にしたりするために使用される EVB Type-Length Value (TLV) ユニットが含まれ
ます。そのため、LLDP を使用してスイッチ上でのこの機能の検出や構成を自動化で
きるのは、スイッチが LLDP および EVB TLV ユニットをサポートしている場合だけ
です。それ以外の場合は、スイッチ上で反射型リレー機能を手動で構成する必要があ
ります。反射型リレーを手動で構成する方法については、スイッチの製造元のドキュ
メントを参照してください。

Oracle Solaris での反射型リレーのサポートの詳細は、103 ページの「同じ物理ポー
ト上の VM 間の切り替えの制御」を参照してください。LLDP の TLV ユニットの詳細
は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 「LLDP エージェ
ントが通知する情報」を参照してください。
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Improving Network and Server Efficiency by Using EVB

ネットワーク内の VNIC の自動構成

Oracle Solaris は、IEEE 802.1Qbg で定義されている VDP (Virtual Station Interface
Discovery and Configuration Protocol) を使用して VNIC 情報をスイッチと交換します。
スイッチが VDP をサポートしている場合は、スイッチ上で VNIC プロパティーが自動
的に構成されます。これは、DCBX を使用した、ホストとスイッチの間での物理リン
クのプロパティーの交換に似ています。VNIC が作成、変更、または削除されると、
ホストとスイッチの間で VDP の交換が開始されます。この交換により、スイッチは
VNIC のプロパティーに基づいて、VNIC 宛てのパケットにリソースを割り当てること
ができるようになります。

Oracle Solaris でのシステムと外部スイッチ間での VNIC 情報についての交
換の詳細は、107 ページの「VDP を使用した VNIC 情報の交換」およ
び109 ページの「VDP による VNIC 情報の交換方法」を参照してください。

Improving Network and Server Efficiency by Using EVB

このセクションでは、サーバー上で EVB を有効にした場合に、サーバーおよびネット
ワークの効率をどのように向上させることができるかを示す例について説明します。
この例では、サーバーが同じ物理マシンのクラウド環境で 2 つのアプリケーションを
ホストしていることを前提としています。

■ アプリケーションは物理マシン上で別個の仮想マシン (VM1 と VM2) としてクラウ
ド上でホストされます。VNIC の VNIC1 と VNIC2 は、それぞれ VM1 と VM2 用に
構成されます。

■ アカウントを持つクライアント (クライアント 1 とクライアント 2) はアプリケー
ションにアクセスできます。

■ 仮想マシン (VM1 と VM2) は、物理システムのリソースとリンク L2 上の帯域幅を
共有します。

■ クライアントはリンク L1 を使用してスイッチに接続されています。スイッチはリ
ンク L2 を使用して NIC に接続されています。

■ あらかじめ定義された SLA が、仮想マシンのリソースの割り当てを決定します。
仮想マシンの SLA には、次 (L2) の帯域幅の使用量が含まれています。
■ VM1 は優先度の高い Transmission Control Protocol (TCP) サービスを実行してい

ます。したがって、VM1 の SLA には最大帯域幅 8G ビット/秒の制限がありま
す。

■ VM2 は、優先度の高くない User Datagram Protocol (UDP) サービスを実行してい
ます。したがって、VM2 の SLA には最大帯域幅 3G ビット/秒の制限がありま
す。
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Improving Network and Server Efficiency by Using EVB

次の図は、サーバーでホストされているアプリケーションを示しています。

図   11 EVB を使用しない場合のアプリケーション設定

サーバーとスイッチで EVB を有効にすると、サーバーは、次の図に示すように、同じ
物理スイッチポート経由でスイッチと VNIC 情報を交換します。
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Improving Network and Server Efficiency by Using EVB

図   12 EVB が有効になっている場合のアプリケーション設定

次の表に、サーバーとスイッチで EVB を有効にする前とあとのサーバーの効率を示し
ます。

表 3 EVB を使用する場合と EVB を使用しない場合のサーバー効率

EVB を使用しない場合のサーバーの効率
EVB を使用する場合のサーバーの効率

サーバーが帯域幅の適用のためにクライアントからの
受信トラフィックを規制します。

スイッチがサーバー宛てのトラフィックを規制しま
す。

システムリソースが使用されるため、システムとネッ
トワークのパフォーマンスに影響します。

システムリソースが帯域幅の処理に使用されないた
め、システム効率が向上します。

この例では、クライアント (クライアント 1 とクライ
アント 2) がサービスを同時に利用する必要がある場
合、各クライアントはリンク L2 の帯域幅とサーバー
リソースを使用します。サーバーはクライアントのイ
ンバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックを規
制するために、VM1 と VM2 の VNIC で SLA を適用
します。ただし、ネットワークのパフォーマンスと帯
域幅の使用量は次の点で影響を受けます。

■ クライアント (クライアント 1 とクライアント 2)
からのトラフィックは、リンク L2 の帯域幅を無
制限に使用します。また、ホスト上で帯域幅制限
が構成されている場合は、L2 の帯域幅を使用する
パケットがホスト上で破棄されることもあり、そ
れによって帯域幅が効率的に使用されなくなりま
す。

EVB がサーバーとスイッチで有効になっている場合、
システムの効率は次の点で向上します。

■ サーバーの VNIC に構成されている SLA がスイッ
チに反映されます。

■ スイッチは、構成済みの帯域幅に基づいて VM1 と
VM2 に向かうトラフィックを規制するため、リン
ク L2 の帯域幅の適切な利用に役立ち、これによっ
てネットワークの効率が向上します。

スイッチが帯域幅を規制するため、サーバーは受
信側で帯域幅を処理する必要がなくなり、これに
よってサーバーの効率が向上します。
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EVB のインストール

EVB を使用しない場合のサーバーの効率
EVB を使用する場合のサーバーの効率

■ VM1 は優先度の高い TCP サービスを提供し、
VM2 は優先度の高くない UDP サービスを提供
します。サーバー上の VM1 の帯域幅を規制する
と、TCP が応答するため、リンク L2 上の帯域幅
の VM1 の使用に影響を与えます。ただし、サー
バー上で VM2 のサービスを規制しても、リンク
L2 の帯域幅の使用状況には影響を与えません。こ
れはリンク L2 を使用しているほかのサービスに
影響を与えます。

この例では、UDP および TCP サービスのネットワー
クトラフィックのサーバーへのインバウンドは、リン
ク L2 上の使用可能な帯域幅を無制限に使用します。
サーバーがネットワークトラフィックを受信したあ
と、構成済みの帯域幅の制限に基づいてネットワーク
トラフィックを規制します。

構成済みの帯域幅制限 (3G ビット/秒と 8G ビット/秒)
は、サーバーに加えスイッチによって規制されます。
したがって、共有リンク L2 の使用量は構成済みの帯
域幅制限に基づきます。

EVB のインストール

システムで EVB を使用するには、EVB パッケージをインストールする必要がありま
す。

EVB をインストールする方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVB パッケージがインストールされているかどうかを確認します。
# pkg info evb

3. EVB パッケージがインストールされていない場合は、このパッケージをインストール
します。
# pkg install evb

4. サービスが使用可能になっているかどうかを確認します。
# svcs vdp

5. サービスが使用可能でない場合は、サービスを使用可能にします。
# svcadm enable vdp
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同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御

デフォルトの EVB 構成は、EVB パッケージのインストール後に自動的に有効になり
ます。デフォルトの EVB 構成を受け入れることで、システムは、システムに外部ス
イッチを構成する VNIC に関する情報をすぐに交換できます。

参照 ■ VNIC 情報の交換、VNIC 情報の交換に使用されるプロトコル、および EVB コン
ポーネントの詳細は、107 ページの「VDP を使用した VNIC 情報の交換」を参
照してください。

■ システムで EVB が有効になっている場合に物理 Ethernet リンクの VDP (VSI
Discovery and Configuration Protocol) 状態に関する情報を表示し、VNIC 用に VDP
パケットが交換されているかどうかも確認するには、110 ページの「VDP と
ECP の状態と統計情報」を参照してください。

■ デフォルトの EVB 構成を変更するには、112 ページの「デフォルトの EVB 構成
の変更」を参照してください。

■ デフォルトの EVB 構成情報を表示するには、例45「物理リンクでの EVB 関連の
データリンクプロパティーの表示例」を参照してください。

同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御

vswitchmode データリンクプロパティーを使用すると、同じ物理ポート上の VM の切
り替えを制御できます。3 つの値を指定できます。

■ local - 同じ物理 NIC 上の VM 間のネットワークトラフィックを内部的に交換でき
るようにします。これは、デフォルトのモードです。

■ remote - 同じ物理 NIC 上の VM 間のネットワークトラフィックを外部スイッチ経
由で交換できるようにします。

■ auto - LLDP を使用して、反射型リレーが外部スイッチ上でサポートされているか
どうかを確認します。反射型リレーが外部スイッチでサポートされている場合、
VM 間のネットワークトラフィックは外部スイッチ経由で交換されます。それ以外
の場合、VM 間のネットワークトラフィックは内部的に交換されます。

外部スイッチ経由での VM の通信の有効化

同じ物理 NIC 上に複数の VNIC が構成されている場合は、vswitchmode データリンク
プロパティーを remote に設定して、ネットワークトラフィックをスイッチ経由で外
部に送信できます。ただし、外部スイッチを反射型リレーモードで構成する必要があ
ります。反射型リレーを有効にするスイッチ構成は、スイッチのタイプに固有です。
詳細は、スイッチの製造元のドキュメントを参照してください。
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同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御

次の図は、外部スイッチに接続し、同じ顧客のサービスを実行している 2 つのゾーン
(VM) をホストしている、10G Ethernet リンクのサンプルのシステムを示しています。

図   13 ゾーン間の内部通信

Zone1 と Zone2 という 2 つのゾーンが同じ顧客のサービスを実行しているため、2
つのゾーン間の通信は制限なしで内部的に発生する可能性があります。したがっ
て、VNIC1 と VNIC2 の間のトラフィックは内部的に交換できます。

次のように、物理 NIC net5 の vswitchmode プロパティーの既存の値を確認します。

# dladm show-linkprop -p vswitchmode net5
LINK  PROPERTY     PERM  VALUE  EFFECTIVE  DEFAULT  POSSIBLE
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同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御

net4  vswitchmode  rw    local  local      local    local,remote,auto

出力の VALUE および EFFECTIVE フィールドに値 local が表示されます。この値は
ゾーン間の通信が内部的であることを示しています。

この例では、Zone1 と Zone2 という 2 つのゾーンが異なる顧客向けのサービスを実行
する必要があり、これらのサービスのネットワークトラフィックを制御するためのア
クセス制御リスト (ACL) が外部スイッチに構成されているものとします。そのため、
これらのゾーンは内部的には通信できず、VNIC1 と VNIC2 の間のネットワークトラ
フィックをスイッチ経由で外部的に交換する必要があります。

したがって、次のように vswitchmode プロパティーを remote に設定することによっ
て、ゾーン間の内部通信を無効にする必要があります。

# dladm set-linkprop -p vswitchmode=remote net5

# dladm show-linkprop -p vswitchmode net5
LINK  PROPERTY     PERM  VALUE   EFFECTIVE  DEFAULT  POSSIBLE
net5  vswitchmode  rw    remote  remote     local    local,remote,auto

注記 - vswitchmode を remote に設定する前に、外部スイッチを反射型リレー用に構
成する必要があります。

vswitchmode プロパティーを remote に設定して VNIC の内部通信を無効にするた
め、VNIC 間のネットワークトラフィックは、次の図に示すように外部スイッチ経由
で送信されます。
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同じ物理ポート上の VM 間の切り替えの制御

図   14 外部スイッチを使用したゾーン間の通信

VM 間の通信を管理するための LLDP の使用

VM 間の通信の自動構成には LLDP を使用できます。LLDP は、外部スイッチが反射
型リレーをサポートするかどうかに基づいて、ネットワークトラフィックの交換を内
部または外部として構成します。LLDP を使用するには、vswitchmode データリンク
プロパティーを auto に設定します。最初に、次の点を確認する必要があります。
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VDP を使用した VNIC 情報の交換

■ LLDP パッケージがインストールされている。
LLDP パッケージがインストールされているかどうかを確認するには、次のコマン
ドを使用します。

# pkg info lldp

■ LLDP サービスがオンラインになっている。
LLDP サービスがオンラインになっているかどうかを確認するには、次のコマンド
を使用します。

# svcs lldp

STATE          STIME    FMRI

online         Jul_13   svc:/network/lldp:default

■ dot1-tlv TLV ユニットで EVB が有効になっている。
■ NIC の LLDP モードが both である。

この例では、EVB が dot1-tlv TLV ユニットで有効になっていて、LLDP モードが
both であることを確認するため、次のコマンドを使用します。

# lldpadm show-agentprop -p mode,dot1-tlv net5
AGENT  PROPERTY  PERM  VALUE  DEFAULT  POSSIBLE
net5   mode      rw    both   disable  txonly,rxonly,both,disable
net5   dot1-tlv  rw    evb    none     none,vlanname,pvid,linkaggr,pfc,
                                       appln,evb,etscfg,etsreco,all

vswitchmode データリンクプロパティーを auto に設定するには:

# dladm set-linkprop -p vswitchmode=auto net5

vswitchmode データリンクプロパティーを auto に設定した場合は、dladm show-
linkprop コマンドの出力を使用して、VM 間の通信が内部的か外部スイッチ経由かを
確認できます。

# dladm show-linkprop -p vswitchmode net5
LINK  PROPERTY     PERM  VALUE   EFFECTIVE  DEFAULT  POSSIBLE
net5  vswitchmode  rw    auto    remote     local    local,remote,auto

この出力の EFFECTIVE フィールドの値が remote であるため、LLDP で外部スイッチ
上の反射型リレーが有効になっており、VM 間の通信は外部スイッチ経由です。

LLDP についての詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管
理』 の 第 6 章, 「リンク層検出プロトコルによるネットワーク接続情報の交換」を参
照してください。

VDP を使用した VNIC 情報の交換

VNIC (VSI) 情報は、VDP (VSI Discovery and Configuration Protocol) を使用して、シス
テム (ステーション) と外部スイッチ (ブリッジ) 間で交換されます。VDP Type-Length
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Value (TLV) ユニットは、ピア間の VDP パケットを確実に送信する、Edge Control
Protocol (ECP) を使用して交換されます。VDP TLV ユニットは、VNIC の作成時または
削除時に交換されます。

次の EVB コンポーネントは、システムが VNIC (VSI) 情報を外部スイッチに通知でき
るようにします。

■ VSI プロファイルは、特定の VNIC 用に構成されているリンクプロパティーで構成
されます。そのため、システムは構成済み VNIC と同じ数の VSI プロファイルを
持つことができます。

■ VSI 識別子は、VSI インスタンスを一意に識別します。Oracle Solaris では、この
VSI インスタンスは VNIC (VSI) の MAC アドレスです。VSI タイプ ID と VSI バー
ジョンは、特定の VSI マネージャー ID 内のプロファイルを識別します。

■ VSI マネージャーは、VSI タイプ ID - VSI バージョンを特定の VNIC プロパティー
セットとマッピングすることにより、システム上の複数の VSI プロファイルを管
理します。Oracle Solaris では、デフォルトの VSI マネージャー oracle_v1 が 3 バ
イトエンコードとして定義されています。この 3 バイトエンコードは、VDP パ
ケットの Oracle Solaris ホストによって VSI タイプ ID として使用されます。

■ VSI マネージャー ID は、特定の VSI タイプ ID - VSI バージョンペアに関連
する VSI マネージャーを識別します。VSI マネージャー ID は IPv6 アドレ
スとして表されます。Oracle Solaris では、デフォルトの VSI マネージャー
ID、ORACLE_VSIMGR_V1 が定義されています。

注記 - 現時点で、VSI プロファイルとその特定のプロパティーを定義するための標準は
定義されていません。VSI タイプの定義はベンダー固有であり、VSI マネージャー ID
と密接にリンクされています。

この oracle_v1 エンコーディングは、次のプロパティーをサポートします。

■ 帯域幅の制限
■ 帯域幅共有
■ ベースとなるリンクのリンク速度
■ VNIC の最大転送単位 (MTU)

Oracle Solaris では、システムは、oracle_v1 エンコーディングを使用してリンク情報
をエンコードしてから情報を外部スイッチに送信します。スイッチが情報を受信する
と、同じ oracle_v1 エンコーディングを使用して、エンコードされた情報をデコード
します。
デフォルトでは、Oracle Solaris ホストは外部スイッチに次の要素を送信します。

■ Oracle VSI マネージャー - oracle_v1
■ VSI タイプ ID – oracle_v1 エンコーディングを使用してエンコードされた VNIC

プロパティー
■ VSI バージョン – 常に 0
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Oracle Solaris では、VNIC 情報交換メカニズムは次のとおりです。

1. 外部スイッチは、Oracle VSI マネージャー oracle_v1 をサポートするように構成
されています。

2. 外部スイッチは、oracle_v1 を使用して、VSI タイプ ID にエンコードされたプロ
パティーを確認します。

3. 外部スイッチは、その VNIC 用のプロパティー構成をパケットに適用します。

Oracle 組織固有の OUI TLV ユニットが VSI マネージャー ID TLV に続いて、それが
Oracle 固有の VSI マネージャー ID であることを示します。スイッチからの応答に
Oracle 固有の TLV ユニットが含まれていない場合は、Oracle Solaris ホストに対し、ス
イッチが Oracle VSI マネージャー (エンコーディング) をサポートしていないことを示
します。Oracle Switch ES1-24 は、Oracle VSI マネージャー oracle_v1 をサポートし
ます。Oracle Switch ES1-24 での EVB の構成についての詳細は、『Sun Ethernet Fabric
Operating System, EVB Administration Guide』を参照してください。

注記 - VDP および ECP プロトコルのサポートに加えて、Oracle Solaris システムと相
互運用するには、外部スイッチはデフォルトの Oracle VSI マネージャー ID である
ORACLE_VSIMGR_V1 と、Oracle 組織固有の識別子 (OUI) TLV (エンコーディング情報を
伝えるために使用されるサブタイプ VDP_ORACLEOUI_VSIMGR_SUBTYPE) もサポートす
る必要があります。

VDP による VNIC 情報の交換方法

VNIC 情報の交換は次のように行われます。

システムは、VNIC および関連するプロファイルを指定することで、外部スイッチに
関連付けリクエスト (ASSOC) を送信します。外部スイッチは、成功または失敗の応答
で関連付けリクエストに応答します。システムはそのあと、VNIC の関連付けを解除
する関連付け解除リクエスト (DEASSOC) を外部スイッチに送信できます。VNIC のリ
クエストの状態を表示および取得する方法の詳細は、110 ページの「VDP と ECP の
状態と統計情報」を参照してください。
VNIC を作成する際は、次のように VDP 交換が行われます。

1. VNIC に関する情報を含む VDP 関連付け (ASSOC) リクエストの TLV ユニットが、
システムによって外部スイッチに送信されます。

2. 外部スイッチが VDP (ASSOC) TLV ユニットを受信し、VSI タイプ ID、VSI バー
ジョン、および VSI マネージャー ID を使用して VNIC 情報を取得します。

3. 外部スイッチが、VNIC のプロパティー構成を適用します。
4. 外部スイッチは、VDP 関連付け (ASSOC) 応答の TLV ユニットをシステムに送信し

て、外部スイッチに VNIC のプロパティーが構成されたことを伝えます。
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VDP と ECP の状態と統計情報

VNIC を削除する際は、次のように VDP 交換が行われます。

1. VSI ID を含む VDP 関連付けの解除 (DEASSOC) リクエストの TLV ユニットが、シ
ステムによって外部スイッチに送信されます。

2. 外部スイッチが VDP (DEASSOC) TLV ユニットを受信し、削除された VSI の VSI ID
を取得します。

3. 外部スイッチが削除された VNIC の構成を削除します。
4. 外部スイッチが、VDP 関連付けの解除 (DEASSOC) 応答の TLV ユニットをシステム

に送信します。

注記 - Oracle Solaris では、VDP は ASSOC および DEASSOC VDP リクエストのみをサポー
トします。

VDP と ECP の状態と統計情報

システムで EVB が有効になっている場合、さらに VNIC 用に VDP パケットが交換さ
れている場合も、物理 Ethernet リンクの VDP 状態に関する情報を表示できます。単一
のリンクに関する情報だけを表示するには、そのリンクをコマンドで指定します。そ
れ以外の場合、すべての Ethernet リンクに関する VDP 情報が表示されます。

VDP の状態と統計情報の表示

VDP 状態を表示するには、次のコマンドを入力します。

# dladm show-ether -P vdp
VSI      LINK       VSIID               VSI-TYPEID   VSI-STATE   CMD-PENDING 
vnic1    net0       2:8:20:22:3c:6b     98/0         ASSOC       NONE 
vnic2    net0       2:8:20:90:7f:ef     96/0         ASSOC       NONE 

VSI-STATE は、ピアとの VDP 交換のステータスを示します。指定できる値:

■ TIMEDOUT – ピアは VDP リクエストに応答しませんでした。
■ ASSOC – ピアはリクエストを正常に処理しました。
■ DEASSOC – ホストまたはピアのいずれかがリクエストを拒否しました。ピアは、指

定されたプロファイルまたはプロパティーを決定できない場合はリクエストを拒否
できます。ホストは、oracle_v1 エンコーディングを使用していて、ピアの応答
に Oracle OUI が含まれていない場合は、VDP パケットの交換を拒否できます。

サンプル出力は、リンク net0 上に 2 つの VSI (VNIC) が構成されていることを示して
います。それぞれ固有の VSI ID は、それぞれに対応する MAC アドレスを示していま
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す。VNIC の VSI-TYPE ID、vnic1 と vnic2 はそれぞれのプロパティー (帯域幅制限
と MTU) から生成され、エンコーディングは oracle_v1 によって定義されます。

送信または受信 VDP パケットに関する統計情報を取得するには、次のコマンドを入力
します。

# dlstat show-ether -P vdp net1
LINK    IPKTS    OPKTS   KeepAlives 
net1    3        2       1

リンクプロパティーの表示

データリンクプロパティーを表示するには、dladm show-linkprop コマンドの -p オ
プションを使用します。

次の例は、vnic1 と vnic2 のリンクプロパティーを表示する方法を示しています。

# dladm show-linkprop -p maxbw,mtu vnic1
LINK     PROPERTY        PERM   VALUE     EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE 
vnic1    maxbw           rw     100       100          --        -- 
vnic1    mtu             rw     1500      1500         1500      1500

# dladm show-linkprop -p maxbw,mtu vnic2
LINK     PROPERTY        PERM  VALUE      EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE 
vnic2    maxbw           rw    20         20           --        -- 
vnic2    mtu             rw    1500       1500         1500      1500

ECP の状態と統計情報の表示

VDP は ECP を使用してメッセージを交換します。次の例は、物理リンク net0 に固有
の ECP の状態を示しています。

# dladm show-ether -P ecp net0
LINK        MAX-RETRIES     TIMEOUT
net0        3               164

MAX-RETRIES ピアから肯定応答を取得しないときに、ECP がパケットを送信す
る回数を指定します。

TIMEOUT パケットを再送信されるまでの間隔 (ミリ秒単位) を指定します。
パケットを再送信するまで ECP が肯定応答を待機する時間間隔。

物理リンクの統計情報を取得するには、次のコマンドを入力します。

# dlstat show-ether -P ecp
LINK          IPKTS    OPKTS  IERRORS  OERRORS RETRANSMITS TIMEOUTS

第 4 章 エッジ仮想ブリッジングを使用したサーバーネットワークエッジの仮想化の管理 111



デフォルトの EVB 構成の変更

net0          3        2      0        0       1            0

デフォルトの EVB 構成の変更

デフォルトでは、デフォルトの EVB 構成を変更する必要はありません。ほとんどの
場合、EVB をインストールし、デフォルトの EVB 構成を使用すると、システムに外
部スイッチを構成する VNIC に関する情報を交換できます。ただし、ホストとネット
ワークの EVB 構成を完全に制御して管理する場合は、デフォルトの構成を変更できま
す。

デフォルトの Oracle Solaris VSI マネージャー ID、ORACLE_VSIMGR_V1 を使用する
と、システムは自動的に、作成する VNIC の VSI タイプ ID を生成します。そのた
め、vsi-typeid や vsi-vers などのデータリンクプロパティーを設定する必要はあ
りません。ただし、デフォルトの VSI マネージャー ID を使用しない場合は、dladm
set-linkprop コマンドを使用して EVB に関連するデータリンクプロパティーを設定
する必要があります。EVB に関連するデータリンクプロパティーを設定するには、外
部スイッチがシステムと通信でき、VSI タイプ ID と VSI バージョンの特定のセット
のプロパティーを取得できる必要があります。

EVB を使用するときにデフォルトの Oracle VSI マネージャー ID を使用して、Oracle
VSI マネージャーがシステムの VSI プロファイルの VSI タイプ ID と VSI バージョン
を自動的に生成できるようにします。

EVB に関連する次のデータリンクプロパティーを構成できます。

■ vsi-mgrid は、物理リンクまたは VNIC に設定される VSI マネージャー ID を指定
します。VNIC 用にこのプロパティーが設定されていない場合、基本となる物理リ
ンクのデフォルト値 ORACLE_VSIMGR_V1 が使用されます。
vsi-mgrid プロパティーを明示的に設定する場合は、VSI タイプ ID と VSI バー
ジョンも明示的に設定する必要があります。また、これらのプロパティーをデータ
リンク上に明示的に構成する必要もあります。

注記 - Oracle Solaris では、VSI マネージャー ID、VSI タイプ ID、および VSI バー
ジョンを手動で構成する場合、対応する VNIC プロパティーは自動的には構成され
ません。

■ vsi-mgrid-enc - VSI マネージャー ID に関連付けられているエンコーディングを
示します。デフォルトでは、このプロパティーは oracle_v1 に設定されます。
VSI マネージャー ID に oracle_v1 を関連付けない場合は、このプロパティー値を
none に設定してください。値を none に設定する場合、VSI マネージャー ID、VSI
タイプ ID、および VSI バージョンは自動的には生成されないため、それらは必ず
手動で構成してください。
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■ vsi-typeid - VSI タイプ ID を指定します。VSI タイプ ID は、VSI バージョンとの
ペアで VSI プロファイルに関連付けられます。vsi-mgrid と vsi-mgrid-enc にデ
フォルト値を使用している場合、この 3 バイト値は自動的に生成されます。それ以
外の場合は、このプロパティーの値を明示的に指定する必要があります。

■ vsi-vers - VSI バージョンを指定します。VSI バージョンは、VSI タイプ ID との
ペアで VSI プロファイルに関連付けられます。vsi-mgrid と vsi-mgrid-enc にデ
フォルト値を使用している場合、この 1 バイト値は自動的に生成されます。それ以
外の場合は、このプロパティーの値を明示的に指定する必要があります。

EVB 関連のプロパティーは、dladm show-linkprop コマンドを使用して表示でき
ます。VNIC 関連のリンクプロパティーの有効な値は、プロパティーのそれぞれの
EFFECTIVE フィールドの値から取得できます。詳細は、例45「物理リンクでの EVB
関連のデータリンクプロパティーの表示例」を参照してください。

EVB コンポーネントについての詳細は、107 ページの「VDP を使用した VNIC 情報
の交換」を参照してください。EVB についての詳細は、evb(7P) のマニュアルページ
を参照してください。

デフォルトの EVB 構成を変更する方法

vsi-mgrid および vsi-mgrid-enc プロパティーは、物理リンク上だけに構成する必
要があります。vsi-typeid や vsi-vers などのその他の EVB 関連プロパティーは、
VNIC 上に構成する必要があります。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. プロファイルデータベースに記載されているデータリンクプロパティーを使用して、
VNIC を作成します。
# dladm create-vnic -l datalink -p maxbw=maxbw-value,priority=priority-value VNIC

3. デフォルトの Oracle VSI マネージャー ID を使用しないため、物理リンクで VSI マ
ネージャー ID に関連付けられているエンコーディングを none に設定します。
# dladm set-linkprop -p vsi-mgrid-enc=none datalink

4. IPv6 アドレスを使用して物理リンク上の VSI マネージャー ID を設定します。
# dladm set-linkprop -p vsi-mgrid=IPv6-address datalink

5. 作成した VNIC の VSI タイプ ID と VSI バージョンを設定します。
# dladm set-linkprop -p vsi-typeid=VSI-Type-ID,vsi-vers=VSI-Version VNIC
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6. VNIC に設定されているプロパティーを確認します。
# dladm show-linkprop VNIC

例   44 EVB 関連のデータリンクプロパティーの設定

次の例は、EVB に関連するデータリンクプロパティーを設定する方法を示します。こ
の例では、IPv6 アドレス、IP1 を使用してアクセスできるプロファイルでシステムを
使用しています。

VSI マネージャー ID、IP1 には、次のプロファイルが定義されています。

■ VSI タイプ ID: 2
■ VSI バージョン: 1
■ データリンクプロパティー: maxbw=20、priority=5

1. プロファイルに記載されているデータリンクプロパティーを使用して、VNIC を作
成します。

# dladm create-vnic -l net0 -p maxbw=20,priority=5 vnic1

2. デフォルトの Oracle VSI マネージャー ID を使用しないため、物理リンク net0 で
VSI マネージャー ID に関連付けられているエンコーディングを none に設定しま
す。

# dladm set-linkprop -p vsi-mgrid-enc=none net0

3. IPv6 アドレス IP1 を使用して、物理リンク net0 上の VSI マネージャー ID を設定
します。

# dladm set-linkprop -p vsi-mgrid=IP1 net0

4. vnic1 の VSI タイプ ID と VSI バージョンを設定します。

# dladm set-linkprop -p vsi-typeid=2,vsi-vers=1 vnic1

5. vnic1 に設定されているプロパティーを確認します。

# dladm show-linkprop vnic1

LINK     PROPERTY            PERM VALUE      EFFECTIVE  DEFAULT    POSSIBLE

...

vnic1    vsi-typeid          rw   2          2           --         --

vnic1    vsi-vers            rw   1          1           --         --

vnic1    vsi-mgrid           rw   IP1        IP1         --         --

vnic1    vsi-mgrid-enc       rw   --         none        oracle_v1  none,oracle_v1

...

vnic1 の VDP ASSOC TLV ユニットには、次の情報が含まれます。

■ VSI マネージャー ID = IP1
■ VSI タイプ ID = 2
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■ VSI バージョン = 1

例   45 物理リンクでの EVB 関連のデータリンクプロパティーの表示例

次の例は、物理リンク上の EVB 関連のプロパティーを示しています。

# dladm show-linkprop -p vsi-mgrid,vsi-mgrid-enc net4
LINK     PROPERTY            PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT      POSSIBLE
net4     vsi-mgrid           rw   --           --           ::           --
net4     vsi-mgrid-enc       rw   --           --           oracle_v1    none,oracle_v1

この出力には、Oracle Solaris の EVB のデフォルト構成が表示されます。oracle_v1
エンコーディングを使用することで、VNIC 上に構成されているプロパティーから、
VSI タイプ ID と VSI バージョンが自動的に生成されます。

例   46 VNIC での EVB 関連のプロパティーの表示

次の例は、VNIC 上の EVB 関連のプロパティーを示しています。

# dladm show-linkprop vnic0
LINK     PROPERTY               PERM VALUE      EFFECTIVE  DEFAULT    POSSIBLE
...
vnic0    vsi-typeid             rw   --         94         --         --
vnic0    vsi-vers               rw   --         0          --         --
vnic0    vsi-mgrid              rw   --         ::         --         --
vnic0    vsi-mgrid-enc          rw   --         oracle_v1  oracle_v1  none,oracle_v1
...

この出力には、vnic0 の有効なエンコーディングが oracle_v1 として表示されていま
す。次に、vsi-typeid 94 の EFFECTIVE 値が自動的に生成され、vnic0 に対して有効
になります。
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エラスティック仮想スイッチについて

Oracle Solaris 11.2 リリース以降では、Oracle Solaris のエラスティック仮想スイッチ
(Elastic Virtual Switch、EVS) 機能を使用して、複数の物理マシンにまたがる複数の仮
想スイッチを管理できます。この章では、Oracle Solaris のエラスティック仮想スイッ
チ機能の概要を説明し、次のトピックが含まれます。

■ 117 ページの「エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能の概要」
■ 125 ページの「EVS のコンポーネント」
■ 130 ページの「EVS 管理コマンド」
■ 135 ページの「EVS を使用するための必須パッケージ」
■ 136 ページの「ゾーンでの EVS の機能」
■ 137 ページの「EVS を使用するためのセキュリティー要件」

エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能の概要

今日のデータセンターやマルチテナントクラウド環境には、ネットワークファブリッ
クで接続された複数の仮想マシン (VM) をホストする複数のシステムがあります。
データセンターやマルチテナントクラウド環境への VM 用のネットワークのプロビ
ジョニングには、VM 間の仮想ネットワーキング、MAC アドレスと IP アドレスの管
理、および VLAN と VXLAN の管理が含まれるため、管理者にとっては難題です。
VM の内部および外部ネットワーク接続を確保すること以外の追加の課題として、VM
および VM 内のアプリケーションのためのサービスレベル契約 (SLA) をプロビジョニ
ングおよび適用することがあります。これらの SLA には、帯域幅制限や優先順位が含
まれます。管理者は、共通のネットワークインフラストラクチャーを共有する複数の
テナントを分離する必要もあります。

これらの要件を満たすために、Oracle Solaris ネットワーク仮想化により、管理者が
データセンターやマルチテナントクラウド環境全体で仮想スイッチを管理できます。
仮想スイッチは最上級のオペレーティングシステム抽象化として知られています。こ
れらの仮想スイッチは、エラスティック仮想スイッチとも呼ばれ、複数のシステムに
またがり、システム管理者が単一の仮想スイッチとして管理できます。
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Oracle Solaris での仮想スイッチ

仮想スイッチは仮想マシン間の通信を容易にするエンティティーです。Oracle Solaris
では、データリンク上に VNIC (リンクアグリゲーション、物理 NIC、etherstub など)
を作成すると、仮想スイッチが自動的または暗黙的に作成されます。仮想スイッチは
物理マシン内の VM 間のトラフィック (VM 間トラフィック) をループし、このトラ
フィックをネットワーク上では送信しません。すべての VM が相互に通信するには、
同じレイヤー 2 セグメント上に存在する必要があります。詳細は、18 ページの「仮想
スイッチ」を参照してください。

Oracle Solaris 11.2 より前のリリースでは、仮想スイッチは VNIC が作成されたデータ
リンク経由で間接的に管理されていました。Oracle Solaris 11.2 リリース以降、仮想ス
イッチは EVS で管理できます。仮想スイッチを明示的に作成して名前を指定したり、
仮想スイッチに仮想ポート (VPort) を割り当てたり、IP アドレスのブロックに関連付
けたりすることができます。仮想ポートに対しては、優先順位、最大帯域幅、サービ
スクラス (CoS)、MAC アドレス、IP アドレスなどのプロパティーを設定できます。ま
た、仮想スイッチごとにデフォルトの SLA を構成することもできます。

注記 - VNIC 作成の一環として暗黙的に作成される仮想スイッチは、以前のリリースと
同様にこのリリースでも引き続き存在し、機能します。EVS は既存の暗黙的な仮想ス
イッチを置き換えません。

次の図は、1 つの計算ノード内のエラスティック仮想スイッチ EVS0 を示しています。
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図   15 計算ノード内のエラスティック仮想スイッチ

Oracle Solaris のエラスティック仮想スイッチ機能と
は

Oracle Solaris エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能により、1 つまたは複数の計算
ノードにまたがる仮想スイッチを作成および管理できます。これらの計算ノードは
VM をホストする物理マシンです。エラスティック仮想スイッチは、同じレイヤー 2
(L2) セグメントに属する明示的に作成された仮想スイッチを表すエンティティーで
す。エラスティック仮想スイッチは、ネットワーク上の任意の場所から接続された
VM 間のネットワーク接続を提供します。

注記 - EVS では、仮想マシン (VM) という用語へのすべての参照が、具体的には Oracle
Solaris ゾーンおよび Oracle Solaris カーネルゾーンを指します。

第 5 章 エラスティック仮想スイッチについて 119



エラスティック仮想スイッチ (EVS) 機能の概要

エラスティック仮想スイッチは、複数のホストにまたがることができます。これら
の仮想スイッチには、ホストを組み込んだり、ホストを切り離したりする機能があ
るため、「エラスティック (柔軟性がある)」と呼ばれます。ホストの VNIC をエラス
ティック仮想スイッチに接続すると、エラスティック仮想スイッチはそのホストを組
み込みます。これらの VNIC を削除すると、エラスティック仮想スイッチはそのホス
トを切り離します。

エラスティック仮想スイッチは分離された L2 セグメントを表し、その分離はフラッ
ト (タグなし)、VLAN、または VXLAN として実装されます。VLAN でエラスティッ
ク仮想スイッチを実装する方法の詳細は、183 ページの「ユースケース: エラス
ティック仮想スイッチの構成」を参照してください。VXLAN でエラスティック仮想
スイッチを実装する方法の詳細は、189 ページの「ユースケース: テナント用のエ
ラスティック仮想スイッチの構成」を参照してください。フラットなネットワークに
基づいてエラスティック仮想スイッチを実装する方法の詳細は、161 ページの「フ
ラットな EVS ネットワークを構成する方法」を参照してください。

VLAN の管理については、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管
理』 の 第 3 章, 「仮想ローカルエリアネットワークを使用した仮想ネットワークの構
成」を参照してください。VXLAN の管理については、第3章「仮想拡張ローカルエ
リアネットワークを使用することによる仮想ネットワークの構成」を参照してくださ
い。

エラスティック仮想スイッチはすべて、名前、仮想ポート、および IP アドレスのブ
ロックに関連付けられています。仮想スイッチのリソースを作成、モニター、および
制御できます。詳細は、第6章「エラスティック仮想スイッチの管理」を参照してくだ
さい。

次の図は、2 つの計算ノード間の 2 つのエラスティック仮想スイッチ (EVS1 および
EVS2) を示しています。これらの計算ノードにプロビジョニングされる VM は、2 つ
の計算ノードにまたがるエラスティック仮想スイッチを介して接続されます。各計
算ノードは、データリンク経由で同じネットワークファブリックに接続します。この
データリンクは、アップリンクポートとも呼ばれます。これらの計算ノード上のデー
タリンクは、仮想スイッチを外部ネットワークに接続します。VNIC は、仮想ポート
(VPort) 経由でエラスティック仮想スイッチに接続されます。VNIC は、MAC アドレ
ス、IP アドレス、SLA などの、仮想ポートに関連付けられたプロパティーを継承しま
す。
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図   16 計算ノード間のエラスティック仮想スイッチ

この図では、VM の VM1、VM2、および VM6 がエラスティック仮想スイッチ EVS1 経由
で互いに通信できます。VM の VM3、VM4、および VM5 は、エラスティック仮想スイッ
チ EVS2 経由で互いに通信できます。詳細は、160 ページの「エラスティック仮想
スイッチを構成する方法」を参照してください。

EVS を使用する利点

複数の仮想マシンをホストするデータセンターまたはマルチテナントクラウド環境で
は、EVS は、次の利点を提供することでネットワーク管理タスクの一部をより単純に
します。

■ システム上にある VM 間の仮想ネットワークを作成して、ネットワーク接続する
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■ カスタムの SLA により仮想ポートの追加をサポートする
■ VLAN または VXLAN を使用してネットワークを分離する
■ ベースとなる同じインフラストラクチャーを共有するマルチテナント仮想ネット

ワークをサポートする
■ Oracle Solaris ゾーンおよび Oracle Solaris カーネルゾーンと統合されている
■ 次のものを一元管理する。

■ 仮想ポートの MAC アドレスと IP アドレス
■ 仮想スイッチごと、または仮想ポートごとの SLA
■ 仮想ポートの実行時ネットワークトラフィックの統計情報のモニタリング

エラスティック仮想スイッチのリソース

エラスティック仮想スイッチは、IP ネットワークと仮想ポートという主なリソースに
関連付けられています。リソースとエラスティック仮想スイッチは、ユニバーサル固
有識別子 (UUID) に関連付けられています。エラスティック仮想スイッチまたはその
リソースを作成するときに、UUID が EVS コントローラによって自動的に生成されま
す。例59「エラスティック仮想スイッチの UUID の表示」、例62「IPnet の UUID の表
示」、および例67「VPort の UUID の表示」を参照してください。

IP ネットワーク

IP ネットワークは IPnet とも呼ばれ、IPv4 または IPv6 アドレスのブロックを、そのブ
ロックのデフォルトルーターとともに表します。この IPv4 または IPv6 アドレスのブ
ロックは、サブネットとも呼ばれます。エラスティック仮想スイッチには 1 つの IPnet
しか関連付けることができません。仮想ポートを介してエラスティック仮想スイッチ
に接続するすべての VM は、エラスティック仮想スイッチに関連付けられている IPnet
から IP アドレスが割り当てられます。

また、VPort の IP アドレスのプロパティー ipaddr を設定して、VM に IP アドレス
を手動で割り当てることもできます。この IP アドレスは、IPnet のサブネット範囲内
である必要があります。エラスティック仮想スイッチに IPnet を追加する方法の詳細
は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」を参照してくだ
さい。
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仮想ポート

仮想ポートは VPort とも呼ばれ、VNIC とエラスティック仮想スイッチの間の接続点
を表します。VNIC が VPort に接続すると、VNIC は VPort にカプセル化された次のよ
うなネットワーク構成パラメータを継承します。

■ 最大帯域幅、サービスクラス、優先度などの SLA パラメータ
■ MAC アドレス
■ IP アドレス

VPort を作成すると、ランダムに生成された MAC アドレスと、関連付けられた IPnet
の次に使用可能な IP アドレスがその VPort に割り当てられます。ランダムに生成され
た MAC アドレスには、ローカルビットが設定された有効な IEEE OUI から成るデフォ
ルトの接頭辞が付けられます。また、evsadm add-vport コマンドを使用して VPort
を追加するときに、IP アドレスと MAC アドレスを指定することもできます。VPort
を追加する方法の詳細は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する
方法」を参照してください。

注記 - エラスティック仮想スイッチに常に仮想ポートを追加する必要はありません。
VNIC を作成するときに指定できるのは、その VNIC が接続する必要があるエラス
ティック仮想スイッチの名前だけです。このような場合は、EVS コントローラがシス
テムの仮想ポートを生成します。これらの仮想ポートは、sys-vportname という命名
規則に従います (sys-vport0 など)。システムの仮想ポートはエラスティック仮想ス
イッチのプロパティーを継承します。

次の表に、VPort のプロパティーを示します。

表 4 VPort のプロパティー

VPort のプロパ
ティー

説明 使用可能な値 デフォルト値

cos VPort 上のアウトバウン
ドパケットの 802.1p 優先
度を指定します。

0 - 7 --

maxbw VPort に全二重帯域幅を
指定します。

-- --

priority VPort に相対優先度を指
定します。

high、medium、
または low

medium

ipaddr 仮想ポートに関連付けら
れた IP アドレスを指定
します。IP アドレスを割
り当てることができるの
は、VPort を作成すると
きだけです。

-- VPort の IP アドレスを
指定しない場合は、EVS
コントローラが自動的
に、エラスティック仮
想スイッチに関連付け
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VPort のプロパ
ティー

説明 使用可能な値 デフォルト値

られた IPnet から IP ア
ドレスを選択します。

macaddr VPort に関連付けられた
MAC アドレスを指定し
ます。MAC アドレスを
割り当てることができる
のは、VPort を作成する
ときだけです。

-- VPort の MAC アドレ
スを指定しない場合
は、EVS コントローラ
が VPort のランダムな
MAC アドレスを生成し
ます。

evs VPort が関連付けられて
いるエラスティック仮想
スイッチを表す読み取り
専用プロパティー。

-- --

tenant VPort が関連付けられて
いるテナントを表す読み
取り専用プロパティー。

-- --

protection リンク保護の 1 つ以上の
タイプを有効にします。

mac-
nospoof、ip-
nospoof、dhcp-
nospoof、restricted、none

デフォルト値は mac-
nospoof と ip-nospoof
です。VPort を持つ
VNIC を作成する場合、
VNIC には mac-nospoof
値と ip-nospoof 値がデ
フォルトで設定されま
す。これは、VNIC によ
るほかの MAC と IP ア
ドレスのスプーフィン
グを防止します。

プロパティー evs と tenant は、読み取り専用プロパティーであるため変更できませ
ん。VPort のプロパティーについての詳細は、evsadm(1M) のマニュアルページを参照
してください。

EVS での名前空間の管理

エラスティック仮想スイッチとそのリソースは論理的にグループ化されます。各
論理グループはテナントと呼ばれます。テナント内のエラスティック仮想スイッチ
に対して定義されたリソースは、そのテナントの名前空間の外部では表示されませ
ん。テナントは、テナントのすべてのリソースをまとめて保持するためのコンテナ
として機能します。テナントのエラスティック仮想スイッチを作成する方法の詳細
は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」を参照してくだ
さい。

EVS 操作にテナント名を指定する必要はありません。デフォルトのテナント名は
sys-global で、すべての EVS 操作がこの名前空間で行われます。
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フラットな EVS ネットワーク

VLAN または VXLAN を使用したエラスティック仮想スイッチの実装に加えて、
Oracle Solaris は、エラスティック仮想スイッチを実装するためのフラットな L2 タイ
プのネットワークを提供します。フラットな L2 タイプの EVS を作成して、VLAN ま
たは VXLAN なしですべての VM インスタンスを同じセグメントに配置できます。
これは、VM インスタンスが同じネットワークを共有するため、計算サーバーと同
じ IP アドレス領域を共有することを意味します。フラットな EVS ネットワークで
は、VLAN タグ付けやその他のタイプのネットワーク分離はありません。デフォル
トでは、フラットな L2 タイプの EVS に接続する VNIC は、VLAN ID を 0 に設定し
て作成されます。マルチテナントネットワークを作成するためにフラットな L2 タイ
プは使用できません。ただし、フラットな L2 タイプの EVS を使用すると、データ
センター内の既存の物理ネットワークに直接マップできます。evsadm コマンドは、
フラットな L2 タイプのネットワークを作成できるように拡張されています。詳細
は、161 ページの「フラットな EVS ネットワークを構成する方法」を参照してくだ
さい。

フラットなネットワークを使用すると、OpenStack Neutron ネットワークを既存の物理
ネットワークに直接マップできます。たとえば、使用可能な浮動 IP の範囲が既存の物
理ネットワークのサブセットである場合、サブセットをその浮動 IP の範囲に設定し
てフラットなネットワークを作成する必要があります。そのため、フラットなネット
ワークには、既存の物理ネットワークの IP の一部が含まれています。OpenStack の詳
細は、『Oracle Solaris 11.3 での OpenStack のインストールと構成』を参照してくださ
い。

EVS のコンポーネント

EVS には次のコンポーネントがあります。

■ EVS マネージャー
■ EVS コントローラ
■ EVS クライアント
■ EVS ノード

次の図は、EVS のコンポーネントを示しています。
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図   17 EVS のコンポーネント

この図では、EVS マネージャーと EVS コントローラは 2 つの個別のホストです。EVS
ノード EVS-Node1、EVS-Node2、および EVS-Node3 は、その VNIC またはゾーンの
VNIC anet リソースがエラスティック仮想スイッチに接続する 3 つのホストです。

EVS マネージャー

EVS マネージャーは EVS コントローラと通信するエンティティーで、L2 ネットワー
クトポロジと、これらの L2 ネットワークで使用する必要のある IP アドレスを定義し
ます。EVS マネージャーは、evsadm コマンドを使用して EVS コントローラと通信し
ます。EVS マネージャーと EVS コントローラが同じ計算ノード上に存在することも
できます。
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注記 - L2 ネットワークトポロジはネットワークセグメントであり、各セグメントが、
VLAN または VXLAN を使用して実装される 1 つのブロードキャストドメインを形成
します。

service/network/evs パッケージをインストールし、evsadm set-prop コマンドで
controller プロパティーを使用して EVS コントローラを指定したあと、EVS マネー
ジャー上で EVS 操作を実行できます。controller プロパティーは、ssh://[user@]
example-controller.com の形式で指定されます。詳細は、第6章「エラスティック
仮想スイッチの管理」を参照してください。

EVS コントローラ

EVS コントローラは、エラスティック仮想スイッチとそれに関連付けられたすべての
リソースを構成および管理するための機能を提供します。データセンターやマルチテ
ナントクラウド環境内の EVS コントローラとして 1 つの物理マシンだけを設定する必
要があります。

evsadm set-prop コマンドで controller プロパティーを使用して、EVS コントロー
ラを指定します。controller プロパティーは svc:/network/evs:default SMF サー
ビスに保存されるため、システムブートを通して保持されます。

EVS コントローラは、evsadm set-controlprop コマンドを使用して構成できるプロ
パティーに関連付けられます。複数の物理マシンにまたがる L2 セグメントを実装す
るには、使用可能な VLAN ID、使用可能な VXLAN セグメント ID、各 EVS ノードの
アップリンクポートなどの情報を使用して EVS コントローラのプロパティーを構成す
る必要があります。EVS コントローラを構成し、そのプロパティーを設定する方法の
詳細は、141 ページの「EVS コントローラの作成と管理」を参照してください。

注記 - SMF サイトプロファイルと自動インストール (AI) サービスを使用して、EVS コ
ントローラ情報をデータセンターやマルチテナントクラウド環境内の各 EVS ノード
にプッシュすることもできます。SMF については、『Oracle Solaris 11.3 でのシステム
サービスの管理』を参照してくださいAI サービスの詳細は、『Oracle Solaris 11.3 シス
テムのインストール』 の 「インストールサービスの操作」を参照してください。

次の表に、EVS コントローラのプロパティーを示します。

表 5 EVS コントローラのプロパティー

EVS コントローラのプ
ロパティー

説明 使用可能な値 デフォルト値

l2-type エラスティック仮想スイッチを
物理マシンにまたがって実装す
る方法を定義します。

flat、vlan、ま
たは vxlan

vlan
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EVS コントローラのプ
ロパティー

説明 使用可能な値 デフォルト値

注記 - l2-type プロパティーを
変更しても、変更前に作成され
たエラスティック仮想スイッチ
は影響を受けません。変更後に
作成されたエラスティック仮
想スイッチの l2-type プロパ
ティーだけが更新されます。こ
の動作は、EVS コントローラ
内にフラット、VLAN、および
VXLAN に基づいた L2 セグメン
トが共存できることを意味しま
す。

vlan-range エラスティック仮想スイッチの
作成に使用する VLAN ID 範囲
のコンマ区切りのリスト。各エ
ラスティック仮想スイッチに 1
つの VLAN ID が関連付けられ
ます。

1 - 4094 --

vxlan-range エラスティック仮想スイッチの
作成に使用する VXLAN セグメ
ント番号の範囲のコンマ区切り
のリスト。各エラスティック仮
想スイッチに 1 つの VXLAN セ
グメント番号が関連付けられま
す。

0 - 16777215 --

vxlan-addr VXLAN データリンクを作成す
る必要がある IP アドレスを指定
します。サブネットに vxlan-
addr プロパティーを設定するこ
ともできます。

-- --

vxlan-mgroup VXLAN データリンクの作成中
に使用する必要があるマルチ
キャストアドレスを指定しま
す。

-- マルチキャス
トアドレスを
指定しない場
合、VXLAN
データリンク
は All Host
アドレスを使
用します。

vxlan-ipvers VXLAN データリンクをホスト
する IP インタフェースに使用す
る必要があるアドレスの IP バー
ジョンを指定します。

v4 または v6 v4

uplink-port ネットワークタイプに使用する
必要があるデータリンクとし
て、フラット、VLAN、または
VXLAN を指定します。

-- --

uuid データセンターまたはマルチテ
ナントクラウド環境で EVS コン
トローラを識別するための一意
の ID を指定します。uuid は、
EVS コントローラの設定時に値

-- --
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EVS コントローラのプ
ロパティー

説明 使用可能な値 デフォルト値

が自動的に生成される読み取り
専用プロパティーです。

uri-template RAD URI スキームが EVS コン
トローラによって計算される元
となるテンプレートを指定しま
す。計算された RAD URI は、
EVS コントローラと EVS ノード
の間で使用されます。

ssh://
[username@]
or unix://
[username@]

ssh://

EVS コントローラに設定するコントローラプロパティーは、データセンターまたは
マルチテナントクラウド環境全体に適用されます。ただし、コントローラのプロパ
ティー uplink-port および vxlan-addr の値はホストごとにオーバーライドできま
す。

たとえば、コントローラプロパティーを設定するときに、uplink-port プロパティー
をデータセンターやマルチテナントクラウド環境内のすべての EVS ノード上で VNIC
または VXLAN の作成に使用されるデータリンク net2 に設定したとします。ただ
し、データセンターやマルチテナントクラウド環境内の EVS ノードにデータリンク
net1 が唯一のインタフェースとして存在する場合は、グローバル値 net2 をホストご
との値で次のようにオーバーライドする必要があります。
# evsadm set-controlprop -h host1 -p uplink-port=net1

詳細は、154 ページの「EVS コントローラを構成する方法」を参照してください。

例51「EVS コントローラのプロパティーのリセット」に示すように、コントローラプ
ロパティーの値を指定しない場合、そのプロパティーはデフォルト値にリセットされ
ます。EVS コントローラのプロパティーについての詳細は、evsadm(1M) のマニュア
ルページを参照してください。

EVS クライアント

dladm および zonecfg コマンドは EVS クライアントです。エラスティック仮想ス
イッチ、IPnet、および VPort を使用すると、evsadm コマンドによって L2 ネットワー
クトポロジを定義できます。dladm コマンドを使用して VNIC を L2 ネットワークトポ
ロジに接続したり、または zonecfg コマンドを使用して VNIC anet リソースを接続
し、それによってゾーンを L2 ネットワークトポロジに接続したりできます。

注記 - evsadm コマンドは L2 ネットワークトポロジを定義する EVS マネージャーで
す。

dladm コマンドまたは zonecfg コマンドを使用してエラスティック仮想スイッチの
VNIC を作成すると、EVS コントローラから VNIC の構成情報が取得されます。
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service/network/evs パッケージをインストールし、evsadm set-prop コマンドで
controller プロパティーを使用して EVS コントローラを指定したあと、EVS クライ
アント上で EVS 操作を実行できます。controller プロパティーは、ssh://[user@]
example-controller.com の形式で指定されます。詳細は、第6章「エラスティック
仮想スイッチの管理」を参照してください。

EVS ノード

EVS ノードは、VNIC またはゾーンの VNIC anet リソースがエラスティック仮想ス
イッチに接続するホストです。dladm や zonecfg などのコマンドを使用すると、
エラスティック仮想スイッチに接続する必要のある VNIC を指定できます。詳細
は、162 ページの「エラスティック仮想スイッチ用の VNIC の作成」を参照してく
ださい。

EVS 管理コマンド

次の管理コマンドを使用して、エラスティック仮想スイッチを管理します。

■ evsadm

■ evsstat

■ dladm

■ zonecfg

エラスティック仮想スイッチを構成する方法の詳細は、160 ページの「エラス
ティック仮想スイッチを構成する方法」を参照してください。

evsadm コマンド

EVS コントローラと通信したり、エラスティック仮想スイッチ、IPnet、および VPort
を管理するには、evsadm コマンドを使用します。このセクションでは、このコ
マンドで操作を実行するために使用するサブコマンドについて説明します。詳細
は、evsadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
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エラスティック仮想スイッチを管理するための evsadm サブコマ
ンド

仮想スイッチを管理するための evsadm サブコマンドは次のとおりです。

create-evs エラスティック仮想スイッチを作成します

delete-evs エラスティック仮想スイッチを削除します

show-evs エラスティック仮想スイッチに関する情報を表示します

set-evsprop エラスティックスイッチの maxbw および priority プロパティー
を設定できるようにします
これらのプロパティーについての詳細は、167 ページの「エラ
スティック仮想スイッチのプロパティーの設定」を参照してくだ
さい。

show-evsprop エラスティック仮想スイッチのプロパティーを表示します

IPnet を管理するための evsadm サブコマンド

IPnet を管理するための evsadm サブコマンドは次のとおりです。

add-ipnet IPnet をエラスティック仮想スイッチに追加し
て、subnet、defrouter、および pool プロパティーを設定でき
るようにします
これらのプロパティーの詳細は、158 ページの「エラスティッ
ク仮想スイッチへの IPnet の追加」を参照してください。

set-ipnetprop IPnet のプロパティーを設定します

show-ipnetprop IPnet のプロパティーを表示します

remove-ipnet IPnet を削除します

show-ipnet IPnet に関する情報を表示します

VPort を管理するための evsadm サブコマンド

仮想ポートを管理するための evsadm サブコマンドは次のとおりです。
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add-vport VPort を追加します

remove-vport VPort を削除します

show-vport VPort に関する情報を表示します

set-evsprop VPort の次のプロパティーを設定できるようにします
■ cos
■ maxbw
■ priority

これらのプロパティーの詳細は、表4を参照してください。

show-vportprop VPort のプロパティーを表示します

reset-vport VPort をリセットします

EVS クライアントプロパティーを管理するための evsadm サブコ
マンド

EVS クライアントプロパティーを管理するための evsadm サブコマンドは次のとおり
です。

set-prop controller プロパティーを設定できるようにします

show-prop EVS クライアントプロパティーを表示します

EVS コントローラプロパティーを管理するための evsadm サブコ
マンド

EVS コントローラプロパティーを管理するための evsadm サブコマンドは次のとおり
です。

set-
controlprop

コントローラの次のプロパティーを設定できるようにします
■ l2-type
■ vlan-range
■ vxlan-range
■ vxlan-mgroup
■ vxlan-addr
■ vxlan-ipvers
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■ uplink-port

これらのプロパティーの詳細は、表5を参照してください。

show-
controlprop

EVS コントローラのプロパティーを表示します

evsstat コマンド

evsstat コマンドは、データセンターやマルチテナントクラウド環境内のすべて
の VPort、または指定されたエラスティック仮想スイッチのすべての VPort の、
ネットワークトラフィック統計情報を表示します。また、VPort に関連付けられた
VNIC の統計情報も報告します。詳細は、180 ページの「エラスティック仮想ス
イッチのモニタリング」を参照してください。evsstat コマンドについての詳細
は、evsstat(1M) のマニュアルページを参照してください。

dladm コマンド

エラスティック仮想スイッチに接続された VNIC は、次の dladm コマンドを使用して
管理できます。

■ dladm create-vnic コマンド - VNIC を作成し、VNIC を接続する必要があるエラ
スティック仮想スイッチ名を指定できます。オプションで、エラスティック仮想ス
イッチの VPort を指定できます。

■ dladm show-vnic コマンド – 特定の VNIC のエラスティック仮想スイッチ
情報を表示できます。dladm show-vnic コマンドの出力には、フィールド
TENANT、EVS、および VPORT も表示されます。ただし、これらのフィールドは
ゾーン内では不可視になります。

詳細は、dladm(1M) のマニュアルページを参照してください。

エラスティック仮想スイッチ用の VNIC を構成する方法の詳細
は、163 ページの「エラスティック仮想スイッチの VNIC を作成する方法」を参照
してください。

zonecfg コマンド

拡張された zonecfg コマンドを使用して、エラスティック仮想スイッチのゾーンの
VNIC anet リソースを構成します。VNIC anet リソースに次のプロパティーを設定で
きます。
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■ tenant – テナントの名前を指定します。ゾーンを構成するときに値を指定しない
と、システムがデフォルト値、sys-global を割り当てます。

■ vport – VPort の名前を指定します。ゾーンを構成するときに値を指定しないと、
システムがエラスティック仮想スイッチの VPort を生成し、VPort はエラスティッ
ク仮想スイッチのプロパティーを継承します。

■ evs – VNIC anet リソースを接続する必要のあるエラスティック仮想スイッチの名
前を指定します。

anet リソースの詳細は、『Oracle Solaris ゾーン構成リソース』 の 「リソースタイプ
のプロパティー」の anet の説明を参照してください。

注記 - ゾーン構成には、テナント名、エラスティック仮想スイッチ名、およびデータ
センターやマルチテナントクラウド環境内の VPort が一意に識別される VPort 名が
含まれる必要があります。ゾーン構成の詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使
用』を参照してください。

エラスティック仮想スイッチ用に VNIC anet リソースを構成する方法の詳細
は、164 ページの「エラスティック仮想スイッチの VNIC anet リソースの作成」を
参照してください。zonecfg コマンドについての詳細は、zonecfg(1M) のマニュアル
ページを参照してください。

エラスティック仮想スイッチに接続された VNIC を管
理する場合の制限

dladm create-vnic コマンドまたは zonecfg コマンドを使用してエラスティック仮
想スイッチを作成して接続する VNIC には、次の制限が適用されます。

■ VNIC の名前の変更に、dladm rename-link コマンドを使用することはできませ
ん。

■ そのような VNIC のプロパティーの変更に、dladm set-linkprop または dladm
reset-linkprop コマンドを使用することはできません。

■ これらの VNIC の変更に、dladm modify-vnic コマンドを使用することはできま
せん。

自動的に生成される VXLAN データリンク

VXLAN を使用してエラスティック仮想スイッチのレイヤー 2 セグメントを実装した
場合は、エラスティック仮想スイッチの VNIC をホストする EVS ノード上に VXLAN
データリンクが EVS によって自動的に作成されます。これらのデータリンクは、自
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動的に生成される VXLAN データリンクと呼ばれ、evs-vxlansegment-ID という命名
規則に従います。ここで、evs はそのデータリンクを作成したエンティティーです。
たとえば、evs-vxlan200 という名前は、200 が VXLAN ID であり、evs がこのデー
タリンクを作成したエンティティーであることを示します。dladm show-vxlan コマ
ンドを使用すると、自動的に生成される VXLAN データリンクを表示できます。詳細
は、90 ページの「VXLAN 情報の表示」を参照してください。

自動的に生成される VXLAN データリンクに対して dladm サブコマンドを使用し
て、そのデータリンクを削除したり、名前を変更したりすることはできません。ただ
し、dladm set-linkprop コマンドと dladm reset-linkprop コマンドを使用して、
データリンクプロパティーを一時的に設定できます。

EVS を使用するための必須パッケージ

EVS を使用する前に次のパッケージをインストールする必要があります。

■ pkg:/service/network/evs

EVS マネージャー、EVS コントローラ、および EVS ノードにコアパッケージ
pkg:/service/network/evs をインストールする必要があります。このパッケー
ジには次のコンポーネントが含まれます。
■ evsadm
■ evsstat
■ SMF サービス (svc:/network/evs:default) – この SMF サービスには、EVS

コントローラのホスト名または IP アドレスを保持する controller プロパ
ティーがあります。EVS クライアントは、ホスト名または IP アドレスを使用
して EVS コントローラと通信します。controller プロパティーを管理するに
は、evsadm set-prop コマンドを使用します。

pkg:/service/network/evs パッケージをインストールすると、新しいユーザー
evsuser が作成されます。evsuser は、Elastic Virtual Switch Administration 権利プ
ロファイルを持つ特定のユーザーです。このプロファイルは、EVS 操作を実行す
るために必要なすべての承認と特権を提供します。

■ pkg:/system/management/rad/module/rad-evs-controller

このパッケージは、EVS コントローラとして機能するシステムだけにインストー
ルする必要があります。データセンターまたはマルチテナントクラウド環境内のす
べてのエラスティック仮想スイッチを管理するには、1 つのコントローラのみを使
用する必要があります。このパッケージには SMF サービス、svc:/network/evs-
controller:default が含まれます。この SMF サービスには、物理マシンにまた
がる L2 セグメントを実装するために必要な情報を取得するプロパティーがありま
す。コントローラのプロパティーを管理するには、evsadm set-controlprop コ
マンドを使用します。
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詳細は、142 ページの「EVS コントローラの必須パッケージ」を参照してくださ
い。

ゾーンでの EVS の機能

zonecfg コマンドに関連付けられたプロパティーを使用すると、エラスティック仮想
スイッチに VNIC anet リソースを接続できます。Oracle Solaris ゾーンと Oracle Solaris
カーネルゾーンは EVS 機能をサポートします。

カーネルゾーンは、エラスティック仮想スイッチ用に作成する VNIC をサポートし
ます。カーネルゾーン内に作成する VNIC は、VNIC が zvnet ドライバに関連付けら
れたファクトリ MAC アドレスを使用している場合にのみ機能します。エラスティッ
ク仮想スイッチ用に作成する VNIC はそのエラスティック仮想スイッチの VPort に関
連付けられた MAC アドレスを継承するため、エラスティック仮想スイッチの VPort
は、macaddr プロパティーを zvnet ドライバのファクトリ MAC アドレスに設定する
ことによって作成する必要があります。

ファクトリ MAC アドレスを明示的に指定するには、次のコマンド構文を使用しま
す。

# evsadm add-vport -p macaddr=factory-MAC-addr-zvnet EVS-name/VPort-name

カーネルゾーンでは、このコマンドを使用して作成された VPort に VNIC を接続でき
ます。カーネルゾーンについては、『Oracle Solaris カーネルゾーンの作成と使用』を
参照してください。

OpenStack でのエラスティック仮想スイッチの使用

Oracle Solaris は完全な OpenStack ディストリビューションを提供します。OpenStack
(オープンソースクラウドコンピューティングソフトウェア) は、集中管理 Web ベース
ポータルから、データセンターまたはマルチテナントクラウド環境内の計算、ネット
ワーク、およびストレージリソースを共有および管理するための包括的なセルフサー
ビス環境を提供します。OpenStack は Oracle Solaris 11 のすべてのコアテクノロジ基
盤に統合されているため、数分でエンタープライズ対応のプライベートクラウド IaaS
(Infrastructure as a Service) 環境を設定できます。

OpenStack Neutron はネットワーク仮想化を実現します。Oracle Solaris 内の EVS は
OpenStack Neutron API を実装して、VLAN または VXLAN のいずれかを介して VM 間
のネットワーク接続を提供します。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 での OpenStack のイ
ンストールと構成』を参照してください。
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EVS を使用するためのセキュリティー要件

EVS 操作を実行するには、スーパーユーザーか、または Elastic Virtual Switch
Administration 権利プロファイルを持つユーザーである必要があります。また、ユー
ザーを作成し、そのユーザーに Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイル
を割り当てることもできます。詳細は、『Oracle Solaris 11.3 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。

注記 - マルチテナント EVS 設定では、各ユーザーに対するテナントごとのユーザー承
認がサポートされていないため、個々のテナントが独自のエラスティック仮想スイッ
チやそのリソースを管理することはできません。EVS ドメイン全体で、すべてのテナ
ントのリソースを管理する管理者は 1 人である必要があります。

次の例は、Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ user1 を作成
する方法を示しています。

# useradd -P “Elastic Virtual Switch Administration” user1

次の例は、既存のユーザー user1 に Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファ
イルを追加する方法を示しています。

# usermod -P +”Elastic Virtual Switch Administration” user1

EVS コントローラを設定する場合は、Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファ
イルを持つユーザーを指定する必要があります。たとえば、EVS コントローラを設定
する場合は、user1 を次のように指定する必要があります。

# evsadm set-prop -p controller=ssh://user1@example-controller.com

詳細は、148 ページの「EVS コントローラの構成」を参照してください。

注記 - また、pkg:/service/network/evs パッケージをインストールしたときに作成
される evsuser を使用することもできます。ユーザー evsuser には、Elastic Virtual
Switch Administration 権利プロファイルが割り当てられます。このプロファイルは、
EVS 操作を実行するために必要なすべての承認と特権を提供します。EVS リソースと
統計情報を監視するには、新しい承認である solaris.network.evs.observability が必要で
す。EVS リソースと統計情報を監視するには、新しい承認である solaris.network.evs.
observability が必要です。

注記 - EVS リソースと統計情報を監視できるようにするには、承認 solaris.
network.evs.observability を持つ Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファ
イルが必要です。
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エラスティック仮想スイッチの管理

この章では、エラスティック仮想スイッチとそのリソースの管理タスクについて説明
します。一般的な情報については、第5章「エラスティック仮想スイッチについて」を
参照してください。
この章の内容は、次のとおりです。

■ 139 ページの「EVS 管理タスク」
■ 140 ページの「エラスティック仮想スイッチ構成の計画」
■ 141 ページの「EVS コントローラの作成と管理」
■ 156 ページの「エラスティック仮想スイッチの構成」
■ 165 ページの「エラスティック仮想スイッチ、IPnet、および VPort の管理」
■ 180 ページの「エラスティック仮想スイッチのモニタリング」
■ 183 ページの「エラスティック仮想スイッチのユースケースの例」

EVS 管理タスク

このセクションでは、EVS 管理タスクを実行するための次の情報について説明しま
す。

■ 154 ページの「EVS コントローラを構成する方法」
■ 160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」
■ 162 ページの「エラスティック仮想スイッチ用の VNIC の作成」
■ 165 ページの「エラスティック仮想スイッチ情報の表示」
■ 167 ページの「エラスティック仮想スイッチのプロパティーの設定」
■ 168 ページの「エラスティック仮想スイッチのプロパティーの表示」
■ 170 ページの「IPnet のプロパティーの設定」
■ 170 ページの「IPnet のプロパティーの表示」
■ 172 ページの「IPnet の削除」
■ 173 ページの「IPnet の表示」
■ 174 ページの「VPort のプロパティーの設定」
■ 175 ページの「VPort のプロパティーの表示」
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■ 177 ページの「VPort の表示」
■ 179 ページの「VPort の削除」
■ 179 ページの「エラスティック仮想スイッチを削除する方法」
■ 180 ページの「エラスティック仮想スイッチのモニタリング」

エラスティック仮想スイッチ構成の計画

エラスティック仮想スイッチ構成の計画には次のアクションが含まれます。

1. EVS コントローラ、EVS マネージャー、および EVS ノードへの必須パッケージの
インストール。これらのパッケージは、これらの各コンポーネントに個別にイン
ストールする必要があります。詳細は、135 ページの「EVS を使用するための必須
パッケージ」を参照してください。

2. EVS 設定の次のコンポーネント間での evsuser の事前共有された公開鍵を使用し
た SSH 認証の設定。
■ EVS マネージャーと EVS コントローラ
■ 各 EVS ノードと EVS コントローラ
■ EVS コントローラと各 EVS ノード

詳細は、148 ページの「SSH 認証の設定」を参照してください。
3. controller プロパティーを設定することによって EVS コントローラを指定

します。EVS ノード、EVS マネージャー、および EVS コントローラに、EVS
コントローラのホスト名または IP アドレスを指定する必要があります。詳細
は、148 ページの「EVS コントローラの構成」を参照してください。

4. 次のような、EVS コントローラの構成。

a. EVS コントローラのプロパティーの設定。
b. EVS コントローラ用に設定されているプロパティーの確認。

詳細は、154 ページの「EVS コントローラを構成する方法」を参照してくださ
い。

5. EVS マネージャーを使用したエラスティック仮想スイッチの構成。これには、次
の操作が含まれます。

a. エラスティック仮想スイッチの作成。
b. エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加。
c. エラスティック仮想スイッチへの VPort の追加。
d. 構成したエラスティック仮想スイッチの確認。

詳細は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」を参照し
てください。
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6. 次のような、EVS ノードでの VNIC の作成およびエラスティック仮想スイッチへ
の VNIC の接続。

a. dladm コマンドの使用による VNIC の作成、または zonecfg コマンドの使用に
よる VNIC anet リソースの作成とエラスティック仮想スイッチへの接続。

b. エラスティック仮想スイッチに接続された VNIC の確認。

詳細は、162 ページの「エラスティック仮想スイッチ用の VNIC の作成」を参照
してください。

EVS コントローラの作成と管理

EVS コントローラは、エラスティック仮想スイッチとそれに関連付けられたすべての
リソースの構成および管理のための機能を提供します。物理マシンにレイヤー 2 セグ
メントを実装するために必要な情報を取得する、EVS コントローラのプロパティーを
設定する必要があります。詳細は、127 ページの「EVS コントローラ」を参照してく
ださい。

EVS コントローラの計画には次の考慮事項があります。

■ VLAN、VXLAN、またはその両方のいずれを使用してエラスティック仮想スイッ
チを実装するかを決定します。
■ VLAN を使用してエラスティック仮想スイッチを実装する場合は、プロパ

ティー uplink-port および vlan-range を設定する必要があります。

注記 - VLAN を使用して、複数のノードにエラスティック仮想スイッチを実装
する場合は、適切な物理スイッチポートで VLAN トランキングを有効にする
必要があります。詳細は、スイッチの製造元のドキュメントを参照してくださ
い。

■ VXLAN を使用してエラスティック仮想スイッチを実装する場合は、プロパ
ティー vxlan-range および uplink-port または vxlan-addr を設定する必
要があります。オプションで、プロパティー vxlan-mgroup および vxlan-
ipvers を設定することもできます。

注記 - VXLAN を使用してエラスティック仮想スイッチを実装する場合、
VXLAN の作成時に、vxlan-addr プロパティーの値を IPMP インタフェースの
IP アドレスには設定できません。IPMP インタフェースは VXLAN ではサポー
トされません。

第 6 章 エラスティック仮想スイッチの管理 141



EVS コントローラの作成と管理

■ 計算ノードに同じデータリンクがない場合は、計算ノードごとに uplink-port プ
ロパティーに対してデータリンクを指定する必要があります。
たとえば、データリンク net2 を持つ host1 と、データリンク net3 を持つ host2
の 2 つの計算ノードがあるとします。uplink-port プロパティーを設定する場合
は、両方のホストのデータリンクを次のように指定する必要があります。

# evsadm set-controlprop -h host1 -p uplink-port=net2

# evsadm set-controlprop -h host2 -p uplink-port=net3

注記 - エラスティック仮想スイッチを作成したあとに、そのエラスティック仮想ス
イッチの EVS コントローラプロパティーを変更することはできません。EVS コン
トローラプロパティーへのすべての変更が、今後作成する新しいエラスティック仮
想スイッチに反映されます。

EVS コントローラの必須パッケージ

データセンターまたはマルチテナントクラウド環境内のすべてのエラスティック仮想
スイッチを管理するには、1 つのコントローラのみを使用する必要があります。EVS
コントローラとして機能するシステムに、pkg:/service/network/evs パッケージと
pkg:/system/management/rad/module/rad-evs-controller パッケージをインス
トールする必要があります。

パッケージをインストールするには、次のコマンドを使用します。

# pkg install evs
# pkg install rad-evs-controller

rad-evs-controller パッケージをインストールしたあと、次のコマンドを使用して
rad:local サービスを再起動して、EVS コントローラをロードする必要があります。

# svcadm restart rad:local

EVS コントローラを構成するためのコマンド

このセクションでは、EVS コントローラ用の次のタスクを実行する方法について説明
します。

■ EVS コントローラの設定
■ EVS コントローラの表示
■ EVS コントローラのプロパティーの設定
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■ EVS コントローラのプロパティーの表示

EVS コントローラの設定

ホスト上の EVS コントローラを設定するには、evsadm set-prop コマンドを使用し
ます。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-prop -p controller=[value[...,]]

このコマンドは、コマンドが実行されるホストのプロパティーの値を設定します。
サポートされている唯一のプロパティーは controller であり、ssh://[user@]evs-
controller-host-name または ssh://[user@]evs-controller-IP-address の形式で指定
できます。

EVS マネージャー、EVS クライアント、および EVS コントローラを同じシステム
上で構成する場合、SSH を使用する代わりに UNIX 接続を使用すると、次のように
controller プロパティーを UNIX RAD URI スキームに設定できます。

# evsadm set-prop -p controller=unix://

EVS コントローラの表示

EVS コントローラを表示するには、evsadm show-prop コマンドを使用します。コマ
ンドの構文は次のとおりです。

# evsadm show-prop [[-c] -o field[,...]] [-p controller[,...]]

-p controller EVS クライアントが接続する必要がある EVS コントローラを指
定します。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します

PROPERTY プロパティーの名前

PERM プロパティーの権限 (rw または r- のいずれ
か)

VALUE プロパティーの値
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DEFAULT プロパティーのデフォルト値

-c 安定したマシン解析可能な形式を使用して表示します。-c オプ
ションとともに -o オプションを指定する必要があります。

EVS コントローラを表示する方法を示した例については、例50「EVS コントローラの
構成」を参照してください。

EVS コントローラのプロパティーの設定

EVS コントローラのプロパティーを設定するには、evsadm set-controlprop コマン
ドを使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-controlprop [-h host] -p {prop=[value[...,]]}[,...]

-h host プロパティーが設定されるホストを指定します。

-p prop EVS コントローラに設定されるコントローラのプロパティーの
名前を指定します。プロパティーが複数の値を取る場合は、区切
り文字としてコンマを使用して値を指定する必要があります。一
度に 1 つのプロパティーだけを指定する必要があります。値が指
定されない場合、プロパティーはデフォルト値にリセットされま
す。EVS コントローラに設定できるプロパティーの詳細は、表
5を参照してください。

EVS コントローラの uplink-port プロパティーを設定する場合、オプションで
vlan-range または vxlan-range プロパティーを指定できます。コマンドの構文は次
のとおりです。

# evsadm set-controlprop [-h host] -p uplink-port=value\
[vlan-range=[value[,...]]][,vxlan-range=[value[,...]]] [,flat=yes|no]

このコマンドを使用すると、1 つのホストにつき複数のアップリンクポートを指定で
きます。この場合、アップリンクポートでは、指定された VLAN ID、VXLAN ID、
またはその両方がサポートされます。vlan-range および vxlan-range プロパティー
は、複数のアップリンクポートのセットから、特定の EVS に選択する必要があるシス
テム内のアップリンクポートを指定します。次の図は、ホスト内の複数のアップリン
クポートを示しています。
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図   18 ホスト内の複数のアップリンクポート

図には、net0 と net1 の 2 つのアップリンクポートがあります。アップリンクポート
net0 では VLAN ID 200 - 300 がサポートされるのに対して、net1 では VLAN ID 400 -
500 がサポートされます。そのため、VLAN が 200 に設定された EVS に属する VM が
計算ノードでインスタンス化される場合、VM の VNIC の作成のために net0 が選択さ
れます。他方、VLAN が 400 の EVS に属する VM が計算ノードでインスタンス化さ
れる場合、VM の VNIC の作成に net1 が選択されます。

注記 - エラスティック仮想スイッチに基づくフラットネットワークを作成す
る場合、アップリンクポートに flat=yes を指定する必要があります。詳細
は、161 ページの「フラットな EVS ネットワークを構成する方法」を参照してくだ
さい。
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アップリンクポートでは、プロパティー vlan-range、vxlan-range、および flat を
別個に設定することも、一緒に設定することもできます。また、プロパティーの名前
のみと、その後に = を続けて指定することで、プロパティーの値をリセットすること
もできます。プロパティーに値を指定する必要はありません。例51「EVS コントロー
ラのプロパティーのリセット」を参照してください。

例   47 EVS コントローラに VLAN および VXLAN の範囲を使用したアップリンク
ポートの設定

次の例は、host1 の複数のアップリンクポートを設定して、アップリンクポートごと
に VLAN の範囲を指定する方法を示しています。

# evsadm set-controlprop -h solaris -p uplink-port=net0,\
vlan-range=200-300
evsadm: warning: provided value range is a subset of the complete range. 
Ensure to provide the remaining value range on a different uplink-port or vxlan-addr
# evsadm set-controlprop -h solaris -p uplink-port=net1,\
vlan-range=400-500
# evsadm show-controlprop -p uplink-port
PROPERTY          PERM VALUE       DEFAULT   VLAN_RANGE  VXLAN_RANGE HOST
uplink-port       rw   net0        --        200-300     --          solaris
uplink-port       rw   net1        --        400-500     --          solaris

この例では、solaris には net0 と net1 の 2 つのアップリンクポートがありま
す。net0 アップリンクポートでは 200-300 の VLAN の範囲がサポートされ、net1
アップリンクポートでは 400-500 の VLAN の範囲がサポートされます。

同様に、ホスト内の複数のアップリンクポートに vxlan-range プロパティーを設定で
きます。

VLAN と VXLAN の両方が、ネットワークファブリック内に同時に存在できます。
次の例は、ホスト内にある複数のアップリンクポートの vlan-range および vxlan-
range プロパティーを設定する方法を示しています。

# evsadm set-controlprop -h solaris -p uplink-port=net0,\
vlan-range=200-300,vxlan-range=7000-8000
# evsadm set-controlprop -h solaris -p uplink-port=net1,\
vlan-range=400-500,vxlan-range=5000-6000
# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net0
# evsadm show-controlprop -p uplink-port
PROPERTY          PERM VALUE       DEFAULT   VLAN_RANGE  VXLAN_RANGE HOST
uplink-port       rw   net0        --        200-300     7000-8000   solaris
uplink-port       rw   net0        --        200-500     5000-8000   --
uplink-port       rw   net1        --        400-500     5000-6000   solaris

EVS コントローラのプロパティーの表示

EVS コントローラのプロパティーを表示するには、evsadm show-controlprop コマ
ンドを使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm show-controlprop [[-c] -o field[,...]] [-p prop[,...]]

146 Oracle Solaris 11.3 での仮想ネットワークとネットワークリソースの管理 • 2016 年 11 月



EVS コントローラの作成と管理

このコマンドは、EVS コントローラの 1 つ以上のプロパティーの現在の値を表示しま
す。EVS コントローラのプロパティーが指定されていない場合は、コントローラの既
存のすべてのプロパティーが表示されます。コントローラプロパティーの詳細は、表
5を参照してください。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します。

PROPERTY プロパティーの名前。

PERM プロパティーの権限 (rw または r- のいずれ
か)。

VALUE プロパティーの値。

DEFAULT プロパティーのデフォルト値。

HOST 値が -- の場合、プロパティーはグローバル
であり、すべてのホストに適用されます。そ
れ以外の場合、プロパティーは特定のホスト
に適用されます。

VLAN-RANGE 対応するアップリンクポートに関連付けられ
た VLAN ID のコンマ区切りの範囲を表しま
す。このフィールドには、uplink-port プロ
パティーの値のみがあります。残りのプロパ
ティーには、-- が表示されます。

VXLAN-RANGE 対応するアップリンクポートで提供される
VXLAN ID のコンマ区切りの範囲を表しま
す。このフィールドには、uplink-port また
は vxlan-addr プロパティーの値のみがあり
ます。残りのプロパティーには、-- が表示さ
れます。

EVS コントローラのプロパティーを表示する方法を示した例については、例50「EVS
コントローラの構成」を参照してください。

例   48 EVS コントローラのユニバーサル固有識別子の表示

この例は、EVS コントローラのユニバーサル固有識別子 (UUID) を表示する方法を示
しています。
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# evsadm show-controlprop -p uuid
PROPERTY    PERM VALUE                                DEFAULT   HOST
uuid        r-   9468f042-5e4f-11e4-ae7e-173d3676ad1b --

EVS コントローラの構成

ネットワークで EVS コントローラとして計算ノードを 1 つだけ構成してから、EVS
ノードが EVS コントローラと通信できるように各 EVS ノード上に EVS コントローラ
を設定する必要があります。ただし、EVS コントローラのプロパティーは、その EVS
コントローラと通信できるいずれかのノードから 1 回設定するだけで済みます。EVS
コントローラのプロパティーを設定するには、evsadm set-controlprop コマンドを
使用します。詳細は、154 ページの「EVS コントローラを構成する方法」を参照し
てください。

EVS コントローラのプロパティーをリセットすることもできます。例51「EVS コ
ントローラのプロパティーのリセット」は、EVS コントローラのプロパティーを
リセットする方法を示しています。EVS コントローラとそのプロパティーの詳細
は、127 ページの「EVS コントローラ」を参照してください。

エラスティック仮想スイッチの構成を簡素化するには、evsuser として接続する必
要があります。必須の EVS パッケージ (service/network/evs) をインストールする
と、特殊なユーザーである evsuser が作成され、Elastic Virtual Switch Administration
権利プロファイルが割り当てられます。このプロファイルには、EVS 操作を実行する
ためのすべての承認と特権が含まれています。evsuser を使用するには、controller
プロパティーを次のように設定する必要があります。

# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller-hostname-or-IP-address

さらに、evsadm コマンドを実行するホストと EVS コントローラの間に事前共有され
た公開鍵を使用した SSH 認証を設定する必要があります。

注記 - EVS 操作を実行するには、スーパーユーザーか、または Elastic Virtual Switch
Administration 権利プロファイルを持つユーザーである必要があります。詳細
は、137 ページの「EVS を使用するためのセキュリティー要件」を参照してくださ
い。

SSH 認証の設定

evsadm コマンドが EVS コントローラと非対話形式で、セキュアに通信できるように
するには、事前共有された公開鍵を使用した SSH 認証が必要です。EVS 設定の次のコ
ンポーネント間に evsuser の事前共有された公開鍵を使用した SSH 認証を設定する
必要があります。
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■ EVS マネージャーと EVS コントローラ  – EVS マネージャー上で evsadm コマン
ドを実行している管理者またはユーザーの公開鍵を EVS コントローラ上の /var/
user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイル内に追加します。

■ EVS ノードと EVS コントローラ – 各 EVS ノード上の root ユーザーの公開鍵を
EVS コントローラ上の /var/user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイル内
に追加します。これらの公開鍵を追加する必要があるのは、zoneadmd デーモン
が root として動作するためです。このデーモンは EVS コントローラに接続し、
VNIC anet リソースの構成情報を取得します。詳細は、zoneadmd(1M) のマニュア
ルページを参照してください。

■ EVS コントローラと EVS ノード – EVS コントローラは VPort プロパティーを設定
するために各 EVS ノードと通信するため、EVS コントローラ上の evsuser の公開
鍵を各 EVS ノード上の /var/user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイル内
に追加します。

EVS コンポーネントが単一のホスト内にある場合、UNIX RAD 接続を使用して、認証
を設定できます。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-prop -p controller=unix://

詳細は、153 ページの「EVS ノードごとの接続」を参照してください。

次の図は、EVS コンポーネント間の SSH 認証の設定を示しています。
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図   19 EVS 設定での SSH 認証

SSH 認証を設定したあと、EVS コントローラを指定する必要があります。ここでは、
EVS ノード、EVS マネージャー、および EVS コントローラ上で controller プロパ
ティーが ssh://evsuser@evs-controller.example.com に設定されていることを前
提にしています。

次の手順は、SSH 認証を設定する方法を示しています。
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EVS ノードと EVS コントローラの間に SSH 認証を設定する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVS ノードで RSA 鍵ペアを生成します。
evs-node# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a0:64:de:3d:c8:26:59:cb:4a:46:b9:1d:17:04:7d:bf root@evs-node

3. EVS ノード内の /root/.ssh/id_rsa.pub ファイルにある公開鍵を EVS コントロー
ラ内の /var/user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイルにコピーします。

4. EVS ノードから evsuser として EVS コントローラにログインして、SSH 認証が設定
されているかどうかを確認します。
evs-node# ssh evsuser@evs-controller
The authenticity of host 'evs-controller (192.168.100.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 73:66:81:15:0d:49:46:e0:1d:73:32:77:4f:7c:24:a5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'evs-controller' (RSA) to the list of known hosts.
Last login: Wed Jun 11 14:36:28 2014 from evs-controller
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.2    April 2014
evsuser@evs-controller$ 

この出力は、EVS ノードから evsuser として EVS コントローラにパスワードなしで
ログインできることを示しています。

EVS マネージャーと EVS コントローラの間に SSH 認証を設定する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVS マネージャーで RSA 鍵ペアを生成します。
evs-manager# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
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Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a0:64:de:3d:c8:26:59:cb:4a:46:b9:1d:17:04:7e:bf root@evs-manager

3. EVS マネージャー内の /root/.ssh/id_rsa.pub ファイルにある公開鍵を EVS コン
トローラ内の /var/user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイルにコピーしま
す。

4. EVS マネージャーから evsuser として EVS コントローラにログインして、SSH 認証
が設定されているかどうかを確認します。

evs-manager# ssh evsuser@evs-controller
The authenticity of host 'evs-controller (192.168.100.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 73:66:81:15:0d:49:46:e0:1d:73:32:77:4f:7c:24:a5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'evs-controller' (RSA) to the list of known hosts.
Last login: Wed Jun 11 14:38:28 2014 from evs-controller
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.2    April 2014
evsuser@evs-controller$ 

この出力は、EVS マネージャーから evsuser として EVS コントローラにパスワード
なしでログインできることを示しています。

EVS コントローラと EVS ノードの間に SSH 認証を設定する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVS コントローラでユーザー evsuser になります。

evs-controller# su - evsuser

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

3. EVS コントローラで evsuser の RSA 鍵ペアを生成します。

evsuser@evs-controller$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/var/user/evsuser/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /var/user/evsuser/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /var/user/evsuser/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a0:64:de:3d:c8:26:59:cb:4a:46:b9:1e:17:04:7d:bf evsuser@evs-controller

4. EVS コントローラ内の /var/user/evsuser/.ssh/id_rsa.pub ファイルにある公
開鍵を EVS ノード内の /var/user/evsuser/.ssh/authorized_keys ファイルにコ
ピーします。
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5. EVS コントローラから evsuser として EVS ノードにログインして、SSH 認証が設定
されているかどうかを確認します。

evsuser@evs-controller$ ssh evsuser@evs-node
The authenticity of host 'evs-node (192.168.100.20)' can't be established.
RSA key fingerprint is 73:66:89:15:0d:49:46:e0:1d:73:32:77:4f:7c:24:a5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'evs-node' (RSA) to the list of known hosts.
Last login: Wed Jun 11 14:40:28 2014 from evs-node
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.2    April 2014
evsuser@evs-node$ 

この出力は、EVS コントローラから evsuser として EVS ノードにパスワードなしで
ログインできることを示しています。

注意 - EVS の設定で SSH 認証を設定しないと、evsadm コマンドは EVS コントローラ
と非対話形式で、セキュアに通信できません。

EVS ノードごとの接続

uri-template コントローラプロパティーを使用することで、ノードの RAD 接続を
構成できます。uri-template プロパティーに ssh://[username@] または unix://
[username@] のいずれかの値を指定できます。このプロパティーのデフォルト値は
ssh:// です。EVS ノードに接続するために使用する RAD URI は、EVS コントローラ
によって uri-template プロパティーから取得されます。

例   49 EVS ノードへの接続

次の例では、uri-template プロパティーの値を表示します。

# evsadm show-controlprop -p uri-template
PROPERTY          PERM VALUE       DEFAULT   HOST
uri-template      rw   ssh://      ssh://    --

出力には、すべての EVS コントローラで RAD SSH を使用してすべての EVS ノードに
接続することが表示されます。SSH ユーザーは、EVS コントローラに接続されている
ユーザーです。

次の例は、uri-template プロパティーを使用して evsuser として EVS ノードに接続
する方法を示しています。

# evsadm set-controlprop -p uri-template=ssh://evsuser@
# evsadm show-controlprop -p uri
PROPERTY          PERM VALUE           DEFAULT   HOST
uri-template      rw   ssh://evsuser@  ssh://    --

出力には、EVS ノード単位の RAD 接続すべてで SSH を使用する必要があることが
表示されます。ただし、SSH ユーザーは、EVS コントローラに接続されている SSH
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ユーザーではなく evsuser を使用する必要があります。たとえば、EVS クライアント
は ssh://user1@controller.example.com として EVS コントローラに接続するとし
ます。uri-template が ssh://evsuser@ に設定されている場合、user1 を SSH ユー
ザーとして使用する代わりに、EVS コントローラでは evsuser を SSH ユーザーとし
て使用します。

次の例は、uri-template プロパティーを使用することで、すべての EVS コンポーネ
ントが含まれている単一のシステムで認証を設定する方法を示しています。

# evsadm set-controlprop -p uri-template=unix://
# evsadm show-controlprop -p uri-template
PROPERTY          PERM VALUE       DEFAULT   HOST
uri-template      rw   unix://     unix://   --

いずれかの EVS ノードで EVS コントローラが設定されている場合、次の例で示され
ているように、SSH の代わりに AF_UNIX を EVS ノードに使用できます。

# evsadm set-controlprop -h evs-controller.example.com -p uri-template=unix://
# evsadm show-controlprop -p uri-template
PROPERTY          PERM VALUE       DEFAULT   HOST
uri-template      rw   ssh://      ssh://    --
uri-template      rw   unix://     unix://   evs-controller.example.com

出力には、AF_UNIX を使用する必要があるホスト evs-controller.example.com を
除き、EVS ノード単位での RAD 接続すべてでデフォルトの SSH を使用する必要があ
ることが表示されます。

EVS コントローラを構成する方法

始める前に evsadm コマンドを実行するホストと EVS コントローラの間に事前共有鍵を使用した
SSH 認証を設定します。

1. Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ管理者またはユー
ザーになります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVS コントローラを設定します。
# evsadm set-prop -p controller=[value[...,]]

このコマンドは、コマンドが実行されるホストのプロパティーの値を設定します。
サポートされている唯一のプロパティーは controller であり、ssh://[user@]evs-
controller-host-name、ssh://[user@]evs-controller-IP-address、または unix:// の
形式にできます。

3. (オプション) 構成した EVS コントローラを表示します。
# evsadm show-prop [[-c] -o field[,...]] [-p controller[,...]]
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詳細は、143 ページの「EVS コントローラの表示」を参照してください。

4. EVS コントローラのプロパティーを設定します。
# evsadm set-controlprop [-h host] -p prop=[value[...,]]

詳細は、144 ページの「EVS コントローラのプロパティーの設定」を参照してくだ
さい。

5. (オプション) EVS コントローラのプロパティーを表示します。
# evsadm show-controlprop [[-c] -o field[,...]] [-p prop[,...]]

詳細は、146 ページの「EVS コントローラのプロパティーの表示」を参照してくだ
さい。

例   50 EVS コントローラの構成

次の例は、ホスト s11-server を、L2 セグメントが VXLAN を使用して作成される
EVS コントローラとして構成する方法を示します。

# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@s11-server
# evsadm show-prop
PROPERTY            PERM   VALUE                      DEFAULT
controller          rw     ssh://evsuser@s11-server   -- 
# evsadm set-controlprop -p l2-type=vxlan 
# evsadm set-controlprop -p vxlan-range=10000-20000 
# evsadm set-controlprop -p vxlan-addr=192.168.10.0/24
# evsadm set-controlprop -h s11-server -p uplink-port=net3
# evsadm set-controlprop -h s11-client -p uplink-port=net4
# evsadm show-controlprop
PROPERTY            PERM VALUE                   DEFAULT     HOST
l2-type             rw   vxlan                   vlan          --
uplink-port         rw   --                      --            --
uplink-port         rw   net3                    --          s11-server
uplink-port         rw   net4                    --          s11-client
uri-template        rw   ssh://                  ssh://        --
uuid                r-   b3fda654-c14c-11e4-ae16-5f67bed8a8e9 -- --
vlan-range          rw   --                       --            --
vlan-range-avail    r-   --                       --            --
vxlan-addr          rw   192.168.10.0/24 0.0.0.0  --
vxlan-ipvers        rw   v4                       v4            --
vxlan-mgroup        rw   0.0.0.0                  0.0.0.0       --
vxlan-range         rw   10000-20000              --            --
vxlan-range-avail   r-   10000-20000              --            --
# evsadm show-controlprop -o property,value,vlan_range,vxlan_range, \
flat,host -p uplink-port
PROPERTY          VALUE       VLAN_RANGE  VXLAN_RANGE FLAT HOST
uplink-port       --          --          --          no   --
uplink-port       net3        --          10000-20000 yes  s11-server
uplink-port       net4        --          10000-20000 yes  s11-client

この例では、vxlan-range-avail プロパティーに、エラスティック仮想スイッチ
の実装に使用できる VXLAN ID (10000-20000) が表示されています。サブネット
192.168.10.0/24 の一部である IP インタフェースは、EVS ノードに VXLAN リンク
を作成するために使用されます。
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次の例は、IP アドレスが 192.168.100.1 であるホストを、L2 セグメントが VLAN を
使用して作成される EVS コントローラとして構成する方法を示しています。

# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@192.168.100.1
# evsadm set-controlprop -p l2-type=vlan
# evsadm set-controlprop -p vlan-range=200-300,400-500
# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net2
# evsadm set-controlprop -h host2.example.com -p uplink-port=net3 
# evsadm set-controlprop -h host3.example.com -p uplink-port=net4

この出力は、VLAN ID 200-300 と 400-500 がエラスティック仮想スイッチ用に確
保されていることを示しています。データリンク net2 は、host2.example.com と
host3.example.com を除くすべてのホスト上の uplink-port です。host2 ではデー
タリンク net3 が uplink-port として使用され、host3 ではデータリンク net4 が
uplink-port として使用されます。

オプションで vlan-range または vxlan-range プロパティーを uplink-port プロパ
ティーとともに指定できます。例47「EVS コントローラに VLAN および VXLAN の範
囲を使用したアップリンクポートの設定」を参照してください。

例   51 EVS コントローラのプロパティーのリセット

次の例は、コントローラのプロパティー uplink-port をリセットする方法を示してい
ます。

# evsadm show-controlprop -p uplink-port
PROPERTY            PERM     VALUE      DEFAULT             HOST
uplink-port         rw       net2       --                  --
# evsadm set-controlprop -p uplink-port=
# evsadm show-controlprop -p uplink-port
PROPERTY            PERM     VALUE      DEFAULT             HOST
uplink-port         rw       --         --                  --

エラスティック仮想スイッチの構成

エラスティック仮想スイッチは、1 つまたは複数の物理マシンにまたがる仮想スイッ
チであり、分離された L2 セグメントを表します。この分離は、VLAN または VXLAN
のどちらかを使用して実装されます。EVS ノードの VNIC または anet リソースをエ
ラスティック仮想スイッチに接続して、EVS ノード間のネットワーク接続を提供で
きます。詳細は、119 ページの「Oracle Solaris のエラスティック仮想スイッチ機能と
は」を参照してください。

エラスティック仮想スイッチを構成する予定の場合は、仮想トポロジを理解する必要
があります。必要な L2 セグメントの数、およびサブネットやデフォルトルーターを
含む各ネットワークの IPnet 情報を確認します。さらに、エラスティック仮想スイッ
チ用に構成する必要がある仮想ポートの数や、仮想ポートに対して指定する必要があ
るプロパティーの決定が必要になることがあります。
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エラスティック仮想スイッチの必須パッケージ

EVS クライアントおよび EVS ノードとして機能するシステムに pkg:/service/
network/evs パッケージをインストールする必要があります。

パッケージをインストールするには、次のコマンドを使用します。

# pkg install evs

エラスティック仮想スイッチを構成するためのコマン
ド

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチを構成するための次のタスクを実
行する方法について説明します。

■ エラスティック仮想スイッチの作成
■ エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加
■ エラスティック仮想スイッチへの VPort の追加

エラスティック仮想スイッチの作成

エラスティック仮想スイッチを作成するには、evsadm create-evs コマンドを使用し
ます。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm create-evs [-T tenant-name] [-p {prop=value[,...]}[,..]] EVS-switch-name

-T tenant-name テナントを指定します。テナントを指定すると、そのテナントの
名前空間内にエラスティック仮想スイッチが作成されます。それ
以外の場合、エラスティック仮想スイッチはデフォルトのテナン
ト sys-global に作成されます。テナントは、エラスティック仮
想スイッチが関連付けられているテナントを表す読み取り専用プ
ロパティーです。

-p prop エラスティック仮想スイッチの指定された値に設定できる、コ
ンマ区切りのプロパティーのリストを指定します。次のプロパ
ティーを設定できます。
■ maxbw - エラスティック仮想スイッチのポートに全二重帯域

幅を設定します。この帯域幅は、スケール接尾辞 (K ビット/
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秒、M ビット/秒、G ビット/秒を示す K、M、G) が付いた整数
として指定されます。単位が指定されていない場合、入力値は
M ビット/秒として読み取られます。デフォルトの帯域幅の制
限はありません。

■ priority - エラスティック仮想スイッチのポートに相対的な
優先順位を設定します。指定できる値は、high、medium、ま
たは low です。デフォルト値は medium です。この優先順位
は、回線上のどのプロトコル優先順位フィールドでも反映され
ませんが、システム内のパケット処理スケジューリングに使用
されます。優先順位の高い VPort では、システムリソースの可
用性に応じて待機時間が短縮されます。

EVS-switch-name エラスティック仮想スイッチの名前を指定します。

エラスティック仮想スイッチを作成する方法を示した例については、例52「エラス
ティック仮想スイッチの構成」を参照してください。

エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加

エラスティック仮想スイッチに IPnet を追加するには、evsadm add-ipnet コマンドを
使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm add-ipnet [-T tenant-name] -p subnet=value[{,prop=value[,...]}
[,...]]\
EVS-switch-name/IPnet-name

-T tenant-name テナントの名前を指定します。テナント名を指定すると、IPnet が
テナントの名前空間の EVS に関連付けられます。

-p prop 特定のエラスティック仮想スイッチに設定する必要がある IPnet
プロパティーのコンマ区切りのリスト。
サポートされている IPnet のプロパティーは次のとおりです。
■ subnet - 必須。IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのブロック

を表します。subnet プロパティーは、IPnet を追加するときに
指定する必要があります。そうしないと、IPnet の追加は失敗
します。

■ defrouter - オプション。特定のサブネットに対するゲート
ウェイの IP アドレスを指定します。defrouter が指定されて
いない場合は、範囲内の最初のアドレスがデフォルトルーター
の IP アドレスとして選択されます。

■ pool - サブネット内の IP アドレスのサブ範囲を表します。仮
想ポートに割り当てられる IP アドレスは、サブネット全体で
はなくプールから選択されます。コンマを区切り文字として使
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用すると、複数の範囲を指定できます。指定する IP アドレス
は、互いに重なり合ってはいけません。それぞれの範囲の形式
は start_ip_address-end_ip_address で、指定する IP アド
レスはサブネット内に存在する必要があります。

EVS-switch-
name/IPnet-name

IPnet が関連付けられたエラスティック仮想スイッチの名前を指定
します。

IPnet プロパティーの詳細は、evsadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
IPnet をエラスティック仮想スイッチに追加する方法を示した例については、例52「エ
ラスティック仮想スイッチの構成」を参照してください。

次の例は、IPnet ora_ipnet を ORA に追加する方法を示しています。この例では、IP
アドレスが VPort に自動的に割り当てられるブロックを制限します。IP アドレスは、
サブネット全体ではなく IP アドレスの指定したプールから割り当てられます。

# evsadm add-ipnet -T ABC -p subnet=192.168.1.0/24,\
pool=192.168.1.20-192.168.1.30,192.168.1.50-192.168.1.80 ORA/ora_ipnet
# evsadm show-ipnetprop -p pool ORA/ora_ipnet
NAME          TENANT PROPERTY  PERM VALUE                      DEFAULT   POSSIBLE
ORA/ora_ipnet ABC    pool      rw   192.168.1.20-192.168.1.30, --        --
                                    192.168.1.50-192.168.1.80  

この例では、VPort に割り当てられる IP アドレスは、プール 192.168.1.20-
192.168.1.30 および 192.168.1.50-192.168.1.80 内にあります。VPort に割り当て
ることができる IP アドレスはプール内に 42 個あるため、42 個の VPort を ORA に追加
できます。43 番目の VPort に割り当てることができる IP アドレスはプール内にない
ため、43 番目の VPort の追加は失敗します。

エラスティック仮想スイッチへの VPort の追加

エラスティック仮想スイッチに VPort を追加するには、evsadm add-vport コマンド
を使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm add-vport [-T tenant-name] [-p {prop=value[,...]}[,...]] EVS-switch-name/VPort-name

-p prop VPort に対して設定できる VPort プロパティーのコンマ区切りの
リストを指定します。サポートされている VPort プロパティーの
詳細は、表4を参照してください。

EVS-switch-
name/VPort-name

VPort が関連付けられたエラスティック仮想スイッチの名前を指
定します。

エラスティック仮想スイッチに VPort を追加する方法を示した例については、例
52「エラスティック仮想スイッチの構成」を参照してください。
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エラスティック仮想スイッチを構成する方法

始める前に エラスティック仮想スイッチを構成する計算ノード上に EVS コントローラを設定する
必要があります。詳細は、154 ページの「EVS コントローラを構成する方法」の手
順 2 を参照してください。

1. Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ管理者またはユー
ザーになります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. エラスティック仮想スイッチを作成します。

# evsadm create-evs [-T tenant-name] [-p {prop=value[,...]}[,..]] EVS-switch-name

詳細は、157 ページの「エラスティック仮想スイッチの作成」を参照してくださ
い。

注記 - 仮想ポートのプロパティーを明示的に設定すると、そのプロパティー値は対応
するエラスティック仮想スイッチのプロパティー値をオーバーライドします。

3. エラスティック仮想スイッチに IPnet を追加します。

# evsadm add-ipnet [-T tenant-name] -p subnet=value[{,prop=value[,...]}[,...]]
 \
EVS-switch-name/IPnet-name

詳細は、158 ページの「エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加」を参照し
てください。

4. (オプション) エラスティック仮想スイッチに VPort を追加します。

# evsadm add-vport [-T tenant-name] [-p {prop=value[,...]}[,...]] EVS-switch-name/VPort-name

エラスティック仮想スイッチに VPort を追加すると、IPnet アドレスの範囲からラン
ダムな MAC アドレスと IP アドレスが割り当てられます。そのため、最初に IPnet
をエラスティック仮想スイッチに追加してから、VPort を追加する必要がありま
す。evsadm add-vport コマンドの詳細は、159 ページの「エラスティック仮想ス
イッチへの VPort の追加」を参照してください。

注記 - エラスティック仮想スイッチに常に仮想ポートを追加する必要はありません。
VNIC を作成するときに指定できるのは、その VNIC が接続する必要があるエラス
ティック仮想スイッチの名前だけです。このような場合は、EVS コントローラがシス
テムの仮想ポートを生成します。これらの仮想ポートは、sys-vportname という命名
規則に従います (sys-vport0 など)。システムの仮想ポートはエラスティック仮想ス
イッチのプロパティーを継承します。
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5. (オプション) 構成したエラスティック仮想スイッチを表示します。

# evsadm

例   52 エラスティック仮想スイッチの構成

次の例は、エラスティック仮想スイッチ ORA を作成し、IPnet ora_ipnet を追加し、
VPort vport0 をエラスティック仮想スイッチに追加する方法を示しています。

# evsadm create-evs ORA
# evsadm add-ipnet -p subnet=192.168.10.0/24 ORA/ora_ipnet
# evsadm add-vport ORA/vport0
# evsadm
NAME          TENANT        STATUS VNIC         IP                HOST
ORA           sys-global    idle   --           ora_ipnet         --
   vport0     --            free   --           192.168.10.2/24   --

次の例は、テナント tenantA のエラスティック仮想スイッチ ORA を作成し、IPnet
ora_ipnet を追加し、VPort vport0 をエラスティック仮想スイッチに追加する方法を
示しています。

# evsadm create-evs -T tenantA ORA
# evsadm add-ipnet -T tenantA -p subnet=192.168.10.0/24 ORA/ora_ipnet
# evsadm add-vport -T tenantA ORA/vport0
# evsadm
NAME          TENANT        STATUS VNIC         IP                HOST
ORA           tenantA       idle   --           ora_ipnet         --
   vport0     --            free   --           192.168.10.2/24   --

フラットな EVS ネットワークを構成する方法

VLAN または VXLAN を使用する代わりに、フラットな L2 タイプのネット
ワークを使用すると、エラスティック仮想スイッチを実装できます。詳細
は、125 ページの「フラットな EVS ネットワーク」を参照してください。この手順
は、単一のシステムでフラットな EVS ネットワークを構成する方法を示しています。

1. Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ管理者またはユー
ザーになります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. EVS コントローラを構成します。

a.   EVS コントローラを設定します。

# evsadm set-prop -p controller=unix://

b.   EVS コントローラの uplink-port プロパティーを設定します。
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# evsadm set-controlprop [-h host] -p uplink-port=value [,flat=yes|no]

c.   (オプション) EVS コントローラに対して構成されている uplink-port プロパ
ティーを表示します。

# evsadm show-controlprop -o property,value,flat,vlan_range,vxlan_range,host -p uplink-port

3. l2-type プロパティーを flat に設定して、エラスティック仮想スイッチを作成しま
す。

# evsadm create-evs [-T tenant-name] -p l2-type=flat EVS-switch-name

注記 - l2-type プロパティーを vlan、vxlan、または flat に指定して EVS を作成し
たあとは、L2 タイプのネットワークを変更できません。

4. (オプション) 前の手順で作成した EVS の l2-type プロパティーを表示します。

# evsadm show-evsprop -p l2-type

5. (オプション) 構成した EVS を表示します。

# evsadm show-evs -L

EVS の構成後に、IPnet および VPort を追加できます。詳細は、160 ページの「エラ
スティック仮想スイッチを構成する方法」の手順 3 と 4 を参照してください。

例   53 フラットな EVS ネットワークの構成

この例は、フラットな EVS ネットワークを構成する方法を示しています。

# evsadm set-prop -p controller=unix://
# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net4,flat=yes
# evsadm show-controlprop -o property,value,flat,vlan_range,\
vxlan_range,host -p uplink-port
PROPERTY          VALUE       FLAT VLAN_RANGE  VXLAN_RANGE  HOST
uplink-port       net4        yes   --         --           --
# evsadm create-evs -p l2-type=flat evs0
# evsadm show-evsprop -p l2-type
EVS     TENANT        PROPERTY   PERM VALUE     DEFAULT      POSSIBLE
evs0    sys-global    l2-type    r-   flat      --           --
# evsadm show-evs -L
EVS           TENANT        L2TYPE VID  VNI
evs0          sys-global    flat   --   --

エラスティック仮想スイッチ用の VNIC の作成

dladm および zonecfg コマンドを使用して、エラスティック仮想スイッチ用の VNIC
を作成できるようになりました。
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エラスティック仮想スイッチの VNIC を作成する方法

始める前に evsadm set-prop コマンドを使用して、EVS ノードに controller プロパティーを
設定する必要があります。詳細は、154 ページの「EVS コントローラを構成する方
法」を参照してください。

1. Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ管理者またはユー
ザーになります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. エラスティック仮想スイッチの VNIC を構成します。

# dladm create-vnic -t -c EVS-switch-name[/VPort-name] [-T tenant-name] VNIC-name

-t VNIC を一時的なものとして指定します。

-c EVS-switch-
name[/VPort-name]

VNIC を接続する必要があるエラスティック仮想スイッチの名前
を指定します。VPort の名前を指定すると、VNIC が指定された
VPort に接続されます。VPort 名を指定しない場合は、システムが
自動的に VPort を生成し、VNIC に VPort を割り当てます。エラス
ティック仮想スイッチに VNIC が接続されると、VNIC は指定さ
れたエラスティック仮想スイッチまたは VPort のいずれかからプ
ロパティーを継承します。

-T tenant-name エラスティック仮想スイッチを所有するテナントの名前を指定し
ます。テナントを指定しないと、システムはデフォルトの sys-
global テナントを仮定します。

VNIC-name VNIC の名前。

3. (オプション) エラスティック仮想スイッチに接続された VNIC に関する情報を表示し
ます。

# dladm show-vnic -c

-c オプションは、エラスティック仮想スイッチに接続されている VNIC に関する情報
を表示します。

例   54 エラスティック仮想スイッチ用の VNIC の作成

この例は、一時的な VNIC vnic1 を作成し、エラスティック仮想スイッチ ORA と
VPort vport0 に VNIC を接続する方法を示しています。

# dladm create-vnic -t -c ORA/vport0 vnic1
# dladm show-vnic -c
LINK     TENANT        EVS      VPORT       OVER              MACADDRESS        IDS
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vnic1    sys-global    ORA      vport0      evs-vxlan10000    2:8:20:b0:6e:63   VID:0

エラスティック仮想スイッチの VNIC anet リソースの作成

拡張された zonecfg コマンドを使用すると、エラスティック仮想スイッチのゾーンの
VNIC anet リソースを構成できます。

ゾーンを構成する際は、anet リソースに次のプロパティーを設定できます。

■ tenant – テナントの名前を指定します。ゾーンを構成するときに値を指定しない
と、システムがデフォルト値、sys-global テナントを割り当てます。

■ vport – VPort の名前を指定します。ゾーンを構成するときに値を指定しないと、
システム VPort が自動的にエラスティック仮想スイッチに対して生成され、VPort
はエラスティック仮想スイッチのプロパティーを継承します。

■ evs – anet リソースを接続する必要のあるエラスティック仮想スイッチの名前を
指定します。

データセンターまたはマルチテナントクラウド環境内の VPort は、テナント名、エ
ラスティック仮想スイッチ名、および VPort 名によって一意に識別されます。詳細
は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』を参照してください。

例   55 エラスティック仮想スイッチの VNIC anet リソースの作成

この例は、テナント tenantA の ORA および vport0 に接続されている、VNIC anet リ
ソース evszone/net1 を含むゾーンを作成する方法を示しています。

# zonecfg -z evszone
Use 'create' to begin configuring a new zone
zonecfg:evszone> create
create: Using system default template 'SYSdefault'
zonecfg:evszone> set zonepath=/export/zones/evszone
zonecfg:evszone> set tenant=tenantA
zonecfg:evszone> add anet
zonecfg:evszone:net> set evs=ORA
zonecfg:evszone:net> set vport=vport0
zonecfg:evszone:net> end
zonecfg:evszone> exit
# zoneadm -z evszone install
# zoneadm -z evszone boot
# zlogin -C evszone
# dladm show-vnic -c
LINK          TENANT   EVS  VPORT   OVER  MACADDRESS       IDS
evszone/net1  tenantA  ORA  vport0  net2  2:8:20:89:a1:97  VID:200

evszone がブートするときに、VNIC anet evszone/net1 が VPort ORA/vport0
の MAC アドレス、IP アドレス、および SLA プロパティーに関連付けられま
す。エラスティック仮想スイッチのゾーンの VNIC anet リソースの構成の詳細
は、183 ページの「ユースケース: エラスティック仮想スイッチの構成」を参照して
ください。
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エラスティック仮想スイッチ、IPnet、および VPort の管理

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチ、IPnet、および VPort を管理する
方法について説明します。エラスティック仮想スイッチ、IPnet、および VPort を構成
する方法の詳細は、156 ページの「エラスティック仮想スイッチの構成」を参照し
てください。

エラスティック仮想スイッチの管理

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチに対して次のタスクを実行する方
法について説明します。

■ エラスティック仮想スイッチに関する情報の表示
■ エラスティック仮想スイッチのプロパティーの設定
■ エラスティック仮想スイッチのプロパティーの表示

エラスティック仮想スイッチ情報の表示

エラスティック仮想スイッチの情報を表示するには、evsadm show-evs コマンドを使
用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm show-evs [-f {fname=value[,...]}[,...]] [-L] [[-c] -o field[,...]] [EVS-switch-name]

-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られた
名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されている場
合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果です。
フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィルタ値
間での OR 演算の結果です。サポートされるフィルタは次のとお
りです。
■ tenant
■ evs
■ host
■ ipnet
■ vport

-L エラスティック仮想スイッチに関連付けられた L2 セグメントを
表示します。さらに、エラスティック仮想スイッチに関連付けら
れた VLAN ID または VXLAN セグメント ID が表示されます。
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-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します。

EVS エラスティック仮想スイッチの名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

STATUS エラスティック仮想スイッチのステータス
(アイドルまたはビジー)。VNIC が接続され
ている VPort が 1 つ以上ある場合、エラス
ティック仮想スイッチはビジーです。

NVPORTS エラスティック仮想スイッチに関連付けられ
た仮想ポートの数。

IPNETS EVS に関連付けられた IP ネットワークのリ
スト。現在、エラスティック仮想スイッチに
関連付けることができる IP ネットワークは 1
つだけです。

HOST エラスティック仮想スイッチが複数のシステ
ムにまたがるホストのリスト。

例   56 エラスティック仮想スイッチ情報の表示

次の例では、エラスティック仮想スイッチ ORA の情報が表示されます。

# evsadm show-evs ORA
EVS           TENANT        STATUS NVPORTS IPNETS      HOST
ORA           sys-global    busy   1       ora_ipnet   s11-client

次の例では、エラスティック仮想スイッチ ORA に関連付けられた VLAN ID が表示さ
れます。

# evsadm show-evs -L
EVS           TENANT      L2TYPE  VID  VNI
ORA           tenantA     VLAN    200  --

出力には次の情報が表示されます。

EVS エラスティック仮想スイッチの名前

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナントの名前
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L2TYPE L2 ネットワークのタイプ

VID エラスティック仮想スイッチの実装に使用される VLAN ID

VNI エラスティック仮想スイッチの実装に使用される VXLAN セグメ
ント ID

エラスティック仮想スイッチのプロパティーの設定

エラスティック仮想スイッチのプロパティーを設定するには、evsadm set-evsprop
コマンドを使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-evsprop [-T tenant-name] -p prop=value[,...] EVS-switch-name

-p prop 指定したエラスティック仮想スイッチのプロパティーの値を設定
します。
EVS は次のプロパティーをサポートします。
■ maxbw - 指定したエラスティック仮想スイッチに接続するすべ

ての仮想ポートの全二重帯域幅を設定します。この帯域幅は、
スケール接尾辞 (K ビット/秒、M ビット/秒、G ビット/秒を示
す K、M、G) が付いた整数として指定されます。単位が指定さ
れていない場合、入力値は M ビット/秒として読み取られま
す。デフォルトでは、帯域幅の制限はありません。

■ priority - 指定したエラスティック仮想スイッチに接続する
すべての仮想ポートのデフォルトの優先度を設定します。指
定できる値は、high、medium、または low です。デフォルト
値は medium です。この優先順位は、回線上のどのプロトコル
優先順位フィールドでも反映されませんが、システム内のパ
ケット処理スケジューリングに使用されます。優先順位の高い
VPort では、システムリソースの可用性に応じて待機時間が短
縮されます。

例   57 エラスティック仮想スイッチのプロパティーの設定

この例は、エラスティック仮想スイッチ ORA のプロパティーを設定する方法を示して
います。

# evsadm set-evsprop -p maxbw=200 ORA
# evsadm set-evsprop -p priority=high ORA
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エラスティック仮想スイッチのプロパティーの表示

エラスティック仮想スイッチのプロパティーを表示するには、evsadm show-evsprop
コマンドを使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm show-evsprop [-f {fname=value[,...]}[,...] [[-c] -o field[,...]] \
[-p prop[,...]] [EVS-switch-name]

-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られた
名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されている場
合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果です。
フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィルタ値
間での OR 演算の結果です。サポートされるフィルタは次のとお
りです。
■ tenant – エラスティック仮想スイッチのプロパティーをテナ

ント名でフィルタ処理します
■ evs – エラスティック仮想スイッチのプロパティーをエラス

ティック仮想スイッチ名でフィルタ処理します
■ host – エラスティック仮想スイッチのプロパティーをホスト

名でフィルタ処理します

例58「エラスティック仮想スイッチのプロパティーの表示」に
は、フィルタ値に基づいた出力を示しています。

注記 - エラスティック仮想スイッチは、そのプロパティー値を使用してフィルタ処理
できます。例66「VPort のプロパティーの表示」を参照してください。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します。

EVS エラスティック仮想スイッチの名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

PROPERTY エラスティック仮想スイッチのプロパティー
の名前。

PERM プロパティーの読み取り権または書き込み
権。表示される値は、r- または rw のいずれ
かです。
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VALUE 現在のプロパティー値。値が設定されていな
い場合は、-- と表示されます。値が不明な場
合は、? と表示されます。

DEFAULT プロパティーのデフォルト値。プロパティー
にデフォルト値がない場合は、-- が表示され
ます。

POSSIBLE プロパティーに指定可能な値のコンマ区切り
のリスト。指定可能な値が不明または無限の
場合は、-- が表示されます。

例   58 エラスティック仮想スイッチのプロパティーの表示

次の例では、エラスティック仮想スイッチ ORA 用に構成されたプロパティーが表示さ
れます。

# evsadm show-evsprop ORA  
EVS      TENANT        PROPERTY  PERM VALUE     DEFAULT   POSSIBLE
ORA      sys-global    maxbw     rw   200       --        --
ORA      sys-global    priority  rw   high      medium    low,medium,high
ORA      sys-global    tenant    r-   --        --        --

次の例では、エラスティック仮想スイッチ HR および ORA の出力が表示されます。こ
の例では、evs フィルタを指定して、エラスティック仮想スイッチ HR および ORA の
出力を取得します。

# evsadm show-evsprop -f evs=HR,ORA
EVS         TENANT        PROPERTY  PERM VALUE     DEFAULT   POSSIBLE
HR          tenantA       maxbw     rw   300       --        --
HR          tenantA       priority  rw   --        medium    low,medium,high
HR          tenantA       tenant    r-   --        --        --
ORA         sys-global    maxbw     rw   --        --        --
ORA         sys-global    priority  rw   --        medium    low,medium,high
ORA         sys-global    tenant    r-   --        --        --

例   59 エラスティック仮想スイッチの UUID の表示

この例は、エラスティック仮想スイッチ evs1 の UUID を表示する方法を示していま
す。

# evsadm show-evsprop -p uuid -o evs,tenant,property,perm,value evs1
EVS       TENANT        PROPERTY   PERM VALUE
evs1      sys-global    uuid       r-   5c5b7120-95cc-11e4-ab91-171c32874415
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IPnet 構成の管理

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチ用の IPnet を追加したあとで、
IPnet に対して次のタスクを実行する方法について説明します。

■ IPnet のプロパティーの設定
■ IPnet に関連付けられたプロパティーの表示
■ エラスティック仮想スイッチ用に構成された IPnet の削除
■ IPnet に関する情報の表示

IPnet のプロパティーの設定

evsadm-setipnetprop コマンドを使用して、IPnet のプロパティーを設定します。コ
マンドの構文は次のとおりです。
# evsadm set-ipnetprop [-T tenant-name] -p
 prop=[value[,...]]\
EVS-switch-name/IPnet-name

プロパティーの値を指定しない場合、IPnet に関連付けられたプロパティーはデ
フォルト値にリセットされます。IPnet に対して設定できるプロパティーの詳細
は、158 ページの「エラスティック仮想スイッチへの IPnet の追加」を参照してく
ださい。

例   60 IPnet のプロパティーの設定

この例は、IPnet ora_ipnet の pool プロパティーを設定する方法を示しています。
# evsadm set-ipnetprop -T ABC -p pool=192.168.1.10-192.168.1.15 ORA/ora_ipnet

この例では、ABC はテナントの名前で、ORA は EVS の名前です。

IPnet のプロパティーの表示

evsadm-showipnetprop コマンドを使用して、IPnet に関連付けられたプロパティーを
表示します。コマンドの構文は次のとおりです。
# evsadm show-ipnetprop [-f {fname=value[,...]}[,...]] [[-c] -o field[,...]] \
[-p prop[,...]] [IPnet-name]

-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られた
名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されている場
合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果です。
フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィルタ値
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間での OR 演算の結果です。サポートされるフィルタは次のとお
りです。
■ tenant – IPnet のリストをテナント名でフィルタ処理します
■ evs – IPnet のリストをエラスティック仮想スイッチ名でフィル

タ処理します
■ ipnet – IPnet のリストを IPnet 名でフィルタ処理します
■ host – IPnet のリストをホスト名でフィルタ処理します

注記 - IPnet は、そのプロパティー値を使用してフィルタ処理できます。例66「VPort
のプロパティーの表示」を参照してください。

-p prop IPnet に関連付けられたプロパティーを指定します。詳細
は、158 ページの「エラスティック仮想スイッチへの IPnet の
追加」を参照してください。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します。

NAME EVS-switch-name/IPnet-name の形式で関連付け
られたエラスティック仮想スイッチの名前を
持つ IPnet の名前。

IPnet IPnet の名前。

EVS エラスティック仮想スイッチの名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

PROPERTY IPnet プロパティーの名前。

PERM プロパティーの権限 (rw または r- のいずれ
か)。

VALUE プロパティーの現在の値。値を設定しない場
合は、-- と表示されます。値が不明な場合
は、? と表示されます。

DEFAULT プロパティーのデフォルト値。プロパティー
にデフォルト値がない場合は、-- と表示され
ます。
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POSSIBLE プロパティーに指定可能な値のコンマ区切り
のリスト。指定可能な値が不明または無限の
場合は、-- が表示されます。

例   61 IPnet のプロパティーの表示

この例は、IPnet ora_ipnet のプロパティーを表示する方法を示しています。

# evsadm show-ipnetprop ora_ipnet
NAME              TENANT   PROPERTY  PERM VALUE                      DEFAULT   POSSIBLE
ORA/ora_ipnet     ABC      evs       r-   ORA                        --        --
ORA/ora_ipnet     ABC      subnet    r-   192.168.1.0/24             --        --
ORA/ora_ipnet     ABC      defrouter r-   192.168.1.1                --        --
ORA/ora_ipnet     ABC      pool      rw   192.168.1.20-192.168.1.30, --        --
                                          192.168.1.50-192.168.1.80  
ORA/ora_ipnet     ABC      tenant    r-   ABC                        --        --

例   62 IPnet の UUID の表示

この例は、IPnet evs1/ipnet1 の UUID を表示する方法を示しています。

# evsadm show-ipnetprop -p uuid -o name,tenant,property,perm,value evs1/ipnet1
NAME         TENANT      PROPERTY  PERM VALUE
evs1/ipnet1  sys-global  uuid      r-   d2698f0c-96ba-11e4-ab94-171c32874415

IPnet の削除

エラスティック仮想スイッチ用に構成された IPnet を削除するには、evsadm remove-
ipnet コマンドを使用します。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm remove-ipnet [-T tenant-name] EVS-switch-name/IPnet-name 

このコマンドは、指定されたエラスティック仮想スイッチから指定された IPnet を削
除します。VPort のいずれかが使用中の場合、IPnet を削除することはできません。
VPort が使用中になるのは、それに VNIC が接続されている場合です。

例   63 エラスティック仮想スイッチ用に構成された IPnet の削除

この例は、エラスティック仮想スイッチ ORA から IPnet ora_ipnet を削除する方法を
示しています。

# evsadm remove-ipnet ORA/ora_ipnet
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IPnet の表示

EVS コントローラによって管理された IPnet、または指定された IPnet に関する情報を
表示するには、evsadm show-ipnet コマンドを使用します。コマンドの構文は次のと
おりです。

# evsadm show-ipnet [-f {fname=value[,...]}[,...]] [[-c] -o field[,...]] [IPnet-name]

-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られ
た名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されてい
る場合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果で
す。フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィ
ルタ値間での OR 演算の結果です。サポートされているフィルタ
は、tenant、evs、ipnet、および host です。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。

all すべての出力フィールドを表示します。

NAME 関連付けられているエラスティック仮想ス
イッチの名前付きの、IPnet の名前。

IPNET IPnet の名前。

EVS エラスティック仮想スイッチの名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

SUBNET この IPnet のサブネット (IPv4 または IPv6 の
どちらか) を表します。

START IP アドレス範囲の開始アドレス。

END IP アドレス範囲の終了アドレス。

DEFROUTER 指定された IPnet のデフォルトルーターの IP
アドレス。

AVAILRANGE VPort に割り当てることのできる使用可能な
IP アドレスのコンマ区切りリスト。
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例   64 エラスティック仮想スイッチの IPnet の表示

この例では、エラスティック仮想スイッチ ORA 用に構成された IPnet が表示されま
す。

# evsadm show-ipnet
NAME          TENANT     SUBNET          DEFROUTER    AVAILRANGE
ORA/ora_ipnet sys-global 192.168.10.0/24 192.168.10.1 192.168.10.3-192.168.10.254

VPort 構成の管理

このセクションでは、VPort に対して次のタスクを実行する方法について説明しま
す。

■ VPort のプロパティーの設定
■ VPort に関連付けられたプロパティーの表示
■ VPort に関する情報の表示
■ VPort のリセット
■ VPort の削除

VPort のプロパティーの設定

VPort のプロパティーを設定するには、evsadm set-vportprop コマンドを使用しま
す。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-vportprop [-T tenant-name] -p prop=value[,...] EVS-switch-name/VPort-name

-T tenant-name テナントの名前を指定します。

-p prop=value[...,] 指定した VPort のプロパティーの値を指定します。VPort に VNIC
が接続されている場合は、その VPort のプロパティーを設定する
と VNIC のプロパティーが変更されます。VPort プロパティーの
詳細は、表4を参照してください。

注記 - システム VPort のプロパティーを変更することはできません。システム VPort に
ついての詳細は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」を
参照してください。

EVS-switch-
name/VPort-name

プロパティーが設定されているエラスティック仮想スイッチまた
は VPort の名前を指定します。
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注記 - VPort の作成後に ipaddr、macaddr、evs、および tenant プロパティーを変更
することはできません。

例   65 VPort のプロパティーの設定

この例は、HR/vport0 の最大帯域幅のプロパティーを 1G に設定する方法を示してい
ます。
# evsadm set-vportprop -p maxbw=1G HR/vport0

VPort のプロパティーの表示

VPort のプロパティーを表示するには、evsadm show-vportprop コマンドを使用しま
す。コマンドの構文は次のとおりです。
# evsadm show-vportprop [-f {fname=value[,...]}[,...] [[-c] -o field[,...]] \
[-p prop[,...]] [[EVS-switch-name]/[VPort-name]]

このコマンドは、すべての VPort または指定された VPort のいずれかの、1 つ以上の
プロパティーの現在の値を表示します。VPort プロパティーが指定されていない場合
は、使用可能なすべての VPort プロパティーが表示されます。VPort プロパティーの
詳細は、表4を参照してください。

[-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られた
名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されている場
合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果です。
フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィルタ値
間での OR 演算の結果です。サポートされるフィルタは次のとお
りです。
■ tenant – VPort のプロパティーをテナント名でフィルタ処理し

ます
■ EVS – VPort のプロパティーをエラスティック仮想スイッチ名

でフィルタ処理します
■ vport – VPort のプロパティーを VPort 名でフィルタ処理しま

す
■ host – VPort のプロパティーをホスト名でフィルタ処理します

注記 - VPort は、そのプロパティー値を使用してフィルタ処理できます。例66「VPort
のプロパティーの表示」を参照してください。

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。
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all すべての出力フィールドを表示します。

NAME VPort が EVS-switch-name/VPort-name の形式
で関連付けられているエラスティック仮想ス
イッチの名前を持つ VPort の名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

PROPERTY VPort プロパティーの名前。

PERM プロパティーの読み取り権または書き込み
権。表示される値は、r- または rw のいずれ
かです。

VALUE 現在のプロパティー値。値が設定されていな
い場合は、-- と表示されます。値が不明な場
合は、? と表示されます。

DEFAULT プロパティーのデフォルト値。プロパティー
にデフォルト値がない場合は、-- が表示され
ます。

POSSIBLE プロパティーに指定可能な値のコンマ区切り
のリスト。値に数値の範囲がある場合は、短
縮形としてmin-maxが表示される可能性があ
ります。指定可能な値が不明または無限の場
合は、--が表示されます。

例   66 VPort のプロパティーの表示

次の例では、VPort vport0 の VPort プロパティーを表示します。

# evsadm show-vportprop ORA/vport0  
NAME          TENANT      PROPERTY  PERM VALUE          DEFAULT    POSSIBLE
ORA/vport0    sys-global  cos       rw   --              0         0-7
ORA/vport0    sys-global  maxbw     rw   --              --        --
ORA/vport0    sys-global  priority  rw   --              medium    low,medium,high
ORA/vport0    sys-global  ipaddr    r-   192.168.10.2/24 --        --
ORA/vport0    sys-global  macaddr   r-   2:8:20:b0:6e:63 --        --
ORA/vport0    sys-global  evs       r-   ORA             --        --
ORA/vport0    sys-global  tenant    r-   sys-global      --        --

次の例は、そのプロパティーの値を使用して仮想ポートをフィルタ処理する方法を示
しています。

# evsadm show-vportprop -p priority
NAME              TENANT      PROPERTY  PERM VALUE         EFFECTIVE POSSIBLE
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evs1/vport0       sys-global  priority  rw   --            medium    low,
                                                                     medium,
                                                                     high
evs1/vport1       sys-global  priority  rw   high          high      low,
                                                                     medium,
                                                                     high
evs1/vport2       sys-global  priority  rw   --            medium    low,
                                                                     medium,
                                                                     high
# evsadm show-vport -f priority=high
NAME                TENANT        STATUS VNIC         HOST
evs1/vport1         sys-global    free   --           --

出力は、priority プロパティーが high に設定されている VPort evs1/vport1 のみを
示しています。

例   67 VPort の UUID の表示

この例は、VPort evs1/vport1 の UUID を表示する方法を示しています。

# evsadm show-vportprop -p uuid -o name,tenant,property,perm,value evs1/vport1
NAME          TENANT      PROPERTY  PERM VALUE
evs1/vport1   sys-global  uuid      r-   7d4c90e0-96bb-11e4-ab96-171c32874415

VPort の表示

VPort を表示するには、evsadm show-vport コマンドを使用します。コマンドの構文
は次のとおりです。

# evsadm show-vport [-f {fname=value[,...]}[,...]] [[-c] -o field[,...]] \
[[EVS-switch-name/][VPort-name]]

-f
{fname=value[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られた
名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されている場
合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果です。
フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィルタ値
間での OR 演算の結果です。サポートされるフィルタは次のとお
りです。
■ tenant – VPort のリストをテナント名でフィルタ処理します
■ EVS – VPort のリストをエラスティック仮想スイッチ名でフィ

ルタ処理します
■ vport – VPort のリストを VPort 名でフィルタ処理します
■ host – VPort のリストをホスト名でフィルタ処理します

-o field[,...] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。
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all すべての出力フィールドを表示します。

NAME EVS-switch-name/VPort-name の形式で関連付け
られているエラスティック仮想スイッチの名
前を持つ VPort の名前。

TENANT エラスティック仮想スイッチを所有するテナ
ントの名前。

STATUS VPort が使用中か開放されているかを表示
します。VPort が VNIC に関連付けられてい
る場合、VPort は使用中です。それ以外の場
合、VPort は開放されています。

VNIC この VPort に関連付けられた VNIC の名前。

HOST この VPort に関連付けられた VNIC が存在す
るホストの名前。

例   68 VPort 情報の表示

この例では、VPort vport0 に関する情報が表示されます。

# evsadm show-vport
NAME            TENANT        STATUS VNIC      HOST
ORA/vport0      sys-global    used   vnic1     s11-client 

VPort のリセット

VPort に関連付けられた VNIC を削除すると、その VPort の状態は free になります。
VPort が次の状況にあると、その VPort に関連付けられた VNIC を削除しても VPort が
used 状態になる場合があります。

■ EVS ノード内の VNIC を削除したときに、EVS ノードが EVS コントローラにアク
セスできない。

■ VPort に関連付けられた VNIC が、EVS ノードをリブートする前に削除されない。

VPort の状態を free にリセットするには、evsadm reset-vport コマンドを使用しま
す。コマンドの構文は次のとおりです。

# evsadm reset-vport [-T tenant-name] EVS-switch-name/VPort-name
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VPort の削除

VNIC が VPort に関連付けられている場合、VPort の削除は失敗します。そのため、ま
ず evsadm show-vport コマンドを使用して、削除する VPort に VNIC が関連付けられ
ているかどうかを確認する必要があります。エラスティック仮想スイッチから VPort
を削除するには、evsadm remove-vport コマンドを使用します。コマンドの構文は次
のとおりです。

# evsadm remove-vport [-T tenant-name] EVS-switch-name/VPort-name

このコマンドでは指定された VPort を削除します。VPort が削除されると、その VPort
に関連付けられた IP アドレスと MAC アドレスが解放されます。

例   69 VPort の削除

この例は、エラスティック仮想スイッチ ORA 用に構成された VPort vport0 を削除する
方法を示しています。

# evsadm remove-vport -T tenantA ORA/vport0

エラスティック仮想スイッチの削除

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチを削除する方法について説明しま
す。エラスティック仮想スイッチを削除できるのは、エラスティック仮想スイッチの
すべての VPort が開放されている場合のみです。したがって、VPort を VNIC に関連付
けることはできません。

エラスティック仮想スイッチを削除する方法

1. Elastic Virtual Switch Administration 権利プロファイルを持つ管理者またはユー
ザーになります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. VPort がエラスティック仮想スイッチで使用されるかどうかを確認します。
# evsadm show-evs

You cannot delete an elastic virtual switch if a VPort is in use. VNIC が VPort に接続されて
いる場合、VPort は使用中です。evsadm show-evs コマンド出力の STATUS フィール
ドには、エラスティック仮想スイッチがビジーかアイドルかが表示されます。
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VPort が使用中の場合は、VPort に関連付けられた VNIC を次のように削除する必要が
あります。

# dladm delete-vnic VNIC

3. エラスティック仮想スイッチを削除します。

# evsadm delete-evs [-T tenant-name] EVS-switch-name

このコマンドは、指定されたエラスティック仮想スイッチと、そのエラスティック仮
想スイッチに関連付けられたすべての VPort および IPnet を削除します。

例   70 エラスティック仮想スイッチの削除

次の例は、エラスティック仮想スイッチ ORA を削除する方法を示しています。

# evsadm show-evs
EVS           TENANT        STATUS NVPORTS IPNETS      HOST
ORA           sys-global    idle   0       ora_ipnet   --
# evsadm delete-evs ORA
# evsadm show-evs ORA
evsadm: failed to show EVS(s): evs not found

次の例は、ビジーであるエラスティック仮想スイッチ EVS1 を削除する方法を示して
います。

# evsadm show-evs EVS1
EVS           TENANT        STATUS NVPORTS IPNETS      HOST
EVS1          sys-global    busy   1       evs1_ipnet  s11-server
# evsadm show-vport EVS1/vport1
NAME                TENANT        STATUS VNIC         HOST
EVS1/vport1         sys-global    used   vnic1        s11-server
# dladm delete-vnic vnic1
# evsadm show-evs EVS1
EVS           TENANT        STATUS NVPORTS IPNETS      HOST
EVS1          sys-global    idle   1       evs1_ipnet  --
# evsadm delete-evs EVS1
# evsadm show-evs EVS1
evsadm: failed to show EVS(s): evs not found

エラスティック仮想スイッチのモニタリング

エラスティック仮想スイッチの仮想ポートのネットワークトラフィック統計をモニ
ターして、次の情報を取得できます。

■ VM によって送受信されたネットワークトラフィックの量。これにより、その VM
上のワークロードに関する情報が提供されます。

■ インバウンド (idrops) およびアウトバウンド (odrops) が中断されたパケットの
数。これらの値は障害のあるネットワークに関する情報を提供します。
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■ 容量計画を行う際に役立つ、計算ノード上のすべての VM で送受信されるネット
ワークトラフィックの量。

エラスティック仮想スイッチをモニターするには、evsstat コマンドを使用しま
す。evsstat コマンドは、エラスティック仮想スイッチの各 VPort の実行時統計情報
を報告します。また、VPort に関連付けられた VNIC の統計情報も報告します。EVS
と仮想ポートについての詳細は、evsadm(1M) のマニュアルページを参照してくださ
い。

evsstat コマンドは RAD (Remote Administration Daemon) クライアントであり、リ
モート EVS コントローラと通信してすべての evsstat サブコマンドを実行しま
す。evsstat コマンドを使用する前に、evsadm set-prop コマンドを使用して、EVS
コントローラの解決可能なホスト名または IP アドレスを指定する必要があります。コ
マンドの構文は次のとおりです。

# evsadm set-prop -p controller=ssh://[username@]hostname-or-IP-address

さらに、evsstat コマンドを実行するホストと EVS コントローラの間に事前共有され
た公開鍵を使用した SSH 認証を設定する必要があります。evsstat コマンドが EVS
コントローラと非対話形式で、セキュアに通信できるようにするには、事前共有され
た公開鍵を使用した SSH 認証が必要です。詳細は、148 ページの「SSH 認証の設
定」を参照してください。

evsstat のコマンド構文は次のとおりです。

# evsstat [-f {fname=value[,...]}[,...] [[-c] -o field[,...]] [-u R|K|M|G|T|P] \
[EVS-switch-name[/VPort-name]] [interval] [count]

EVS-switch-name 統計をモニターするエラスティック仮想スイッチの名前を指定し
ます。エラスティック仮想スイッチの名が指定されていない場合
は、すべてのエラスティック仮想スイッチの統計情報が表示され
ます。

VPort-name 統計をモニターする VPort の名前を指定します。指定された
VPort に接続された VNIC の統計情報のみが表示されます。エラ
スティック仮想スイッチの名前を指定してから、VPort の名前を
指定する必要があります。

-f {fname=val[,...]}
[,...]

出力をフィルタ処理するために使用される、コンマで区切られ
た名前と値のペア (行の選択)。複数のフィルタが指定されてい
る場合、表示される出力は、フィルタ間での AND 演算の結果で
す。フィルタ値が複数値である場合、表示される出力は、フィ
ルタ値間での OR 演算の結果です。サポートされているフィルタ
は、tenant、evs、および host です。

-o field[,...]] 表示する出力フィールドのコンマ区切りのリストを指定します
(大文字と小文字は区別されません)。出力に列として表示される
次のフィールドを指定できます。
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■ vport
■ evs
■ tenant
■ vnic
■ host
■ ipkts
■ rbytes
■ opkts
■ idrops
■ odrops

-u R|K|M|G|T|P 統計情報を表示する単位を指定します。指定しない場合、必要に
応じて異なる単位が使用され、xy.zU 形式で統計情報が表示され
ます (x、y、および z は数値、U は該当する単位です)。サポート
される単位は次のとおりです。
■ R – raw カウント
■ K – キロビット
■ M – メガビット
■ G – ギガビット
■ T – テラビット
■ P – ペタビット

interval ネットワーク統計をリフレッシュする時間を秒数で指定します。

count 統計情報をリフレッシュする回数を指定します。間隔を指定して
から、数を指定する必要があります。

例   71 エラスティック仮想スイッチのモニタリング

次の例では、すべてのエラスティック仮想スイッチの統計情報が表示されます。

# evsstat
VPORT        EVS      TENANT       IPKTS     RBYTES      OPKTS   OBYTES
sys-vport0   ORA      sys-global   101.88K   32.86M      40.16K  4.37M
sys-vport2   ORA      sys-global   4.50M     6.78G       1.38M   90.90M
sys-vport0   HR       sys-global   132.89K   12.25M      236     15.82K
sys-vport1   HR       sys-global   144.47K   13.32M      247     16.29K

次の例では、指定したエラスティック仮想スイッチ evs0 の統計情報が表示されま
す。

# evsstat ORA
VPORT         EVS      TENANT       IPKTS     RBYTES    OPKTS    OBYTES
sys-vport0    ORA      sys-global   101.88K   32.86M    40.16K   4.37M
sys-vport2    ORA      sys-global   4.50M     6.78G     1.38M    90.90M
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次の例では、指定した VPort evs0/sys-vport2 の統計情報が表示されます。

# evsstat ORA/sys-vport2
VPORT        EVS     TENANT       IPKTS   RBYTES   OPKTS  OBYTES
sys-vport2   ORA     sys-global   4.50M   6.78G    1.38M  90.90M

次の例は、間隔値が 1 秒、カウント値が 3 の VPort の統計情報を示しています。この
統計情報は 1 秒の間隔で 3 回リフレッシュされます。

# evsstat ORA/sys-vport2 1 3
VPORT         EVS      TENANT       IPKTS   RBYTES   OPKTS  OBYTES
sys-vport2    ORA      sys-global   4.50M   6.78G    1.38M  90.90M
sys-vport2    ORA      sys-global   4.50M   6.78G    1.38M  90.90M
sys-vport2    ORA      sys-global   4.50M   6.78G    1.38M  90.90M

次の例は、指定された出力フィールドの統計を示しています。

# evsstat -o vport,evs,vnic,host,ipkts,opkts
VPORT          EVS      VNIC      HOST    IPKTS     OPKTS
sys-vport0     ORA      vnic0     host1   101.88K   40.16K
sys-vport2     ORA      vnic0  host2   4.50M     1.38M
sys-vport0     HR       vnic1     host1   132.89K   236
sys-vport1     HR       vnic1     host2   144.47K   247

エラスティック仮想スイッチのユースケースの例

このセクションでは、エラスティック仮想スイッチを構成する方法を説明するユース
ケースの例を示します。

ユースケース: エラスティック仮想スイッチの構成

目的 – このユースケースは、2 つの計算ノードにまたがるエラスティック仮想スイッ
チ (EVS1) を設定する方法を示しています。

このユースケースでは、CN1 上の VNIC vnic0 とゾーン z1 の VNIC anet をエラス
ティック仮想スイッチ EVS1 に接続して、それらが同じ L2 セグメントの一部となり、
VLAN 上で相互に通信できるようにします。次の図は、2 つの計算ノードにまたがる
エラスティック仮想スイッチ (EVS1) を示しています。
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図   20 エラスティック仮想スイッチ構成

この図は、次のコンポーネントを含む 4 つのノードがあるネットワークを示していま
す。

■ 2 つの計算ノード (CN1 および CN2)
■ VNIC anet リソースを含む CN2 上のゾーン z1 (z1/net0)
■ CN1 上の VNIC vnic0
■ EVS コントローラとして機能するノード (evs-controller.example.com)
■ evsadm コマンドを実行する必要のある EVS マネージャーとして機能するノード

(MANAGER)
■ エラスティック仮想スイッチ EVS1 を実装する VLAN
■ uplink-port (VLAN に使用するデータリンクを指定します)
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注記 - 4 つのすべてのノードは単一のシステム上に存在できます。EVS コントローラと
EVS マネージャーは同じシステム上に存在できます。

エラスティック仮想スイッチの設定の計画

1. 必須の EVS パッケージをインストールします。
必須パッケージの詳細は、135 ページの「EVS を使用するための必須パッケー
ジ」を参照してください。

注記 - evsuser は、pkg:/service/network/evs パッケージをインストールした
ときに作成される特定のユーザーです。ユーザー evsuser には、Elastic Virtual
Switch Administration 権利プロファイルが割り当てられます。このプロファイル
は、EVS 操作を実行するために必要なすべての承認と特権を提供します。

2. EVS 設定の次のコンポーネント間に evsuser の事前共有された公開鍵を使用した
SSH 認証を設定します。
■ EVS マネージャーと EVS コントローラ
■ 各 EVS ノードと EVS コントローラ
■ EVS コントローラと各 EVS ノード

詳細は、148 ページの「SSH 認証の設定」を参照してください。

注記 - このユースケースでは、EVS ノード、EVS マネージャー、および EVS コ
ントローラ上で controller プロパティーが ssh://evsuser@evs-controller.
example.com に設定されていることを前提にしています。

3. EVS コントローラを構成します。

a. ネットワークで EVS コントローラとして計算ノードを指定してから、
計算ノードが EVS コントローラと通信できるように各計算ノード上に
EVS コントローラを設定します。コントローラのプロパティーは、その
EVS コントローラと通信できる任意の計算ノードから設定できます。詳細
は、156 ページの「エラスティック仮想スイッチの構成」を参照してくださ
い。

b. プロパティー l2-type、vlan-range、および uplink-port を指定します。そ
れ以外の場合は、エラスティック仮想スイッチを作成できません。

4. エラスティック仮想スイッチを作成します。IPnet を関連付けて、エラスティック
仮想スイッチに VPort を追加する必要があります。

5. CN1 上に一時的な VNIC を作成し、エラスティック仮想スイッチの VPort に VNIC
を接続します。
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6. ゾーン z1 に VNIC anet リソースを作成し、それをエラスティック仮想スイッチ
に接続します。

EVS マネージャーの操作

1. EVS コントローラを設定します。

MANAGER# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com

2. EVS コントローラのプロパティーを設定します。

a. エラスティック仮想スイッチに使用する必要がある L2 トポロジのタイプを設
定します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p l2-type=vlan

b. VLAN 範囲を設定します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p vlan-range=200-300

c. VLAN に使用されるデータリンク (uplink-port) を指定します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net2

MANAGER# evsadm set-controlprop -h CN2 -p uplink-port=net3

注記 - EVS コントローラに接続でき、必要な承認がある場合は、データセンターま
たはマルチテナントクラウド環境内の任意のノードから EVS コントローラを構成
できます。詳細は、137 ページの「EVS を使用するためのセキュリティー要件」を
参照してください。

3. コントローラのプロパティーを確認します。

MANAGER# evsadm show-controlprop -p l2-type,vlan-range,uplink-port

NAME                VALUE               DEFAULT             HOST

l2-type             vlan                vlan                --

vlan-range          200-300             --                  --

uplink-port         net2                --                  --

uplink-port         net3                --                  CN2

4. EVS1 という名前のエラスティック仮想スイッチを作成します。

MANAGER# evsadm create-evs EVS1

5. IPnet EVS1_ipnet を EVS1 に追加します。

MANAGER# evsadm add-ipnet -p subnet=192.168.100.0/24 EVS1/EVS1_ipnet

6. VPort vport0 を EVS1 に追加します。

MANAGER# evsadm add-vport EVS1/vport0
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エラスティック仮想スイッチに常に仮想ポートを追加する必要はありません。
VNIC を作成するときに指定できるのは、その VNIC が接続する必要があるエラス
ティック仮想スイッチの名前だけです。このような場合は、EVS コントローラが
システムの仮想ポートを生成します。これらの仮想ポートは、sys-vportname とい
う命名規則に従います (sys-vport0 など)。システムの仮想ポートはエラスティッ
ク仮想スイッチのプロパティーを継承します。

7. 作成されたエラスティック仮想スイッチを確認します。

MANAGER# evsadm

NAME           TENANT           STATUS    VNIC      IP                      HOST

EVS1           sys-global       --        --        EVS1_ipnet              --

   vport0      --               free      --        192.168.100.2/24        --

注記 - テナント名が指定されていないため、エラスティック仮想スイッチ EVS1 で
デフォルトのテナント名 sys-global が使用されます。エラスティック仮想スイッ
チを作成するときに -T オプションを使用してテナント名を指定できます。詳細
は、160 ページの「エラスティック仮想スイッチを構成する方法」を参照してく
ださい。

8. EVS1/vport0 に関連付けられた MAC アドレスと IP アドレスを確認します。

MANAGER# evsadm show-vportprop -p macaddr,ipaddr EVS1/vport0

NAME          TENANT        PROPERTY  PERM   VALUE              DEFAULT   POSSIBLE

EVS1/vport0   sys-global    ipaddr    r-     192.168.100.2/24   --        --

EVS1/vport0   sys-global    macaddr   r-     2:8:20:3c:78:bd    --        --

vport0 に接続する VNIC は IP アドレスと MAC アドレスを継承します。vport0
に割り当てられている IP アドレスは、IPnet EVS1_ipnet から次に使用できる IP ア
ドレスであり、vport0 の MAC アドレスはランダムに生成されます。

9. エラスティック仮想スイッチ EVS1 に関連付けられた VLAN ID を確認します。

MANAGER# evsadm show-evs -L

EVS          TENANT          VID   VNI

EVS1         sys-global      200   --

計算ノード CN1 の操作

1. EVS コントローラを指定します。

CN1# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com

2. 一時的な VNIC vnic0 を作成して、EVS1/vport0 に接続します。

CN1# dladm create-vnic -t -c EVS1/vport0 vnic0

3. 作成された VNIC を確認します。
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CN1# dladm show-vnic -c

LINK     TENANT         EVS     VPORT       OVER     MACADDRESS        IDS

vnic0    sys-global     EVS1    vport0      net2     2:8:20:3c:78:bd   VID:200

vnic0 の MAC アドレスが VPort の MAC アドレスにマップされます。
4. vnic0 に使用できる IP アドレスを確認します。

CN1# dladm show-linkprop -p allowed-ips vnic0

LINK     PROPERTY     VALUE            EFFECTIVE       DEFAULT   POSSIBLE

vnic0    allowed-ips  192.168.100.2    192.168.100.2   --        -- 

allowed-ips プロパティーが VPort に関連付けられた IP アドレスに設定されま
す。この設定では、vnic0 に 192.168.100.2 以外の IP アドレスを作成することは
できません。

5. vnic0 用の IP インタフェースを作成し、IP アドレスとして 192.168.100.2 を割
り当てます。

# ipadm create-ip -t vnic0

# ipadm create-addr -t -a 192.168.100.2 vnic0

計算ノード CN2 の操作

1. EVS コントローラを指定します。

CN2# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com

2. ゾーン z1 用の VNIC anet リソースを構成し、それをエラスティック仮想スイッ
チに接続します。

CN2# zonecfg -z z1

zonecfg:z1> create

create: Using system default template 'SYSdefault'

zonecfg:z1> set zonepath=/export/zones/z1

zonecfg:z1> select anet linkname=net0

zonecfg:z1:anet> set evs=EVS1

zonecfg:z1:anet> end

zonecfg:z1> commit

zonecfg:z1> exit

3. ゾーン z1 をインストールしてブートします。

CN2# zoneadm -z z1 install

CN2# zoneadm -z z1 boot

4. ゾーン z1 にログインしてゾーン構成を完了します。

CN2# zlogin -C z1
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ゾーン構成の詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』を参照してくださ
い。

5. 作成された VNIC anet を確認します。

CN2# dladm show-vnic -c

LINK       TENANT       EVS    VPORT        OVER   MACADDRESS        IDS

z1/net0    sys-global   EVS1   sys-vport0   net2   2:8:20:1a:c1:e4   VID:200

VNIC anet リソースを作成したときに VPort が指定されなかったため、EVS コン
トローラは、VNIC anet リソース用にシステム VPort sys-vport0 を作成します。

6. VPort に関連する情報を表示します。

CN2# evsadm show-vport -o all

NAME            TENANT     STATUS VNIC    HOST MACADDR         IPADDR

EVS1/sys-vport0 sys-global used   z1/net0 CN2  2:8:20:1a:c1:e4 192.168.100.3/24

VNIC anet リソースが plumb され、VPort の IP アドレスが割り当てられます。
7. VNIC anet リソース、z1/net0 の IP アドレスを確認します。

CN2# zlogin z1 ipadm

NAME              CLASS/TYPE    STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback      ok           --         --

   lo0/v4         static        ok           --         127.0.0.1/8

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

net0              ip            ok           --         --

   net0/v4        inherited     ok           --         192.168.100.3/24

ユースケース: テナント用のエラスティック仮想ス
イッチの構成

目的 – このユースケースは、テナントの 2 つの計算ノードにまたがるエラスティック
仮想スイッチ (HR) を設定する方法を示しています。

このユースケースでは、CN1 上の VNIC vnic0 とゾーン z1 の VNIC anet をエラス
ティック仮想スイッチ HR に接続して、それらが同じ L2 セグメントの一部となり、
VXLAN 上で相互に通信できるようにします。VNIC はテナント tenantA の一部で
す。次の図は EVS の設定を示しています。
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図   21 テナントのエラスティック仮想スイッチ構成

この図は、次のコンポーネントを含む 4 つのノードがあるネットワークを示していま
す。

■ 2 つの計算ノード (CN1 および CN2)
■ VNIC anet リソースを含む CN2 上のゾーン z1
■ CN1 上の VNIC vnic0
■ EVS コントローラとして機能するノード、CONTROLLER

■ evsadm コマンドを実行する必要のある EVS マネージャーとして機能するノー
ド、MANAGER

■ エラスティック仮想スイッチ HR を実装する VXLAN
■ uplink-port (VXLAN に使用するデータリンクを指定します)
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エラスティック仮想スイッチの設定の計画

1. 必須の EVS パッケージをインストールします。必須パッケージの詳細
は、135 ページの「EVS を使用するための必須パッケージ」を参照してください。

注記 - evsuser は、pkg:/service/network/evs パッケージをインストールした
ときに作成される特定のユーザーです。ユーザー evsuser には、Elastic Virtual
Switch Administration 権利プロファイルが割り当てられます。このプロファイル
は、EVS 操作を実行するために必要なすべての承認と特権を提供します。

2. EVS 設定の次のコンポーネント間に evsuser の事前共有された公開鍵を使用した
SSH 認証を設定します。
■ EVS マネージャーと EVS コントローラ
■ 各 EVS ノードと EVS コントローラ
■ EVS コントローラと各 EVS ノード

詳細は、148 ページの「SSH 認証の設定」を参照してください。

注記 - このユースケースでは、各 EVS ノード、EVS マネージャー、および EVS コ
ントローラ上で controller プロパティーが ssh://evsuser@evs-controller.
example.com に設定されていることを前提にしています。

3. EVS コントローラを構成し、コントローラのプロパティーを設定します。

a. すべての計算ノード上で EVS コントローラを設定してから、各計算ノードに
またがるエラスティック仮想スイッチを実装する方法を指定するコントローラ
プロパティーを設定します。

b. プロパティー l2-type、vxlan-range、および uplink-port を指定します。
それ以外の場合は、エラスティック仮想スイッチを作成できません。

4. エラスティック仮想スイッチを作成します。IPnet を関連付けて、エラスティック
仮想スイッチに VPort を追加する必要があります。

5. CN1 上に一時的な VNIC を作成し、エラスティック仮想スイッチの VPort に VNIC
を接続します。

6. ゾーン z1 に VNIC anet を作成し、VNIC anet リソースをエラスティック仮想ス
イッチに接続します。

EVS マネージャーの操作

1. EVS コントローラを設定します。

MANAGER# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com
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2. EVS コントローラのプロパティーを設定します。

a. エラスティック仮想スイッチに使用する必要がある L2 トポロジのタイプを設
定します。この例では VXLAN を使用します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p l2-type=vxlan

b. VXLAN 範囲を設定します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p vxlan-range=200-300

c. VXLAN に使用されるデータリンク (uplink-port) を指定します。

MANAGER# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net2

MANAGER# evsadm set-controlprop -h CN2 -p uplink-port=net3

注記 - EVS コントローラに接続でき、必要な承認がある場合は、データセンターま
たはマルチテナントクラウド環境内の任意のノードからコントローラを構成でき
ます。詳細は、137 ページの「EVS を使用するためのセキュリティー要件」を参照
してください。

3. EVS コントローラプロパティーを確認します。

MANAGER# evsadm show-controlprop -p l2-type,vxlan-range,uplink-port

NAME                VALUE               DEFAULT             HOST

l2-type             vxlan               vlan                --

vxlan-range         200-300             --                  --

uplink-port         net2                --                  --

uplink-port         net3                --                  CN2

4. テナント tenantA のエラスティック仮想スイッチ HR を作成します。

MANAGER# evsadm create-evs -T tenantA HR

5. IPnet hr_ipnet をエラスティック仮想スイッチ HR に追加します。

MANAGER# evsadm add-ipnet -T tenantA -p subnet=192.168.100.0/24 HR/hr_ipnet

6. VPort vport0 をエラスティック仮想スイッチ HR に追加します。

MANAGER# evsadm add-vport -T tenantA HR/vport0

7. テナント tenantA 用に作成されたエラスティック仮想スイッチを確認します。

MANAGER# evsadm

NAME          TENANT        STATUS VNIC         IP                HOST

HR            tenantA       --     --           hr_ipnet          --

   vport0     --            free   --           192.168.100.2/24  --

8. HR/vport0 に関連付けられた MAC アドレスと IP アドレスを確認します。

MANAGER# evsadm show-vportprop -p macaddr,ipaddr HR/vport0

NAME          TENANT    PROPERTY  PERM VALUE             DEFAULT   POSSIBLE
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HR/vport0     tenantA   ipaddr    r-   192.168.100.2/24  --        --

HR/vport0     tenantA   macaddr   r-   2:8:20:d8:da:10   --        --

9. エラスティック仮想スイッチ HR に関連付けられた VXLAN セグメント ID を確認
します。

MANAGER# evsadm show-evs -L

EVS           TENANT        VID VNI

HR            tenantA       --  200

計算ノード CN1 の操作

1. EVS コントローラを指定します。

CN1# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com

2. 一時的な VNIC vnic0 を作成して、エラスティック仮想スイッチ HR/vport0 に接
続します。

CN1# dladm create-vnic -t -T tenantA -c HR/vport0 vnic0

3. 作成された VNIC を確認します。

CN1# dladm show-vnic -c

LINK   TENANT    EVS   VPORT     OVER           MACADDRESS        IDS

vnic0  tenantA   HR    vport0    evs-vxlan200   2:8:20:d8:da:10   VID:0

vnic0 の MAC アドレスが VPort の MAC アドレスにマップされます。
4. vnic0 に使用できる IP アドレスを確認します。

CN1# dladm show-linkprop -p allowed-ips vnic0

LINK     PROPERTY     VALUE         EFFECTIVE      DEFAULT   POSSIBLE

vnic0    allowed-ips  192.168.100.2 192.168.100.2  --        -- 

allowed-ips プロパティーが VPort に関連付けられた IP アドレスに設定されま
す。この出力は、vnic0 上に 192.168.100.2 以外の IP アドレスを作成できないこ
とを意味します。

5. vnic0 用の IP インタフェースを作成し、IP アドレスとして 192.168.100.2 を割
り当てます。

# ipadm create-ip -t vnic0

# ipadm create-addr -t -a 192.168.100.2 vnic0

6. 自動的に生成される VXLAN データリンクをチェックします。

CN1# dladm show-vxlan

LINK                ADDR                     VNI   MGROUP

evs-vxlan200        0.0.0.0                  200   224.0.0.1
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計算ノード CN2 の操作

1. EVS コントローラを指定します。

CN2# evsadm set-prop -p controller=ssh://evsuser@evs-controller.example.com

2. ゾーン z1 用の VNIC anet を構成し、それをエラスティック仮想スイッチに接続
します。

CN2# zonecfg -z z1

zonecfg:z1> create

create: Using system default template 'SYSdefault'

zonecfg:z1> set zonepath=/export/zones/z1

zonecfg:z1> set tenant=tenantA

zonecfg:z1> select anet linkname=net0

zonecfg:z1:anet> set evs=HR

zonecfg:z1:anet> end

zonecfg:z1> commit

zonecfg:z1> exit

3. ゾーン z1 をインストールしてブートします。

CN2# zoneadm -z z1 install

CN2# zoneadm -z z1 boot

4. ゾーン z1 にログインしてゾーン構成を完了します。

CN2# zlogin -C z1

ゾーン構成の詳細は、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』を参照してくださ
い。

5. 作成された VNIC anet リソースを確認します。

CN2# dladm show-vnic -c

LINK      TENANT   EVS   VPORT       OVER          MACADDRESS        IDS

z1/net0   tenantA  HR    sys-vport0  evs-vxlan200  2:8:20:1a:c1:e4   VID:0

VPort が指定されていないため、EVS コントローラが VNIC anet リソース用のシ
ステム VPort sys-vport0 を作成します。

6. VPort に関連する情報を表示します。

CN2# evsadm show-vport -o all

NAME            TENANT  STATUS VNIC     HOST MACADDR         IPADDR

HR/sys-vport0   tenantA used   z1/net0  CN2  2:8:20:1a:c1:e4 192.168.100.3/24

VNIC anet リソースが plumb され、VPort の IP アドレスが割り当てられます。
7. VNIC anet z1/net0 の IP アドレスを確認します。

CN2# zlogin z1 ipadm

NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback   ok           --         --
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   lo0/v4         static     ok           --         127.0.0.1/8

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

net0              ip         ok           --         --

   net0/v4        inherited  ok           --         192.168.100.3/24
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 7 ♦  ♦  ♦        第    7    章 

ネットワークリソースの管理

この章では、データリンクプロパティーおよびフローを使用してネットワークリソー
スを管理および割り当てる方法について説明します。ネットワークリソースを管理す
ることによって、仮想ネットワークと物理ネットワークのパフォーマンスを向上させ
る IP サービスの品質 (QoS) を実装できます。ネットワークリソース管理の概要につい
ては、23 ページの「ネットワークリソースの管理の概要」を参照してください。
この章の内容は、次のとおりです。

■ 197 ページの「データリンクプロパティーを使用することによるネットワークリ
ソースの管理」

■ 199 ページの「NIC リングの管理」
■ 208 ページの「プールと CPU の管理」
■ 213 ページの「Oracle Solaris でのラージレシーブオフロード機能の使用」
■ 217 ページの「フローを使用することによるネットワークリソースの管理」
■ 223 ページの「ユースケース: データリンクとフローのプロパティーを設定する

ことによるネットワークリソースの管理」

データリンクプロパティーを使用することによるネットワーク
リソースの管理

データリンクにネットワークリソースを割り当てて、システムのパケットの処理効率
を向上させることができます。ネットワークリソースは、データリンクを作成すると
きにデータリンクプロパティーを設定することによって割り当てることができます。
あるいは、既存のデータリンクにデータリンクプロパティーを設定できます。dladm
コマンドを使用することによって、次のデータリンクプロパティーを設定してデータ
リンクにネットワークリソースを割り当てることができます。

■ maxbw - データリンクに割り当て可能な帯域幅の最大量を指定します。詳細
は、223 ページの「ユースケース: データリンクとフローのプロパティーを設定
することによるネットワークリソースの管理」を参照してください。
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■ rxrings と txrings – 特定のデータリンクに割り当てることができる NIC の受信
リングと送信リングの数を指定します。詳細は、199 ページの「NIC リングの管
理」を参照してください。

■ pool - ネットワークプロセスを効率的に管理するためにデータリンクに割り当
てることができる CPU のセットを含む CPU プールの名前を指定します。詳細
は、208 ページの「プールと CPU の管理」を参照してください。

■ cpus - データリンクに割り当てることができる CPU の名前を指定します。詳細
は、208 ページの「プールと CPU の管理」を参照してください。

■ lro – データリンクのラージレシーブオフロード (LRO) 機能のステータスを指定し
ます。詳細は、213 ページの「Oracle Solaris でのラージレシーブオフロード機能
の使用」を参照してください。

Oracle Solaris でのネットワークリソースの管理のデモについては、Oracle Solaris
を使用したネットワークリソースの管理 (http://www.oracle.com/webfolder/
technetwork/tutorials/tutorial/solaris/11/ManagingNetworkResources/
ManagingNetworkResources.htm) についてのページを参照してください。

データリンクにリソースを割り当てるためのコマンド

  次のコマンドは、データリンクでネットワークリソースを割り当てるために使用され
ます。

■ 仮想リンクの作成とリソースの割り当てを同時に行うには、次のコマンド構文を使
用します。

# dladm create-vnic -l link -p prop=value[,...] VNIC

link リンクの名前を示します (物理リンクまたは仮想リンクのいず
れかを指定できます)。

prop データリンクプロパティーを示します。リソース割り当てのた
めに設定できるさまざまなタイプのデータリンクプロパティー
の詳細は、197 ページの「データリンクプロパティーを使用
することによるネットワークリソースの管理」を参照してくだ
さい。

■ 既存のリンクのプロパティーを設定するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm set-linkprop -p prop=value[,...] link

詳細は、dladm(1M) のマニュアルページを参照してください。
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NIC リングの管理

NIC 上にある受信 (Rx) リングと送信 (Tx) リングはそれぞれ、システムがネットワー
クパケットの受信と送信を行うために使用するハードウェアリソースです。ネット
ワークトラフィックに従ってリングを管理および割り当てることによって、システム
のパケットの処理効率が向上します。たとえば、より多くのパケットを受信するリン
クには、より多くの受信 (Rx) リングを割り当てることができます。

MAC クライアントへのリングの割り当て

物理データリンクや VNIC などの MAC クライアントは、システムとほかのネット
ワークノードの間の通信を可能にするために NIC 上に構成されます。MAC クライア
ントは、ハードウェアベースのクライアントまたはソフトウェアベースのクライアン
トのどちらかです。

ハードウェアベースのクライアント

1 つ以上の NIC リングを排他的に使用するクライアントは、ハードウェアベースのク
ライアントと呼ばれます。NIC でサポートされるリング割り当てに応じて、ハード
ウェアベースのクライアントで排他的に使用するリングを割り当てることができま
す。

ソフトウェアベースのクライアント

NIC リングを排他的に使用しないクライアントは、ソフトウェアベースのクライアン
トと呼ばれます。これらのクライアントは、ほかの既存のソフトウェアベースのクラ
イアントまたはプライマリクライアントとリングを共有します。ソフトウェアベース
のクライアントが使用するリングは、リング割り当てで優先順位を持つハードウェア
ベースのクライアントの数によって異なります。

VLAN でのリングの割り当て

VLAN でのリング割り当ては、その VLAN が作成された方法によって異なります。

VLAN は次の方法で作成できます。

■ dladm create-vlan コマンドを使用して:
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# dladm create-vlan -l link -v vid VLAN

dladm create-vlan コマンドを使用して作成された VLAN は、ベースとなるデー
タリンクと同じ MAC アドレスを共有します。したがって、VLAN は、ベースと
なるデータリンクの Rx リングと Tx リングも共有します。VLAN の構成の詳細
は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 「VLAN の構
成」を参照してください。

■ dladm create-vnic コマンドを使用して:

# dladm create-vnic -l link -v vid VNIC

dladm create-vnic コマンドを使用して VNIC として作成された VLAN には、
ベースとなるデータリンクとは異なる MAC アドレスが割り当てられます。こ
のタイプの VLAN へのリングの割り当ては、ベースとなるデータリンクの割
り当てとは独立して行われます。したがって、NIC がハードウェアベースのク
ライアントをサポートしていると仮定すると、VLAN には独自の専用リング
を割り当てることができます。クライアントにリングを割り当てる方法の詳細
は、203 ページの「クライアントの構成とリングの割り当て」を参照してくださ
い。

リングを構成するためのコマンド

データリンクのリングを構成するには、次の dladm サブコマンドを使用します。

■ # dladm show-linkprop link

Rx リングと Tx リングを含む、データリンクプロパティーの現在の値を表示しま
す。例については、例72「データリンク上でのリングの使用とリング割り当て」を
参照してください。
次の表で、dladm show-linkprop コマンドを使用することで表示されるリングプ
ロパティーについて説明します。

リングプロパティー アクセス権 説明

rxringsavail 読み取り専用 物理データリンク上のハードウェア
ベースのクライアントに割り当てる
ことができる Rx リングの数を示しま
す。

rxhwclntavail 読み取り専用 物理データリンク上に作成できるハー
ドウェアベースの Rx クライアントの
数を示します。

rxrings 読み取りおよび書
き込み

データリンクによって排他的に使用さ
れる Rx リングの数を示します。この
プロパティーは 3 つの指定可能な値の
いずれかに設定できます。
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リングプロパティー アクセス権 説明
■ hw は、ハードウェアベースのクラ

イアントを構成していることを示し
ます。この値は、ベースとなる物
理リンク上のハードウェアベースの
Rx クライアント (rxhwclntavail)
がゼロより多い場合に設定できま
す。

■ number は、データリンクに割り当て
ることができるリングの数を示しま
す。この値は、ベースとなる物理リ
ンク上の Rx リング (rxringsavail)
がゼロより多い場合に設定できま
す。

■ sw は、データリンクがソフトウェ
アベースのクライアントであること
を示します。

txringsavail 読み取り専用 物理データリンク上のハードウェア
ベースのクライアントに割り当てるこ
とができる Tx リングの数を示します。

txhwclntavail 読み取り専用 物理データリンク上に作成できるハー
ドウェアベースの Tx クライアントの数
を示します。

txrings 読み取りおよび書
き込み

データリンクによって排他的に使用さ
れる Tx リングの数を示します。このプ
ロパティーは 3 つの指定可能な値のい
ずれかに設定できます。
■ hw は、ハードウェアベースのクラ

イアントを構成していることを示し
ます。この値は、ベースとなる物
理リンク上のハードウェアベースの
Tx クライアント (txhwclntavail)
がゼロより多い場合に設定できま
す。

■ number は、データリンクに割り当て
ることができるリングの数を示しま
す。この値は、ベースとなる物理リ
ンク上の Tx リング (txringsavail)
がゼロより多い場合に設定できま
す。

■ sw は、データリンクがソフトウェ
アベースのクライアントであること
を示します。

■ # dladm show-phys -H link

物理的なデータリンクのリングが現在、既存のクライアントによってどのように使
用されているかを表示します。

■ # dladm create-vnic -p ring-properties -l link VNIC

-p ring-properties 値を設定できるリングプロパティーを示します。
特定の数の Rx または Tx リングを持つクライアントを作成します。
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■ # dladm set-linkprop -p ring-properties VNIC

リングが使用可能であり、かつリング割り当てがサポートされている場合は、特定
のクライアントにリングを割り当てます。

データリンク上でのリングの使用とリング割り当ての
表示

データリンクの Rx リングと Tx リングの指定可能な値、構成されている値、および有
効値を表示するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings link

物理データリンクのリングが現在クライアントによってどのように使用されているか
を表示するには、次のコマンド構文を使用します。

# dladm show-phys -H link

例   72 データリンク上でのリングの使用とリング割り当て

次の例は、データリンク net4 のリング割り当てを示しています。

# dladm show-linkprop net4
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
...
net4     rxrings         rw   1            --           --        sw,hw,<1-7>
net4     txrings         rw   1            --           --        sw,hw,<1-11>
net4     txringsavail    r-   10           10           --        --
net4     rxringsavail    r-   7            7            --        --
net4     rxhwclntavail   r-   3            3            --        --
net4     txhwclntavail   r-   3            3            --        --
...

この出力は、データリンク net4 が 1 つの Rx リングと 1 つの Tx リングを排他的に使
用することを示しています。データリンク net4 には、クライアントへの割り当てに
使用できる 7 つの Rx リングと 10 個の Tx リングがあります。データリンク net4 上に
は、3 つのハードウェアベースの Rx クライアントと 3 つのハードウェアベースの Tx
クライアントを作成できます。

次の例は、データリンク net0 でのリングの使用を示しています。

# dladm show-phys -H net0
LINK   RINGTYPE   RINGS   CLIENTS
net0   RX         0-1     <default,mcast>
net0   TX         0-7     <default>net0
net0   RX         2-3     net0
net0   RX         4-5     --
net0   RX         6-7     --
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この出力によると、net0 に割り当てられた 2 つの Rx リングはリング 2 および 3 で
す。Tx リングに関しては、net0 はリング 0 から 7 を使用しています。

クライアントの構成とリングの割り当て
このセクションでは、リング割り当てに対するサポートの種類に基づいて、データリ
ンク上にクライアントを構成する方法について説明します。

クライアントを構成してリングを割り当てる方法

200 ページの「リングを構成するためのコマンド」で説明されているように、デー
タリンクのリングプロパティーを表示する dladm コマンドの出力を解釈できることを
確認してください。この情報は、クライアントを構成してリングを割り当てる際に役
立ちます。

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. ベースとなる物理データリンクのプロパティーを表示します。
# dladm show-linkprop -p rxringsavail,txringsavail,rxhwclntavail,txhwclntavail link

コマンドの出力から次の情報を確認します。

■ NIC がハードウェアベースのクライアントをサポートしているかどうか
■ ハードウェアベースのクライアントに割り当てるためのリングの可用性
■ リンク上に構成できるハードウェアベースのクライアントの可用性

3. 前の手順で得られた情報に応じて、次のいずれかを実行します。

■ ハードウェアベースのクライアントは次の構文を使用して作成します。
# dladm create-vnic -p rxrings=value[,txrings=value] -l link VNIC

ここで、value は、次のいずれかを指定できます。

■ hw - ハードウェアベースのクライアントを構成していることを示します。
■ number - ハードウェアベースのクライアントのみを構成していることを示しま

す。この数は、クライアントに排他的使用のために割り当てられるリングの数
量を示します。

■ ソフトウェアベースのクライアントは次の構文を使用して作成します。
# dladm create-vnic -p rxrings=sw[,txrings=sw] -l link VNIC
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または、クライアントが以前に作成されている場合は、dladm set-linkprop コマン
ドを使用してリングプロパティーを設定できます。

4. (オプション) 作成したクライアントのリング情報を確認します。
# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings VNIC

5. (オプション) 異なるクライアントの間で分散されているリンクのリングを確認しま
す。
# dladm show-phys -H link

例   73 nxge デバイスでのクライアントの構成とリングの割り当て

この例では、nxge デバイスを基にして、データリンク net5 上にクライアントを構成
してリングを割り当てる方法を示します。この例では次のクライアントを作成する方
法を示します。

■ VNIC vnic2 (Rx および Tx リングを排他的に使用するハードウェアベースのクライ
アント)。

■ VNIC vnic3 (NIC ドライバの初期構成に従って、固定された数のリングが設定され
ているハードウェアベースのクライアント)。

■ VNIC vnic4 (ソフトウェアベースのクライアント)。

1. 物理データリンク net5 がクライアントに対するリング割り当てをサポートするか
どうかを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxringsavail,txringsavail net5

LINK     PROPERTY        PERM  VALUE     EFFECTIVE   DEFAULT   POSSIBLE

net5     rxringsavail    r-    7         7           --        --

net5     txringsavail    r-    11        11          --        --

この出力は、物理データリンク net5 に、物理データリンク net5 上のクライアン
トに割り当てることができる 7 個の Rx リングと 11 個の Tx リングが存在すること
を示しています。

2. 物理データリンク net5 上に作成できるハードウェアベースのクライアントの可用
性を確認します。

# dladm show-linkprop -p rxhwclntavail,txhwclntavail net5 

LINK     PROPERTY        PERM  VALUE    EFFECTIVE   DEFAULT   POSSIBLE

net5     rxhwclntavail   r-    3        3           --        --

net5     txhwclntavail   r-    4        4           --        -- 

この出力は、データリンク net5 上に 3 つのハードウェアベースの Rx クライアン
トと 4 つのハードウェアベースの Tx クライアントを作成できることを示していま
す。

3. 物理データリンク net5 上の既存のリングの使用状況を確認します。
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# dladm show-phys -H net5

LINK     RINGTYPE    RINGS     CLIENTS 

nxge1    RX          0-7       <default,mcast>

nxge1    TX          0-11      <default>

この出力は、nxge1 デバイスに 8 個の Rx リング (0-7) と 12 個の Tx リング (0-
11) があることを示しています。nxge1 デバイス上にデータリンクが存在しな
いため、Rx リングと Tx リングはどのデータリンクにも割り当てられていませ
ん。CLIENTS 列の値 <default> は、Tx リングがソフトウェアベースのクライア
ントによって使用されることを示しています。CLIENTS 列の下の値 <default,
mcast> は、Rx リングがソフトウェアベースのクライアントとユニキャスト以外の
パケットによって使用されることを意味します。

4. データリンク net5 上に 2 つの Rx リングと 2 つの Rx リングがある VNIC vnic2 を
作成します。

# dladm create-vnic -l net5 -p rxrings=2,txrings=2 vnic2

5. VNIC vnic2 に割り当てられたリングを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings vnic2

LINK     PROPERTY     PERM   VALUE    EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE

vnic2    rxrings      rw     2        2            --        sw,hw,<1-7>

vnic2    txrings      rw     2        2            --        sw,hw,<1-11>

6. 物理データリンク net5 上のリングの使用状況を確認します。

# dladm show-phys -H net5

LINK     RINGTYPE     RINGS      CLIENTS

nxge1    RX           0,3-7      <default,mcast>

nxge1    TX           0,3-11     <default>

nxge1    RX           1-2        vnic2

nxge1    TX           1-2        vnic2

この出力は、vnic2 に割り当てられた Rx リングが 1 と 2 であることを示していま
す。Tx リングの場合、vnic2 はリング 1 および 2 を使用します。

7. 物理データリンク net5 上に追加のハードウェアベースのクライアントを作成でき
るかどうかを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxhwclntavail,txhwclntavail net5

LINK     PROPERTY        PERM  VALUE     EFFECTIVE   DEFAULT   POSSIBLE

net5     rxhwclntavail   r-    2         2           --        --

net5     txhwclntavail   r-    3         3           --        --

この出力は、物理データリンク net5 上に 2 つのハードウェアベースの Rx クライ
アントと 3 つのハードウェアベースの Tx クライアントを作成できることを示して
います。

8. VNIC vnic3 (ハードウェアベースのクライアント) を作成します。

# dladm create-vnic -l net5 -p rxrings=hw,txrings=hw vnic3
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9. VNIC vnic3 に割り当てられたリングを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings vnic3

LINK     PROPERTY     PERM    VALUE   EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE

vnic3    rxrings      rw      --      1            --        sw,hw,<1-7>

vnic3    txrings      rw      hw      hw           --        sw,hw,<-11>

注記 - クライアントに割り当てられるリングの数はネットワークデバイスによって
異なります。リングの数を明示的に指定できるデバイス (たとえば、nxge デバイ
ス) 上のクライアントに 1 つのリングが割り当てられます。その他のデバイスの場
合、クライアントに割り当てられるリングの数は、デバイスがどのように構成さ
れているかによって異なります。例74「ixgbe デバイスでのクライアントの構成
とリングの割り当て」を参照してください。

10. 物理データリンク net5 上に追加のハードウェアベースのクライアントを作成でき
るかどうかを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxhwclntavail,txhwclntavail net5

LINK     PROPERTY        PERM   VALUE   EFFECTIVE  DEFAULT   POSSIBLE

net5     rxhwclntavail   r-     2       2          --        --

net5     txhwclntavail   r-     2       2          --        -- 

この出力は、物理データリンク net5 上に 2 つのハードウェアベースの Rx クライ
アントと 2 つのハードウェアベースの Tx クライアントを作成できることを示して
います。

11. VNIC vnic4 (ソフトウェアベースのクライアント) を作成します。

# dladm create-vnic -l net5 -p rxrings=sw,txrings=sw vnic4

12. vnic4 上のリングの使用状況を確認します。

# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings vnic4

LINK     PROPERTY     PERM   VALUE    EFFECTIVE   DEFAULT   POSSIBLE 

vnic4    rxrings      rw     sw       --          --        sw,hw,<1-7>   

vnic4    txrings      rw     sw       --          --        sw,hw,<1-11>

13. 物理データリンク net5 上のリングの使用状況を確認します。

# dladm show-phys -H net5

LINK     RINGTYPE    RINGS       CLIENTS

nxge1    RX          0,4-7       <default,mcast>,vnic4

nxge1    TX          0,4-11      <default>,vnic4

nxge1    RX          1-2         vnic2

nxge1    RX          3           vnic3

nxge1    TX          1-2         vnic2

nxge1    TX          3           vnic3
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この出力は、vnic4 が、物理データリンク net5 でリングのデフォルトセットを
共有するソフトウェアベースのクライアントであることを示しています。VNIC
vnic2 は 2 つのリング (2-3) を排他的に使用するハードウェアベースのクライアン
トであり、vnic3 は 1 つのリング (3) を排他的に使用するハードウェアベースのク
ライアントです。

例   74 ixgbe デバイスでのクライアントの構成とリングの割り当て

この例では、ixgbe デバイスを基にして、物理データリンク net4 上にクライアント
を構成してリングを割り当てる方法を示します。

1. 物理データリンク net4 上の既存のリングの使用状況を確認します。

# dladm show-phys -H net4

LINK      RINGTYPE    RINGS     CLIENTS 

net4      RX          0-3       <default,mcast>

net4      RX          4-7       --

net4      RX          8-11      -- 

net4      RX          12-15     --

net4      TX          0-7       <default>

2. 物理データリンク net4 上にハードウェアベースのクライアントを作成できるかど
うかを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxhwclntavail,txhwclntavail,rxringsavail,txringsavail net4

LINK     PROPERTY        PERM   VALUE   EFFECTIVE  DEFAULT   POSSIBLE

net4     rxhwclntavail   r-     3       3          --        --

net4     txhwclntavail   r-     0       0          --        --

net4     rxringsavail    r-     0       0          --        -- 

net4     txringsavail    r-     0       0          --        -- 

この出力は、物理データリンク net4 上に 3 つのハードウェアベースの Rx クライ
アントを作成できることを示しています。

3. VNIC vnic3 (ハードウェアベースの Rx クライアント) を作成します。

# dladm create-vnic -l net4 -p rxrings=hw vnic3

ハードウェアベースの Tx クライアントの使用可能な数 (txhwclntavail) はゼロで
あるため、vnic3 の txrings プロパティーを構成することはできません。

4. VNIC vnic3 に割り当てられたリングを確認します。

# dladm show-linkprop -p rxrings,txrings vnic3

LINK     PROPERTY       PERM   VALUE     EFFECTIVE  DEFAULT   POSSIBLE

vnic3    rxrings         rw    hw        hw         --        sw,hw

vnic3    txrings         rw    --        8          --        -- 

5. 物理データリンク net4 上に追加のハードウェアベースのクライアントを作成でき
るかどうかを確認します。
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# dladm show-linkprop -p rxhwclntavail,txhwclntavail,rxringsavail,txringsavail net5

LINK     PROPERTY        PERM  VALUE     EFFECTIVE   DEFAULT   POSSIBLE

net4     rxhwclntavail   r-    2         2           --        -- 

net4     txhwclntavail   r-    0         0           --        -- 

net4     rxringsavail    r-    0         0           --        -- 

net4     txringsavail    r-    0         0           --        -- 

この出力は、物理データリンク net4 上に 2 つのハードウェアベースの Rx クライ
アントを作成できることを示しています。

6. 物理データリンク net4 上のリングの使用状況を確認します。

# dladm show-phys -H net4

LINK      RINGTYPE    RINGS     CLIENTS 

net4      RX          0-3       <default,mcast>

net4      RX          4-7       vnic3 

net4      RX          8-11       

net4      RX          12-15     --

net4      TX          0-7       <default>,vnic3

この出力は、vnic3 が 4 つのリングを排他的に使用できるハードウェアベースの
Rx クライアントであることを示しています。Tx リングの場合、vnic3 はリングの
デフォルトセットを使用し、さらに物理データリンク net4 上にほかのデータリン
クが作成されている場合はそれらとリングを共有します。

プールと CPU の管理

Oracle Solaris でのゾーン管理には、zonecfg または poolcfg コマンドを使用して、
ネットワーク以外のプロセス用に CPU リソースのプールを割り当てることが含まれま
す。その同じリソースのプールをネットワークプロセスも管理するように専用に割り
当てるには、dladm set-linkprop コマンドを使用してリンクの pool プロパティー
を構成します。pool リンクプロパティーを使用すると、ネットワークプロセス用に
CPU のプールを割り当てることができます。このプロパティーを使用すると、ネット
ワークリソースの管理を、ゾーン内の CPU 割り当てや管理により適切に統合できま
す。

リンクの pool プロパティーを設定し、そのリンクをゾーンのネットワークインタ
フェースとして割り当てることによって、そのリンクがゾーンのプールにバインドさ
れます。ゾーンが排他的ゾーンになるように設定されると、プール内の CPU リソース
は、ゾーンに割り当てられていないほかのリンクから使用できなくなります。
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注記 - 別のプロパティー cpus を設定すると、データリンクに特定の CPU を割り当て
ることができます。cpu および pool プロパティーは相互に排他的です。特定のデー
タリンク用に両方のプロパティーを設定することはできません。cpus プロパティーを
使用してデータリンクに CPU リソースを割り当てるには、212 ページの「データリ
ンクに CPU を割り当てる方法」を参照してください。

ゾーン内のプールの詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのリソースの管理』 の 第 13 章,
「リソースプールの作成と管理のタスク」を参照してください。プールの作成および
CPU セットのプールへの割り当てについての詳細は、poolcfg(1M) のマニュアルペー
ジを参照してください。

プールおよび CPU の操作

次の図は、データリンクに pool プロパティーが割り当てられたときのプールの動作
を示しています。

図   22 ゾーンに割り当てられた VNIC の pool プロパティー

この図では、システムに 8 つの CPU が割り当てられています。システム上にプールが
構成されていない場合は、すべての CPU がデフォルトプールに属し、大域ゾーンで
使用されます。ただし、この例では、CPU 3 と CPU 4 で構成された pool99 プールが
作成されています。このプールは、排他的ゾーンである zone1 に関連付けられていま
す。pool99 が vnic1 のプロパティーとして設定された場合、pool99 は vnic1 のネッ
トワークプロセスの管理にも専用で使用されます。vnic1 が zone1 のネットワークイ
ンタフェースとして割り当てられたあと、pool99 内の CPU は、zone1 のネットワー
クプロセスとネットワーク以外のプロセスの両方を管理するために予約されます。
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pool プロパティーは本質的に動的です。ゾーンのプールには一連の CPU を構成する
ことができ、そのプールの CPU セットにどの CPU が割り当てられるかはカーネル
によって決定されます。プールに対する変更はデータリンク用に自動的に実装され
るため、そのリンク用のプールの管理が単純化されます。これに対して、cpu プロパ
ティーを使用してリンクに特定の CPU を割り当てるには、割り当てられる CPU を指
定する必要があります。プールの CPU コンポーネントを変更しようとするたびに cpu
プロパティーを設定する必要があります。

たとえば、図22のシステム CPU 4 がオフラインになったとします。pool プロパ
ティーは動的であるため、ソフトウェアによって追加の CPU がプールに自動的に関連
付けられます。そのため、2 CPU というプールの元の構成が保持されます。vnic1 に
とって、この変更は透過的です。次の図に、更新された構成を示します。

図   23 pool プロパティーの自動再構成

dladm show-linkprop コマンドを使用してデータリンクの情報を表示した場合
は、pool および cpus データリンクプロパティーの EFFECTIVE 列の値が、それらのプ
ロパティーのシステムで選択された現在の値を示します。
pool および cpus プロパティーに対する、次の読み取り専用の値が表示されます。

■ pool データリンクプロパティーの場合、EFFECTIVE 列の値は、ネットワークプロ
セスに使用されているプールを示します。

■ cpus データリンクプロパティーの場合、EFFECTIVE 列の値は、ネットワークプロ
セスに使用されている CPU を示します。データリンクの cpus プロパティーを表
示する方法を示した例については、212 ページの「データリンクへの CPU の割
り当て」を参照してください。

ゾーンの CPU リソースを管理する場合は、データリンクのプールプロパティーを設
定する必要はありません。zonecfg や poolcfg などのコマンドを使用すると、リソー
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スのプールを使用するようにゾーンを構成できます。データリンクに対して cpus お
よび pool リンクプロパティーが設定されていない場合、データリンクの pool およ
び cpus プロパティーの EFFECTIVE 列の値は、ゾーンがブートされたときのゾーン構
成に従って自動的に設定されます。pool プロパティーの EFFECTIVE 列にはデフォル
トプールが表示され、システムは cpus プロパティーの EFFECTIVE 列の値を選択しま
す。そのため、dladm show-linkprop コマンドを使用した場合、pool および cpus
プロパティーの値は空ですが、pool および cpus プロパティーの EFFECTIVE 列には値
が表示されます。

また、ゾーンの CPU プールをネットワークプロセス用に割り当てるために、データリ
ンクの pool および cpu プロパティーを直接設定することもできます。これらのプロ
パティーを構成したあと、それらの値が pool および cpus プロパティーの EFFECTIVE
列に反映されます。ただし、この代替方法を使用してゾーンのネットワークリソース
を管理することは通常あまり行われません。

データリンク用の CPU プールの構成

このセクションでは、リンクを作成するとき、またはあとでリンクに追加構成が必要
になったときに、データリンクに pool プロパティーを設定する方法について説明し
ます。

CPU プールをデータリンク用に構成する方法

 

始める前に 次のタスクを実行済みである必要があります。

■ 割り当てられた数の CPU を含むプロセッサセットを作成します。
■ そのプロセッサセットを関連付けるプールを作成します。
■ そのプールをプロセッサセットに関連付けます。

注記 - これらの前提条件を完了するための手順については、『Oracle Solaris 11.3 で
のリソースの管理』 の 「構成の変更方法」を参照してください。

1. リンクの pool プロパティーを、ゾーン用に作成した CPU のプールに設定します。

■ VNIC がまだ作成されていない場合は、次の構文を使用します。
# dladm create-vnic -l link -p pool=pool VNIC

■ VNIC が存在する場合は、次の構文を使用します。
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# dladm set-linkprop -p pool=pool VNIC

2. VNIC を使用するようにゾーンを設定します。
global# zonecfg -z zone
zonecfg:zone> add net
zonecfg:zone:net> set physical=VNIC
zonecfg:zone:net> end

3. 実装した変更を確認してコミットしたあと、そのゾーンを終了します。
zonecfg:zone> verify
zonecfg:zone> commit
zonecfg:zone> exit

例   75 ゾーンへのリンクの CPU プールの割り当て

この例は、プールをゾーンのデータリンクに割り当てる方法を示しています。シナ
リオは、図22の構成に基づきます。この例では、pool99 という名前の CPU のプール
が、すでにゾーン用に構成されていることを前提にしています。このプールが次に、
VNIC に割り当てられます。最後に、非大域ゾーン zone1 が、この VNIC をネット
ワークインタフェースとして使用するように設定されます。

# dladm create-vnic -l net1 -p pool=pool99 vnic1

# zonecfg -z zone1
zonecfg:zone1> add net
zonecfg:zone1:net> set physical=vnic1
zonecfg:zone1:net> end
zonecfg:zone1> verify
zonecfg:zone1> commit
zonecfg:zone1> exit

データリンクへの CPU の割り当て

このセクションでは、cpu プロパティーを構成することによって、データリンクに
CPU リソースを割り当てる方法について説明します。リングとは異なり、データリン
ク用の CPU を排他的に割り当てることはできません。複数のデータリンクに CPU の
同じセットを割り当てることができます。

データリンクに CPU を割り当てる方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. インタフェースに対する CPU 割り当てを確認します。
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# dladm show-linkprop -p cpus link

3. リンクに CPU を割り当てます。
データリンクのパケットを処理する CPU のリスト。データリンクの割り込みは、リス
ト内の CPU のいずれかをターゲットにすることもあります。
# dladm set-linkprop -p cpus=cpu1,cpu2,... link

cpu1,cpu2,... リンクに割り当てる CPU 番号を示します。そのリンク専用に複数
の CPU を割り当てることができます。

4. (オプション) リンクに関連付けられた CPU を表示します。
# dladm show-linkprop -p cpus link

例   76 データリンクへの CPU の割り当て

この例は、データリンク net0 に特定の CPU を専用に割り当てる方法を示していま
す。
# dladm show-linkprop -p cpus net0
LINK     PROPERTY     PERM    VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net0     cpus         rw      --           0-2          --        -- 

この出力は、データリンク net0 に 3 つの CPU (0-2) が暗黙的に割り当てられたこと
を示します。ただし、CPU はデータリンク net0 に排他的には割り当てられていませ
ん。
# dladm set-linkprop -p cpus=0,1 net0
# dladm show-linkprop -p cpus net0
LINK     PROPERTY     PERM    VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net0     cpus         rw      0-1          0-1          --        -- 

この出力は、データリンク net0 に 2 つの CPU (0-1) が明示的に割り当てられたこと
を示しています。割り当てられた CPU はデータリンク net0 のパケットを処理しま
す。

Oracle Solaris でのラージレシーブオフロード機能の使用

Oracle Solaris では、ラージレシーブオフロード (LRO) 機能を使用すると、パケット
が IP レイヤーに配信される前に、連続した着信パケットを単一のパケットにマージ
できます。着信パケットは、同じトランスポートプロトコル、ローカルまたはリモー
トの IP アドレス、およびポート番号を共有する必要があります。この属性セットは 5
タプルとも呼ばれます。ほとんどのパケットが同じ 5 タプルを共有する場合、IP レイ
ヤーとその上のレイヤーでのパケット処理のオーバーヘッドが減少し、ネットワーク
スループットが向上します。通常、負荷の高い TCP リンクには、同じ 5 タプルを共有
するパケットが含まれています。
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Oracle Solaris では、パケットのマージは MAC レイヤーに実装されます。NIC は、パ
ケットをネットワークスタックに配信し、MAC レイヤーは、同じ 5 タプル情報を共
有する連続する着信パケットをマージします。

Oracle Solaris の LRO 機能には次の利点があります。

■ システムの受信側の TCP パフォーマンスが大幅に向上します。この向上は、カー
ネルゾーン環境ではより大きくなります。

■ LRO 機能をサポートする物理 NIC で LRO を有効にできます。
■ Oracle Solaris カーネルゾーン内に物理 NIC、VNIC または anet リソース、および

PV NIC または SR-IOV VF を含んでいるホストでデータリンクごとに LRO を選択
的に有効または無効にできます。

データリンクの LRO の有効化

物理 NIC および VNIC の両方で LRO 機能を管理できます。lro プロパティーを使
用すると、VNIC ごとに LRO 機能を有効または無効にできます。デフォルトでは、
VNIC lro プロパティーはベースとなるデータリンクから継承されます。物理 NIC の
lro リンクプロパティーのデフォルト値は off であるため、物理 NIC から VNIC に
よって継承される lro プロパティーはデフォルトで無効になっています。

次の方法で、データリンクで LRO を有効にできます。

■ 物理 NIC で lro リンクプロパティーを有効にすると、NIC のプライマリ MAC ク
ライアントの LRO は有効になります。NIC で構成されている VNIC などのその他
の MAC クライアントで lro プロパティーが auto に設定されている場合、MAC
クライアントの lro プロパティーの有効値は NIC から継承されます。

■ VNIC などの MAC クライアントで lro リンクプロパティーを有効にすると、
VNIC でのみ lro プロパティーが有効になります。

同様に、lro リンクプロパティーを使用してデータリンクで LRO を無効にできます。

ゲストドメイン内の VNIC、物理 NIC、SR-IOV VF、リンクアグリゲーション、また
は準仮想化 (PV) NIC などの任意のネットワークデバイスで lro リンクプロパティー
を有効または無効にできます。lro プロパティーを設定することで、ネットワークデ
バイスの LRO を有効または無効にできます。データリンクの lro プロパティーを設
定するには、次のコマンド構文を使用します。
# dladm set-linkprop -p lro=value link

VNIC では、lro プロパティーに次の値を指定できます。

on VNIC MAC クライアントの LRO を有効にします。

off VNIC MAC クライアントの LRO を無効にします。
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auto 下位データリンクの有効値を継承して、LRO が下位データリン
クで有効な場合にパケットのマージを有効にします。この値はデ
フォルト値です。

物理 NIC の場合、lro プロパティーに次の値を指定できます。

on NIC のプライマリ MAC クライアントの LRO を有効にします。
MAC クライアントの lro プロパティーの値が auto である場合、
NIC のその他の MAC クライアントは、lro プロパティーの状態
を継承します。

off NIC のプライマリ MAC クライアントの LRO を無効にします。
MAC クライアントの lro プロパティーの値が auto である場合、
NIC のその他の MAC クライアントは、lro プロパティーの状態
を継承します。

auto lro プロパティーのデフォルト値。lro プロパティーを auto に設
定する場合、lro プロパティーの有効値は off です。

PV NIC では、lro プロパティーに次の値を指定できます。

on PV NIC のプライマリ MAC クライアントの LRO を有効にしま
す。

off PV NIC のプライマリ MAC クライアントの LRO を無効にしま
す。

auto 下位シャドウ VNIC の有効値を継承して、LRO が有効になってい
る場合にシャドウ VNIC でパケットのマージを有効にします。

注記 - ゲストドメイン内の SR-IOV VF は、物理 NIC に似ていると見なされます。lro
プロパティーを auto に設定する場合、プロパティーの有効値は off です。

例   77 物理 NIC の LRO の有効化

次の例は、物理 NIC net0 の LRO を有効にして、lro プロパティーのステータスを確
認する方法を示しています。

# dladm set-linkprop -p lro=on net0
# dladm show-linkprop -p lro net0
LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
net0     lro             rw   on           on           auto      on,off,auto

例   78 PV NIC および anet リソースの LRO の有効化

次の例は、PV NIC net0 の LRO を有効にする方法を示しています。
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# dladm set-linkprop -t -p lro=on net0

次の例は、lro プロパティーの値を on に設定したあとのカーネルゾーンの PV VNIC
の LRO ステータスを示しています。

# dladm show-linkprop -p lro zone1/net0
LINK            PROPERTY        PERM    VALUE   EFFECTIVE       DEFAULT POSSIBLE
zone1/net0      lro             rw      on      on              auto    on, off, auto

次の例は、下位シャドウ VNIC の lro プロパティーの有効値が on である場合に、
カーネルゾーンの PV VNIC のデフォルトの LRO ステータスを示しています。

# dladm show-linkprop -p lro zone1/net0
LINK            PROPERTY        PERM    VALUE   EFFECTIVE       DEFAULT POSSIBLE
zone1/net0      lro             rw      auto    on              auto    on, off, auto

次の例は、ネイティブゾーン z1 の anet リソース z1/net0 の LRO を有効にする方法
を示しています。

# dladm set-linkprop -t -p lro=on z1/net0

リンクアグリゲーションの LRO サポート

リンクアグリゲーションでは LRO 機能がサポートされます。リンクアグリゲーション
については、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリンクの管理』 の 第 2 章,
「リンクアグリゲーションを使用した高可用性の構成」を参照してください。

リンクアグリゲーションの lro プロパティーを設定するには、次のコマンド構文を使
用します。

# dladm set-linkprop -p lro=value aggr

リンクアグリゲーションでは、lro プロパティーに次の値を指定できます。

on リンクアグリゲーションのプライマリ MAC クライアントの LRO
を有効にします。

off リンクアグリゲーションのプライマリ MAC クライアントの LRO
を無効にします。

auto lro プロパティーのデフォルト値。lro プロパティーを auto に設
定する場合、lro プロパティーの有効値は off です。

注記 - LRO が有効になっている場合でも、リンクアグリゲーションのデフォルト設
定は、集約されたデータリンクで LRO を無効にします。集約されたデータリンクで
LRO を有効にするには、lro プロパティーを明示的に on に設定する必要がありま
す。
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ゾーンの LRO サポート

zonecfg コマンドを使用して lro プロパティーを設定することで、カーネルゾーンの
anet リソースの lro リンクプロパティーを構成できます。

ネイティブゾーンの anet リソースでは、dladm コマンドを使用して lro プロパ
ティーを設定できます。例78「PV NIC および anet リソースの LRO の有効化」を参
照してください。

例   79 カーネルゾーンの LRO の有効化

この例は、カーネルゾーン kzone1 の anet リソースの LRO を有効にする方法を示し
ています。
# zonecfg -z kzone1
zonecfg:kzone1> select anet id=1
zonecfg:kzone1:anet> set lro=on

カーネルゾーン kzone1 の anet リソース kzone1/net1 の lro プロパティーのステー
タスを表示するには:
# dladm show-linkprop -p lro kzone1/net1
LINK        PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE
kzone1/net1 lro             rw   on           on           auto      on,off,auto

フローを使用することによるネットワークリソースの管理

フローは、単一の属性または属性の組み合わせに基づいてネットワークパケッ
トを分類するためのカスタマイズされた方法です。フローを使用すると、ネット
ワークリソースをさらに詳細に割り当てることができます。フローの概要について
は、24 ページの「フローを使用することによるネットワークリソースの管理」を参照
してください。

ネットワークリソースの管理にフローを使用するには、次の手順を実行します。

1. フローの作成。
フローは、パケットのヘッダー内の情報から導き出される 1 つの属性または属性
の組み合わせに基づいて作成されます。属性の任意の組み合わせを使用すると、
パケットトラフィックをフローに構成できます。IP アドレス、トランスポートプ
ロトコル、DS フィールドなどの属性を使用できます。Oracle Solaris 11.3 以降、
データリンクで異なる属性の組み合わせを持つフローを作成できるようになりま
した。

2. ネットワークリソースに関連するプロパティーを設定することによって、リソー
スのフローの使用をカスタマイズします。現在は、帯域幅、優先順位、およびラ
ンクプロパティーをフローに関連付けることができます。
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詳細は、218 ページの「フローの構成」を参照してください。

フローへのリソース割り当てのためのコマンド

フローにネットワークリソースを割り当てるために使用するコマンドは、次のとおり
です。

■ フローの作成と、そのフローへのリソースの追加を同時に行うには、次のコマンド
構文を使用します。

# flowadm add-flow -l link -a attribute=value[,attribute=value] -p prop=value[,...] flow

フローを特徴づける一連の定義された属性によって、システムのフロー制御ポリ
シーが構成されます。パケットトラフィックをフローに構成するために使用できる
さまざまな属性のリストについては、217 ページの「フローを使用することによ
るネットワークリソースの管理」を参照してください。

■ 既存のフローのプロパティーを設定するには、次のコマンド構文を使用します。

# flowadm set-flowprop -p prop=value[,...] flow

ここで、prop は、フローに割り当てることができるフロープロパティーを示しま
す。フローのプロパティーは、リンクに直接割り当てられているプロパティーと
同じです。ただし、フローに関連付けることができるのは、帯域幅と優先順位のプ
ロパティーだけです。これらのプロパティーを構成するには、218 ページの「フ
ローを構成する方法」を参照してください。

詳細は、flowadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

フローの構成

このセクションでは、フローを作成して、リソース制御を実装するためのフロープロ
パティーを設定する方法を含む、フローの構成方法について説明します。

フローを構成する方法

1. 管理者になります。
詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. (オプション) フローを構成するリンクを決定するために、使用可能なリンクを一覧表
示します。
# dladm show-link
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3. 選択されたリンク上の IP インタフェースに IP アドレスが正しく構成されていること
を確認します。

# ipadm show-addr

4. フローごとに決定した属性に従ってフローを作成します。

# flowadm add-flow -l link -a attribute=value[,attribute=value] flow

link フローを構成しているリンクを示します。

attribute ネットワークパケットをフローに構成する単一の属性または属性
の組み合わせ。
フローの方向属性を使用すると、パケットを分類して、インバ
ウンドパケットまたはアウトバウンドパケットでフローのプロ
パティーを実装できます。direction 属性では、値 in (インバ
ウンドのみ)、out (アウトバウンドのみ)、および bi (双方向)
がサポートされます。この属性のデフォルト値は bi です。例
80「direction 属性を使用したフローの作成」を参照してくださ
い。

flow フローに割り当てる名前を示します。

フローとフロー属性の詳細は、flowadm(1M) のマニュアルページを参照してくださ
い。

5. (オプション) リンクの帯域幅に対する値の可能性のある範囲を表示します。

# dladm show-linkprop -p maxbw link

link フローが構成されているデータリンクを表します。

値の範囲は、コマンドの出力の POSSIBLE フィールドの下にリストされます。

6. 適切なフローのプロパティーを設定することによって、フロー上にリソース制御を実
装します。

# flowadm set-flowprop -p prop=value[,...] flow

フローに設定できるプロパティーについては、221 ページの「フローのプロパ
ティーの設定」を参照してください。

7. (オプション) データリンク上に作成したフローを表示します。

# flowadm

注記 - flowadm コマンド (サブコマンドなしで使用された場合) によって、flowadm
show-flow コマンドと同じ情報が提供されます。
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8. (オプション) 指定したフローのプロパティー値を表示します。
# flowadm show-flowprop flow

このコマンドは、maxbw および priority のフロープロパティーと、読み取り専用の
hwflow プロパティーを表示します。

hwflow フローのパケット分類を理解するのに役立つ読み取り専用プロパ
ティー。このプロパティーの指定可能な値は、on と off です。
値 on は、フローが NIC にオフロードされていて、フローのパ
ケット分類がハードウェアレベルで実行されることを意味しま
す。このプロパティーは、flowadm add-flow、flowadm set-
flowprop、または flowadm reset-flowprop コマンドで -p オプ
ションとともに使用することはできません。

注記 - 現在、hwflow に on の値を割り当てることができるのは、トランスポートプロ
トコル、ローカルまたはリモートの IP アドレス、およびローカルまたはリモートの
ポートのすべてを指定することよって定義されたフローだけです。また、すべての
NIC が hwflow プロパティーをサポートするわけではありません。

フローの構成およびフローのプロパティーの設定に関する例について
は、223 ページの「ユースケース: データリンクとフローのプロパティーを設定する
ことによるネットワークリソースの管理」を参照してください。

例   80 direction 属性を使用したフローの作成

次の例は、direction 属性を指定してフロー http-in および http-out を作成する方
法を示しています。

# flowadm add-flow -l net4 -a transport=tcp,local_port=80,direction=in http-in
# flowadm add-flow -l net4 -a transport=tcp,local_port=80,direction=out http-out
# flowadm
FLOW        LINK     PROTO LADDR             LPORT RADDR             RPORT DIR
http-out    net4     tcp   --                80    --                --    out
http-in     net4     tcp   --                80    --                --    in
# flowadm show-flow -o flow,link,dir
FLOW        LINK     DIR
http-out    net4     out
http-in     net4     in

bi の direction 値には、値 in または out との互換性はありません。同じ属性を使用
してフローを作成しようとすると、フローの作成は失敗します。

# flowadm add-flow -l net4 -a transport=tcp,local_port=80 http-flow
flowadm: add flow failed: a flow with identical attributes but with
incompatible direction exists

異なる属性を使用するとフローを作成でき、これは成功します。

# flowadm add-flow -l net4 -a transport=tcp,local_port=443 ssl-flow
# flowadm
FLOW        LINK     PROTO LADDR             LPORT RADDR             RPORT DIR
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http-out    net4     tcp   --                80    --                --    out
http-in     net4     tcp   --                80    --                --    in
ssl-flow    net4     tcp   --                443   --                --    bi

フローのプロパティーの設定

フローのプロパティーを設定することによって、フロー上にリソース制御を実装でき
ます。次のプロパティーがフローでサポートされます。

■ maxbw - フローで識別されたパケットが使用できるリンクの帯域幅の最大量。設
定する値は、リンクの帯域幅に対して許可される値の範囲内になければなりませ
ん。例81「フローの最大帯域幅と優先順位の設定」を参照してください。

■ priority - 指定されたフローに属するパケットが処理される優先順位。priority
プロパティーに対して許可される値は、high、medium、および low です。フロー
の優先順位が high に設定されている場合は、そのフローに属するすべてのパケッ
トが、同じリンク上のほかのパケットの前に処理されます。このプロパティーは、
待機時間の影響を受けやすいアプリケーションのフローを作成するために使用され
ます。このプロパティーのデフォルト値は medium です。例81「フローの最大帯域
幅と優先順位の設定」を参照してください。

注記 - 現在のところ、priority プロパティーを medium から low に設定しても、
効果はありません。

■ rank - フローのランク。rank プロパティーを設定する場合の考慮事項は次のとお
りです。
■ すべてのフローに rank プロパティーを設定する必要はありません。rank プロ

パティーが指定されているフローの検索順序は、ランクが指定されていないフ
ローよりも常に高くなります。

■ 1 - 65535 までの値を rank プロパティーに設定できます。ランク値の低いフ
ローの検索順序は、ランク値の高いフローよりも高くなります。

■ 同じランク値を持つ 2 つのフローを持つことができます。この場合、システム
のデフォルトポリシーに従って順位が決まります。

rank プロパティーの詳細は、222 ページの「重複するフロー」を参照してくだ
さい。

例   81 フローの最大帯域幅と優先順位の設定

この例は、フロー http で最大帯域幅を 2G と high の優先順位に設定する方法を示し
ています。

# flowadm set-flowprop -p maxbw=2G http
# flowadm set-flowprop -p priority=high http

第 7 章 ネットワークリソースの管理 221



フローを構成する方法

重複するフロー

異なる属性を使用してデータリンクで複数のフローが構成されている場合、フローは
重複している可能性があります。この場合、flowadm show-flow コマンドを使用する
と、デフォルトのランク順に基づいてデータリンク上のフローのリストを表示できま
す。つまり、最初に、出力内の最初のフローで特定のパケットが検索されてから、次
のフローが検索されます。rank プロパティーを使用すると、フローのランク順を変更
できます。

たとえば、次のように、リモート IP アドレスからのトラフィックを制限するためにフ
ロー solaris を作成したとします。

# flowadm add-flow -l net4 -a remote_ip=192.168.10.3 solaris
# flowadm set-flowprop -p maxbw=10K solaris

IP アドレス 192.168.10.0 からポート 80 へのパケットを http フローではなく
solaris と一致させるには、次のように solaris フローに高いランクを設定できま
す。

# flowadm set-flowprop -p rank=1 solaris
# flowadm show-flowprop -p rank solaris
FLOW         PROPERTY        PERM VALUE          DEFAULT        POSSIBLE
solaris      rank            rw    1             --             1-65535

flowadm match-flow コマンドを使用すると、作成するフローがその他の既存のフ
ローと重複しているかどうかを確認できます。重複するフローがある場合は、ランク
順を確認する必要があります。また、重複するフローの作成を禁止するポリシーを適
用する場合、フローを追加する前に確認する必要があります。コマンドの構文は次の
とおりです。

# flowadm match-flow [-P] [[-p] -o  field[,...]] [-l link] -a attr=value[,...]

-l link 指定したリンク上のフローだけを検索します。リンクを指定して
いない場合、すべてのリンク上のフローが使用されます。

-a
attr=value[,...]

一致するフローを検索するためのキーとして使用する、属性のコ
ンマ区切りリスト。

例   82 重複するフローの確認

この例は、追加したフローがほかのフローと重複するかどうかを確認する方法を示し
ています。

次の例では、システムで構成されているフローを表示します。

# flowadm
FLOW        LINK     PROTO LADDR             LPORT RADDR             RPORT DIR
http        net4     tcp   --                80    --                --    bi
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データリンク net4 上にリモート IP アドレス 10.2.2.117 を持つ別のフロー backup
を追加する場合、次のようにして backup フローがほかのフローと重複するかどうか
を確認できます。

# flowadm match-flow -l net4 -a remote_ip=192.168.10.4
FLOW        LINK     PROTO LADDR             LPORT RADDR             RPORT DIR
http        net4     tcp   --                80    --                --    bi

出力には、特定のパケットでフロー http および backup が重複している可能性がある
ことが表示されます。

ユースケース: データリンクとフローのプロパティーを設定す
ることによるネットワークリソースの管理

次のユースケースは、データリンクとフローの両方のプロパティーを設定することに
よってシステムの効率を向上させるシナリオに基づいています。このユースケース
は、次の図に示す構成に基づいています。
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図   24 データリンクとフローのリソースを管理するためのシステム構成

この図は、互いに接続された次の 2 つの物理ホストを示しています。

■ Host1 の構成は次のとおりです。
■ サーバーおよびルーターとして機能する 1 つの非大域ゾーン。ゾーンに 2 つの

インタフェースが割り当てられていて、net0 インタフェースはインターネット
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に接続し、net1 インタフェースは Host2 を含む内部ネットワークに接続しま
す。

■ フローを net1 上に構成して、トラフィックを切り離し、フローに属するパ
ケットがリソースをどのように使用するかの制御を実装します。フローの構成
の詳細は、217 ページの「フローを使用することによるネットワークリソー
スの管理」を参照してください。

■ Host2 の構成は次のとおりです。
■ 3 つの非大域ゾーンと、それぞれ対応する VNIC。これらの VNIC は、NIC カー

ドがリング割り当てをサポートする net0 上に構成されています。リング割り
当てについての詳細は、199 ページの「NIC リングの管理」を参照してくだ
さい。

■ 各ゾーンのネットワーク処理の負荷は異なります。この例では、zone1 が、
HTTP クライアントとして機能します。残りのゾーン、zone2 と zone3 は、
Secure Shell (SSH) プロトコルを介して Host1 へのアクセスを試みる SSH ク
ライアントとして機能します。zone1 のネットワークトラフィックは zone2
および zone3 より多く、時間の影響を受けません。ただし、zone2 および
zone3 のネットワークトラフィックは少なく、時間の影響を受けます。した
がって、zone2 および zone3 のネットワークトラフィックをより高速に処理す
るには、zone1 のネットワークトラフィックに割り当てられた帯域幅を制限す
る必要があります。zone1 に割り当てられた帯域幅を制限しないと、使用可能
なすべての帯域幅が使用されます。これにより、残りのゾーン、zone2 および
zone3 に対して帯域幅が拒否されることになります。

■ 別の VNIC がソフトウェアベースのクライアントとして構成されています。
MAC クライアントの概要については、199 ページの「MAC クライアントへ
のリングの割り当て」を参照してください。

このユースケースのタスクには次のアクションが含まれます。

■ フローの作成とフロー制御の構成 – net1 上にフローを作成して、Host1 の net1 に
よって受信される、フローに属するパケット上に別のリソース制御を作成します。

■ Host2 上の VNIC のためのネットワークリソースのプロパティーの構成 – 処理の負
荷に基づいて、各ゾーンの VNIC に一連の専用リングが構成されます。また、ソフ
トウェアベースのクライアントの例として、専用リングのない別の VNIC も構成さ
れます。

注記 - このユースケースにはゾーン構成のための手順は含まれていません。ゾーンを
構成するには、『Oracle Solaris ゾーンの作成と使用』 の 第 1 章, 「非大域ゾーンの計
画および構成方法」を参照してください。

1. Host1 上のリンクと IP インタフェースに関する情報を表示します。

# ipadm

NAME              CLASS/TYPE       STATE        UNDER      ADDR
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lo0               loopback   ok           --         --

   lo0/v4         static     ok           --         127.0.0.1/8

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

net1              ip         ok           --         --

   net1/v4        static     ok           --         192.168.200.103/24

net0              ip         ok           --         --

   net0/v4        static     ok           --         10.134.76.129/24

2. Host1 の net1 上に次のフローを作成します。
■ httpflow – zone1 と net1 の間のすべての HTTP トラフィックを含めます。

# flowadm add-flow -l net1 -a transport=tcp,local_ip=192.168.200.103,\

local_port=80,remote_ip=192.168.200.110 httpflow

■ sshflow – net1 との間で送受信されるすべての SSH クライアントを含めま
す。

# flowadm add-flow -l net1 -a transport=tcp,local_ip=192.168.200.103,\

local_port=22 sshflow

3. フロー上にリソース制御を実装します。
■ httpflow の場合は、最大帯域幅を 500M に設定します。

# flowadm set-flowprop -p maxbw=500M httpflow

■ sshflow の場合は、優先順位を high に設定します。

# flowadm set-flowprop -p priority=high sshflow

4. 作成したフローに関する情報を確認します。

# flowadm

FLOW        LINK     PROTO LADDR             LPORT  RADDR             RPORT DSFLD

httpflow    net1     tcp   192.168.200.103   80     192.168.200.110   --    --

sshflow     net1     tcp   192.168.200.103   22     --                --    --

# flowadm show-flowprop

FLOW         PROPERTY        PERM    VALUE        DEFAULT        POSSIBLE

httpflow     maxbw           rw      500          --             -- 

httpflow     priority        rw      medium       medium         low,medium,high 

httpflow     hwflow          r-      off          --             on,off 

sshflow      maxbw           rw      --           --             -- 

sshflow      priority        rw      high         medium         low,medium,high 

sshflow      hwflow          r-      off          --             on,off

出力の詳細は、flowadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
5. Host2 上で、ゾーンごとに net0 上に VNIC を構成します。

# dladm create-vnic -l net0 vnic0

# dladm create-vnic -l net0 vnic1

# dladm create-vnic -l net0 vnic2
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6. 各 VNIC 上にリソース制御を実装します。

# dladm set-linkprop -p rxrings=4,txrings=4 vnic0

# dladm set-linkprop -p rxrings=2,txrings=2 vnic1

# dladm set-linkprop -p rxrings=1,txrings=1 vnic2

7. VNIC をそれぞれのゾーンに割り当てます。

# zonecfg -z zone1

# zonecfg:zone1> add net

# zonecfg:zone1:net> set physical=vnic0

# zonecfg:zone1:net> end

# zonecfg:zone1> commit

# zonecfg:zone1> exit

# zoneadm -z zone1 reboot

# zonecfg -z zone2

# zonecfg:zone2> add net

# zonecfg:zone2:net> set physical=vnic1

# zonecfg:zone2:net> end

# zonecfg:zone2> commit

# zonecfg:zone2> exit

# zoneadm -z zone2 reboot

# zonecfg -z zone3

# zonecfg:zone3> add net

# zonecfg:zone3:net> set physical=vnic2

# zonecfg:zone3:net> end

# zonecfg:zone3> commit

# zonecfg:zone3> exit

# zoneadm -z zone3 reboot

8. リングをプライマリインタフェース net0 と共有するソフトウェアベースのクライ
アントを作成します。

# dladm create-vnic -p rxrings=sw,txrings=sw -l net0 vnic3

9. Host2 の CPU のセットである pool1 は、zone1 に割り当てられていると仮定しま
す。zone1 のネットワークプロセスも管理するために、CPU の同じ pool1 を割り
当てます。

# dladm set-linkprop -p pool=pool1 vnic0
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 8 ♦  ♦  ♦        第    8    章 

ネットワークトラフィックとリソース使用状況
のモニタリング

この章では、データリンクとフロー上のネットワークリソースの使用に関するネッ
トワーク統計をモニターするためのタスクについて説明します。ネットワークトラ
フィックの統計情報をログファイルに記録するように、システム上のネットワーク
アカウンティングを構成します。この統計情報は、プロビジョニング、統合、および
請求の目的でリソース割り当てを解析するのに役立ちます。この章では、dlstat と
flowstat という、ネットワークトラフィックの統計情報を表示するために使用でき
る 2 つのコマンドについて説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

■ 229 ページの「データリンクとフローのネットワークトラフィックの統計情報の
モニタリングの概要」

■ 232 ページの「ネットワークトラフィックの統計情報をモニターするためのコマ
ンド」

■ 232 ページの「リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示」
■ 239 ページの「フロー上のネットワークトラフィックの統計情報の表示」
■ 241 ページの「ネットワークトラフィックのためのネットワークアカウンティン

グの構成」

ネットワークプロトコルスタックのさまざまなレイヤーにおけるネットワークトラ
フィック使用状況の監視の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワーク管理のト
ラブルシューティング』 の 第 2 章, 「可観測性ツールを使用したネットワークトラ
フィック使用状況のモニタリング」を参照してください。

データリンクとフローのネットワークトラフィックの統計情報
のモニタリングの概要

パケットは、システムに入力されるか、またはシステムから出力されるときにパスを
たどります。詳細なレベルで見ると、パケットは、NIC の受信 (Rx) リングおよび送
信 (Tx) リングを通して送受信されます。これらのリングからのインバウンドパケット
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はさらに処理するためにネットワークスタックに渡され、アウトバウンドパケットは
ネットワークに送信されます。

ネットワークトラフィックを管理するために、システムリソースを結合したり、割り
当てたりすることができます。データリンクとフローの両方について、受信側および
送信側のネットワークトラフィックの統計情報をモニターできます。この章では、主
にデータリンクとフロー上の受信側のネットワークトラフィックの統計情報について
説明します。

データリンクプロパティーを設定することによって、受信リング、送信リング、およ
びデータリンク上のその他のリソースを構成できます。データリンク上のネットワー
クトラフィックによっては、システムでのパケットの処理効率を向上させるために、
データリンクに専用ハードウェアリングを割り当てることができます。たとえば、
ネットワークトラフィックの負荷がもっとも高いデータリンクにより多くのリングを
割り当てることができます。データリンクにハードウェアリングを割り当てる方法の
詳細は、203 ページの「クライアントの構成とリングの割り当て」を参照してくださ
い。

次の理由で、データリンクに専用ハードウェアリングを割り当てられないことがあり
ます。

■ ハードウェアリソースの不足。たとえば、データリンクに排他的に割り当てること
ができる使用可能なリングが存在しない可能性があります。

■ ハードウェア機能の不足。たとえば、NIC がハードウェアリングを公開していない
可能性があります。

■ データリンクが低レベルのハードウェアデータリンクに結合されていない可能性が
あります。たとえば、etherstub 上に VNIC を作成する場合が該当します。

一部のデータリンクは、次の理由で、リングを共有するように構成されることがあり
ます。

■ データリンクが、専用リングを必要とするリソース集約型プロセスを実行していな
い可能性がある。

■ NIC でリング割り当てがサポートされていない可能性がある。
■ データリンクがリング割り当てをサポートしているにもかかわらず、排他的使用の

ためにリングを割り当てることができなくなった。

次の図は、データリンク間でのハードウェアリングの割り当てを示しています。
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図   25 データリンクでのリング割り当て

この図は、次の構成を示しています。

■ net0 データリンクには、ほかのデータリンクに割り当てることができる 16 個の
ハードウェアリング (0-15) が存在します。

■ vnic1、vnic2、vnic3、vnic4 の各 VNIC は、データリンク net0 上に構成されて
います。

■ vnic1、vnic2、vnic3 の各 VNIC には、それぞれ 4 つの専用ハードウェアリング
が割り当てられています。

■ ハードウェアリング (0-3) は、データリンク net0 と VNIC vnic4 の間で共有され
ています。次の例は、物理データリンク net0 へのリング割り当てを示していま
す。

# dladm show-phys -H net0

LINK         RINGTYPE  RINGS                CLIENTS

net0         RX        0-3                  <default,mcast>,vnic4

net0         RX        4-7                  vnic1

net0         RX        8-11                 vnic2

net0         RX        12-15                vnic3
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ネットワークトラフィックの統計情報をモニターするためのコマンド

net0         TX        0-7                  <default>,vnic4,vnic3,vnic2,vnic1

■ 物理データリンク net0 のネットワークトラフィックの統計情報を表示するに
は、dlstat show-phys コマンドを使用します。例83「システム上の物理リンクの
トラフィック統計情報の表示」を参照してください。

■ データリンク net0、vnic1、vnic2、vnic3、および vnic4 のネットワークトラ
フィックの統計情報を表示するには、dlstat show-link コマンドを使用しま
す。例90「専用ハードウェアリングが割り当てられているデータリンクのネット
ワークトラフィックの統計情報の表示」を参照してください。

ネットワークトラフィックの統計情報をモニターするためのコ
マンド

dlstat コマンドと flowstat コマンドを使用すると、それぞれデータリンクとフロー
上のネットワークトラフィックの統計情報をモニターできます。これらのコマンド
は、dladm および flowadm コマンドと同等です。次の表に、管理コマンドのペアとモ
ニタリングコマンドのペアの機能比較を示します。

管理コマンド モニタリングコマンド

コマンド 機能 コマンド 機能

dladm データリンクを構成お
よび管理します

dlstat データリンク上のトラ
フィックの統計情報を表
示します

flowadm フローを構成および管
理します

flowstat フロー上のトラフィック
の統計情報を表示します

リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

dlstat コマンドの次のバリアントを使用すると、ネットワークトラフィック情報を表
示できます。

コマンド 提供される情報

dlstat [link]

dlstat -rt [link]

dlstat show-link [link]

データリンクごとのインバウンドおよびアウトバウ
ンドトラフィック統計情報を表示します

dlstat show-link -rt [link] リングごと、データリンクごとのインバウンドおよ
びアウトバウンドトラフィック統計情報を表示しま
す
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リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

コマンド 提供される情報

dlstat show-phys [link] ネットワーク物理デバイスごとのインバウンドおよ
びアウトバウンドトラフィックの統計情報を表示し
ます

dlstat show-phys -rt [link] リングごと、ネットワーク物理デバイスごとのイン
バウンドおよびアウトバウンドトラフィックの統計
情報を表示します

dlstat show-aggr [link]

dlstat show-aggr -rt [link]

ポートごと、アグリゲーションごとのインバウンド
およびアウトバウンドトラフィックの統計情報を表
示します

dlstat show-bridge [bridge]

dlstat show-bridge -rt [bridge]

ブリッジごとのインバウンドおよびアウトバウンド
トラフィックの統計情報を表示します

dlstat show-cap [link] ファイアウォールによってログに記録されるパケッ
トの統計情報を表示します。

-r オプションを使用すると受信側の統計情報を表示でき、dlstat コマンドで -t オプ
ションを使用すると送信側の統計情報を表示できます。その他のオプションについて
の詳細は、dlstat(1M) のマニュアルページを参照してください。

ネットワークデバイスのネットワークトラフィックの
統計情報の表示

dlstat show-phys コマンドは、物理ネットワークデバイスに関する統計情報を提供
します。図25に示すように、dlstat show-phys コマンドは、ネットワークスタック
のデバイス層にあるハードウェアリング上で動作します。

次のコマンド構文を使用すると、ネットワークデバイス上のネットワークトラフィッ
ク統計情報を表示できます。
# dlstat show-phys [-r|-t] [-Tu | -Td] [-o idrops[,idropbytes][,odrops][,odropbytes]] \
 [link] [interval [count]]

-r 受信側のネットワークトラフィックの統計情報のみを表示しま
す。-t オプションをこのオプションと一緒に指定しないでくださ
い。
-r オプションまたは -t オプションを指定しない場合は、送信側と
受信側の両方のネットワークの統計情報が表示されます。

-t 送信側のネットワークトラフィックの統計情報のみを表示しま
す。-r オプションをこのオプションと一緒に指定しないでくださ
い。
-r または -t オプションを指定しない場合は、送信側と受信側の両
方のネットワークの統計情報が表示されます。
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リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

-Tu 現在の時間を内部表現で表示します。

-Td 現在の時間を標準の日付形式で表示します。

-o idrops[,
idropbytes]
[,odrops][,
odropbytes]]

物理データリンクごとの入力と出力のパケット破棄を表示しま
す。入力と出力のパケット破棄の数に加えて、このオプションで
は、破棄のバイト数も表示されます。

link ネットワーク統計をモニターするデータリンクの名前。データ
リンクを指定しない場合は、システムに構成されているすべての
データリンクに関する情報が表示されます。

interval ネットワーク統計をリフレッシュする時間を秒数で指定します。

count 表示されているネットワークトラフィックの統計情報がリフレッ
シュされる回数を指定します。カウント値を指定しない場合、統
計情報は無期限にリフレッシュされます。

例   83 システム上の物理リンクのトラフィック統計情報の表示

この例では、システムの各リンク上の受信と送信の両方のネットワークトラフィック
が表示されます。パケットの数とそれらのバイトサイズが表示されています。

# dlstat show-phys
LINK    IPKTS   RBYTES     OPKTS    OBYTES
net5        0        0        0        0
net6        0        0        0        0
net0   25.57K    5.10M    1.93K  226.05K
net0      179   26.63K      161   22.75K
net3        0        0        0        0
net4        0        0        0        0
net2        0        0        0        0
net8      238  137.16K      191    8.41K
net1        0        0        0        0
...

出力には次の情報が表示されます。

LINK 物理および仮想データリンク (名前で識別されます)

IPKTS リンク上のインバウンドパケットの数

RBYTES リンク上で受信されたバイト数

OPKTS リンク上のアウトバウンドパケットの数

OBYTES このリンク上で送信されたバイト数
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リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

例   84 ネットワークデバイスの受信側のトラフィック統計情報の表示

この例では、受信されるネットワークトラックの統計情報が、間隔値 2 秒、カウント
値 3 で表示されます。

# dlstat show-phys -r 2 3
LINK  TYPE  INDEX    IPKTS   RBYTES
net0    rx      0    8.03M   12.09G
net1    rx      0        0        0
net0    rx      0    8.79K   13.28M
net1    rx      0        0        0
net0    rx      0    8.50K   12.83M
net1    rx      0        0        0

データリンク net0 および net1 は 1 つのセットと考えてください。最初のデータリ
ンク net0 および net1 のセットは、受信したパケットとバイトの合計数を示していま
す。この例では、8.03M が受信したパケットの合計数で、12.09G が net0 で受信した
バイトの合計数です。2 番目のデータリンク net0 および net1 のセットは、正規化さ
れた値とも呼ばれる、ネットワークトラフィックの統計情報の 1 秒あたりの変化量を
示しています。つまり、8.79K は、net0 によって 2 秒間隔で受信されたパケットの正
規化された値です。同様に、3 番目のデータリンク net0 および net1 のセットも、2
秒間隔のネットワークトラフィックの統計情報の正規化された値を示しています。

例   85 ネットワークデバイスの受信側のトラフィック統計情報の表示

この例では、データリンク net0 の受信トラフィックの統計情報が表示されます。

# dlstat show-phys -r net0
LINK     TYPE     ID    INDEX    IPKTS     RBYTES
net0      rx   local      --        0          0
net0      rx      hw       1        0          0
net0      rx      hw       2    1.73M      2.61G
net0      rx      hw       3        0          0
net0      rx      hw       4    8.44M     12.71G
net0      rx      hw       5    5.68M      8.56G
net0      rx      hw       6    4.99M      7.38G
net0      rx      hw       7        0          0

この例では、net0 データリンクに 8 つの受信リングがあり、それらが INDEX フィー
ルドで特定されています。リングごとのパケットの均一な分布は、それらのリング
が、各リンクの負荷に応じてリンクに正しく割り当てられていることを示す理想的な
構成です。不均一な分布は、リンクごとのリングの不均衡な分布を示します。不均一
な配布の解決は、NIC が動的なリング割り当てをサポートしているかどうかによって
異なります。サポートしている場合は、パケットをより均等に処理するように、リン
クごとにリングを再配布できます。詳細は、199 ページの「NIC リングの管理」を参
照してください。

例   86 ネットワークデバイスの送信側のトラフィック統計情報の表示

この例では、ネットワークデバイスとしての net0 の送信リングの使用状況が表示さ
れます。
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リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

# dlstat show-phys -t net0
LINK  TYPE  INDEX    OPKTS   OBYTES
net0    tx      0       93    4.63K
net0    tx      1        0        0
net0    tx      2        0        0
net0    tx      3        0        0
net0    tx      4        0        0
net0    tx      5       47   11.02K
net0    tx      6       23    7.13K
net0    tx      7        0        0

例   87 時間を含むネットワークデバイスのトラフィックの統計情報の表示

次の例では、内部表現の現在の時間とともに、ネットワークデバイスとしての net0
のネットワークトラフィックに関する統計情報が表示されます。

# dlstat show-phys -Tu net0
1401652481
           LINK    IPKTS   RBYTES    OPKTS   OBYTES
           net0      184   27.14K      165   22.91K

次の例では、標準の日付形式の現在の時間とともに、ネットワークデバイスとしての
net0 のネットワークトラフィックに関する統計情報が表示されます。

# dlstat show-phys -Td net0
Sun Jun  1 12:54:47 PDT 2014
           LINK    IPKTS   RBYTES    OPKTS   OBYTES
           net0      184   27.14K      165   22.91K

例   88 入力と出力のパケット破棄の表示

次の例では、データリンク net0 の入力と出力のパケット破棄統計情報を表示しま
す。

# dlstat show-phys net0 -o idrops,idropbytes,odrops,odropbytes
  IDROPS IDROPBYTES   ODROPS ODROPBYTES
   399     42.52K        0       0

データリンクのネットワークトラフィックの統計情報
の表示

dlstat show-link コマンドを使用すると、データリンクのネットワークトラフィッ
クの統計情報を表示できます。

例   89 データリンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

この例は、データリンク vnic0 のネットワークトラフィックの統計情報を示していま
す。
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# dlstat show-link vnic0
LINK    IPKTS   RBYTES    OPKTS   OBYTES
vnic0   3       180       0       0

例   90 専用ハードウェアリングが割り当てられているデータリンクのネットワークト
ラフィックの統計情報の表示

この例は、4 つの専用 Rx リングが割り当てられているデータリンク vnic0 の受信側
のネットワークトラフィックの統計情報を示しています。出力の ID 列にある hw 値
は、データリンク vnic0 に専用ハードウェアリングが割り当てられていることを示し
ます。

# dlstat show-link -r vnic0
LINK   TYPE      ID  INDEX    IPKTS   RBYTES    INTRS    POLLS   IDROPS
vnic0    rx   local     --        0        0        0        0        0
vnic0    rx   other     --       64    2.94K        0        0        0
vnic0    rx      hw      8        0        0        0        0        0
vnic0    rx      hw      9       53    7.97K       53        0        0
vnic0    rx      hw     10        4      392        4        0        0
vnic0    rx      hw     11  153.65K  220.68M  153.65K        0        0

例   91 データリンクの送信側のネットワークトラフィックの統計情報の表示

この例は、データリンク vnic0 の送信側のネットワークトラフィックの統計情報を示
しています。

# dlstat show-link -t vnic0
LINK   TYPE      ID  INDEX    OPKTS   OBYTES   ODROPS
vnic0    tx   local     --        0        0        0
vnic0    tx   other     --       19      798        0
vnic0    tx      sw     --        0        0        0

例   92 専用ハードウェアリングが割り当てられていないデータリンクのネットワーク
トラフィックの統計情報の表示

この例は、専用 Rx リングが割り当てられていないデータリンク net6 のネットワーク
トラフィックの統計情報を示しています。出力の ID 列にある sw 値は、データリンク
net6 が専用ハードウェアリングを使用して構成されていないことを示します。

# dlstat show-link -r net6
LINK  TYPE      ID  INDEX    IPKTS   RBYTES INTRS POLLS   IDROPS
net6    rx   local     --        0   0        0     0        0
net6    rx   other     --        0   0        0     0        0
net6    rx      sw     --        0   0        0     0        0
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リンクのネットワークトラフィックの統計情報の表示

リンクアグリゲーションのネットワークトラフィック
の統計情報の表示

dlstat show-aggr コマンドは、トラフィックがシステム上のアグリゲーションをた
どるときの、アグリゲーションのポートごとのネットワークパケットの統計情報を表
示します。

例   93 リンクアグリゲーションのネットワークトラフィックの統計情報の表示

# dlstat show-aggr
LINK      PORT    IPKTS   RBYTES    OPKTS   OBYTES
aggr0     --         13      832       13      780
aggr0     net0        0        0       13      780
aggr0     net3       13      832        0        0

この例の出力は、ベースとなる 2 つのリンク net0 と net3 を含むリンクアグリゲー
ション aggr0 の構成を示しています。ネットワークトラフィックがアグリゲーション
を経由してシステムによって受信または送信されると、受信および送信パケットとそ
れらの各サイズに関する情報がポートごとに報告されます。これらのポートは、その
アグリゲーションのベースとなるリンクで識別されます。

リンクアグリゲーションについては、『Oracle Solaris 11.3 でのネットワークデータリ
ンクの管理』 の 第 2 章, 「リンクアグリゲーションを使用した高可用性の構成」を参
照してください。

ブリッジのネットワークトラフィックの統計情報の表
示

dlstat show-bridge コマンドは、各ブリッジのネットワーク統計情報を表示し、各
ブリッジに接続されたリンクの統計情報の一覧を表示します。

例   94 ブリッジのネットワークトラフィックの統計情報の表示

この例では、ブリッジ rbblue0 および stbred0 のネットワーク統計情報が表示され
ます。

# dlstat show-bridge
BRIDGE        LINK     IPKTS    RBYTES     OPKTS    OBYTES     DROPS  FORWARDS
rbblue0         --     1.93K   587.29K     2.47K     3.30M         0         0
             simblue1     72     4.32K     2.12K     2.83M         0        --
             simblue2  1.86K   582.97K       348   474.04K         0        --
stbred0         --       975   976.69K     3.44K     1.13M         0        38
              simred3    347   472.54K     1.86K   583.03K         0        --
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フロー上のネットワークトラフィックの統計情報の表示

              simred4    628   504.15K     1.58K   551.51K         0        --

フロー上のネットワークトラフィックの統計情報の表示

フロー上の統計情報は、システムに定義されているすべてのフロー上のパケットトラ
フィックを評価する際に役立ちます。フロー上の統計情報を表示するには、flowstat
コマンドを使用します。詳細は、flowstat(1M) のマニュアルページを参照してくだ
さい。

フロー上のネットワークトラフィックの統計情報を表示するには、次のコマンド構文
を使用します。

# flowstat [-r|-t] [-l link] [-Tu | -Td] [flow] [interval [count]]

-r 受信側のネットワークトラフィックの統計情報のみを表示しま
す。-t オプションをこのオプションと一緒に指定しないでくださ
い。
-r オプションまたは -t オプションを指定しない場合は、送信側と
受信側の両方のネットワークの統計情報が表示されます。

-t 送信側のネットワークトラフィックの統計情報のみを表示しま
す。-r オプションをこのオプションと一緒に指定しないでくださ
い。
-r オプションまたは -t オプションを指定しない場合は、送信側と
受信側の両方のネットワークの統計情報が表示されます。

-l link ネットワーク統計をモニターするデータリンクの名前。データリ
ンクを指定しない場合は、システムに構成されているすべてのフ
ローに関する情報が表示されます。

-Tu 現在の時間を内部表現で表示します。

-Td 現在の時間を標準の日付形式で表示します。

flow ネットワークの統計情報をモニターするフローの名前。フローを
指定しない場合は、指定したリンクに応じて、すべてのフローの
統計情報が表示されます。

interval ネットワーク統計をリフレッシュする時間を秒数で指定します。
間隔値を指定しない場合は、パケットとバイトの合計数も表示さ
れます。
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count 表示されているネットワークトラフィックの統計情報がリフレッ
シュされる回数を指定します。カウント値を指定しない場合、統
計情報は無期限にリフレッシュされます。

次の例は、システム上で構成されているフローに関する情報を表示するためのさまざ
まな方法を示しています。

例   95 フローのネットワークトラフィックの統計情報の表示

この例では、システムに構成されているすべてのフローのネットワークトラフィック
統計情報が、間隔値 1 秒、カウント値 2 で表示されます。
# flowstat 1 2
FLOW     IPKTS   RBYTES   IDROPS    OPKTS   OBYTES   ODROPS
flow1    1.78M    2.68G      443  889.57K   58.72M        0
flow2        0        0        0        0        0        0
flow1    8.31K   12.51M      243    4.22K  280.45K        0
flow2        0        0        0        0        0        0

フロー flow1 および flow2 は 1 つのセットと考えてください。最初のフロー flow1
および flow2 のセットは、フローによって送受信されたネットワークトラフィックの
統計情報の合計数を示しています。この例では、1.78M は flow1 によって受信された
パケットの合計数です。2 番目のフロー flow1 および flow2 のセットは、正規化され
た値とも呼ばれる、ネットワークの統計情報の 1 秒あたりの変化量を示しています。
この例では、8.31K は、flow1 によって 1 秒間隔で受信されたパケットの正規化され
た値です。

例   96 フローの送信側トラフィックの統計情報の表示

この例では、システムに構成されているすべてのフローの送信トラフィックに関する
ネットワークトラフィック統計情報が表示されます。
# flowstat -t
FLOW     OPKTS   OBYTES   ODROPS
flow1   24.37M    1.61G        0
flow2        0        0        0

例   97 データリンク上のフローの受信側トラフィックの統計情報の表示

この例では、データリンク net0 に構成されているすべてのフローの受信ネットワー
クトラフィックが、間隔値 2 秒、カウント値 5 で表示されます。
# flowstat -r -l net0 2 5
FLOW     IPKTS   RBYTES   IDROPS
flow1    2.38M    3.59G   14.89K
flow2        0        0        0
flow1    8.24K   12.40M      180
flow2        0        0        0
flow1    8.94K   13.47M      206
flow2        0        0        0
flow1    7.43K   11.19M      161
flow2        0        0        0
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flow1    8.38K   12.62M      213
flow2        0        0        0

フロー flow1 および flow2 は 1 つのセットと考えてください。最初のフロー flow1
および flow2 のセットは、フローによって受信されたパケットとバイトの合計数を示
しています。この例では、2.38M が受信されたパケットの合計数で、3.59G が flow1
で受信されたバイトの合計数です。2 番目のフロー flow1 および flow2 のセットは、
正規化された値とも呼ばれる、ネットワークの統計情報の 1 秒あたりの変化量を示
しています。この例では、8.24K は、flow1 によって 2 秒間隔で受信されたパケット
の正規化された値です。同様に、そのあとのフローのセットは、2 秒の定期的な間隔
で、ネットワークトラフィックの統計情報の正規化された値を示しています。

例   98 時間を含むフローのトラフィックの統計情報の表示

次の例では、内部表現の現在の時間とともに、データリンク net0 上に作成されたす
べてのフロー上の受信トラフィックに関する統計情報が表示されます。

# flowstat -r -l net0 -Tu
1364380279
          FLOW        IPKTS   RBYTES    IDROPS
          tcp-flow  183.11K  270.24M        0
          udp-flow        0        0        0

次の例では、標準の日付形式の現在の時間とともに、データリンク net0 上に作成さ
れたすべてのフロー上の受信トラフィックに関する統計情報が表示されます。

# flowstat -r -l net0 -Td
Wednesday, March 27, 2013 04:01:011 PM IST
          FLOW        IPKTS   RBYTES    IDROPS
          tcp-flow  183.11K  270.24M        0
          udp-flow        0        0        0

ネットワークトラフィックのためのネットワークアカウンティ
ングの構成

拡張アカウンティング機能を使用すると、システム上のネットワークアカウンティン
グを設定できます。ネットワークアカウンティングでは、ネットワークトラフィック
に関する統計情報をログファイルに取得します。追跡、プロビジョニング、統合、お
よび請求の目的でトラフィックのレコードを保持できます。あとで、一定期間にわた
るネットワーク使用に関する履歴情報を取得するために、このログファイルを参照で
きます。

ネットワークアカウンティングを設定するには、拡張アカウンティング機能の
acctadm コマンドを使用します。詳細は、acctadm(1M) のマニュアルページを参照し
てください。ネットワークアカウンティングの設定を完了したら、flowstat コマン
ドを使用してトラフィックの統計情報を記録します。
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ネットワークアカウンティングを設定する方法
1. 管理者になります。

詳細は、『Oracle Solaris 11.3 でのユーザーとプロセスのセキュリティー保護』 の 「割
り当てられている管理権利の使用」を参照してください。

2. 拡張アカウンティング機能で有効にすることのできるアカウンティングタイプのス
テータスを表示します。
# acctadm [process | task | flow | net]

拡張アカウンティング機能では、4 つのタイプのアカウンティングを有効にすること
ができます。acctadm コマンドのオプションのオペランドは、次のアカウンティング
タイプに対応しています。

■ process – プロセスアカウンティング
■ task – タスクアカウンティング
■ フロー – フローアカウンティング
■ net – ネットワークアカウンティング

注記 - ネットワークアカウンティングはまた、217 ページの「フローを使用すること
によるネットワークリソースの管理」で説明されている flowadm および flowstat コ
マンドで管理されるフローにも適用されます。そのため、これらのフローのためのア
カウンティングを設定するには、acctadm コマンドで net オプションを使用します。
IPQoS 構成のためのフローアカウンティングを有効にする flow オプションを使用し
ないでください。

net を指定すると、ネットワークアカウンティングのステータスが表示されます。net
が使用されない場合は、4 つのすべてのアカウンティングタイプのステータスが表示
されます。

3. ネットワークトラフィックのための拡張アカウンティングを有効にします。
# acctadm -e extended -f filename net

ここで、filename には、ネットワークトラフィックの統計情報を取得するログファイ
ルのフルパスが含まれます。このログファイルは、指定した任意のディレクトリ内に
作成できます。

4. 拡張ネットワークアカウンティングがアクティブになっていることを確認します。
# acctadm net

例   99 システム上でのネットワークアカウンティングの設定

この例は、システム上の履歴トラフィック情報を取得して表示するようにネットワー
クアカウンティングを構成する方法を示しています。
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次のように、すべてのアカウンティングタイプのステータスを表示します。

# acctadm
            Task accounting: inactive
       Task accounting file: none
     Tracked task resources: none
   Untracked task resources: extended
         Process accounting: inactive
    Process accounting file: none
  Tracked process resources: none
Untracked process resources: extended,host
            Flow accounting: inactive
       Flow accounting file: none
     Tracked flow resources: none
   Untracked flow resources: extended
             Net accounting: inactive
       Network accounting file: none
     Tracked Network resources: none
   Untracked Network resources: extended

この出力は、ネットワークアカウンティングがアクティブになっていないことを示し
ます。したがって、拡張ネットワークアカウンティングを有効にする必要がありま
す。

# acctadm -e extended -f /var/log/net.log net
# acctadm net
            Net accounting: active
       Net accounting file: /var/log/net.log
     Tracked net resources: extended
   Untracked net resources: none

ネットワークトラフィックに関する履歴統計情報の表
示

ネットワークアカウンティングを有効にしたら、dlstat および flowstat コマンドを
使用して、ログファイルから情報を抽出できます。

ネットワークに関する履歴データを表示するには、その前にネットワークのための拡
張アカウンティングを有効にする必要があります。さらに、フロー上のトラフィック
に関する履歴データを表示するには、まず217 ページの「フローを使用することによ
るネットワークリソースの管理」の説明に従って、システム上のフローを構成する必
要があります。

データリンク上のネットワークトラフィックの履歴統計情報の表
示

次のコマンド構文を使用すると、データリンクのネットワークトラフィックの履歴統
計情報を表示できます。
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# dlstat show-link -h [-a] -f filename [-d date] [-F format] [-s start-time] [-e end-time] [link]

-h リソース使用状況に関する履歴情報のサマリーをデータリンク上
の受信および送信パケットごとに表示します。

-a すべてのデータリンク (データ取得のあとにすでに削除された
データリンクを含む) 上のリソース使用状況を表示します。

-f filename acctadm コマンドでネットワークアカウンティングが有効にされ
たときに定義されたログファイルを指定します。

-d date 指定された日付に対するログ記録された情報を表示します。

-F format あとで解析のためにプロットできる特定の形式でデータを表示し
ます。現在、サポートされている形式は gnuplot だけです。

-s start-time ネットワーク統計情報のログに記録された情報を表示する開
始時間を指定します。MM/DD/YYY,hh:mm:ss の形式を使用しま
す。hour (hh) には、24 時間制のクロック表記を使用する必要が
あります。日付を含めない場合は、現在の日付の指定された時間
範囲のデータが表示されます。

-e end-time ネットワーク統計情報のログに記録された情報を表示する終
了時間を指定します。MM/DD/YYY,hh:mm:ss の形式を使用しま
す。hour (hh) には、24 時間制のクロック表記を使用する必要が
あります。日付を含めない場合は、現在の日付の指定された時間
範囲のデータが表示されます。

link 指定されたデータリンクの履歴データを表示します。このオプ
ションを使用しない場合は、構成されているすべてのデータリン
クの履歴ネットワークデータが表示されます。

例   100 データリンク上のリソース使用状況に関する履歴統計情報の表示

この例では、システムのすべてのデータリンクのネットワークトラフィックとそのリ
ソースの使用に関する履歴統計情報が表示されます。
# dlstat show-link -h -f /var/log/net.log
LINK  DURATION  IPKTS    RBYTES     OPKTS  OBYTES     BANDWIDTH
net0   80        1031    546908      0        0       2.44 Mbps
net1   100       2045    235977      0        0       9.67 Mbps

フロー上のネットワークトラフィックの履歴統計情報の表示

次のコマンド構文を使用すると、フローのネットワークトラフィックの履歴統計情報
を表示できます。
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# flowstat -h [-a] -f filename [-d date] [-F format] [-s start-time] [-e end-time] [flow]

-h リソース使用状況に関する履歴情報のサマリーを、構成されてい
るフロー上の受信および送信パケットごとに表示します。

-a 構成されているすべてのフロー (データ取得のあとにすでに削除
されたフローを含む) 上のリソース使用状況を表示します。

-f filename acctadm コマンドでネットワークアカウンティングが有効にされ
たときに定義されたログファイルを指定します。

-d 指定された日付に対するログ記録された情報を表示します。

-F format データを特定の形式で表示します。現在、サポートされている形
式は gnuplot だけです。

-s start-time ネットワーク統計情報のログに記録された情報を表示する開
始時間を指定します。MM/DD/YYY,hh:mm:ss の形式を使用しま
す。hour (hh) には、24 時間制のクロック表記を使用する必要が
あります。日付を含めない場合は、現在の日付の指定された時間
範囲のデータが表示されます。

-e end-time ネットワーク統計情報のログに記録された情報を表示する終
了時間を指定します。MM/DD/YYY,hh:mm:ss の形式を使用しま
す。hour (hh) には、24 時間制のクロック表記を使用する必要が
あります。日付を含めない場合は、現在の日付の指定された時間
範囲のデータが表示されます。

flow 指定されたフローの履歴データを表示します。このオプションを
使用しない場合は、構成されているすべてのフローの履歴ネット
ワークデータが表示されます。

例   101 フロー上のリソース使用状況に関する履歴統計情報の表示

次の例では、リソース使用状況の履歴統計情報をシステムのフロー上のトラフィック
ごとに表示します。

# flowstat -h -f /var/log/net.log
FLOW      DURATION  IPACKETS RBYTES      OPACKETS OBYTES    BANDWIDTH
flowtcp   100       1031     546908      0        0         43.76Kbps
flowudp   0         0        0           0        0          0.00Mbps

次の例では、特定の日付と時間範囲にわたるリソース使用状況の履歴統計情報を
flowtcp 上のトラフィックごとに表示します。

# flowstat -h -s 02/19/2008,10:39:06 -e 02/19/2008,10:40:06 \
-f /var/log/net.log flowtcp
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FLOW      START       END         RBYTES   OBYTES     BANDWIDTH
flowtcp   10:39:06    10:39:26    1546     6539        3.23 Kbps
flowtcp   10:39:26    10:39:46    3586     9922        5.40 Kbps
flowtcp   10:39:46    10:40:06    240      216       182.40 bps
flowtcp   10:40:06    10:40:26    0        0           0.00 bps

次の例では、gnuplot 形式を使用して、特定の日付と時間範囲にわたるリソース使用
状況の履歴統計情報を flowtcp 上のトラフィックごとに表示します。

# flowstat -h -s 02/19/2008,10:39:06 -e 02/19/2008,10:40:06 \
-F gnuplot -f /var/log/net.log flowtcp
# Time tcp-flow
10:39:06 3.23
10:39:26 5.40
10:39:46 0.18
10:40:06 0.00
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