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もれなど、お気付きの点がございましたら当社までお知らせください。

3. 当社は、お客様の誤った操作に起因する損害については、責任を負いかねますのでご了承く

ださい。

4. 当社では、本書に関して特殊目的に対する適合性、市場性などについては、一切の保証をい
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表記規約
本書では、次の表記規約を使用します。

audit (5) HP-UX マンページ。audit はマンページ名で、5 は HP-UX リファレンスのセ

クション 番号です。HP-UX コマンド行からマンページを表示するには、“man 
audit”、または “man 5 audit” と入力します。man (1)を参照してください。

『マニュアル名』 マニュアルの名前です。 web ページや Instant Information CD では、そのマ

ニュアルへのリンクになっていることがあります。

KeyCap キーボード上のキーです。Return と Enter は同じキーを指しているので注意し

てください。

強調 特に強く強調したいテキスト文字列です。

ENVIRONVAR 環境変数の名前を表します。

[ERRORNAME] エラー番号の名前を表します。通常、errno 変数にその値が設定されます。

Term 重要な単語や表現で、定義されたものです。

ComputerOutput コンピュータが表示するテキスト文字列です。

UserInput 入力するコマンドなどのテキスト文字列を示します。

Command コマンド名か修飾子付きコマンド名を示します。

Variable コマンドや関数、情報内で、とりうる値の 1 つに置き換えられることを示す変

数の名前です。

[ ] 形式やコマンドの説明でオプションの内容を示します。内容が"|" で区切られ

ているときにはその項目のうち 1 つだけ選べることを示します。

{ } 形式やコマンドの説明で必須の内容を示します。内容が"|" で区切られている

ときにはその項目の 1 つを選ぶ必要があります。

... 前にある要素を任意の回数だけ繰り返すことを示します。

| 選択リスト内の項目の区切りを示します。
  v
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はじめに
HP-UX は、さまざまな業界標準との互換性があるオペレーティングシステムを、HP 社が実現

したものです。 UNIX® システム V リリース 4 オペレーティングシステムを基本とし、 Fourth 
Berkeley Software Distribution の重要な機能を取り入れています。

本書は、HP-UXの個々のマンページをまとめたシステム参照ドキュメントです。

一般情報

HP-UX の一般的な紹介及びマンページの構成とフォーマットについては、 introduction (9) マン

ページをご参照ください。

セクション紹介

マンページはセクション別に分けられており、各セクションには概要 (intro) マンページがあり

ます。

intro (1) セクション 1: ユーザー コマンド (vol. 1: A～M、 vol. 2: N～Z)

intro (1M) セクション 1M: システム管理コマンド (vol. 3: A～M、 vol. 4: N～Z)

intro (2) セクション 2: システム コール (vol. 5)

intro (3C) セクション 3: ライブラリ (vol. 6: A～M、 vol. 7: N～Z)

intro (4) セクション 4: ファイル フォーマット (vol. 8)

intro (5) セクション 5: その他の機能 (vol. 9)

intro (7) セクション 7: デバイス特殊ファイル (vol. 10)

intro (9) セクション 9: 一般情報 (vol. 10)
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intro(1M): intro………………………………システム保守関連のコマンドおよびアプリケーションプログラムの概要 
accept(1M): accept, reject……………………………………………プリント宛先のキュー要求の受け付けおよび拒否 
acct(1M): acctdisk, acctdusg, accton, acctwtmp, closewtmp, utmp2wtmp…………………………………………

 ………………………………………………………………………………各種アカウンティング コマンドの概要 
acctcms(1M): acctcms……………………………１プロセスあたりのアカウンティングレコードからのコマンド一覧表 
acctcom(1M): acctcom……………………………………………プロセスアカウンティング ファイルの検索とプリント 
acctcon(1M): acctcon, acctcon1, acctcon2…………………………………………………接続時間アカウンティング 
acctcon1: 接続時間アカウンティング…………………………………………………………………………acctcon(1M)参照 
acctcon2: 接続時間アカウンティング…………………………………………………………………………acctcon(1M)参照 
acctdisk: ディスク使用量アカウンティングレコードの作成……………………………………………………acct(1M)参照 
acctdusg: 各種アカウンティング コマンド………………………………………………………………………acct(1M)参照 
acctmerg(1M): acctmerg………………………………………………総合アカウンティングファイルのマージまたは追加 
accton: 各種アカウンティング コマンド…………………………………………………………………………acct(1M)参照 
acctprc(1M): acctprc, acctprc1, acctprc2…………………………………………………………プロセスアカウント 
acctprc1: プロセスアカウント ファイルの ASCII テキストフォーマットへの変換 ………………… acctprc(1M)参照 
acctprc2: プロセスアカウント ファイルのサマリ……………………………………………………………acctprc(1M)参照 
acctsh(1M): chargefee, ckpacct, dodisk, lastlogin, monacct, nulladm, prctmp, prdaily, prtacct, 
 shutacct, startup, turnacct…………………………アカウンティングに使用するシェルプロシージャ 
acctwtmp: 各種アカウンティング コマンド………………………………………………………………………acct(1M)参照 
AM60Srvr(1M): AM60Srvr…………………………………………………………………ディスク アレイ サーバ デーモン 
amcfg(1M): amcfg……………………………………………………ディスク アレイ上の LUN (論理ドライブ) 構成の管理 
amdload(1M): amdload…………………………………………………………………………ディスク アレイのコントローラ、 

ディスク システムの BCC コントローラ、およびディスクへの新しいファームウェアのダウンロード 
amdsp(1M): amdsp…………………………………………………………ディスクアレイのステータスおよび操作構成の表示 
amfmt(1M): amfmt………………………………………………………ディスクのフォーマット化、サポートされていません。 
amlog(1M): amlog……………………………ホスト準拠のコントローラのディスクアレイに関するログ記録内容の表示 
ammgr(1M): ammgr……………………………………………………………………………ディスクアレイの動作特性の管理 
amutil(1M): amutil………………………………………………………………………各種のディスクアレイ管理機能の制御 
arp(1M): arp…………………………………………………………………………………………アドレス変換の表示と制御 
asecure(1M): asecure…………………………………………………ワークステーションから音声機構へのアクセス制御 
aserver(1M): aserver………………………………………………………………………………………音声サーバーの起動 
audevent(1M): audevent………………………………………イベントまたはシステムコール監査状態の変更または表示 
audisp(1M): audisp…………………………………………………………………パラメータの要求に応じた監査情報の表示 
audomon(1M): audomon………………………………………………………………………監査オーバフロー監視デーモン 
audsys(1M): audsys…………………………………監査システムの起動または停止と監査ファイル情報の設定または表示 
audusr(1M): audusr……………………………………………………………………………………監査対象ユーザーの選択 
authadm(1M): authadm………………………RBAC データベース内の権限付与情報を管理するための非対話型コマンド 

authck(1M): authck……………………………………………………………認証データベースの内部的一貫性のチェック 
auto_parms(1M): auto_parms……………………………………………システムの初期構成と DHCP サポートコマンド 
automount(1M): automount……………………………………………………………自動マウントポイントのインストール 
automountd(1M): automountd………………………………………………………autofs マウント/アンマウントデーモン 
autopush(1M): autopush………………自動的にプッシュされるSTREAMSモジュールのシステムデータベースの管理 
backup(1M): backup……………………………………………………ファイルシステムのバックアップまたはアーカイブ 
bastille(1M): bastille……………………………………………………………………………システムロックダウンツール 
bastille_drift(1M): bastille_drift……………………………………………………システム構成のドリフトアナライザ 
bdf(1M): bdf……………………………………………………未使用ディスクブロックの数をレポート (バークレー 版) 
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biod: NFS ブロック I/O デーモン…………………………………………………………………………………nfsd(1M)参照 
boot(1M): boot……………………………………………………………………………………………ブートストラップ処理 
bootpd(1M): bootpd………………………………………………………………インターネット ブートプロトコル サーバー 
bootpquery(1M): bootpquery………………………………………………BOOTREQUEST の BOOTP サーバへの送信 
cachefsstat(1M): cachefsstat………………………………………………………キャッシュファイルシステムの統計情報 
captoinfo(1M): captoinfo………………………………………………………termcap の記述を terminfo の記述に変換 
catman(1M): catman……………………………………………………………オンラインマンページ用 cat ファイルの作成 
cfsadmin(1M): cfsadmin………………………………………………………………………………………………キャッシュフ 

ァイルシステム (CacheFS) でファイルシステムのキャッシュに使用するディスクスペースの管理 
ch_rc(1M): ch_rc…………………………………………………………………………………システム設定ファイルの変更 
chargefee: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ………………………………………………acctsh(1M)参照 
check_patches(1M): check_patches………………………………………HP-UX 11i パッチのチェックユーティリティ 

chnlspath(1M): chnlspath……………………………………………………………………メッセージカタログのパスを構成 

chroot(1M): chroot……………………………………………………………コマンド実行用にルートディレクトリを変更 
ckpacct: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
cleanup(1M): cleanup………………………………………………………HP-UX パッチのクリーンアップユーティリティ 

clear_locks(1M): clear_locks…………………………………………………………NFS クライアント用のロックを解除 

clri(1M): clri……………………………………………………………………………………………………iノードをクリア 
clrsvc(1M): clrsvc………………………………………………………………………………x25 交換仮想回線網をクリア 
cmdprivadm(1M): cmdprivadm……………………………………………………………………………………………privrun  

データベースに格納されている、コマンドの許可および権限の情報を編集するための非対話型コマンド 

cmpt_tune(1M): cmpt_tune………………………………………………コンパートメント化機能の照会、有効化、無効化 

convert_awk(1M): convert_awk………………………………古い sendmail.cf ファイルの新しいフォーマットへの変換 
convertfs(1M): convertfs………………………長いファイル名を使用可能にするための HFS ファイルシステムの変換 
cplxmodify(1M): cplxmodify……………………………………………………………システムコンプレックスの属性の変更 
cpset(1M): cpset………………………………………バイナリディレクトリへのオブジェクトファイルのインストール 
crashconf(1M): crashconf………………………………………………………………システムクラッシュ ダンプを構成 
crashutil(1M): crashutil………………………………………………………………………クラッシュダンプ データを操作 
create_sysfile(1M): create_sysfile……………………………………………………カーネル システムファイルの作成 
cron(1M): cron…………………………………………………………………………………日時指定ジョブの実行デーモン 
dcopy(1M): dcopy………………………………………………………………………HFS ファイルシステムの圧縮コピー 
devnm(1M): devnm……………………………………………………………………………………………………デバイス名 
df(1M): df………………………………………………………………ファイルシステムの未使用ディスクブロックの数の報告 
df_hfs(1M): df_hfs…………………CDFS、HFS、または NFS ファイルシステムの未使用ディスクブロック数の報告 
df_vxfs(1M): df_vxfs…………………………………VxFS ファイルシステム上の未使用ディスクブロック数のレポート 
dhcpclient(1M): dhcpclient…………………………………動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーのクライアント 

dhcpdb2conf(1M): dhcpdb2conf…………………DHCP クライアントデータベースを構成ファイルのパラメータに変換 
dhcptools(1M): dhcptools………………………………………………bootpd の DHCP 要素のためのコマンド行ツール 
dhcpv6clientd(1M): dhcpv6clientd…………………………………………………………DHCPv6 クライアントデーモン 

dhcpv6d(1M): dhcpv6d…………………………………IPv6 用の動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーデーモン 

dhcpv6db2conf(1M): dhcpv6db2conf……………………………………DHCPv6 クライアントデータベースコンバータ 

dig(1M): dig……………………………………………………………………………………………………ドメイン情報の検索 
diskinfo(1M): diskinfo………………………………………………………………………ディスクデバイスの特性の記述 
disksecn(1M): disksecn…………………………………………………デフォルトのディスクセクション サイズの計算 
diskusg(1M): diskusg……………………………………ユーザー ID ごとのディスクアカウンティング データの生成 
dmesg(1M): dmesg……………………………………………エラーログを作成するためのシステム診断メッセージの収集 
dodisk: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
dpp(1M): dpp……………………………………………………DDFA ソフトウェアによって使用される専用ポートパーサ 



目次 

Vol. 3&4 
 

エントリー 名(セクション): 名称                                                                         説明 

HP-UX 11i Version 2: December 2007                                           Hewlett-Packard Company   13 

drd(1M): drd……………………………………………………………………………非アクティブなシステムイメージの管理 
drd-activate(1M): drd………………………………………………………………………………………………………………… 

……………非アクティブなシステムイメージを次回のシステムブート時に使う一次ブートディスクとして設定 

drd-clone(1M): drd……………………………………………………………………ルートボリュームグループのクローン作成 
drd-deactivate(1M): drd……………………………………………………………………………………………………………… 

………………アクティブなシステムイメージを次回のシステムブート時に使う一次ブートディスクとして設定 

drd-mount(1M): drd………………………………………………………………非アクティブなシステムイメージのマウント 
drd-runcmd(1M): drd……………………………………………………………………………………………………非アクティ 

ブシステムイメージに対するコマンドの実行(ブートしたシステム、カーネル、プロセス空間は変更しない) 
drd-umount(1M): drd………………………………………………………非アクティブなシステムイメージのアンマウント 
drd_register_mirror(1M): drd_register_mirror……………………………………………………………………………… 
 ……システムイメージがLVMまたはVxVMのコマンドを使って手動でミラー化されたことをDRDに知らせる 

drd_unregister_mirror(1M): drd_unregister_mirror……………………………………………………………………… 
 ……システムイメージのLVMミラーまたはVxVMミラーを手動で削除しようとしていることをDRDに知らせる 

dump(1M): dump, rdump………………………………ローカルまたはネットワーク内のファイルシステムの増分ダンプ 
dumpfs(1M): dumpfs……………………………………………………………………………ファイルシステム情報のダンプ 
edquota(1M): edquota…………………………………………………………………………ユーザーのディスク割当ての編集 
efi_cp(1M): efi_cp……………………………………………EFI ファイルへのコピーまたは EFI ファイルからのコピー 

efi_fsinit(1M): efi_fsinit………………………………デバイスファイルへの EFI ファイルシステムヘッダの書き込み 

efi_ls(1M): efi_ls…………………………………………………EFI ファイルの情報や EFI ディレクトリの内容のリスト 

efi_mkdir(1M): efi_mkdir………………………………………………………………………………EFI ディレクトリの作成 

efi_rm(1M): efi_rm……………………………………………………………………………………………EFI ファイルの削除 

efi_rmdir(1M): efi_rmdir………………………………………………………………………………EFI ディレクトリの削除 

envd(1M): envd…………………………………………………………………………システムの物理環境のためのデーモン 
exportfs(1M): exportfs……………………NFS クライアントへのディレクトリのエクスポートおよびアンエクスポート 

extendfs(1M): extendfs…………………………………………………………………ファイルシステムサイズの拡張 (総称) 
extendfs_hfs(1M): extendfs…………………………………………………………HFS ファイルシステムサイズの拡張 
extendfs_vxfs(1M): extendfs……………………………………………………VxFS ファイルシステムのサイズの拡張 
fbackup(1M): fbackup………………………………………………………………………選択したファイルのバックアップ 
fcmsutil(1M): fcmsutil……………………………………………………………………………………………………………… 

…………Fibre Channel ホストバスアダプタ用の Fibre Channel マスストレージ ユーティリティコマンド 
fdetach(1M): fdetach………………………………STREAMS ベースのファイル記述子の、ファイル名からの切り離し 
ff(1M): ff………………………………………………………ファイルシステムのファイル名、および統計情報のリスト 
ff_hfs(1M): ff………………………………………………………HFS ファイルシステムのファイル名と統計情報のリスト 
ff_vxfs(1M): ff…………………………………………………VxFS ファイルシステムのファイル名および統計値のリスト 
fingerd(1M): fingerd………………………………………………………………………リモートユーザー情報用のサーバ 
fixman(1M): fixman……………………………………………man コマンドの表示を高速化するためのマンページの加工 
format(1M): format……………………………………………………HP SCSI ディスクアレイ LUN をフォーマットする 
frecover(1M): frecover………………………………………………………………………………選択したファイルの回復 
frupower(1M): frupower…………セルおよび I/O シャーシの電源のオン/オフの切り替えおよび電源ステータスの表示 
fsadm(1M): fsadm…………………………………………………………………………………ファイルシステム管理コマンド 
fsadm_hfs(1M): fsadm…………………………………………………………………HFS ファイルシステム管理コマンド 
fsadm_vxfs(1M): fsadm………………………………………………VxFS ファイルシステムのサイズ変更または再編成 
fscat_vxfs(1M): fscat_vxfs……………………………………………………………………VxFS ファイルシステムの cat 
fsck(1M): fsck……………………………………………ファイルシステム一貫性チェックおよびインタラクティブ修復 
fsck_cachefs(1M): fsck………………………………………………CacheFS でキャッシュしたデータの整合性チェック 
fsck_hfs(1M): fsck……………………………………………HFSファイルシステムの一貫性チェックおよび対話型の修復 
fsck_vxfs(1M): fsck……………………………………………………………VxFS ファイルシステムのチェックおよび修復 



目次 

Vol. 3&4 
 
エントリー 名(セクション): 名称                                                                         説明 

14   Hewlett-Packard Company                                           HP-UX 11i Version 2: December 2007 

fsclean(1M): fsclean…………………………………………HFSファイルシステムのシャットダウンステータスの決定 
fsdb(1M): fsdb……………………………………………………………………………………ファイルシステム用デバッガ 
fsdb_hfs(1M): fsdb……………………………………………………………………………HFS ファイルシステムデバッガ 
fsdb_vxfs(1M): fsdb………………………………………………………………………VxFS ファイルシステム用デバッガ 

fsirand(1M): fsirand…………………………………………………………………乱数の iノード世代番号のインストール 

fstyp(1M): fstyp…………………………………………………………………………………ファイルシステムタイプの判定 
ftpd(1M): ftpd…………………………………………………DARPA インターネットのファイル転送プロトコルサーバー 
fuser(1M): fuser…………………………………………ファイルあるいはファイル構造を使っているプロセスのリスト 
fwtmp(1M): fwtmp, wtmpfix……………………………………………………………接続アカウンティングレコードの操作 
gated(1M): gated………………………………………………………………………………ゲートウェイ経路指定デーモン 
gdc(1M): gdc…………………………………………………………………………gated の操作用ユーザーインタフェース 
geocustoms(1M): geocustoms……………………………………………………多言語システムでのシステム言語の構成 
getext(1M): getext………………………………………………………………………………VxFS エクステント属性の入手 
getfilexsec(1M): getfilexsec………………………………………バイナリ実行可能ファイルのセキュリティ属性の表示 

getmemwindow(1M): getmemwindow……/etc/services.window からユーザープロセスのウィンドウ ID を抽出します 
getprocxsec(1M): getprocxsec……………………………………………………………プロセスのセキュリティ属性の表示 

getprpw(1M): getprpw……………………………………………………………保護されたパスワードデータベースの表示 
getrules(1M): getrules…………………………………………………………………………コンパートメントルールの表示 

getty(1M): getty…………………………………………………ターミナル種別、モード、回線速度、回線制御手順の設定 
getx25(1M): getx25………………………………………………………………………………………………x25回線の使用 
groupadd(1M): groupadd…………………………………………………………………新しいグループをシステムに追加 
groupdel(1M): groupdel…………………………………………………………………………グループをシステムから削除 
groupmod(1M): groupmod………………………………………………………………………システム上のグループを変更 
grpck: グループファイルのチェック……………………………………………………………………………pwck(1M)参照 
hosts_to_named(1M): hosts_to_named………………ホストテーブルのネームサーバーファイルフォーマットへの変換 

hotplugd(1M): hotplugd………………………PCI I/O ホットプラグ (別名、アテンションボタン) イベントデーモン 
hpux(1M): hpux………………………………………………………………………………………HP-UX ブートストラップ 
hpux.efi(1M): hpux.efi……………………………………………Itaniumベース システム用 HP-UX ブートストラップ 

identd(1M): identd……………………………………………………………………TCP/IP IDENT プロトコルのサーバー 
idisk(1M): idisk……………………………………………Itanium(R)ベース システムのディスク用パーティションの作成 

ifconfig(1M): ifconfig………………………………………………ネットワークインタフェースのパラメータの設定 
inetd(1M): inetd……………………………………………………………………………インターネットサービスデーモン 
inetsvcs_sec(1M): inetsvcs_sec………………………セキュリティ付インターネットサービスを使用可能/不能にする 
infocmp(1M): infocmp…………………………………………………………………terminfo の記述を比較および出力する 
init(1M): init………………………………………………………………………………………………プロセス制御の初期化 
insf(1M): insf………………………………………………………………………特殊 (デバイス) ファイルのインストール 
install(1M): install……………………………………………………………………………………コマンドのインストール 
intctl(1M): intctl………………………………………………………………………………システムの割り込み構成の管理 
intrbald(1M): intrbald…………………………………………………………………………割り込みバランス調整デーモン 

ioinit(1M): ioinit…………………………カーネルの I/Oデータ構造と /etc/ioconfig間の一貫性のテストおよび維持 
ioscan(1M): ioscan…………………………………………………………………………………………I/O システムの走査 
isl(1M): isl……………………………………………………………………………………………………初期システムローダ 
itemap(1M): itemap…………………………………………ITE (内部端末エミュレータ) キーボードマッピングのロード 
kclog(1M): kclog………………………………………………………………………………カーネル構成ログファイルの管理 
kcmodule(1M): kcmodule……………………………………………………カーネルモジュールおよびサブシステムの管理 

kconfig(1M): kconfig…………………………………………………………………………………………カーネル構成の管理 

kcpath(1M): kcpath……………………………………………………………………………カーネル構成のパス名のプリント 

kctune(1M): kctune………………………………………………………………………………カーネル調整パラメータの管理 
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keyenvoy(1M): keyenvoy……………………………………………………………………………………キーサーバーとの連絡 

keyserv(1M): keyserv……………………………………………………プライベート暗号化キーを保存するためのサーバー 

killall(1M): killall………………………………………………………………………………全アクティブプロセスの抹消 
killsm(1M): killsm……………………………………………………………………………………sendmail デーモンの抹消 
kl(1M): kl………………………………………………………………………………………………カーネルロギングの制御 
kmpath(1M): kmpath……………………………………………………カーネル名および関連するカーネル構成情報の取得 
kmtune(1M): kmtune……………………………………………………………システムパラメータの照会、設定、リセット 
krs_flush(1M): krs_flush………………………………………カーネル レジストリ サービス データのディスク保存 
krsd(1M): krsd………………………………………………………………………カーネル レジストリ サービス デーモン 
labelit: ラベルチェック付きのファイルシステムのコピー…………………………………………………volcopy(1M)参照 
labelit: ラベルチェッキングを使った HFS システムファイルのコピー……………………………volcopy_hfs(1M)参照 
labelit: ラベルチェックを行う VxFS ファイルシステムのコピー…………………………………volcopy_vxfs(1M)参照 
lanadmin(1M): lanadmin…………………………………………………………ローカルエリアネットワーク管理プログラム 

lanscan(1M): lanscan……………………………………………………………………LAN デバイスの構成と状態の表示 
lastlogin: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ………………………………………………acctsh(1M)参照 
ldapcfinfo(1M): ldapcfinfo………………プログラムのレベルで非対話型アプリケーションに LDAP-UX 情報を提供 
ldapclientd(1M): ldapclientd………………………………………………………LDAP クライアントのデーモンプロセス 
ldapugadd(1M): ldapugadd……………………新しいアカウントまたはグループを LDAP ディレクトリサーバーに追加 
ldapugdel(1M): ldapugdel…………………LDAP ディレクトリサーバーから既存のアカウントまたはグループを削除 
ldapuglist(1M): ldapuglist…………………………………………………………………………………………………………

 LDAP ディレクトリサーバーにあるPOSIXライクアカウントエントリーとグループエントリーの表示と列挙 
ldapugmod(1M): ldapugmod……LDAP ディレクトリサーバーにある既存の POSIX アカウントまたはグループの変更 
libcadmin(1M): libcadmin……………………………………………………………………………………libc 管理コマンド 
link(1M): link, unlink……………………………………エラーチェックをせずにlink()とunlink()システムコールを実行 
linkloop(1M): linkloop……………………………………………リンクレベルのループバックでの LAN 接続性の確認 
localedef(1M): localedef……………………………………………………………………………………locale 環境を生成 
lockd(1M): lockd, rpc.lockd…………………………………………………………………ネットワーク ロックデーモン 

logins(1M): logins……………………………………………………………システムおよびユーザーログイン データの表示 
lpadmin(1M): lpadmin……………………………………………………………………………LP スプールシステムの構成 
lpana(1M): lpana……………………………………………………………LP スプーラのパフォーマンス解析情報の表示 
lpfence: LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの 低優先順位の定義………………… 

……………………………………………………………………………………………………………lpsched(1M)参照 
lpmove: LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの 低優先順位の定義…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………lpsched(1M)参照 
lpsched(1M): lpsched, lpfence, lpmove, lpshut…………………………………………………………………………… 
 …………………LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの 低優先順位の定義 
lpshut: LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの 低優先順位の定義…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………lpsched(1M)参照 
lsdev(1M): lsdev……………………………………………………………………システムのデバイスドライバーのリスト 
lssf(1M): lssf………………………………………………………………………………………スペシャルファイルのリスト 
lugadmin(1M): lugadmin………………………………………………………長いユーザー名とグループ名の有効化と表示 

lvchange(1M): lvchange……………………………………………………………………LVM 論理ボリューム特性の変更 
lvcreate(1M): lvcreate……………………………………………LVMボリュームグループ内での論理ボリュームの作成 
lvdisplay(1M): lvdisplay……………………………………………………… LVM論理ボリュームについての情報の表示 
lvextend(1M): lvextend………………………………LVM 論理ボリュームに対するスペース増加、およびミラー増加 
lvlnboot(1M): lvlnboot………………………………………………………………………………………LVM 論理ボリュ

 ームをルートボリューム、ブート、一次スワップボリューム、またはダンプボリュームにするための準備 
lvmchk(1M): lvmchk…………ディスクボリュームが論理ボリュームマネージャ (LVM) の制御下にあるかどうかの確認 
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lvmerge(1M): lvmerge………………………………………2つのLVM論理ボリュームを 1つの論理ボリュームにマージ 
lvmmigrate(1M): lvmmigrate…パーティションからLVM論理ボリュームへの移行用にルートファイルシステムを準備 
lvreduce(1M): lvreduce……………………………論理ボリュームのスペース割り当てまたはミラーコピーの数の削減 
lvremove(1M): lvremove………………………LVM ボリュームグループから 1つまたは複数の論理ボリュームを削除 
lvrmboot(1M): lvrmboot…………………………………………………………………………………………ルートボリューム、

 一次スワップボリューム、またはダンプボリュームへの  LV M  論理ボリュームのリンクを削除 
lvsplit(1M): lvsplit……………………………ミラー化された LVM 論理ボリュームを 2つの論理ボリュームに分割 
lvsync(1M): lvsync……………………………………LVM 論理ボリューム内の古い論理ボリュームミラーの同期処理 
lwresd(1M): lwresd…………………………………………………………………………………………軽量リソルバデーモン 
makedbm(1M): makedbm………………………………………………………ネットワーク情報システムデータベースの構築 
makemap(1M): makemap……………………………………………………………sendmail用のデータベースマップの作成 
map-mbone(1M): map-mbone………………………………………………マルチキャストルーター接続マッププログラム 
mc(1M): mc……………………………………………………………………………媒体チェンジャー操作ユーティリティー 
mk_kernel(1M): mk_kernel…………………………………………………システムファイルからのカーネル構成のロード 

mkboot(1M): mkboot, rmboot………ディスクからのブートプログラムのインストール、アップデート、および削除 
mkfs(1M): mkfs…………………………………………………………………………………ファイルシステムの構成 (汎用) 
mkfs_hfs(1M): mkfs…………………………………………………………………………………HFS ファイルシステムの構築 
mkfs_vxfs(1M): mkfs………………………………………………………………………………VxFS ファイルシステムの構成 
mklost+found(1M): mklost+found……………………………………………fsck(1M) 用lost+found ディレクトリの作成 
mknod(1M): mknod…………………………………………………………………………………スペシャルファイルの作成 
mksf(1M): mksf………………………………………………………………………スペシャル (デバイス) ファイルの作成 
modprpw(1M): modprpw…………………………………………………………保護されたパスワードデータベースの変更 
monacct: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
mount(1M): mount, umount…………………………………………………ファイルシステムのマウントとマウント解除 
mount: MemFS ファイルシステムのマウントとマウント解除………………………………………mount_memfs(1M)参照 
mount: NFS ファイルシステムのマウントおよびアンマウント…………………………………………mount_nfs(1M)参照 
mount_cachefs(1M): mount…………………………………………………………CacheFS ファイルシステムのマウント 
mount_cdfs(1M): mount, umount…………………………………CDFS ファイルシステムのマウントおよびマウント解除 
mount_hfs(1M): mount, umount……………………………………HFS ファイルシステムのマウントおよびマウント解除 
mount_lofs(1M): mount, umount……………………………………LOFS ファイルシステムのマウントとマウント解除 
mount_memfs(1M): mount, umount…………………………………MemFS ファイルシステムのマウントとマウント解除 
mount_nfs(1M): mount, umount…………………………………NFS ファイルシステムのマウントおよびアンマウント 
mount_vxfs(1M): mount, unmount………………………………VxFS ファイルシステムのマウントおよびマウント解除 
mountall(1M): mountall, umountall……………………………複数のファイルシステムのマウントおよびマウント解除 
mountd(1M): mountd, rpc.mountd……………………………………………………………NFS マウント要求サーバー 
mrinfo(1M): mrinfo…………………………………………………………………マルチキャスト経路指定設定情報ツール 
mrouted(1M): mrouted……………………………………………………………………IPマルチキャスト経路指定デーモン 
mtail(1M): mtail…………………………………………………………………メールのログファイルの 後の部分の表示 
mvdir(1M): mvdir……………………………………………………………………………………………ディレクトリの移動 
naaagt(1M): naaagt………………………………………………………………ネイティブ エージェント アダプタ (NAA) 
named(1M): named……………………………………………………………………インターネットドメイン ネームサーバー 
ncheck(1M): ncheck……………………………………………………………………iノード番号からパス名リストを生成 
ncheck_hfs(1M): ncheck…………………………………HFS ファイルシステムの iノード番号からパス名リストを生成 
ncheck_vxfs(1M): ncheck………………………………………VxFS ファイルシステムの iノード番号からパス名を生成 
ndd(1M): ndd……………………………………………………………………………………………………ネットワークの調整 
ndp(1M): ndp………………………………………………………………………………IPv6 近隣探索キャッシュの表示と制御 
netfmt(1M): netfmt…………………………トレーシングバイナリファイルとロギングバイナリファイルのフォーマット 
nettl(1M): nettl………………………………………………………………………ネットワークのトレースとロギングの制御 
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nettladm(1M): nettladm………………………………………………ネットワークトレーシング/ロギング管理マネージャ 
nettlconf(1M): nettlconf…………ネットワークトレーシング / ロギングコマンド サブシステム データベースの設定 
newaliases(1M): newaliases……………………………………………………メール別名ファイル用データベースの再構築 
newfs(1M): newfs………………………………………………………………………………新しいファイルシステムの構築 
newfs_hfs(1M): newfs……………………………………………………………………新しい HFS ファイルシステムの構築 
newfs_vxfs(1M): newfs……………………………………………………………………VxFS ファイルシステムの新規作成 
newkey(1M): newkey………………………………publickey データベース内への新しい Diffie-Hellman キーの対の作成 
nfsd(1M): biod,nfsd…………………………………………………………………………………………………NFS デーモン 
nfsstat(1M): nfsstat……………………………………………………………………ネットワークファイルシステム統計値 
nis_cachemgr(1M): nis_cachemgr…………………………NIS+ サーバーに関する位置情報が入ったキャッシュの保守 
nisaddcred(1M): nisaddcred……………………………………………………………………………………NIS+ 資格の作成 
nisaddent(1M): nisaddent……………………対応する /etc ファイルまたは NIS マップからの NIS+ テーブルの作成 
nisclient(1M): nisclient…………………………………………………………………NIS+ の主体の NIS+ 資格の初期化 
nisd: NIS+ サービスデーモン…………………………………………………………………………………rpc.nisd(1M)参照 
nisd_resolv: NIS+ サービスデーモン………………………………………………………………………rpc.nisd(1M)参照 
nisinit(1M): nisinit……………………………………………NIS+ のクライアントおよびサーバー初期化ユーティリティ 
nislog(1M): nislog………………………………………………………………NIS+ のトランザクションログの内容の表示 
nispasswdd(): NIS+ パスワード更新デーモン……………………………………………………rpc.nispasswdd(1M)参照 
nisping(1M): nisping…………………………………………………………………………NIS+ サーバーへの ping の送信 
nispopulate(1M): nispopulate…………………………………………………NIS+ ドメイン内での NIS+ テーブルの作成 
nisserver(1M): nisserver………………………………………………………………………NIS+ サーバーのセットアップ 
nissetup(1M): nissetup………………………………………………………………………………NIS+ のドメインの初期化 
nisshowcache(1M): nisshowcache………共有キャッシュファイルの内容をプリントアウトする NIS+ ユーティリティ 
nisstat(1M): nisstat…………………………………………………………………………NIS+ サーバーの統計情報の報告 
nisupdkeys(1M): nisupdkeys………………………………NIS+ ディレクトリオブジェクト内のパブリックキーの更新 
ntpdate(1M): ntpdate…………………………………………………………………………NTPを介した日付と時刻の設定 
ntpq(1M): ntpq…………………………………………………………標準 NTP(Network Time Protocol) 照会プログラム 
nulladm: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
ocd(1M): ocd………………………………………………………………………………DDFA が使用する外部接続デーモン 
ocdebug(1M): ocdebug…………………………外部接続デーモン デバッグユーティリティ DDFA ソフトウェアで使用 
olrad(1M): olrad…………………………………………………………PCI IO カードのオンライン追加/交換用のコマンド 

opx25(1M): opx25…………………………………………………………………………………HALGOL プログラムの実行 
ospf_monitor(1M): ospf_monitor………………OSPF(Open Shortest Path First protocol) ゲートウェイのモニター 
owners(1M): owners………………………………………………………………発信したネットワーク接続の所有者の表示 
parcreate(1M): parcreate……………………………………………………………………………新規パーティションの作成 
parmodify(1M): parmodify…………………………………………………………………………既存パーティションの変更 
parremove(1M): parremove…………………………………………………………………………既存パーティションの削除 
parunlock(1M): parunlock…………………………安定システム構成データ、パーティション構成データ、ダイナミック 

システム構成データ、セルデータのアンロック、または安定システム構成データの保留中の変更の取り消し 
pcnfsd(1M): rpc.pcnfsd………………………………………………………PC-NFS 認証およびプリント要求サーバー 
pcserver(1M): pcserver………………………………………………………Basic Serial および HP AdvanceLink サーバ 
pdc(1M): pdc…………………………………………………………………………プロセッサ依存コード (ファームウェア) 
pfs_exportfs(1M): pfs_exportfs…………PFSクライアントに対するディレクトリのエクスポートとアンエクスポート 
pfs_mount(1M): pfs_mount, pfs_umount…………………………CD-ROMファイルシステムのマウント/アンマウント 
pfs_mountd(1M): pfs_mountd…………………………………………………………………………PFS マウント要求サーバ 
pfs_mountd.rpc: PFS マウント要求サーバ……………………………………………………………pfs_mountd(1M)参照 
pfs_umount: CD-ROMファイルシステムの アンマウント………………………………………………pfs_mount(1M)参照 
pfsd(1M): pfsd, pfsd.rpc………………………………………………………………………………………PFS デーモン 
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pfsd.rpc: PFS デーモン……………………………………………………………………………………………pfsd(1M)参照 
ping(1M): ping…………………………………………ネットワークホストへの ICMP エコーリクエストパケットの送信 
portmap: 汎用アドレスと RPC プログラム番号のマッピング………………………………………………rpcbind(1M)参照 
power_onoff(1M): power_onoff……………………………………………時刻設定によるシステム電源の自動オン/オフ 
pppoerd(1M): pppoerd……………………………………………PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet) リレー 

pppoesd(1M): pppoesd…………………………………PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) サーバーデーモン 

prctmp: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
prdaily: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
privedit(1M): privedit……………………権限を持つユーザーがアクセス制御下にあるファイルを編集するために使用 

privrun(1M): privrun………………………………………………………………………………………………………適切な権

 限チェックを実行し、必要に応じてユーザーの再認証を行った後、特権付きで他のアプリケーションを起動 

prtacct: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
psrset(1M): psrset……………………………………………………………………………プロセッサセットの作成と管理 
pvchange(1M): pvchange………………LVM ボリュームグループ内の物理ボリュームの特性およびアクセスパスの変更 
pvck(1M): pvck………………………………………LVM ボリュームグループの物理ボリュームのチェックまたは修復 
pvcreate(1M): pvcreate……………………………………ボリュームグループで使用する LVM 物理ボリュームの作成 
pvdisplay(1M): pvdisplay…………………………LVM ボリュームグループ内の物理ボリュームに関する情報の表示 
pvmove(1M): pvmove…………………………………………………………………………………………………………………

 ………………ある LVM 物理ボリュームから他の物理ボリュームへの割り当てられた物理エクステントの移動 
pvremove(1M): pvremove……………………………………………………LVM データ構造の物理ボリュームからの削除 
pwck(1M): pwck, grpck…………………………………………パスワードファイルおよびグループファイルのチェック 
pwconv(1M): pwconv………………………………/etc/shadow ファイルのインストール、アップデートまたはチェック 
pwgr_stat(1M): pwgr_stat…………………………パスワードおよびグループのハッシュおよびキャッシュの統計情報 
pwgrd(1M): pwgrd………………………………………パスワードおよびグループのハッシュおよびキャッシュデーモン 
pwunconv(1M): pwunconv…………………………………………シャドウパスワードから非シャドウパスワードへの変換 
quot(1M): quot………………………………………………………………………………ファイルシステムの所有権の要約 
quot_hfs(1M): quot………………………………………………………………………HFS ファイルシステム所有権の要約 
quot_vxfs(1M): quot…………………………………………………………………VxFS ファイルシステムの所有権の要約 
quotacheck(1M): quotacheck……………………………………………ファイルシステム割当て整合性検査プログラム 
quotacheck_hfs(1M): quotacheck………………………………………HFS ファイルシステムの割当て整合性検査機能 
quotacheck_vxfs(1M): quotacheck……………………………VxFS ファイルシステム割り当て整合性検査プログラム 
quotaoff: ファイルシステム割当てをオフに設定…………………………………………………………quotaon(1M)参照 
quotaon(1M): quotaon, quotaoff………………………………………………HFSファイルシステム割当てのオン/オフ 
rad(1M): rad…………………………………………………………………………………rad の機能は olrad に移行しました 
ramutil(1M): ramutil…………………………………………………………………RAM ディスクボリュームの作成と消去 
rarpc(1M): rarpc……………………………………………………………リバースアドレス解決プロトコルクライアント 
rarpd(1M): rarpd…………………………………………………………………リバースアドレス解決プロトコルデーモン 
rbacdbchk(1M): rbacdbchk………………ロールベースのアクセス制御 (RBAC) のデータベースファイルの構文を検証 

rc(1M): rc………………………………………………………新しい実行レベルに入ったときに実行される汎用シーケンサー 
rcancel(1M): rcancel………………………………………リモートプリンタのスプール待ち行列からの出力要求の削除 
rdpd(1M): rdpd………………………………………………………………………ルーター検出プロトコルデーモン (廃止) 
rdump: ファイルシステムの増分ダンプ…………………………………………………………………………dump(1M)参照 
reboot(1M): reboot…………………………………………………………………………………………システムのリブート 
reject: プリンタのキュー要求の拒否…………………………………………………………………………accept(1M)参照 
remshd(1M): remshd……………………………………………………………………………………リモートシェルサーバー 
renice(1M): renice…………………………………………………………………………実行中プロセスの優先順位の変更 
repquota(1M): repquota………………………………………………………………………ファイルシステム割当ての要約 
restore(1M): restore, rrestore………………………ローカルまたはネットワーク間のファイルシステムの増分復元 
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rexd(1M): rexd…………………………………………………………………………………RPC-ベースのリモート実行サーバ 
rexecd(1M): rexecd………………………………………………………………………………………リモート実行サーバー 
ripquery(1M): ripquery…………………………………………………………………………………RIP ゲートウェイの照会 
rlogind(1M): rlogind………………………………………………………………………………リモートログインサーバー 
rlp(1M): rlp…………………………………………………………………………LP リモートシステムへのプリンター要求 
rlpdaemon(1M): rlpdaemon………リモートスプール要求の受付、表示、削除、変更、メッセージ出力用のデーモン 
rlpstat(1M): rlpstat…………………………………………………リモートシステムの LP スプーラ要求の状態を表示 
rmboot - ディスクデバイスからのブートプログラムの削除…………………………………………………mkboot(1M)参照 
rmsf(1M): rmsf…………………………………………………………………………………特殊(デバイス) ファイルの削除 
rmt(1M): rmt………………………………………………………………………リモート磁気テープ プロトコルモジュール 
roleadm(1M): roleadm……………………………………RBAC データベース内のロール関連の情報を非対話形式で編集 

route(1M): route……………………………………………………………………………経路指定テーブルの手動での操作 
rpc.lockd: ネットワーク ロックデーモン…………………………………………………………………………lockd(1M)参照 
rpc.nisd(1M): rpc.nisd, rpc.nisd_resolv………………………………………………………NIS+ サービスデーモン 
rpc.nisd_resolv: NIS+ サービスデーモン…………………………………………………………………rpc.nisd(1M)参照 
rpc.nispasswdd(1M): rpc.nispasswdd……………………………………………………NIS+ パスワード更新デーモン 
rpc.pcnfsd: PC-NFS 認証およびプリント要求サーバ………………………………………………………pcnfsd(1M)参照 
rpc.statd: ネットワーク状態モニター……………………………………………………………………………statd(1M)参照 
rpc.ypupdated: NIS 情報変更のサーバー………………………………………………………………ypupdated(1M)参照 
rpcbind(1M): rpcbind, portmap………………………………………汎用アドレスと RPC プログラム番号のマッピング 
rpcinfo(1M): rpcinfo………………………………………………………………………………………RPC 情報のレポート 
rquotad(1M): rquotad……………………………………………………………………………………リモート割当てサーバ 
rrestore: ネットワーク間のファイルシステムの増分復元…………………………………………………restore(1M)参照 
rstatd(1M): rstatd…………………………………………………………………………………………カーネル統計値サーバ 
rtradvd(1M): rtradvd………………………………………………………………IPv6 用 Router Advertisement デーモン 

runacct(1M): runacct………………………………………………………………………デイリーアカウンティングの実行 
rusersd(1M): rusersd……………………………………………………………………………ネットワークユーザー名サーバ 
rvxdump: ローカルまたはネットワーク上での VxFS ファイルシステムの増分ダンプ…………………vxdump(1M)参照 
rvxrestore: ローカルまたはネットワーク上でのファイルシステムの増分復元………………………vxrestore(1M)参照 
rwall(1M): rwall………………………………………………………………ネットワーク上の全ユーザーに対する書き込み 
rwalld(1M): rwalld……………………………………………………………………………………ネットワーク rwall サーバ 
rwhod(1M): rwhod…………………………………………………………………………………システムステータス サーバ 
sa1(1M): sa1, sa2, sadc………………………………………………………システムアクティビティレポートパッケージ 
sa2: システムアクティビティレポートパッケージ…………………………………………………………………sa1(1M)参照 
sadc: システムアクティビティレポートパッケージ………………………………………………………………sa1(1M)参照 
sam(1M): sam……………………………………………………………………………………………システム管理マネージャ 
sar(1M): sar………………………………………………………………………………………システム動作状況のレポート 
sasmgr(1M): sasmgr…HP-UX SAS(Serial Attached SCSI) マスストレージ I/O カード / HBAの管理ユーティリティ 
savecrash(1M): savecrash…………………………………………オペレーティングシステムのクラッシュダンプを保存 
scsictl(1M): scsictl…………………………………………………………………………………………SCSI デバイスの制御 
sd: ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成と削除、ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成と削除のためのグ 

ラフィカルユーザーインタフェースの呼び出し………………………………………………………swjob(1M)参照 
security_patch_check(1M): security_patch_check………………………HP-UX セキュリティ報告書への準拠の確認  

sendmail(1M): sendmail…………………………………………………………………インターネット上でのメールの送信 
service.switch(1M): service.switch………………………………………………参照ソースと代替システム機構の表示 
set_parms(1M): set_parms…………………………………………………………………………………………………………… 
  …………システムの初期識別パラメータの設定: ホスト名、日付/時刻、root パスワード、ネットワーク情報 
setboot(1M): setboot………………………………………………………………安定記憶領域内のブート変数の表示と変更 
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setext(1M): setext………………………………………………………………………………VxFS エクステント属性の設定 
setfilexsec(1M): setfilexsec………………………………………実行可能なバイナリファイルのセキュリティ属性設定 

setmemwindow(1M): setmemwindow………………………………………………………………………………………………  

…実行中のプログラムのウィンドウ ID を変更したり、特定のメモリウィンドウ内でプログラムを開始します。 
setmnt(1M): setmnt………………………………………………ファイルシステムマウント テーブル /etc/mnttab の作成 
setoncenv(1M): setoncenv………………………………………………………………………………NFS 環境構成コマンド 
setprivgrp(1M): setprivgrp…………………………………………………………………………グループの特殊属性の設定 
setrules(1M): setrules…………………………………………………………………………コンパートメントルールの設定 

setuname(1M): setuname……………………………………………………………………………………マシン情報の変更 
showmount(1M): showmount…………………………………………………………………すべてのリモートマウントの表示 
shutacct: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ…………………………………………………acctsh(1M)参照 
shutdown(1M): shutdown………………………………………………………………………………すべてのプロセスを終了 
sig_named(1M): sig_named………………………………………………………ドメインネームサーバへのシグナルの送信 
slpd(1M): slpd…………………………………………………………………………サービスロケーションプロトコルデーモン 

slpdc(1M): slpdc…………………………………………………………SLP デーモンへのシグナル送信または slpd の起動 

smrsh(1M): smrsh………………………………………………………………………………sendmail用に制限されたシェル 
snmpd(1M): snmpd, snmpdm…………………………………SNMP(Simple Network Management Protocol) のプロセス 
snmpdm: SNMP(Simple Network Management Protocol) のプロセス……………………………………snmpd(1M)参照 
softpower(1M): softpower………………………softpowerハードウェアがシステムにインストールされているかを確認 
spray(1M): spray…………………………………………………………………………………………………パケットのスプレ 
sprayd(1M): sprayd………………………………………………………………………………………………サーバーのスプレ 
st(1M): st…………………………………………………………………………………………………………共有テープ管理 
statd(1M): statd, rpc.statd……………………………………………………………………ネットワーク状態モニター 
startup: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ……………………………………………………acctsh(1M)参照 
strace(1M): strace……………………………………STREAMSイベントトレース メッセージの標準出力への書き込み 
strchg(1M): strchg, strconf……………………………………………………………ストリーム構成の変更と問い合せ 
strclean(1M): strclean……………………………………………………期日過ぎのSTREAMSエラーログファイルの削除 
strconf: ストリーム構成の問い合せ……………………………………………………………………………strchg(1M)参照 
strerr(1M): strerr………………………………………………STREAMSログドライバーからのエラーメッセージの受信 
strvf(1M): strvf………………………………………………………………………………………………STREAMS検証ツール 
swa(1M): swa…………………………………………………………………………………………HP-UX Software Assistant 
swa-clean(1M): swa…………………………………………………………………………SWA で作成されたファイルの削除 
swa-get(1M): swa…………………………問題を解決してデポを作成するために当社からソフトウェアをダウンロード 

swa-report(1M): swa………………………………ソフトウェアとセキュリティの問題/解決策に関するレポートを作成 

swa-step(1M): swa……………………………………………………………Software Assistant の実行手順を高度に制御 

swacl(1M): swacl……………………………ソフトウェア製品を保護するアクセス制御リスト (ACL) の表示または変更 

swagent: swagent を呼び出すデーモン。ローカルまたはリモート SD ソフトウェア管理タスクを提供…………………

 …………………………………………………………………………………………………………swagentd(1M)参照 
swagentd(1M): swagentd, swagent…………………………………………………………………………………………………

 …………………swagent を呼び出すデーモン。ローカルまたはリモート SD ソフトウェア管理タスクを提供 

swapinfo(1M): swapinfo……………………………………………………………………システムのページングスペース情報 
swapon(1M): swapon…………………………………ページングのためのデバイスまたはファイルシステムのイネーブル 
swask(1M): swask………………………………………………………………………………………………ユーザー応答の要求 

swconfig(1M): swconfig…………………………………インストール済みソフトウェアの構成、構成解除、または再構成 

swcopy: ソフトウェア製品のインストールおよび構成、今後のインストールまたは配布に備えたソフトウェア製品のデポ

 作成……………………………………………………………………………………………………swinstall(1M)参照 
swinstall(1M): swcopy, swinstall………………………………………………………………………………………ソフトウ

 ェア製品のインストールおよび構成、今後のインストールまたは配布に備えたソフトウェア製品のデポ作成 
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swjob(1M): swjob, sd……………………………………………………ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成と削除、

 ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成と削除のためのグラフィカルユーザーインタフェースの呼び出し 

swlist(1M): swlist………………………………………………………………………ソフトウェア製品に関する情報の表示 

swmodify(1M): swmodify………………………………………ターゲットルートまたはデポ内のソフトウェア製品の変更 

swpackage(1M): swpackage……………………………ソフトウェア製品をターゲットデポまたはテープにパッケージ化 

swreg(1M): swreg………………………………………………………………………デポおよびルートの登録または登録解除 

swremove(1M): swremove…………………………………………………………………ソフトウェア製品の構成解除と削除 

swverify(1M): swverify…………………………………………………………………………………ソフトウェア製品の検証 

sync(1M): sync………………………………………………………………………………………ファイルシステムの同期化 
syncer(1M): syncer………………………………………………ファイルシステムの完全性を保つための定期的な同期化 
sysdef(1M): sysdef…………………………………………………………………………………………システム定義の解析 
syslogd(1M): syslogd………………………………………………………………………………システムメッセージのログ 
talkd(1M): talkd…………………………………………………………………………………リモートユーザー通信サーバ 
tcpd(1M): tcpd……………………………………………………………インターネットサービスに対するアクセス制御機能 

telnetd(1M): telnetd……………………………………………………………………………TELNET プロトコルサーバー 
tftpd(1M): tftpd……………………………………………………………トリビアルファイル転送プロトコルのサーバー 
tic(1M): tic……………………………………………………………………………………………………terminfo コンパイラ 
tsm.lpadmin(1M): tsm.lpadmin…………………………………………tsm とともに使用するプリンタの追加または削除 
ttsyncd(1M): ttsyncd………………………nis+ 高信頼性テーブルと同期する nis+ パスワードテーブルの保守デーモン 
tunefs(1M): tunefs……………………………………………………………………既存の HFS ファイルシステムの調整 
turnacct: アカウンティングに使用するシェルプロシージャ…………………………………………………acctsh(1M)参照 
udpublickey(1M): udpublickey……………………パブリックキー データベースファイルとNISマップのアップデート 
umount: CDFS ファイルシステムのマウントおよびマウント解除……………………………………mount_cdfs(1M)参照 
umount: HFS ファイルシステムのマウントおよびマウント解除…………………………………………mount_hfs(1M)参照 
umount: MemFS ファイルシステムのマウントとマウント解除……………………………………mount_memfs(1M)参照 
umount: NFS ファイルシステムのマウント/アンマウント………………………………………………mount_nfs(1M)参照 
umount: ファイルシステムのマウントとマウント解除…………………………………………………………mount(1M)参照 
umountall: 複数のファイルシステムのマウントおよびマウント解除…………………………………mountall(1M)参照 
unlink: エラーチェックをせずにunlink()システムコールの実行………………………………………………link(1M)参照 
unmount: VxFS ファイルシステムのアンマウント………………………………………………………mount_vxfs(1M)参照 
untic(1M): untic………………………………………………………………………………………terminfo の逆コンパイラ 
update-ux(1M): update-ux………………新規 HP-UX 媒体からの HP-UX オペレーティングシステムのアップデート 

updaters(1M): updaters………………………………………………………………NISアップデートのための構成ファイル 

ups_mond(1M): ups_mond…………………………………………HP PowerTrust 無停電電源システムモニターデーモン 
useradd(1M): useradd……………………………………………………………新しいユーザーログインをシステムに追加 
userdbck(1M): userdbck………………………………ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内のデータの検証と修復 

userdbget(1M): userdbget………………………………………ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内の情報の表示 

userdbset(1M): userdbset………………………………………ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内の情報の変更 

userdel(1M): userdel…………………………………………………………………ユーザーログインをシステムから削除 
usermod(1M): usermod………………………………………………………………システム上のユーザーログインの変更 
userstat(1M): userstat………………………………………………ローカルユーザーアカウントのステータスのチェック 

utmpd(1M): utmpd……………………………………………………………ユーザアカウンティング データベースデーモン 

uucheck(1M): uucheck…………………………………………uucp ディレクトリとパーミッションファイルのチェック 
uucico(1M): uucico…………………………………………………………………………uucp システム用のファイルの転送 
uuclean(1M): uuclean………………………………………………………uucp スプールディレクトリのクリーンアップ 
uucleanup(1M): uucleanup…………………………………………………uucp スプールディレクトリのクリーンアップ 
uucpd(1M): uucpd…………………………………………………………………TCP/IP を介した UUCP サーバーデーモン 
uugetty(1M): uugetty……………………………………ターミナルタイプ、モード、伝送速度、および回線規則の設定 



目次 

Vol. 3&4 
 
エントリー 名(セクション): 名称                                                                         説明 

22   Hewlett-Packard Company                                           HP-UX 11i Version 2: December 2007 

uuls(1M): uuls…………………………トランザクションがグループ化する uucp スプールトランザクションのリスト 
uusched(1M): uusched……………………………………………………………………uucp 転送ファイルのスケジュール 
uusnap(1M): uusnap………………………………………………………………UUCP システムのスナップショットの表示 
uusnaps(1M): uusnaps………………………………………………………………………uusnap 出力のソートおよび装飾 
uusub(1M): uusub……………………………………………………………………………………uucp ネットワークの監視 
uuxqt(1M): uuxqt………………………………………………………uucp コマンド要求または uux コマンド要求の実行 
vgcfgbackup(1M): vgcfgbackup……LVM ボリュームグループ設定バックアップファイルの作成またはアップデート 
vgcfgrestor(1M): vgcfgrestor……………LVM ボリュームグループの構成情報をバックアップファイルから表示/復元 
vgchange(1M): vgchange……………………………………………………………LVM ボリュームグループの可用性の設定 
vgchgid(1M): vgchgid…………………………………所定の物理デバイス一組のボリュームグループ ID (VGID) の変更 
vgcreate(1M): vgcreate………………………………………………………………………LVM ボリュームグループの作成 
vgdisplay(1M): vgdisplay……………………………………………………LVM ボリュームグループに関する情報の表示 
vgexport(1M): vgexport……………LVM ボリュームグループおよびこれに関連する論理ボリュームのエクスポート 
vgextend(1M): vgextend……………………………………物理ボリュームの追加による LVM ボリュームグループの拡張 
vgimport(1M): vgimport………………………………………………LVM ボリュームグループのシステムへのインポート 
vgmodify(1M): vgmodify……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………物理ボリュームのサイズ変更対応、既存の LVM ボリュームグループの構成パラメータの変更 

vgreduce(1M): vgreduce……………………………………………LVM ボリュームグループからの物理ボリュームの削除 
vgremove(1M): vgremove………………………………………………LVM ボリュームグループ定義をシステムから削除 
vgscan(1M): vgscan…………………………………………………LVM ボリュームグループ検索用の物理ボリューム走査 
vgsync(1M): vgsync……………………………………LVM ボリュームグループ上の古い論理ボリュームミラーの同期化 
vhardlinks(1M): vhardlinks…………複数のハードリンクを持つファイルのコンパートメントルールの一貫性チェック 

vipw(1M): vipw…………………………………………………………………………………………パスワードファイルの編集 
volcopy(1M): volcopy, labelit………………………………………ラベルチェック付きのファイルシステムのコピー 
volcopy_hfs(1M): volcopy, labelit……………………ラベルチェッキングを使った HFS システムファイルのコピー 
volcopy_vxfs(1M): volcopy, labelit…………………………ラベルチェックを行う VxFS ファイルシステムのコピー 
vtdaemon(1M): vtdaemon……………………………………………………………………………………vt の要求への応答 
vxdiskusg(1M): vxdiskusg………………………ユーザー ID ごとの、VxFS ディスクアカウンティング データの生成 
vxdump(1M): rvxdump, vxdump……………ローカルまたはネットワーク上での VxFS ファイルシステムの増分ダンプ 
vxenablef(1M): vxenablef………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………カーネル内でのVxFS DMAPI機能、OnLineJFS機能、または全てのVxFS機能の有効化 
vxfsconvert(1M): vxfsconvert……………………………………………………………………………………………………… 

……VxFS ファイルシステムへのファイルシステムの変換と VxFS ディスクレイアウトのバージョンアップ 
vxfsstat(1M): vxfsstat……………………………………………………………VxFS ファイルシステムの統計情報の表示 
vxlicense(1M): vxlicense……………………………………………VxFS および VxVM ライセンスキー ユーティリティ 
vxrestore(1M): vxrestore, rvxrestore……………ローカルまたはネットワーク上でのファイルシステムの増分復元 
vxtunefs(1M): vxtunefs…………………………………………………………………………VxFSファイルシステムの調整 
vxumount(1M): vxumount……………………………………………………………VxFS ファイルシステムのマウント解除 
vxupgrade(1M): vxupgrade……………………………VxFS ファイルシステムのディスクレイアウトのアップグレード 
wall(1M): wall…………………………………………………………………………………全ユーザーへのメッセージ送信 
whodo(1M): whodo……………………………………どのユーザーがどのようなプロセスを実行しているかについての出力 
wtmpfix: 接続アカウンティングレコードの操作…………………………………………………………………fwtmp(1M)参照 
xntpd(1M): xntpd………………………………………………………………………ネットワークタイム プロトコルデーモン 
xntpdc(1M): xntpdc……………………………………………………………………………………特殊 NTP 照会プログラム 
ypbind: ネットワーク情報サービス (NIS) のサーバー、バインダおよび転送プロセス……………………ypserv(1M)参照 
ypinit(1M): ypinit……………………………………ネットワーク情報サービスデータベースの構築およびインストール 
ypmake(1M): ypmake……………………………………………ネットワーク情報サービスデータベースの作成および再構築 
yppasswdd(1M): yppasswdd………………………ネットワーク情報サービスパスワードデータベースの変更用デーモン 



目次 

Vol. 3&4 
 

エントリー 名(セクション): 名称                                                                         説明 

HP-UX 11i Version 2: December 2007                                           Hewlett-Packard Company   23 

yppoll(1M): yppoll……………………………………………NIS マップについての情報に関する NIS サーバーの照会 
yppush(1M): yppush…………………………………………………ネットワーク情報サービスデータベースの強制的な反映 
ypserv(1M): ypserv, ypbind, ypxfrd…ネットワーク情報サービス (NIS) のサーバー、バインダおよび転送プロセス 
ypset(1M): ypset…………………………………………………………特定のネットワーク情報サービスサーバのバインド 
ypupdated(1M): ypupdated, rpc.ypupdated………………………………………………………NIS 情報変更のサーバー 
ypxfr(1M): ypxfr, ypxfr_1perday, ypxfr_1perhour, ypxfr_2perday…………………………………………………… 

………………………………………………………サーバーからローカルノードへの NIS データベースの転送 
ypxfr_1perday: サーバからローカルノードへの NIS データベースの転送………………………………ypxfr(1M)参照 
ypxfr_2perday: サーバからローカルノードへの NIS データベースの転送………………………………ypxfr(1M)参照 
ypxfr_1perhour: サーバからローカルノードへの NIS データベースの転送……………………………ypxfr(1M)参照 
ypxfrd: ネットワーク情報サービス (NIS) のサーバー、バインダおよび転送プロセス……………………ypserv(1M)参照 



  24      Hewlett-Packard Company                                                                           HP-UX 11i Version 2: December 2007



セクション 1M

システム管理コマンド

第 2 部

N ～ Z



セクション 1M

システム管理コマンド

第 2 部

N～ Z



naaagt(1M) naaagt(1M)

名称
naaagt − ネイティブエージェントアダプタ (NAA)

構文
export HP_NAA_CNF=naaCnf

export HP_NAA_PORT=snmpPort

export HP_NAA_GET_COMMUNITY=community

/usr/sbin/naaagt [-K] [-n] [-E priority] [-m logMask] ...

/usr/sbin/naaagt { -h | -help }

説明
ネイティブ エージェント アダプタ (naaagt) を使用すると、他社の SNMP エージェントを HP SNMP マス
ターエージェント (snmpdm) と連携させることができます。

ネイティブ エージェント アダプタは、HP SNMP マスター エージェントのサブエージェントとして動作しま
す。naaagt は naaCnf ファイル (以下に説明する HP_NAA_CNF 環境変数を参照) を読み取り、snmpdm

を使って各オブジェクト識別子 (OID) を登録します。「naaCnf ファイルフォーマット」の項を参照してくだ
さい。

登録完了後に、naaagt は snmpdm からの SNMP 要求を受け取り、それを同じシステム上の標準外 UDP

ポートに転送します (以下に説明する HP_NAA_PORT 環境変数を参照)。naaagt はまた、標準外 UDP ポー
トをリスンする他社 SNMP エージェントからの SNMP 応答を受け取り、naaagt がその応答を snmpdm に
転送します。

他社の SNMP エージェントがリスンする標準外 UDP ポートは、標準 SNMP ポート番号 (161) ではなく、
naaagt が (HP_NAA_PORT) に送信した標準外 UDP ポートと同じでなければなりません。この操作の実行方
法については、他社のマニュアルを参照してください。他社の SNMP エージェントは、naaagt の起動前ま
たは起動後に開始できます。

パラメータ
-E priority 登録の優先順位を設定します。２つのサブエージェントに同じ OID が登録されている場合、

要求は最高優先順位のサブエージェント、または同じ優先順位の、最後に登録されたサブエー
ジェントに送信されます。priority の範囲はゼロ (高) から 255 (低) までです。デフォルト:

ゼロ

-K HP SNMP マスターエージェント (snmpdm) が終了した場合でも、ネイティブ エージェント
アダプタ (naaagt) を連続実行させます。あとで snmpdm が再起動した時に、naaagt は
snmpdm との通信を再設定して、その OID を再登録します。このオプションは、以下に説明
する 独立起動プロシージャを使用した場合に実行してください。デフォルトでは、naaagt

は、snmpdm が終了したときに自動的に終了します。
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トラブルシューティングパラメータ
-h

-help 使用法情報を表示します。

-m logMask ロギング マスクを設定します。 logMask は、以下の名前、 APWARN、 APERROR、
APTRACE、APALL、または APNONE の１つです。-m オプションを繰返し実行することに
よって、複数のロギング オプションを指定できます。ロギング データは、SNMP ログ ファ
イル、/var/adm/snmpd.log に書きこまれます。デフォルト: APNONE

-n naaagt をフォアグラウンドで実行させます。デフォルトでは、naaagt はバックグラウン
ドで実行します。

ネイティブエージェントアダプタの起動
ネイティブエージェントアダプタの起動手順書は、他社 SNMP エージェントのベンダにより提供されます。
手順については、他社のマニュアルを参照してください。

自動起動
他社の SNMP エージェントとそのネイティブエージェントアダプタは、システムの起動時とシャットダウン
時に自動的に起動/停止することができます。これを行うには、/sbin/init.d ディレクトリに起動/シャッ
トダウン スクリプトを提供し、そのスクリプトに対するシンボリック リンクを適切な /sbin/rcN.d ディ
レクトリに保存します。詳しくは、rc(1M) マニュアル ページを参照してください。naaagt の起動手順につ
いては、独立起動の項を参照してください。

手作業による起動
他社の SNMP エージェントとそのネイティブ エージェント アダプタは、/usr/sbin/snmpd コマンドを使
用し、/sbin/SnmpAgtStart.d に起動スクリプトとシャットダウン スクリプトを用意して起動することが
できます。通常、これらのスクリプトは、rc(1M) マニュアル ページに記述されている同じ命名規則に従っ
た、/sbin/init.d に保存されている自動起動/シャットダウン スクリプトのシンボリック リンクにすぎま
せん。これらのスクリプトは、/usr/sbin/snmpd コマンドによって実行されます。naaagt の起動手順に
ついては、独立起動の項を参照してください。

独立起動
他社の SNMP エージェントとそのネイティブエージェントアダプタは、コマンドを直接入力するか、任意の
スクリプトを実行して起動することができます。この方法を使う場合は、おそらく、naaagt-K オプションを
使用する必要があります。その理由は、他社のエージェントとアダプタは /usr/sbin/snmpd コマンドでは
再起動されないためです。

他社のエージェントごとに naaagt を起動するには、以下の手順を使う必要があります。

• HP_NAA_PORT をエクスポートします。これは、固有のポート番号に設定する必要があります。

• HP_NAA_CNF をエクスポートします。これは、他社固有の naaCnf ファイルの絶対パス名に設定
する必要があります。naaCnf ファイルを作成してください。他社の SNMP エージェントによっ
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て利用される OID リストについては、他社のマニュアルを参照してください。

• HP_NAA_GET_COMMUNITY をエクスポートします。これは、naaagt から他社の SNMP エー
ジェントに転送された SNMP 要求に使われるコミュニティ名に設定しなければなりません。この
環境変数は、デフォルト ("public") 以外のコミュニティ名を使用するように他社エージェントが構
成されている場合のみ、必要になります。

• /usr/sbin/naaagt に対する固有のシンボリック リンクを作成します。こうすると、各ネイ
ティブ エージェント アダプタを ps −ef コマンドの出力内で区別できるようになります。
naaagt を起動するために、このシンボリックリンクを実行します。

• 他社のマニュアルに記述されている手順に従って、他社の SNMP エージェントを起動します。こ
れは、naaagt の起動前または起動後に実行できます。

naaCnf ファイルフォーマット
naaCnf ファイルは、１行に OID を１つずつ示した数値のオブジェクト識別子 (OID) のリストで構成されて
います。各 OID は、他社の SNMP エージェントによって利用される MIB 変数のサブツリーです。OID リス
トについては、他社のマニュアルを参照してください。空白行と "#" で始まる行は、コメントとして処理され
ます。１行中の先行スペースと後続スペースは無視されます。OID の先頭に任意のピリオドをつけることもで
きます。

例
# RDBMS MIB (先行ピリオドあり)

.1.3.6.1.2.1.39

# Third-party Private MIB (先行ピリオドなし)

1.3.6.1.4.1.111

# application/applTable MIB

1.3.6.1.2.1.27.1.1

外部設定の影響
環境変数

HP_NAA_CNF naaCnf ファイルの絶対パス名。ネイティブ エージェント アダプタは、他社の
SNMP エージェント用に登録される OID をこのファイルから読み取ります。デ
フォルト (推奨されません): /etc/SnmpAgent.d/naa.cnf

HP_NAA_GET_COMMUNITY

ネイティブ エージェント アダプタが他社の SNMP エージェントに転送された
SNMP 要 求 の 中 で 使 用 す る コ ミュ ニ ティ 名。 こ れ は、 /etc/SnmpA-

gent.d/snmpd.conf に定義されており、SNMP マスター エージェントにより
受け入れられるコミュニティ名と一致している必要はありません。この環境変数
は、標準コミュニティ名 ("public") が他社の SNMP エージェントによって受け入
れられない場合のみ、必要になります。SNMP コミュニティ名に関する手順につい
ては、他社のマニュアルを参照してください。デフォルト: public
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HP_NAA_PORT ネイティブ エージェント アダプタが SNMP 要求を他社の SNMP エージェントに
転送する際に使用する標準外 UDP ポート番号。これは、標準 SNMP ポート (161)

ではなく、他社エージェントがリスンするポート番号と一致しなければなりませ
ん。他社の SNMP エージェントは、それぞれ異なる標準外 UDP ポート番号をリ
スンする必要があります。デフォルト: 8161

サポートされるコードセット
SNMP プロトコルが ASCII で符号化された７ビット文字のみをサポートする場合を除き、１バイト文字コー
ドセットをサポートします。

警告
ネイティブ エージェント アダプタは、SNMP 読み取り要求 (例 : SNMP Get) のみをサポートしています。
SNMP Set 要求は、他社の SNMP エージェントの標準外 UDP ポート (HP_NAA_PORT) に直接送信する必要
があります。

HP_NAA_PORT 値が有効なポート番号でない場合、naaagt はディスプレイまたは /var/adm/snmpd.log

にエラーメッセージを書き込まずに終了します。

naaCnf ファイルに有効な OID が登録されていない場合、naaagt は終了します。デフォルト OID は登録
されません。

-E priority が有効範囲外の場合には、予想外の結果が生じることがあります。

著者
naaagt は、SNMP Research と HP により開発されました。

ファイル
/etc/SnmpAgent.d/naa.cnf

デフォルト naaCnf ファイル。推奨されません。
/sbin/SnmpAgtStart.d SNMP 起動スクリプトおよびシャットダウンスクリプト用のディレクトリ。
/usr/sbin/naaagt ネイティブエージェントアダプタコマンド。
/usr/sbin/snmpdm HP SNMP マスターエージェントコマンド。
/var/adm/snmpd.log HP SNMP ログファイル。

参照
rc(1M), snmpd(1M), snmpd.conf(4)
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名称
named − インターネットドメインネームサーバー

構文
named [−4] [−c config_file ] [−d debuglevel ] [−f ] [−g ] [−n no_of_cpus ] [−p port_number ]

[−t directory ] [−u user_id ] [-v]

説明
named は、インターネットドメイン ネームサーバーです。ドメインネームサーバー (DNS) についての詳細
は、RFC 1033、RFC 1034 および RFC 1035 を参照してください。すべての引き数を省略すると、named

はデフォルトの構成ファイル /etc/named.conf を読み取り、初期データがあればそれを読み取って、問い
合わせを待ちます。named を実行するには、スーパーユーザー権限が必要です。

オプション
−4 ホストマシンに IPv6 の機能があっても、IPv4 だけを使います。

−c config_file

/etc/named.conf 以外の構成ファイル使う場合に、そのファイルを config_file で指定し
ます。

−d debuglevel

デバッグ情報をプリントします。d の後ろの数字によって、プリントされるメッセージの
レベルが決まります。負の数を指定すると、debuglevel は ‘‘1’’ に設定されます。

注記: 新しいデバッグフレームワークは named の旧バージョンより洗練されています。
構成ファイルの logging 文を使用すると、大分類の各イベント (query、transfer、in、
out など) に対して、複数の独立したデバッグレベルが使用できます。

−f このプロセスをフォアグラウンドで実行します。fork(2) とデーモン化は行われません (デ
フォルトではデーモン化されます)。

−g named がフォアグラウンドで実行されているときのログをすべて stderr に出力しま
す。

−n no_of_cpus

このオプションを指定すると、指定した数 (no_of_cpus) のワーカースレッドが生成されま
す。CPU が複数個動作している場合の利点を生かすために使います。このオプションを指
定しないと、named は、CPU の数を調べ、CPU ごとにスレッドを１つ作成します。
named が CPU の数を調べられない場合は、ワーカースレッドが１つだけ作成されます。

−p port_number

別のポート番号を使用します。

注記: 以前は、" -p port#[/localport#] " という構文がサポートされていました。最初の
ポートはリモートサーバーとの接続に使用され、２番目のポートは named のローカルイ
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ンスタンスがバインドするサービスポートでした。現在の使用法も従来のものと同じです
が、localport# を指定する点が異なります。この機能は、構成ファイルの options 文の
listen-on 句で指定できます。

−t directory

サーバーのワークディレクトリを指定します。コマンド行で指定する値より、構成ファイ
ルで指定されている options 文の directory 句の方が優先します。デフォルトのワー
クディレクトリは現在のディレクトリ (.) です。

−u user_id

サーバーが初期化された後動作するときのユーザーを指定します。指定する値は、ユー
ザー名またはユーザー ID (数値) のどちらでもかまいません。

-v バージョン番号をレポートして、終了します。

その他の引き数はすべて構成ファイルの名前とみなされます。構成ファイルには、ネームサーバーが初期デー
タを取得す場所に関する情報が含まれています。複数の構成ファイルを指定すると、最後に指定したファイル
だけが使われます。構成ファイルでは、どの論理的な行も、複数の物理的な行に分割できません。以下に簡単
な例を示します。

//

/* configuration file for name server */

#

options {

directory "/usr/local/domain";

forwarders {

10.0.0.78;

10.2.0.78;

};

};

key rndc_key {

algorithm "hmac-md5";

secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";

};

controls {

inet 127.0.0.1 allow { 127.0.0.1; } keys { rndc_key; };

};

zone "." {

type hint;

file "db.cache";

};
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zone "berkeley.edu" {

type master;

file "db.berkeley";

};

zone "32.128.in-addr.arpa" {

type master;

file "db.128.32";

};

zone "cc.berkeley.edu" {

type slave;

file "db.cc";

masters {

128.32.137.8;

};

};

directory 文は、サーバーのワークディレクトリを、指定したディレクトリに変更します。−t オプション
を使った場合は、指定したワークディレクトリは新しいルートディレクトリからの相対です。これは一次サー
バーのマスターファイル内の $INCLUDE ファイル (後述) を正しく処理するために重要です。

構成ファイルで参照されるファイルには、RFC 1035 で説明されているマスターファイルフォーマットのデー
タが入っています。

key 文は、キーの名前を文字列の引き数で指定します。文字列は有効なドメイン名である必要があります。し
かし、階層的である必要はありません。したがって、文字列「rndc_key」は有効な名前です。

key 文には、algorithm と secret の２つの句があります。構成パーサーは、algorithm の引き数とし
て、どのような文字列でも受け付けます。しかし、ユーティリティから制御メッセージを受け付けるための実
際の文字列としては、「hmac-md5」だけがサポートされています。rndc rndc(1) と rndc.conf (4) を参照し
てください。secret には、base-64 でコード化した文字列を指定します。この文字列は、通常、dnssec-

keygen で生成します。

controls 文は、ネームサーバーがネームサーバー制御ユーティリティ rndc から接続を受け入れるように
構成するために使います。この文で指定する key は、rndc の構成ファイル rndc.conf と同じ値を設定す
る必要があります。

forwarders 行では、他のサーバーからの再帰的問い合わせを受け付けるサイトワイドサーバーのアドレス
を指定します。構成ファイルに１つまたは複数の転送先が指定されている場合、サーバーはキャッシュにも権
限データにもないデータに関するすべての問い合わせを、最初に転送先へ送ります。応答が返されるまで、ま
たはリストを使い果たすまで、各転送先に順番に問い合わせます。転送先から応答がなかった場合、サーバー
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は forward−only モードでなければ、その forwarders 行がなかったかのように処理を続けます。転送機能
を使用すると、マスターで大規模なサイトワイドキャッシュが生成され、外部のサーバーに対するリンク上の
データ通信量が減るため便利です。

noforward 行は、forwarders 指令があった場合でも、DNS サーバーが、リストに含まれるドメインまたは
その下位のドメインに対する要求を転送しないように指定します。

ルートネームサーバーとそのアドレスのリストを指定すると、あるサーバーから、他のドメインに置かれてい
るサーバーの情報にアクセスすることができます。zone "." の行では、db.cache 内のデータをバック
アップキャッシュに置くことが指定されます。この指定によって、ルートドメインサーバーの位置がサーバー
に与えられます。この情報は、現在のルートサーバーとそのアドレスを探し出すために使用されます。現在の
ルートサーバー情報は、オペレーティングキャッシュに置かれます。バックアップキャッシュに置かれたルー
トネームサーバーの情報が破棄されることはありません。

zone "berkeley.edu" 行によって、マスターファイル db.berkeley に berkeley.edu ゾーンに関す
る権限データが入ることが指定されます。ゾーンに対して権限のあるサーバーには、そのゾーンに関して最も
精度の高い情報があります。ドメインネームは必ず、起点と関連します。この場合には、berkeley.edu で
す (詳細は、後の説明を参照してください)。

zone "32.128.in-addr.arpa" 行では、ファイル db.128.32 にドメイン 32.128.in−addr.arpa に
関する権限データが入ることが指定されます。このドメインは、ネットワーク 128.32 のアドレスをホスト
名に変換するために使用されます。

zone "cc.berkeley.edu" 行によって、cc.berkeley.edu ゾーンに関してすべての権限データがイン
ターネットアドレス 128.32.137.8 のネームサーバーから転送され、バックアップファイル db.cc で保存され
ることが指定されます。この行では、最大 10 個のアドレスをリストすることができます。転送できなかった
場合には、リストの次のアドレスを使用して、転送が試行されます。２番目のコピーも指定されたドメインに
対して権限があります。この行の最初の非インターネットアドレスは、転送されたゾーンのバックアップで使
用するファイル名とみなされます。ネームサーバーは、ブート時にこのバックアップファイル (あれば) から
ゾーンをロードし、マスターサーバーにアクセスできない場合でも、完全なコピーを用意します。マスター
サーバーのどれかからドメインの新しいコピーが送られてくると、そのつど、このファイルがアップデートさ
れます。ファイル名を指定しないと、一時ファイルが使用され、各ゾーン転送の正常終了後に削除されます。
ただし、バンド幅を無駄に消費するため推奨できません。

IPv6 のオプション
listen-on-v6 このオプションでは、サーバーに対して、IPv6 で送信されてくる問い合わせをリスン

するポートを指定します。このオプションで指定できる値は、any と none の、２つ
の値だけです。named の構成ファイル (named.conf) でこのオプションが指定されて
いなければ、named はどのインタフェースでもリスンしません。

any を使う例:

listen-on-v6 port 80 {any;};
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listen-on-v6 port 1234 {any;};

サーバーに IPv6 のアドレスをリスンさせないために none を使う例:

listen-on-v6 {none;};

注記: hosts_to_named 構成ファイルの移行スクリプトを実行しても、デュアルス
タックマシンの named.conf ファイルには、listen-on-v6 オプションが追加され
ません。IPv6 インタフェースで DNS サービスを有効にするには、このエントリーを手
動で追加する必要があります。

query-source-v6 このオプションは、要求元から IPv6 で問い合わせてきたときに応答するサーバーを、
IPv6 アドレスで指定します。

例:

query-source-v6 address c000:1::a35 port 5000

transfer-source-v6

このオプションは「transfer-source」オプションに似ていますが、ゾーン転送を IPv6

で行うところが違います。これは Options 文の文法でも Zone 文の文法でも、同じ
です。

マスターファイルフォーマット
マスターファイルは、制御情報と、ゾーン内のオブジェクトに関するリソースレコードで構成されます。形式
は、次のとおりです。

$INCLUDE filename opt_domain

$ORIGIN domain

domain opt_ttl opt_class type resource_record_data

各フィールドの意味は次のとおりです。

domain ルートを意味する .、現在の起点を意味する @、または標準ドメインネームです。ド
メインが ‘‘.’ ’ で終わっていない標準ドメインネームの場合には、現在の起点がそのド
メインに付加されます。末尾が ‘‘.’ ’ のドメインネームは変更されません。

opt_domain このフィールドは、インクルードファイルのデータの起点を定義するために使用しま
す。インクルードファイルの先頭行の前に、$ORIGIN 文を記述するのと同じことで
す。このフィールドは、省略してもかまいません。opt_domain フィールドとインク
ルードファイル内の $ORIGIN 文のどちらでも、このファイルの現在の起点は変更さ
れません。

opt_ttl このフィールドは、存続時間を表すオプションの整数値です。デフォルトはゼロで、
そのゾーンの SOA レコードで指定された最小値を意味します。
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opt_class オブジェクトアドレスのタイプ。現在使用できるタイプは、DARPA インターネット
に接続されたオブジェクト用の IN のみです。

type このフィールドには、次のトークンのどれかを指定します。かっこの中は、
resource_record_data フィールドに記述するデータです。

A ホストアドレス (ドットで４つに区切った IP アドレス)

NS 権限ネームサーバー (ドメイン)

MX メール交換プログラム (ドメイン)。前に優先順位の値 (0..32767) が付けられ
ます。数値が小さいほど論理的優先順位が高くなります。

CNAME エイリアスに対応する正式名称 (ドメイン)

SOA 権限ゾーンの先頭をマークします (発信ホストのドメイン、保守プログラム
のドメインアドレス、通し番号、秒数で表した次の各パラメータ - 再描画、
再試行、満了、最小 TTL)。RFC 883 を参照してください。

NULL ヌルのリソースレコード (フォーマットもデータもなし)

RP 一部のドメイン名に対する責任者 (mailbox、TXT-referral)

PTR ドメインネームポインター (ドメイン)

HINFO ホスト情報 (cpu_type OS_type)

TXT テキストデータ (文字列)

WKS ウェルノウンサービスの記述 (IP アドレスとそれに続くサービスリスト)

リソースレコードは通常、行末で終わりますが、左かっこと右かっこで囲んで、複数の行にわたって継続させ
ることができます。コメントはセミコロンで始まり、その行の終わりまで続きます。

注記: すべてのデータベースファイルは $TTL value で始まる必要があります。ここに示していないタイプの
リソースレコードもあります。完全なリストについては、BIND Operations Guide (‘‘BOG’’) を参照してくだ
さい。リソースレコードタイプには、新しい RFC で標準化されていて、このバージョンの BIND にはまだ実
装されていないものがあります。

SOA レコードフォーマット
各マスターゾーンファイルは、そのゾーンの SOA レコードで始める必要があります。SOA レコードの例は、
次のとおりです。

@ IN SOA ucbvax.Berkeley.EDU. rwh.ucbvax.Berkeley.EDU. (

1989020501 ; serial

10800 ; refresh

3600 ; retry

3600000 ; expire

86400 ) ; minimum
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SOA は通し番号を指定します。この値は、マスターファイルを変更するたびに、変更する必要があります。通
し番号をドット付きの数値で記述する方法は、賢明とは言えません。通常の数値への変換が、乗算と加算では
なく連結によって行われるためです。年月日と 0 ～ 99 のバージョン番号を略さずに記述しても、このフィー
ルド (符号なし 32 ビットのサイズ) に収まります (4294 年には、この方式を考え直さねばならないでしょう
が)。

二次サーバーは、再描画時間 (秒数) で指定された間隔で、通し番号を調べ、通し番号が変更されている場合に
は、新しいデータをロードするために、ゾーン転送が行われます。再試行時間は、再描画時にマスターサー
バーと連結できなかった場合に、再描画が終了するまで試行する時間間隔を指定します。満了時間で指定され
た時間内にマスターサーバーと連結できなかった場合には、二次サーバーによって、そのゾーンのデータがす
べて破棄されます。存続時間が明示的に指定されていない場合、ファイルレコードが使用する存続時間
(‘‘TTL’’) が最小値です。

注意: 部分的に修飾されたドメイン名に対して、リゾルバに基づく有用な接尾辞付けが導入されたため、ブー
トファイル指令の domain と suffixes は廃止されました。以前の方式では、失敗することがよくありまし
た (特に、ローカルのネームサーバーが完全な情報を持っていない場合)。

kill(1) コマンドを使用してサーバープロセスへシグナルを送信すると、次のような効果があります。

SIGHUP サーバーに named.conf を読み取らせ、データベースを再ロードさせます。

SIGINT と SIGTERM

これらのシグナルは、サーバーを正常にシャットダウンさせるために使えます。

ネームサーバーに他のシグナルを送信したときの結果は未定義です。

サーバープロセスにシグナルを送信するために sig_named(1M) も使われます。

診断
構成ファイル、マスターファイル、または通常の動作で、named によって検出されたエラーは、syslog で
記録され、さらに、デバッグ機能がオンで named が終了する場合にはデバッグファイル ./named.run に
記録されます。

著者
named は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/named.conf ネームサーバー構成ファイル
/var/run/named.pid プロセス ID

./named.run デバッグ出力

参照
dnssec-keygen(1), dnssec-makekeyset(1), dnssec-signkey(1), dnssec-signzone(1), host(1), kill(1), nsup-

date(1), rndc(1), hosts_to_named(1M), lwresd(1M), signal(2), gethostent(3N), rndc.conf(4), hostname(5)

RFC 882, RFC 883, RFC 973, RFC 974, RFC 1032, RFC 1033, RFC 1034, RFC 1035, RFC 1123
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名称
ncheck − iノード番号からパス名リストを生成

構文
/usr/sbin/ncheck [-F FStype] [-V] [-o specific_options] [special ...]

説明
ncheck を引き数なしで起動すると、/etc/fstab にリストされるファイルシステムにあるすべてのファイ
ルの iノード番号に対応したパス名のリストが生成されます。special を指定すると、ncheck は、special につ
いてのみ報告します。ncheck で生成されるパス名は、special に対する相対名を表します。

オプション
−F FStype 動作の対象となるファイルシステムのタイプを指定します (fstyp(1M) および

fs_wrapper(5) 参照)。コマンド行でこのオプションを省略すると、ファイルシステム
のタイプは、各 special と /etc/fstab ファイルのエントリーを照合して決定され
ます。/etc/fstab にエントリーがない場合、ファイルシステムのタイプは
/etc/default/fs ファイルで決定されます。

−o specific_options

各ファイルシステムタイプに固有のオプションを指定します。specific_options に
は、コマンドの FStypeモジュールに適用されるサブオプション、およびキーワード/

属性のペアをリストします。specific_options の詳細については、ファイルシステム
固有のマンページを参照してください。

−V 単に、実行するコマンド行をエコー表示します。コマンド行は、ユーザーが指定する
オプションと、/etc/fstab のその他の情報を組み合わせて構成します。このオプ
ションによりユーザーは、コマンド行を検証することができます。

例
/etc/fstab の全 special で ncheck コマンドを実行します。

ncheck

HFSファイルシステム /dev/dsk/c1d2s0 で ncheck コマンドを実行します。

ncheck −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

完了したコマンド行を表示します (コマンドは実行しません)。

ncheck −V /dev/dsk/c1d2s0

ファイル
/etc/default/fs デフォルトシステムタイプを指定します。

/etc/fstab ファイルシステムに関するスタティック情報
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著者
ncheck は、AT&T、およびHPで開発されました。

参照
fstyp(1M), ncheck_hfs(1M), ncheck_vxfs(1M), fstab(4), fs_wrapper(5)

標準準拠
ncheck: SVID2, SVID3
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名称
ncheck_hfs: ncheck − HFS ファイルシステムの iノード番号からパス名リストを生成

構文
/usr/sbin/ncheck [-F hfs] [-V] [-S sector_ranges] [-i inode-numbers ]

[-a] [-s] [ special ... ]

説明
ncheck を引き数なしで起動すると、/etc/fstab にリストされる HFS ファイルシステムにあるすべての
ファイルの iノード番号に対応したパス名のリストが生成されます。special を指定すると、ncheck は、spe-

cial についてのみ報告します。ncheck で生成されるパス名は、special に対する相対名を表します。ディレ
クトリファイルの名前の後には、/ が付けられます。

オプション
-a . や .. の名前 (通常は抑制されます) がプリントされます。

-F hfs HFS ファイルシステムタイプを指定します。

-i inode-numbers

コマンド行に iノード番号が指定されているファイルに限って報告します。 inode-

numbers は各 iノード番号をそれぞれコンマで区切って並べたものです。

-s スペシャルファイルと、ユーザー ID セットモードの通常ファイルに限って報告しま
す。-s オプションは、セキュリティポリシーを隠れて違反している使用を検出する
ためのものです。

−V 完了したコマンド行をエコー表示します (コマンドは実行しません)。コマンド行は、
ユーザーが指定するオプションと、/etc/fstab のその他の情報を組み合わせて構
成します。このオプションによりユーザーは、コマンド行を検証することができま
す。

-S sector_ranges

sector_ranges のコマンドライン上で指定されたセクタ番号を使用しているファイル
に限ってリポートします。sector_ranges はコンマで区切られたセクタ範囲のリスト
です。セクタ範囲はダッシュで区切られたセクタ番号で始まり、セクタ番号で終わる
ものか、もしくはただのセクタ番号です。セクタ番号は DEV_BSIZE ユニットの中
になくてはなりません。セクタ番号にパス名が存在しない場合、未使用またはファイ
ルシステム構造を含有するものとリポートされます。ファイルシステム外のセクタは
不法とリポートされます。

アクセス制御リスト
連続 iノード (すなわち追加アクセス制御リスト情報を含む各 iノード) は、いずれのパス名にも対応しないの
で、暗黙でスキップされます。
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例
/etc/fstab のすべての special に対して ncheck コマンドを実行します。

ncheck

HFS ファイルシステム /dev/dsk/c1d2s0 で ncheck コマンドを実行します。

ncheck −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングルバイトとマルチバイトのキャラクタコードセットがサポートされます。

診断
ファイルシステム構造が不当な場合、?? は、親なしファイルの「親」、または ... で始まるパス名が
ループを指していることを表します。

著者
ncheck は、AT&T、およびHPで開発されました。

ファイル
/etc/default/fs デフォルトシステムタイプを指定します。
/etc/fstab ファイルシステムに関するスタティック情報

参照
acl(5), fsck(1M), fstab(4), fs_wrapper(5), ncheck(1M), sort(1)

標準準拠
ncheck: SVID2, SVID3
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名称
ncheck_vxfs: ncheck − VxFS ファイルシステムの iノード番号からパス名を生成

構文
ncheck [−a] [−F vxfs] [−i ilist] [−o specific_options] [−s] [−S sector_list] [-V ] special ...

説明
ncheck は、指定した VxFS ファイルシステム内の各ファイルの iノード番号に対応するパス名のリストを生
成します。

一部のオプションでは、範囲 (range) も値として指定できます。範囲は、1 つの数値で指定しても、2 つの数
値をハイフン (−) で区切って指定してもかまいません。指定した数も範囲に含まれるものとして解釈されま
す。数値を 1 つだけ指定した場合はその番号で示される単一のセクタ、ブロック、またはサーフェースが出力
されます。ハイフンを入力する場合、ハイフンの前の数値を省略すると (−number)、 0 から始まる範囲である
と解釈されます。ハイフンの後ろの数値を省略すると、ファイルシステムの終端で終わる範囲であると解釈さ
れます。

ディレクトリファイル名の後には、スラッシュドット (/.) が付きます。

オプション
ncheck_vxfs には、以下のオプションがあります。

−a 通常はプリントできない 1 個のドット (.) または (..) 2 個のドットから成る名称も
プリントできるようにします。

−F vxfs ファイルシステムタイプ (vxfs) を指定します。

−i ilist レポート対象を、後ろに指定された iノードリスト (ilist) のファイルだけに限定しま
す。 ilist は、コンマで区切って指定します。空白は挿入しません。

−o specific_options

VxFS ファイルシステムタイプに固有のオプションを指定します。 specific_options

コマンドの VxFS 固有モジュール用のサブオプションやキーワード/属性ペアのリス
トを指定します。

以下のオプションが使用できます。

b=block

ファイルシステムのブロック番号 block を含んでいるパス名をプリントしま
す。

block=block_range

指定された範囲のブロック番号を含んだり参照しているすべての iノードの情
報をプリントします。出力フォーマットは -o sector= と同様ですが、セ
クタの代わりにファイルシステムブロックが単位として使用されます。
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m モード情報をプリントします (−i オプションと一緒に使用します)。

sector=sector_range

sector_range 内のセクタを含んだり参照しているすべての iノードを報告しま
す。 iノード番号、iノードのファイルセット索引、パス名または iノードの
タイプを構成するセクタなどが出力されます。 iノードには、構造的 iノード
と属性の iノードがあるので、いずれかのファイルに属しているセクタについ
てのみパス名が生成されます。いずれのファイルにも属していないセクタ
は、 <free> という iノードのタイプで出力されます。複数の -o sector=

オプションを指定すると、累積されます。

surface[=sector_range]

サーフェース解析を行います。 sector_range を指定すると、その範囲内の
サーフェース解析を行います。すべてのセクタを読み取り、セクタの読み取
りができない場合にはそのセクタ番号が出力されます。不良セクタが検出さ
れると、 ncheck は不良セクタのリストを -o sector=sector_range オプ
ションの入力として処理して iノードを含んだり参照しているリストを生成し
ます。

−s 特殊ファイル、およびユーザーID設定モードの通常のファイルだけを報告します。こ
のオプションは、安全運用の方針に対する違反を検出するためのものです。

-S sector_list 指定されたセクタを含んだり参照しているファイルを報告します。ファイルセット
名、ファイルセット索引、iノード番号、ファイルのパス名またはファイルタイプ (構
造的 iノードまたは属性の iノードの場合) が出力されます。ファイルまたはファイル
システム構造に割り当てられていないセクタは、 <free> としてプリントされま
す。ファイルシステムに属していないセクタは、 <unused> としてプリントされま
す。未使用または不適切なフィールドは - とプリントされます。

sector_list には、1 つ以上のセクタ番号の範囲 (range) をコンマで区切って指定しま
す。間に空白は挿入しません。複数の -S オプションを指定すると、累積されます。

−V 完成したコマンド行をエコーするだけで、他の動作は何も行いません。ユーザーが指
定したオプションおよび /etc/fstab から入手した他の情報を組み合わせてコマン
ド行が生成されます。このオプションを使用すると、コマンド行を確認できます。

オペランド
ncheck_vxfs には、以下のオペランドがあります。

special VxFS ファイルシステム。

例
ファイルシステム /dev/vg01/rlvol1 のセクタ 20 ～ 35 (これらの値も範囲に含まれる) を含んだり参照し
ている iノードまたはファイルシステム構造をすべて報告します。
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ncheck -F vxfs -osector=20-35 /dev/vg01/rlvol1

前の例と同じですが、ファイルシステム /dev/vg01/rlvol1 の任意のセクタを含んだり参照している iノー
ドまたはファイルシステム構造をすべて報告します。

ncheck -F vxfs -osector= /dev/vg01/rlvol1

指定されたブロック番号の範囲について報告します (出力例は一部省略済み)。

ncheck -F vxfs -oblock=- /dev/vg00/lvol6

/dev/vg00/lvol6:

sectors(348160) blocks(348160)

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

0-348159 0-348159

fileset fset mtch match

name indx inode indx inode blocks name

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

STRUCTURAL 1 3 -  35 9-10 <fileset_header>

STRUCTURAL 1 4 1  - 11-14 <inode_alloc_unit>

STRUCTURAL 1 5 1  37 1296-1303 <inode_list>

STRUCTURAL 1 5 1  37 24-31 <inode_list>

STRUCTURAL 1 5 1  37 1288-1295 <inode_list>

STRUCTURAL 1 5 1  37 16-23 <inode_list>

STRUCTURAL 1 6 -  - 15 <current_usage_tbl>

STRUCTURAL 1 7 -  39 33 <object_loc_tbl>

STRUCTURAL 1 8 -  40 34 <device_config>

STRUCTURAL 1 9 -  41 40-1063 <intent_log>

STRUCTURAL 1 10 - 42 1144-1151 <extent_map>

STRUCTURAL 1 10 - 42 1072-1143 <extent_map>

STRUCTURAL 1 10 - 42 1064-1071 <extent_map>

STRUCTURAL 1 32 - - 32 <state_alloc_bitmap>

STRUCTURAL 1 33 - - 1284 <device_label>

STRUCTURAL 1 33 - - 0-8 <device_label>

STRUCTURAL 1 34 - - 35 <extent_au_summary>

STRUCTURAL 1 35 - 3 1280-1281 <fileset_header>

STRUCTURAL 1 37 1 5 1296-1303 <inode_list>

STRUCTURAL 1 37 1 5 24-31 <inode_list>

STRUCTURAL 1 37 1 5 1288-1295 <inode_list>

STRUCTURAL 1 37 1 5 16-23 <inode_list>

STRUCTURAL 1 39 - 7 1282 <object_loc_tbl>
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STRUCTURAL 1 40 - 8 1283 <device_config>

STRUCTURAL 1 41 - 9 40-1063 <intent_log>

STRUCTURAL 1 42 - 10 1144-1151 <extent_map>

STRUCTURAL 1 42 - 10 1072-1143 <extent_map>

STRUCTURAL 1 42 - 10 1064-1071 <extent_map>

STRUCTURAL 1 64 999 - 36-39 <inode_alloc_unit>

STRUCTURAL 1 65 999 97 59072-59135 <inode_list>

STRUCTURAL 1 65 999 97 1152-1159 <inode_list>

STRUCTURAL 1 69 999 - 1160-1167 <bsd_quota>

STRUCTURAL 1 97 999 65 59072-59135 <inode_list>

STRUCTURAL 1 97 999 65 1152-1159 <inode_list>

UNNAMED 999 96 - - 4861 /file1

UNNAMED 999 1807 - - 344387 /file1000

UNNAMED 999 1822 - - 328082 /file2

- - - -  - 19766-19769 <free>

- - - -  - 347192-347194 <free>

診断
ファイルシステムの構造が正しくない場合、親のないファイルの ‘‘parent’’ の項には ??? が表示されます。
... で始まるパス名はループを表します。また、 *** で始まるパス名は、そのディレクトリ中の .. (2

個のドット) エントリーが、そのディレクトリを含んでいるディレクトリと一致していないことを示します。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムについての静的情報が入っています。

参照
sort(1), fsck_vxfs(1M), ncheck(1M), fs_vxfs(4)
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名称
ndd − ネットワークの調整

構文
ndd -get network_device parameter

ndd -set network_device parameter value

ndd -h sup[ported]

ndd -h unsup[ported]

ndd -h [ parameter]

ndd -c

説明
ndd コマンドを使うと、ネットワークの動作に影響する、いくつかの調整可能なパラメータが正しく設定され
ているかどうか調べたり、修正したりできます。コマンド行で引数を指定したり、対話式で実行したりするこ
とができます。-h オプションは、ndd コマンドのすべての調整可能なパラメータを、サポートされているか
どうかに関係なく表示します。有効な network_device 名は、 /dev/arp、 /dev/ip、 /dev/rawip、
/dev/tcp、および /dev/udp です。 parameter を ? に設定し、特定の network_device のパラメータリ
ストを取り込みます。

ndd -get network_device の parameter の値を取り込み、 value を標準出力にプリントします。
戻される数値は、必ず 10進数で表示されます。

ndd -set network_device の parameter を value に設定します。

すべての時間はミリ秒単位で指定します (例えば、4分は 240000 と指定します)。ま
た、これらの値は、特に指定のない限り、10進数と見なされます。16進数を指定するに
は、"0x" という接頭辞を付けます。

通常、調整可能なすべてのパラメータは、ネットワークモジュールのすべてのインスタ
ンスに対して適用されます。これらのパラメータの設定は、変更後すぐに有効になる場
合があります。また、設定によっては、インスタンス用のデータを初期化するために使
われ、新しくオープンされたストリームに対してのみ有効な場合もあります。

ndd -h supported

サポートされている、調整可能なパラメータをすべて表示します。HP では、表示され
たパラメータセットをサポートしており、これら調整可能なパラメータについての詳し
い説明を、-h parameter コマンドで表示できます。

ndd -h unsupported

サポートされていない、調整可能なパラメータをすべて表示します。HP では、表示さ
れたパラメータセットをサポートしていませんので、これらの調整可能なパラメータを
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変更しないようお勧めします。お使いのシステムで、サポートされていない調整可能な
パラメータを設定するとネットワークの動作に悪影響が及ぶことがあります。

ndd -h parameter を指定すると、 parameter についての詳しい説明が、最小値、最大値、およ
び指定省略時の値とともに表示されます。何もパラメータを指定しないと、調整可能な
パラメータが、サポートされているものもサポートされていないものもすべて含めて表
示されます。

ndd -c 構成ファイル /etc/rc.config.d/nddconf からの入力を読み取り、調整可能なパラ
メータを設定します。ユーザーは、調整可能なパラメータを nddconf 構成ファイルに設
定できます。また、これらのパラメータは、システムのブート時に自動的に設定されま
す。

診断
このコマンドが実行されなかった場合は、エラーメッセージが標準エラーにプリントされます。このコマンド
は、終了値 1 で終了します。

警告
ネットワークデバイス用のパラメータを設定する場合は、注意を払う必要があります。調整可能なパラメータ
を適切でない値に設定すると、ネットワーキングの動作に悪影響が及ぶことがあります。

例
サポートされている、調整可能なすべてのパラメータについてのヘルプ情報を表示するには、以下のように入
力します。

ndd -h supported

調整可能なパラメータ ip_forwarding についての詳しい説明を表示するには、以下のように入力します。
ndd -h ip_forwarding

TCP 関連のすべてのパラメータのリストを表示するには、以下のように入力します。
ndd -get /dev/tcp ?

調整可能なパラメータ ip_forwarding の現在の値を調べるには、次のように入力します。
ndd -get /dev/ip ip_forwarding

UDP のデフォルトの TTL パラメータの値を 128 に設定するには、次のように入力します。

ndd -set /dev/udp udp_def_ttl 128

ファイル
/etc/rc.config.d/nddconf システムのブート時に自動設定される、調整可能なパラメータを

含みます。
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著者
ndd は、HP で開発されました。
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名称
ndp − IPv6 近隣探索キャッシュの表示と制御

構文
ndp host

ndp [-i interface] [-n] -a

ndp [-i interface] [-n] -A interval

ndp [-i interface] [-q] -d host

ndp [-i interface] [-nq] -F

ndp [-i interface] -p

ndp [-i interface] [-q] -P

ndp -s interface host hw_addr [pub]

ndp -f filename

説明
ndp コマンドは、IPv6 近隣探索 (ND) プロトコルの規定に従って、IPv6 ND キャッシュの表示と変更を行い
ます。

オプション
ndp は、次のオプションと引き数を認識します。

host host で指定されたホストの、現在の ND キャッシュエントリーを表示します。ホストは、
ホスト名データベース (hosts(4) を参照) にある名前、またはコロン記法の IPv6 アドレス
(inet6(3N) を参照) のいずれかで指定します。

-i interface

指定された interface の ND キャッシュエントリーを選択します。一次インタフェースと二
次インタフェースの間に区別はありません。このため、 -i lan1:1 という指定と、 -i

lan1 という指定は同じです。

-n ホストのアドレスを IPv6 コロン記法で表示します。このオプションを省略すると、 ndp

はホストアドレスをシンボルで表示しようとします。それができないときには、IPv6 コロ
ン記法のホストアドレスで表示します。

-a すべての ND キャッシュエントリーを表示します。

-A interval

すべての ND キャッシュエントリーを、 interval 秒ごとに、継続して表示します。

-d host host で指定したホストのローカルインタフェースに対応していない IP アドレスがある ND

キャッシュエントリーを削除します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 49



ndp(1M) ndp(1M)

-F ローカルインタフェースに対応していない IP アドレスがある ND キャッシュエントリー
を、すべてフラッシュします。これらのエントリーには、 L フラグがセットされていま
す。

-q (Quiet) 標準出力に何も出力しません。このオプションは、 -d, -F, および -P オプショ
ンに対してのみ適用されます。

-p ND キャッシュテーブル内の接頭辞リストを表示します。接頭辞リストは、ホストが到達
できる IP アドレス範囲のセットを定義しています。接頭辞フラグは、オンリンクの場合は
L で、自律の場合は A です。オンリンクフラグは、その接頭辞を持つアドレスが、ルー
ターを経由せずに直接到達可能であることを示します。自律フラグは、その接頭辞を持つ
アドレスが、ステートレスの自動構成から送られていることを示します。

-P ルーター通知メッセージによって通知されたプレフィックスから取得したすべての自動構
成アドレスを消去します、

-s interface host hw_addr [pub]

interface で指定されたインタフェース、 host で指定されたホスト、 hw_addr で指定され
たハードウェアアドレス (リンク層アドレス) の ND キャッシュエントリーを作成します。
hw_addr は、 xx:xx:xx:xx:xx:xx として指定します。ここで、各 x は 16 進の数字で
す。 pub が指定されるとエントリーが発行されます。これは、ホストアドレスが自分のも
のでない場合でも、指定された「ホスト」に対して、このシステムが Neighbor Solicita-

tion (NS) に応答することを示します。

−f filename

filename で指定されたファイル内の指定から、ND キャッシュエントリーを作成します。
ファイル内の各エントリーは、 interface、 host、 hw_addr、 pubフラグ (オプション) を
指定します。たとえば、このファイルの内容は次のようになります。

lan0 nodea 1:2:3:4:5:6

lan1 nodeb 2:3:4:5:6:7 pub

-d、 -F、 -P、 -s、 -f オプションを使うには、ルートの特権が必要です。

内容
ND キャッシュエントリーには、次のようなフィールドがあります。

• ホスト (近隣ホストのホスト名または IP アドレス)

• ホストのハードウェアアドレス (リンク層のアドレス)

• インタフェース名
• 状態
• フラグ

エントリーの状態は、 INCOMPLETE、 REACHABLE、 STALE、 DELAY、 PROBE のいずれかです。
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• アドレスが解決中であり、近隣ホストのハードウェアアドレスが決定されていない場合、エント
リーの状態は INCOMPLETE です。

• 近隣ホストが到達可能であることが最近確認されている場合、エントリーの状態は REACHABLE で
す。

• 近隣ホストが到達可能であることが最近確認されていない場合、エントリーの状態は STALE で
す。ただし、この近隣ホストにはトラフィックが送られていないため、到達不能であることの確認
も行われていません。

• 近隣ホストが到達不能であることが最近確認されていて、このホストに最近トラフィックが送られ
ている場合、エントリーの状態は DELAY です。

• 近隣ホストが到達可能であることが最近確認されておらず、到達可能かどうかを確認するためにユ
ニキャストの NS プローブが送られている場合、エントリーの状態は PROBE です。

フラグは、 D (非推奨)、 L (ローカル) P (発行済み) のいずれかです。非推奨のアドレスはパケットの受信に
使えますが、近い将来有効でなくなる可能性があるため、パケットの送信には使わないでください。ローカル
フラグは、この ND キャッシュエントリーが、このホストのインタフェースと対応していることを示します。
発行済みフラグは、ホストがこの IPv6 アドレスの NS に応答することを示します。

診断
ndp は、エラーの場合にはゼロ以外の値を返します。戻り値ゼロは、正常終了を示します。

例
以下の netstat 出力は、ローカルインタフェースと、それに割り当てられた IP アドレスを示しています。

# netstat -inf inet6

Name Mtu Address/Prefix Ipkts Opkts

lan1 1500 fe80::210:83ff:fef7:3a21/10 982 759

lan1:1 1500 fec0::9:210:83ff:fef7:3a21/64 0 0

lan3 1500 fe80::210:83ff:fef7:7a9d/10 0 0

lo0 4136 ::1/128 57 57

ND キャッシュ全体を表示するには、次のコマンドを実行します。

# ndp -a -n

Destination Physical Address Interface State Flags

fe80::202:fdff:fe36:8720 0:2:fd:36:87:20 lan1 STALE -

fec0::9:210:83ff:fef7:3a21 0:10:83:f7:3a:21 lan1:1 REACHABLE LP

fe80::210:83ff:fef7:3a21 0:10:83:f7:3a:21 lan1 REACHABLE LP

fe80::210:83ff:fef7:7a9d 0:10:83:f7:7a:9d lan3 REACHABLE LP

ホストの ND キャッシュエントリーを表示するには、次のコマンドを実行します。
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# ndp fe80::210:83ff:fef7:3a21

Destination Physical Address Interface State Flags

fe80::210:83ff:fef7:3a21 0:10:83:f7:3a:21 lan1 REACHABLE LP

インタフェースの ND キャッシュエントリーを表示するには、次のコマンドを実行します。

# ndp -n -i lan3 -a

Destination Physical Address Interface State Flags

fe80::210:83ff:fef7:7a9d 0:10:83:f7:7a:9d lan3 REACHABLE LP

ホストとインタフェースの ND キャッシュエントリーを削除するには、次のコマンドを実行します。

# ndp -i lan1 -d fe80::202:fdff:fe36:8720

fe80::202:fdff:fe36:8720 (fe80::202:fdff:fe36:8720) deleted.

接頭辞リストを表示するには、次のコマンドを実行します。

# ndp -p

Prefix List Interface Valid Preferred Flags

Entries Lifetime Lifetime

fec0:0:0:9::/64 lan1 167 107 A

fe80::/10 lan1 inf inf LA

fe80::/10 lan3 inf inf LA

ND キャッシュにエントリーを追加するには、次のコマンドを実行します。

# ndp -s lan3 nodeb 0:1:2:3:4:5

nodeb (2001::1) added.

# ndp -a -n -i lan3

Destination Physical Address Interface State Flags

fe80::210:83ff:fef7:7a9d 0:10:83:f7:7a:9d lan3 REACHABLE LP

2001::1 0:1:2:3:4:5 lan3 - -

リモートエントリーをすべてフラッシュするには、次のコマンドを実行します。

# ndp -F

nodea (fe80::202:fdff:fe36:8720) flushed.

nodeb (2001::1) flushed.

著者
ndp は、HP で開発されました。
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参照
hosts(4), inet6(3N), ndp(7P)

Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6), RFC2461, Narten, Nordmark, Simpson

IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC2462, Thomson, Narten

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 53



netfmt(1M) netfmt(1M)

名称
netfmt − トレーシングバイナリファイルとロギングバイナリファイルのフォーマット

構文
/usr/sbin/netfmt [−k] −s [−t records] [[−f] file_name]

/usr/sbin/netfmt [−k] −p [−c config_file]

/usr/sbin/netfmt [−c config_file] [−F] [−t records] [−v] [−l] [−n] [−N [−1 [−L] [−T]]] [[−f] file_name]

/usr/sbin/netfmt -k [−c config_file] [−F] [−t records] [−v] [[−f] file_name]

説明
netfmt は、ネットワークのトレーシング機能とロギング機能 (nettl(1M) を参照)、およびカーネルロギング
機能 (kl(1M) を参照) が収集したバイナリトレースデータとログデータをフォーマットする場合に使用しま
す。バイナリのトレース情報とロギング情報は、ファイルから読み取ることもできますし、または標準入力 (

標準入力が tty デバイスで、通知メッセージが提供され、 netfmt が中止されている場合) から読み取ること
もできます。

フォーマット済みのデータは、標準出力に書き込まれます。フォーマットオプションは、オプションのフィル
ター設定ファイルで指定します。メッセージの組込みとフォーマットは、フィルター設定ファイルで制御する
ことができます。設定コマンドを指定しなかった場合には、すべてのメッセージが完全にフォーマットされま
す。

netfmt が行うグローバルフォーマットは、２種類あります。１つは NetTL のトレース/ログパケット用のグ
ローバルフィルター処理で、もう１つは KL のログパケット用のグローバルフィルター処理です。フィルター
設定ファイルの説明は、オプションの説明の後にあります。

オプション
netfmt に指定できるコマンド行オプションと引き数は、次のとおりです。

−k このオプションは、入力ファイルが KL ログファイルであることを netfmt に指示
します。 KL サブシステムから取得したメッセージのログを取る場合は、このオプ
ションを指定しなければなりません。このオプションは、コマンド行の１番目のオプ
ションとして指定しなければなりません。

−s 入力ファイルの要約を表示します。この要約には、全メッセージ数、開始と終了のタ
イムスタンプ、メッセージのタイプ、およびデータを収集したシステムに関する情報
が含まれています。入力ファイルの内容はフォーマットされず、要約だけを報告しま
す。

−t records 入力ファイルの最後の部分から数えた、フォーマットするレコード数を指定します。
これによって、ユーザーはファイルの先頭にある余分な情報をバイパスし、最新の情
報を迅速に入手できます。 records に指定できる最大値は 1000 です。指定しなけれ
ば、すべてのレコードがフォーマットされます。入力ファイルが FIFO (パイプ) の場
合、 -t オプションは使用できません。
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−f file_name バイナリのログデータまたはトレースデータが入っている入力ファイルを指定しま
す。 file_name は、tty デバイスの名前であってはなりません。オプションによって
は、使用できる入力ファイルのタイプにさらに制約が加えられることもあります。指
定しなければ、データは標準入力から読み取ります。

−p 解析入力:このスイッチを使用すると、 -c パラメータで指定された config_file に対
して、構文検査を実行することができます。それ以外のパラメータはすべて無視され
ます。構文が正しければ、 netfmt は出力も警告もまったく作成せずに終了しま
す。

−c config_file フォーマッタのフィルター設定コマンドが入っているファイルを指定します。このコ
マンドの構文を次に示します。 -c を指定しなければ、 $HOME/.netfmtrc ファイ
ルがあればこれを読んで、フィルター設定コマンドのロギングとトレーシングを行い
ます。

-F 入力ファイルを継続させます。 netfmt は、ファイルの終わりが検出された時点で
入力ファイルをクローズする代わりに、オープンしたままにしておき、新しいデータ
が届くと、引き続きそのファイルから読み取ります。これは、問題のトラブルシュー
ティング時に、リアルタイムで発生するイベントを観察する場合に、特に有用な機能
です。監査のために、コンソールまたはハードコピー装置にイベントを記録するとい
う使い方もあります ( コンソールロギングは、設定ファイルの /etc/nettl-

gen.conf および /var/adm/conslog.opts によって制御されます。 nettl-

gen.conf (4) を参照してください)。入力ファイルがリダイレクトされている場合、
-F オプションは使用できません。

次のオプションは、すべてのサブシステムでサポートされているわけではありません。サブシステムでオプ
ションをサポートしていなければ、そのサブシステムからのデータをフォーマットする際にそのオプションは
無視されます。これらのオプションをサポートしているかどうかについては、サブシステムの製品説明資料を
参照してください。

-v 詳細情報の出力を可能にします。これには、フォーマットされた出力の、追加の原因
およびアクションのテキストが含まれます。この情報は、メッセージの可能性のある
原因と、サブシステムが要求するアクションを説明します。

入力ファイルの内容をフォーマットした後、ファイルの要約が表示されます。このオ
プションと -t オプションを共に使用した場合、最後の records 分の要約だけを報告
します。このオプションと -F オプションを共に使用した場合、あるいはフォーマッ
トが中断した場合、要約は作成されません。

-l (英文字エル) 特定のトレースフィールドについて、反転強調表示をオフにします。
フォーマットされたトレースデータをラインプリンターへ送るときには、このフラグ
を使用します。 デフォルト設定では、強調表示をサポートしているターミナルで
フォーマット済みのトレースデータを表示する際に、トレースファイルの特定の
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フィールドが反転強調表示されます。

-n ポート番号とネットワークアドレス (IP や x121 など) を数字で表します (通常、
netfmt は数字を解釈してシンボルとして表示しようと試みます)。

-N Ethernet/IEEE802.3, SLIP, IP, ICMP, IGMP, TCP, UDP, ARP, Probe, および RPC の
各パケットがシンボルとして表示されるように、「nice」フォーマットを使用可能に
します。それ以外のユーザーデータはすべて 16 進数および ASCII でフォーマットさ
れます。

-1 (数字の１) １行ごとにトレースした各パケットに対して、簡潔なフォーマットを試行
します。 -L オプションまたは -T オプション (あるいはその両方) を使用した場合
には、出力行の長さが 80 文字を超えます。

-T 簡潔なトレーシング出力にタイムスタンプを押します。 -1 (マイナス１) オプション
と一緒に使用してください。

-L 簡潔なトレーシング出力の前に、ローカルリンクアドレス情報を組み込みます。 -1

(マイナス１) オプションと一緒に使用してください。

フィルター設定ファイル
注意: フィルター設定ファイルの構文では、フォーマッタオプションを制御するための新しい netfmt 構文
とともに、以前の nettrfmt ネットワークトレースフォーマッタおよび netlogfmt ネットワークログ
フォーマッタのコマンドで使用する構文についても取り上げます。まず最初に、フィルター設定ファイルの一
般的な使い方と構文について説明します。サブシステムの命名およびフィルター処理に固有のオプションにつ
いては、「サブシステムのフィルター処理」の項を参照してください。

フィルター設定ファイルを使用すると、次の２種類の情報を指定することができます。

• 入力データのフォーマット方法を制御するためのオプションを指定します。これらのオプションに
よって、出力の形式が決まり、ユーザーは要求に合わせて最適なフォーマットを選択できます。

• 入力データのうちのどれを破棄してどれをフォーマットするか細かく指示するためのフィルターを
指定します。 グローバルフィルターが全サブシステムを制御するのに対し、 サブシステムフィル
ターは特定のサブシステムだけに適用されます。 netfmt がサポートしている グローバルフィル
ターは、２種類あります。グローバルフィルター処理は、すべての NetTL サブシステムにグロー
バルであることを示す formatter という語で開始することも、 KL サブシステムのフィルター
処理に使用することを示す kl_formatter という語で始めることもできます。

フィルターは入力データの値と見比べられます。データとフィルターが一致した場合に、そのデータはフォー
マットされます。一致しなかった場合には、入力データが破棄されます。設定ファイルでフィルター値の前に
! を使用すると、 NO T のフィルターを指定することもできます。入力データが NO T フィルターと一致す
ると、そのパケットは破棄されます。設定ファイルでフィルター値の前にアスタリスク * を指定すると、
フィルターを「ワイルドカード」 (あらゆる値と一致) にすることができます。「ワイルドカード」フィルター
を使用すると、入力データのすべての値が渡されます。フィルターとして !* を指定すると、 NO T ALL の
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意味になります。

フィルター設定ファイルの構文
• フォーマッタは、スペースやタブといった空白を無視します。しかし、改行 (行末文字) は重要で
す。これによって、コメントやフィルター指定が終了するからです。

• フォーマッタでは、大文字 / 小文字の区別はされません。たとえば、 error と ERROR は同じも
のとして扱われます。

• ファイルにコメントを組み込む場合には、各コメント行を # の文字から始めます。フォーマッタ
は、その行で # より後の文字をすべて無視します。インラインコメントは使用できません。

• 引き数の前の感嘆符 (!) は、 NO T を意味します。この演算子は、タイムスタンプ、ログインスタ
ンス、および ID のフィルター処理ではサポートされません。

• アスタリスク (*) を引き数として使用すると、 ALL の意味になります。どのフォーマットオプ
ションでもデフォルトは ALL なので、アスタリスクを単独で使用する必要はありません。アスタ
リスクを感嘆符と一緒に使用 (!*) すると NO T ALL の意味になります。この演算子は、タイムス
タンプ、ログインスタンス、および ID のフィルター処理では使用できません。

グローバルフィルター処理: NetTL サブシステム用
次に説明するグローバルフィルター処理オプションは、 NetTL サブシステムだけに適用されます。 NetTL

のグローバルフィルター処理コマンドは、 formatter という語で始まり、この後ろに verbosity、
mode、option または filter というキーワードが続きます。

formatter verbosity value,

value は次のどちらかです。

high netfmt 内部デバッグ情報を標準エラーに出力します。 -v オプショ
ンと同じです。

low 内部デバッグ情報を表示しません。

formatter mode value,

value は次のどれかです。

raw メッセージを 16 進数フォーマットでダンプします。

nice "nice"フォーマットを使用可能にします。 -N オプションと同じで
す。

terse トレースしたパケットそれぞれを１行に簡潔にフォーマットしよう
とします。 -1 (マイナス１) オプションと同じです。

normal 通常のフォーマット処理。
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formatter option [!] value,

value は次のどちらかです。

suppress 通常、16 進数出力で繰り返される行は１行に圧縮され、冗長な行は
スキップしたというメッセージが表示されます。 !suppress を指
定すると、冗長なデータすべてを印刷します。これは、フォーマッ
ト済みの出力を他のコマンドの入力として使用する場合に便利で
す。

highlight 通常、フォーマッタはトレース出力で特定のフィールドを反転して
強調表示します。 !highlight を指定すると、この機能がオフに
なります。 -l (マイナスエル) オプションと同じです。

formatter filter type[!]value *

6 種類のフィルター処理が用意されています。

class ログクラス
kind トレースの種類
id 接続、プロセス、パス、およびユーザー
log instance イベントの特定のスレッド
subsystem サブシステム名
time 時間範囲を指定

可能な組合わせは、次のとおりです。

formatter filter class value [subsystem]

value には、ログクラスを指定します。 このオプションによって、ユーザーは
フォーマットするクラスを１つまたは２つ以上選択できます。最初は、すべてのロ
グクラスをフォーマットします。１行に指定できるクラスは１つだけです。クラス
を複数行にわたって指定すると、それらの「論理和」をとります。オプションの
subsystem 名を指定した場合、指定のサブシステムに対してだけクラスフィルター
を設定します。ログクラスは次のとおりです。

INFORMATIVE 通常の操作と現在のシステム値を示します。
WARNING サブシステムの問題によって発生する異常なイベントを示

します。
ERROR サブシステムまたはネットワークの動作全体には影響 あり

ませんが、アプリケーションプログラムエラーを引き起こ
した可能性のあるイベントまたは条件を伝えます。

DISASTER サブシステムまたはネットワークの動作全体に影響を 与
え、複数のプログラム障害またはノード全体のシャットダ
ウンを引き起こしたイベントまたは条件を伝えます。
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formatter filter Connection_ID value

formatter filter Device_ID value

formatter filter Path_ID value

formatter filter Process_ID value

formatter filter User_ID value

value には、フォーマットするメッセージの ID 番号を指定します。最後に入力し
た値が前のものよりも優先されます。フォーマット済み出力のレコードヘッダーを
見れば、どの ID 番号でフィルター処理するかわかります。 ! 演算子を value に
使用することはできません。

formatter filter kind value [subsystem]

この value は、設定したトレースの種類にすることもできますし、マスクにしても
かまいません。マスクとは、(一連) トレースの種類を 16 進数で表したものです。
マスクを複数行にわたって指定すると、それらの「論理和」をとります。オプショ
ンの subsystem 名を指定した場合、指定のサブシステムに対してだけフィルター
を設定します。トレースの種類と、それに対応するマスクは、次のとおりです。

名称 マスク 名称 マスク

hdrin 0x80000000 state 0x04000000

hdrout 0x40000000 error 0x02000000

pduin 0x20000000 logging 0x01000000

pduout 0x10000000 loopback 0x00800000

proc 0x08000000

hdrin 着信プロトコルヘッダー

hdrout 発信プロトコルヘッダー

pduin 着信プロトコルデータユニット (ヘッダーとデータを含む)

pduout 発信プロトコルデータユニット (ヘッダーとデータを含む)

proc プロシージャの開始と終了

state プロトコルまたは接続の状態

error 無効なイベントまたは条件

logging ログメッセージを含む特殊なトレース

loopback ソースシステムと宛先システムが等しいパケット

formatter filter log_instance value

この value には、フィルター処理を行うメッセージのログインスタンス番号を指定
します。ログインスタンスを選択すると、ネットワークイベントの単一スレッドか
ら、メッセージを調べることができます。指定できるログインスタンスは、フィル
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ター設定ファイルごとに１つだけです。ログインスタンスを ! 演算子で無効にす
ることはできません。

formatter filter subsystem value

この value には、サブシステム名を指定します。次のコマンドで、使用できるサブ
システム名をリストできます。

nettlconf -status

１行に指定できるサブシステム名は１つだけです。サブシステム名である value を
複数指定したい場合には、複数行で行ってください。特定のサブシステム名を除外
する場合には、 ! 演算子を使用します。すると、否定したサブシステムのリスト
によって除外されたもの以外のサブシステムがすべてフォーマットされます。すべ
てのサブシステムを含める場合には、 * 演算子を使用します。すべてのサブシス
テムを除外する場合には、 !* 演算子を使用します。

formatter filter time_from value

formatter filter time_through value

time_from では、開始時刻を指定します。 time_through では、終了時刻を指
定します。 value は、 time_of_day (時刻) とオプションの day_of_year (日付) で
構成されます (通常、読みやすくするために１つまたは複数の空白で区切ります)。

time_of_day では、時間、分、秒、秒の小数部 (最も近いマイクロ秒に変換) の形
式を使用して、24 時間表示で時刻を指定します。時間、分、および秒は必ず指定
しなければなりません。秒の小数部は省略してもかまいません。 time_of_day の
フォーマットは、 hh:mm:ss.dddddd になります。

day_of_year では、mm/dd/[yy]yy のフォーマットを使用し、月 / 日 / 年の形式で日
付を指定します。月日は、１桁または２桁の数字で指定します。たとえば、１月は
1 または 01 と指定します。３日の場合には 3 または 03 です。年は、４桁で指
定するか、下２桁で指定します。 1970 ～ 2037 の範囲の年だけが使用可能で
す。 70 ～ 99 の範囲の２桁の年は 20 世紀 (19xx) と解釈され、 00 ～ 37 の範囲
の年は 21 世紀 (20xx) と解釈されます。 day_of_year はオプションのフィールド
で、デフォルトは現在の日付です。

time_from の指定によって組み込まれるのは、指定された時刻以降のレコード
だけです。 たとえば、 time_from の time_of_day として 10:08:00 を指定した
場合には、それ以前、すなわち 10:07:59.999999 およびそれ以前のレコードはすべ
てフォーマット出力から除外されます。フォーマット出力に組み込まれるレコード
は、時刻が 10:08:00.000000 およびそれ以降のものです。同様に、
time_through の指定によって組み込まれるレコードは、指定された時刻の変換
以降のレコード だけです。たとえば、 time_through の time_of_day として
10:08:00 を指定した場合には、それ以降の時刻のレコード、すなわち
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10:08:00.000001 以降のレコードはすべてフォーマット出力から除外されます。

グローバルフィルター処理: KL サブシステム用
次に説明するグローバルフィルター処理オプションは、 KL サブシステムだけに適用されます。 KL のグロー
バルフィルター処理コマンドは、 kl_formatter という語で始まり、この後ろに verbosity または fil-

ter が続きます。

kl_formatter verbosity value,

value は次のどちらかです。

high UDD ごとパケットをフォーマットし、 KL パケットのヘッダーと
UDD を表示します。

low KL パケットのヘッダー部分だけをフォーマットします。 UDD は
フォーマットされません。この verbosity を使用すると、 KL パ
ケットのヘッダー部分だけがフォーマットされ、UDD はフォーマッ
トされません。 verbosity のデフォルトは、 low です。

kl_formatter filter type[!]value *

次の種類のフィルター処理が用意されています。

class ログクラス
processor_id 特定の CPU

process_id 特定のプロセス ID

thread_id 特定のスレッド ID

subsystem サブシステム名
time 時間範囲を指定

可能な組み合わせは、次のとおりです。

kl_formatter filter class value [subsystem]

value には、ログクラスを指定します。このオプションによって、ユーザーは
フォーマットするクラスを１つまたは２つ以上選択できます。最初は、すべてのロ
グクラスをフォーマットします。１行に指定できるクラスは１つだけです。クラス
を複数行にわたって指定すると、それらの「論理和」をとります。オプションの
subsystem 名を指定した場合、指定のサブシステムに対してだけクラスフィルター
を設定します。ログクラスは次のとおりです。

INFORMATIVE 通常の操作と現在のシステム値を示します。
WARNING サブシステムの問題によって発生する異常なイベントを示

します。
ERROR サブシステムまたはネットワークの動作全体には影響 あり

ませんが、アプリケーションプログラムエラーを引き起こ
した可能性のあるイベントまたは条件を伝えます。
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DISASTER サブシステムまたはネットワークの動作全体に影響を 与
え、複数のプログラム障害またはノード全体のシャットダ
ウンを引き起こしたイベントまたは条件を伝えます。

kl_formatter filter Processor_ID value

kl_formatter filter Process_ID value

kl_formatter filter Thread_ID value

value には、フォーマットするメッセージの ID 番号を指定します。最後に入力し
た値が前のものよりも優先されます。フォーマット済み出力のレコードヘッダーを
見れば、どの ID 番号でフィルター処理するかわかります。 ! 演算子を value に
使用することはできません。

kl_formatter filter subsystem value

この value には、サブシステム名を指定します。次のコマンドで、使用できるサブ
システム名をリストできます。

nettlconf -status

１行に指定できるサブシステム名は１つだけです。サブシステム名である value を
複数指定したい場合には、複数行で行ってください。特定のサブシステム名を除外
するには、 ! 演算子を使用します。すると、否定したサブシステムのリストに
よって除外されたもの以外のサブシステムがすべてフォーマットされます。すべて
のサブシステムを含める場合には、 * 演算子を使用します。すべてのサブシステ
ムを除外する場合には、 !* 演算子を使用します。

kl_formatter filter time_from value

kl_formatter filter time_through value

この機能は、 NetTL の場合と同じです。

サブシステムのフィルター処理
注意: これまで説明したグローバルフィルター処理は、これから説明する個別サブシステムのトレーシングお
よびロギングのフィルター処理より優先されます。

サブシステムフィルターによって、個々のサブシステムまたはサブシステムグループについて、データをフィ
ルター処理することができます。動作はサブシステムごとに異なります。サブシステムフィルターは、対応す
るサブシステムがインストールされシステムに設定されているときだけ有効です。サポートされているサブシ
ステムフィルターとその動作については、サブシステムの説明資料を参照してください。

サブシステムフィルター処理コマンドは、サブシステム名で始まり、その後ろにサブシステムフィルターキー
ワードが続きます。ただし、以前のバージョンとの互換性など便宜を図るため、一連の LAN サブシステム用
に別のフィルターキーワードが用意されています。これらは NAME および FILTER です。現在提供されてい
るサブシステムフィルターは、 LAN、X25、STREAMS および OTS の４種類です。 LAN サブシステムの
集合には、キーワード FILTER および NAME によって識別されるサブシステムフィルターを使用します。こ
れに対して、 OTS サブシステムの集合では、キーワード OTS を指定したサブシステムフィルターを使用し
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ます。一連の X25 サブシステムの場合、フィルターコマンドは X25 サブシステム名で始まります。

LAN のネーミングとフィルター処理
LAN のネーミングを使用すれば、数値を認識が容易なラベルとして記号表示できます。

name nodename value

nodename は、 value のすべての出現箇所の代わりに表示する文字列です。 value は
(IEEE802.3/Ethernet) ハードウェアアドレスです。６バイトからなる 16 進数 (先頭の "0x" を
除く) で、オプションとして - で区切ることもできます。 netfmt はフォーマット済み出力で
value のすべての出現箇所を nodename と置換します。 -n オプションを使用した場合、マッピ
ングは使用できません。このオプションは、トレーシング出力だけに適用します。

LAN のフィルター処理は、入力ファイルからパケットを選択してフォーマットするときに使用します。数多
くのフィルタータイプがあり、そのそれぞれが特定のプロトコル階層と対応しています。次のとおりです。

フィルター階層 フィルタータイプ 説明

階層１ dest ハードウェア宛先アドレス
source ハードウェアソースアドレス
interface ソフトウェアネットワーク

インタフェース

階層２ ssap IEEE802.2 ソース sap

dsap IEEE802.2 宛先 sap

type イーサネットタイプ

階層３ ip_saddr IP ソースアドレス
ip_daddr IP 宛先アドレス
ip_proto IP プロトコル番号
ip6_saddr IPv6 ソースアドレス
ip6_daddr IPv6 宛先アドレス
ip6_proto IPv6 プロトコル番号

階層４ tcp_sport TCP ソースポート
tcp_dport TCP 宛先ポート
udp_sport UDP ソースポート
udp_dport UDP 宛先ポート
connection レベル４ (TCP, UDP) 接続
connection6 IPv6 へのレベル 4 (TCP, UDP) 接続

階層５ rpcprogram RPC プログラム
rpcprocedure RPC プロシージャ
rpcdirection RPC 呼び出しまたは応答

フィルター処理は、５つの階層のそれぞれで行われます。パケットが階層内のフィルターのどれかと一致する
と、そのパケットは次の階層へ引き上げられます。パケットは、フィルター全体を通過するためには、各階層

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 10 −  Hewlett-Packard Company 63



netfmt(1M) netfmt(1M)

を通らなくてはなりません。フィルター処理は、階層１から始まり、階層４で終わります。ある階層でフィル
ターが指定されていない場合、その階層は「オープン」であり、すべてのパケットがそこを通過します。フィ
ルターが指定されているフィルター階層を通過するためには、パケットがフィルターと一致しなければなりま
せん。各階層ごとにフィルターの「論理和」をとります。異なる階層のフィルターは「論理積」をとります。

LAN のトレースフィルターとログフィルターのフォーマットは次のとおりです。

filter type [!] value *

filter は、このフィルターを LAN サブシステムフィルターとして指定するためのキーワード
です。

LAN トレーシング用としては次のフィルターが使用できます。

filter connection value

この value は、次の形式で指定します。

local_addr:port remote_addr:port

ただし、 local_addr および remote_addr は、ホスト名または 10 進数ドット記法で指定した４
バイトのインターネットアドレスにすることができます (インターネットアドレスおよび 10 進
数ドット記法についての詳細は、 inet(3N) を参照してください)。 port はサービス名または
integer (整数) にすることができます。 integer は、ポートを表し、16 進整数 (0x数字)、８進整
数 (0数字) または 10 進整数 (0 ～ 65535) で指定することができます。

filter connection6 value

この value は、次の形式で指定します。

local_IPv6addr|port remote_IPv6addr|port

ただし、 local_IPv6addr および remote_IPv6addr は、ホスト名、またはコロン記法で指定し
た 16 バイトのインターネットアドレスにすることができます (IPv6 インターネットアドレスお
よびコロン記法についての詳細は、 inet6(3N) を参照してください)。 port はサービス名または
integer (整数) にすることができます。 integer は、ポートを表し、16 進整数 (0x数字)、８進整
数 (0数字) または 10 進整数 (0 ～ 65535) で指定することができます。

filter dest value

filter source value

この value は、 16 進数で指定した６バイトのハードウェアアドレスです (先頭の 0x は省きま
す)。 - で区切ってもかまいません。

filter dsap value

filter ssap value

この value は、16 進整数 (0x数字)、８進整数 (0数字) または 0 ～ 255 の 10 進整数です。
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filter interface value

この value には、ネットワークインタフェースを指定します。形式は、 lann (LAN インタ
フェースの場合)、または lon (ループバックインタフェースの場合) です。ただし、 n は論理ユ
ニット番号です。 lan0 が１例です。

filter ip_daddr value

filter ip_saddr value

この value はホスト名または 10 進数ドット記法で指定した４バイトのインターネットアドレス
です (インターネットアドレスおよび 10 進数ドット記法についての詳細は、 inet(3N) を参照し
てください)。

filter ip6_daddr value

filter ip6_saddr value

この value は、ホスト名、またはコロン記法で指定した 16 バイトのインターネットアドレスで
す (インターネットアドレスおよびコロン記法についての詳細は、 inet6(3N) を参照してくださ
い)。

filter ip_proto value

filter ip6_proto value

value は 16 進数 (0x数字)、８進数 (0数字) あるいは 0 ～ 255 の 10 進数です (プロトコル番号
について詳しくは protocols(4) を参照してください)

filter tcp_dport value

filter tcp_sport value

filter udp_dport value

filter udp_sport value

value は、２バイトの整数値あるいはサービス名によって指定されたポート番号です。整数値
は、16 進数 (0x数字)、８進数 (0数字) あるいは 10 進数 (0 ～ 65535) で指定します。

filter rpcprogram value

value は、RPC プログラム名あるいは整数の RPC プログラム番号です (RPC プログラム名に関
しては rpc(4) を参照してください)。整数値は、16 進整数 (0x数字)、８進整数 (0数字) または
10 進整数 (0 ～ 65535) で指定します。

filter rpcprocedure value

value 整数の RPC プログラム番号です。整数値は、16 進数 (0x数字)、８進数 (0数字) あるい
は 10 進数 (0 ～ 65535) で指定します。

filter rpcdirection value

value は、 call あるいは reply のいずれかです。

filter type value

この value は 16 進整数 (0x数字)、８進整数 (0数字) または 10 進整数 (0 ～ 65535) です。
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LAN ログフィルター処理コマンドの形式は次のとおりです。

filter subsystem value

この value の形式は、次のとおりです。

subsys_name event event_list

ただし、 subsys_name は nettlconf -status コマンドを使用して入手したサブシステム
名、または次の省略形のどれかです。

axin bufs caselib caserouter

ip ipc lan loopback

nsdiag nse probe pxp

rlbdaemon sockregd strlog tcp

timod tirdwr udp nfs

event_list の形式は、次のとおりです。

event_spec[,event_spec...]

event_spec では、次の３種類の形式のうち、いずれかを使用します。

[!] integer [!]range [!]*

integer は、16 進数 (0x数字)、８進数 (0数字) または 10 進数で、指定したサブシステムのロ
グイベントを示します。

range の形式は integer-integerで、イベントの範囲を示します。

X25 のネーミングとフィルター処理
X25 製品は、重要な番号を割り当てたり、長いイベントのフィルター処理やメッセージのトレースのために、
シンボル名を割り当てる機能を提供します。 X25 のネーミングとフィルター処理に関しては x25log(1M) と
x25trace(1M) を参照してください。

OTS のフィルター処理
OTS サブシステムフィルターを使用すると、 OTS サブシステムのログレコードまたはトレースレコードの
データ部分によく見られるメッセージ ID 番号について、フィルター処理を行うことができます。 OTS サブ
システムフィルターは、 OTS サブシステムグループのメンバーであれば、どのサブシステムに対しても有効
です。

OTS トレースフィルター処理設定コマンドは、次の形式で、 config_file に指定します。

OTS [subsystem] msgid [!] message_ID *

キーワードおよび引き数の解釈は、次のとおりです。

OTS フィルターが OTS サブシステムフィルターとして識別されます。
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subsystem 次の OTS サブシステムグループのうちのいずれかです。

OTS ACSE_PRES NETWORK

TRANSPORT SESSION

注意 : subsystem を指定しなかった場合には、すべての OTS サブシステムにフィ
ルターが適用されます。

message_ID フィルター処理を行うメッセージ ID の値です。メッセージ ID は、類似した情報タ
イプを識別するために、 OTS サブシステムによって使用されます。この値は、 OTS

サブシステムのトレースレコードまたはログレコードの先頭にある、大かっこ ([ ])

で囲まれた４桁の数字です。本来、すべての message_ID がフォーマット可能です。
特定の message_ID を持つレコードをフォーマットするためには、 !* 演算子を使
用して、いったんすべての IDをオフにしてから、必要なメッセージ IDを選択して使
用可能にします。１行に指定できる message_ID は１つだけです。複数行にわたって
指定したものは「論理和」をとります。

STREAMS のフィルター処理
STREAMS サブシステムフィルターによって、STREAMS モジュールとドライバがロギングしたメッセージ
の一部のフィールドに対してフィルター処理を行うことができます。詳細については、 strlog(7) を参照して
ください。

多言語化対応
サポートされるコードセット

データに関しては、シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。ファイル名では、１
バイト文字コードセットだけがサポートされています。

依存関係
netfmt は、インストールされ構成された製品のサブシステムとフィルターしか認識しません。

警告
以前の LAN トレース / ログオプション用の構文は netfmt コマンドの構文と併用されているので、旧オプ
ションが指定されているファイルも、そのまま変更せずに使用することができます。構文の結合によって、あ
る種の冗長性が生じていますし、混乱する可能性もあります。たとえば、グローバルフィルター処理オプショ
ンの場合、最初の２つのフィールドとして、 formatter filter という文字列を使用しますが、 LAN フィ
ルター処理オプションでは、先頭フィールドに filter を指定するだけです。今後のリリースでは、グロー
バルフィルター処理の構文と調和するように、以前の LAN フィルター処理オプションが変更される予定で
す。

nettl コマンドおよび netfmt コマンドは、実行のたびに、 /etc/nettlgen.conf ファイルを読み取り
ます。ファイルが壊れると、これらのコマンドは作動しません (nettl(1M) および netfmt(1M) を参照)。
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診断
メッセージは、 netfmt コマンドの誤った使い方と検出された不正な EOF について伝えます。

例
最初に紹介する一連の例は、コマンド行オプションの使い方を示しています。

1. ファイル /var/adm/nettl.LOG000 (デフォルトのログファイル) の最後の 50 個のレコードを
フォーマットします。

netfmt -t 50 -f /var/adm/nettl.LOG000

2. 継続オプションを使用して、すべてのログメッセージをコンソールへ送ります (通常、DISASTER

クラスのログメッセージだけが console 形式でコンソールへ送信されます)。

netfmt -f /var/adm/nettl.LOG000 -F > /dev/console

3. hpterm ウィンドウのすべてのログメッセージをモニターします。

hpterm -e /usr/sbin/netfmt -F -f /var/adm/nettl.LOG000

4. /var/adm/trace.TRC000 ファイルのバイナリデータを読み取り、 conf.file をフィルター
設定ファイルとして使用します。

netfmt -c conf.file -f /var/adm/trace.TRC000

これ以降の例は、 -c オプションとともに使用して、フィルター設定ファイルの各項目を指定する方法を示し
ています。

1. 1993 年 11 月 23 日 10 時 31 分 53 秒～ 10 時 41 分 00 秒に、 NS_LS_IP サブシステムから出
された INFORMATIVEクラスのログメッセージだけをフォーマットするように、 netfmt に指示
します。

formatter filter time_from 10:31:53 11/23/93

formatter filter time_through 10:41:00 11/23/93

formatter filter class !*

formatter filter class INFORMATIVE

formatter filter subsystem !*

formatter filter subsystem NS_LS_IP

2. ハードウェアアドレスを name にマップします (LAN)。

name node1 08-00-09-00-0e-ca

name node3 02-60-8c-01-33-58

3. 上記のどちらかのハードウェアアドレスから出されたパケットだけをフォーマットします。

filter source 08-00-09-00-0e-ca

filter source 02-60-8c-01-33-58
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4. ローカルノード local からリモートノード 192.6.1.3 へ送信されたうち、ローカル TCP

サービスポートの login または shell , またはリモート UDP ポート 777 を参照するパケッ
トをすべてフォーマットします。

filter ip_saddr local

filter ip_daddr 192.6.1.3

filter tcp_sport login

filter tcp_sport shell

filter udp_dport 777

5. ローカル node2 から 192.6.1.3 への TCP 接続のうち、 node2 サービスポート ftp および
リモートポート 1198 を参照するものをフォーマットします。

filter connection node2:ftp 192.6.1.3:1198

6. インタフェース lan0 を使用するパケットを除き、すべてのパケットをフォーマットします。

filter interface ! lan0

7. サブシステム ip のすべての logged イベントをフォーマットします。それ以外のイベントは
フォーマットしません。 (デフォルトでは、すべてのイベントがフォーマットされます。)

filter subsystem ip event *

8. サブシステム ip のイベント 5003 だけをフォーマットします。さらに、サブシステム tcp の
3000 以外のイベントをすべてフォーマットします。それ以外のイベントはフォーマットしませ
ん。

filter subsystem ip event 5003

filter subsystem tcp event *,!3000

9. サブシステム ip のイベント 5003, 5004, 5005, および 5006 だけをフォーマットします。さら
に、サブシステム tcp の 3000, 3002, および 3003 以外のすべてのイベントをフォーマットし
ます。それ以外のイベントはフォーマットしません。

filter subsystem ip event 5003-5006

filter subsystem tcp event *,!3000,!3002-3003

10. サブシステム session のレコードのうち、メッセージ IDが 9973 および 9974 のレコードだ
けをフォーマットします。さらに、サブシステム transport のレコードうち、メッセージ ID

が 9974 ではないものをフォーマットします。それ以外のサブシステムについては、すべてのレ
コードをフォーマットします。

ots session msgid !*

ots session msgid 9973

ots session msgid 9974

ots transport msgid !9974
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11. LAN および汎用フィルター処理オプションを１つの設定ファイルで組み合わせます。 lan0 イ
ンタフェースのデータについてのみ、1990 年４月２日午後３時 00 分から 15 分間の pduin デー
タおよび pduout データをフォーマットします。

formatter filter kind 0x30000000

formatter filter time_from 15:00:00 04/02/90

formatter filter time_through 15:15:00 04/02/90

filter interface !*

filter interface lan0

著者
netfmt は、HP が開発しました。

ファイル
/etc/nettlgen.conf デフォルトのサブシステム設定ファイル

/var/adm/conslog.opts デフォルトのコンソールロギングオプションフィルターファイル

$HOME/.netfmtrc コマンド行で −c config_file オプションが使用されなかった場合
の、デフォルトのフィルター設定ファイル

参照
nettl(1M)、kl(1M)、nettlconf(1M)、nettlgen.conf(4)、strlog(7)
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名称
nettl − ネットワークのトレースとロギングの制御

構文
/usr/sbin/nettl −start

/usr/sbin/nettl −stop

/usr/sbin/nettl −firmlog 0 1 2 −card dev_name ...

/usr/sbin/nettl −log class ... −entity subsystem ...

/usr/sbin/nettl −status [log trace all]

/usr/sbin/nettl −traceon kind ... −entity subsystem ... [−card dev_name ...]

[−file tracename] [−m bytes] [−size portsize] [−tracemax maxsize] [−n num_files]

[−mem init_mem [max_mem]] [−bind cpu_id] [−timer timer_value]

/usr/sbin/nettl −bind cpu_id

/usr/sbin/nettl −timer timer_value

/usr/sbin/nettl −traceoff −entity subsystem ...

説明
nettl コマンドは、ネットワークイベント、またはパケットを捕捉するときに使用するツールです。ロギン
グは、状態変化、エラー、接続の設定などのネットワーク動作を捕捉するための手段です。トレースを使用し
て、ネットワークを移動する着信パケットや発信パケットのスナップショット、およびループバックやヘッ
ダーの情報を捕捉したり、保存したりできます。サブシステムは、動作 (ns_ls_driver, や SX25L2) の対象
となる特定のネットワークモジュールです。nettl を使用して、ネットワークのトレースやロギング機能を
制御することができます。

−status オプションを除き、nettl は、実効ユーザー ID が０のユーザーだけが使用できます。

オプション
nettl は、次のオプションを認識します。各オプションは、「構文」の項に示す組み合わせに限り使用でき
ます。オプション、および引き数のキーワードによっては、次のように略記できるものがあります。キーワー
ドでは大文字/小文字を区別します。

−start (省略形: −st)

その他のオプションとは組み合わせず、単独で使用します。

トレース/ロギング機能を初期化し、デフォルトのロギングを開始し、オプションとしてコン
ソールロギングを開始します。ロギングは、/etc/nettlgen.conf ファイルで指定された
全サブシステムについて使用可能になります。ログメッセージは、/etc/nettlgen.conf

設定ファイルで指定されたログファイル名に .LOG000 というサフィックスを付けたログ
ファイルに保存されます。/etc/nettlgen.conf ファイルでコンソールロギングが設定さ
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れていれば、コンソールロギングが開始します。設定ファイルの詳細については、nettl-

conf (1M) および nettlgen.conf (4) を参照してください。ログファイル (サフィックスが付い
たファイル) がすでに存在する場合は、アペンドモードでオープンされます。これは、ファイ
ルの最後に新しいデータが追加されていく形式です。デフォルト名は、/var/adm/nettl

です (したがって、ロギングは、/var/adm/nettl.LOG000 に行われます)。ログファイル
の処理方法については、後述の「データファイル管理」を参照してください。

/etc/rc.config.d/nettl ファイル内の NETTL 変数に 1 の値がセットされていると、
システムスタートアップの間に nettl −start コマンドが実行されます。

注記: ネットワークを開始する前に必ず、トレース/ロギング機能をオンにし、ネットワーク
を使用している間は常時オンにしておくようにしてください。これ以外の場合、障害に関する
情報が失われることになります。システムに対する影響を整合性に抑えるために、すべてのサ
ブシステムを −log オプションでセットし、disaster-class ログメッセージだけを捕捉す
るように設定することもできます。

−stop (省略形: −sp)

その他のオプションとは組み合わせず、単独で使用します。

トレース/ロギング機能を終了します。いったんこのコマンドを実行すると、トレース/ロギン
グ機能がネットワークサブシステムからの対応するトレース/ロギングコールを受け入れなく
なります。

注記: −start オプションについては「注記」を参照してください。

−timer (省略形: −t)

最初の -traceon オプションと一緒に、あるいは、トレースを機能を開始した後に単独で使
用します。

バッファーのフラッシュタイマーを、秒単位で設定します。デフォルト値は 5 秒で、
timer_value には、1 ～ 10 秒の範囲の値を設定します。

バッファーをディスクにフラッシュするまでの最大時間を秒単位で設定します。このタイマー
値を経過するか、またはバッファーが一杯になるか、いずれか早い方のタイミングで、トレー
スバッファーがディスクに書き込まれます。１秒当たりにトレースされるデータ量が大きい場
合 (1秒に 100MB程度) には、大きいタイマー値が適当ですが、データ量が少ない場合や、ト
レースバッファー内のデータを調べる際の遅延を許容できない場合には、小さいタイマー値の
方が適切です。

−bind (省略形: −b)

最初の -traceon オプションとともに使用するか、トレースをオンにした後に単体で使用しま
す。

トレースメッセージをファイルに書き込むデーモンプロセスを、cpu_id で指定するプロセッ
サにバインドするために使います。これにより、トレースのパフォーマンスが向上します。選
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択されたプロセッサが、以下の条件を１つ以上満たすようにすることをお勧めします。

• トレースバッファーが書き込まれるディスクから割り込みを受信する。

• ディスク以外の割り込みを受信しない。

• 負荷が最低である (top コマンドで見つけることができる)。

注記 : バインド要求は、disk-write デーモンプロセスがアイドル状態の場合に限り処理され
ます。すなわち、プロセスがまだプロセッサにバインドされていない場合、−bind の動作は
正常に終了します。したがって、nettl -status TRACE 出力の Processor ID フィー
ルドを調べると、バインド要求のサービスが行われているかどうかがわかります。そのため、
このオプションは、最初の −traceon 操作とともに使用するか、トレース動作が少ないとき
に使用すると良いでしょう。

−card dev_name ...

(省略形: −c)

このオプションは、X.25 サブシステムで必須、またその他のサブシステムでオプションとな
ります。サブシステムによっては、このオプションをサポートしていない場合もあります。

収集するトレース情報を、指定のネットワークインタフェースカードから送られるデータだけ
に限定します。１回に複数の dev_name を指定して、複数のネットワークインタフェースを
トレースすることができます。

dev_name は、インストール、および設定されたネットワークインタフェースカードに対応す
るデバイスを指定します。ネットワークインタフェースを表す整数、またはネットワークイン
タフェースのデバイスファイル名を指定できます。サブシステムによっては、両方の
dev_name をサポートしていない場合があります。たとえば、X.25 サブシステムでは、
dev_name にデバイスファイル名を指定します。−card オプションが使用可能かどうか、ま
た該当する dev_name の選択方法については、製品のマニュアルを参照してください。

dev_name が整数でない場合は、デバイスファイル名とみなされます。デバイスファイル名
/dev/dev_name の指定が絶対パス名でない場合は、dev_name の前に /dev/ というパス接
頭辞が付けられます。dev_name は、必ず有効なネットワークデバイスファイルを参照してい
なければなりません。

−entity all

−entity subsystem ...

(省略形: −e)

−log, −traceoff, または −traceon の動作を指定されたプロトコル層、または サブシス
テムで指定されるソフトウェアモジュールだけに限定します。

各システム中の サブシステムの数、および名前は、インストールされている製品に依存しま
す。nettlconf −status コマンドを使用して、サポートされるサブシステムと、これを所
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有する製品をすべてリストすることができます。

OSI サブシステムの例:

acse_pres ftam_init mms

asn1 ftam_resp network

cm ftam_vfs ots

em ftp_ftam_gw transport

ftam_ftp_gw hps ula_utils

LAN サブシステムの例:

ns_ls_driver ns_ls_loopback ns_ls_x25

ns_ls_icmp ns_ls_tcp ns_ls_igmp

ns_ls_nfs ns_ls_udp ns_ls_ip

ns_ls_ipv6 ns_ls_icmpv6

２つの X.25 固有のサブシステムを使用して、トレースだけを行います。

SX25L2 SX25L3

−file tracename

(省略形: −f)

最初の −traceon オプションのみと併用します。

最初に −traceon キーワードを使用する時点で、トレースが初期化され、バイナリ形式のト
レースデータを受け取る tracename.TRC000 ファイルが作成されます。 trace-

name.TRC000 というトレースファイルがすでに存在する場合は、バイナリ形式のトレース
データがファイルの終わりにアペンドされます。

新しいトレースファイルを開始する場合は、まずトレースをオフにして、別の tracename を
使用して、トレースを再度オンにします。ファイル名の付け方については、後述の 「データ
ファイル管理」を参照してください。

−file を省略すると、binary トレースは、標準出力に送られます。標準出力がターミナル
デバイスの場合、エラーメッセージが出力され、トレース情報は生成されません。

−firmlog 0 1 2

(省略形: −fm)

−card オプションが必要です。
HP-UX サーバー (シリーズ 800)、および X.25 のみ。

X.25/800 インタフェースカードロギングマスクを０、１、または０のレベルにセットしま
す。デフォルトレベルは０です。X.25/800 インタフェースは、メッセージの標準セットをロ
グします。レベル１では、警告メッセージと、デフォルトメッセージが指定されます。レベル
２では、警告メッセージ、およびデフォルトメッセージに加え、情報メッセージを指定しま
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す。このオプションは、ns_ls_x25 サブシステムでのみ認識されます。

−log class ... (省略形: −l)

−entity オプションが必要です。

−entity オプションで指定されたサブシステムに対して使用可能になるログメッセージのク
ラスを制御します。

class ロギングクラスを指定します。次のクラスが使用できます。

クラス名 省略形 マスク

informative i 1

warning w 2

error e 4

disaster d 8

informative ルーチンの動作と、現在のシステム値を記述します。

warning サブシステムの問題が原因と思われる異常イベントを示します。

error サブシステム、またはネットワーク全体の動作には影響を与えな
いイベント、または状況のうち、アプリケーションプログラムを
失敗させる原因となる問題を示します。

disaster サブシステム、またはネットワーク全体の動作に影響を与え、複
数のプログラムを失敗させた問題、あるいはノード全体をシャッ
トダウンさせた問題を示します。

クラスは、キーワードとして、またはログの対象となるクラスを示す単一の数値マスクとして
指定できます。マスクは、ログクラスの個々のマスクを追加して形式されます。一度に複数の
クラスを選択する場合は、必ず各ログクラスをスペースで区切って指定してください。

disaster ロギングが常時、オンになります。各サブシステムに対するデフォルトロギング
クラスが /etc/nettlgen.conf 設定ファイルに指定されます。トレース/ロギング機能を
開始すると、設定ファイル中の情報が読み取られ、指定したクラスによってサブシステムのロ
ギ ン グ が 可 能 に な り ま す。 ロ グ ク ラ ス を 変 更 す る に
は、"nettl −log class −entity subsystem"コマンドに新しいログクラス値を指定して実
行します。必要に応じて、コマンドは別のログクラスや別のエンティティに対して実行するこ
ともできます。

−m bytes トレースする各トレースレコードのバイト数 (bytes) を指定します。このオプションにより、
トレースパケット中で捕捉するバイト数を指定できるようになります。また、ヘッダーだけが
必要な場合は、PDU 全体のトレースを捕捉する必要がない場合もあります。
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bytes の最大値は、2000 です。デフォルトの場合は、パケット全体がトレースされます。値
を０とすると、パケット全体がトレースされます。このオプションは現在、カーネルサブシス
テムだけに適用されます。

-mem init_mem [max_mem]

最初の −traceon オプションとのみ併用します。

トレースメッセージがファイルに書き込まれるまで、トレースメッセージを保持するために使
うメモリーの容量を設定します (キロバイト)。init_mem は、最初の −traceon 操作で割り
当てられるメモリーです。省略した場合、init_mem のデフォルト値は、トレースを最初に有
効にした時点で使用可能な空きメモリー (vmstat コマンドで確認できる) の 7% になりま
す。init_mem に対して指定できる最小値は 8KB で、最大値は使用可能な空きメモリーの
50% です。

最初にトレースを有効にした時点で割り当てられたメモリーが不十分であるとわかった場合 (

つまり、トレースバッファーがそれ以上のメッセージに対処できない場合) は、max_mem で
指定した最大値まで、追加のメモリーが割り当てられる可能性があります。指定していない場
合、max_mem のデフォルト値は init_mem になります。このため、トレースメッセージの
ボリュームが大きい場合、トレースメッセージの紛失を避けるために max_mem を設定する
必要があります。max_mem に指定できる最大値は、使用可能な空きメモリーの 70% です。
max_mem に指定できる最小値は、 init_mem の値以上です。−mem オプションに対する
max_mem の値の指定は省略可能なので注意してください。

これらの値が小さすぎると、メッセージが捨てられる可能性が高くなります。トレースバッ
ファーのサイズの決め方と詳細な説明については、後述する 「トレースメモリーの管理」の
項を参照してください。

注記 : init_mem と max_mem のデフォルトの単位はキロバイトです。m または M を後ろ
に付けると、メガバイト単位で値を指定できます。使用方法については、例９および 10 を参
照してください。

−size portsize

(省略形: −s)

注記 : このオプションは、以前のバージョンとの互換性のために残されており、現在は無視
されています。このオプションは、次のメジャーリリースでは廃止される予定です。トレース
バッファー用のメモリーの構成には、−mem オプションを使ってください。
最初の −traceon とのみ併用します。

メッセージをファイルに書き込むまでに、格納しておくトレースバッファーのサイズをキロバ
イト (KB) 単位でセットします。バッファーのデフォルトサイズは、68 KB です。portsize

に指定できる範囲は、１から 1024 までです。この値を低く設定しすぎると、高速サブシステ
ムからのトレースメッセージが欠落する可能性が高くなります。
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−status log

−status trace

−status [all]

(省略形: −ss)

その他のオプションとは組み合わせず、単独で使用します。

トレース/ロギング機能のステータスを報告します。トレース/ロギングの機能が動作状態 (す
なわち nettl −start が終了している) になっていなければなりません。追加オプションに
より、表示するトレースのタイプ、またはログ情報を定義することができます。デフォルト値
は、all です。

log ステータス情報のログ

trace ステータス情報のトレース

all ステータス情報のトレース/ログ

−tracemax maxsize

(省略形: −tm)

最初の −traceon とのみ併用します。

トレースでは、１つのファイルがいっぱいになった時点で、次のファイルを使用するという循
環形式でファイルを使用します。−n オプションを使って、システムに一度に存在できるト
レースファイルの数を指定できます。ファイルの動作については、後述の 「データファイル
管理」を参照してください。

maxsize 両方のトレースファイルを組み合わせた最大サイズをキロバイト (KB) 単位で指定し
ます。したがって、各トレースファイルの最大サイズは maxsize キロバイト (KB) の約半分
ということになります。組み合わせたファイルサイズのデフォルトは、1000 KB です。max-

size に指定できる範囲は、100 から 99999 までです。

注記 : maxsize/2 は、トレースバッファーのサイズ以上にしてください。この条件が満たさ
れていれば、maxsize のデフォルト値が 1000 になります。満たされていない場合、サイズは
必要に応じて自動的に調整されます。このとき、実際に使われているのトレースファイルは、
nettl −status で参照できます。詳細は 「トレースメモリーの管理」を参照してくださ
い。

−n num_files 最初の −traceon オプションでのみ使用します。

任意の時点でシステムに存在しているトレースファイルの数を指定します。ただし、nettl に
よりディスクの空きスペースによってはトレースファイルの数が減る可能性があります。オプ
ションが指定されていない場合、デフォルトのトレースファイル数は２です。

−traceoff (省略形: −tf)
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−entity オプションが必要です。

−entity オプションで指定された サブシステムのトレースを使用不可にします。−entity

オプションの引き数として all を指定すると、トレースがすべて使用不可になります。ト
レースファイルは保持されるので、netfmt コマンドをフォーマットすることにより、ここ
に含まれるトレースメッセージを表示させることができます (netfmt(1M) 参照)。

−traceon all

−traceon kind ...

(省略形: −tn)

−entity オプションが必要です。X.25 サブシステムには −card オプションが必要です。
これ以外のオプションは必要ありません。

指定したサブシステムにトレースを開始します。このコマンドを実行するには、
nettl −start によって、トレース/ロギング機能を初期化しなければなりません。デフォ
ルトのトレースファイルは標準出力ですが、−file オプションにより変更することもできま
す。標準出力がターミナルデバイスの場合、情報メッセージが表示され、トレースデータは生
成されません。

トレースを使用可能にすると、kind が一致すれば、サブシステムを通した動作がすべて記録
されます。

kind は、メッセージを記録する前に、トレース機能が使用するトレースマスクを定義しま
す。−traceon all を指定すると、すべてのトレースマスクが使用可能になります。次のい
ずれかのキーワード、またはマスクとして kind を入力することができます。

キーワード マスク キーワード マスク

hdrin 0x80000000 state 0x04000000

hdrout 0x40000000 error 0x02000000

pduin 0x20000000 logging 0x01000000

pduout 0x10000000 loopback 0x00800000

proc 0x08000000

hdrin 着信プロトコルヘッダー

hdrout 発信プロトコルヘッダー

pduin 着信プロトコルデータユニット (ヘッダーとデータも含む)

pduout 発信プロトコルデータユニット (ヘッダーとデータも含む)

proc プロシージャの開始と終了
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state プロトコル、または接続の状態

error 無効なイベント、または状態

logging ログメッセージを含む特殊なトレース

loopback ソースシステムと宛先システムが同じパッケージ

kind が複数の場合、各マスクを個別し指定しても、単一の数値にまとめてもかまいません。
たとえば、pduin と pduout の両方を使用可能にする場合 (ノードの着信パケットと発信パ
ケットをすべてトレースする ) は、pduin pduout、0x10000000 0x20000000 または
0x30000000 を組み合わせて使用します。

サブシステムによっては、サポートしていない kind があります。サブシステムで特定のト
レース kind がサポートされていない場合は、エラーは返されません。

たとえば、次の NS_LS_* サブシステムでは、トレース kind として pduin と pduout だ
けをサポートしています。

NS_LS_TCP, NS_LS_UDP, NS_LS_IGMP, NS_LS_ICMP, NS_LS_IP, NS_LS_IPV6,

NS_LS_ICMPV6

すでにトレースされているサブシステムに −traceon を実行すると、トレースマスクとオプ
ションの値が新しいコマンドで指定された値に変更されますが、−file, −size, および
−tracemax の各オプションは無視され、メッセージが出力されます。

−entity all を指定すると、X.25 固有のサブシステムを除き、認識されるサブシステムが
すべてトレースされます。X.25 でトレースをオンにするには、次のコマンドを使用します。

nettl −traceon kind −e x.25_subsys −card dev_name

ここで、x.25_subsys の値は SX25L2 または SX25L3 になります。

トレースメモリーの管理
トレースに使うメモリーは、トレースバッファーの循環リンクリストとして作成されます。各バッファーは、
トレースメッセージがファイルに書き込まれるまでそのメッセージを保持します。トレースメッセージは、満
杯になるまでバッファーに書き込まれます。その後、バッファー全体がファイルに書き込まれます。バッ
ファーがファイルに書き込まれている間、リスト内の次のバッファーが、受信するトレースメッセージの保持
に使われます。受信するトレースメッセージを保持するための空きバッファーがない場合、メッセージは捨て
られます。この状況では、−mem オプションに対して max_mem の値が指定されていれば、追加のトレース
バッファーを割り当てることができます。

トレースのパフォーマンスを最大にするために、トレースアルゴリズムは次のような制限を設けています。

a) バッファー全体がファイルに書き込まれるため、個々のファイルサイズは最低でも buffer size にし
ます。
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b) トラフィックが重い場合に割り当てることのできる追加のメモリー容量 (max_mem - init_mem)

は、少なくとも buffer size にします。

ここで、buffer size = MIN (init_mem/4, 32MB) です。

詳細は、例の 10 および 11 を参照してください。

データファイル管理
トレース/ロギング機能で作成されるデータファイルでは、特殊な処理が必要になります。この点を認識してお
く必要があります。ファイルが作成されると、ファイル名の後に .LOG000 または .TRC000 のサフィックス
が付けられます (これは、それぞれログファイルかトレースファイルかによって異なります)。これによって、
両方の位置で同じ名前を指定しても、区別されるようになります。また、各ファイルとも、循環形式のバッ
ファーによって新しいデータが必ず .LOG000 または .TRC000 のファイルにアペンドされるようになりま
す。 logname.LOG000 または tracename.TRC000 ファイルがいっぱいになると、各ログまたはトレースは
シーケンスの次に大きい数値に名前が変更されます。つまり、N はシーケンス番号 N+1 のファイル名に書き
換えられ、 logname.LOG000 または tracename.TRC000 という新しいファイルが作成されます。システム
に同時に存在できるファイル数を指定するには、−n オプションを使います。

注記: ユーザーが指定するファイル名の接頭辞 (logname または tracename) は、８文字を超えるこ
とはできないので、ファイル名とサフィックスを加えた長さは 14 文字以内になります。これより長い
名前は切り捨てられます。実際のトレースファイル、またはログファイルを表示させるには、
nettl −status all コマンドを使用します。

コンソールロギング
コンソールロギングを使用して、重要なログイベントをシステムコンソールに表示させることができます。
/etc/nettlgen.conf ファイルの値により、コンソールロギングを開始するかどうかが決まります。また
/var/adm/conslog.opts ファイルのエントリーにより、コンソールに報告させるログメッセージの内容が
決まります。nettlconf コマンドを使用して、/etc/nettlgen.conf ファイル中の情報を設定、および
保守することができます (nettlconf (1M) 参照)。これらのファイルを変更する場合は、いったん nettl を終
了し、再度開始して、新しい情報を有効にする必要があります。

この設定情報の結果としてコンソールに書き込まれるログメッセージはすべて特殊な短い形式で表示されま
す。コンソール上でさらに詳しい情報が必要な場合は、netfmt フォーマッタを使用して、出力をコンソール
デバイスに送る必要があります。これは、X Window 環境で最も効果的です。

ログイベントの通知よりも、システムリソースの相互作用の方が重要な場合は、コンソールロギングを使用不
可にすることができます。

多言語化対応
サポートされるコードセット

データでは、シングルバイト、およびマルチバイトの文字コードセットがサポートされています。ファイル名
では、シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

80 Hewlett-Packard Company − 10 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



nettl(1M) nettl(1M)

例
1. トレース/ロギング機能を初期化します。

nettl −start

(−start オプションの注記を参照)

2. トレース/ロギング機能のステータスを表示します。

nettl −status all

3. 全サブシステムについて、ログクラスを error と warning に変更します。disaster 全サブシス
テムでロギングが常時、オンになります。

nettl −log e w −e all

4. トランスポートと セッション (O TS/9000) のサブシステムについて着信と発信の PDU トレースをオ
ンにし、/var/adm/trace.TRC000 ファイルにバイナリ形式のトレースメッセージを送ります。

nettl −traceon pduin pduout −entity transport session \

-file /var/adm/trace

5. X.25 レベル２と、ns_ls_ipv6 および ns_ls_ip のサブシステムについて発信 PDU トレースをオ
ンにします。さらに、前の例でセットしたトレースファイルにトレースメッセージを送ります。この
例では、略記オプションを使用します。X.25 のトレースには、−card オプションを使用して、ト
レースすべき X.25 カードを指定します。

nettl −tn pduout −e SX25L2 ns_ls_ipv6 ns_ls_ip −c x25_0

6. 前の２つの例によるトレースステータスを判断します。

nettl −status trace

出力は次のようになります。

Tracing Information:

Trace Filename: /var/adm/trace.TRC*

Trace file size(Kbytes): 1000

Trace memory allocated(KB): 512

Trace memory to be allocated(KB): 0

Messages Dropped: 0

Processor ID: -1

Subsystem Name: Trace Mask: Card:

TRANSPORT 0x30000000

SESSION 0x30000000

NS_LS_IP 0x10000000
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NS_LS_IPV6 0x10000000

SX25L2 0x10000000 x25_0

7. 全サブシステムについてトレースを停止します。

nettl −traceoff −e all

8. ns_ls_driver (LAN ドライバ) サブシステムについて pduin と pduout のトレースをオンにし
ます。バイナリのトレースデータは、/var/adm/LAN.TRC000 ファイルに送られます。

このコマンドの −file オプションは、初めてトレースを呼び出したときに限り有効になります。
−file オプションでは、トレースファイルは自動リセットされません。トレース出力ファイルを変更
するには、いったんトレースを終了し、再度開始してください。この例では、−traceon オプション
が初めて使用されているものとします。

nettl −tn pduin pduout −e ns_ls_driver −file /var/adm/LAN

9. トレースメモリーの初期値を 256MB として、gelan (GELAN ドライバ) に対するトレースをすべて
オンにします。バイナリトレースデータは /tmp/gelan.TRC000 ファイルに送られ、連結したファ
イルのサイズは 128 MB になります。この例では、−traceon オプションが初めて使われていること
を前提にしています。

nettl -tn all -e gelan -mem 256M -tm 128M -f /tmp/gelan

10. トレースメモリーの初期サイズが 128MB で、割り当て可能な最大メモリーが 512MB である igelan

(IGELAN ドライバ ) に対するトレースをすべてオンにします。バイナリトレースデータは
/tmp/igelan.TRC000 ファイルに送られます。また、disk-write プロセスをプロセッサ１にバイン
ドします。この例では、−traceon オプションが初めて使われていることを前提にしています。

nettl -tn all -e gelan -mem 128M 512M -b 1 -f /tmp/gelan

Warning: Trace file size is less than that required by the

tracing framework. Use ’nettl -status TRACE’ to see the actual

trace file size that is used.

nettl −ss TRACE

Tracing Information:

Trace Filename: /tmp/gelan.TRC*

Max Trace file size(Kbytes): 65536

Trace memory allocated(KB): 131072

Trace memory to be allocated(KB): 393216

Messages Dropped: 0

Processor ID: -1

連結したトレースファイルのサイズは 64MB (バッファーサイズ = 64MB/2) です。
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11. トレース/ロギング機能を終了します。

nettl −stop

(−start オプションを参照してください)

警告
nettl コマンドでは、全サブシステムについてすべてのログクラスとすべてのトレースタイプを指定できま
す。ただし、サブシステムによっては、ログクラスとトレースタイプをすべてサポートしているとは限りませ
ん。サブシステムが該当するログクラス、またはトレースタイプをサポートしていない場合でもエラーや警告
は出力されません。サポートされるログクラス、およびトレースタイプについては、該当するサブシステムの
マニュアルを参照してください。

NFS ファイルシステムに常駐するファイルにトレースを行うと、システムパフォーマンスに影響が出て、ト
レースデータが失われることがあります。NFS ファイルシステムには、トレース出力ファイルを保存しないよ
うにしてください。

ファイルにトレースを行うと、特に広範なトレースを収集している場合にはビジー状態のシステムに追いつか
なくなることがあります。データの一部が失われる場合は、トレースバッファーのサイズを大きくすることが
できます。トレースするサブシステムの数、および捕捉するトレースデータのタイプについては、慎重に選択
してください。

nettl および netfmt コマンドでは、実行されるたびに、/etc/nettlgen.conf ファイルからの読み取
りを行います (nettl(1M) および netfmt(1M) 参照)。ファイルが破壊された場合、これらのコマンドは動作し
なくなります。

ファイル
/dev/netlog カーネルのログ疑似デバイスファイル

/dev/nettrace カーネルのトレース疑似デバイスファイル

/etc/nettlgen.conf トレース/ロギングサブシステム設定ファイル

/etc/rc.config.d/nettl システムのスタートアップ中に nettl の動作を制御する変数が含まれ
るファイル

/var/adm/conslog.opts /etc/nettlgen.conf で指定されたデフォルトのコンソールロギン
グオプションフィルターファイル

/var/adm/nettl.LOG000 /etc/nettlgen.conf で指定されたデフォルトのログファイル

著者
nettl は HP で開発されました。

参照
netfmt(1M), nettlconf(1M), nettlgen.conf(4)
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名称
nettladm − ネットワークトレーシング/ロギング管理マネージャ

構文
/opt/nettladm/bin/nettladm [−t −l] [-c filter_file]

説明
nettladm コマンドは、ネットワークのトレーシングとロギングを管理するためのツールです。これにより、
nettl、netfmt、および nettlconf のコマンドに対する対話型のユーザーインタフェースが提供されます。この
インタフェースはテキスト端末モード、または Motif グラフィカル環境のいずれの形式でも動作します。
Motif ウィンドウによって nettladm を実行する場合は、 DISPLAY 環境変数をシステム名に一致するよう
にセット ( たとえば、 DISPLAY=system:0.0) してから、このコマンドを使用してください。

nettladm コマンドにより、ネットワークのトレーシング、およびロギングの作業を簡単に実行するためのメ
ニュー駆動型プログラムが開始します。この作業は HP-UX の専門知識が多少あれば実施できます。 nett-

ladm には、セルフガイド型のツールなので、必要に応じて f1 ファンクションキーを押すことにより、コン
テキスト認識型が提供されます。

オプション
nettladm は、次のオプションを認識します。

−l 「ロギングサブシステム」(ロギング) エリアに入るショートカットです。これはデフォルト
です。

−t 「トレーシングサブシステム」(トレーシング) エリアに入るショートカットです。

−c filter_file 「レポート作成」エリアの中でレポートを作成するときに、サブシステムフォーマット基準の
デフォルトセットとして filter_file の内容を使用します。デフォルトは、インタフェース画面
を使用して指定を変更することができます。グローバルフィルター ( FORMATTER で始まるも
の) とコメントは無視されます。 filter_file の説明と構文については、 netfmt(1M) を参照し
てください。

多言語化対応
サポートされるコードセット

データについてはシングルバイトとマルチバイトのキャラクタコードセットがサポートされます。またファイ
ル名についてはシングルバイトのキャラクタコードセットがサポートされます。

警告
ロギングとトレーシングのレベルに対する変更と状態は、システムを再ブートしたり、また nettladm コマ
ンドの外部から終了/再開始したりすると保持されません。 /etc/nettlgen.conf ファイルの内容を永久に
変更する場合は、必ず nettlconf コマンドを使用してください。なお、コンソールロギング、およびロギン
グスタートアップのパラメータを変更した場合はすべて、内容が保持されます。

nettladm コマンドにより、全ログクラスと全サブシステムに対するすべてのトレースの種類を指定できます
が、ログクラスとトレースの種類のすべてをサポートしていないサブシステムも数多くあります。あるサブシ
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ステムでログクラスやトレースの種類がサポートされていない場合でも、エラーや警告は生成されません。サ
ポートされるログクラスとトレースの種類については、サブシステム製品のマニュアルを参照してください。

nettladm コマンドは、実行されるごとに、 /etc/nettlgen.conf と /var/adm/conslog.opts の各
ファイルを読み取ります ( nettlgen.conf (4) を参照)。このファイルが壊れると、このコマンドは動作しなくな
ります。

nettladm は PA システムでのみサポートされています。現時点では、 nettladm は HP-UX 11i Version

1.6 上ではサポートされていません。

制約
nettladm は、X Windows環境のほかに、次の端末、または端末エミュレータのもとで実行されます。

• プログラマブルファンクションキーとファンクションキーラベルのオンスクリーンディスプレイ機
能を備えたHP互換の端末

• VT-100

ファイル
/etc/nettlgen.conf トレーシング/ロギングサブシステム設定ファイル

/var/adm/conslog.opts /etc/nettlgen.conf で指定されたデフォルトのコンソールロ
ギングオプションのフィルターファイル

/var/adm/nettl.LOG000 /etc/nettlgen.conf で指定されたデフォルトログファイル

/var/adm/nettl.TRC000 デフォルトのトレースファイル

/opt/nettladm/lib/X11/app-defaults/Nettladm

X11アプリケーションデフォルトファイル

著者
nettladm はHPで開発されました。

参照
nettl(1M)、 netfmt(1M)、 nettlconf(1M)、 nettlgen.conf(4)
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名称
nettlconf − ネットワークトレーシング / ロギングコマンドサブシステムデータベースの設定

構文
/usr/sbin/nettlconf [-KL ] -status

/usr/sbin/nettlconf -L [−console conlog ] [−portsize logportsize ]

[−space maxlogspace ] [−filename logfilename ] [−option logoptfile ]

/usr/sbin/nettlconf [-KL ] [−qmin minimumklqueuesize ]

[−qmax maximumklqueuesize ] [−space maxlogspace ]

[−filename logfilename ] [−write writelog ]

/usr/sbin/nettlconf [-S ] −id ssid −name ssname [−class logclass ]

[−kernel|-st[reams] ] −lib sslib −msg ssmsgcat [−fmtfn fmtfunc ]

[−optfn optfunc ] −group ssgrpname

/usr/sbin/nettlconf -delete ssid

説明
nettlconf は、 nettl、 kl、および netfmt コマンド (nettl(1M)、 kl(1M)、および netfmt(1M) を参照)

が必要とする情報が含まれるデータベースファイル /etc/nettlgen.conf を保守します。このデータベー
スには、システムロギング情報と共に、 NetTL 機能や KL 機能を使用してメッセージのログをとるサブシス
テムそれぞれの説明が含まれています。

nettlconf は、ネットワークまたはカーネルのロギングパラメータのアップデート、またはサブシステム記
述の追加、アップデート、削除に使用します。 ssid の等しいサブシステムがすでに存在する場合、指定した値
とデータベース内の値を置き換えます。存在しなければ、新しいエントリーを作成します。

システム管理者は、 nettlconf コマンドを使用して、データベースにストアされているネットワークまたは
カーネルのロギングパラメータをカスタマイズできます。この中には、コンソールロギング動作、システムロ
グファイル名、システムログファイルサイズの最大値、 NetTL 機能や KL 機能に必要なメモリーの量などが
あります。

nettlconf をシステムスタートアップ時に呼び出せば、 /etc/rc.config.d/nettl ファイルの環境変数
の値に合わせてデータベースを変更することもできます。

製品では、製品のインストール時に nettlconf コマンドを使用して、 NetTL 機能や KL 機能にサブシステ
ムを設定します。インストールの際には、サブシステムが NetTL 機能や KL 機能を使用するために必要な情
報を提供するため、インストールするサブシステムそれぞれに対して nettlconf コマンドを実行します。

適切な特権をもつユーザーだけが、 nettlconf を呼び出して設定ファイルを修正できます。

オプション
次のオプションを使用すれば、ネットワークまたはカーネルのシステムロギングパラメータおよびすべてのサ
ブシステム記述を nettlgen.conf データベースから表示できます。
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−status (省略形: −s) ネットワークロギング機能にのみ関連するデータベースの内容を表示しま
す。

−KL -status カーネルロギング機能にのみ関連するデータベースの内容を表示します。

次のオプションを使用すれば、ネットワークロギングの構成情報をアップデートできます。

−L 以降のオプションがネットワークロギング情報のアップデートの際に適用されることを
示します。ロギング情報の変更は、 nettl を停止して再起動するまで有効になりませ
ん。これは必須フィールドです。

−console conlog (省略形: −c) conlog は、 nettl を起動したときにコンソールロギングを可能にする場
合は 1、そうでなければ 0 に設定します。 (コンソールロギングは、関心のあるイベン
トをシステムコンソールに報告するときに使用します。) これはオプションのフィール
ドです。

注記: システムスタートアップ時に conlog は、 /etc/rc.config.d/nettl ファイル
の NETTL_CONSOLE 変数の値に合わせて変更されます。

−portsize logportsize

(省略形: −p) logportsize は、ログキューに入る未処理のメッセージ数を指定します。こ
の値は、
1024 バイトの倍数です。有効範囲は 1 ～ 64 で、デフォルトは 8 です。これはオプ
ションのフィールドです。

−space maxlogspace

(省略形: −s) maxlogspace は、使用できるロギングファイルスペースの最大値です。こ
れは、
2つのピンポン ログファイルの大きさを合わせたものです。サイズは 1024 バイトの倍
数で指定します。有効範囲は 1 ～ 10240 で、デフォルトは 1000 です。これはオプ
ションのフィールドです。

−filename logfilename

(省略形: −f) logfilename は、システムログ ファイルとして使用するファイルのパスと
ファイル名です (ピンポン拡張子の.LOGxなし)。デフォルトのシステムログ ファイル
は /var/adm/nettl です。これはオプションのフィールドです。

−option logoptfile (省略形: −o) logoptfile は、コンソールログ オプションファイルとして使用するファイ
ルのパスとファイル名です。このファイル内の情報を使用して、システムコンソールに
報告するログイベントを選択します。デフォルトのコンソールログオプションファイル
は /var/adm/conslog.opts です。これはオプションのフィールドです。

次のオプションを使用すれば、カーネルロギングについての構成情報をアップデートできます。

−KL 以降のオプションがカーネルロギング情報のアップデートの際に適用されることを示し
ます。カーネル ログファイル名やカーネル ログファイルの最大スペース (下記を参照)
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などの、カーネルロギング機能の書き込みモジュールに関連する変更は、書き込み機能
が起動されたときに有効になります。カーネルロギング機能全体の変更は、 kl を停止
して起動するまで有効になりません。

−qmin minimumklqueuesize

minimumklqueuesize は、 KL のログキューに置くことができる未処理のバッファー数
の最小値を決定します。有効範囲は 8 ～ 1024 で、デフォルトは 64 です。これはオプ
ションのフィールドです。

−qmax maximumklqueuesize

maximumklqueuesize は、 KL のログキューに置くことができる未処理のバッファー数
の最大値を決定します。有効範囲は 8 ～ 1024 で、デフォルトは 512 です。これはオプ
ションのフィールドです。

−space maxlogspace

(省略形 : −s) maxlogspace は、使用できるログファイル スペースの最大値です。これ
は、２つのピンポン ログファイルのサイズです。有効範囲は 16384 (16K) ～ 1024M

で、デフォルトは 8M です。これはオプションのフィールドです。

注意: 接尾辞 K や M を使用して、サイズがキロバイトまたはメガバイトであることを
指定できます。

−filename logfilename

(省略形: −f) logfilename は、カーネル ログファイルとして使用するファイルのパスと
ファイル名です (ピンポン拡張子の .KLOGx なし)。デフォルトのシステムカーネル ロ
グファイルは、 /var/adm/kl です。これはオプションのフィールドです。

−write writelog (省略形: −w) kl の起動時にカーネルログのディスクへの書き込みを有効にする場合、
writelog には 1 を指定します。有効にしない場合は、0 を指定します。デフォルトは 0

です。これはオプションのフィールドです。

次のオプションを使用すれば、データベースに対してサブシステム記述の追加やアップデートができます。

−S 以降のオプションがサブシステムエントリーの追加やアップデートの際に適用されるこ
とを示します。これはオプションのフィールドです。

−id ssid (省略形: −i) ssid (サブシステム ID 番号) は、 nettlgen.conf データベースのキー
フィールドとして使用します。これは、 NetTL 機能や KL 機能に対してサブシステム
をユニークに識別します。これは必須フィールドです。

注意: サブシステムは、 NetTL 機能および KL 機能により、相互排他的にサポートされ
ます。つまり、1 つのサブシステムはそのメッセージのログを NetTL か KL のどちら
かを使用してとり、両方を使用することはありません。適用される規則は、次のとおり
です。サブシステム ID 番号が 0 ～ 511 の範囲の場合、 NetTL 機能がそのメッセージ
を処理します。サブシステム ID 番号が 512 ～ 1023 の範囲の場合、 KL 機能がその
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メッセージを処理します。 1023 を超えるサブシステム ID 番号は許されていません。

−name ssname (省略形: −n) ssname は、サブシステム名のニーモニックです。この文字列は、 nettl

や kl のコマンド行、およびフォーマッタで表示するサブシステムヘッダーでサブシス
テムを識別するために使用します (nettl(1M)、 kl(1M)、および netfmt(1M) を参照)。
これは必須フィールドです。

−class logclass (省略形: −c) logclass は、 NetTL 機能または KL 機能の起動時に、サブシステムに与
えられるデフォルトのログクラスマスクです。これはオプションのフィールドです。

NetTL 機能と KL 機能でのログクラスの扱いには、重要な違いがあります。

NetTL での扱い
ログクラスがいくつもある場合には、マスクを結合して 1つの 10 進数にしなければな
りません。例えば、最初に DISASTER イベントおよび ERROR イベントを記録する場
合には、 logclass として 12 を使用します。 nettlgen.conf では、デフォルトは空
のフィールドです。 nettl は、空のクラスフィールドを 12 (disaster と error) で置
き換えます。

KL での扱い
KL の場合、ログをとるメッセージには次の規則が適用されます。レベル x を指定した
場合、重大度がクラス x 以上のすべてのメッセージのログがとられます。例えば、ログ
クラスが 2 の場合、 KL はすべての warning、error、および disaster のメッセージの
ログをとります。 nettlgen.conf では、デフォルトは空のフィールドです。 kl

は、空のクラスフィールドを 8 (disaster) に置き換えます。

クラス 省略形

informative 1

warning 2

error 4

disaster 8

−kernel (省略形: −k) 特定のサブシステムにカーネルサブシステムとしてのフラグを立てます。
nettl はこの情報を使用して、サブシステムの特定のトレーシング / ロギング特性を
制御します。 NetTL 機能のサービスを受けているサブシステムでは、このオプション
を指定しなければ、デフォルトでカーネルではないとみなされます。 KL 機能のサービ
スを受けているサブシステムでは、特に指定しなければ、デフォルトでカーネルである
とみなされます。これはオプションのフィールドです。

−streams (省略形: −st) 特定のサブシステムに、ストリームベースのカーネルサブシステムとし
てのフラグを立てます。 nettl は、この情報を使用して、サブシステムの特定のト
レーシング/ロギング特性を制御します。このオプションを使用しなかった場合、サブシ
ステムはデフォルトによって、カーネルではないとみなされます。これはオプションの
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フィールドです。

−lib sslib (省略形: −l) sslib は、サブシステムフォーマッタが置かれている共有ライブラリの名称
です。これは、ライブラリが /usr/lib に置かれている場合を除き、絶対パス名にす
ることが必要です。いくつものサブシステムに同じライブラリを参照させることができ
ます。これは必須フィールドです。

−msg ssmsgcat (省略形 : −m) ssmsgcat は、サブシステムフォーマッタ メッセージカタログの名称で
す。パス名と .cat ファイル名拡張子を指定しなければ、 /usr/lib/nls/%L/%N.cat

を使用して ssmsgcat を探します。指定する場合は、 ssmsgcat が NLSPATH 環境変数
と同じようにフォーマットされていなければなりません (environ(5) を参照)。いくつも
のサブシステムに同じメッセージカタログを参照させることができます。これは必須
フィールドです。

−fmtfn fmtfunc (省略形: −f) fmtfunc では、特定のサブシステムのデータをフォーマットするときに呼
び出す関数を指定します。複数のサブシステムで、同じフォーマット処理関数を参照で
きます。デフォルトでは次のように、サブシステム ID に基づいて関数名を形成しま
す。

subsys_N_format

ただし、 N はサブシステムの ID 番号です。このサブシステムに null 関数が必要な場
合には、次のように指定します。

−f NULL

これはオプションのフィールドです。

−optfn optfunc (省略形: −o) optfunc では、 netfmt フィルタ設定ファイルに指定されたオプションを
処理するための関数を指定します (netfmt(1M) を参照)。複数のサブシステムで、同じ
オプション処理関数を参照できます。 nettlgen.conf では、デフォルトは空の
フィールドです。 optfunc フィールドが空の場合、 netfmt では NULL 関数が想定さ
れます。これはオプションのフィールドです。

−group ssgrpname (省略形: −g) ssgrpname は、サブシステムに関連付けられたグループ名です。一般的に
は、サブシステムの製品名です。フォーマット済みのヘッダーに共通 banner がプリン
トされるように、いくつかのサブシステムをグループにまとめることができます。これ
は必須フィールドです。

次のオプションを使用すれば、データベースからサブシステム記述を削除できます。

−delete ssid (省略形: −d) データベースから ssid (サブシステム ID) に関する情報をすべて削除しま
す。
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警告
nettlconf ユーティリティは、主にインストール時に、 NetTL 機能および KL 機能を組み込んで HP サブ
システムを自動的に設定するために、 HP サブシステムが使用します。システム管理者は、必要に応じて、こ
のコマンドを使用して、各サブシステムの起動時に設定されるデフォルトのロギングクラスを変更することが
できます。しかし、サブシステムに関するその他の情報は変更しないでください。

nettl コマンド、 kl コマンド、および netfmt コマンドは、実行するたびに、 /etc/nettlgen.conf

ファイルを読み取ります。このファイルが壊れると、これらのコマンドは機能しません。

/etc/nettlgen.conf ファイルに対する変更の中には、 nettl、 kl、および netfmt を停止して再起動
するまで有効にならないものもあります。

著者
nettlconf は、HP が開発しました。

ファイル
/etc/nettlgen.conf nettlconf によって保守されるサブシステム設定ファイル

/etc/rc.config.d/nettl システムスタートアップ時に nettl を制御する設定ファイル

参照
netfmt(1M), nettl(1M), kl(1M), nettlgen.conf(4), environ(5)
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名称
newaliases − メール別名ファイル用データベースの再構築

構文
newaliases [-on]

説明
newaliases は、メールの別名(エイリアス)ファイル /etc/mail/aliases のランダムアクセス用のデー
タベースを再構築します。変更を有効にするには、このファイルを変更するたびにこのコマンドを実行する必
要があります。

newaliases は、 sendmail -bi と同じ動作を行います。

オプション
-on アドレスを検証します。 sendmail は、別名データベースファイルを再構築する際に、すべてのアド

レスが正しいかコロンの右側をチェックします。各アドレスが検証されます。検証に失敗した場合、
そのアドレスはスキップされ、警告メッセージが表示されます。

戻り値
newaliases ユーティリティーは正常終了すると 0 を返し、エラーが発生すると >0 で終了します。

著者
newaliases はカリフォルニア大学バークレー校で開発され、4.0BSDで最初に提供されました。マンページ
は、 sendmail 8.7 を基にしています。

ファイル
/etc/mail/aliases メールの別名ファイル

/etc/mail/aliases.db 別名のデータベース

参照
aliases(5), sendmail(1M)
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名称
newfs − 新しいファイルシステムの構築

構文
/usr/sbin/newfs [−F FStype] [−o specific_options] [−V] special

説明
newfs コマンドは、 mkfs コマンドに「有効な」フロントエンドです ( mkfs(1M) を参照)。 newfs コマン
ドは適切なパラメータを計算してから、 mkfs コマンドを呼び出してファイルシステムを構築します。

special はキャラクタ型 (raw) スペシャルデバイスを表します。

オプション
newfs は、次のオプションを認識します。

−F FStype 処理の対象となるファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1M) および fs_wrap-

per(5) を参照)。このオプションをコマンド行に指定しないと、ファイルシステムタ
イプはファイル /etc/fstab から、 special とそのファイル内のエントリーとの一
致によって判別されます。 /etc/fstab 内にエントリーがない場合には、ファイル
システムタイプはファイル /etc/default/fs から判別されます。 HFS と JFS

(VxFS) ファイルシステムに対して現在有効な Fstype の値は、それぞれ hfs と
vxfs です。

−o specific_options

ファイルシステムタイプのオプションを指定します。 specific_options はサブオプ
ションまたキーワード /属性ペアのリストで、 FStype 指定のコマンドモジュールで
す。サポートされる specific_options の説明に関しては、ファイルシステムのマニュ
アルエントリーを参照してください。

−V コマンド行全体をエコーしますが、その他のアクションは実行しません。コマンド行
は、指定されているオプションと引き数および /etc/fstab から取り出されたその
他の情報から生成されます。このオプションを使用すると、ユーザーはコマンド行を
確認することができます。

例
newfs コマンドを実行して、 /dev/rdsk/c1t0d2 上にHFSファイルシステムを作成します。

newfs −F hfs /dev/rdsk/c1t0d2

著者
newfs は、HP およびカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/etc/default/fs デフォルトのファイルシステムタイプを指定するファイル。
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報。
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参照
fsck(1M)、 fstyp(1M)、 mkfs(1M)、 newfs_hfs(1M)、 newfs_vxfs(1M)、 fstab(4)、 fs_wrapper(5)
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名称
newfs_hfs: newfs − 新しい HFS ファイルシステムの構築

構文
/usr/sbin/newfs [−F hfs] [−B] [−d] [−L −S] [−O disk_type] [−R swap] [−v] [−V] [mkfs-options] special

説明
newfs コマンドは、 mkfs コマンドを呼び出すことによって、ファイルシステムを構築します。

newfs コマンドは回転待ちの値がゼロのファイルシステムを作成します (tunefs(1M) を参照)。

special はキャラクタ型 (raw) 特殊デバイスを表します。

オプション
newfs は以下のオプションを認識します。

−F hfs HFS ファイルシステムタイプを指定します。

−B ファイルシステムの末尾以降にブートプログラム用のスペースを予約します。システ
ム上にファイル /usr/lib/uxbootlf が存在する場合は、このファイルを格納する
のに十分なスペースが予約されます。存在しない場合は、691 KB のセクタが予約さ
れます。このオプションは、作成するファイルシステムのサイズを削減します −s オ
プションを指定した場合、このオプションを指定することはできません。後の「mkfs

オプション」の項を参照してください。

−d このオプションでは、 newfs コマンドが通常ファイル内で新しいファイルシステム
を作成することができます。この場合は、 special が内部にファイルシステムを作成
するファイル名となります。このオプションでは −s オプションを与えなければなり
ません (mkfs オプションを参照)。

−L −S HFS ファイルシステムには２種類あります。主な相違はディレクトリフォーマット
で、それによってファイル名の長さの制限が異なります。

−L が指定された場合は、ロングファイル名のファイルシステムを構築します。ディ
レクトリエントリー (ファイル名) の長さは、最大 MAXNAMLEN (255) バイトです。

−S が指定された場合は、ショートファイル名のファイルシステムを構築します。
ディレクトリエントリー (ファイル名) の長さは、最大 DIRSIZ (14) バイトです。

−L と −S が両方とも指定されなかった場合は、ルートファイルシステムと同じタイ
プのファイルシステムを構築します。

−O disk_type /etc/disktab 中の、指定されたディスクタイプのエントリーに記述されている
ディスクパラメータを使用します。このオプションは以前の HP-UX との後方互換性
のために提供されています。コマンド行にパラメータが指定された場合は、
/etc/disktab 中の対応する値より優先されます。コマンド行に指定されず、
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/etc/disktab 中にもない値には、デフォルトが適用されます。

−R swap ファイルシステムの末尾以降に swap メガバイト (MB) のスワップスペースを予約し
ます。このオプションは、作成するファイルシステムのサイズを指定されたサイズ分
削減します −s オプションを指定した場合、このオプションを指定することはできま
せん。後の「mkfs オプション」の項を参照してください。

−v 冗長。 newfs コマンドはその動作の進捗度と、 mkfs コマンドに渡したパラメータ
をプリントします。

−V 完全なコマンド行をエコーしますが、それ以外の動作は行いません。コマンド行は、
ユーザー指定のオプションと /etc/fstab から取られた情報を使って組み立てられ
ます。ユーザーは、このオプションを使用して、コマンド行を確認することができま
す。

−R および −B オプションを同じコマンド行に一緒に指定することができます。この場合、要求されたスワッ
プスペースとブートプログラム用に必要なスペースの両方が予約されます。これらのオプションが使用される
のは、ファイルシステムサイズがデフォルトでディスク全体のサイズになっている場合です。

mkfs オプション
mkfs-options 引き数には、以下のオプションを０個以上指定することができます。指定したオプションは、デ
フォルト値より優先的に mkfs コマンドに渡されます。

−b blksize ファイルシステムの一次ブロックサイズ。有効な値は、 4096、8192、16384、
32768、65536 となっています。デフォルト値は 8192 バイトです。

−c cylinders_per_group

シリンダグループ当りのディスクシリンダ数。この数字の範囲は１から 32 です。デ
フォルト値は、グループ当り 16 シリンダです。

−f fragsize ファイルシステムのファイル用フラグメントサイズ。 fragsize はファイルに割り当て
られるディスクスペースの最低量を表します。 DEV_BSIZE より小さくない２の乗数
で、ファイルシステムのブロックサイズの８分の１以上でなければなりません。デ
フォルト値は 1024 バイトです。

−i number_of_bytes_per_inode

iノード当りのバイトで指定されるファイルシステムの iノードの密度。デフォルトは
iノード当り 6144 バイトです。

この値はファイルシステム中のファイルの予測平均サイズを考慮して指定してくださ
い。 iノードが少ない方が望ましい場合は、大きい数を使用します。 iノードが多い方
が望ましい場合は、小さい数を使用します。

注記: ファイルシステムの各シリンダグループ内で作成される iノード個数は、およ
そ、シリンダグループのサイズを iノード当りのバイト数で除した値で、上限はシリ
ンダグループ当り iノードが 2048 個です。シリンダグループのサイズが十分大き
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く、この制限に達する場合は、 iノード当りバイト数のデフォルト値が大きくなりま
す。

−m free_space_percent

可能なフリーディスクスペースの最低のパーセント。デフォルト値は 10 パーセント
です。

ファイルシステム機能がこのしきい値に達すると、適切な権限のあるユーザーのみが
ディスクブロックを割り当てられます。

−r revolutions_per_minute

１分当りのディスク回転速度 (rpm)。デフォルト値は 3600 rpm です。

−s size ファイルシステム内の DEV_BSIZE ブロック数。 DEV_BSIZE は <sys/param.h>

で定義されています。デフォルトは、ディスク全体またはディスクセクション全体の
サイズから、要求されたスワップスペースおよびブートスペースを引いた値です。
HFS ファイルシステムの制限については、 mkfs_hfs(1M) を参照してください。

−t tracks_per_cylinder

シリンダ当りのトラック数。デフォルト値はファイルシステムのサイズによって異な
ります。ファイルシステムが 500 MB 未満の場合、デフォルトは７です。ファイルシ
ステムが 500 MB 以上 1 GB 以下の場合、デフォルトは 12 です。ファイルシステム
が 1 GB より大きい場合、デフォルトは 16 です。

−o specific_options

コンマで区切られたサブオプションおよび／あるいはキーワード／属性の組のリスト
を次のリストから指定します。

largefiles |nolargefiles ファイルシステムの largefile featurebit を制御します。デフォルト
は nolargefiles です。これはビットが設定されず、ファイルシステムに作成されるファイルのサ
イズが２ギガバイト未満に制限されることを意味します。 largefiles が指定されると、ビットが
設定され、ファイルシステムに作成されるファイルの最大サイズは２ギガバイト未満に制限されませ
ん。 (mount_hfs(1M) および fsadm_hfs(1M) を参照)。

アクセス制御リスト
オプションである ACL エントリーを１つ以上持つファイルは、それぞれ iノードをもう１個ずつ (継続 iノー
ド) 消費します。新しいファイルシステムで ACL が多用されると予測される場合は、 −i オプションへの引
き数の値を適宜小さくすることにより、より多くの iノードを割り当てることができます。デフォルト値が小
さいと一般には、 ACL を考慮しても、実際に必要な個数よりはるかに多数の iノードが割り当てられることに
なります。必要な継続 iノード数を見積るには、既存のシステムで bdf −i コマンドを実行してください。ア
クセス制御リストについての詳細は acl(5) を参照してください。
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例
newfs を実行して、非 LVM ディスク上に HFS ファイルシステムを作成します。 /dev/rdsk/c1t0d2 と
40 メガバイトのスワップスペースを予約します。

newfs −F hfs −R 40 /dev/rdsk/c1t0d2

論理ボリューム my_lvol 内に HFS ファイルシステムを作成します。そのサイズは、論理ボリュームと同じ
です。 (キャラクタ (raw) 型特殊デバイスの使用に注意してください。)

newfs −F hfs /dev/vg01/rmy_lvol

警告
newfs(1M) の旧リリースで提供されていた旧式の −F オプションは、現在サポートされていません。

newfs(1M) は、ディスクが事前に LVM ディスクとして使用されている場合、ディスク全体のファイルシステ
ムの作成を、指定して実行することはできません。その場合は、 mediainit(1) を使用して、ディスクをもう一
度初期化してください。

著者
newfs は、HP およびカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/disktab

/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報。

参照
bdf(1M)、 fsadm_hfs(1M)、 mkboot(1M)、 mkfs(1M)、 mkfs_hfs(1M)、 mount_hfs(1M)、 newfs(1M)、
tunefs(1M)、 disktab(4)、 acl(5)
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名称
newfs_vxfs: newfs − VxFS ファイルシステムの新規作成

構成
newfs [−F vxfs] [−B] [−O disk_type] [−R swap] [−V] [−v]

[mkfs_vxfs_options] special

説明
newfs −F vxfs は、 mkfs を実行することによって VxFS ファイルシステムを構築します。 special に
は、キャラクタ型 (raw) ファイル (/dev/rdsk/c0t6d0 など) を指定します。

オプション
newfs には、以下のオプションがあります。

−B ファイルシステムの最後でブートプログラムのスペースを確保します。システムに
ファイル /usr/lib/uxbootlf がある場合、このファイルを収容できる量が確保さ
れます。このファイルがない場合、691KB が確保されます。このオプションを指定
すると、作成するファイルシステムのサイズが小さくなります。 −s でファイルシス
テムのサイズを指定する場合は、このオプションを使用できません ( 以下の
mkfs_vxfs のオプションを参照)。

−F vxfs ファイルシステムタイプ vxfs を指定します。

−O disk_type /etc/disktab 中にある指定の disk_type のエントリーを読み取り、そのディスク
パラメータを使用します。このオプションは、HP-UX の旧製品との互換性を保つた
めのものです。コマンド行に指定したパラメータが、 /etc/disktab 中の対応する
値に代わって使用されます。値をコマンド行に指定しておらず、 /etc/disktab に
もない場合は、デフォルトが使用されます。

−R swap ファイルシステムの終端で、 swap に指定された領域 (MB 単位) をスワップスペース
として確保します。このオプションを指定すると、作成するファイルシステムのサイ
ズが指定したサイズ (MB 単位) だけ小さくなります。 −s を使ってファイルシステ
ムサイズが指定されている場合は、 −R を使用することはできません (以下の
mkfs_vxfs のオプションを参照)。

−v 冗長モードを指定します。このオプションを指定すると、 mkfs に渡されたパラメー
タも含めて、 newfs の動作が出力されます。

−V 完成したコマンド行をエコーするだけで、コマンドは実行しません。ユーザーが指定
したオプションおよび /etc/fstab から入手した他の情報を組み合わせてコマンド
行が生成されます。このオプションを使用すると、コマンド行を確認できます。

注意: −R オプションと −B オプションは、同じコマンド行で指定することができます。この場合、要求した
スワップスペースとブートプログラム用スペースの両方が確保されます。これらのオプションは、ファイルシ
ステムのサイズをディスク全体 (デフォルトサイズ) にする場合に使用します。
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mkfs_vxfs のオプション
mkfs_vxfs に渡されるデフォルトのパラメータを変更するには、以下のコマンド行オプションを使用しま
す。

−b block_size ファイルシステムブロックのサイズ (バイト) を指定します。 2 TB より小さいファイ
ルシステムでは、デフォルト値は 1024 バイトです。 2 TB より大きい バージョン 5

ディスクレイアウトのファイルシステムでは、ファイルシステムの最大サイズはブ
ロックサイズに依って決まります。ブロックサイズが 1KB だと ファイルシステムの
最大サイズは 4 TB、 2KB では 8 TB、4KB では 16 TB、8KB では 32 TB となりま
す。

−o largefiles | nolargefiles

バージョン 4 および 5 のディスクレイアウトでのみ有効なオプションです。このオ
プションは、ファイルシステムの largefiles フラグを制御します。 largefiles を
指定するとビットが設定され、 2GB 以上のファイルが作成可能になります。
nolargefiles を指定するとビットが解除され、そのファイルシステム上では 2GB

未満のファイルしか作成できなくなります。デフォルトは、 nolargefiles です。
mkfs_vxfs(1M)、 mount_vxfs(1M)、 fsadm_vxfs(1M) を参照してください。

−s size DEV_BSIZE のブロック単位 ( <sys/param.h> で定義)で表したファイルシステム
のサイズを指定します。デフォルトは、ディスク全体またはディスクセクションのサ
イズから、要求しているスワップスペースやブートスペースを差し引いた値です。
size にはファイルシステム内のセクタ数を指定します。デフォルトでは、
DEV_BSIZE セクタの単位で指定されますが、 size の数値の後に英字を指定して別の
単位を示すこともできます。 KB 単位の値を示すには、 k または K を、MB 単位の
値を示すには、 m または M を、GB 単位の値を示すには、 g または G をそれぞれ
指定します。

引き数
newfs は、以下の引き数を認識します。

special キャラクタ型 (raw) 特殊デバイスファイル。

例
/dev/rdsk/c1t5d0 に VxFS ファイルシステムを作成し、40Mバイトのスワップスペースを確保するに
は、次のように指定します。

newfs −F vxfs −R40 /dev/rdsk/c1t5d0

ファイル
/etc/disktab ディスク記述ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的な情報が入っています。
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参照
fsadm_vxfs(1M)、 mkfs(1M)、 mkfs_vxfs(1M)、 mount_vxfs(1M)、 newfs(1M)、 disktab(4)
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名称
newkey − publickey データベース内への新しい Diffie-Hellman キーの対の作成

構文
newkey −h hostname [ −s nisplus | nis | files | ldap ]

newkey −u username [ −s nisplus | nis | files | ldap ]

説明
newkey は、ネットワーク上のユーザーおよびマシンの新しいパブリックキーを作成します。これらのキー
は、セキュア RPC サービスまたはセキュア NFS サービスを使用する際に必要です。

newkey は、指定した username または hostname のパスワードを入力要求して、その後、そのユーザーまた
はホストに対して Diffie-Hellman の 192 ビットの新しいパブリック / シークレットキーの対を作成します。
シークレットキーは、指定したパスワードによって暗号化されます。このキーの対は、 /etc/publickey

ファイル、 NIS の publickey マップ、 NIS+ の cred.org_dir テーブル、または LDAP ディレクトリ
の people/host エントリーに保存することができます。

newkey は、ネームサービススイッチ構成ファイル (nsswitch.conf (4) を参照) 内の publickey エントリー
を参照して、このセキュア RPC キーを保存するためにどのネーミングサービスを使用するかを決定します。
publickey エントリーが、ユニークなネームサービスを指定する場合には、 newkey は、その指定された
ネームサービス内にキーを追加します。しかし、複数のネームサービスがリストされている場合には、
newkey は、どのソースを更新すべきか決定することができないので、エラーメッセージを表示します。この
場合には、ユーザーは、 −s オプションによって明示的にソースを指定する必要があります。

NIS の場合には、そのドメインの NIS マスターサーバー上でスーパーユーザーが newkey を実行しなければ
なりません。 NIS の場合には、この新しいユーザー / ホストのドメインの cred.org_dir テーブルを更新
するためのパーミッションを持つマシン上でスーパーユーザーが newkey を実行しなければなりません。
LDAP の場合は、LDAP ディレクトリの user/host エントリーを更新するためのパーミッションを持つマシン
上でスーパーユーザーが newkey を実行しなければなりません。

NIS+ の場合には、 nisaddcred を使用して新しいキーを追加する必要があります。

オプション
−h hostname 指定した hostname 上に特権ユーザーの新しいパブリック / シークレットキーの対を

作成します。指定した hostname のパスワードを入力要求します。

−u username 指定した username の新しいパブリック / シークレットキーの対を作成します。指定
した username のパスワードを入力要求します。

−s nisplus | nis | files | ldap

指定したソース内のデータベースを更新します。 -s nisplus (NIS+ の場合)、 -s

nis (NIS の場合)、 -s files (ファイルの場合) または -s ldap (LDAP の場
合)。 ldap ソースは、Enhanced Key Components がインストールされている場合
にだけ使うことができます。将来、他のソースも使用できるようになる可能性があり
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ます。

警告
NIS+ の場合、 newkey の後に NIS+ クライアントマシンへの keylogin が必要です。これを行わない場合
は、ユーザーは、 nobody として認証されます。

著者
newkey は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
chkey(1), keylogin(1), nisaddcred(1M), nisclient(1M), nsswitch.conf(4), publickey(4)

『LDAP-UX Client Services Administrator’s Guide』

『LDAP-UX Client Services Release Notes』
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名称
nfsd, biod − NFS デーモン

構文
/usr/sbin/nfsd [ -a ] [ −p protocol ] [ −t device ] [num_nfsd]

/usr/sbin/biod [num_nfsiod]

説明
nfsd は、クライアントのファイルシステム要求を処理する NFS サーバーデーモンを起動します (nfs(7) を参
照)。 num_nfsd は、起動されるファイルシステム要求デーモンの数です。 TCP 要求を処理するカーネルス
レッドをサポートするために１つのデーモンと、 UDP 要求を処理する複数のデーモンが起動します。
num_nfsd は、システムのブート時に、 /etc/rc.config.d/nfsconf ファイルで NUM_NFSD 変数によっ
て設定されます。 UDP 用の nfsds が起動されると、カーネルが自動的に、 num_nfsd の数をシステム内で
アクティブな CPU 数の倍数に繰り上げます。

nfsd デーモンの実行中に別の nfsd コマンドを起動する場合には、既存の nfsd を停止する必要がありま
す。

biod は、 num_nfsiod 個の非同期ブロック I/O デーモンを起動します。これらのデーモンは、NFS クライ
アントで、非同期先読み/後書き込みをキャッシュすることによって I/O 性能を向上させます。 num_nfsiod

は、システムのブート時に、 /etc/rc.config.d/nfsconf ファイルで、 NUM_NFSIOD 変数によって設定
されます。システム内でアクティブな CPU 数は、起動される biod の数には影響しません。

オプション
nfsd は、以下のオプションを認識します。

-a NFS デーモンを、 UDP と TCP を含め、サポートしているすべてのコネクションレ
スおよびコネクション型トランスポートで起動します。

-p protocol 特定のプロトコルで NFS デーモンを起動します。

-t device device で指定されたトランスポートに対して NFS デーモンを起動します。

num_nfsd num_nfsd は、起動するファイルシステム要求デーモンの数です。実際に起動される
デーモンの数は、１つの TCP デーモンと、複数の UDP デーモンです。起動される
UDP デーモンの数は、システム内でアクティブなプロセッサ数の倍数に切り上げられ
ます。

biod は、以下のオプションを認識します。

num_nfsiod num_nfsiod は、起動する非同期ブロック I/O デーモンの数です。システム内でアク
ティブな CPU 数は、起動される biod の数には影響しません。

アプリケーションでの使用法
nfs_portmon 変数が 1 に設定されている場合、クライアントで NFS サービスを使用するには、特権ポート (

ポート番号 < IPPORT_RESERVED) を使用する必要があります。 HP-UX システムでの nfs_portmon のデフォ
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ルト値は０です。

この変数を設定するには、対象システム上で次のコマンドを実行します。

kctune nfs_portmon=1

この変数を設定解除するには、対象システム上で次のコマンドを実行します。

kctune nfs_portmon=0

例
16個のアクティブな CPU を持つシステムの例を示します。

/usr/sbin/nfsd 30

33個の nfsds デーモンが起動されます。 UDP 用デーモンについては、カーネルが、指定された num_nfsd

の値を、システム内でアクティブな CPU 数の倍数に切り上げるため、 32個の UDP デーモンが起動されま
す。カーネルの TCP スレッド用のデーモンが１つ起動されます。合わせて 33個のデーモンが起動されること
になります。

/usr/sbin/biod 16

16個のブロック I/O デーモンが起動されます。システム内でアクティブな CPU 数は、起動される biod

デーモンの数には影響しません。

警告
biod デーモンが動作していない状態でバッファーキャッシュが足りなくなると NFS ループバックファイル
システムに対する I/O がブロックされたままになることがまれにあります。そうなると、アプリケーションが
ハングします。この問題を避けるために、これら NFS マウントに対しては直接 I/O を使うようお勧めしま
す。 (mount_nfs(1M) を参照)。

著者
nfsd は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
kctune(1M), mountd(1M), mount_nfs(1M), exports(4)
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名称
nfsstat − ネットワークファイルシステム統計値

構文
nfsstat [−cmnrsz]

説明
nfsstat は、カーネルへの NFS (ネットワークファイルシステム)、インタフェースおよび RPC (リモートプ
ロシージャーコール) インタフェースについて、統計情報を表示します。この情報を初期化し直すこともでき
ます。オプションをまったく指定しなかった場合には、デフォルトとして、下記が指定されています。

nfsstat −cnrs

この場合、あらゆる情報が表示されます。再初期化は行われません。

オプション
−c クライアント情報を表示します。クライアント側の NFS 情報および RPC 情報だけがプリントされま

す。 −c を −n オプションまたは −r オプションと一緒に指定すると、クライアント NFS 情報だ
け、またはクライアント RPC 情報だけがプリントされます。

−m マウントされた NFS ファイルシステムのそれぞれの統計値を表示します。サーバー名とアドレス、マ
ウントフラグ、現在の読み出し/書き込みのサイズ、再送信数、そして動的再送に使用するタイマーが
含まれます。 srtt 値は、 問題なく成功したときの時刻であり、 dev 値は、 予想される偏差であ
り、 cur 値は、現時点でバックオフしている再送値です。

−n NFS 情報を表示します。クライアント側、サーバー側双方の NFS 情報をプリントします。 −c オプ
ションまたは −s オプションと組み合わせると、クライアント側だけ、またはサーバー側だけの NFS

情報をプリントします。

−r RPC 情報を表示します。

−s サーバー情報を表示します。

−z ゼロ (再初期化) 統計値です。このオプションはスーパーユーザーのみ使用可能です。 -z を他の任意
のオプションと組み合わせると、特定の組み合わせの統計値をプリントした後に、それらの値をゼロ
にすることができます。

表示
サーバー側の RPC 表示には、以下のフィールドがあります。

badcalls RPC レイヤーが拒否した呼び出しの総数 (下記の badlen と xdrcall の和と等しい)。

badlen RPC 呼び出しの最小サイズよりも短い長さの RPC 呼び出しの数。

calls 受信した RPC 呼び出しの総数。

nullrecv RPC 呼び出しを受信したとみなされるのに、それが無効だった回数。
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xdrcall XDR が解読できないヘッダーを持つ RPC 呼び出しの数。

サーバー側の NFS 表示は、受信した NFS 呼び出しの数や (calls) と拒否された呼び出し (badcalls) の数
や、さまざまな呼び出しの総数およびその割合を示します。

クライアント側の RPC 表示は、以下のフィールドを含んでいます。

badcalls RPC レイヤーが拒否した呼び出しの総数。

badverfs 応答の中の不正なベリファイヤによって失敗した呼び出しの数。

badxid 他のどの呼び出しとも一致しない、サーバーから受信した応答回数。

calls 実行された RPC 呼び出しの総数。

cantconn サーバーへの接続が失敗したことで、失敗した呼び出しの回数。

cantsend クライアントがコネクションレス転送で RPC 要求を送信しようとしたのに送信できなかった
回数。

interrupts 完了する前にシグナルによって打ち切られた呼び出しの回数。

newcred リフレッシュされなくてはならない認証情報の回数。

nomem メモリー割り当てで失敗した呼び出しの回数。

retrans サーバーからの応答を待つ間に、タイムアウトのため、再送信しなくてはならなかった呼び出
しの回数。

timeout サーバーからの応答を待つ間に、タイムアウトとなった呼び出しの回数。

timers 呼び出しのタイムアウト値で指定の最小値以上に算出された値の回数。

wait クライアントハンドルが、まったく使用できないために待機しなければならなかった呼び出し
の回数。

クライアント側の NFS 表示は、呼び出しの受信回数と拒否回数、 CLIENT ハンドルを受信した回数
(nclget)、ハンドルを待つ間に休眠状態でいなくてはならなかった呼び出しの回数 (nclsleep) そしてさまざ
まな呼び出しの総数とそれぞれの割合を示します。

マウントフラグ
−m オプションには、マウントオプションによって設定されるマウントフラグやシステム内部のマウントフラ
グといったマウントに関する情報が含まれています。 mount_nfs(1M) を参照してください。

以下のマウントフラグがマウントオプションによって設定されます。

hard ハードマウント。

soft ソフトマウント。

intr ハードマウントに対する割り込みを許可。
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nointr ハードマウントに対する割り込みを禁止。

forcedirectio

マウント中は直接 I/O を強制的に使用。

noac クライアントは属性をキャッシュしない。

rsize 読み込みバッファーサイズ (バイト単位)。

wsize 書き込みバッファーサイズ (バイト単位)。

retrans NFS の再送。

nocto クローズとオープンの一貫性を検査しない。

llock ローカルロックの使用 (ロックマネージャを使わない)。

grpid System V のグループ ID を継承。

devs ローカルデバイスへのアクセスを許可。

以下のマウントフラグはシステム内部のフラグです。

printed "Not responding" メッセージを出力。

down サーバーダウン。

dynamic 転送サイズの動的な調整。

link サーバーでリンクをサポート。

symlink サーバーでシンボリックリンクをサポート。

readdir readdirplus ではなく readdir を使用。

novj HP CIFS Client 製品のみで使用するプライベートオプション。

以下のフラグは、その他のマウント情報に関連したものです。

vers NFS のバージョン。

proto プロトコル。

著者
nfsstat は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
mount_nfs(1M)
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名称
nis_cachemgr − NIS+ サーバーに関する位置情報が入ったキャッシュの保守

構文
/usr/sbin/nis_cachemgr [ −i ] [ −n ] [ −v ]

説明
nis_cachemgr デーモンは、 NIS+ ディレクトリオブジェクトのキャッシュを保守します。キャッシュに
は、ネーム空間内の種々のディレクトリに対して機能する NIS+ サーバーと接続するために必要な位置情報が
入っています。この情報には、トランスポートアドレス、サーバーの認証に必要な情報、ディレクトリオブ
ジェクトをキャッシュできる時間を示したフィールドなどがあります。キャッシュによって、NIS+ ネーム空
間内を移動するクライアントのパフォーマンスが向上します。 NIS+ を使用するすべてのマシンで
nis_cachemgr を実行する必要があります。ただし、NIS+ 要求がサービスを受ける場合は、
nis_cachemgr プログラムを実行する必要はありません。

このプログラムで保守するキャッシュは、当該マシン上で NIS+ をアクセスするすべてのプロセスで共用され
ます。キャッシュは、すべてのプロセスでメモリーマップされたファイル ( mmap (2) を参照) の中に保持され
ます。 nis_cachemgr は開始時にコールドスタートファイルからキャッシュを初期化し ( nisinit (1M) を参
照) 、キャッシュファイルに既にある期限切れとなっていないエントリーを保持します。そのため、マシンを
リブートしてもキャッシュは保持されます。

nis_cachemgr プログラムは、通常、システム起動スクリプトから起動します。

注意 : nis_cachemgr プログラムは、動作しているホストの NIS+ 主体名の下で NIS+ 要求を作成しま
す。 nis_cachemgr を実行する前に、ホストのドメインにある cred.org_dir テーブルに、 nisadd-

cred(1M) を使用してホストのセキュリティ認定を追加する必要があります。 NIS+ サービスをセキュリティ
レベル 2 で運用している場合は ( rpc.nisd (1M) を参照) 、 認定の型として DES が必要です。後述の 警告セ
クションを参照してください。また、マシンで ’keylogin -r’ を実行しておく必要があります。

nisshowcache を使用すると、キャッシュされたオブジェクトを表示することができます。

オプション
−i nis_cachemgr は以前のキャッシュファイルを無視し、キャッシュをコールドスタート ファイルか

ら初期化し直します。デフォルトでは、キャッシュマネージャ自体がコールドスタート ファイルおよ
び古いキャッシュファイルの両方から初期化されます。したがって、マシンをリブートしてもキャッ
シュ内のエントリーは保持されます。

−n nis_cachemgr を 非保護モードで実行します。デフォルトでは、マシン上の別のプロセスから共用
キャッシュにディレクトリオブジェクトを追加するよう要求されたときに、まず要求の暗号シグネ
チャをチェックし、ディレクトリオブジェクトが有効なものであり、権限のあるサーバーから要求が
送信されていることを確認します。このモードでは、 nis_cachemgr はこのようなチェックをしな
いで、共用キャッシュにディレクトリオブジェクトを追加します。
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−v 詳細モードに設定します。このモードでは、 nis_cachemgr プログラムはエラーや警告だけでな
く、補足のステータスメッセージもログに取ります。この補足メッセージを LOG_INFO の優先順位で
ログに取るには syslog(3C) を使用します。

診断
nis_cachemgr デーモンは、 syslog ( syslog (3C) を参照) を使用してエラーメッセージと警告メッセージを
ログに取ります。エラーメッセージは LOG_ERR の優先順位で、また警告メッセージは LOG_WARNING の優
先順位で DAEMON 機能に記録されます。補足のステータスメッセージを得るには −v オプションを使用しま
す。

警告
ホストの主体のセキュリティ認定がそのドメインの cred.org_dir テーブルにないときに、このプログラム
を ’−n’ の非保護モードオプションなしで実行すると、 NIS+ 要求を出したプロセスのパフォーマンスが極度
に低下することがあります。

ファイル
/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHE 共用キャッシュファイル
/var/nis/NIS_COLD_START コールドスタートファイル
/etc/init.d/rpc NIS+ の初期化スクリプト

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nis_cachemgr は Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
keylogin(1), nisaddcred(1M), nisinit(1M), nisshowcache(1M), rpc.nisd(1M), mmap(2), syslog(3C), nisfiles(4).
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名称
nisaddcred − NIS+ 資格の作成

構文
nisaddcred [ −p principal ] [ −P nis_principal ] [ −l login_password ] auth_type [ domain_name ]

nisaddcred −r [ nis_principal ] [ domain_name ]

説明
nisaddcred コマンドを使用して、NIS+ 主体のセキュリティ資格を作成します。 NIS+ 資格の目的は 2つ
あります。 1つは、種々のサービスに対して認証情報を提供することです。もう 1つは、認証サービス名を
NIS+ 主体名にマッピングすることです。

nisaddcred コマンドを実行すると資格が作成され、デフォルトの NIS+ ドメインにある cred.org_dir

テーブルに保存されます。 domain_name を指定すると、エントリーは指定のドメインの cred.org_dir に
保存されます。一般ユーザーの資格は、パスワードと同じドメインに保存しなければなりません。

資格の追加は、 nisclient(1M) を使用して簡単に行えます。このコマンドは必要な情報を独自に入手します。
hosts および passwd の各 NIS+ テーブルのエントリーに資格を追加するには、 nispopulate(1M) を使用
します。

NIS+ オブジェクトのアクセス権を持つクライアントを指定する際には、 NIS+ 主体名を使用します。詳細
は、 nis+(1) マンページの「主体名」を参照してください。また、 nischmod(1) 、 nischown(1) 、
nis_objects(3N) 、 nis_groups(3N) を参照してください。その他のさまざまなサービスでも主体名に基づいた
アクセス制御を実現できます。

cred.org_dir テーブルは以下のように編成されています。

cname auth_type auth_name public_data private_data

fred.foo.com. LOCAL 2990 10,102,44

fred.foo.com. DES unix.2990@foo.com 098...819 3b8...ab2

cname カラムには NIS+ 主体名の正式名称が入ります。慣例では、この名前はユーザーのログイン名または
マシンのホスト名、ドット (‘‘.’’)、主体の「ホーム」ドメインの完全修飾名で構成されます。ユーザーのドメイ
ンは、 DES 資格が保持されているドメインがホームドメインです。ホストの場合は、そのホストで実行した
domainname(1) コマンドで戻されたドメインがホームドメインです。

cred.org_dir テーブルの auth_type エントリーには、認証の型として LOCAL と DES の 2種類がありま
す。コマンド行で auth_type を指定する際には、 local と des のどちらかを大文字または小文字で指定する必
要があります。

LOCAL 型のエントリーは、NIS+ サービスによって使用されます。 これは、完全修飾の NIS+ 主体名と、
cred.org_dir テーブルがあるドメインで UID によって識別されるユーザーが一致しているかを判別しま
す。 AUTH_SYS の RPC 認証 ( rpc_clnt_auth(3N) を参照) を使用して作成された要求を NIS+ 主体名に関連
付けるときには、主体名とユーザーが一致することが必要です。また、 1つのドメインにある UID を、別の

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 111



nisaddcred(1M) nisaddcred(1M)

ホームドメインの完全修飾の NIS+ 主体名にマッピングするときにもこれらが一致していなければなりませ
ん。その後で、あらゆる種類の認証に対する主体の資格が主体のホームドメイン (主体名から抽出 ) の
cred.org_dir テーブル内で調べられます。 1つの NIS+ 主体の LOCAL 認定エントリーが複数のドメイン
にあってもかまいません。 LOCAL 資格を指定できるのはユーザーだけに限られ、マシンには指定できませ
ん。ホームドメインでは、NIS+ のユーザーは両方の型の資格を持っていなければなりません。

LOCAL 型のエントリーの auth_name は、 cred.org_dir テーブルのあるドメイン中の主体の有効な UID

です。この UID は、当該主体のホームドメインのものと違っていてもかまいません。 LOCAL 型では pub-

lic_data に保存されるパブリック情報は、そのユーザーがメンバーとなっているグループの GID のリストで
す。 GID は、このテーブルがあるドメインにも適用されます。 LOCAL 型にはプライベートデータはありま
せん。 1つの cred.org_dir テーブルに、同じ UID や主体名を複数の LOCAL エントリーに指定すること
はできません。

DES の auth_type は、Secure RPC の認証 ( secure_rpc(3N) を参照) に使用されます。

DES の auth_type の認証名は Secure RPC netname です。 Secure RPC のネット名の形式は
unix.id@domain です。 domain は、主体のドメインと同じでなければなりません。主体がユーザーの場合
は、 id は主体のホームドメインでの UID となります。主体がホストの場合は、 id はホスト名となります。
Secure RPC では、有効な UID 0 (ルート) の下で実行するプロセスはホスト主体で識別されます。 LOCAL

とは異なり、 NIS+ ネーム空間内の 1つの NIS+ 主体の DES 認定エントリーは 1つだけに限られています。

DES 型のエントリーのパブリック情報は、主体のパブリックキーです。このエントリーのプライベート情報
は、主体のネットワークパスワードによって暗号化された主体のプライベートキーです。

NIS+ のユーザークライアントには、ホームドメインで両方の型の資格が必要です。また、認証される要求を
ドメインから出すには、主体には各ドメインの cred.org_dir テーブルで LOCAL エントリーが必要です。
LOCAL エントリーのないドメインから要求を出す NIS+ クライアントは、DES 認定を得ることはできませ
ん。 2つ以上のセキュリティレベルで動作する NIS+ サービスはこのようなユーザーを認証されないユーザー
とみなし、アクセス権の判定で nobody のカテゴリに入れます。

このコマンドを実行できるのは、 cred テーブルに対してエントリーの追加または削除ができる権限を持った
NIS+ 主体に限定されています。

呼び出し側自体の資格を追加する場合は、 nisaddcred が自動的に呼び出し側のキーログインを実行しま
す。

オプション
−p principal 主体名 principal を、このエントリーの auth_name フィールドに入れます。 LOCAL 認定の

場合、このオプションで指定する名前は UID を示す文字列でなければなりません。 DES 認
定の場合、既に説明したように unix.id@domain の形式の Secure RPC ネット名でなければ
なりません。 −p オプションを省略すると、現在のプロセスの有効 UID とローカルドメイン
の名前を使用して auth_name フィールドが作成されます。
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−P nis_principal

NIS+ 主体名 nis_principal を使用します。このオプションは、ホームドメインがローカルマ
シンのデフォルトのドメインとは異なるユーザーの LOCAL 認定を作成する際に使用しま
す。

−P オプションを省略すると、 nisaddcred は以下のようにしてエントリーの主体名を作成
します。 LOCAL 型以外のエントリーを作成する場合は、 nisaddcred は
nis_local_principal を呼び出します。これは、現在のプロセスの有効 UID の LOCAL

エントリーが cred.org_dir テーブルにあるかを調べ、その主体名を新しいエントリーに
使用します。 LOCAL 型のエントリーを作成する場合は、 nisaddcred は自分のプロセス
の有効 UID のログイン名にドット (‘‘.’’) を付加し、その後ろにローカルマシンのデフォルト
のドメインを付加して、デフォルトの NIS+ 主体名を作成します。呼び出し側がスーパー
ユーザーのときは、ログイン名の代わりにマシン名が使用されます。

−l login_password

指定された login_password をパスワードとして使用して、資格エントリーのシークレット
キーを暗号化します。これを指定すると、パスワードを入力するためのプロンプトがシェルか
ら出されません。このオプションは管理スクリプトだけを対象としています。プロンプトは、
他人がコマンド行から ps(1) を使用してパスワードを見ることを防ぎます。またユーザーの入
力の誤りもチェックします。注記 : login_password にユーザーの実際のパスワードを指定
する必要はありませんが、パスワードを使用するとログインが簡単になります。

−r [ nis_principal ]

主体 nis_principal に関するすべての資格を cred.org_dir テーブルから削除します。この
オプションは、クライアントまたはユーザーをシステムから削除する際に使用します。
nis_principal を省略すると、現在の user の資格が削除されます。 domain_name を省略し
ていると、デフォルトの NIS+ ドメインで操作が実行されます。

戻り値
正常終了すると、このコマンドは 0 を戻します。異常終了すると、 1 を戻します。

注意
NIS (YP) で使用されていた publickey.byname と netid.byname の両マップは cred.org_dir NIS+ テーブ
ルに置き換えられました。

例
UID 2970 および NIS+ 主体名 fredw.some.domain の LOCAL エントリーを追加します。

nisaddcred −p 2970 −P fredw.some.domain. local

コマンド行の最後のパラメータとして domainname を指定しない限り、 nisaddcred を実行するドメイン
の cred.org_dir テーブルに資格が追加されることに注意してください。ドメインサーバーからそのクライ
アントの資格を追加する場合は、 domainname を指定する必要があります。呼び出し側は、 cred.org_dir

テーブルにエントリーを作成するための適切な許可を持っていなければなりません。
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システム管理者は上記のユーザーの DES 認定を追加できます。

nisaddcred -p unix.2970@some.domain ¥

-P fredw.some.domain. des

ここで、 2970 はユーザー fredw の UID です。 some.domain はユーザーのホームドメインからのもの
であり、 fredw はパスワードファイルからのものです。 DES 認定を追加できるのは、LOCAL 認定を追加
した後だけです。注意してください。

secure RPC ネット名の最後にはドット (‘‘.’’) はありませんが、 NIS+ 主体名 ( −P オプションで指定) の最後
にはドットがあることに注意してください。このコマンドは、ユーザーと同じドメインマシンから実行する必
要があります。

同じドメインマシンの DES 認定を追加します。

nisaddcred -p unix.foo@some.domain ¥

-P foo.some.domain. des

この場合は、LOCAL 認定が必要ありません。

現在のユーザーの UID および NIS+ 主体名 tony.some.other.domain: の LOCAL エントリーを追加しま
す。

nisaddcred −P tony.some.other.domain. local

nismatch(1) を使用すると、特定の主体の cred エントリーをリストできます。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisaddcred は、 Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
chkey(1), keylogin(1), nis+(1), nischmod(1), nischown(1), nismatch(1), nistbladm(1), nisclient(1M), nispopu-

late(1M), nis_local_names(3N), rpc_clnt_auth(3N), secure_rpc(3N), nis_objects(3N), nis_groups(3N).
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名称
nisaddent − 対応する /etc ファイルまたは NIS マップからの NIS+ テーブルの作成

構文
/usr/lib/nis/nisaddent [ −D defaults ] [ −Parv ] [ −t table ] type [ nisdomain ]

/usr/lib/nis/nisaddent [ −D defaults ] [ −Paprmv ] −f file [ −t table ] type [ nisdomain ]

/usr/lib/nis/nisaddent [ −D defaults ] [ −Parmv ] [ −t table ] −y ypdomain [ −Y map ]

type [ nisdomain ]

/usr/lib/nis/nisaddent −d [−AMq] [ −t table ] type [ nisdomain ]

説明
nisaddent は対応する /etc ファイルおよび NIS マップから NIS+ テーブル内にエントリーを作成しま
す。この処理は、HP-UX システムの管理で使用されるそれぞれの標準テーブルごとにカスタマイズされてい
ます。 type 引き数で、処理されるデータの型を指定します。この type の正しい値として、標準的なテーブル
には aliases 、 bootparams 、 ethers 、 group 、 hosts 、 netid 、 netmasks 、 networks

、 passwd 、 protocols 、 publickey 、 rpc 、 services 、 shadow または timezone を、汎用
の 2 カラム (キー、値) テーブルには key-value の 1つを指定します。 key-value 型以外のシステム固有
のテーブルを管理するには、 nistbladm(1) を使用することができます。

NIS+ のテーブルは、 nistbladm(1) 、 nissetup(1M) 、または nisserver(1M) によってあらかじめ作成してお
かなければなりません。

システムテーブルを作成するには、 nisaddent の代わりに nispopulate(1M) を使用する方が簡単です。

デフォルトでは、 nisaddent は標準入力から読み取りを行い、そのデータをコマンド行上で指定した type

に対応する NIS+ のテーブルに追加します。 −t オプションを使用して、別の NIS+ のテーブルを指定するこ
ともできます。 key-value 型の場合は、テーブルを指定する必要があります。

データ type がテーブル名 (−t) と異なる可能性があることに注意してください。例えば、automounter テーブ
ルの型は key-value です。

ただし、 shadow というデータ型はありますが、対応する shadow テーブルはありません。 shadow および
passwd データは両方とも passwd テーブルに保存されます。

ファイルは −f オプションを使用して処理され、NIS バージョン 2 (YP) マップは −y オプションを使用て処
理されます。標準入力からデータを読み取る場合には、マージオプションを使用することはできません。

ypdomain を指定すると、 nisaddent コマンドは、その入力を適切な NIS マップに対する dbm ファイル (

mail.aliases 、 bootparams 、 ethers.byaddr 、 group.byname 、 hosts.byaddr 、
netid.byname 、 netmasks.byaddr 、 networks.byname 、 passwd.byname 、 proto-

cols.byname 、 publickey.byname 、 rpc.bynumber 、 services.byname または time-

zone.byname ) から入手します。 −Y オプションによって、別の NIS マップを指定することができます。
key-value 型の場合には、マップを指定する必要があります。このマップは、ローカルマシン上の
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/var/yp/ypdomain ディレクトリ内になければなりません。 ypdomain は、大文字と小文字を区別すること
に注意してください。 ypxfr(1M) を使用すると、これらの NIS マップを入手することができます。

nisdomain を指定すると、 nisaddent は指定した NIS+ のドメイン内の NIS+ のテーブルを対象に処理を
行います。それ以外の場合には、デフォルトのドメインが使用されます。

効率の点では、dbm ファイルを介した場合に( −y ) 、テーブルのロードは最も速く行われます。

オプション
−a 既存のエントリーを削除しないで、ファイルまたはマップを NIS+ のテーブルに追加します。この

オプションがデフォルト値です。このモードでは、削除ではなく追加および修正だけを引き渡すこ
とに注意してください。

−d 指定した type にふさわしいフォーマットで NIS+ テーブルを標準出力にダンプします。 key-

value 型のテーブルの場合には、代わりに niscat(1) を使用してください。 cred テーブルをダ
ンプするには、 publickey および netid という型をダンプします。

−f file file を (標準入力の代わりに) 入力のソースとして使用することを指定します。

−m ファイルまたはマップを NIS+ テーブルにマージします。これは、変更の箇所が少ない場合にファ
イルまたは NIS+ テーブルによって NIS マップを最新の状態にする最も効率的な方法です。この
オプションは、データベース内にまだ存在しないエントリーを追加し、既にあるエントリーが変更
されている場合にはそれを修正し、ソースにないエントリーを削除します。データベースが大き
く、複写されたものであり、ロードされているマップの少数のエントリーだけが異なる場合には、
いつでもこの −m オプションを使用してください。このオプションは、レプリカに送信される更新
メッセージの数を減少させます。 −r オプションも参照してください。

−p ファイルからパスワード情報をロードする際に、パスワードフィールドの処理を行います。デフォ
ルトでは、パスワードフィールドは保証されない (実際のパスワードは shadow ファイル内にあり
ます) ので無視されます。

−q テーブルを「クイック」モードでダンプします。デフォルトの方法でテーブルをダンプすると、そ
れぞれのエントリーが個々にダンプされます。一部のテーブル (例えば、hosts) の場合には、複数
のエントリーを一行に結合しなければならないので、サーバーに余分な要求が行われます。「ク
イック」モードでは、一度のサーバーの呼び出しで 1つのテーブルのすべてのエントリーが検索さ
れるので、テーブルをより速くダンプすることができます。ただし、テーブルが大きい場合には、
この処理が仮想メモリーを使い果たす可能性があり、その場合、テーブルはダンプされません。

−r 最初に既存のエントリーを削除して、次にソース ( /etc ファイルまたは NIS+ マップ) からエン
トリーを追加することによって、既存の NIS+ のテーブル内のファイルまたはマップを置き換えま
す。このオプションには、 −m オプションと同じ効果があります。変更箇所が多い場合を除いて、
パフォーマンスに悪影響があるので、このオプションの使用をできるだけ避けてください。

−t table table が、この処理の対象の NIS+ のテーブルであることを指定します。これは、デフォルトのド
メインつまり domainname が指定されている場合にその名前に関連付けられていなければなりま

116 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



nisaddent(1M) nisaddent(1M)

せん。

−v 詳細モード

−y ypdomain

NIS ドメイン ypdomain から、入力のソースとして適切な NIS マップに対する dbm ファイルを
使用します。これらのファイルは、ローカルマシン上の /var/yp/ypdomain ディレクトリ内にあ
ることが期待されます。ローカルマシンが NIS サーバーでない場合には、 ypxfr(1M) を使用して
適切なマップに対する dbm ファイルのコピーを入手してください。

−A すべてのデータ。このオプションは、指定したテーブル内のすべてのデータおよび最初のテーブル
の連結パスにあるテーブル内のすべてのデータが戻されることを指定します。

−D defaults

このオプションは、この処理中に別のデフォルト値のセットを使用することを指定します。
defaults 文字列には、コロンで区切ったトークンの並びを指定します。これらのトークンは、一般
的なオブジェクト特性に使用されるデフォルト値を表します。すべての正しいトークンを以下で説
明します。

ttl=time

このトークンは、このコマンドによって作成されるオブジェクトのデフォルトの有効期間
を設定します。値 time は、 nischttl(1) コマンドで定義されるフォーマットで指定しま
す。デフォルト値は 12 時間です。

owner=ownername

このトークンは、NIS+ の主体 ownername が作成されるオブジェクトを所有することを指
定します。このデフォルト値は、コマンドを実行した主体になります。

group=groupname

このトークンは、グループ groupname が作成されるオブジェクトのグループ所有者である
ことを指定します。デフォルト値は NULL です。

access=rights

このトークンは、指定したオブジェクトに対して与えられるアクセス権のセットを指定し
ます。値 rights は、 nischmod(1) コマンドで定義されるフォーマットで指定します。デ
フォルト値は、 −−−−rmcdr − − −r − − − です。

−M マスターサーバーのみ。このオプションは、検索結果がマスターサーバーに送信されることを指定
します。これによって、マスターサーバーがビジー状態であったり、この処理によってビジー状態
になる可能性を伴いますが、最新の情報が表示されることが保証されます。

−P 連結パスをたどります。このオプションは、最初の検索に失敗した場合に、テーブルの連結パスを
たどって検索することを指定します。

−Y map 入力のソースとして map に対する dbm ファイルを使用します。
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例
次の例は、 /etc/passwd の内容を passwd.org_dir テーブルに追加します。

cat /etc/passwd | nisaddent passwd

次の例は、shadow の情報を追加します (この型のテーブルは、実際の情報が passwd テーブル内に保存され
ている場合でも、 passwd ではなく shadow であることに注意してください)。

cat /etc/shadow | nisaddent shadow

次の例は、 hosts.org_dir テーブルを /etc/hosts の内容で置き換えます (詳細モード)。

nisaddent −rv −f /etc/hosts hosts

次の例は、 myypdomain からの passwd マップを passwd.org_dir.nisdomain テーブルとマージしま
す (詳細モード) (この例では、 /var/yp/myypdomain ディレクトリに yppasswd マップがあると仮定して
います)。

nisaddent −mv −y myypdomain passwd nisdomain

次の例は、 myypdomain からの auto.master を auto_master.org_dir テーブルとマージします。

nisaddent −m −y myypdomain −Y auto.master ¥

−t auto_master.org_dir key-value

次の例は、 hosts.org_dir テーブルをダンプします。

nisaddent −d hosts

多言語化対応
環境変数

NIS_DEFAULTS この変数には、NIS+ の標準的なデフォルト値を上書きするデフォルトの文字列が入って
います。 −D スイッチが使用されている場合には、これらの値が NIS_DEFAULTS 変数お
よび標準的なデフォルト値を両方とも上書きします。

NIS_PATH この変数が設定され、 nisdomain および table が完全修飾名でない場合は、テーブルが検
出されるまで、 NIS_PATH 内に指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisde-

faults(1) を参照してください)。

戻り値
nisaddent は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。
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著者
nisaddent は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
niscat(1), nischmod(1), nisdefaults(1), nistbladm(1), nispopulate(1M), nisserver(1M), nissetup(1M),

ypxfr(1M), hosts(4), passwd(4)
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名称
nisclient − NIS+ の主体の NIS+ 資格の初期化

構文
/usr/lib/nis/nisclient −c [−x] [−o] [−v] [−l network_password]

[−d NIS+_domain] client_name ...

/usr/lib/nis/nisclient −i [−x] [−v] −h NIS+_server_host

[−a NIS+_server_addr] [−d NIS+_domain] [−S 0|2]

/usr/lib/nis/nisclient −u [−x] [−v]

/usr/lib/nis/nisclient −r [−x]

説明
nisclient シェルスクリプトを使用すると、以下の処理を実行することができます。

• ホストおよびユーザーの NIS+ 資格を作成する

• NIS+ のホストおよびユーザーを初期化する

• ネットワークサービス環境を復元する

NIS+ 資格は、NIS+ クライアントの認証情報を NIS+ サービスに提供するために使用されます。

最初の構文 (−c) を使用して、ホストまたはユーザーの個々の NIS+ 資格を作成します。新しい資格を作成す
るつもりのドメイン内の NIS+ の主体としてログインしなければなりません。さらに、"cred" ローカルテーブ
ルへの書き込みパーミッションも必要です。client_name 引き数には、NIS+ ドメイン内の正しいホスト名ま
たはユーザー名を指定します (例えば、client_name は hosts または passwd テーブル内に存在していなけ
ればなりません)。nisclient は、それぞれの client_name を hosts テーブルおよび passwd テーブルの
両方にあることを確認した後、ホストまたはユーザーの適切な NIS+ の資格を追加します。自分のローカルド
メインの外に NIS+ 資格を作成する場合には、ホストまたはユーザーがローカルドメインとリモートドメイン
の両方の hosts テーブルまたは passwd テーブル内に存在しなければならないことに注意してください。

デフォルトでは、nisclient は、指定したホストおよびユーザーの資格テーブル内の既存のエントリーへの
上書きは行いません。上書きするには、−o オプションを使用します。資格を作成した後、nisclient は、
そのホストまたはユーザーを初期化するためにクライアントマシン上で実行しなければならないコマンドをプ
リントします。−c オプションには、クライアントのネットワークパスワードが必要で、このパスワードはク
ライアントのシークレットキーを暗号化するために使用されます。このパスワードはコマンド行上で −l オプ
ションによって指定することもできるし、そうでない場合には、スクリプトがこのパスワードを入力要求しま
す。このネットワークパスワードは、後から、nispasswd(1) または chkey(1) によって変更することができま
す。

nisclient -c は、passwd テーブルおよび hosts テーブル内に定義されているすべてのユーザーおよびホ
ストの NIS+ 資格の作成に使用することを目的としたものではありません。すべてのユーザーおよびホストの
NIS+ 資格を定義するには、nispopulate(1M) を使用してください。
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2 番目の構文 (−i) を使用して、NIS+ のクライアントマシンを初期化します。−i このオプションを使用する
と、NIS+ を使用するようにマシンを変換したり、マシンのドメイン名を変更したりすることができます。
NIS+ のクライアントにするつもりのマシン上でスーパーユーザーとしてログインしなければなりません。管
理者は、nisclient -c または nispopulate -C を使用して、このホストの NIS+ 資格を既に作成してお
かなければなりません。管理者が作成したネットワークパスワードが必要です。nisclient は、シークレッ
トキーを復号化して、その後、このマシンのルートのログインパスワードがプライベートキー/パブリックキー
を生成できるように、この新しいネットワークパスワードを入力要求します。管理者が nisclient -c を使
用して NIS+ 資格を既に作成している場合には、nisclient スクリプトによってプリントされた初期化コマ
ンドを、手作業で入力する代わりに、使用するだけでこのホストを初期化することができます。

認証されていない NIS+ クライアントマシンを初期化するには、−S 0 とともに −i オプションを使用しま
す。これらのオプションを指定すると、nisclient -i オプションはパスワードの要求を行いません。

クライアントの初期化プロセス中に、修正されたファイルは files.no_nisplus としてバックアップされます。
通常、クライアントの初期化中に修正されるファイルは、/etc/rc.config.d/namesvrs 、/etc/nss-

witch.conf 、/etc/hosts 、および、存在する場合には /var/nis/NIS_COLD_START です。ファイル
は、そのバックアップファイルが既に存在する場合には保存されないことに注意してください。

−i オプションは、DNS を使用してホスト名を決定するために NIS+ クライアントをセットアップするもの
ではありません。DNS のセットアップについては、DNS ドキュメンテーションを参照してください (

resolver(4) を参照してください )。

3 番目の構文 (−u) を使用して、NIS+ ユーザーを初期化します。NIS+ 資格を作成したドメイン内で NIS+ ク
ライアントマシン上のユーザーとしてログインする必要があります。管理者は、あらかじめ、nisclient -c

または nispopulate(1M) を使用して、ユーザー名を作成しておかなければなりません。このユーザー名に対す
る NIS+ 資格を作成するために管理者が使用したネットワークパスワードも必要です。nisclient は、シー
クレットキーを復号化するためにこのネットワークパスワードを入力要求し、その後、新しいプライベート
キー / パブリックキーのセットを生成するためにログインパスワードを入力要求します。

4 番目の構文 (−r) を使用して、ネットワークサービス環境を nisclient -i を実行する前に使用していた
すべての状態に復元します。復元するつもりのマシン上のスーパーユーザーとしてログインしなければなりま
せん。この復元は、マシンが nisclient -i によって初期化されている場合にだけ機能します。その理由
は、この復元では、−i オプションによって作成されるバックアップファイルを使用するからです。

マシンを初期化した後、または、ネットワークサービスを復元した後に、マシンを再ブートします。

オプション
−a NIS+_server_addr NIS+ サーバーの IP アドレスを指定します。このオプションは、−i オプションを指

定した場合にだけ使用されます。

−c NIS+ の主体の DES 資格を追加します。

−d NIS+_domain −c オプションとともに使用された場合、資格を作成すべき NIS+ のドメインを指定
します。−i オプションとともに使用された場合、新しい NIS+ のドメインの名前を
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指定します。デフォルト値は、現在のドメイン名です。

−h NIS+_server_host NIS+ サーバーのホスト名を指定します。このオプションは、−i オプションを指定
した場合にだけ使用されます。

−i NIS+ クライアントマシンを初期化します。

−l network_password クライアントのネットワークパスワードを指定します。このオプションは、−c オプ
ションを指定した場合にだけ使用されます。このオプションを指定しないと、スクリ
プトがネットワークパスワードを入力要求します。

−o 既存の資格エントリーを上書きします。デフォルトでは、上書きは行われません。こ
のオプションは、−c オプションを指定した場合にだけ使用されます。

−r ネットワークサービス環境を復元します。

−S 0|2 NIS+ クライアントの認証レベルを指定します。レベル 0 は認証されていないクライ
アントを示し、レベル 2 は認証されている (DES )クライアントを示します。デフォ
ルトでは、認証レベル 2 でセットアップします。このオプションは、−i オプション
を指定した場合にだけ使用されます。−c および −u の両方のオプションに対して、
nisclient は、常に、認証レベル 2 を使用します。認証レベル 0 の場合には、−u

および −c を指定して nisclient を実行する必要はありません。

−u NIS+ ユーザーを初期化します。

−v 詳細モードでスクリプトを実行します。

−x 「エコー」モードをオンにします。スクリプトは、実行すべきコマンドをプリントす
るだけです。このコマンドは実際には実行されないことに注意してください。デフォ
ルト値はオフです。

例
ローカルドメイン内にホスト hpws およびユーザー fred の DES 資格を追加するには、次のように指定しま
す。

/usr/lib/nis/nisclient −c hpws fred

ドメイン xyz.hp.com 内にホスト hpws およびユーザー fred の DES 資格を追加するには、次のように指定し
ます。

/usr/lib/nis/nisclient −c −d xyz.hp.com. hpws fred

ホスト hpws をドメイン xyz.hp.com 内に NIS+ クライアントとして初期化するには、次のように指定しま
す。以下の nisplus_server は、ドメイン xyz.hp.com のサーバーです。

/usr/lib/nis/nisclient −i −h nisplus_server −d xyz.hp.com.

このスクリプトは、サーバーが /etc/hosts ファイルを検出できない場合に、nisplus_server の IP アドレ
スを入力要求します。−d オプションが必要なのは、現在のドメイン名が新しいドメイン名と異なる場合だけ
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です。

ドメイン xyz.hp.com 内に認証されていない NIS+ クライアントとしてホスト hpws を初期化するには、次の
ように指定します。この nisplus_server は、ドメイン xyz.hp.com のサーバーです。

/usr/lib/nis/nisclient -i -S 0 -h nisplus_server -d xyz.hp.com. ¥

-a 129.140.44.1

ユーザー fred を NIS+ の主体として初期化するには、NIS+ のクライアントマシン上でユーザー fred として
ログインします。

/usr/lib/nis/nisclient −u

ファイル
/var/nis/NIS_COLD_START

このファイルには、サーバー、それぞれの転送アドレス、およびそのマシンのデ
フォルトのドメインを処理するそれぞれの Secure RPC プライベートキーのリス
トが含まれます。

/etc/defaultdomain システムのデフォルトのドメイン名
/etc/nsswitch.conf ネームサービススイッチの設定ファイル
/etc/hosts ローカルホスト名データベース

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。
NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポート
します。

著者
nisclient は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
chkey(1), keylogin(1), nis+(1), nispasswd(1), keyserv(1M), nisaddcred(1M), nisinit(1M), nispopulate(1M),

nsswitch.conf(4), resolver(4).
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名称
nisinit − NIS+ のクライアントおよびサーバー初期化ユーティリティ

構文
nisinit −r

nisinit −p Y|D |N parent_domain host . . .

nisinit −c −H host | −B | −C coldstart

説明
nisinit は、マシンを NIS+ のクライアントまたは NIS+ のルートマスターサーバーにするように初期化し
ます。この同じ作業を達成するには、 nisclient(1M) または nisserver(1M) を使用する方が簡単です。

オプション
−r マシンを NIS+ のルートサーバーにするように初期化します。このオプションは、ファイル

/var/nis/root.object を作成し、このマシンに関する情報を含めるようにこのファイルを初期化
します。このオプションは、 sysinfo() システムコールを使用して、デフォルトのドメイン名を検
索します。

NIS+ のルートサーバーとしてマシンを初期化するには、この nisinit -r を使用する代わりに、
nisserver(1M) の -r オプションを使用することをお勧めします。

−p Y | D  | N parent_domain host . . .

ルートサーバー上でこのオプションを使用すると、 /var/nis/parent.object をこのドメインが
その上にあるネーム空間の一部になるように初期化することができます。親オブジェクトを持つこと
ができるのは、ルートサーバーだけです。親オブジェクトは、NIS+ ルートの「上」にあるネーム空間
を表します。このネーム空間が隔離されたドメインの場合には、このオプションを使用することはで
きません。このオプションへの引き数は、どの種類のネームサーバーが NIS+ のドメインの上にある
ドメインを処理するのかをコマンドに指示します。クライアントが NIS+ のネーム空間の外側にある
名前を決定しようとすると、このオブジェクトはネーム空間の境界に到達したことを示すエラー
NIS_FOREIGNNS を付けて戻されます。名前の決定プロセスを続行すると、クライアントに到達しま
す。

パラメータ parent_domain には、その種類のドメインに固有の構文で親ドメインの名前を指定しま
す。ドメインパラメータに続くホスト名のリストには、その親ドメインを処理するホストの名前を指
定します。 1つの親ドメインに複数のサーバーがある場合には、最初に指定するホストがそのドメイ
ンのマスターサーバーになります。

Y 親ディレクトリが NIS バージョン 2 のドメインであることを指定します。

D 親ディレクトリが DNS ドメインであることを指定します。

N 親ディレクトリが別の NIS+ ドメインであることを指定します。このオプションは、あらかじ
め存在する NIS+ サブツリーをグローバルなネーム空間に接続する場合に有効です。
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現在のところ、NIS+ クライアントは −p 機能を利用しないことに注意してください。さらに、親オ
ブジェクトは現在レプリカのルートサーバー上には複写されないので、このオプションの使用はお勧
めしません。

−c NIS+ クライアントになるようにマシンを初期化します。コールドスタートによる初期化、ホスト名に
よる初期化、およびブロードキャストによる初期化という 3つの初期化オプションが使用可能です。
最も安全な方法は、信頼性の高いコールドスタートファイルからの初期化です。 2 番目のオプション
は、信頼されるホストとして指定するホスト名を使用する初期化です。 3 番目の方法は、ブロード
キャストによる初期化であり、これは最も安全性が低い方法です。

−C coldstart

NIS+ のクライアントの初期化の際に、ファイル coldstart をプロトタイプのコールドスター
ト ファイルとして使用します。このコールドスタート ファイルは、既に NIS+ ネーム空間の
クライアントの 1つであるマシンからコピーすることができます。安全性を最大限にするため
に、管理者は、コールドスタート ファイルを暗号化して (uuencode(1) を使用して )、新しく
マシンを立ちあげている管理者にそのファイルを送信することができます。この新しい管理者
は、この後、このファイルを復号化し (uudecode() を使用して)、 nisinit コマンドに
よって使用してマシンを NIS+ のクライアントとして初期化します。コールドスタート ファ
イルが同じドメイン内の別のクライアントからのものである場合には、 nisinit コマンドを
ス キッ プ し て も、 安 全 に、 ファ イ ル を /var/nis ディ レ ク ト リ 内 に
/var/nis/NIS_COLD_START としてコピーすることができます。

−H hostname

信頼できる NIS+ サーバーとしてホスト hostname に連絡をとることを指定します。
nisinit コマンドは、 NETPATH 環境変数内の各転送を反復してそのマシン上の
rpcbind(1M) に連絡をとろうとします。このホスト名は、ネームサービスを実行しないで、到
達可能で なければなりません。 IP ネットワークの場合には、 nisinit の実行時に、
/etc/hosts 内にこのホストに対するエントリーが存在しなければならないことを意味しま
す。

−B nisinit コマンドがローカルサブネット上の NIS+ サーバーを探し出すために IP ブロード
キャストを使用することを指定します。 NIS+ サービスを実行する任意のマシンが応答するこ
とができます。応答するサーバーがこの構成のネーム空間のサーバーであるという保証はあり
ません。このオプションを使用する場合には、サーバーおよび処理されるドメインが正しいこ
とをシステム管理者とともに調べることをお勧めします。 nisshowcache(1M) コマンドを使用
すると、バインディング情報を標準出力にダンプすることができます。

nisinit −c は、このクライアントからの NIS+ のネーム空間へのナビゲートだけを可能にすること
に注意してください。 NIS+ の自分用のネームサービスを作成するには、それを反映するようにファ
イル /etc/nsswitch.conf を修正します。詳細は、 nsswitch.conf (4) を参照してください。
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戻り値
nisinit は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

例
次の例は、ホスト freddy を信頼できるサーバーとして使用して、マシンを NIS+ のクライアントとして初期
化します。

nisinit −cH freddy

次の例は、信頼できるコールドスタートファイルを使用してクライアントをセットアップします。

nisinit −cC /tmp/colddata

次の例は、IP ブロードキャストを使用してクライアントをセットアップします。

nisinit −cB

次の例は、ルートサーバーをセットアップします。

nisinit −r

多言語化対応
環境変数

NETPATH この環境変数には、NIS+ サーバーに接続する際に試みるトランスポートが設定されます (

netconfig(4) を参照)。クライアントライブラリは、NETPATH によって定義されたトランス
ポートだけを使用してサーバーへの接続を試みます。

ファイル
/var/nis/NIS_COLD_START

このファイルには、サーバー、それぞれの転送アドレス、およびそのマシンのデフォル
トのドメインを処理するそれぞれの Secure RPC プライベートキーのリストが含まれま
す。

/var/nis/hostname/root.object

このファイルは、NIS+ のネーム空間のルートオブジェクトを示します。これは、標準
的な XDR で符号化される NIS+ ディレクトリオブジェクトであり、許可されたクライ
アントが nis_modify() インタフェースを使って変更することができます。

/var/nis/hostname/parent.object

このファイルは、論理的に NIS+ ネーム空間の上にあるネーム空間を示します。最も一
般的な種類の親オブジェクトは、DNS オブジェクトです。このオブジェクトには、そ
のドメインのサーバーに関する接続情報が入っています。

/etc/hosts インターネットホストテーブル

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
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トします。

著者
nisinit は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), uuencode(1), nisclient(1M), nisserver(1M), nisshowcache(1M), hosts(4), netconfig(4), nisfiles(4).
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名称
nislog − NIS+ のトランザクションログの内容の表示

構文
/usr/sbin/nislog [−h num| −t num] [−v] directory...

説明
nislog は、NIS+ サーバーのトランザクションログの内容を標準出力に表示します。このコマンドは、ネー
ム空間内の変更を追跡するために使用することができます。 /var/nis/hostname.log ファイルには、
NIS+ サーバーによって保存されるトランザクションログが入っています。hostname は、uname −n によっ
て戻される文字列です。更新が発生すると、それらの更新はこのファイル内に記録され、ログトランザクショ
ンとしてそのレプリカに引き渡されます。ログに対してチェックポイントが実行されると、そのレプリカに引
き渡された更新は削除されます。

nislog コマンドは、NIS+ サーバー上でスーパーユーザーだけが実行できます。このコマンドは、そのサー
バーに対するログエントリーだけを表示します。

directory を指定しないと、ログ全体が検索されます。このオプションを指定すると、指定したディレクトリに
対応するログエントリーだけが表示されます。

オプション
−h [num] ログの先頭から num 個のトランザクションを表示します。この数値パラメータを省略すると、1

が指定されたものとみなされます。この数値パラメータに 0 を指定すると、ログヘッダーだけ
が表示されます。

−t [num] ログの最後から num 個のトランザクションを表示します。この数値パラメータを省略すると、1

が指定されたものとみなされます。この数値パラメータに 0 を指定すると、ログヘッダーだけ
が表示されます。

−v 詳細モード

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポート
します。

ファイル
/var/nis/hostname.log トランザクションログ

著者
nislog は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), uname(1), rpc.nisd(1M), nisfiles(4).
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名称
nisping − NIS+ サーバーへの ping の送信

構文
/usr/lib/nis/nisping [ −uf ] [ −H hostname ] [ −r | directory ]

/usr/lib/nis/nisping −C [ −a ] [ −H hostname ] [ directory ]

説明
最初の行の構文を用いると、 nisping コマンドは、 ping を すべての NIS+ ディレクトリのレプリカへ
送信します。レプリカは、ping を受け取ると、更新のためにマスターサーバーの該当ディレクトリを照合しま
す。このコマンドはレプリカへ ping を実行する前に、最後に更新されたと見られるレプリカと、最後に更新
されたと見られるマスター上のログを見つけます。これらの 2つのタイムスタンプが同じ場合には、ping は送
信されません。 −f (強制) オプションは、これらを上書きします。

通常は、 NIS+ のレプリカサーバーは、短時間で NIS+ のマスターサーバーから最新の情報を入手します。し
たがって、 nisping を使用する必要はまったくありません。

2 番目の行の 構文 nisping −C コマンドは、サーバーへチェックポイントを要求します。 directory を指定
しないと、 nisdefaults(1) によって戻されるホームドメインに対してチェックポイントが実行されます。指定
したサーバーに、すべてのディレクトリをチェックポイントさせる場合には、 -a オプションを使用します。

サーバーは、チェックポイント要求を受け取ると、指定された directory に対する更新をすべてテーブル ログ
ファイルからデータベースファイルにコミットします。レプリカが最新のものでない場合にこのコマンドがマ
スターサーバーに送信されると、レプリカも更新されます。 NIS+ のデータベース ログファイルに対して、
チェックポイントは自動的に実行されないので、このオプションが必要です。 nisping を頻繁に ( 1 日に 1

回など) 使用して、NIS+ データベース ログファイルに対してチェックポイントを実行する必要があります。
このコマンドは、 crontab(1) ファイルに追加できます。データベース ログファイルに対してチェックポイン
トを実行しないと、そのサイズは増大し続けます。

オプション
−a サーバー上のすべてのディレクトリに対してチェックポイントを実行します。

−C 各サーバーに、ping ではなく、チェックポイントの実行を要求します。サーバーは、すべて
のトランザクションを安定記憶にコミットするようにスケジューリングします。

−H hostname ping の送信、更新時刻の検査、またはチェックポイントの実行をホスト hostname に対して
のみ行います。

−f タイムスタンプにより ping を実行する理由がない場合でも、強制的に ping を実行します。
このオプションは、デバッグに役立ちます。

−r 特に、新しいルートのレプリカをリストに追加したりリストから削除する場合にこのオプショ
ンを使用すると、ルートオブジェクトに関するステータスを更新したりルートサーバーから入
手したりすることができます。
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-u オプションを指定しないで -r を使用すると、ping 要求は、ルートドメインを処理する
サーバーに送信されます。レプリカが ping を受け取ると、必要であればそのルートオブジェ
クトを更新します。

-r オプションは、 -C オプション以外の他のすべてのオプションとともに使用することが
できます。ルートオブジェクトに対してチェックポイントを実行する必要はないので、 -C

オプションとともに使用しません。

−u 最後の更新の時刻を表示します。サーバーに ping は送信されません。

注記
−H オプションで指定したサーバーがディレクトリを処理していない場合には、 ping は送信されません。

戻り値
−1 サーバーと接続できないか、または、 −H スイッチで指定したサーバーと接続できません。

0 正常終了

1 すべてのサーバーではなく、一部のサーバーと接続することに成功しました。

例
次の例は、デフォルトのドメインのすべてのレプリカサーバーに ping を実行します。

nisping

この例では、このドメイン内の org_dir および group_dir サブディレクトリには ping を実行しないこと
に注意してください。

次の例は、 org_dir.foo.com. ディレクトリのレプリカサーバー example に ping を実行します。

nisping −H example org_dir.foo.com.

次の例は、 org_dir.bar.com. ディレクトリのすべてのサーバーに対してチェックポイントを実行します。

nisping −C org_dir.bar.com.

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ ディレクトリ名が完全修飾名でない場合は、ディレクトリが検出
されるまで、指定されている各ディレクトリが検索されます。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。
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著者
nisping は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
crontab(1), nisdefaults(1), nislog(1M), nisfiles(4).
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名称
nispopulate − NIS+ ドメイン内での NIS+ テーブルの作成

構文
/usr/lib/nis/nispopulate -Y [-x] [-f] [-n] [-u] [-v] [-S 0|2] [-l network_passwd]

[-d NIS+_domain] -h NIS_server_host [-a NIS_server_addr] -y NIS_domain [table] . . .

/usr/lib/nis/nispopulate -F [-x] [-f] [-u] [-v] [-S 0|2] [-d NIS+_domain]

[-l network_passwd] [-p directory_path] [table] . . .

/usr/lib/nis/nispopulate -C [-x] [-f] [-v] [-d NIS+_domain]

[-l network_passwd] [hosts| passwd]

説明
nispopulate シェルスクリプトを使用すると、NIS+ テーブルをそれぞれ対応するファイルまたは NIS の
マップから指定したドメイン内に作成することができます。 nispopulate は、 nisserver(1M) または nis-

setup(1M) のどちらかによってテーブルが作成されていることを前提とします。

テーブル引き数には、HP-UX システムの管理で使用される標準的な名前および標準的でない key-value 型
テーブルを指定することができます。 key-value 型テーブルについての詳細は、 nisaddent(1M) を参照してく
ださい。テーブル引き数を指定しないと、 nispopulate は自動的にそれぞれの標準的なテーブルを作成し
ます。これらの標準的な (デフォルトの ) テーブルとは、 auto_master 、 auto_home 、 ethers 、
group 、 hosts 、 networks 、 passwd 、 protocols 、 services 、 rp 、 netmasks 、 boot-

params 、 netgroup 、 aliasesおよびshadow です。 shadow テーブルは、ファイルから作成する場合
にだけ使用されることに注意してください。 nispopulate に使用できる標準的でないファイルとは、 key-

value 型のテーブルです。これらのテーブルは、最初に nistbladm(1) コマンドによって手作業で作成しておか
なければなりません。

最初の 構文 (-Y) を使用すると、NIS マップから NIS+ テーブルが作成されます。 nispopulate は
ypxfr(1M) を使用して、NIS マップを NIS サーバーからローカルマシン上の /var/yp/NIS_domain ディレ
クトリに転送します。その後、これらのファイルを入力ソースとして使用します。 NIS_domain は大文字と
小文字を区別することに注意してください。ディレクトリに十分なスペースがあることを確認します。

2 番目の 構文 (-F) を使用すると、ローカルファイルから NIS+ テーブルが作成されます。 nispopulate

は、現在の作業ディレクトリまたは指定したディレクトリ内にある、テーブル名が一致するファイルを入力
ソースとして使用します。

hosts テーブルおよび passwd テーブルを作成する場合、 nispopulate は、 hosts テーブルおよび
passwd テーブル内に定義されているすベてのユーザーおよびホストの NIS+ 資格をそれぞれ自動的に作成す
ることに注意してください。これらの資格を作成するために、ネットワークパスワードが必要です。このネッ
トワークパスワードは、新しいユーザーおよびホストのシークレットキーを暗号化するために使用されます。
このパスワードは、 -l オプションを使用して指定することもできるし、デフォルトのパスワード "nisplus"

を使用することもできます。 nispopulate は、資格テーブル内の既存のエントリーを上書きしません。
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cred テーブルのエントリーを上書きするには、 nisclient(1M) を使用します。これは、ユーザーの LOCAL

と DES の両方の資格、およびホストの DES 資格だけを作成します。資格の自動作成を行わない場合には、
-S 0 オプションを指定します。

3 番目の 構文 (-C) を使用すると、指定したドメインのパスワード (passwd) テーブルおよびホスト (hosts)

テーブルから認証レベル 2 (DES) でNIS+資格テーブルが作成されます。この処理の正しいテーブル引き数
は、passwd および hosts です。この引き数を指定しないと、入力ソースとしてパスワード (passwd) および
ホスト (hosts) の両方が使用されます。

以前に -S 0 オプションを指定して nispopulate が使用されている場合には、ホストまたはユーザーの資
格が追加されることはありません。後からすべてのユーザーおよびホストに資格を追加する場合には、この
(-C) オプションを使用します。

オプション
−a NIS_server_addr NIS サーバーの IP アドレスを指定します。このオプションは、 -Y を指定した場合に

だけ使用できます。

-C DES 認証 ( セキュリティレベル 2) を使用して パスワード (passwd) テーブルおよびホ
スト (hosts) テーブルから NIS+ の資格 (credential) テーブルを作成します。

-d NIS+_domain. NIS+ のドメインを指定します。デフォルトは、ローカルドメインです。

-F ファイルから NIS+ テーブルを作成します。

-f 確認のための入力要求を行わずにスクリプトに強制的に NIS+ テーブルを作成させま
す。

−h NIS_server_host NIS マップのコピー元の NIS サーバーのホスト名を指定します。これは、 −Y オプ
ションを指定した場合に だけ使用されます。このホストは、既に、NIS+ の hosts

テーブルまたは /etc/hosts ファイルのどちらかに存在していなければなりません。
ホスト名が定義されていない場合、スクリプトがその IP アドレスを入力要求します。
あるいは、 −a オプションを使用して、そのアドレスを手作業で指定することができま
す。

-l network_passwd NIS+ の資格テーブルを作成するためにネットワークパスワードを指定します。これ
は、 hosts および passwd テーブルを作成する場合に だけ使用されます。デフォル
トのパスワードは、 nisplus です。

-n /var/yp/NISdomain ディレクトリ内にあるローカルの NIS マップが存在する場合、
それを上書きしません。デフォルトの場合、ローカルの /var/yp/NISdomain ディレ
クトリ内の既存の NIS マップは上書きされます。これは、 -Y オプションを指定した
場合にだけ使用できます。
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−p directory_path ファイルが保存されるディレクトリを指定します。これは、 -F オプションを指定した
場合にだけ使用できます。デフォルトは、現在の作業ディレクトリです。

−S 0|2 NIS+ クライアントの認証レベルを指定します。レベル 0 は認証されていないクライア
ントを表し、指定したドメイン内にユーザーおよびホストの資格は作成されません。レ
ベル 2 は認証された (DES) クライアントを表し、指定したドメイン内にユーザーおよび
ホストの DES 資格が作成されます。デフォルトの場合には、認証レベル 2 (DES) で設
定されます。認証レベル 0 の場合、 -C を指定して nispopulate を実行する必要は
ありません。

−u ファイルまたは NIS マップのどちらかから NIS+ テーブルを更新 (つまり、追加、削
除、修正 ) します。変更する数が少ない場合には、このオプションを使用して NIS+

テーブルを最新にします。デフォルトの場合には、既存のエントリーを一切削除しない
で NIS+ テーブルへの追加を行います。 /var/yp ディレクトリ内の既存のマップから
NIS+ テーブルを更新する場合は、 −n オプションを参照してください。

−v スクリプトを詳細モードで実行します。

−x 「エコー」モードをオンにします。このスクリプトは、実行されるコマンドをプリント
するだけです。コマンドは実際には実行されません。注意してください。デフォルトは
オフです。

−Y NIS マップから NIS+ テーブルを作成します。

−y NIS_domain NIS マップのコピー元となる NIS ドメインを指定します。 −Y オプションを指定した
場合に だけ使用できます。デフォルトのドメイン名は、ローカルドメイン名と同じで
す。

多言語化対応
TMPDIR

nispopulate は、通常、ディレクトリ /tmp 内に一時ファイルを作成します。環境変数 TMPDIR に選択し
た別のディレクトリを設定することによって、そのディレクトリを指定することができます。 TMPDIR が正
しいディレクトリでない場合には、 nispopulate は /tmp を使用します。

例
ホスト yp_host が yp.hp.com の YP サーバーである場合に、入力ソースとして yp.hp.com ドメインの NIS

マップを用い、ドメイン xyz.hp.com. 内に NIS+ の標準的なテーブルをすべて作成するには、次のように実行
します。

/usr/lib/nis/nispopulate -Y -y yp.hp.com -h yp_host -d xyz.hp.com.

上で示したのと同じ NIS ドメインおよびホストから NIS+ の標準的なテーブルのすべて更新するには、次の
ように実行します。
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/usr/lib/nis/nispopulate -Y -u -y yp.hp.com ¥

-h yp_host -d xyz.hp.com.

キーの暗号化のためのパスワードとして "somepasswd" を使用して、 /var/nis/files ディレクトリ内の
hosts ファイルから、 hosts テーブルをドメイン xyz.hp.com. 内に作成するには、次のように実行します。

/usr/lib/nis/nispopulate -F -p /var/nis/files -l somepasswd hosts

NIS+ の資格を自動的に作成しないで、 /var/nis/files ディレクトリ内のパスワードファイルから
passwd テーブルをドメイン xyz.hp.com. 内に作成するには、次のように実行します。

/usr/lib/nis/nispopulate -F -p /var/nis/files -d xys.hp.com. ¥

-S 0 passwd

パスワードテーブル内に定義されているすべてのユーザーの資格テーブルをドメイン xyz.hp.com. 内に作成す
るには、次のように実行します。

/usr/lib/nis/nispopulate -C −d xys.hp.com. passwd

ファイル /var/nis/files/private から標準的でない key-value 型の NIS+ のテーブル "private" を作成
するには、次のように実行します (nispopulate は、private.org_dir という key-value 型の テーブルが既に存
在していることを前提としています)。

/usr/bin/nistbladm −D access=og=rmcd,nw=r ¥

−c private key=S,nogw= value=,nogw= private.org.dir

/usr/lib/nis/nispopulate -F -p /var/nis/files private

ファイル
/etc/hosts ローカルホスト名データベース

/var/yp NIS(YP) ドメインディレクトリ

/var/nis NIS+ ドメインディレクトリ

/tmp

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nispopulate は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nistbladm(1), nisaddcred(1M), nisaddent(1M), nisclient(1M), nisserver(1M), nissetup(1M),

rpc.nisd(1M), ypxfr(1M).
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名称
nisserver − NIS+ サーバーのセットアップ

構文
/usr/lib/nis/nisserver -r [-x] [-f] [-v] [-Y] [-d NIS+_domain]

[-g NIS+_groupname] [-l network_passwd]

/usr/lib/nis/nisserver -M [-x] [-f] [-v] [-Y] -d NIS+_domain

[-g NIS+_groupname] [-h NIS+_server_host]

/usr/lib/nis/nisserver -R [-x] [-f] [-v] [-Y] [-d NIS+_domain] [-h NIS+_server_host]

説明
nisserver シェルスクリプトを使用すると、ルートマスター、ルート以外のマスター、およびレプリカの
NIS+ サーバーをセキュリティレベル 2 (DES ) でセットアップすることができます。

新しいドメインをセットアップする場合には、このスクリプトにより指定したドメイン用の NIS+ ディレクト
リ ( groups_dir および org_dir を含む) およびシステムテーブル オブジェクトが作成されます。ただ
し、テーブルの作成は行いません。テーブルを作成するには、nispopulate(1M) を使用する必要があります。

最初の構文 (−r) を使用すると、ルートマスターサーバーがセットアップされます。サーバーマシン上でスー
パユーザーとしてログインしなければなりません。

2 番目の 構文 (−M) を使用すると、指定したドメインのルート以外のマスターサーバーがセットアップされま
す。NIS+ マシン上で NIS+ の主体としてログインする必要があり、セットアップしているドメインの親ディ
レクトリの作成パーミッションが必要です。この新しいルート以外のマスターサーバーマシンは、あらかじめ
NIS+ クライアント ( nisclient(1M) を参照) にしておかなければなりません。また、rpc.nisd デーモンが実
行中 ( rpc.nisd(1M) を参照) でなければなりません。

3 番目の 構文 (−R) を使用すると、ルートドメインおよびルート以外のドメインの両方でレプリカサーバーが
セットアップされます。NIS+ マシン上で NIS+ の主体としてログインする必要があり、複写を行うドメイン
の親ディレクトリの作成パーミッションが必要です。この新しいレプリカのマスターサーバーマシンは、あら
かじめ NIS+ クライアント ( nisclient(1M) を参照) にしておかなければなりません。また、rpc.nisd デー
モンが実行中 ( rpc.nisd(1M) を参照) でなければなりません。

オプション
−d NIS+_domain NIS+ ドメインの名前を指定します。デフォルトは、使用中の現在のローカルドメイ

ンです。

−f 確認を入力要求しないで強制的に NIS+ サーバーをセットアップします。

−g NIS+_groupname 新しいドメインの NIS+ グループ名を指定します。このオプションは、−R オプショ
ンを指定した場合にだけ有効です。デフォルトのグループは、 admin.domain です。

−h NIS+_server_host NIS+ サーバーのホスト名を指定します。これは、ローカルドメイン内の正しいホス
トでなければなりません。使用中のローカルドメイン外のホストを指定するには、ホ
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ストの完全修飾名 ( 例えば、hostx.xyz.hp.com.) を使用します。このオプションは、
ルート以外のマスターサーバーまたはレプリカサーバーのセットアップにだけ使用さ
れます。ルート以外のマスターサーバーのセットアップでは、デフォルトの場合、親
ドメインと同じサーバーのリストが使用されます。レプリカサーバーのセットアップ
では、デフォルトの場合、ローカルホスト名が使用されます。

−l network_password ルートマスターサーバーの資格を作成するために使用するネットワークパスワードを
指定します。このオプションは、ルートマスターサーバーのセットアップ (−roption)

の場合にだけ使用されます。このオプションを指定しないと、スクリプトはログイン
パスワードの入力を要求します。

−r サーバーをルート マスターサーバーとしてセットアップします。ルートのレプリカ
サーバーをセットアップするには、−R オプションを使用します。

−v スクリプトを詳細モードで実行します。

−x 「エコー」モードをオンにします。このスクリプトは、実行するコマンドをプリント
するだけです。このコマンドは実際には実行されないことに注意してください。デ
フォルトはオフです。

−M 指定したホストをマスターサーバーとしてセットアップします。このコマンドを実行
する前に、この新しいマスターサーバー上で rpc.nisd(1M) が実行中であることを確
認します。

−R 指定したホストをレプリカサーバーとしてセットアップします。この新しいレプリカ
サーバー上で rpc.nisd(1M) が実行中であることを確認します。

−Y NIS+ サーバーを NIS の互換モードでセットアップします。デフォルトの場合には、
サーバーは NIS の互換モードなしでセットアップされます。

例
ドメイン hp.com. のルートマスターサーバーをセットアップするには、次のように実行します。

root_server# /usr/lib/nis/nisserver -r -d hp.com.

以降の例については、nisserver を実行する前に、新しいサーバーが NIS+ クライアントであること、およ
び、rpc.nisd がこれらのホスト上で実行中であることを確認してください。

ホスト hpreplica 上にドメイン hp.com. のレプリカサーバーをセットアップするには、次のように実行しま
す。

root_server# /usr/lib/nis/nisserver -R -d hp.com. −h hpreplica

ホスト hpxyz 上にドメイン xyz.hp.com. のルート以外のマスターサーバーを NIS+ のグループ名 admin-

mgr.xyz.hp.com. でセットアップするには、次のように実行します。

root_server# /usr/lib/nis/nisserver -M -d xyz.hp.com. ¥
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-h hpxyz −g admin-mgr.xyz.hp.com.

ホスト hpabc 上にドメイン xyz.hp.com. のルート以外のレプリカサーバーをセットアップするには、次のよ
うに実行します。

hpxyz# /usr/lib/nis/nisserver -R -d xyz.hp.com. -h hpabc

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポート
します。

著者
nisserver は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nisgrpadm(1), nismkdir(1), nisaddcred(1M), nisclient(1M), nisinit(1M), nispopulate(1M), nis-

setup(1M), rpc.nisd(1M).
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名称
nissetup − NIS+ のドメインの初期化

構文
/usr/lib/nis/nissetup [ −Y ] [ domain ]

説明
nissetup は、 domain で指定したドメイン内で、クライアントとして機能させたいドメインのシステム管
理情報の登録を行えるようにセットアップするシェルスクリプトです。このドメインは、このコマンドを実行
する前にあらかじめ存在していなければなりません ( nismkdir(1) および nisinit(1M) を参照してください)。

NIS+ のドメインは、NIS+ ディレクトリおよびそのサブディレクトリ、つまり org_dir および
groups_dir で構成されます。 org_dir にはシステム管理情報が保存され、 groups_dir にはグループ
アクセス制御に関する情報が保存されます。

nissetup はサブディレクトリ org_dir および groups_dir を domain 内に作成します。これらのサブ
ディレクトリは両方とも親ドメインと同じサーバー上に複写されます。これらのサブディレクトリが作成され
た後、 nissetup は、NIS+ が処理するデフォルトのテーブルを作成します。デフォルトのテーブルは、
auto_master 、 auto_home 、 bootparams 、 cred 、 ethers 、 group 、 hosts 、
mail_aliases 、 netmasks 、 networks 、 passwd 、 protocols 、 rpc 、 services および
timezone です。 nissetup スクリプトは、 nistbladm(1) コマンドを使用して、これらのテーブルを作成
します。このスクリプトは簡単にカスタマイズでき、セットアップ時に作成しなければならないシステム特有
のテーブルを追加することができます。

このコマンドは、通常、1つのドメインについて一度だけ実行します。

オプション
−Y 旧バージョンとの互換性フラグを使用して、NIS+ のドメインとしてだけでなく、 NIS のドメインと

しても働くことを指定します。これは、認証されていないクライアントに対しても、すべてのシステ
ムテーブルを読み取り可能にすることにより、ドメインをセットアップします。ただし、保全性は低
下します。

注記
このコマンドは、デフォルトのテーブルの作成に伴った各テーブル内のデータによる初期設定を行いません。
この処理は、 nisaddent(1M) コマンドによって行われます。

サブディレクトリおよびデフォルトのテーブルを作成するには、 nisserver(1M) スクリプトを使用した方が簡
単です。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。
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著者
nissetup は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nismkdir(1), nistbladm(1), nisaddent(1M), nisinit(1M), nisserver(1M).
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名称
nisshowcache − 共有キャッシュファイルの内容をプリントアウトする NIS+ ユーティリティ

構文
/usr/lib/nis/nisshowcache [ −v ]

説明
nisshowcache は、マシン上で NIS+ をアクセスするすべてのプロセスにより共用されるマシンごとの
NIS+ ディレクトリキャッシュをプリントアウトします。デフォルトの場合、 nisshowcache は、キャッ
シュ内のディレクトリ名だけをキャッシュヘッダーとともにプリントアウトします。共用されるキャッシュ
は、 nis_cachemgr(1M) によって保守されます。

オプション
−v 詳細モード。各ディレクトリオブジェクトの内容をサーバー名およびその汎用アドレスに関する情報

とともにプリントアウトします。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

診断
syslogd(1M) デーモンにエラーメッセージが送信されます。

ファイル
/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHE

著者
nisshowcache は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis_cachemgr(1M), syslogd(1M), nisfiles(4).

142 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



nisstat(1M) nisstat(1M)

名称
nisstat − NIS+ サーバーの統計情報の報告

構文
/usr/lib/nis/nisstat [ −H host ] [ directory ]

説明
nisstat コマンドは、NIS+ サーバーの処理に関する各種の統計情報を照会します。これらの統計情報は、
コマンドの実行方法により、また、リリースが異なると変わる可能性があります。すべてのサーバーからすべ
ての統計情報が使用できるわけではありません。ある統計情報をサポートしていないあるサーバーから、その
統計情報を参照しても、決して致命的ではありません。 ’unknown statistic’ ( 未定義の統計情報 ) が戻される
だけです。

デフォルトの場合、統計情報は、デフォルトのドメインの NIS+ ディレクトリのサーバーから取り出されま
す。 directory を指定すると、そのディレクトリのサーバーが照会されます。

このリリースでサポートされている統計情報は以下のとおりです。

root server サーバーがルートサーバーであるか報告します。

NIS compat mode サーバーが NIS と互換モードで実行中であるか報告します。

DNS forwarding in NIS mode

NIS と互換モードのサーバーがホスト検索呼び出しを DNS に送るかどうかを報告しま
す。

security level このサーバーのセキュリティレベルを報告します。

serves directories このサーバーによって処理されるディレクトリをリストします。

Operations 統計情報を、次の形式で戻します。

OP=opname:C=calls:E=errors:T=micros

上記の opname は RPC プロシージャ名またはその処理で置き換えられ、 calls はサー
バーが実行した後に、このプロシージャを呼び出した数です。 errors は、呼び出しの処理
中に発生したエラーの数で、 micros は最後の 16 個の呼び出しを完了するための平均時間
をマイクロ秒の単位で表したものです。

Directory Cache この統計情報は、内部的な ディレクトリ オブジェクトキャッシュを呼び出した回数、そ
のキャッシュのヒットの回数、失敗回数、およびヒット率を報告します。

Group Cache この統計情報は、内部的な NIS+ グループオブジェクトキャッシュを呼び出した回数、そ
のキャッシュのヒットの回数、失敗回数、およびヒット率を報告します。

Static Storage この統計情報は、サーバーがそのスタティック記憶バッファーに割り当てたバイト数を報
告します。
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Dynamic Storage この統計情報は、サーバープロセスが現在使用中のヒープ空間の量を報告します。

Uptime この統計情報は、サーバーが実行してからの時間を報告します。

オプション
−H host 通常は、ディレクトリのすべてのサーバーが照会されます。このオプションを指定すると、

host という名前のマシンだけが照会されます。指定したマシンがそのディレクトリを処理し
ていない場合には、統計情報は戻されません。

directory 指定した場合には、そのディレクトリのサーバーが照会されます。

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ のディレクトリ名が完全修飾名でない場合には、ディレクト
リが検出されるまで、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を
参照してください)。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisstat は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nisdefaults(1).
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名称
nisupdkeys − NIS+ ディレクトリオブジェクト内のパブリックキーの更新

構文
/usr/lib/nis/nisupdkeys [ −a | −C ] [ −H host ] [ directory ]

/usr/lib/nis/nisupdkeys −s [ −a | −C ] −H host

説明
このコマンドは、NIS+ ディレクトリオブジェクト内のパブリックキーを更新します。 NIS+ サーバーのパブ
リックキーを変更した場合は、そのサーバーを参照するすべてのディレクトリオブジェクトに新しいキーを伝
えなければなりません。

nisupdkeys は、ディレクトリオブジェクトを読み取り、そのディレクトリの各サーバーのパブリックキー
を入手しようとします。これらのキーはディレクトリオブジェクト内にあるので、その後、このオブジェクト
は新しいキーを反映するように修正されます。

directory が存在する場合は、そのディレクトリのディレクトリオブジェクトが更新されます。存在しない場合
には、デフォルトのドメインのディレクトリオブジェクトが更新されます。

一方、 nisupdkeys -s は、 host によって処理されるすべてのディレクトリのリストを入手し、それらの
ディレクトリオブジェクトを更新します。これは、呼び出しを行う主体がすべての関連するディレクトリオブ
ジェクトを変更するために適切なパーミッションを持っていることを前提とします。指定したサーバーによっ
て処理されるディレクトリのリストは、 nisstat(1M) によって入手することもできます。

この処理を実行する前に、新しいアドレス / パブリックキーがすべてのレプリカに伝えられていることを確認
します。

オプション
−a ディレクトリオブジェクト内の NIS+ サーバーの汎用アドレスを更新します。現在のところ、こ

のオプションは、TCP/IP ファミリの転送に対してだけ機能します。サーバーの IP アドレスが
変更される場合は、このオプションを使用しなければなりません。サーバーの新しいアドレス
は、このマシン上で gethostbyname() を使用して決定されます。この決定処理が機能するた
めには、 /etc/nsswitch.conf ファイルが hosts エントリーの正しいソースを示していなけ
ればなりません。

−C パブリックキーを設定するのではなく消去することを指定します。パブリックキーを持たない
サーバーとの通信には、Secure RPC を使用する必要はありません。

−H host キーの変更を host という名前のサーバーだけに限定します。ホスト名が NIS+ の完全修飾名で
ない場合は、デフォルトのドメイン内のホストとみなされます。指定したホストがディレクトリ
を処理していない場合には、何も処理されません。

−s 指定したサーバーによって処理されるすべての NIS+ ディレクトリオブジェクトを更新します。
これは、呼び出しを行う主体がすべての関連するディレクトリオブジェクトを変更するために適
切なパーミッションを持っていることを前提とします。この呼び出しを行う NIS+ の主体がディ
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レクトリオブジェクトを更新するための適切なパーミッションを持っていない場合には、それぞ
れの更新は失敗して、この呼び出しを行った主体に通知されます。 host を対象とした
rpc.nisd がそのホストによって処理されるサーバーのリストを戻せない場合には、このコマン
ドはエラーメッセージをプリントします。この呼び出しを行った主体は、後で、 nisupdkeys

を複数回 ( 最初の構文でそのホストが処理する NIS+ ディレクトリ 1つについて 1回ずつ ) 実行
する必要があります。

注意
コマンドが正常終了するためには、このコマンドを実行するユーザーは、ディレクトリオブジェクトへの修正
アクセス権が必要です。既存のディレクトリオブジェクトは、 niscat(1) コマンドによって −o オプションを
使用して表示することができます。

このコマンドは、NIS+ クライアント上の NIS_COLD_START ファイル内に保存されているディレクトリオブ
ジェクトの更新は行いません。

サーバーがルート マスターサーバーの場合には、ルートディレクトリの更新に nisupdkeys -s を使用する
ことはできません。

例
次の例は、 foo.bar. ドメイン内のサーバーのキーを更新します。

nisupdkeys foo.bar.

次の例は、 foo.bar. ドメインを処理するホスト fred のキーを更新します。

nisupdkeys −H fred foo.bar.

次の例は、 foo.bar. ディレクトリ内のホスト wilma のパブリックキーを消去します。

nisupdkeys −CH wilma foo.bar.

次の例は、ホスト wilma によって処理されるすべてのディレクトリオブジェクト内のパブリックキーを更新
します。

nisupdkeys −s −H wilma

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisupdkeys は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
chkey(1), niscat(1), nisaddcred(1M), gethostent(3N), nis_objects(3N).
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名称
ntpdate − NTPを介した日付と時刻の設定

構文
ntpdate [ -Bbdpqsuv ] [ -a key# ] [ -e authdelay ] [ -k keyfile ]

[ -o version ] [ -p samples ] [ -t timeout ] server[ ... ]

説明
ntpdate は、サーバー引き数として指定されたネットワークタイム プロトコルサーバー (NTP) をポールし
て正しい時刻を判別し、ローカルの日付と時刻を設定します。これはローカルホスト上のルートとして実行し
なければなりません。指定された各サーバーおよび NTP クロックフィルタのサブセットから多数のサンプル
がとられ、選択アルゴリズムが適用されてその中の最適のものが選択されます。ntpdate の精度と信頼性
は、サーバーの数、サーバーが一度に実行するポールの数、実行間隔によって決まります。

ntpdate は、ホストクロックを設定するために必要に応じて手動で実行するか、クロックの起動時に設定す
るためにホストのスタートアップスクリプトから実行します。これは、 NTP デーモン xntpd の開始前にク
ロックを設定する場合に便利です。

ntpdate を cron スクリプトから実行することもできます。ただし、不自然な cron スクリプトを伴う ntp-

date は、高度なアルゴリズムを使って精度と信頼性を確保するとともにリソースの使用を抑えている NTP

デーモンの代わりにはならないので注意してください。さらに、ntpdate は xntpd のようにホストクロッ
ク周波数の規則に従っていないので、ntpdate を使用した場合の精度には制限があります。

ntpdate は、2 つのうちのいずれかの方法で時刻の調整を行います。ntpdate はクロックの誤差が 0.5 秒
を超えていると判断した場合、単純に clock_settime システムルーチン (clocks(2)を参照) を呼び出して時
刻を合わせます。誤差が 0.5 秒以内であれば、adjtime システムルーチン (adjtime(2)を参照) を呼び出して
時間を調整します。誤差が小さい場合は後者のほうが混乱が少なく、正確さも優れ、ntpdate が 1、2 時間
ごとに cron (cron(1M)を参照) によって実行される場合には高い機能を発揮します。

ntpdate は、同じホスト NTP サーバーデーモン (xntpd など) が実行されていると、日付を設定しませ
ん。デーモン実行の代わりに cron から ntpdate を定期的に実行する場合は、1、2 時間おきに実行すれば
クロックの精度が保たれて調整が不要になります。

コマンド行オプション
ntpdate は以下のオプションをサポートしています。

−a 認証機能を有効にして、使用する鍵識別子を決めます。鍵と鍵識別子は、クライアントとサー
バー双方の鍵ファイルでマッチしなければなりません。デフォルトでは認証機能は無効になっ
ています。

-B adjtime システムコールを使って、測定した誤差が +-128 ms 以上でも時間が常に調整され
るようにします。デフォルトでは、誤差が +-128 ms 以上になっても clock_settime シス
テムコールを使って時間調整が行われるようになっています。ただし、誤差が +-128 ms 以上
だとクロックの調整に時間がかかります。調整中は、ホストをクライアントの同期に使用する
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ことはできません。

-b adjtime システムコールを使って時間を削除する (デフォルト) のではなく、clock_set-

time システムコールを使って時間を進めます。このオプションは、起動時にスタートアッ
プファイルからコールする際に使用します。

-d デバッグモードをオンにします。デバッグモードでは ntpdate が通して実行されますが、
ローカルクロックは調整されません。一般的なデバッグに関する情報は、プリントすることも
できます。

-e authdelay 認証機能を実行するために、プロセス遅延を値 authdelay、秒、フラクション (詳細は
xntpd(1M) を参照) で特定します。この数値は、通常はごくわずかですが、値を指定すること
で非常に遅い CPU での時間管理が改善されます。

-k keyfile 認証鍵ファイルのパスを、keyfile に指定します。デフォルトは /etc/ntp.keys です。こ
のファイルは、xntpd に示されている形式である必要があります。

-o version 送信パケットの NTP バージョンを、1 または 2 の整数バージョンとして指定します。デフォ
ルトは 3 です。これにより、ntpdate を古い NTP バージョンで使用できるようになりま
す。

-p samples 各サーバーから取得するサンプル数を、1～8 の整数サンプルとして指定します。デフォルト
は 4 です。

-q 誤差、サーバーの層、遅延を、ローカルクロックを調整せずにプリントします。これは、詳細
なデバッグ情報を提供する -d オプションと同じです。

-s 標準出力 (デフォルト) からシステム syslog (syslog(3C)を参照) ファシリティにロギング出
力を流用します。これはもともと cron スクリプトを便利にするために設計されたもので
す。

-t timeout サーバー応答の最大待ち時間を、タイムアウト、秒、フラクションで指定します。この値は、
0.2 秒の倍数に丸められます。デフォルトは、LAN でのポールに最適な 1 秒です。

-u ntpdate に、最下層ポートを受信パケット用ポートとして使うよう指示します。これは、上
位層ポーへのトラフィックをブロックするファイアウォールの前において有効で、ファイア
ウォールを過ぎてからホストと同期することができます。-d オプションは、必ず最下層ポー
トを使用します。

-v NTP バージョン番号と誤差測定情報をプリントします。

著者
ntpdate は、トロント大学の Dennis Ferguson によって開発されました。

ファイル
/etc/ntp.keys ntpdate によって使用される暗号化キーが入っています。
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参照
cron(1M), ntpq(1M), xntpd(1M), xntpdc(1M), adjtime(2), clocks(2), syslog(3C)

DARPA Internet Request For Comments RFC1035 Assigned Numbers.
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名称
ntpq − 標準NTP (Network Time Protocol) 照会プログラム

構文
ntpq [ -dinp ] [ -c command ] [ host ] [ ... ]

説明
ntpq は、推奨の NTP モード6コントロールメッセージ形式をインプリメントする NTP サーバーに、現在の
状態について照会したり、その状態の変更を要求するために使用されます。このプログラムは対話モードで実
行できます。また、コマンド行引き数を使用して制御することもできます。任意変数の読み取りと書き込みを
行う要求は一括することが可能です。また、未フォーマット出力とフォーマット済みプリント出力のどちらで
もオプションで指定できます。さらに ntpq は、サーバーに複数の照会を送ることにより、共通のフォーマッ
トでピアのリストを入手してプリントすることもできます。

ntpq を実行するときに1つ以上の要求オプションをコマンド行に指定すると、各要求はコマンド行引き数で
指定された各ホスト上で、または localhost 上 (デフォルト) で動作しているNTPサーバーに送られます。要求
オプションが何も指定されない場合、 ntpq は対話フォーマットコマンドを標準入力から読み取って、それら
のコマンドをコマンド行で指定された最初のホスト上で動作している NTP サーバー上で実行しようとします (

ホストの指定を省略した場合のデフォルトは、やはり localhost です)。標準入力がターミナル装置の場合、
ntpq はコマンドの入力を求めるプロンプトを表示します。

ntpq はNTPモード6パケットを使用してNTPサーバーと通信するので、これが可能なネットワーク上の任意
の互換サーバーへの照会に使用できます。ただし、NTPはUDPプロトコルなので、この通信はやや信頼性に
欠けており、特に長距離にまたがるネットワークトポロジーを使用する場合はその可能性が高くなります。
ntpq は要求の再伝送を1回だけ試みます。そして、一定のタイムアウト時間内にリモートホストから応答が
ない場合は、要求を時間切れで打ち切ります。

コマンドラインオプション
サポートされているコマンドライン オプションについて以下に説明します。 -i または -n 以外のコマンド
ラインオプションを指定すると、その場で特定のクエリーが指示されたホストに送られます。それ以外の場合
は、 ntpq が標準入力から対話フォーマットコマンドを読み込みます。

-c コマンド
対話フォーマットコマンド。このコマンドはコマンドリストに追加され、所定のホストで実行されま
す。複数の -c オプションを指定できます。

-d デバッグ情報をプリントします。

-i ntpq を対話モードで動作させます。プロンプトは標準出力に書き出され、コマンドは標準入力から読
み取られます。

-n すべてのホストアドレスを正規のホスト名に変換せずに、 4つの項をドットで区切った数値フォーマッ
トで出力します。
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-p サーバーに既知のピアのリストを、それらの状態の要約とともにプリントします。これは peers 対話
コマンドの機能と同じです。

対話型コマンド
対話フォーマットコマンドは、1個のキーワードとそれに続く 0個から4個の引き数から成ります。キーワード
文字列のうち、入力する必要があるのは、コマンドを一意に表すのに必要な最小限の文字だけです。通常、コ
マンドの出力は標準出力に送られますが、必要に応じて個々のコマンドの出力をファイルに送ることもできま
す。それには > とファイル名をコマンド行に追加します。

指定された対話フォーマットコマンドはすべて ntpq プログラム自体の内部で実行され、NTPモード6要求が
サーバーに送られることはありません。これについては後で説明します。

? [ command_keyword ]

help [ command_keyword ]

1個の ? またはヘルプを単独で指定すると、この ntpq バージョンに既知の全コマンドキーワー
ドのリストがプリントされます。1個の ? または ヘルプの後に1個のコマンドキーワードを続け
ると、そのコマンドの機能と使用法に関する情報がプリントされます。

addvars [ variable_name=value ][ ... ]

rmvars [ variable_name=value ][ ... ]

clearvars

NTPモード6メッセージによって送られるデータは、フォーム variable_name = value の項目
リストで構成されます。ここで、 = value は無視され、サーバーに対する変数の読み込み要求
では省略することができます。 ntpq は内部リストを保持しています。このリストでは、コント
ロールメッセージに含められるデータを組み立てて、以下に示す readlist および writelist

コマンドを使って送ることができます。

addvars このコマンドを指定すると、変数とそのオプション値をリストに追加できます。複数の変数を追加
する場合、リストはカンマで区切られてスペースがないものでなければなりません。

rmvars このコマンドは、個々の変数をリストから削除するのに使用します。

clearlist

このコマンドを指定すると、すべての変数がリストから削除されます。

authenticate [yes|no ]

通常、 ntpq は書き込み要求でない限り要求を認証しません。コマンド authenticate yes を
指定すると、 ntpq が行った要求すべてに認証を送ります。要求が認証されると、サーバーによっ
ては要求を多少異なる方法で処理するようになり、ピアディスプレイを実行する前に認証を有効化
すると、CPUの混乱を避けることができます。

cooked は、 cooked されるクエリーコマンドを出力します。サーバーによって認識される変数は、解読
可能な値に変換されています。
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debug [more|less|off ]

内部問い合わせプログラムのデバッグを実行／中止します。

delay milliseconds

認証が必要な要求に含まれるタイムスタンプに追加する時間間隔を指定します。これは、(信頼性の
低い) サーバーの再構成を、長時間遅延のネットワークパスやクロックが同期していないマシン間
で有効化するのに使用します。ただし、現在は認証要求時にサーバーはタイムスタンプを必要とし
ないため、このコマンドは使用されなくなっています。

host hostname

以後の照会の送り先となるホストを設定します。ホスト名は、ホストの名前と数値アドレスのどち
らでも指定できます。

hostnames [yes|no ]

yes に指定されている場合、情報画面にホスト名がプリントされます。 no に指定されている場
合は、数値アドレスがプリントされます。デフォルトは yes で、設定を変更したい場合はコマン
ド行 -n を使用します。

keyid keyid-id

このコマンドにより、構成要求を認証するために使用するキー番号を指定できます。この値は、
サーバーがこの目的で使用するように設定されているキー番号と一致していなければなりません。

ntpversion [1|2|3 ]

ntpq がパケットに要求するNTPバージョン番号を設定します。デフォルトは3です。ノード6コ
ントロールメッセージ (およびモード) は、バージョンNTPバージョン1にはありません。バージョ
ン1が必要なサーバーは、現在はありません。

quit ntpq を終了します。

passwd このコマンドは、パスワードを入力するように求めます (これはエコーされません)。このパスワー
ドは、構成要求を認証するために使用されることになります。これらの要求に成功するのは、この
目的で NTP サーバーが使用するように設定されているキーとこのパスワードが一致した場合だけ
です。

raw 照会コマンドからの全出力を、リモートサーバーから受信したままの形でプリントします。データ
に対する唯一のフォーマット変換 (解釈) は、非ASCIIデータをプリント可能な形式に変換すること
です。

timeout milliseconds

サーバー問い合わせに対する応答のタイムアウト時間を指定します。デフォルトは約5000ミリ秒で
す。 ntpq は、タイムアウト後に各問い合わせを1回ずつ再実行します。タイムアウトの合計待ち
時間は、設定されたタイムアウト値の2倍です。
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制御メッセージコマンド
NTP サーバーから既知の各ピアには、16ビット整数のアソシエーション識別子が割り当てられています。ピ
ア変数を伝達する NTP 制御メッセージには、その値がどのピアに対応するのかを明示するために、ピアのア
ソシエーションIDを含めなければなりません。0というアソシエーションIDは特殊な値で、変数がシステム変
数であることを示します。これは、名前が別の名称空間から取り出されている変数です。

制御メッセージコマンドを実行すると、1つ以上のNTPモード6 メッセージがサーバーに送信され、データが
戻されて一定のフォーマットでプリントされます。現在実現されているコマンドの大半は、単一のメッセージ
を送信して単一の応答を受け取ります。ただし、現時点では、 peers コマンド (あらかじめ決まった一連の
メッセージを送信して必要なデータを受け取るコマンド) と、 mreadlist および mreadvar コマンド (複
数のアソシエーションに同じ要求メッセージを送信するコマンド) がその例外です。以下の制御メッセージが
サポートされています。

associations

照会したサーバーのスペック内のピアについて、アソシエーション識別子とピアステータスのリストを取得し
てプリントします。このリストは複数カラムの形式でプリントされます。第1のカラムは、アソシエーション
を1から番号付けしたインデックスで、内部的に使用されます。第2のカラムは、サーバーが戻した実際のアソ
シエーション識別子です。第3カラムは、ピアのステータスワードです。これの後には、ステータスワードか
らデコードされたデータを示すいくつかのカラムが続きます。なお、 associations コマンドによって戻さ
れるデータは ntpq の中で内部的にキャッシュされることに注意してください。インデックスは、人間が入力
しにくいアソシエーション識別子を使用するサーバーを扱うときに使用できます。すなわち、これ以後、アソ
シエーション識別子を引き数として必要とする任意のコマンドで、この形式と指数を使用できるようになりま
す。

clockvar [ assocID ][ variable_name[=value[ ... ]][ ... ]]

cv [ assocID ][ variable_name[=value[ ... ]][ ... ]]

サーバーのクロック変数を送信するよう要求します。ラジオクロックまたはその他の外部同期を持っ
ているサーバーは、この要求に対してポジティブに応答します。アソシエーション識別子が省略され
ているかゼロの場合、この要求は system clock 変数に対するもので、通常はクロックを持つすべ
てのサーバーからポジティブに応答されます。サーバーがクロックをpseudo−peersとして扱い、一度
に1つ以上のクロックが接続されている場合、適切なピアのアソシエーションIDを見るとクロックの
変数がわかります。変数リストを省略すると、サーバーがデフォルトの変数を返します。

lassocations

サーバーが状態を保持しているすべてのアソシエーションについて、そのアソシエーション識別子と
ピアステータスのリストを取得してプリントします。このコマンドと associations コマンドの違
いは、単にこのコマンドはスペック外のクライアントのアソシエーション (すなわちあいまい) の状態
を保持するサーバーを対象としているという点だけです。そのようなアソシエーションは、通常、コ
マンドの使用時には表示から除外されますが、 lassociations の出力には含まれます。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 153



ntpq(1M) ntpq(1M)

lassociations

スペック外のクライアントのアソシエーションも含む全アソシエーションに関するデータを、内部的
にキャッシュされたアソシエーションリストから取り出してプリントします。このコマンドが pas-

sociations と異なるのはあいまいな状態を扱うときだけです。

lpeers

peers コマンドと同じですが、サーバーが状態を保持している全アソシエーションの概要がプリント
されるという点が異なります。あいまいなサーバーにより、ピアの長いリストが作成されることにな
ります。

mrl assocID assocID

readlist コマンドと同じですが、(ゼロ以外の) アソシエーションIDの各範囲に対して問い合わせが
実行される点が異なります。この範囲は、最新のアソシエーションコマンドによりキャッシュされた
アソシエーションリストからわかります。

mreadvar assocID assocID [variable_name[ =value ][ ... ]]

mrv assocID assocID [variable_name[=value][ ... ]]

readvar コマンドと同じですが、(ゼロ以外の) アソシエーションIDの各範囲に対して問い合わせが
実行される点が異なります。この範囲は、最新のアソシエーションコマンドによりキャッシュされた
アソシエーションリストからわかります。

opeers

peers コマンドの古い形式で、ローカルインタフェース アドレスの代わりに参照IDが使われていま
した。

passociations

アソシエーションの内部キャッシュリストから、スペック内ピアに関する関連データをプリントしま
す。このコマンドは associations と同様の働きをしますが、新たに問い合わせを行うのではなく
内部格納データを表示する点が異なります。

peers 各ピアの状態が概要されたサーバーのスペック内ピアリストを取得します。概要には、リモートピア
のアドレス、参照ID (IDが不明の場合は0.0.0.0)、リモートピアの階層、ピアの種類 (ローカル、ユニ
キャスト、マルチキャスト、ブロードキャストなど)、さらに最後のパケットが受信された場合はポー
リング間隔 (秒)、到達可能レジスタ (8進)、現在の遅延 (秒)、ピアの誤差と分散 (秒) などが含まれま
す。

左側の文字は、クロック選択プロセスにおけるピアの最終結果を表します。各記号の意味は次のとお
りです。

<BLANK> 階層が高かったりサニティチェックにパスしなかったために破棄されました。

x 交差アルゴリズムによりフォールスティッカーを指定しました。

. 候補リストの最後から抜粋しました。
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- クラスタリングアルゴリズムによって破棄されました。

+ 最終的な選択に含まれます。

# 同期のために選択されましたが、距離は最大限度を超えます。

* 同期のために選択されました。

o 同期のために選択され、PPS信号を使用します。

peers コマンドは戻された応答の中の値を解析する能力に依存しているので、データフォーマットの制御能
力が低いサーバーでは良好に動作しない場合があります。ホストフィールドの内容は4つの形式のいずれかで
す。すなわち、ホスト名、IPアドレス、基準クロックのインプリメンテーション名とそのパラメータ、または
REFCLK (<implementation number>, < parameter>) のいずれかです。 hostnames no が指定されている場
合は、IPアドレスだけが表示されます。

pstatus assocID

状態の読み取り要求を、指定されたアソシエーションのサーバーに送ります。返されたピア変数の名
前と値はプリントされます。ヘッダーのステータスワードは、16進数と英語で変数の前に表示されま
す。

readlist [ assocID ]

rl [ assocID ]

内部変数リストの変数を戻すようサーバーに要求します。アソシエーションIDが省略されているかゼ
ロの場合、変数はシステム変数になります。それ以外の場合はピア変数として扱われます。内部変数
リストが空の場合、要求はデータなしで送られ、リモートサーバーにデフォルト表示を戻すよう指示
します。

readvar assocID variable_name [ =value ][ ... ]]

rv assocID variable_name [ =value ][ ... ]]

変数の読み取り要求を送ることで、サーバーから特定の変数値が返されるよう要求します。アソシ
エーションIDが省略されているかゼロの場合、変数はシステム変数になります。それ以外の場合はピ
ア変数で、戻される変数は対応するピアのものになります。変数リストを省略すると、データなしで
要求が送られ、リモートサーバーにデフォルト表示を戻すよう指示します。

writevar assocID variable_name [ =value ][ ... ]]

readvar コマンドと同じですが、指定された変数が読み込まれる代わりに書き込まれる点が異なりま
す。

writelist [ assocID ]

readlist コマンドと同じですが、内部リスト変数が読み込まれる代わりに書き込まれる点が異なり
ます。
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警告
peers コマンドはnon−atomicで、場合によっては無効なアソシエーションが発生してコマンドを終了すると
いう偽のエラーメッセージが表示される場合があります。タイムアウト時間は一定なので、最悪のケースを想
定してタイムアウトまでの時間が長くなっています。

ファイル
/etc/ntp.keys 認証に使用される暗号化キーが保存されます。

著者
ntpq はトロント大学のDennis Fergusonによって開発されました。

参照
ntpdate(1M), xntpd(1M), xntpdc(1M).

DARPA Internet Request For Comments RFC1035 Assigned Numbers.
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名称
ocd − DDFA が使用する外部接続デーモン

構文
ocd −fpseudonym −nnode_name [−bboard_no] [−cconfig_file] [−llog_level] [−pport_no]

説明
外部接続デーモン (ocd) は、データ通信とターミナルコントローラ (DTC)のデバイスファイル アクセス
(DDFA) ソフトウェアに組み込まれています。このデーモンは、リモートターミナルサーバーポートへの連結
とデータ転送を管理します。このデーモンは、専用ポートパーザ (dpp) から生成することもできますし、シェ
ルから直接実行することもできます。

パフォーマンス上の理由で、 ocd にはデバッグモードが用意されていませんが、デバッグ機能を備えた
ocdebug というバージョンを使用することができます。

DDFA ソフトウェアの設定方法についての詳細、およびこのソフトウェアの機能についての説明は、 ddfa(7)

を参照してください。

ocd は、重要なメッセージやエラー条件を /var/adm/syslog にロギングします。

オプション
ocd で認識されるオプションは次のとおりです。

−bboard_no DTCのボード番号。このオプションを指定しない場合には、ポート番号オプショ
ンで完全な TCP サービス ポートアドレスを指定することが必要です。 −n オプ
ションで指定した IP アドレスがポートの IP アドレスの場合には、 −b と −p オ
プションを指定することはできません。

−n オプションで明示的にターミナル サーバーポートを指定した場合には、 −b

の指定は不要です。

−cconfig_file ターミナル サーバーポートのプロファイルに使用する設定ファイルの名称 (絶対
パスを含む) を指定します。このオプションを指定しなかった場合には、デフォル
トの pcf ファイル (/usr/examples/ddfa/pcf) に指定されているデフォルト
値が使用されます。指定したファイルがなかった場合にはエラーメッセージがロ
ギングされ、次の値が使用されます。( open_tries および open_timer の値
は、デフォルト値とは異なる値であることに注意してください)。

telnet_mode: enable

timing_mark: enable

telnet_timer: 120

binary_mode: disable

open_tries: 0

open_timer: 0

close_timer: 0
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status_request: disable

status_timer: 30

eight_bit: disable

tcp_nodelay: enable

−fpseudonym ソフトウェアによって予約済みの pty にリンクされたデバイスファイルに対する
絶対パスまたは相対パス。アプリケーションは、動的に割り当てられた pty ス
レーブではなく pseudonym を使用します。

−llog_level ロギングレベルを指定します。これによって、 /var/adm/syslog に送信する
メッセージの重大度が決まります。ロギングレベル (およびシステム ログレベル
との関係) は次のとおりです。

0 LOG_CRIT メッセージだけロギング
1 LOG_CRIT と LOG_ERR メッセージだけをロギング
2 LOG_CRIT, LOG_ERR, および LOG_WARNING メッセージだけをロギ

ング
3 すべてのメッセージをロギング

このオプションを指定しなければ、ロギングレベルは 1 に設定されます。

−nnode_name ターミナルサーバーまたはポートの IP アドレス

−pport_no DTC ポート番号、または −b オプションを指定しない場合はソフトウェアがポー
トのアクセスに使用する TCP ポート サービスアドレスこの値を指定しなけれ
ば、デフォルトとして 23 (Telnet) という値を使用します。

再起動することなく、実行中のすべての ocd をシャットダウンするには、次のコマンドを実行します。

kill -15 ‘ps -e | grep ocd | awk ’{print $1}’‘

警告
コマンド (ps など) で確実に正しいデバイスファイル名 (つまり pseudonym) を表示できるよう、すべての
pseudonym は /dev/telnet ディレクトリに入れなければなりません。 pseudonym をこのディレクトリに
入れるよう指定しなければ、多くのコマンドでデバイスファイル名を正しく表示することが保証されません。

さらに、コマンド (w, passwd, finger, および wallなど) が正しく動作するのを保証するために、それぞれ
の pseudonym の最初の 17文字は一意でなければなりません (ディレクトリの接頭辞 /dev/telnet/ を含
め)。 pseudonym の最初の 17 文字が一意でない場合には、多くのコマンドが正常に動作することが保証され
ません。

また、タイミングマークネゴシエーションを確実に処理し、ターミナルサーバーに接続されているプリンター
に印刷するファイルが完全にそのプリンターに対してフラッシュされるようにするためには、ターミナルサー
バーに接続されているプリンターのプリンターインタフェーススクリプトそれぞれの最後付近に次の行を追加
しなければなりません。
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stty exta <&1 2>/dev/null

プリンターインタフェーススクリプトは、 /etc/lp/interface ディレクトリにあります。この行は、個々
のプリンターインタフェーススクリプトで最後の exit コマンドの直前に追加しなければなりません。

この行を指定どおりに追加しなければ、ターミナルサーバーに接続されているプリンターの信頼性が保証でき
ません。

ファイル
/usr/examples/ddfa/dp

/usr/examples/ddfa/pcf

/usr/sbin/dpp

/usr/sbin/ocd

/usr/sbin/ocdebug

/var/adm/dpp_login.bin

/var/adm/utmp.dfa

参照
dpp(1M), ocdebug(1M), syslog(3C), dp(4), pcf(4), ddfa(7)
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名称
ocdebug − 外部接続デーモンデバッグユーティリティ DDFA ソフトウェアで使用

構文
ocdebug −fpseudonym −nnode_name [−bboard_no ] [−cconfig_file ] [−ddebug_level ] [−llog_level ]

[−pport_no ]

説明
ocdebug デーモンは、外部接続デーモン (ocd) のデバッグバージョンです。 ocd は、データ通信とターミ
ナルコントローラ (DTC) のデバイスファイル アクセス (DDFA) ソフトウェアに組み込まれています。この
デーモンは、リモートターミナルサーバーポートへの連結とデータ転送を管理します。

DDFA ソフトウェアの設定方法についての詳細、およびその機能についての説明は、 ddfa(7) を参照してくだ
さい。

デバッグは、次のようにして SIGUSR1 シグナルをプロセスに送信することによって対話形式で切り替えるこ
とができます。

kill −16 pid.

ocdebug は、重要なメッセージとエラー条件を /var/adm/syslog にロギングします。デバッグメッセー
ジは /var/adm/ocdpid ファイルにロギングされ、このファイル名がデバッグの最初に表示されます。

オプション
ocdebug で認識されるオプションは次のとおりです。 −d オプション以外は、 ocd のオプションと同じで
す。

−bboard_no DTCのボード番号を指定します。このオプションを指定しない場合には、ポート番号
オプションで完全な TCP サービス ポートアドレスを指定することが必要です。 −n

オプションで指定した IP アドレスがポートの IP アドレスの場合には、 −b と −p

オプションを指定することはできません。

−n オプションで明示的にターミナルサーバーポートを指定した場合には、 −b オプ
ションの指定は不要です。

−cconfig_file ターミナル サーバーポートのプロファイルに使用する設定ファイルの名称 (絶対パス
を含む) を指定します。この値を指定しない場合には、デフォルトの pcf ファイル
(/usr/examples/ddfa/pcf) に指定されているデフォルト値が使用されます。指定
したファイルがなかった場合にはエラーメッセージがロギングされ、次の値が使用さ
れます( open_tries および open_timer の値は、デフォルト値とは異なる値であるこ
とに注意してください)。

telnet_mode: enable

timing_mark: enable

telnet_timer: 120

binary_mode: disable
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open_tries: 0

open_timer: 0

close_timer: 0

status_request: disable

status_timer: 30

eight_bit: disable

tcp_nodelay: enable

−ddebug_level デバッグのレベルを指定します。レベルを加算するとデバッグ機能を積み重ねること
ができます。例えば −d7 の場合には、すべてのレベルが使用可能です。 −d3 の場
合には、最初の 2つのレベルしか使用できません。各レベルは次のとおりです。

0 デバッグメッセージをロギングしません。
1 トレースプロシージャの開始 / 終了をロギングします。
2 追加のトラッキングメッセージをロギングします。
4 データ構造をダンプします。

−fpseudonym ソフトウェアによって予約済みの pty にリンクされたデバイスファイルに対する絶
対パスまたは相対パスを指定します。アプリケーションは、動的に割り当てられた
pty スレーブではなくpseudonym を使用します。

−llog_level ロギングレベルを指定します。これによって、 /var/adm/syslog に送信するメッ
セージの重大度が決まります。ロギングレベル (およびシステムログレベルとの関係)

は次のとおりです。

0 LOG_CRIT メッセージだけロギング

1 LOG_CRIT と LOG_ERR メッセージだけをロギング

2 LOG_CRIT, LOG_ERR, および LOG_WARNING メッセージだけをロ
ギング

3 すべてのメッセージをロギング

このオプションを指定しなければ、ロギングレベルは 1 に設定されます。

−nnode_name ターミナルサーバーまたはポートの IP アドレスを指定します。

−pport_no DTC ポート番号、または −b オプションを指定しない場合はソフトウェアがポート
のアクセスに使用する TCP ポート サービスアドレスを指定します。この値を指定し
なければ、デフォルトとして 23 (Telnet) という値を使用します。

再起動することなく、実行中のすべての ocd をシャットダウンするには、次のコマンドを実行します。

kill -15 ‘ps -e | grep ocd | awk ’{print $1}’‘
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警告
コマンド(ps など) で確実に正しいデバイスファイル名 (つまり pseudonym) を表示できるよう、すべての
pseudonym は /dev/telnet ディレクトリに入れなければなりません。 pseudonym をこのディレクトリに
入れるよう指定しなければ、多くのコマンドでデバイスファイル名を正しく表示することが保証されません。

加えて、コマンド(w, passwd, finger, および wall など) が正しく動作するのを保証するために、それぞれ
の pseudonym の最初の 17文字は一意でなければなりません (ディレクトリの接頭辞 /dev/telnet/ を含
む)。 pseudonym の最初の 17 文字が一意でない場合には、多くのコマンドが正常に動作することが保証され
ません。

また、タイミングマークネゴシエーションを確実に処理し、ターミナルサーバーに接続されているプリンター
に印刷するファイルが完全にそのプリンターに対してフラッシュされるようにするためには、ターミナルサー
バーに接続されているプリンターのプリンターインタフェーススクリプトそれぞれの最後付近に次の行を追加
しなければなりません。

stty exta <&1 2>/dev/null

プリンターインタフェーススクリプトは、 /etc/lp/interface ディレクトリにあります。この行は、個々
のプリンターインタフェーススクリプトで最後の’exit’ コマンドの直前に追加しなければなりません。

この行を指定どおりに追加しなければ、ターミナルサーバーに接続されているプリンターの信頼性が保証でき
ません。

ファイル
/usr/examples/ddfa/dp

/usr/examples/ddfa/pcf

/usr/sbin/dpp

/usr/sbin/ocd

/usr/sbin/ocdebug

/var/adm/dpp_login.bin

/var/adm/ocdpid

/var/adm/syslog

/var/adm/utmp.dfa

参照
dpp(1M), ocd(1M), syslog(3C), dp(4), pcf(4), ddfa(7)
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名称
olrad − PCI IO カードのオンライン追加/交換用のコマンド

構文
カード追加コマンド

/usr/bin/olrad [-f] -a slot_id

/usr/bin/olrad -A slot_id

カード交換コマンド
/usr/bin/olrad [-f] -r slot_id

/usr/bin/olrad -R slot_id

その他のコマンド
/usr/bin/olrad -n|-q

/usr/bin/olrad [-F] -q

/usr/bin/olrad [-F] -h|-c slot_id

/usr/bin/olrad [-F] -v interface_hw_path

/usr/bin/olrad -g device_hw_path|slot_hw_path

/usr/bin/olrad -I|-P|-p flag slot_id

/usr/bin/olrad -C|-e slot_id

説明
olrad コマンドを使うと、I/O カードのオンライン追加および交換を行うことができます。

olrad は OLA/R 操作を行う前に、システムのクリティカルリソース分析を行います。これは、PCI カード
を追加/交換した後に、システムが矛盾した状態にならないようにするためです。

このコマンドを実行するには、root 権限が必要です。

PCI I/O カードの操作中に特定の PCI ハードウェアエラーを処理する機能を持つシステムでは、olrad コマ
ンドのオプションを使うことで、そのようなエラーから復旧を試みることができます。この機能が使えるかど
うかは、プラットフォームとオペレーティングシステム環境に依存します。

引き数
olrad コマンドには、以下の引き数があります。

slot_id OLA/R 対応スロットのスロット ID です。スロット ID は、１つ以上の番号をダッシュで
区切った形式をしています。各番号は、スロットの物理的な場所の構成要素を表します。
ユーザーはスロット ID を使ってスロットの位置を示すことができます。スロット ID の
番号シーケンスは、プラットフォームに依存します。N および L クラスでは、スロット
ID にはスロット番号だけが含まれます。Superdome などその他プラットフォームのス
ロット ID のフォーマットは、次のとおりです。

Cabinet#-Bay#-Chassis#-Slot#
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slot_hw_path OLA/R 対応スロットのハードウェアパスです。

interface_hw_path

OLA/R 対応スロット上のインタフェースのハードウェアパスです。

device_hw_path OLA/R 対応スロット上の任意のハードウェアパスです。

オプション
以下のオプションがサポートされます。

-a slot_id システムの指定したスロットへカードを追加する準備を行います。システムにカードを追
加することで、システムの動作が損なわれないようにするために、クリティカルリソース
分析を行います。影響を受けるスロットがあれば、それに対してドライバスクリプト
(pref_replace および prep_replace) を実行し、影響を受けるスロットに対応するド
ライバを停止します。スロットの電源をオフにし、対応するスロットのアテンション LED

を点滅モードにします。

-f オプションを指定した場合には、クリティカルリソース分析 (CRA) の結果が無効にな
ります。-f オプションの説明を参照してください。

-A slot_id 追加の後処理です。スロットの電源がオンにされ、影響を受けたすべてのスロットに対応
するドライバが再起動されます。ioscan が実行されて、カードが検出されたら、現在の
スロットに対してドライバスクリプト post_add が実行され、影響を受けたスロットが
あれば、そのスロットに対して post_replace が実行され、対応するスロットのアテン
ション LED がオフにされます。

-r slot_id システムの指定したスロットのカードを交換する準備を行います。システムのカードを交
換することで、システムの動作が損なわれないようにするために、クリティカルリソース
分析を行います。影響を受けるスロットがあればそのスロットと現在のスロットに対して
ドライバスクリプト (pref_replace および prep_replace) を実行します。現在のス
ロットと影響を受けるスロットに対応するドライバを停止します。対象スロットの電源を
オフにし、対応するスロットのアテンション LED を点滅モードにします。

-f オプションを指定した場合には、クリティカルリソース分析 (CRA) の結果が無効にな
ります。-f オプションの説明を参照してください。

-R slot_id 交換の後処理です。対象スロットの電源がオンにされます。停止していたドライバが再起
動され、現在のスロットと影響を受けたスロット (もしあれば) に対してドライバスクリプ
ト (post_replace) が実行されます。スロットに対応するアテンション LED がオフにさ
れます。

PCI I/O カードの操作中に特定の PCI ハードウェアエラーを処理する機能を持つシステム
では、交換の後処理を使用して PCI カードと対応する I/O スロットをそのようなエラー
からの復旧を試みることができます。
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-f -f オプションを指定した場合には、クリティカルリソース分析 (CRA) で返される "data

critical" を無効にします。olrad では、 "critical" エラーを無効にできないことと、
olrad は自動的に "warnings" を無効にすることに注意してください。

-f を指定しているかどうかにかかわらず、OLA/R 操作を行う前にはクリティカルリソー
ス分析ルーチンが実行され、OLA/R 操作によってシステムの通常動作が損なわれないこ
と、つまりクリティカルエラーかどうかが確認されます。

"data critical" エラーは、通常はシステムにとっては重要ではありませんが、ユーザーに
とっては重要な場合があります。したがって、ユーザーは -f オプションを使ってこれら
のエラーを無効にすることが妥当かどうかを判断する必要があります。

-F 出力を、コンピュータが解読できる形式で表示します。次のオプションと同時に指定でき
ます。-q、-c、-h、および -v。

-n システム内の OLA/R 対応スロットの数を表示します。

-q システム内のすべての OLA/R 対応スロットの状態を表示します。出力では、同じバス番
号を持つスロットは共有スロットとして扱われます。出力フィールドは以下のとおりで
す。説明の一部はプラットフォームに依存します。

OLA/R 対応の PCI-Express スロットが搭載されたシステムでは、出力フィールドは若干
異なります。そのようなスロットで表示されるフィールドの詳しい説明については、「
PCI Express ベースのスロット」の項を参照してください。

Slot slot_id を示します。

Path slot_hw_path を示します。

Bus Number スロットに対応する I/O バスを示します。

Max Spd そのスロットに接続されている PCI バスの最大動作速度を示します。

Spd そのスロットに接続されている PCI バスの現在の動作速度を示します。現在の動作
速度は、スロットに挿入されているカードと、スロットの PCI バスの能力によって決まり
ます。

Pwr スロットの電力状態を示します。

Occu スロットが占有されているかどうかを示します。

Susp スロット内のカードがサスペンド状態かどうかを示します。

Driver(s) Capable スロットにある PCI デバイスを要求するインタフェースドライバ
の OL* 機能を示します。OLAR フィールドは、インタフェースドライバがオンライン追
加/交換操作に対応しているかどうかを示します。OLD フィールドは、インタフェースド
ライバがオンライン削除操作に対応しているかどうかを示します。
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Max mode スロットに接続されている PCI バスの最大動作モードを示します。

Mode スロットに接続されている PCI バスの現在の動作モードを示します。現在の動作
モードは、スロットに挿入されているカードと、スロットの PCI バスの能力によって決ま
ります。PCI と PCI-X は、異なる動作モードの例です。

「PCI Express ベースのスロット」

OLA/R 対応の PCI-Express スロットが搭載されているシステムでは、出力フィールドは
若干異なります。そのようなスロットで表示されるフィールドの詳しい説明については、
以下を参照してください。

• Max Link Spd (ギガビット / 秒単位) スロットの PCI-Express リンクで可能な最大
リンク速度を示します。

• Link Spd (ギガビット / 秒単位) スロットの PCI-Express リンクの、ネゴシエートさ
れたリンク速度を示します。

• Max Link Width スロットの PCI-Express リンクでサポートされている最大リンク
幅を示します。

たとえば、x8 は、スロットの PCI-Express リンクでサポートされている最大リンク
幅が８レーンであることを意味します。

• Link Width スロットの PCI-Express リンクの、ネゴシエートされた最大リンク幅
を示します。

• Mode スロットの現在の動作モードを示します。PCI-Express スロットでは、モード
は "PCIe" と表示されます。

-I flag slot_id アテンション LED の状態を制御します。この flag オプションで有効な値は、ATTN と
OFF です。flag の値に応じて、対応するスロットのアテンション LED は適切な状態に設
定されます。このフラグでは、大文字と小文字は区別されません。

-P flag slot_id 電源インジケータの状態を制御します。この flag オプションで有効な値は、現在は RAIL

だけです。-P オプションで RAIL を指定すると、電源 LED が、指定したスロットの電
源の状態に従うように設定できます。つまり、スロットの電源が ON であれば電源 LED

は ON、スロットの電源が OFF であれば電源 LED は OFF となります。このフラグで
は、大文字と小文字は区別されません。

-p flag slot_id スロットの電源を制御します。この flag オプションで有効な値は、ON と OFF です。フ
ラグの設定に応じて、スロットの電源は適切な状態に設定されます。このフラグでは、大
文字と小文字は区別されません。

-C slot_id 指定した slot_id に対してだけ、クリティカルリソース分析ルーチン (CRA) を実行し、そ
の結果を表示します。このルーチンは、指定したスロットに対応する影響を受けるすべて
のハードウェアパスに対して、クリティカルリソースをチェックします。対象はファイル
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システム、ボリューム、プロセス、ネットワーキング、スワップ、およびダンプであり、
影響を受けるリソースのレポートを生成します。また、重大度レベルを表示し、その意味
は以下のとおりです。

CRA_SUCCESS 影響を受けるリソースは使われていません。
CRA_WARNINGS 影響を受けるデバイスで使用中のリソースがありますが、重要

なものはないと考えられます。
CRA_DATA_CRITICAL データが失われる可能性があり、ユーザーが許可した場合にの

み、処理を継続します。
CRA_SYS_CRITICAL ユーザーのシステムがダウンする可能性があります。
CRA_ERROR 何らかの CRA の内部のエラーが発生しました。

実行しようとしている OLA 操作が安全で、システムの機能が損なわれないことを確認す
るために、このオプションを最初に使うことをお勧めします。

-c slot_id 指定したスロットのすべてのインタフェースデバイスのデバイス情報 (Device_ID、
Vendor_ID、Revision_ID など) を表示します。出力フィールドについて、以下に説明し
ます (プラットフォームに依存する説明もあります)。

Path デバイスのハードウェアパスを表示します。

Name デバイスを要求したインタフェースドライバの名前を表示します。

Device_ID デバイスの PCI デバイス ID を表示します。

Vendor_ID デバイスの PCI ベンダー ID を表示します。

Subsystem_ID デバイスの PCI サブシステム ID を表示します。

Subsystem_Vendor_ID デバイスの PCI サブシステムベンダー ID を表示します。

Revision_ID デバイスの PCI リビジョン ID を表示します。

Class デバイスの PCI クラスを表示します。

Status デバイスのステータスレジスタを表示します。

Command デバイスのコマンドレジスタを表示します。

Multi-func PCI デバイス上のマルチファンクションのいずれかであるかどうかを表示
します。

Bridge デバイスが PCI-PCI 間のブリッジデバイスであるかどうかを表示します。

Capable_66Mhz デバイスが 66 MHz の周波数で動作するかどうかを表示します。

Power_Consumption デバイスの消費電力を表示します。

Capable_Frequency デバイスが動作可能なバス周波数を表示します。
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-e slot_id 指定したスロットの影響を受けるスロット ID を表示します。

-h slot_id 指定したスロットのインタフェースノードのハードウェアパスを表示します。

-g hw_path 指定したハードウェアパスのスロット ID を表示します。

-v hw_path 現在の状態やタイムアウト値のようなドライバ情報を表示します。出力フィールドについ
て、以下に説明します。

Name インタフェースドライバの名前を表示します。

State インタフェースドライバの状態を表示します。ドライバがアクティブの場合、状
態は RUNNING です。ドライバが一時停止している場合、状態は SUSPENDED です。
ドライバが移行状態にある場合 (たとえば、RUNNING 状態から SUSPENDED 状態へ移
行)、このフィールドには状態変更中であると示されます。まれなケースですが、ドライバ
の状態移行中に内部エラーが発生すると、このフィールドには操作タイムアウト状態であ
ると示されます。

Suspend time インタフェースドライバを一時停止させるために必要なおおよその時間
を表示します。表示される値は最悪のシナリオを想定しており、通常はこの値よりも短い
時間しかかかりません。

Resume time インタフェースドライバを再開するために必要なおおよその時間を表示し
ます。表示される値は最悪のシナリオを想定しており、通常はこの値よりも短い時間しか
かかりません。

Remove time ドライバのインスタンスを削除するために必要なおおよその時間を表示し
ます。表示される値は最悪のシナリオを想定しており、通常はこの値よりも短い時間しか
かかりません。このフィールドは、ターゲットのオペレーティング環境がオンライン削除
をサポートしている場合にのみ有効です。

Error time このフィールドは、将来の拡張用です。

スロットで OL* 操作を行う場合、olrad は、OL* の前処理では、pref_replace および prep_replace

スクリプトを実行し、OL* の後処理では、post_add および post_replace ドライバスクリプトを実行し
ます。

OLA (オンライン追加) に対する preface および prepare ドライバスクリプトはありません。

スロットに対する OL* 操作に対して、影響を受けるスロットがある場合には、指定したスロットで実行され
る操作とは無関係に、pref_replace ドライバスクリプトが実行されます。

OLA/OLR 操作を開始すると、監査ログが NetTL ログファイルに記録されます。この情報は標準出力にも書
き込まれます。
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PCI エラー処理
システムによっては、PCI I/O カードの操作中に、特定の PCI ハードウェアエラーを処理する機能が搭載され
ています。そのようなエラーが発生すると、オペレーティングシステムは対応するカードと I/O スロットをサ
スペンド状態にします。エラーになっているコンポーネントのソフトウェアの状態は、ioscan(1M) の出力で
ERROR と表示されます。このシナリオが発生したら、olrad コマンドから以下のシーケンスを試行し、ス
ロットの復旧を試みることができます。

1) スロットの電源がオンの場合は、次のコマンドを使って電源をオフにします。

olrad -p OFF slot_id

2) 電源がオフになったら、次のコマンドを使い、スロットに対して交換の後処理操作を試みます。

olrad -R slot_id

カード / スロットがエラーから復旧し、交換の後処理操作が成功すると、エラーから復旧したコンポーネ
ントのソフトウェア状態が、ioscan(1M) の出力で CLAIMED に戻ります。交換の後処理操作が失敗し、
エラーが続く場合は、カードが故障したことが原因として考えられます。エラー状態のカードは、同じ種
類の別のカードと交換し、交換したカードに対して交換の後処理操作を試行します。

ここでは、PCI エラー処理についてすべて説明しているわけではありません。詳細は、Web サイト
http://docs.hp.com にある「PCI エラー処理」に関するドキュメントを参照してください。PCI エラー
処理についてここで説明したシーケンスは、一般的なものです。プラットフォームやオペレーティングシステ
ムリリースによって変わります。

ロギング
olrad は、さまざまなスロットで実行されるすべての OLA/R 操作のエラーおよび監査ログを記録するため
に、NetTL サブシステムを使います。

olrad は、ログメッセージの書式化に、sysadmin サブシステムのフォーマッタを使います。

以下の詳細情報はログには書き込まれません。

• OLA/R を実行したときの CRA レポート
• -C オプションを指定した場合の CRA レポート
• -v、-c、-g、-h、-q、および -n のような情報表示オプションの出力

例
新しいカードの追加

1. すべての OLA/R 対応スロットの情報を取得します。slot_id フィールドをメモしてください。

/usr/bin/olrad -q

2. 追加の準備を行います。

/usr/bin/olrad -a slot_ID
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3. 物理的に、スロットにカードを挿入します。

4. 追加の後処理を行います。

/usr/bin/olrad -A slot_ID

カードの交換
1. すべての OLA/R 対応スロットの情報を取得します。slot_id フィールドをメモしてください。

/usr/bin/olrad -q

2. 交換の準備を行います。

/usr/bin/olrad -r slot_ID

3. スロット内の故障したカードを正しく動作するカードに交換します。新しいカードは、交換するカードと同
一品でなければなりません。

4. 交換の後処理を行います。

/usr/bin/olrad -R slot_ID

戻り値
-C (CRA のみ) オプションを指定した場合は、olrad は、cra-return 値を返します。有効な値は、以下のと
おりです。

0 CRA_SUCCESS

1 CRA_WARNING

2 CRA_DATA_CRITICAL

3 CRA_SYS_CRITICAL

4 CRA_ERROR

その他のオプションを指定した場合、olrad は、以下の値を返します。

0 正常終了。

-1 失敗。olrad は、NetTL ログファイルと標準エラーにもメッセージをログします。

ファイル
NetTL olrad 監査ログとエラーが記録されるログファイル

参照
ioscan(1M), nettl(1M), netfmt(1M)
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廃止予定

名称
opx25 − HALGOL プログラムの実行

構文
/usr/lbin/uucp/X25/opx25 [−f scriptname] [−c char] [−ofile-descriptor] [−ifile-descriptor] [−nstring]

[−d] [−v]

説明
opx25 を含む uucp コマンドは、HP-UX から削除することが予定されています。後述する警告を参照して
ください。

HALGOL は、モデムや X.25 PAD などの装置を使って通信するときの簡易言語です。これには後述の
send xxx や expect yyy と類似した簡単な文があります。

オプション
opx25 には、次のオプションがあります。

-f script opx25 がスクリプトを入力プログラムとして読み取ります。-f を指定しないと、
opx25 は、標準入力をスクリプトとして読み取ります。

-c char opx25 は、実際に入力記述子から文字を読み取らないで、char を入力ストリーム内
の最初の文字として使います。これは、opx25 を呼び出すプログラムが文字を読み
取るように強制し、その後で文字を「読み取り取消」できない場合に有用なことがあ
ります。

-o number opx25 は、number を出力ファイル記述子 (つまり sendに使われるデバイス) とし
て使用します。デフォルト値は、1です。

-i number opx25 は、指定された ’number’ を入力ファイル記述子 (つまり ’expect’ に使
われるデバイス) として使用します。デフォルト値は、0 です。

-n string opx25 が send コマンド実行中に \# を検出したときに使用する文字列をセーブす
るようにします。

-d opx25 をデバッグモードにします。

-v opx25 を冗長モードにします。

opx25 のスクリプトファイルには次のような行が含まれます。

(空行) 空行は無視されます。

/ スラッシュ (/) で始まる行は、(コメントとして) 無視されます。

ID ID はラベルを表し、使用できる文字は英数字と _ だけです。

send string string は、ダブルクォーテーション (") で囲む必要があります。このテキストは、-o

オプションで指定したデバイスに送られます。
プリント不能文字は、C 言語と同様に表されます。たとえば、 \DDD の DDD は、8
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進数の ASCII 文字コードです。send 文字列の \# は、-n オプションの後に付ける
文字列です。

break ブレーク「文字」をデバイスに送ります。

expect number string

number は、通信を打ち切るまでに待つ秒数です。0は無限に待つことですが、使わ
ないでください。指定された時間内に string が受信されると、コマンドは先に進みま
す。そこで、文字列全体を指定する必要はありません。たとえば、もしユーザーが
PAD は @ のプロンプトの後に何行かを送ると知っていれば、文字列として @ だけ
を使用することも可能です。

run program args

指定された引き数を使ってプログラム (sleep、date、等) を実行します。ここでは
クォーテーションが使えません。また、このプログラムは直接 ( execp を使って)起
動されるので、ワイルドカード、リダイレクションなどは使えません。

error ID 直前に実行した expect または run でエラーが発生したら、ラベル ID に進みます。

exec program args

run と同様ですが、fork は行いません。

echo string send と同様ですが、デバイスではなく標準エラーに出力します。

set debug プログラムをデバッグモードに設定します。各行を、指定された各 expect と run の
実行結果と共に /tmp/opx25.log にエコーします。これは、新しいスクリプトを書
くときに便利です。コマンド set nodebug は、この機能を停止します。

set log それ以降の受信文字を /var/uucp/.Log/LOGX25 に送ります。受信データスト
リームの一部に発信者の番号が含まれるので、機密保護のため *.in ファイル内でこ
のコマンドを使うことができます。getx25 にも同様の機能があり、同じログファイ
ルに時刻とログイン名を書き込みます。コマンド set nolog は、この機能を停止し
ます。

set numlog set logと同様ですが、数字だけをログファイルに送り、他の文字を送らないので、
こちらの方が便利な場合があります。コマンド set nonumlog は、この機能を停止
します。

timeout number

グローバルタイムアウト値を設定します。各 expect は残っている時間を使用しま
す。この時間を超過するとプログラムは中断されます (exit 1)。このコマンドを使用
しないと、グローバルタイムアウトは設定されません。また、このグローバルタイム
アウトは、いつでもリセット可能で、0 という値で解除されます。

exit number この値で終了します。0は正常終了、それ以外は異常終了です。
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設定ファイルの基本テストを実行するには、引き数 -f の後にスクリプトファイル名を付けたものを使って、
opx25 を手動で実行します。opx25 は、標準出力に send し、標準入力から expect するので、ユーザーは
入力値をタイプし、出力結果を確認し、echo コマンドでメッセージを見ることができます。 HALGOL プロ
グラミングの適切な例については、ファイル /usr/lbin/uucp/X25/ventel.out を参照してください。

警告
opx25 を含む uucp コマンドを使うことは、推奨しません。HP-UX から削除することが予定されているか
らです。その代わりに、ftp(1) または rcp(1) を使ってください。

著者
opx25 は、HP が開発しました。

参照
getx25(1) uucp(1)
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名称
ospf_monitor − OSPF (Open Shortest Path First protocol) ゲートウェイのモニター

構文
ospf_monitor mon_db_file

説明
ospf_monitor を使用してOSPFルーターを照会します。 ospf_monitor コマンドは対話モードで動作し
ます。このコマンドにより、各種のOSPFルーターを照会して、 IOの統計、エラーログ、リンク状態のデータ
ベース、AS外部データベース、OSPFルーティングテーブル、設定済みOSPFインタフェース、およびOSPF

ネイバーに関する詳細情報を得ることができます。

mon_db_file は、 ospf_monitor リモートコマンドの宛先を設定するレコードで構成されるデータベースの
完全なパス名です。各宛先レコードは、宛先のIPアドレス、ホスト名、およびOSPF認証キー (認証が宛先で
アクティブになっている場合) をリストしたシングルラインエントリーで構成されます。宛先レコードには認
証キーが存在する可能性があるので、このデータベースに対する一般アクセスを制限するようにお勧めしま
す。

OSPFデータベース、およびパケットフォーマットの詳細については、 RFC-1583 (OSPF Specification, ver-

sion 2) を参照してください。

コマンド
対話モードに入ると、 ospf_monitor により次のプロンプトが表示されます。

[ # ] dest command params >

このプロンプトでは、どの ospf_monitor コマンドでも入力できます。対話型コマンドには、キーボード割
り込みを介して、いつでも割り込むことができます。なお、コマンド行の長さは200文字を超えることはでき
ません。

ローカルコマンド
? ローカルコマンドとその機能を表示します。

?R 全リモートコマンドとその機能を表示します。

d 設定された宛先をすべて表示します。このコマンドにより、 mon_db_file で設定されたあらゆる
ospf_monitor コマンドの宛先に対応する dest_index、 IPアドレス、およびホスト名が表示さ
れます。

h 最後に使用された30個の対話型コマンドを含むコマンドヒストリバッファーを表示します。

x ospf_monitor プログラムを終了します。

@ remote_command remote_command を同じ (前の) 宛先に転送します。

@dest_index remote_command 設定された宛先 dest_index に remote_command を転送します。
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F filename ospf_monitor 出力をすべて filename に転送します。

S ospf_monitor 出力をすべてstdoutに転送します。

リモートコマンド
a area_id type ls_id adv_rtr

リンクステートの通知情報を表示します。 area_id は、照会の対象となるOSPFエリアです。
adv_rtr は、このリンクステート通知情報のソースとなるルーターのルーターIDです。 type は、
要求する通知情報のタイプを指定するもので、次のように指定します。

1 ルーターリンク通知情報を要求します。この通知情報により、収集されたルーターのインタ
フェースのステートを記述します。このタイプの要求の場合、 ls_id フィールドはソースとな
るルーターのルーターIDにセットされていなければなりません。

2 ネットワークリンク通知情報を要求します。これは、ネットワークに接続されたルーターセッ
トを記述するものです。このタイプの要求の場合、 ls_id フィールドはネットワークの指定
ルーターのIPインタフェースアドレスにセットされていなければなりません。

3 ネットワークに接続されたルーターを実行するサマリリンク通知情報を要求します。これはイ
ンターエリアルートを記述し、エリアの境界でルーティング情報を圧縮することができます。
このタイプの要求の場合、 ls_id フィールドは、宛先ネットワークのIPアドレスにセットさ
れていなければなりません。

4 ASボーダルートに対するルーターを記述したサマリリンク通知情報を要求します。これはイ
ンターエリアルートを記述し、エリアの境界でルーティング情報を圧縮することができます。
このタイプの要求の場合、 ls_id フィールドは、ASボーダルーターのルーターIDにセットさ
れていなければなりません。

5 AS外部リンク通知情報を要求します。これは、 Autonomous Systemの外部の宛先に対する
ルーターを記述するものです。このタイプの要求の場合、 ls_id フィールドは宛先ネットワー
クのIPアドレスにセットされていなければなりません。

c 累積ログを表示します。このログには、モニターリクエスト、hello、データベース記述、リンクス
テート リクエスト、リンクステート アップデート、およびリンクステート承認パケットに関する
入出力の統計情報が記録されます。エリアの統計情報に、ルーティングネイバーの合計、およびア
クティブなOSPFインタフェースの数が示されます。ルーティングテーブルの統計には、エリア内
ルート、インターエリアルート、およびAS外部データベースエントリーがまとめて報告されます。

e 累積エラーを表示します。このログにより、各OSPFネイバー間で起きる可能性のあるエラー条件
と実際の発生件数が報告されます。

h 次のホップのリストを表示します。このリストの有効次ホップは、大部分が SPF 推定によって導
き出されたものです。
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l [retrans]

リンクステート データベース (ASEを除く) を表示します。このテーブルは、ASを構成するルー
ターとネットワークを記述します。 retrans がゼロ以外の場合、lsdbが保持するネイバーの再転送
リストがプリントされます。

A [retrans]

AS外部データベースのエントリーを表示します。このテーブルにより、各AS外部ルートの通知情
報ルーター、転送アドレス、年齢、長さ、シーケンス番号、タイプ、およびメトリックが報告され
ます。 retrans がゼロ以外の場合、lsdbが保持するネイバーの再転送リストがプリントされます。

o [which]

OSPFルーティングテーブルを表示します。このテーブルにより、 OSPFで現在管理されているAS

ボーダルート、エリア ボーダールート、サマリASボーダルート、ネットワーク、要約ネットワー
ク、およびAS外部ネットワークが報告されます。 which が省略された場合、上記の項目がすべて
表示されます。特定のテーブルだけを表示させたい場合は、次のリストにあるテーブルの中から希
望するテーブルの値を合算して、その値 (1 から 63 までの値になるはずです) を which に指定しま
す。

1 このエリアの AS ボーダールーターへの経路

2 このエリアのエリアボーダールーターへの経路

4 別のエリアの AS ボーダールーターへの経路の要約

8 このエリアのネットワークへの経路

16 別のエリアのネットワークへの経路の要約

32 OSPF ではないネットワークへの AS 経路

I すべてのインタフェースを表示します。これにより、OSPFに設定されているすべてのインタ
フェースが表示されます。報告される情報には、ネットワークに対するDRとBDRのエリア、イン
タフェースIPアドレス、インタフェースタイプ、インタフェースステート、コスト、優先順位、お
よびIPアドレスがあります。

N OSPFルーティングネイバーをすべて表示します。報告される情報には、エリア、ローカルインタ
フェースアドレス、ルーターID、ネイバーIPアドレス、ステート、およびモードがあります。

V Gated のバージョン情報を表示します。

著者
メリーランド大学のRob Coltun

コーネル大学のJeffrey C. Honig
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参照
gated(1M), gdc(1M), ripquery(1M), gated.conf(4)

GateD Documentation

GateD Configuration Guide
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名称
owners − 発信したネットワーク接続の所有者の表示

構文
/usr/sbin/owners

説明
owners は、このシステムで発信した、確立済みのネットワーク接続のリストを表示し、このシステムで実行
している identd を使用して各接続の所有者を示します。

参照
sendmail(1M)
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名称
parcreate − 新規パーティションの作成

構文
parcreate

-c cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

[ -c cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage] [:clm_value] ]...

[-b path] [-t path] [-s path] [-r cell] [−T flag] [-r cell]...

[-k s_lock] [-B] [-I IPaddress] [-L clm_value] [-P PartitionName]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

説明
parcreate コマンドは、新規パーティションを作成します。デフォルトでは、新規パーティションはローカ
ルコンプレックスに作成されます。指定した対象 (ローカルまたはリモート) コンプレックスにパーティション
を作成するには、-u または -g オプションを指定します。このコマンドは指定されたセル (および、付属し
ている I/O シャーシ) を新規パーティションに割り当てます。指定したセルの少なくとも１つには、コア I/O

を持つ I/O シャーシに装着されている必要があります。このコマンドは使用可能なパーティション ID を検索
して、その ID を新規パーティションに割り当てます。新しく作成されたパーティションのパーティション ID

は標準出力に表示されます。

このコマンドは、その操作の性質上、対象コンプレックスの構成を変更します。対象コンプレックスの nPar-

tition Configuration Privilege の状態が操作に影響します。 nPartition Configuration Privilege が制限なし(

デフォルト) の場合、あるいは −g オプションを使用してコンプレックスにアクセスしている場合に、新規
パーティションの作成が許可されます。そうでなければ、コマンドが失敗します。 −g オプションは nParti-

tion Configuration Privilege の状態には影響されません。注記: nPartition Configuration Privilege の状態を
変更できるのは、サービスプロセッサの Command Menu だけです。

ローカルパーティションでこのコマンドを実行するには、root 権限が必要です。 −u または −g オプションを
使用してリモートパーティションやコンプレックスにアクセスしている場合は、ローカルシステムでの root 権
限は必要なく、ローカルシステムが nPartition 上にある必要もありません。 −u オプションが指定されてい
る場合は、リモートホストで username が root 権限を持つ必要があり、そうでなければコマンドが失敗しま
す。

このマンページで使用しているパーティション管理関連の用語の詳細については『HP システムパーティショ
ン ガイド』を参照してください。パーティション管理コマンドの一覧については、partition(5) を参照してく
ださい。

オプションと引き数
parcreate は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。
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−c cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

パーティションに割り当てるセルを指定します。パーティションに複数のセルを割り当てる場
合には、複数の -c オプションを使う必要があります。

cell は、セル ID を指定します。これは、ローカルフォーマット (キャビネット番号/スロット
番号) またはグローバルフォーマット (セル番号) のどちらでも指定できます。たとえば、
キャビネット０、スロット１に位置するセルは、ローカルフォーマットでは 0/1 として識別
され、グローバルフォーマットでは１として識別されます。

celltype は、セルタイプを指定します。セルの有効な celltype 値は次のとおりです。
base これは、celltype が指定されていない場合のデフォルトです。

use_on_next_boot は、このセルがリブートに関与するかどうかを指定します。
use_on_next_boot の有効値は、以下のとおりです。
y リブートに関与します。この値がデフォルトです。ただし、スロットが見つからな

い、セルが存在しない、またはセルに電源が投入されていない場合のデフォルトは、
n になります。

n リブートに関与しません。

-c オプションを使って指定したセルの少なくとも１つには、use_on_next_boot フラグが y

に設定されたコア I/O が含まれている必要があります。

failure_usage フィールドは、パーティションのブート時に、システムファームウェアによっ
て使われます。電源投入時のセルフテストの際に、CPU のセルフテストに失敗したり、
DIMM の割り当てが解除された場合に、システムファームウェアがこのフラグを使って、
ブート時にこのセルをパーティションへ組み込むかどうか、そして組み込む場合にはその方法
について決定します。セルの有効な failure_usage 値は、以下のとおりです。
ri メモリーインタリーブ機能を有効にして再アクティブ化します。セルを通常どおりに

統合することを指定します。これがデフォルトです。

clm_value は、セルのローカル (非インタリーブ) メモリーとして構成するメモリーの容量を
指定します。 -c オプションを使って指定する clm_value は -L オプションを使って指定す
る clm_value よりも優先されます。指定した clm_value がセルのメモリー総容量を越えてい
る場合には、このコマンドは警告を表示します。

注記: PA-RISC プラットフォームでは、CLM 用に割り当てられるメモリーの量は、要求され
た CLM の量に一致しない可能性があります。これは、メモリーの一部が、オペレーティング
システム専用に予約されているためです。

clm_value を指定しない場合は、セルには最大のインタリーブメモリー (CLM なし) が割り
当てられます。パーティション内のすべてのセルに 100% CLM を指定すると、このコマンド
は警告を表示します。 clm_value は、２つの形式で表現できます。

180 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



parcreate(1M) parcreate(1M)

• パーセンテージ (割合)。パーセント数を０～100 の範囲で "%" の接尾辞を付けて指定しま
す。この数は、12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87% または 100% に繰り上
げられます。セルに 4GB より少ないメモリーしかない場合は、パーセンテージは 25%、
50%、75% または 100% に繰り上げられます。指定したパーセンテージはパーティション
がブートされるたびに適用されるので、セル内の使用可能メモリーの容量が変化すれば、
この値は変化します。たとえば、パーティション内のセルに 8GB のメモリーがあり、
ユーザーが 50% CLM を指定したとします。パーティションのブート時に、そのセルの
4GB のメモリーは CLM として使われます。その後ユーザーがそのパーティションを
シャットダウンし、そのセルにメモリーを 8GB 追加したとします。パーティションを再
度ブートすると、今度はセルには 16GB のメモリーが存在するので、8GB (50%) が CLM

として割り当てられます。

• 絶対値 (デフォルト)。オプションで "GB" の接尾辞を付けることもできます。 clm_value

は、メモリーのギガバイト単位の絶対値として解釈されます。整数でなく、小数部が 0.5

でない数は、最も近い 0.5GB の境界に丸められます。たとえば、2.5GB であればそのま
まですが、2.3GB であれば 2.5GB に丸められます。たとえば、あるパーティション内の
セルが 8GB のメモリーを持ち、ユーザーが 4GB の CLM を指定したとします。パーティ
ションをブートすると、セルの 4GB のメモリーが CLM として使われます。その後ユー
ザーがそのパーティションをシャットダウンし、そのセルにメモリーを 8GB 追加したと
します。パーティションを再度ブートすると、今度はセルには 16GB のメモリーが存在し
ますが、CLM として割り当てられるメモリーは 4GB のままです。

-u username:[passwd]

ローカルシステム以外のパーティションにアクセスするために必要な権限を指定します (ま
た、ローカルパーティションへのループバックアクセスを行う場合にも使用できます)。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

username は、対象パーティションに設定されているユーザー名を指定します。

passwd は、username に対応したパスワードを指定します。このフィールドに何も指定しな
かった場合は、コマンドによって、パスワードの入力が求められます。

注記: このコマンドは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) の Client Application

です。 −u オプションでは、Secure Sockets Layer (SSL) 接続を使用して対象パーティショ
ンにアクセスします。エラーが発生した場合は、制約の項に記載されている条件を満たしてい
ることを確認します。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、セキュリティ上のリス
クがあります。 ps や他のコマンドでは、プロセスのコマンドラインを表示することができ
るため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパスワードを見るこ
とができます。したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではなく、プロンプトに
従ってパスワードを入力することを強く推奨します。
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注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予
定です。

-h IPaddress|hostname"

このオプションは -u または -g オプションのいずれかとの組み合わせでのみ、使用できま
す。 IPaddress|hostname は、対象パーティション (−u) またはコンプレックス (−g) の IP

アドレスまたはホスト名を指定します。

-g [passwd] -h オプションで指定したコンプレックスへのアクセスを許可します。アクセスしたコンプ
レックスは対象コンプレックスと見なされます。アクセスはサービスプロセッサの LAN ポー
トを介して行われます。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

passwd は、サービスプロセッサの IPMI パスワードを指定します。このフィールドを省略す
ると、コマンドによってパスワードの入力が求められます。

このオプションを使用して接続する際にエラーが発生した場合は、リモートシステムのサービ
スプロセッサで IPMI LAN でのアクセスが使用不可になっていないかどうか確認します。
IPMI LAN でのコンプレックスへのアクセスを使用可能あるいは使用不可にするには、サー
ビスプロセッサにログインし Command Menu で SA コマンドを使用します。

−u オプションと −g オプションは、互いに排他的です。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、セキュリティ上のリス
クがあります。 ps や他のコマンドでは、プロセスのコマンドラインを表示することができ
るため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパスワードを見るこ
とができます。したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではなく、プロンプトに
従ってパスワードを入力する事を強く推奨します。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予
定です。

-b path 一次ブートパスを指定します。 path には、物理ハードウェアパスを指定します。 注記 :

Itaniumベース プラットフォームでは、ローカルでないパーティションのブートパスの設定
や変更は行えません。新しく作成したパーティションのブートパスは、SP コンソールインタ
フェースを使って設定しなければなりません。

-t path 代替ブートパスを指定します。 path には、物理ハードウェアパスを指定します。 注記 :

Itaniumベース プラットフォームでは、ローカルでないパーティションのブートパスの設定
や変更は行えません。新しく作成したパーティションのブートパスは、SP コンソールインタ
フェースを使って設定しなければなりません。

-s path 二次ブートパスを指定します。 path には、物理ハードウェアパスを指定します。 注記 :

Itaniumベース プラットフォームでは、ローカルでないパーティションのブートパスの設定
や変更は行えません。新しく作成したパーティションのブートパスは、SP コンソールインタ
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フェースを使って設定しなければなりません。

−r cell コアセル候補を指定します。コアセル候補は、コア IO が接続された構成済みセルのことで
す。パーティションのコアセルが削除されると、ファームウェアによって最初のコアセル候補
が、次のコアセルとして選択されます。１つから４つのコアセル候補を指定することができま
す。最初に指定したセルが第１コアセル候補、２番目に指定したセルが第２コアセル候補、３
番目に指定したセルが第３コアセル候補、４番目に指定したセルが第４コアセル候補になりま
す。

cell は、ローカルフォーマット (キャビネット番号/スロット番号) とグローバルフォーマット
(セル番号) のどちらでも指定できます。たとえば、キャビネット０、スロット１に位置する
セルは、ローカルフォーマットでは 0/1 として識別され、グローバルフォーマットでは１と
して識別されます。

-k s_lock parmgr により提供される安定コンプレックス構成データ (Stable Complex Configuration

Data) に対するロックキーを指定します。 注記 : -k オプションは、プログラムから par-

create コマンドを実行するシステム管理ツールで使うように想定されています。コマンド
行ユーザーは、このオプションは使わないでください。

-B 新規パーティションをブートすることを指定します。デフォルトではブートしません。 注記:

Itaniumベース プラットフォームでは、このオプションは効果がありません。新規パーティ
ションにブートパスを設定できないからです。したがって、そのパーティションは自動的には
ブートできません。そのパーティションは BCH のプロンプトから手作業でブートする必要が
あります。

-I IPaddress parmgr のような管理ツールでこのパーティションを指定するために使われる IP アドレスを
指定します。この値は HP-UX がインストールされ、ネットワークが構成されたときにパー
ティションに割り当てられる IP アドレスと整合がとれていなければなりません。

-L clm_value セルごとに、ローカル (非インタリーブ) メモリーとして使われるメモリー容量を指定しま
す。 -c オプションを使って指定する clm_value は、-L オプションを使って指定する
clm_value よりも、優先されます。 clm_value の形式の詳細は、-c オプションの説明を参
照してください。

-P PartitionName

新規パーティションの名前を指定します。有効なパーティション名に許される文字は、a-z、
A-Z、0-9、- (ダッシュ)、_ (下線), " " (空白) および . (ピリオド) です。パーティション
名に空白を含める場合は、名前を二重引用符で囲む必要があります。パーティション名は、最
大で 64 バイトです。

−T flag ハイパースレッド機能を有効にするかどうかを指定します (セルがこの機能をサポートしてい
る場合のみ)。デフォルトでは、ハイパースレッド機能は無効になっています。 flag の有効な
値は次のとおりです。
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y ハイパースレッド機能を有効にします。各 CPU 上で複数のスレッドが同時に実行され
ます。

n ハイパースレッド機能を無効にします。これがデフォルト値です。

グローバルセル番号のローカルセル番号へのマップ
コンプレックス内のキャビネットは０から番号付けされています。各キャビネット内のセルスロットも、０か
ら番号付けされています。各キャビネットは最大８個のセルを持つことができます。たとえば、キャビネット
０内のセル番号は、グローバル形式では 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 で、ローカル形式では 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5,

0/6, 0/7 です。

同様に、キャビネット１内のセル番号は、グローバル形式では 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 で、ローカル形式で
は 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 です。

したがって、キャビネット１のスロット０のセル番号は、ローカル形式では 1/0、グローバル形式では８、と
して識別されます。 parstatus コマンドでは、このセルは "cab1,cell0" と表示されます。キャビネット１の
スロット４のセル番号は、ローカル形式では 1/4、グローバル形式では 12、として識別されます。 parsta-

tus コマンドでは、このセルは "cab1,cell4" と表示されます。 parstatus(1) を参照してください。

戻り値
parcreate コマンドは、以下の値のいずれかで終了します。

0 正常終了。
1 エラー状態が発生。

例
２つのセルをもつ新規パーティション myPartition を作成します。セルの１つはキャビネット０、スロッ
ト４に位置しています。このセルの celltype は base です。このセルの failure_usage 方針は ri です。この
セルの CLM 値は 1GB です。

もう１つのセルは、キャビネット０、スロット６に位置しています。このセルの celltype と failure_usage

は、指定しません。 use_on_next_boot は、どちらのセルでも y です。

parcreate -P myPartition -c 0/4:base:y:ri:1GB

-c 6::y: -b 0/0/1/2.6 -t 0/0/1/3.6

-s 0/0/1/4.6 -r 0/4

２つのセルを持つ新規パーティション nextPartition を作成します。２つのセルは、キャビネット０、ス
ロット０とスロット１に位置しています。この例では、セルのデフォルト値を使用しています。デフォルトの
celltype は base で、デフォルトの failure_usage 方針は ri です。デフォルトの use_on_next_boot は、y

です。デフォルトでは、セルには CLM はありません。

parcreate -P nextPartition -c 0::: -c 0/1:::

警告
このコマンドを使って、iCOD コンポーネント (セルおよび CPU) をアクティブ化することができます。お客
様の iCOD 契約を適切な状態に保つためには、このようなコンポーネントのご購入が必要になる場合がありま
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す。

HP-UX 11i v2 は、-u オプションおよび -g オプションで passwd を渡す機能をサポートする最後の HP-

UX リリースです。コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定
です。コマンドからパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

制約
このコマンドでは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) 製品とその設定を使用します。 −u オプ
ションを使用した時に接続エラーが発生した場合は、次の２つの条件が満たされていることを確認してくださ
い。

• cimconfig コマンド (WBEM 製品のマニュアルの cimconfig(1M) を参照) を使用して次の２つの変数の
設定を検証します (必要であれば設定を訂正します)。

• enableRemotePrivilegedUserAccess=true

• enableHttpsConnection=true

• ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル認証を追加しておく必
要 が あ り ま す。 nPartition コ マ ン ド で 使 用 さ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。

注記: ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル認証を追加して
おく必要があります。ハードウェアパーティション用コマンドの Trust Store ファイルは
/var/opt/wbem/client.pem です。このファイルは、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで
使用されるため、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで認証を与えたパーティションは、ハード
ウェアパーティション用コマンドでも認証を与えられることになります。

詳細については、参照の項に記載されている WBEM のドキュメントを参照してください。

著者
parcreate は、HP により開発されました。

参照
fruled(1), parstatus(1), cplxmodify(1M), frupower(1M), parmgr(1M), parmodify(1M), parremove(1M),

parunlock(1M), partition(5)

『HP システムパーティションガイド』 (http://docs.hp.com/ja)

『HP WBEM Services for HP-UX System Administrator’s Guide』 (http://docs.hp.com)

『 HP WBEM Services for HP-UX 11i v2.0 on Integrity Servers Version A.01.05 Release Notes 』
(http://docs.hp.com)
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名称
parmodify − 既存パーティションの変更

構文
parmodify -p PartitionNumber

{-a cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

[-a cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[ failure_usage] [:clm_value]]...

|-m cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

[-m cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage] [:clm_value]]...

|-d cell [-d cell]...

|-B

|-r cell [-r cell]...

|−T flag]

|-u username:[ passwd] -h IPaddress|hostname

|-g [ passwd] -h IPaddress|hostname

|-I IPaddress |-b path |-t path |-s path

|-P PartitionName |-k s_lock:p_lock }

説明
parmodify コマンドは、既存パーティションの属性を変更するために使用します。デフォルトでは対象パー
ティションはローカルパーティションです。このコマンドを (ローカルまたはリモート) コンプレックス内の他
のパーティションの変更に使うために、-u または -g オプションを指定することができます。このコマンド
によって変更できる属性は、以下のとおりです。

パーティション名
セル割り当て:

セルをパーティションに追加
セルをパーティションから削除

既存セルの属性:

celltype

use_on_next_boot

failure_usage

clm_value (セルローカルメモリー)

コアセル候補
一次ブートパス
HA 代替ブートパス
二次ブートパス
パーティションの IP アドレス

このコマンドは、その動作の性質上、対象コンプレックスの構成を変更する可能性があります。このコマンド
の操作は、対象コンプレックスの nPartition Configuration Privilege の状態によって影響を受けることがあ
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ります。nPartition Configuration Privilege が「制限なし」(デフォルト) の場合、あるいは −g オプション
を使ってコンプレックスにアクセスする場合、すべての操作が許可されます。そうでなければ、次の操作を行
うと、コマンドは失敗します。

• コンプレックス内の任意のパーティションへのセルの追加
• コンプレックス内の任意のパーティションからのセルの削除
• コンプレックス内の任意のセルの CLM パラメータの変更

−g オプションは、nPartition Configuration Privilege の状態には影響されません。注記: nPartition Config-

uration Privilege の状態は、サービスプロセッサの [Command] メニューでのみ変更できます。

ローカルパーティションでこのコマンドを実行するためには、root 権限が必要です。−u オプションまたは −g

オプションを使ってリモートパーティションやリモートコンプレックスにアクセスする場合は、ローカルシス
テムでの root 権限は必要なく、ローカルシステムは、nPartitions 上に存在する必要はありません。−u オプ
ションを指定した場合、username はリモートホスト上で root 権限を持つ必要があり、そうでなければコマン
ドは失敗します。

このマンページで使われているパーティション管理関連の用語の説明については、『HP システムパーティ
ションガイド』を参照してください。パーティション管理コマンドの一覧については、partition(5) を参照し
てください。

オプションと引き数
parmodify は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

-p PartitionNumber 変更するパーティションを指定します。PartitionNumber は、パーティションの作成時
にパーティションに割り当てられる固有の番号 (整数) を指定します。注記: 変更するも
のとして指定するパーティションを対象パーティションと呼びます。コマンドを実行し
ているパーティションをローカルパーティションと呼びます。

-p オプションと同時に以下のオプションのいくつかを指定する必要があります。

-u username:[passwd]

ローカルパーティション以外のパーティションにアクセスするために必要な権限を指定
します (また、ローカルパーティションへのループバックアクセスを行う場合にも使用
できます)。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

username は、対象パーティションに設定されているユーザー名を指定します。

passwd は、username に対応したパスワードを指定します。このフィールドに何も指
定しなかった場合は、コマンドによって、パスワードの入力が求められます。

注記: このコマンドは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) の Client Appli-

cation です。−u オプションでは、Secure Sockets Layer (SSL) 接続を使って対象パー
ティションにアクセスします。エラーが発生した場合は、「制約」の項に記載されてい
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る状態を満たしていることを確認してください。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境で
セキュリティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコ
マンド行を表示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプ
ロセスの実行中にパスワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパス
ワードを指定するのではなく、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力するこ
とを強くお勧めします。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなく
なる予定です。

-h IPaddress|hostname

このオプションは -u または -g オプションのいずれかとの組み合わせでのみ、使用
できます。IPaddress|hostname は、対象パーティション (-u) またはコンプレックス
(-g) の IP アドレスまたはホスト名を指定します。

-g [passwd] -h オプションで指定したコンプレックスへのアクセスを許可します。アクセスしたコ
ンプレックスは対象コンプレックスと見なされます。アクセスはサービスプロセッサの
LAN ポートを介して行われます。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

passwd は、サービスプロセッサの IPMI パスワードを指定します。このフィールドを
省略すると、コマンドによってパスワードの入力が求められます。

このオプションを使って接続する際にエラーが発生した場合は、リモートのサービスプ
ロセッサで IPMI LAN でのアクセスが使用不可になっていないか確認します。IPMI

over LAN でのコンプレックスへのアクセスを使用可能あるいは使用不可にするには、
サービスプロセッサにログオンし、[Command] メニューで SA コマンドを使います。

-u オプションと -g オプションは、互いに排他的です。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境で
セキュリティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコ
マンド行を表示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプ
ロセスの実行中にパスワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパス
ワードを指定するのではなく、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力するこ
とを強くお勧めします。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなく
なる予定です。

-a cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

指定したセルを対象パーティションに割り当てます。複数のセルをパーティションに割
り当てるには、複数の -a オプションを使う必要があります。
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cell は、セル ID を指定します。これは、ローカルフォーマット (キャビネット番号/ス
ロット番号) またはグローバルフォーマット (セル番号) のどちらでも指定できます。た
とえば、キャビネット 0、スロット 1 に位置するセルは、ローカルフォーマットでは
0/1 として識別され、グローバルフォーマットでは 1 として識別されます。

celltype は、セルのタイプを指定します。セルに対する有効な celltype 値は次のとおり
です。
base これは、celltype が指定されていない場合のデフォルトです。

use_on_next_boot は、セルがリブートに関与するかどうかを指定します。
use_on_next_boot の有効な値は、次のとおりです。
y リブートに関与します。この値がデフォルトです。ただし、スロットが見つか

らない、セルが存在しない、またはセルに電源が投入されていない場合のデ
フォルトは n になります。

n リブートに関与しません。

failure_usage フィールドは、パーティションのブート時に、システムファームウェア
によって使われます。電源投入時のセルフテストの際に、CPU のセルフテストに失敗
したり、DIMM の割り当てが解除された場合に、システムファームウェアがこのフラグ
を使って、ブート時にこのセルをパーティションへ組み込むかどうか、そして組み込む
場合にはその方法について決定します。セルの有効な failure_usage 値は、以下のとお
りです。
ri メモリーインタリーブ機能を有効にして再アクティブ化します。セルを通常ど

おりに統合することを指定します。これがデフォルトです。

clm_value は、セルのローカル (非インタリーブ) メモリーとして構成するメモリーの容
量を指定します。指定した clm_value がセルのメモリー総容量を越えている場合には、
このコマンドは警告を表示します。

注記: PA-RISC プラットフォームでは、CLM 用に割り当てられるメモリーの量は、要
求された CLM の量に一致しない可能性があります。これは、メモリーの一部が、オペ
レーティングシステム専用に予約されているためです。

clm_value を指定しない場合は、セルには最大のインタリーブメモリー (CLM なし) が
割り当てられます。パーティション内のすべてのセルに 100% CLM を指定すると、こ
のコマンドは警告を表示します。clm_value は、２つの形式で表現できます。

• パーセンテージ (割合)。パーセント数を 0 ～ 100 の範囲で "%" の接尾辞を付けて指
定します。この数は、12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87% または
100% に繰り上げられます。セルに 4GB より少ないメモリーしかない場合は、パー
センテージは 25%、50%、75% または 100% に繰り上げられます。指定したパーセ
ンテージはパーティションがブートされるたびに適用されるので、セル内の使用可能
メモリーの容量が変化すれば、この値は変化します。たとえば、パーティション内の
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セルに 8GB のメモリーがあり、ユーザーが 50% CLM を指定したとします。パー
ティションのブート時に、そのセルの 4GB のメモリーは CLM として使われます。
その後ユーザーがそのパーティションをシャットダウンし、そのセルにメモリーを
8GB 追加したとします。パーティションを再度ブートすると、今度はセルには
16GB のメモリーが存在するので、8GB (50%) が CLM として割り当てられます。

• 絶対値 (デフォルト )。オプションで "GB" の接尾辞を付けることもできます。
clm_value は、メモリーのギガバイト単位の絶対値として解釈されます。整数でな
く、小数部が 0.5 でない数は、最も近い 0.5GB の境界に丸められます。たとえば、
2.5GB であればそのままですが、2.3GB であれば 2.5GB に丸められます。たとえ
ば、あるパーティション内のセルが 8GB のメモリーを持ち、ユーザーが 4GB の
CLM を指定したとします。パーティションをブートすると、セルの 4GB のメモ
リーが CLM として使われます。その後ユーザーがそのパーティションをシャットダ
ウンし、そのセルにメモリーを 8GB 追加したとします。パーティションを再度ブー
トすると、今度はセルには 16GB のメモリーが存在しますが、CLM として割り当て
られるメモリーは 4GB のままです。

−m cell:[celltype]:[use_on_next_boot]:[failure_usage][:clm_value]

すでに対象パーティションに割り当てられているセルの属性を変更します。このオプ
ションの引き数のフィールドの詳細は、-a オプションの説明を参照してください。注
記:

• コア IO を備えた最後のセルの use_on_next_boot フィールドは、n に変更してはい
けません。

• ローカルパーティション以外の任意のパーティション内のセルの CLM 値を変更する
場合には、-u オプションを使ってください。

-d cell 指定されたセルをパーティションから削除します。削除しようとする cell がアクティブ
セルの場合は、 parmodify コマンドを実行した後で、shutdown -R コマンドを
使って、パーティションをシャットダウンする必要があります。-B オプションを同時
に指定すると、パーティションがブートされ、コマンドプロンプトが表示されます。
-B オプションを指定しなかった場合は、パーティションをサービスプロセッサから手
動でブートする必要があります。アクティブでないセルを削除するときは、パーティ
ションのシャットダウンは必要ありません。

cell は、ローカルフォーマット (キャビネット番号 /スロット番号 ) またはグローバル
フォーマット (セル番号) のどちらでも指定できます。たとえば、キャビネット 1、ス
ロット 1 に位置するセルは、ローカルフォーマットでは 0/1 として識別され、グローバ
ルフォーマットでは 1 として識別されます。

-B パーティションを直ちにリブートするように指定します。デフォルトでは、ブートしま
せん。このオプションが指定されており、変更するパーティションがローカルパーティ
ションでない場合には、指定されたパーティションがアクティブでない場合のみ、この
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コマンドが実行されます。また、このオプションが使用できるのは、-a オプションま
たは -d オプションが指定された場合か、または clm_value が指定された場合に限られ
ます。

-r cell コアセル候補を指定します。コアセル候補は、コア IO が接続された構成済みセルのこ
とです。パーティションのコアセルが削除されると、ファームウェアによって最初のコ
アセル候補が、次のコアセルとして選択されます。１つから４つのコアセル候補を指定
することができます。最初に指定したセルが第１コアセル候補、２番目に指定したセル
が第２コアセル候補、３番目に指定したセルが第３コアセル候補、４番目に指定したセ
ルが第４コアセル候補になります。このオプションを使うと以前のコアセル候補が無効
になります。つまり、セルの順序を変更する場合には、すべてのコアセル候補を新しい
順序で指定する必要があります。

A cell は、ローカルフォーマット (キャビネット番号/スロット番号) またはグローバル
フォーマット (セル番号) のどちらでも指定できます。たとえば、キャビネット 0、ス
ロット 1 に位置するセルは、ローカルフォーマットでは 0/1 として識別され、グローバ
ルフォーマットでは 1 として識別されます。

-I IPaddress parmgr のような管理ツールでこの対象パーティションを指定するために使われる IP

アドレスを指定します。この値は、HP-UX がインストールされてネットワークが構成
された後でパーティションに割り当てられる IP アドレスと整合がとれていなければな
りません。

-b path 一次ブートパスを指定します。path には、物理ハードウェアパスを指定します。注記:

IPF プラットフォームでは、ローカルパーティションのブートパスだけが変更できま
す。

-t path 代替ブートパスを指定します。path には、物理ハードウェアパスを指定します。注記:

IPF プラットフォームでは、ローカルパーティションのブートパスだけが変更できま
す。

-s path 二次ブートパスを指定します。path には、物理ハードウェアパスを指定します。注記:

IPF プラットフォームでは、ローカルパーティションのブートパスだけが変更できま
す。

−T flag ハイパースレッド機能を有効にするかどうかを指定します (セルがこの機能をサポート
している場合のみ)。このオプションを指定しないと、ハイパースレッドプロパティは変
更されません。flag の有効な値は次のとおりです。
y ハイパースレッド機能を有効にします。各 CPU 上で複数のスレッドが同時に実行

されます。
n ハイパースレッド機能を無効にします。

-P Partition Name パーティションの名前を指定します。有効なパーティション名に使用できる文字は、
a-z、A-Z、0-9、- (ダッシュ)、_ (下線)、 " " (空白)、および . (ピリオド) です。
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パーティション名に空白を含める場合は、名前を二重引用符で囲む必要があります。
パーティション名は、最大で 64 バイトです。

-k s_lock:p_lock parmgr により提供されるシステム構成データ (Complex Configuration Data) とパー
ティション構成データ (Partition Configuration Data) に対するロックキーを指定しま
す。ロックキーは、常に一対で指定する必要があります。使用できないロックキーがあ
る場合には、プレースホルダとして -1 を指定します。たとえば、s_lock が使用可能で
あっても、p_lock が使用できない場合には、-k s_lock:-1 と指定します。

注記: -k オプションは、プログラムから parmodify コマンドを実行するシステム管
理ツールで使うように想定されています。コマンド行ユーザーは、このオプションは使
わないでください。

グローバルセル番号の、ローカルセル番号へのマッピング
コンプレックス内のキャビネットは、0 から始まる番号がふられています。各キャビネット内のセルスロット
も、0 から始まる番号がふられています。各キャビネットは、最大８つのセルを持ちます。たとえば、キャビ
ネット 0 にあるセルは、グローバルフォーマットで、0、1、2、3、4、5、6、7 のセル番号を持ちます。こ
れに対応するローカルフォーマットのセル番号は、0/0、0/1、0/2、0/3、0/4、0/5、0/6、0/7 です。

同様に、キャビネット 1 にあるセルは、グローバルフォーマットで、8、9、10、11、12、13、14、15 のセ
ル番号を持ちます。これに対応するローカルフォーマットのセル番号は、1/0、1/1、1/2、1/3、1/4、1/5、
1/6、1/7 です。

上記の規約から、キャビネット 1、スロット 0 にあるセルは、ローカルフォーマットで 1/0、グローバル
フォーマットで 8 と識別されます。parstatus コマンドは上記のセルを "cab1,cell0" と表示します。キャビ
ネット 1、スロット 4 にあるセルは、ローカルフォーマットで 1/4、グローバルフォーマットで 12 と識別さ
れます。parstatus コマンドは上記のセルを "cab1,cell4" と表示します。parstasus(1) を参照してくださ
い。

戻り値
parmodify コマンドは、以下の値のいずれかで終了します。

0 正常に終了しました。

1 エラー状態が発生しました。

例
パーティション番号 2 の既存パーティションのキャビネット 0 スロット 5 に新規セルを追加します。

parmodify -p 2 -a 0/5:base:y:ri:50% -B

パーティション番号 2 の既存パーティションのキャビネット 0 スロット 5 からセルを削除します。

parmodify -p 2 -d 5
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警告
ハードウェアリソースが iCOD (instant Capacity On Demand) 契約にもとづいて管理されているパーティ
ションでは、構成の変更を行うとパーティションの状態が契約の範囲を越えてしまう場合は、parmodify コマ
ンドは失敗します。

このような例は、次のとおりです。
• セルの use_on_next_boot フィールドに "y" を指定して、iCOD セルをパーティションに割り当てる場合。
• iCOD セルをパーティションに割り当てた後で、iCOD セルの use_on_next_boot フィールドを "y" に変更
する場合。

• iCOD ソフトウェアが実行中でない、またはインストールされていないパーティションに、iCOD ライセン
スの CPU を含むセルを割り当てる場合。

iCOD パーティションで制限されている操作の詳細は、『 iCOD ユーザーガイド』 (/usr/share/doc/ico-

dUserGuide.pdf ) を参照してください。

HP-UX 11i v2 は、-u オプションおよび -g オプションで passwd を渡す機能をサポートする最後の HP-

UX リリースです。コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースでサポートされなくなる予定で
す。コマンドからパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

制約
このコマンドでは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) 製品とその構成情報を使います。−u オプ
ションを使ったときに接続エラーが発生した場合は、次の２つの条件が満たされていることを確認してくださ
い。

• cimconfig コマンド (WBEM 製品のドキュメントの cimconfig(1M) を参照) を使って次の２つの変数の
設定を確認します (必要であれば訂正します)。

• enableRemotePrivilegedUserAccess=true

• enableHttpsConnection=true

• ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加しておく
必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。

注記: ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加し
て お く 必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。このファイルは、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで
使われるため、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで信頼される対象パーティションは、nPar-

titions コマンドでも信頼されることになります。

詳細については、「参照」の項に記載されている WBEM のドキュメントを参照してください。

著者
parmodify は、HP により開発されました。
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参照
fruled(1), parstatus(1), cplxmodify(1M), frupower(1M), parcreate(1M), parmgr(1M), parremove(1M),

parunlock(1M), partition(5)

『HP システムパーティションガイド』 (http://docs.hp.com/ja)

『HP WBEM Services for HP-UX System Administrator’s Guide』 (http://docs.hp.com)

『 HP WBEM Services for HP-UX 11i v2.0 on Integrity Servers Version A.01.05 Release Notes 』
(http://docs.hp.com)
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名称
parremove − 既存パーティションの削除

構文
parremove −p PartitionNumber [−F] [−k s_lock:p_lock]

[ [ −u username:[passwd] -h IPaddress|hostname]

| [−g [ passwd] −h IPaddress|hostname] ]

説明
parremove コマンドは、既存パーティションを削除します。これにより、すべてのセルがパーティションか
ら割り当て解除され、パーティション定義が消去されます。対象パーティション PartitionNumber は、−F オ
プションを使用しない限り、非アクティブでなければなりません。その場合でも、次の追加の条件のいずれか
も満たさなければなりません。

• 対象パーティションは、parremove コマンドを実行したローカルパーティションでなければなり
ません。−u オプションと −h オプションを指定すると、アクセスするパーティションはローカル
パーティションと見なされます。

• −g オプションを使って、対象パーティションが構成されているコンプレックスにアクセスしなけ
ればなりません。

デフォルトでは、対象パーティションはローカルパーティションと同じコンプレックス内に構成されいている
ことが前提となります。−u または −g オプションを使うと、parremove コマンドによって、指定した対象
(ローカルまたはリモート) コンプレックス上のパーティションを削除できます。

ローカルパーティションでこのコマンドを実行するためには、root 権限が必要です。−u オプションまたは
−g オプションを使ってリモートパーティションやリモートコンプレックスにアクセスする場合は、ローカル
システムでの root 権限は必要なく、ローカルシステムは、nPartitions 上に存在する必要はありません。−u

オプションを指定した場合、username はリモートホスト上で root 権限を持つ必要があり、そうでなければコ
マンドは失敗します。

parremove コマンドは、その動作の性質上、対象コンプレックスの構成を変更します。このコマンドの操作
は、対象コンプレックスの nPartition Configuration Privilege の状態によって影響を受けます。nPartition

Configuration Privilege が「制限なし」(デフォルト) の場合、あるいは −g オプションを使ってコンプレック
スにアクセスする場合は、すべての操作が許可されます。そうでなければ、コマンドは失敗します。−g オプ
ションは、nPartition Configuration Privilege の状態には影響されません。注記 : nPartition Configuration

Privilege の状態はサービスプロセッサの [Command] メニューでのみ変更できます。「オプションと引き
数」の項を読むときには、ここで述べたことを念頭に置いてください。

このマンページで使われているパーティション管理関連の用語の説明については、『HP システムパーティ
ションガイド』を参照してください。
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オプションと引き数
parremove は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

−p PartitionNumber 削除するパーティションを指定します。PartitionNumber には、作成時にパーティショ
ンに割り当てられた固有のパーティション番号 (整数) を指定します。−u オプションと
−g オプションのどちらも指定しなかった場合には、対象パーティションはローカルコ
ンプレックスに存在します。これらのオプションのいずれかを指定した場合は、そのオ
プションによって決定されるコンプレックスに存在します。

いずれの場合も、対象パーティションは、−F オプションを指定しない限り、非アク
ティブでなければなりません。また、次の条件のいずれかも満たさなければなりませ
ん。
• 対象パーティションは、parremove コマンドを実行したローカルパーティション
でなければなりません。−u オプションと −h オプションを指定すると、アクセス
するパーティションはローカルパーティションと見なされます。

• −g オプションを使って、対象パーティションが構成されているコンプレックスにア
クセスしなければなりません。

-u username:[passwd]

ローカルパーティション以外のパーティションにアクセスするために必要な権限を指定
します (また、ローカルパーティションへのループバックアクセスを行う場合にも使用
できます)。変更するコンプレックスはこの対象パーティションが存在するコンプレック
スです。

このオプションを使う場合には、−h オプションが必要です。

username は、対象パーティションに設定されているユーザー名を指定します。

passwd は、username に対応したパスワードを指定します。このフィールドに何も指
定しなかった場合は、コマンドによって、パスワードの入力が求められます。

注記: このコマンドは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) の Client Appli-

cation です。−u オプションでは、Secure Sockets Layer (SSL) 接続を使って対象パー
ティションにアクセスします。エラーが発生した場合は、「制約」の項に記載されてい
る状態を満たしていることを確認してください。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境で
セキュリティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコ
マンド行を表示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプ
ロセスの実行中にパスワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパス
ワードを指定するのではなく、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力するこ
とを強くお勧めします。
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注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなく
なる予定です。

-h IPaddress|hostname

このオプションは −u または −g オプションのいずれかとの組み合わせでのみ使用でき
ます。IPaddress|hostname は、対象パーティション (−u) またはコンプレックス (−g)

の IP アドレスまたはホスト名を指定します。

−g [passwd] −h オプションで指定したコンプレックスへのアクセスを許可します。アクセスしたコ
ンプレックスは対象コンプレックスと見なされます。アクセスはサービスプロセッサの
LAN ポートを介して行われます。

このオプションを使う場合には、−h オプションが必要です。

passwd は、サービスプロセッサの IPMI パスワードを指定します。このフィールドを
省略すると、コマンドによってパスワードの入力が求められます。

このオプションを使って接続する際にエラーが発生した場合は、リモートのサービスプ
ロセッサで IPMI LAN でのアクセスが使用不可になっていないか確認します。IPMI

over LAN でのコンプレックスへのアクセスを使用可能あるいは使用不可にするには、
サービスプロセッサにログオンし、[Command] メニューで SA コマンドを使います。

−u オプションと −g オプションは、互いに排他的です。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境で
セキュリティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコ
マンド行を表示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプ
ロセスの実行中にパスワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパス
ワードを指定するのではなく、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力するこ
とを強くお勧めします。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなく
なる予定です。

−F パーティションを強制的に削除します。このオプションは、アクティブなローカルパー
ティションを削除する場合に必要です。ローカルパーティションでない場合、このオプ
ションは無視されます。

ローカルパーティションを削除する場合、そのパーティションには削除のマークが付け
られます。この操作は取り消しができません。ただし、shutdown コマンド (shut-

down(1M) を参照) に −R[−H] オプションを使ってシャットダウンを行うまで、パーティ
ションは実際には削除されません。

−k s_lock:p_lock 注記: −k オプションは、プログラムから parremove コマンドを実行するシステム管
理ツールで使うように想定されています。コマンド行ユーザーは、このオプションは使
わないでください。
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−k オプションでは、Partition Manager (parmgr) により提供される、システム構成
データ (Complex Configuration Data) とパーティション構成データ (Partition Config-

uration Data) に対するロックキーを指定します。

ロックキーは、常に一対で指定する必要があります。使用できないロックキーがある場
合には、プレースホルダとして −1 を指定します。たとえば、s_lock が使用可能であっ
ても、p_lock が使用できない場合には、このオプションに −k s_lock:−1 と指定しま
す。

戻り値
parremove コマンドは、以下の値のいずれかで終了します。

0 正常に終了しました。
1 エラー状態が発生しました。

例
PartitionNumber が 2 のパーティションを削除します。

parremove -p 2

リモートホスト Penzance と同じコンプレックスにある非アクティブなパーティションを削除します。このコ
マンドは、root のパスワードの入力を求めます。

parremove -p 0 -u root: -h Penzance

警告
HP-UX 11i v2 は、−u オプションおよび −g オプションで passwd を渡す機能をサポートする最後の HP-

UX リリースです。コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定
です。コマンドからパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

依存関係
このコマンドでは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) 製品とその構成情報を使います。−u オプ
ションを使ったときに接続エラーが発生した場合は、次の２つの条件が満たされていることを確認してくださ
い。

• cimconfig コマンド (WBEM 製品のドキュメントの cimconfig(1M) を参照) を使って次の２つの変数の
設定を確認します (必要であれば訂正します)。

• enableRemotePrivilegedUserAccess=true

• enableHttpsConnection=true

• ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加しておく
必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。
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注記: ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加し
て お く 必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。このファイルは、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで
使われるため、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで信頼される対象パーティションは、nPar-

titions コマンドでも信頼されることになります。

詳細については、「参照」の項に記載されている WBEM のドキュメントを参照してください。

著者
parremove は、HP により開発されました。

参照
fruled(1), parstatus(1), cplxmodify(1M), frupower(1M), parcreate(1M), parmgr(1M), parmodify(1M), parun-

lock(1M), partition(5)

『HP システムパーティションガイド』 (http://docs.hp.com/ja)

『HP WBEM Services for HP-UX System Administrator’s Guide』 (http://docs.hp.com)

『 HP WBEM Services for HP-UX 11i v2.0 on Integrity Servers Version A.01.05 Release Notes 』
(http://docs.hp.com)
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名称
parunlock − 安定システム構成データ、パーティション構成データ、ダイナミックシステム構成データ、セル
データのアンロック、または安定システム構成データの保留中の変更の取り消し

構文
parunlock -p PartitionNumber [-s] [-d] [-P] [-c cell]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parunlock -s [-d] [-P] [-c cell] [-p PartitionNumber]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parunlock -d [-s] [-P] [-c cell] [-p PartitionNumber]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parunlock -c cell [-d] [-s] [-P] [-p PartitionNumber]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parunlock -P [-A] [-s] [-d] [-c cell] [-p PartitionNumber]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parunlock -A [-P]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

説明
parunlock コマンドは、指定したパーティション構成データ、ダイナミックシステム構成データ、安定シス
テム構成データ、セルデータをアンロックするか、安定システム構成データへの保留中の変更を取り消すか、
またはこれらの任意の組み合わせの操作を行います。

このコマンドは注意深く使う必要があります。システムリソースが、パーティションコマンドやその他類似の
アプリケーションの異常終了によってロックされた場合にのみ使うようにします。

ローカルパーティションでこのコマンドを実行するためには、root 権限が必要です。−u オプションまたは −g

オプションを使ってリモートパーティションやリモートコンプレックスにアクセスする場合は、ローカルシス
テムでの root 権限は必要なく、ローカルシステムは、nPartitions 上に存在する必要はありません。−u オプ
ションを指定した場合、username はリモートホスト上で root 権限を持つ必要があり、そうでなければコマン
ドは失敗します。

このマンページで使われているパーティション管理関連の用語の説明については、『HP システムパーティ
ションガイド』を参照してください。
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オプションと引き数
parunlock は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

-p PartitionNumber

指定した対象コンプレックス上の対象パーティションのパーティション構成データをアンロッ
クします。PartitionNumber には、作成時にパーティションに割り当てられた固有の番号 (整
数) を指定します。

-d 対象コンプレックスのダイナミックシステム構成データをアンロックします。

-s 対象コンプレックスの安定システム構成データをアンロックします。

-c cell 指定したセルのセルデータをアンロックします。cell は、ローカルフォーマット (キャビネッ
ト番号 /スロット番号) またはグローバルフォーマット (セル番号) のどちらでも指定できま
す。たとえば、キャビネット 0、スロット 1 に位置するセルは、ローカルフォーマットでは
0/1 として識別され、グローバルフォーマットでは 1 として識別されます。

-u username:[passwd]

ローカルパーティション以外のパーティションにアクセスするために必要な権限を指定します
(また、ローカルパーティションへのループバックアクセスを行う場合にも使用できます)。変
更するコンプレックスはこの対象パーティションが存在するコンプレックスです。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

username は、対象パーティションに設定されているユーザー名を指定します。

passwd は、username に対応したパスワードを指定します。このフィールドに何も指定しな
かった場合は、コマンドによって、パスワードの入力が求められます。

注記: このコマンドは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) の Client Application

です。−u オプションでは、Secure Sockets Layer (SSL) 接続を使って対象パーティション
にアクセスします。エラーが発生した場合は、「制約」の項に記載されている状態を満たして
いることを確認してください。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境でセキュ
リティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコマンド行を表
示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパ
スワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではな
く、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力することを強くお勧めします。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予
定です。

-h IPaddress|hostname

このオプションは -u または -g オプションのいずれかとの組み合わせでのみ使用できま
す。IPaddress|hostname は、対象パーティション (-u) またはコンプレックス (-g) の IP ア

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 201



parunlock(1M) parunlock(1M)

ドレスまたはホスト名を指定します。

-g [passwd] -h オプションで指定したコンプレックスへのアクセスを許可します。アクセスしたコンプ
レックスは対象コンプレックスと見なされます。アクセスはサービスプロセッサの LAN ポー
トを介して行われます。

このオプションを使う場合には、-h オプションが必要です。

passwd は、サービスプロセッサの IPMI パスワードを指定します。このフィールドを省略す
ると、コマンドによってパスワードの入力が求められます。

このオプションを使って接続する際にエラーが発生した場合は、リモートのサービスプロセッ
サで IPMI LAN でのアクセスが使用不可になっていないか確認します。IPMI over LAN で
のコンプレックスへのアクセスを使用可能あるいは使用不可にするには、サービスプロセッサ
にログオンし、[Command] メニューで SA コマンドを使います。

-u オプションと -g オプションは、互いに排他的です。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、ご使用の環境でセキュ
リティ上のリスクがあります。ps や関連する他のコマンドでは、プロセスのコマンド行を表
示することができるため、そのシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパ
スワードを見ることができます。したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではな
く、コマンドのプロンプトに従ってパスワードを入力することを強くお勧めします。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予
定です。

-A 対象コンプレックスのすべてのパーティションの安定システム構成データ、ダイナミックシス
テム構成データ、パーティション構成データ、対象コンプレックスのすべてのセルのセルデー
タをアンロックします。

-P 対象コンプレックスの安定システム構成データへの、保留中の変更を取り消します。

グローバルセル番号の、ローカルセル番号へのマッピング
コンプレックス内のキャビネットは、0 から始まる番号がふられています。各キャビネット内のセルスロット
も、0 から始まる番号がふられています。各キャビネットは、最大８つのセルを持ちます。たとえば、キャビ
ネット 0 にあるセルは、グローバルフォーマットで、0、1、2、3、4、5、6、7 のセル番号を持ちます。こ
れに対応するローカルフォーマットのセル番号は、0/0、0/1、0/2、0/3、0/4、0/5、0/6、0/7 です。

同様に、キャビネット 1 にあるセルは、グローバルフォーマットで、8、9、10、11、12、13、14、15 のセ
ル番号を持ちます。これに対応するローカルフォーマットのセル番号は、1/0、1/1、1/2、1/3、1/4、1/5、
1/6、1/7 です。

上記の規約から、キャビネット 1、スロット 0 にあるセルは、ローカルフォーマットで 1/0、グローバル
フォーマットで 8 と識別されます。parstatus コマンドは上記のセルを "cab1,cell0" と表示します。キャビ
ネット 1、スロット 4 にあるセルは、ローカルフォーマットで 1/4、グローバルフォーマットで 12 と識別さ
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れます。parstatus コマンドは上記のセルを "cab1,cell4" と表示します。parstasus(1) を参照してくださ
い。

戻り値
parunlock コマンドは、以下の値のいずれかで終了します。

0 正常に終了しました。
1 エラー状態が発生しました。

例
パーティション番号が 2 のパーティションのパーティション構成データをアンロックします。

parunlock -p 2

セル 2 のセルデータをアンロックします。

parunlock -c 2

ローカルコンプレックスの安定システム構成データをアンロックします。

parunlock -s

ローカルコンプレックスのダイナミックシステム構成データをアンロックします。

parunlock -d

ローカルコンプレックスのすべてのパーティションの安定システム構成データ、ダイナミックシステム構成
データ、パーティション構成データ、およびローカルコンプレックスのすべてのセルのセルデータをアンロッ
クします。

parunlock -A

警告
HP-UX 11i v2 は、-u オプションおよび -g オプションで passwd を渡す機能をサポートする最後の HP-

UX リリースです。コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定
です。コマンドからパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

制約
このコマンドでは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) 製品とその構成情報を使います。−u オプ
ションを使ったときに接続エラーが発生した場合は、次の２つの条件が満たされていることを確認してくださ
い。

• cimconfig コマンド (WBEM 製品のドキュメントの cimconfig(1M) を参照) を使って次の２つの変数の
設定を確認します (必要であれば訂正します)。

• enableRemotePrivilegedUserAccess=true

• enableHttpsConnection=true
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• ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加しておく
必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。

注記: ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル証明書を追加し
て お く 必 要 が あ り ま す。 nPartitions コ マ ン ド で 使 わ れ る Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。このファイルは、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで
使われるため、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで信頼される対象パーティションは、nPar-

titions コマンドでも信頼されることになります。

詳細については、「参照」の項に記載されている WBEM のドキュメントを参照してください。

著者
parunlock は、HP により開発されました。

参照
fruled(1), parstatus(1), cplxmodify(1M), frupower(1M), parcreate(1M), parmgr(1M), parmodify(1M), par-

remove(1M), partition(5)

『HP システムパーティションガイド』 (http://docs.hp.com/ja)

『HP WBEM Services for HP-UX System Administrator’s Guide』 (http://docs.hp.com)

『 HP WBEM Services for HP-UX 11i v2.0 on Integrity Servers Version A.01.05 Release Notes 』
(http://docs.hp.com)
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名称
pcnfsd: rpc.pcnfsd − PC-NFS 認証およびプリント要求サーバー

構文
/usr/sbin/rpc.pcnfsd

説明
pcnfsd は、PC (DOS、OS/2、Macintosh 等) システム上の ONC クライアントをサポートする RPC サー
バーです。ここでは pcnfsd サーバーのバージョン２について説明します。

pcnfsd は、 /etc/rc.config.d/nfsconf 内 で PCNFS_SERVER を １ に 設 定 し て
/sbin/init.d/nfs.server サーバースクリプトから開始するか、 inetd デーモン (inetd(1M) を参照)

から開始することができます。 pcnfsd は、設定ファイル /etc/pcnfsd.conf があれば読み込み、プログ
ラム番号 150001 への RPC 要求を処理します。 pcnfsd デーモンは、バージョン１とバージョン２の PCN-

FSD プロトコルをサポートしています。

pcnfsd 用の固定ポートを指定するには、次の形式で /etc/pcnfsd.conf ファイルに行を追加します。

port port_number

ポートの番号には、1 ～ 65535 の間の任意の値を指定できます。固定ポートを指定するための行を
/etc/pcnfsd.conf ファイルに追加したら、 pcnfsd を再起動して変更を有効にする必要があります。こ
の機能を無効にするには、 /etc/pcnfsd.conf ファイルから固定ポートを指定する行を削除するかコメン
トアウトして、 pcnfsd を再起動します。

pcnfsd の処理する要求は、認証、プリント、およびその他という３つのカテゴリに分かれます。管理上、重
要なのは、認証とプリントだけです。

認証
PCNFSD_AUTH または PCNFSD2_AUTH 要求を受け取ると、 pcnfsd は、ユーザー名とパスワードを確認し
てユーザーを「ログイン」し、対応するユーザー ID、グループ ID、ホームディレクトリ、および umask を
返します。また、 wtmp データベース (wtmp(4) を参照) にレコードを追加します。この方法で PC「ログイ
ン」を記録したくない場合は、 /etc/pcnfsd.conf ファイルに次の形のラインを加えます。

wtmp off

デフォルトでは、 pcnfsd が認証とプリント要求を許可するのは、101 から 60002 ユーザー ID (これは、
SVR4 の非システムアカウントに対応します) を持ったユーザーに対してだけです。これを無効にするには、
/etc/pcnfsd.conf ファイルに次の形のラインを加えます。

uidrange range[,range]...

ここで、各 range は次の形のユーザー ID 番号、

uid

または次の形のユーザー ID 範囲です。
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uid-uid

注記: pcnfsd は、 /etc/shells ファイルが正しくセットアップされていない時は、認証を拒否します。

プリント
pcnfsd は、NFS を使ってプリントデータをクライアントからサーバーへ転送するプリントモデルをサポー
トしています。クライアントシステムは、 PCNFSD_PR_INIT または PCNFSD2_PR_INIT 要求を出し、サー
バーは、クライアントの使用のために NFS がエキスポートしたスプールディレクトリへのパスを返します。
pcnfsd は、各クライアントに対するサブディレクトリを作成します。デフォルトの場合、親ディレクトリは
/var/spool/pcnfs、各サブディレクトリ名はクライアントのホスト名と同じになります。これと異なる親
ディレクトリを使うには、 /etc/pcnfsd.conf ファイルに次の形のラインを加えます。

spooldir path

クライアントが NFS を使ってスプールディレクトリをマウントし、ディレクトリ内のファイルにプリント
データを転送すると、 PCNFSD_PR_START または PCNFSD2_PR_START 要求が出されます。 pcnfsd は、
サーバーのオペレーティングシステムのプリントサービスに基づいてコマンドを構築し、そのコマンドを PC

ユーザーの ID を使って実行することで、ほとんどのプリント関連要求を処理しています。これにはユーザー
ID 設定特権が必要なため、 pcnfsd はルートとして実行しなければなりません。

クライアントからのプリント要求には、必ず使用するプリンター名が含まれます。この名前は、 lpadmin コ
マンドを使ってラインプリンタースプーリングシステム内に設定してあるプリンターに対応します。

特別な方法でプリントデータを処理する (たとえば、用紙横置きモードやデュプレックスモードでプリントす
る) には、新しいプリンターを定義して、クライアントがそのプリンターでプリントできるようにアレンジし
ます。新しいプリンターを定義するには、２つの方法があります。

• 新しいプリンターを、異なったプリンターモデルスクリプトを使うラインプリンタースプーリングシステ
ムに追加して、クライアントがそのプリンターでプリントできるようにアレンジすることができます。これ
には、 lpadmin コマンド (lpadmin(1M) を参照) を使います。

• pcnfsd には、 pcnfsd クライアントからしか見えない仮想プリンターを定義する機構があります。各仮
想プリンターは、ファイル /etc/pcnfsd.conf 内のエントリーによって、次のフォーマットで定義され
ます。

次の値を使った printer name alias-for command

name クライアントからのプリント要求で使われることになるプリンター名。

alias-for プリンターに対応する名前で、ラインプリンター スプーリングシステム内で定義されていま
す。たとえば、 name のキューを表示する要求は、対応するプリンター alias-for への要求へ
と翻訳されます。 pcnfsd 内でラインプリンター スプーリングシステムに対応するプリン
ターのないプリンターを定義した場合は、このフィールドにハイフン１つ (-) を入れます。た
とえば、下の「例」のセクションで、プリンター test の定義を参照してください。
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command name 上にファイルがプリントされるたびに実行されるコマンド。このコマンドは、POSIX

シェル /usr/bin/sh が -c オプションを使って実行します。複雑な操作には、実行可能
シェルプログラムを構築して、 command 内で実行します。

command 内で、次のトークンは置換されます。

トークン 置換結果

$FILE プリントデータ ファイルのフルパス名に置換されます。コマンドが実行される
と、ファイルはリンク解除されます。

$USER クライアントシステムにログインしたユーザーのユーザー名に置換されます。

$HOST クライアントシステムのホスト名に置換されます。

再設定
pcnfsd は、ファイル /var/spool/lp/pstatus の修正時刻 (および内容) をチェックして、プリンターが
追加または削除されたことを検知し、有効なプリンターのリストを再ビルドします。しかし、 pcnfsd は
ファイル /etc/pcnfsd.conf の更新をモニターしないので、このファイルを変更する場合は、 pcnfsd を
終了して再開させなければ変更の効果は生じません。

例
ファイル /etc/pcnfsd.conf: に対して次のエントリーがあると仮定します。

printer abc lj lp -dlj -oraw

printer test - /usr/bin/cp $FILE /usr/tmp/$HOST-$USER

クライアントシステム上のユーザーがプリンター abc にジョブをプリントすると、 lj に対して raw モード
で要求が送られます。

クライアントがプリンター abc に対するプリントキューのリストを要求すると、 pcnfsd デーモンがこれを
プリンター lj へのリスト要求に翻訳します。

プリンター test は、テストのためだけに使われます。このプリンターに送られたファイルは、すべてディレ
クトリ /usr/tmp にコピーされます。プリンター test のキューリストや状態チェックの要求は、 alias-for

がハイフン (-) と指定されているので、拒否されます。

ファイル
/etc/pcnfsd.conf

/etc/rc.config.d/nfsconf

/var/spool/lp/pstatus

/var/spool/pcnfs

/etc/shells

参照
lp(1)、 lpstat(1)、 inetd(1M)、 lpadmin(1M)、 wtmp(4)
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名称
pcserver − Basic Serial および HP AdvanceLink サーバー

構文
pcserver [-n] [-l [ log_file ] ]  [-v]

説明
pcserver は、Basic Serial および AdvanceLink に対応するホスト側のサーバープログラムです。PC上で
実行するアプリケーションプログラムによって開始および終了されます。

pcserver は、Basic Serial プロトコルと AdvanceLink プロトコルを両方ともサポートします。

Basic Serialでは、ファイル転送やリモートプロセス間通信といった、PCとシリアルに接続されたホストコン
ピュータとの間のさまざまなサービスをサポートするルーチンのライブラリが使用できます。

AdvanceLink は、端末エミュレーションプログラムで、さまざまな物理接続が行なわれている PC とホスト
システム間のファイル転送もサポートします。

オプション
pcserver には、以下のオプションがあります。

-l [logfile] このオプションは現在では使用されませんが、旧バージョンのソフトウェアとの互換性
を保持するために含めてあります。ロギングは現在は「注意」の項で説明するように
server.proファイルの有無によって制御されます。このオプションは、パケットロギング
をイネーブルし、 pcserver メッセージを指定されたログファイルに記録します (デ
バッグ用)。 logfile を指定しなかった場合には、 server.pro ファイルに定義されてい
るデフォルトのロギングディレクトリの中のファイル s-log が使用されます。
pcserver はユーザーのホームディレクトリの中でローカルなserver.proを捜します。
見つからなかった場合は、システム規模のserver.proである /var/adm/server.pro

または /usr/adm/server.pro を捜します。 logfile が存在している場合は、ロギ
ングがそのファイルに追加されます。このファイルが存在していない場合、ロギングは
ディスエーブルされます。

-n pcserverに対して、特殊オペレーション時にデータ暗号化用の「ネットモード」を使用
すべきことを知らせます(例えば、PADの使用時に装置制御文字をマスクするにはネット
モードが必要です)。その後 pcserver とPCアプリケーションの間でネットモードの詳
細が決定されます。ネットモードの総合的な解説については、『Using Basic Serial

Connection Files』を参照してください。

-v このオプションを指定すると、 pcserver はバージョン番号を標準出力にプリントして
終了します。

pcserver は、コマンド行からではなく、PC アプリケーションプログラムによって呼び出されることを想定
して設計されています。接続を正しく確立するためには、 PC およびホストポートを適切に設定することが必
要です。
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(Basic Serial を使用した) PC とホスト側アプリケーション間のセッション管理に pcserver を使用する場合
には、 Basic Serial 接続ファイルを使用して、ユーザーのアカウントに実際にログインすることが必要です。
Basic Serial 接続ファイルを使用して接続を確立するには、慎重な操作が要求されます。接続ファイルを使用
する前に、必ず『Using Basic Serial Connection Files』というマニュアルを読んでください。

Advancelink を使用した PC とホストマシン間のファイル転送に pcserver を使用する場合には、次の
AdvanceLink コマンドを使用します。

&HOSTCOPY "pcserver"

&TERMINATOR "$"

使用しているプロンプトが $ で終わっていない場合には、終了文字コマンドの $ を、通常使用しているプロ
ンプトの最終文字に置き換えてください。

pcserver の HP-UX バージョン用に AdvanceLink を永久的に設定する場合、詳細は、『Using

AdvanceLink』というマニュアルを参照してください。

注意
パケットロギングはファイル server.pro の有無によって制御されます。

pcserver はユーザーのホームディレクトリ内でローカルな server.pro を捜します。見つからなかった場
合は、システム規模のserver.proである /var/adm/server.pro または /usr/adm/server.pro を捜しま
す。

これらのディレクトリの中にロギングファイルが1つも見つからなかった場合は、ロギングは実行されませ
ん。 /usr/newconfig/var/adm/server.pro.ex または /usr/adm/server.pro.ex の中にコメント
付きの server.pro の例が入っています。このファイルを利用するには、上記のディレクトリ位置の1つの
中でアクティブなファイル名 server.pro, にコピーします。 AdvLink から START TRANSFER を選択し
たときに、 Command not found というメッセージがスクリーンに表示された場合には、 HP-UX システム
に pcserver がまだインストールされていないか、または、現在のパスにないディレクトリにインストール
されているかのどちらかです。

HP-UX は、バイナリデータの入ったファイルも、 ASCII データの入ったファイルもまったく同じように扱い
ます。したがって、 pcserver を使用して Advancelink でファイルを転送する場合には、ユーザーが必要な
ファイルタイプを指定しなければなりません。バイナリファイルと ASCII ファイルの相違点は、 ASCII の転
送では、 pcserver が HP-UX の改行文字を MS-DOS の一組のキャリッジリターン / 改行に置換することで
す。そのため、バイナリファイルを ASCII ファイルとして転送すると、結果に誤りが生じます。

さらに、旧バージョンの AdvanceLink では、完全に不正確なファイル転送時間の見積りが表示されます。し
かし、これによって実際の転送が妨げられることはありません。

転送中に PC がリセットされると、その PC は一時的に「休止」端末ポートになります。これは警告を表示せ
ず、デバイス自体で処置を行い、 pcserver は短時間でポートを復元します。最悪の場合必要な時間は、タ
イムアウト時間の 6倍 (6 × 20 = 120 seconds)です。システムの応答を速くするには、Break キーを数回押す
と、すぐに pcserver が終了します。
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ファイル
/usr/bin/pcserver 実行可能なプログラム
/var/adm/server.pro システム全体のロギングプロファイル
/usr/adm/server.pro システム全体のロギングプロファイル
$HOME/server.pro ローカルロギングプロファイル
/usr/newconfig/var/adm/server.pro.ex アクティブ化されていない、コメント付きの

server.proの例
/usr/adm/server.pro.ex アクティブ化されていない、コメント付きのserver.proの例

参照
『Using AdvanceLink』 プロトコルおよび AdvanceLink の使用方法について説明しています。

『Using Basic Serial Connection Files』
Basic Serial および接続ファイルの使用方法について説明しています。
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名称
pdc − プロセッサ依存コード (ファームウェア)

説明
pdc は、プロセッサの初期化とセルフテストを含む、プロセッサが依存する機能をすべて実行するファーム
ウェアです。完了時には、ロードを行い初期システムローダー (isl(1M)) に制御を渡します。ファームウェア
の動作は、下記のハードウェアシリーズによって多少異なります。

サーバーの動作
外部媒体から isl をロードするには、pdc は isl が存在するデバイスがどれであるか知っていなければな
りません。通常、そのデバイスは、安定記憶装置の pdc が保管している１次ブートパスで識別されます。
path 指定ではバス変換を示す、サフィックスとして ’/’ が付けられた一連の 10進数を指定し、その後に各種
カード番号、スロット番号、およびアドレスを示す、ピリオド ’.’ で区切れた一連の 10進数を指定します。最
初の数字は、バス変換を指定するものではなく、MID-BUS モジュール番号 (スロット番号を４倍したもの)

で、その次の数字が CIO スロット番号です。 CIO スロットに HP-IB カードが入っている場合は、スロット番
号の次の番号は HP-IB のアドレスです。ユニットをサポートするデバイスの場合には、その後にそのデバイス
のユニット番号が続きます。 CIO スロットにターミナルカードが入っている場合は、スロット番号の次の番号
はポート番号になり、コンソールターミナルであれば０でなければなりません。

プロセッサが初期化およびセルフテストの完了後にリセットされると、pdc は安定記憶装置からコンソールパ
スを読み取り、コンソールデバイスの初期化を試みます。初期化に失敗すると、pdc はコンソールデバイスを
見つけて初期化しようとします。コンソールデバイスを見つけるためのアルゴリズムはモデルによって異なり
ます。その後 pdc は、１次ブートパス、代替ブートパス、およびコンソールパスを通知します。

autoboot (isl(1M) を参照) が使用可能な場合、pdc は 10秒間待ちます。その間オペレータは、コンソール
上で文字を入力して autoboot シーケンスを置き換えることができます。オペレータがこのプロセスに割り
込まない場合は、pdc は、初期化と１次ブートパスからの isl の読み取りを行います。自動検索をサポート
しているモデルでは、このパスが無効で autosearch (isl(1M) を参照) が使用可能な場合、pdc は MID-

BUS モジュールおよび CIO スロットを検索してブート可能な媒体を見つけます。現在、自動検索はモデル
825 でのみ実行されます。

オペレータによって置き換えられた autoboot シーケンスが失敗した場合、または初めから使用可能でな
かった場合、pdc は、対話形式で、使用するブートパスの入力をオペレータに求めます。その要求したパスが
指定されないと、デフォルトが０になります。

autoboot および autosearch と同様に、使用可能な１次ブートパス、代替ブートパス、およびコンソール
パスは isl で変更することができます。

ワークステーションの動作
外部媒体から isl をロードするには、pdc は isl が存在するデバイスがどれであるか知っていなければな
りません。通常、そのデバイスは、安定記憶装置の pdc が保管している１次ブートパスで識別されます。
path 指定は、ハードウェアモデルによって異なる I/O サブシステムのニーモニックコードです。

プロセッサが初期化とセルフテストの終了後にリセットされると、pdc は安定記憶装置からコンソールパスを
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読み取り、コンソールデバイスの初期化を試みます。初期化に失敗すると、pdc はコンソールデバイスを見つ
けて初期化しようとします。コンソールデバイスを見つけるためのアルゴリズムは、ハードウェアモデルに
よって異なります。

autoboot と autosearch (isl(1M) を参照) が使用可能な場合、pdc は約 10秒間待ちます。その間、オペ
レータはコンソール上で ESC (エスケープ) キーを押し続けて autoboot シーケンスを置き換えることがで
きます。

その後システムは、ブート可能なデバイスの検索を始めます。検索が終了すると、省略されたパス識別子 (PO,

P1 など) がラベル付けされた、ブート可能なデバイスのリストが表示されます。その後、簡単なメニューが表
示され、次のような操作を行うことができます。

• 省略されたパス識別子、または略式でないニーモニックコードを使用して指定デバイスをブートす
る。

• IPL イメージの内容を検索するデバイス検索を行う (初めの検索はデバイスを確認するだけで、内
容はチェックされません)。

• ブート管理レベルを入力する。

• メニューを終了して自動ブートに戻る。

• 選択を行う際のヘルプ情報を得る。

ブート可能なデバイスの検索は、エスケープキーを押し続けて中止することができます。デバイスの内容の検
索も、エスケープキーを押し続けて中止することができます。

オペレータが検索プロセスに割り込まない場合、pdc は、１次ブートパスから isl を初期化し、読み取りま
す。

autoboot シーケンスが失敗した場合、オペレータによって置き換えられた場合、または最初の段階で使用可
能でない場合、pdc はデバイスの検索を実行し、上記のメニューを入力します。

autoboot と autosearch と同様に、使用可能な１次ブートパス、代替ブートパス、およびコンソールパス
は isl によって、または pdc ブート管理レベルで変更可能です。

参照
boot(1M) isl(1M)
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名称
pfs_exportfs − PFSクライアントに対するディレクトリのエクスポートとアンエクスポート

構文
/usr/sbin/pfs_exportfs [ −a −u −v ] [ pathname ]

説明
pfs_exportfs は、ローカルディレクトリ、またはファイル名を使用可能にして、PFSクライアントがネッ
トワークによりマウントできるようにします。ブート時に pfs_exportfs を呼び出すコマンドを rc(1M) に
追加するようにしてください。 pfs_exportfs は、 /etc/pfs_exports ファイルにある情報を使用し
て、 pathname (完全パス名で指定します ) をエクスポートします。スーパーユーザーは、必要に応じて
pfs_exportfs を実行することにより、エクスポートするディレクトリやファイル名のリスト、または特性
を変更することができます。 /etc/pfs_xtab ファイルには、現在エクスポートされているディレクトリ、
およびファイルがリストされます。

オプションまたは引き数の指定を省略すると、 pfs_exportfs は、現在エクスポートされているディレクト
リ、およびファイル名のリストをプリントします。

オプション
−a 全パス名。 /etc/pfs_exports にリストされている全パス名をエクスポートします。また

−u が指定されている場合は、現在エクスポートされている全パス名をアンエクスポートしま
す。

−u 指定されたパス名をアンエクスポートします。

−v 冗長。ディレクトリ名、またはファイル名をエクスポート/アンエクスポートするごとに、そ
れぞれの名前をプリントします。

警告
PFS は廃止され、HP-UX ではサポートされなくなりました。 HP-UX の次期リリースでは、PFS のインタ
フェースは提供されなくなります。

Young Minds社で開発された PFS は、CD-ROM ファイルシステム上の Rock Ridge Interchange ファイルシ
ステムへのアクセスを提供するために HP で採用されました。現在、HP-UX の CDFS ファイルシステムや
HP-UX 標準のファイルシステムコマンドで同等の機能を提供しています。

PFS には、機能上と性能上の既知の問題があるため、 pfs_exportfs などの PFS インタフェースを使用し
ないことをお奨めします。 CD-ROM ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシステムタイプとして
cdfs を指定して、標準の HP-UX コマンドを使用してください。例えば、CD-ROM ファイルシステムをマ
ウントするには、次のコマンドを使用します。

mount -F cdfs /dev/dsk/c0t0d4 /cdrom

cdfs ファイルシステムを他のファイルシステム タイプと異なる処理を行う必要はありません。様々な CD-

ROM ファイルシステムの形式にアクセスするのに、特別なデーモンやコマンドは必要ありません。
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mount(1M) や mount_cdfs(1M) を参照してください。

著者
psf_exportfs は、 Young Minds社で開発されました。

ファイル
/etc/pfs_exports 静的エクスポート情報

/etc/pfs_xtab エクスポートされているパス名の現在の状態

参照
pfs_exports(5)
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名称
pfs_mount, pfs_umount − CD-ROMファイルシステムのマウント/アンマウント

構文
pfs_mount [−v −a]

pfs_mount [−v −a −f −n] [ −t type ] [ −x xlat ] [ −o options ] filesystem directory

pfs_mount [−v −a −f −n] [ −x xlat ] [ −o options ] filesystem | directory

pfs_umount [ −v −a −c ] filesystem | directory

説明
pfs_mount は、filesystem で指定されたファイルシステムをファイルシステムの階層構造のパス名位置
directoryに結合します。directory はすでに存在していなければなりません。pfs_mount の実行前に direc-

tory の中に内容が含まれていると、これは filesystem を再度アンマウントするまで、隠されます。filesystem

が host:pathname形式の場合は、リモートファイルシステムであるとみなされます。

ローカルマウントの場合、pfs_mount は、指定されたキャラクタ型デバイスを検証して、ファイルシステム
のタイプを判断します。次に、ローカルの pfs_mountd.rpc プログラムと連携して指定の directory を有効
なマウント済みファイルシステムとして登録します。pfs_mountd.rpc は、pfsd.rpc のアドレスを返
し、これが directory 上でファイルに対するあらゆる要求を処理します。

リモートマウントは、ローカルとリモートのマウントデーモンが両方とも連携する点を除き、いずれのコマン
ドもほとんど同じ形式で実行されます。リモートマウント デーモンでは PFS サーバーアドレスが供給され、
ローカルマウントデーモンが連携して、マウントが登録されます。

pfs_umount は、現在マウントされている PFS ファイルシステムをアンマウントします。ファイルシステム
は、directory または filesystem のいずれかで指定できます。

pfs_umount は、ローカルマウント デーモンと連携して、アンマウントの実行に必要な動作を判断します。
ファイルシステムが本来、リモートマウントされている場合、リモートマウントデーモンにはアンマウントの
旨が通知され、ファイルシステムがアンマウントされます。これ以外の場合は、単にアンマウントされます。

pfs_mount と pfs_umount は、/etc/pfs_mtab 内のマウント済みファイルシステムのテーブルを保守
します。詳細については、pfs_fstab(5) を参照してください。引き数を指定せずに呼び出すと、pfs_mount

は、このテーブルの内容を表示します。filesystem または directory のいずれかを指定して呼び出すと、
pfs_mount は /etc/pfs_fstab を検索して一致するエントリーを探し、このエントリーで指定されたファ
イルシステムを指定のディレクトリにマウントします。

ユーザーが umount プログラムを使用してPFSファイルシステムをアンマウントしたり、pfs_umount プロ
グラムが処理を完了する前に中断させた場合、PFS デーモンは、ファイルシステムにアクセスできない状態
で、マウント済みのデバイスをオープンしたままにする可能性があります。この問題に対処するには、
pfs_umount の −c フラグを使用してください。

PFSは、ブロック型デバイスではなく、キャラクタ型デバイスでマウントすることを前提としています。PFS
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でのブロック型デバイスの使用はサポートされていません。

pfs_mount のオプション
−v 冗長。マウントする各ファイルシステムを示すメッセージを表示します。

−a すべて。/etc/pfs_fstab ファイル内に記述されているすべてのファイルシステムをマウン
トします。

−f /etc/mnttab のエントリーを作成しますが、実際にはファイルシステムのマウントは行いま
せん。注記: このオプションは、HP-UX 10.30 以降では何も行いません。

−n /etc/mnttab 内にエントリーを作成せずに、ファイルシステムをマウントします。注記: この
オプションは、HP-UX 10.30 以降では何も行いません。

−x xlat ファイル名の変換オプション。どのように組み合わせて指定してもかまいません。ただし、意味
のない組み合わせ (例えば dot_version と no_version) もあります。

no_version ISO 9660 およびHigh Sierraのファイル名の最後でバージョン番号 (および
セミコロン) の表示を抑制します。

dot_version バージョン番号 (セミコロン) をピリオドの後にバージョン番号を続けた形式
に置き換えます。

lower_case 大文字のファイル名 (ディレクトリ名) をすべて小文字に変換します。

unix no_version と lower_case の簡略表記です。

−t type CD-ROMを可能な限り、指定のタイプとしてマウントします。次のタイプが使用できます。

iso9660 マウントプログラムが ISO 9660 仕様に従って CD-ROM イメージをマウントし
ます。CDイメージがISO 9660互換でない場合、マウントは失敗します。CDイ
メージがRock Ridge互換の場合で、-t iso9660 オプションの指定を省略する
と、CD-ROMイメージは、拡張Rock Ridgeをイネーブルにしてマウントされま
す。

hsfs マウントプログラムは、High Sierra仕様に従ってCD-ROMイメージをマウント
します。CDイメージが hsfs 互換でない場合、マウントは失敗します。

rrip マウントプログラムは、Rock Ridge Interchange仕様に従ってCD-ROMイメー
ジをマウントします。CDイメージがRRIP互換でない場合、マウントは失敗し
ます。なお、CD-ROMイメージがRock Ridge Interchange Protocolをサポート
している場合に、CD-ROMイメージを rrip でマウントすると、変換オプショ
ンは抑制されます。

なお、これらのタイプ名は、前に pfs- を付加して /etc/pfs_mtab と /etc/pfs_fstab

に入れられます。
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−o options 以下のワードをそれぞれカンマで区切ったリストとしてファイルシステムの options を指定しま
す。

すべてのファイルシステムに有効となる options は次のとおりです。
ro 指定を省略しても、暗黙で読み取り専用のオプションが指定されます。
suid|nosuid SetUIDの実行を許可/禁止します。
bg|fg 最初の試行が失敗した場合、リトライをバックグラウンド、またはフォアグ

ラウンドで実行します。
retry=n マウント操作のリトライ回数を指定します。
rsize=n 読み取りバッファーのサイズを n 単位で設定します。
timeo=n PFSタイムアウトを10分の1秒単位 (n) で設定します。
retrans=n PFSの再転送回数を指定します。
soft|hard サーバーが応答しない場合はエラーを返します。またはサーバーが応答する

まで、リトライ要求を続けます。
intr ハードマウントに対するキーボードの割り込みを許可します。

デフォルトは次のとおりです。

suid,fg,retry=10000,timeo=7,rsize=2048,retrans=3,hard

iso9660 および hsfs のファイルシステムに適用される options は次のとおりです。

xlat=xlat_flags xlat_flags には変換オプションのリストをコロン (:) で区切って指定しま
す。 現 在 サ ポー ト さ れ て い る オ プ ショ ン は、 no_version 、
dot_version、lower_case、および unix です。これにより、-x フ
ラグと同じ変換オプションを実行することができます。-x フラグは、下
位互換性のために残されています。xlat= オプションフラグを使用するよ
うにお勧めします。このオプションは、/etc/pfs_fstab ファイル内
で指定できます。

pfs_umount のオプション
−v 冗長。ファイルシステムをアンマウントするごとに、各ファイルシステムを示すメッセージを表示し

ます。

−a すべて。マウントされているすべての PFS ファイルシステムをアンマウントします。

−c クローズ。指定したファイルシステムをアンマウントせずにクローズするように、PFS デーモンに指
示します。このオプションは、ファイルシステムがすでにアンマウントされているのに、PFS デーモ
ンがまだソースのキャラクタ型デバイスをオープンしたままの場合に使用します。

pfs_mount の構成
バックグラウンドとフォアグラウンド

bg オプションを指定してファイルシステムをマウントすると、サーバーのマウントデーモン
(pfs_mountd(1M) を参照) が応答しない場合に、pfs_mount がバックグラウンドでリトライを行います。
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pfs_mount は、 retry=n オプションで指定された回数だけ要求をリトライします。ファイルシステムがマ
ウントされると、カーネル中で出された各PFS要求が 10分の1秒 (timeo=n) 単位で応答を待機します。応答
がなければ、タイムアウトが 2 で乗算され、要求が再転送されます。再転送の回数が retrans=n オプショ
ンで指定された値に達すると、soft オプションでマウントされたファイルシステムは、要求に対してエラー
を返します。また、hard オプションでマウントされたファイルシステムは、警告メッセージをプリントし
て、要求のリトライを続行します。

保留中のPFS要求によるプロセスの割り込み
intr オプションを指定すると、ハードマウントされたファイルシステムでの応答を待機している間に、キー
ボードの割り込みによってプロセスを強制終了することができます。

属性キャッシュ
サーバーの属性キャッシュには、出された要求に関するファイル属性の情報が保持されます。これにより、す
でにデコードされているエントリーに高速アクセスできるようになります。

ルックアップキャッシュ
ルックアップキャッシュには、ディレクトリエントリーのシーケンシャルな特性に関する情報が格納されま
す。このキャッシュには、次のディレクトリエントリーのロケーションも格納されます。あるディレクトリエ
ントリーに対する要求が送られると、すでに先行するディレクトリエントリーがアクセスされている場合は、
まずこのロケーションを探して、要求中のディレクトリエントリーが該当するロケーションのディレクトリエ
ントリーに一致するかどうかをチェックします。

ブロックキャッシュ
このキャッシュには、最後にアクセスされた 8k ブロック分の raw データが格納されます。

例
CD-ROMディスクをマウントします。

pfs_mount /dev/rdsk/c0t6d0 /cd-rom

リモートファイルシステムをマウントします。

pfs_mount serv:/cd-rom /cd-rom

/cd-romでiso9660の偽のエントリーを作成します。

pfs_mount −f -t iso9660 /dev/rdsk/c0t6d0 /cd-rom

リモートファイルシステムをハードマウントします。

pfs_mount −o hard serv:/cd-rom /cd-rom

警告
PFS は廃止され、HP-UX ではサポートされなくなりました。HP-UX の次期リリースでは、PFS のインタ
フェースは提供されなくなります。

Young Minds社で開発された PFS は、CD-ROM ファイルシステム上の Rock Ridge Interchange ファイルシ

218 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



pfs_mount(1M) pfs_mount(1M)
廃止

ステムへのアクセスを提供するために HP で採用されました。現在、HP-UX の CDFS ファイルシステムや
HP-UX 標準のファイルシステムコマンドで同等の機能を提供しています。

PFS には、機能上と性能上の既知の問題があるため、pfs_mount や pfs_umount などの PFS インタ
フェースを使用しないことをお奨めします。CD-ROM ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシス
テムタイプとして cdfs を指定して、標準の HP-UX コマンドを使用してください。例えば、CD-ROM ファ
イルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します。

mount -F cdfs /dev/dsk/c0t0d4 /cdrom

cdfs ファイルシステムを他のファイルシステム タイプと異なる処理を行う必要はありません。様々な CD-

ROM ファイルシステムの形式にアクセスするのに、特別なデーモンやコマンドは必要ありません。

mount(1M) や mount_cdfs(1M) を参照してください。

バグ
ファイルシステムをマウントするディレクトリがシンボリックリンクの場合、ファイルシステムは、シンボ
リックリンク自体の上ではなく、シンボリックリンクが参照するディレクトリ上にマウントされます。

Pioneer の6ディスクチェンジャ (他のドライブも含む) の場合、ブロックデバイスドライバーを使用してファ
イルシステムをマウントすると、データ不在の情報がPioneerからドライバーに返され、マウントが失敗しま
す。再度、ファイルシステムをマウントするか(ほとんどの場合、正しく実行されます)、raw デバイスドライ
バーを使用してください。

著者
pfs_mount は、Young Minds社で開発されました。

ファイル
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムのテーブル
/etc/pfs_fstab PFSファイルシステムのテーブル
/etc/pfs_mtab マウントされた PFS ファイルシステムのテーブル

参照
pfsd(1M), pfs_mountd(1M), pfs_fstab(5)
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名称
pfs_mountd, pfs_mountd.rpc − PFS マウント要求サーバー

構文
/usr/etc/pfs_mountd

説明
このプログラムは、ポータブル ファイルシステム パッケージ (PFS) で利用できます。pfs_mountd は、
ファイルシステムのマウント要求に応答する RPC サーバーです。リモートマウント要求の場合、
pfs_exports(5) に記述された /etc/pfs_xtab ファイルを読み取って、どのファイルシステムをどのマシンに
利用できるかを判断します。

pfs_mountd デーモンは rc(1M) によって起動するようにお勧めします。なお、必ずバックグラウンドで起動
してください。

pfs マウントデーモンは、pfs_mountd と pfs_mountd.rpc の２つのプログラムで構成されます。
pfs_mountd.rpc プログラムは、直接実行することはできません。pfs_mountd プログラムによって起動
します。

マウントデーモンにより、ラウンドロビン方式でマウント済みファイルシステムにサーバーが割り当てられま
す。例えば、4つのpfsデーモンがある場合に、4つの pfs_mount を実行すると、各デーモンはそれぞれ別の
マウントを実行します。

オプション
−v 冗長。バージョン番号などを表示します。

警告
PFS は廃止され、HP-UX ではサポートされなくなりました。HP-UX の次期リリースでは、PFS のインタ
フェースは提供されなくなります。

Young Minds社で開発された PFS は、CD-ROM ファイルシステム上の Rock Ridge Interchange ファイルシ
ステムへのアクセスを提供するために HP で採用されました。現在、HP-UX の CDFS ファイルシステムや
HP-UX 標準のファイルシステムコマンドで同等の機能を提供しています。

PFS には、機能上と性能上の既知の問題があるため、pfs_mountd や pfs_mountd.rpc などの PFS イン
タフェースを使用しないことをお奨めします。CD-ROM ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシ
ステム タイプとして cdfs を指定して、標準の HP-UX コマンドを使用してください。例えば、CD-ROM

ファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します。

mount -F cdfs /dev/dsk/c0t0d4 /cdrom

cdfs ファイルシステムを他のファイルシステム タイプと異なる処理を行う必要はありません。様々な CD-

ROM ファイルシステムの形式にアクセスするのに、特別なデーモンやコマンドは必要ありません。

mount(1M) や mount_cdfs(1M) を参照してください。
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著者
pfs_mountd は、Young Minds社で開発されました。

ファイル
/etc/pfs_xtab

参照
rc(1M), pfs_exports(5)
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名称
pfsd, pfsd.rpc − PFS デーモン

構文
pfsd [nservers] [ −v ] [ −o options ]

説明
pfsd は、クライアント ファイルシステムの要求を処理するデーモンを開始します。 nservers は、開始する
ファイルシステムサーバーのデーモンの数を指定します。この値は、サーバー上で期待される負荷に基づいて
決まります。この負荷は、マウントされたファイルシステムの数によって定義されます。

マウントは、ラウンドロビン方式で pfsd デーモンに配布されます。

pfsd デーモンは、 rc(1M) によって起動するようにお勧めします。必ず、バックグラウンドで起動してくだ
さい。

PFS デーモンは、 pfsd と pfsd.rpc の2つのプログラムで構成されます。 pfsd.rpc プログラムは、直
接実行できません。 pfsd プログラムによって起動します。

オプション
−v 冗長。バージョン番号などを表示します。

−o options ファイルシステムの options —を指定します。下記のワードをそれぞれ区切ってリストしま
す。有効なオプションは次のとおりです。

acsize=n 属性キャッシュに格納するエントリーの数 (エントリーあたり1390バイト)

bcsize=n ブロックキャッシュに格納するエントリーの数 (エントリーあたり8244バイ
ト)

lcsize=n 参照キャッシュに格納するエントリーの数 (エントリーあたり56バイト)

デフォルトは次のとおりです。
acsize=200,bcsize=25,lcsize=100

属性キャッシュ
サーバーの属性キャッシュには、出された要求に関するファイル属性の情報が保持されます。これにより、す
でにデコードされているエントリーに高速アクセスできるようになります。

参照キャッシュ
参照キャッシュには、ディレクトリエントリーのには、ディレクトリエントリーのシーケンシャルな特性に関
する情報が格納されます。このキャッシュには、次のディレクトリエントリーのロケーションも格納されま
す。あるディレクトリエントリーに対する要求が送られると、すでに先行するディレクトリエントリーがアク
セスされている場合は、まずこのロケーションを探して、要求中のディレクトリエントリーが該当するロケー
ションのディレクトリエントリーに一致するかどうかをチェックします。
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ブロックキャッシュ
このキャッシュには、最後にアクセスされた8 kブロック分のrawデータが格納されます。

例
400エントリーの属性キャッシュでpfsデーモンを開始します。

pfsd -o acsize=400 &

デフォルトのキャッシュサイズで4つのpfsデーモンを開始します。
pfsd 4 &

警告
pfsd のキャッシュサイズが物理メモリー (実際には容量の少ない部分) を上回るのはよい方法ではありませ
ん。 pfsd でディスクのスワップに時間がかかりすぎると、キャッシュの利点が失われます。

使用可能な容量以上の仮想メモリーを占有するキャッシュを指定すると、デーモンは仮想メモリーエラーで終
了します。

廃止の警告
PFS は廃止され、HP-UX ではサポートされなくなりました。 HP-UX の次期リリースでは、PFS のインタ
フェースは提供されなくなります。

Young Minds社で開発された PFS は、CD-ROM ファイルシステム上の Rock Ridge Interchange ファイルシ
ステムへのアクセスを提供するために HP で採用されました。現在、HP-UX の CDFS ファイルシステムや
HP-UX 標準のファイルシステムコマンドで同等の機能を提供しています。

PFS には、機能上と性能上の既知の問題があるため、 pfsd や pfsd.rpc などの PFS インタフェースを使
用しないことをお奨めします。 CD-ROM ファイルシステムにアクセスするには、ファイルシステムタイプと
して cdfs を指定して、標準の HP-UX コマンドを使用してください。例えば、CD-ROM ファイルシステム
をマウントするには、次のコマンドを使用します。

mount -F cdfs /dev/dsk/c0t0d4 /cdrom

cdfs ファイルシステムを他のファイルシステム タイプと異なる処理を行う必要はありません。様々な CD-

ROM ファイルシステムの形式にアクセスするのに、特別なデーモンやコマンドは必要ありません。

mount(1M) や mount_cdfs(1M) を参照してください。

著者
pfsd は、 Young Minds 社で開発されました。

参照
pfs_mountd (1M)
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名称
ping − ネットワークホストへの ICMP エコーリクエストパケットの送信

構文
ping [-oprv] [-f address-family] [-i address] [-I interval] [-t ttl] host [-n count [-m timeout]]

ping [-oprv] [-f address-family] [-i address] [-I interval] [-t ttl] host packet-size

[ [-n] count [-m timeout]]

説明
ping コマンドはに１秒に１回ずつ ICMP エコーリクエスト (ECHO_REQUEST) パケットを host に送信し
ます。 ICMP Echo Response パケットを介してエコーバックされる各パケットは、往復にかかる時間を含
め、標準出力に書き込まれます。

ICMP Echo Request データグラム ("pings") には、 IP ヘッダーと ICMP ヘッダーがあり、その後ろに
struct timeval (gettimeofday(2) 参照) と、パケットを埋めるために使用される任意の数の "pad" バイト
が続きます。デフォルトのダイアグラム長は 64 バイトですが、パケットサイズ packet-size オプションを使用
すると、この長さを変更することができます。

オプション
ping は、次のオプションとパラメータを認識します。

-i address がマルチキャストアドレスであれば、「ドット」表記の (inet(3N) 参照) address で指定
されるローカル IP アドレスに対するインタフェースからマルチキャストデータグラムを
送ります。 -i オプションを省略すると、デフォルトインタフェースからマルチキャス
トデータグラムを送ります。デフォルトインタフェースは、経路の設定により決まりま
す。 host がマルチキャストアドレスであると、このオプションは無視されます。

-o 発信パケットに IP Record Route オプションを挿入します。このオプションにより、コ
マンド終了時に取るべき経路が要約されます。

経路上のホストに IP Record Route オプションを実現していないものがあると、往復パ
スが得られない可能性があります。 IP オプション領域の最大長に合わせて、最大９個の
インターネットアドレスを記録できます。

-p ICMP がゲートウェイから Datagram Too Big 「データグラムが大きすぎる」という
メッセージを受け取ると、新しいパスの MTU 情報が表示されます。パケットサイズ
( packet-size) が大きい場合、また -vオプションを使用する場合は、 -pオプションを併
用する必要があります。

-r 通常の経路指定テーブルをバイパスして、接続されたネットワーク上のホストへ直接送
信します。ホストが直接接続されたネットワーク上にない場合にはエラーが返されま
す。このオプションを使用すると、経路のないインタフェースを介してローカルシステ
ムを ping することができます。 gated (gated(1M) を参照) によって、インタフェース
が削除された後など。
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-t ttl ホストがマルチキャストアドレスであれば、マルチキャストデータグラムの有効期間
フィールドを ttl に設定します。これにより、データグラムを転送できる外部システムの
最大数を指定して、マルチキャストデータグラムの範囲を制御できます。

ttl が０ならば、データグラムはローカルシステムへの発信に限られます。 ttl が１なら
ば、データグラムは -i オプションで指定したインタフェースを持つシステムに限られ
ます。 ttl が２ならば、データグラムは多くても１つのマルチキャストルーターに転送 (

以下同様) されます。範囲: ０から 255 まで。デフォルト値は１です。

-I interval このオプションは、パケットの送信間隔 interval を秒単位で指定します。デフォルトの
間隔は１秒です。

-v 冗長出力。受信したエコー応答以外の ICMP パケットを表示します。

-f address-family

address-family は、 host が IPv4 ホストか IPv6 ホストのいずれであるかを指定しま
す。現在サポートされるアドレスファミリーは IPv4 アドレスに対する inet と、IPv6

アドレスに対する inet6 です。

host ICMP エコー要求を送る宛先。 host には、ホスト名、または IPv4 または IPv6 のイン
ターネットアドレスを指定できます。 IPv4 に対しては、 gethostbyname() (gethos-

tent(3N) を参照) IPv6 に対しては、 getaddrinfo() (getaddrinfo(3N) を参照) を使
用すると、そのホストに指定されているシンボリック名による名称をすべて調べること
ができます。 host をインターネットアドレスにする場合には、 IPv4 に対しては、
「ドット」表記法 (inet(3N) を参照 ) で、 IPv6 に対しては、「コロン」表記法
(inet6(3N) を参照) で指定することが必要です。

address-family が指定され、 host がインターネットアドレスである場合、インターネッ
トアドレスのアドレスファミリーは address-family オプションで指定されるものと同一
である必要があります。 address-family を指定せず、 host がシンボリック名の場合、
最初 host を IPv4 アドレスとして解決する試みが行われます。それが失敗すると、次
は、 host を IPv6 アドレスとして解決する試みが行われます。

ping コマンドは、IPv4 にマップされた IPv6 アドレスは受け付けません。 IPv4 ノード
を ping するためには、IPv4 アドレスを使う必要があります。 IPv4 にマップされた
IPv6 アドレスは、ソケットプログラムで、IPv6 ノードから IPv4 だけのノードをアドレ
ス指定する場合にのみ、使います。 IPv4 にマップされた IPv6 アドレスは、常に、ネッ
トワーク上で送信されるパケットで使う前に、IPv4 アドレスに変換されます。

システムが正しく反応しない場合、ローカルシステム、リモートシステム、または中間
のゲートウェイで経路設定が誤っている可能性があります。また、その他のネットワー
ク接続障害も考えられます。通常、 host はローカル、またはリモートネットワークのイ
ンタフェースに割り当てられたアドレスです。
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(inet のみ) host がブロードキャストアドレスの場合、ブロードキャストを受信するすべ
てのシステムが応答します。通常、これらのシステムは、 ICMP エコー要求を送るロー
カルインタフェースと同じネットワークと同じネットワークにネットワークインタ
フェースを持つ唯一のシステムになります。

host がマルチキャストアドレスの場合、マルチキャストグループに属するシステムのみ
が応答します。 -t オプションを指定した場合、 -i オプションで指定したインタ
フェースに直接接続されたネットワークのマルチキャストルーターがあれば、遠隔シス
テムである可能性があります。

packet-size 転送されたパケットのサイズをバイト単位で表します。デフォルトでは ( packet-size を
指定しなかった場合)、送信されるパケットのサイズは 64B です。 packet-size として指
定できる最小値は 8B, 最大値は 4095B です。 packet-size が 16B 未満の場合には、タイ
ミング情報を含むだけのスペースはありません。この場合、往復にかかる時間は表示さ
れません。

-n count ping が終了するまでに送信するパケットの数。 packet-size も指定するときには、 -n

は不要です。 範囲: 0～2147483647。デフォルトは０で、この場合 ping は中断され
るまでパケットを送信します。

-m timeout ホストまたはネットワークに到達できない場合に ping が使用するデフォルトのタイム
アウト値 (10 秒) を置き換えます。このオプションは、 -n オプションと併用するか、
または count を指定した場合にのみ有効になります。 count が０の場合、 -m は使用で
きません。

到達できるホストやネットワークに対しては、 -m オプションの効果はありません。

ping を障害の分離に使う
ping を使用して障害を分離させる場合は、まず host のローカルアドレスを指定して、ローカルネットワー
クインタフェースが正常に動作しているかを検証します。次に、ホストとゲートウェイアドレスをさらに指定
して、障害の発生地点を特定します。 ping は１秒に１データグラムずつ転送します。また通常、受信された
各 ICMP エコー応答ごとに出力の１行ずつ書き込みます。応答がなければ、出力は作成されません。オプショ
ンの count を指定した場合には、指定された数の要求だけが送信されます。往復にかかる時間とパケット消失
に関する統計値が算出されます。すべての応答が返された場合、コマンドがタイムアウトになった場合 (count

オプション指定時)、あるいはコマンドが SIGINT で打ち切られた場合は、短い要約が表示されます。

このコマンドは、ネットワークのパフォーマンスをテスト、管理、測定することを目的として用意されていま
す。主に、ネットワークの障害を分離させる場合に使用してください。ネットワークに負荷を与える可能性が
あるので、通常操作で不必要に ping を使用すること、または自動化されたスクリプトから使用することは好
ましくありません。

戻り値
ping は、次の値のいずれかで終了します。
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0 正常終了。

1 未知のホスト、不正なパケットサイズなどで失敗した場合。

2 ホストやネットワークに到達できなかった場合。

著者
ping は、パブリックドメインで開発されました。

ファイル
/etc/hosts

参照
getaddrinfo(3N)、 gethostent(3N)、 inet(3N)、 inet6(3N)
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名称
power_onoff − 時刻設定によるシステム電源の自動オン/オフ

構文
/usr/sbin/power_onoff -n

/usr/sbin/power_onoff time [ date ] [ [next +increment] time_designation]

説明
power_onoff は、UPS モニター (ups_mond) にシステムをシャットダウンするように指示します。またオ
プションとしてシステムの電源を再度オンにする時期をモニターに通知します。これに対し UPS モニター
は、無停電電源 (UPS) に電源をオフ、およびオンにする時期を指示します。UPS モニターは続けて、システ
ムをシャットダウンします。システムを再開始 (電源オン) する時期は、power_onoff コマンド行引き数で
指定します。

UPS 装置によっては、電源をオフして、再びオンにするまでの期間が制限される場合があります。こうした制
限については、UPS のマニュアルを参照してください。

power_onoff では、UPS モニターがサポートする UPS が必要になります (ups_mond(1M) 参照)。

コマンド行引き数
power_onoff コマンドには２つの形式があり、次の引き数を認識します。

-n 電源オンなし。システムがシャットダウンされ、再度オンにはされません。

time 1、2、または 4 桁として指定できます。1 桁、および 2 桁の数字は時間、4 桁の数字は時間と
分をそれぞれ表します。time は、２つの数字をコロン (: )、一重引用符 (’ )、文字 "h" (h )、ピ
リオド (. )、またはカンマ (, ) で区切って指定することもできます。時刻の後に am または pm

を付けることもできます。これ以外の場合は、24 時間制とみなされます。たとえば、0815,

8:15, 8’15, 8h15, 8.15, および 8,15 は、午前 8 時 15 分になります。また最後に zulu お
よび utc を付けて、世界標準時を表すこともできます。noon, midnight, now, および next

の特殊名も認識されます。

date 曜日 (フルスペル形式、または略記形式)、または年(オプション)、月、日で表す日付を指定でき
ます。年と日のフィールドは数値、月はフルスペル、略記、数値のいずれかの形式でそれぞれ指
定します。これらの３つのフィールドはどの順序で指定してもかまいません。また、スラッシュ
(/ ), ハイフン (- ), ピリオド (. ), またはカンマ (, ). で区切って指定することもできます。年の
00-68 は 2000-2068 と解釈され、69-99 は 1969-1999 と解釈されます。today と tomorrow

の特殊な ‘‘日付 ’’も指定できます。date を省略すると、指定された時間が現在の時刻より大きい
ければ、today とみなされます。一方、現在の時刻より小さければ、tomorrow とみなされま
す。指定された月が当月より小さければ (年が指定されていない場合)、翌年とみなされます。

next

または

228 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



power_onoff(1M) power_onoff(1M)

+increment

この後に、minutes, hours, days, weeks, months, または years の time_designation が続
くときは、指定された time_designation が経過した時点でシステムをスタートアップできま
す。数値演算子 +increment により、時間、日数、週、月、または年単位で事前にスタートアッ
プの時期をスケジュールすることができます (「例」を参照 )。引き数 next を使用すると、
increment を +1 とした場合と同じ結果になります。time_designation には複数形、および単数
形を使用できます。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングルバイト、およびマルチバイトのキャラクタコードセットがサポートされています。

戻り値
正常終了の場合は終了コード 0 が返されます。これ以外の場合は、0 以外の値が返されます。

診断
power_onoff は、構文エラー、および範囲外の時間が検出されると、診断メッセージを出力します。

例
次の火曜日、午前5時にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff 5am Tuesday next week

明日、午前5時30分にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff 5:30 tomorrow

月曜から金曜の、午前7時30分にシステムをスタートアップし、午後5時30分にシャットダウンするには、
crontab を使用して、月曜から木曜までに最初のコマンドを実行し、金曜に2番目のコマンドを実行します
(crontab(1) 参照)。

power_onoff 7:30 tomorrow

power_onoff 7:30 Monday

1月24日、午前8時15分にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff 0815 Jan 24

1月24日、午前5時15分にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff 5:15 Jan 24

明朝9時30分にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff 9:30am tomorrow

今から24時間後にシステムをスタートアップする場合は、次のように指定します。

power_onoff now + 1 day

システムをシャットダウンし、スタートアップさせない場合は、次のように指定します。

power_onoff -n
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警告
ジョブは 2037 年まで発行することができます。2037 年よりも後にジョブが発行された場合には、エラーメッ
セージ "BAD DATE" が表示されます。

UPS 装置によっては、電源をオフして、再びオンにするまでの期間が制限される場合があります。こうした制
限については、UPS のマニュアルを参照してください。

date 引き数が数値で開始し、time 引き数も数値 (接尾語なし) の場合、time 引き数は時間と分が正しく解釈
されるように 4 桁の数字を使用してください。

next と + increment を１つの power_onoff コマンドの中で同時に使用しないでください (この場合は、最
初の演算子が受け入れられ、後の演算子は無視されます)。警告、またはエラーは出力されません。

装置の修理作業を行うときは、必ず電源コードを外してください。

著者
power_onoff は HP で開発されました。

ファイル
/var/tmp/timed_off ups_mond との通信のための fifo

参照
at(1), cron(1M), crontab(1), queuedefs(4), proto(4), kill(1), sam(1M), ups_mond(1M)
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名称
pppoerd − PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) リレー

構文
pppoerd [−c config-file] [−d debug-level] [−l log-file]

説明
PPPoE クライアントとサーバーが同一リンク上にない場合、pppoerd デーモンが必要です。

オプション
pppoerd は次のオプションをサポートしています。

-c config-file pppoerd が使用する構成ファイルの絶対パスを指定します。デフォルトの構成
ファイルは /etc/ppp/pppoerd.conf です。

-d debug-level ロギングを有効にする、デバッグレベルを指定します。３つのデバッグレベルが
あります。

LOG_ERROR すべてのエラーメッセージをログに残します。これらのメッセー
ジを記録するには、コマンドラインで -d 0 と指定します。

LOG_WARN すべての警告メッセージをログに残します。これらのメッセージ
を記録するには、コマンドラインで -d 1 と指定します。

LOG_DEBUG 関数レベルのデバッグメッセージをログに残します。これらの
メッセージを記録するには、コマンドラインで -d 2 と指定しま
す。

-l log-file pppoerd がメッセージを書き出すログファイル名の絶対パスを指定します。デ
フォルトのログファイルは /var/adm/pppoerd.log です。

例
pppoerd の使用例を以下に示します。

/usr/sbin/pppoerd -c tmp/pppoerd.conf -d 0

警告
/etc/ppp/pppoerd.conf ファイルなしでリレーすることはできません。pppoerd.conf (4) を参照。

著者
pppoerd は HP で開発されました。

ファイル
pppoesd PPPoE サーバーデーモン
pppoec PPPoE クライアント
pppoerd.conf PPPoE リレー構成ファイル
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pppd PPP デーモン

参照
pppoec(1), pppd(1M), pppoerd(1M), pppoerd.conf(4)
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名称
pppoesd − PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) サーバーデーモン

構文
pppoesd [−c config-file] [−d debug-level] [−l log-file]

説明
pppoesd は、RFC 2516 に記述された通り、PPPoE のサーバーサイド検出フェーズ機能を実行します。
pppoesd デーモンは、クライアントが要求したサービスを提供することができるなら、クライアントから
PADI と PADR パケットに応答します。pppoesd はユニークなセッション ID を、サービスを行っているす
べてのクライアントに対して生成し、RFC 2516 で記述されている通り PPPoE のセッションフェーズ機能を
実行する pppd デーモンを、分岐させます。

オプション
pppoesd は次のオプションをサポートしています。

-c config-file pppoesd が使用する構成ファイルの絶対パスを指定します。デフォルトの構成
ファイルは /etc/ppp/pppoesd.conf です。

-d debug-level ロギングを有効にする、デバッグレベルを指定します。３つのデバッグレベルが
あります。

LOG_ERROR すべてのエラーメッセージをログに残します。これらのメッセー
ジを記録するには、コマンドラインで -d 0 と指定します。

LOG_WARN すべての警告メッセージをログに残します。これらのメッセージ
を記録するには、コマンドラインで -d 1 と指定します。

LOG_DEBUG 関数レベルのデバッグメッセージをログに残します。これらの
メッセージを記録するには、コマンドラインで -d 2 と指定しま
す。

-l log-file pppoesd がメッセージを書き出すログファイル名の絶対パスを指定します。デ
フォルトのログファイルは /var/adm/pppoec.log です。

例
pppoesd の使用例を下に示します。

/usr/sbin/pppoesd -d 1 -l /tmp/pppoesd.log

警告
pppoesd.conf なしで pppoesd を実行することはできません。pppoesd.conf (4) を参照。

著者
pppoesd は HP で開発されました。
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ファイル
pppoesd PPPoE サーバーデーモン
pppoerd PPPoE リレー
pppoec.conf PPPoE クライアント構成ファイル
pppd PPP デーモン

参照
pppd(1), pppoec(1), pppoerd(1M), pppoesd.conf(4)
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名称
privedit − 権限を持つユーザーがアクセス制御下にあるファイルを編集するために使用

構文
privedit [−htxv] [−a authorization] file

説明
privedit は、アクセス許可またはアクセス制御による制限のせいで権限のないユーザーには編集できない
ファイルを、権限のあるユーザーが編集することを可能にします。どのファイルを編集するかは、privedit

コマンドの引き数にファイル名を指定することにより指定します。コマンドを起動すると、privedit は
/etc/rbac/cmd_priv データベースをチェックして、ファイルの編集に必要な権限を調べます。ユーザーが
必要な権限を持っていれば、privedit は、ファイルを編集するために指定されたエディターを起動します。

privedit がファイルの編集にどのエディターを使用するかは、EDITOR 環境変数を設定することにより指
定できます。EDITOR 変数が設定されていない場合、privedit はデフォルトエディターの vi を使用しま
す。privedit のコマンドラインからエディターに引き数を渡すことはできません。ただし、privedit を
起動する前にエディター用の環境変数を設定しておけば、それはエディターにより認識され、サポートされま
す。

編集するファイルの指定には、privedit の引き数として完全修飾ファイル名を使用できます。完全修飾ファ
イル名を使用しなかった場合は、privedit によって、指定したファイル名の先頭に現在の作業ディレクトリ
が追加されます。編集するファイルをユーザーがどのようにして指定したかに関係なく、privedit を起動し
た後は、すべてのファイル名が完全に修飾されます。privedit コマンドは、シンボリックリンクになってい
るファイルも認識し、サポートします。

privedit では、１度に１つのファイルしか編集できません。privedit の引き数に複数のファイル名を指
定しても、先頭に指定したファイルだけが privedit で編集され、以降のファイル名は無視されます。

HP-UX RBAC 機能には、privedit および privrun がユーザーの権限をどのようにしてチェックするか
をカスタマイズする機能も用意されています ( privrun(1M) を参照してください)。HP-UX RBAC のアクセス
制御ポリシースイッチ (ACPS) モジュールは、権限を判断しなければならないアプリケーションへの応答を提
供します。ACPS コンフィギュレーションファイルの acps.conf は、アクセス決定を下すためにどのモ
ジュールに問い合わせるか、各モジュールに問い合わせる順序、およびアプリケーションに結果を返すために
モジュールの応答を組み合わせる際のルールを制御します。詳細については、acps.conf (4)、acps(3)、および
rbac(5) を参照してください。

オプション
privedit は、以下のオプションを認識します。

−a authorization 指定された権限を必要とするエントリーのみを検索します。指定する権限は cmd_priv

データベース内にある権限と厳密に一致しなければなりません (つまり、ワイルドカー
ドは使用できません)。
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−h privedit の使用方法 (ヘルプ) を表示します。

−t ユーザーがファイルを編集する権限を持っているかどうかを調べ、結果をユーザーに知
らせます。

−x 権限チェックに失敗した場合でも、呼び出したユーザーの元の権限でファイルを編集し
ます。

−v privedit を詳細出力モードで実行します。

引き数
privedit は、以下の引き数を認識します。

file 編集するファイル。

cmd_priv データベース
privrun(1M) で説明されているように、コマンドを実行したりファイルを編集したりするために必要な権限を
示す情報は /etc/rbac/cmd_priv ファイルに含まれています。ユーザーを再認証しなければならない場合
に privedit が自分自身を PAM 対して識別させる方法を示すために、/etc/rbac/cmd_priv で PAM

サービス名を指定することもできます。

このファイルには任意の数のエントリーを入れることができ、各エントリーは次の形式で１行で指定されま
す。

{command|file} : arguments : (operation,object) : ruid/euid/rgid/egid : compartment : privs :

pam-service : flags

これらのフィールドは、次のように定義されています。

フィールド 説明

command | file privedit の場合は、編集するファイルの完全修飾パス。このフィールドには、
fnmatch(3C) で定義されているとおりにワイルドカードを含めることができます。

privrun の場合は、追加の権限を提供するためにラップされるコマンドの完全修飾パ
ス。

arguments 無視されます (privrun でのみ使用されます)。

(operation,object) 指定されたオブジェクトに対してユーザーが持っていなければならないオペレーショ
ン。 (operation,object) は、同時に権限割り当てにもなります。operation には、ワ
イルドカード (*) を含まない完全修飾名を指定しなければなりません。

object に all と指定されている場合は、ユーザーがすべてのオブジェクトに対して指
定されたオペレーションを持っていなければなりません (注記: RBAC が使用されてい
る場合、これは /etc/rbac/role_auth データベースで (operation,*) と指定する
ことにより満たされます)。
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このフィールドには、(operation,object), の代わりに dflt キーワードを入れること
ができます。これは、アクセスチェックが必要なく、任意のユーザーが権限付きでファ
イルを編集できることを示します。

ruid/euid/rgid/egid

無視されます (privrun でのみ使用されます)。

compartment 無視されます (privrun でのみ使用されます)。

privs 無視されます (privrun で権限用にのみ使用されます)。

pam-service 再認証サービス。これを指定すると、ユーザーは再認証を要求されます。privedit コ
マンドは、自分自身をこのフィールドで示されているサービスとして PAM に対して識
別させます。これにより、セキュリティ管理者が、特定のファイルを編集するための認
証/アカウント管理制限の追加セットを要求することが可能になります。PAM サービス
の一覧については、pam.conf (4) を参照してください。

dflt キーワードを使用しなければなりません。

flags フラグ値の指定により、privedit がファイルを編集できるかどうかを示すことができ
ます。privrun がコマンドを実行できるかどうかを示すために、その他のフラグ値も
指定することができます。指定することができる値は、次のとおりです。

edit ファイルは、編集も実行も可能です。これは、主にスクリプト用の値で
す。

noexec ファイルは実行できません。privedit での編集のみ可能です。

他のトークンまたは空 (最後の ":" 後に何もない)

ファイルは、実行だけが可能です。編集はできません。

権限フィールドには、(operation,object), の代わりに dflt キーワードを入れることができます。これは、
アクセスチェックが必要なく、任意のユーザーが権限付きでコマンドを実行できることを示します。４つ目の
フィールド内の UID エントリーと GID エントリーは、privedit には無視されますが、ID を区切るスラッ
シュ文字 (/) は残さなければなりません。７つ目のフィールドの PAM サービス名も dflt にすることができ
ます。これは、再認証が必要なことを示します。

このデータベース内の各フィールドの空白文字 (フィールド区切り文字 : を囲む空白文字) は省略可能で、
privedit には無視されます。

同じファイル行を持つ (ただし必要な権限は異なる) 複数の行を記述することもできます。privedit は、各
エントリーをファイルで指定されている順に評価し、ユーザーが必要な権限を持っていなかった場合にのみ次
のエントリーの評価に進みます。cmd_priv データベース内に同じファイル用の複数のエントリーが存在する
場合は、前述の privedit -a コマンドオプションにより、ユーザーが特定の権限を指定して、それが検索
されるようにすることも可能です。
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多言語化対応
環境変数

EDITOR デフォルトエディターを指定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用される言語を指定します。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

戻り値
成功 privedit がユーザーにファイルの編集を許可した場合は、privedit からの戻り値は、ファイ

ルの編集に使用されたエディターの戻り値になります。

失敗 privedit は 1 を返し、適切なエラーメッセージを標準エラーに出力します。

例-1
次の例では、ユーザーは /etc/fstab を編集するために privedit を実行しています。

# privedit /etc/fstab

/etc/rbac/cmd_priv データベースで、/etc/fstab ファイルに対応するエントリーが検証されます。該
当するエントリーが見つかったら、必要な権限がそのエントリーから取得されます。その後、privedit は、
ユーザーが必要な権限を持っているかどうかを調べ、さらにフラグフィールドの値を見てそのファイルの編集
が許可されているかどうかを調べます。次に、privedit はエディターを起動して、/etc/fstab のコピー
を編集できるようにします。元のファイルが直接編集されることは決してありません。

EDITOR 環境変数は、privedit がどのエディターを起動するかを決定します。ユーザーが EDITOR 環境変
数を設定していなかった場合、privedit はデフォルトエディターの vi を使用します。ユーザーがエディ
ターを終了すると、編集されたファイルで元のファイルが置き換えられます。エディターは、常に標準ユー
ザーとして起動されるため、ファイルの編集中にユーザーに追加の権限が与えられることはありません。

例-2
次の例では、ユーザーは、(hpux.sec.edit,secfile) で指定される権限で /etc/default/security

ファイルを編集しようとしています。

# privedit -a "(hpux.sec.edit,secfile)" /etc/default/security

(hpux.sec.edit,secfile) という権限が関連付けられた /etc/default/security ファイル用の
/etc/rbac/cmd_priv エントリーが存在し、フラグフィールドで編集が許可されている場合は、通常の権限
付与/編集プロセスが実行されます。このエントリーが存在しない場合は (たとえ別の権限 (operation,object)

が関連付けられた /etc/default/security 用のエントリーが存在していても)、privedit は失敗し、
エラーメッセージが出力されます。

ファイル
/etc/rbac/roles すべてのロールの有効な定義が格納されたデータベース。
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/etc/rbac/auths すべての有効な権限の定義が格納されたデータベース。

/etc/rbac/user_role

各ユーザーのロールを指定するデータベース。

/etc/rbac/role_auth

各ロールに与えられる権限を定義するデータベース。

/etc/rbac/cmd_priv

指定されたコマンドまたはファイルを実行または編集するための権限、およびコマンド
実行の UID と GID を変更するための権限が格納されたデータベース。

参照
privrun(1M), rbacdbchk(1M), acps(3), acps.conf(4), rbac(5)
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名称
privrun − 適切な権限チェックを実行し、必要に応じてユーザーの再認証を行った後、権限付きで他のアプリ
ケーションを起動

構文
privrun [−htx] [−a authorization] [−c compartment] [−g [gid|groupname] ]  [−G [gid|groupname] ]

[−p privileges] [−u [uid|username] ]  [−U [uid|username] ]  [−v [−v] ] command [args]

説明
privrun は、ユーザーが自分に関連付けられている権限に従って高い権限を持ってレガシーアプリケーショ
ンを実行することを可能にします。ユーザーは、レガシーアプリケーションをコマンドライン引き数として指
定して privrun を起動します。 privrun は、/etc/rbac/cmd_priv データベースを照会して、追加の
権限を持ってコマンドを実行するために必要な権限を調べます (権限は、オペレーションとターゲットオブ
ジェクトで指定されています)。ユーザーが必要な権限を持っていれば、privrun は、その UID および/また
は GID を cmd_priv データベースで指定されているとおりに変更した後、指定されたコマンドを起動しま
す。 privrun では、細かく指定した一連の権限を持ってコマンドを実行したり、指定したコンパートメント
内でコマンドを実行したりすることも可能です。

ユーザーが必要な権限を持っているかどうかを調べる方法は、システム管理者が設定できます。ユーザーの
ロールに基づいて固定した権限セットとユーザーを関連付けるためのモジュールが用意されています。詳細に
ついては、rbac(5) を参照してください。

オプション
privrun は、以下のオプションを認識します。

−a authorization

指定した権限を必要とするエントリーのみを検索します。 authorization は、cmd_priv データベー
ス内で (operation,object) の組み合わせで定義されています。指定する権限は、cmd_priv ファイ
ル内にある権限と厳密に一致しなければなりません (つまり、ワイルドカードはサポートされていませ
ん)。

−c compartment

指定されたコンパートメントを cmd_priv データベースで検索します。指定するコンパートメント
は、cmd_priv ファイル内にあるコンパートメントと厳密に一致しなければなりません。

−g [gid|groupname]

指定した実効グループ ID (EGID) または指定したグループ名に関連付けられている EGID を含むエン
トリーのみを検索します。

−G [gid|groupname]

指定した実グループ ID (RGID) または指定したグループ名に関連付けられている RGID を含むエント
リーのみを検索します。
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−h privrun の使用方法 (ヘルプ) を表示します。

−p privileges

指定された権限を cmd_priv データベース内で検索します。複数の権限を指定する場合は、各権限を
カンマで区切ってください。 −p オプションで指定する権限はすべて、cmd_priv データベース内に
存在する権限でなくてはなりません。

−t ユーザーがコマンドを実行する権限を持っているかどうかを調べ、その結果をユーザーに知らせま
す。コマンドは起動されません。

−u [uid|username]

指定した実効ユーザー ID (EUID) または指定したユーザー名に関連付けられている EUID を含むエン
トリーのみを検索します。

−U [uid|username]

指定した実ユーザー ID (RUID) または指定したユーザー名に関連付けられている RUID を含むエント
リーのみを検索します。

−v [−v]

privrun を詳細出力モードで起動します。 −v オプションを２つ指定すると、出力の詳細レベルが
上がります。高い詳細レベルでは、より多くの情報が出力されます。

−x 権限チェックに失敗した場合でも、呼び出したユーザーの元の権限でプログラムを実行します。

引き数
privrun は、以下のオプションを認識します。

command [args] 実行する HP-UX コマンド。 command には完全修飾名を指定してください。完全修飾
名でない場合、privrun は、現在の作業ディレクトリと PATH 環境変数を使用して、
指定されたコマンドを突き止めます。 args には、command で認識される引き数を指
定します。

cmd_priv データベース
/etc/rbac/cmd_priv ファイルには、各コマンドバイナリを実行するために、または各ファイルを編集する
ためにどの権限が必要かという情報が格納されています。また、バイナリに関連付けられている最終的な権限
(実 UID、実効 UID、実 GID、実効 GID、細分化された権限、コンパートメントなど) も格納されていま
す。ユーザーが正常に権限付与を受けるにはその前に再認証される必要がある場合は、このフィールドに
PAM サービス名が指定され、privrun が自分自身を PAM に対して識別させる方法が示されます。詳細につ
いては pam.conf (4) を参照してください。

このファイルには任意の数のエントリーを入れることができ、各エントリーは次の形式で１行で指定されま
す。

{command|file} : arguments : (operation,object) : ruid/euid/rgid/egid : compartment : privs :

pam-service : flags
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これらのフィールドは、以下のように定義されています。

フィールド 説明

command|file privrun の場合は、追加の権限を提供するためにラップされるコマンドの完全修飾
パス。

privedit の場合は、編集するファイルの完全修飾パス。

このフィールドには、fnmatch(3C) で定義されているとおりにワイルドカードを含め
ることができます。

arguments ユーザーが指定できるようにする一連の引き数 (文字列として比較されます)。この
フィールドを空にすると、引き数を指定してコマンドを起動することはできなくなり
ます。このフィールドにキーワード DFLT を入れた場合は、そのコマンドは任意の引
き数で起動できるようになります。このフィールドは privrun だけで使用され、
privedit では無視されます。

(operation,object) 指定されたオブジェクトに対してユーザーが持っていなければならないオペレーショ
ン。 (operation,object) は、同時に権限割り当てにもなります。 operation は完全
修飾名でなければならず、ワイルドカード (*) を含んでいてはなりません

object に all と指定されたエントリーでは、i ユーザーが すべてのオブジェクトに
対して指定されたオペレーションを持っていなければなりません (注記: RBAC が使
用されている場合、これは /etc/rbac/role_auth データベースで (operation,*)

と指定することにより満たされます)。

このフィールドには、(operation,object), の代わりに (DFLT, DFLT) キーワードを入
れることができます。これは、アクセスチェックが必要なく、任意のユーザーが権限
付きでコマンドを起動できることを示します。

ruid/euid/rgid/egid 実/実効 UID/GID。ユーザーが指定された権限を持っていた場合に、ラップされたコ
マンド (プロセス) に与えられる権限の一部。これらのフィールドのいずれかを指定す
ると、privrun は、コマンドを起動する前に setresuid または setresgid を
呼び出すようになります。これらのフィールドは名前で指定することも可能です。そ
の場合、起動時に変換が実行されます。このフィールドは、privrun だけで使用さ
れ、privedit では無視されます。

このフィールドでの UID と GID の指定は省略可能です。 ID の指定がない場合は、
フィールドは変更されないままとなります。ただし、ID を区切るスラッシュ文字 (/)

は残しておかなければなりません。

compartment アプリケーションの起動に使用するコンパートメント。コンパートメントは、異なる
OS プロセスをコンパートメント化するためにプロセスに関連付けられる属性です。
システムで コンパートメントが有効になっていない場合は、このフィールドは DFLT

に設定しなければなりません。このフィールドを空のままにしておくと、エラーが発
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生する可能性があります。コンパートメントの詳細については、compartments(5) を
参照してください。このフィールドは privrun だけで使用され、privedit では
無視されます。

privs 起動時に comamnd に関連付けられる細分化された権限。これらの権限は、特定の
カーネルオペレーションを実行するために、UID=0 の代わりに使用される場合があ
ります。このフィールドを DFLT に設定すると、プロセスには 基本的な権限が与え
られます。詳細については privileges(5) を参照してください。このフィールドは
privrun だけで使用され、privedit では無視されます。

pam-service 再認証サービス。指定すると、ユーザーが再認証されるようになります。 privrun

コマンドは、自分自身をこのフィールドで示されているサービスとして PAM に対し
て識別させます。これにより、セキュリティ管理者が、特定のコマンドのために一連
の追加の制限を要求することが可能になります。 PAM サービスの一覧については
pam.conf (4) を参照してください。

DFLT キーワードを使用しなければなりません。

flags このフィールドは、privrun と privedit の両方で使用されます。 privrun で
は、定義されているフラグは１つしかありません。フラグが KEEPENV に設定される
と、どの環境変数も一切無効にされなくなります。 privedit でのフラグの使用方
法の詳細については、privedit(1M) を参照してください。 privrun コマンドでは、
このフィールドは DFLT に設定してください。

各フィールド間でフィールド区切り文字のコロン (:) を囲む空白は省略可能で、privrun コマンドには無視さ
れます。

/etc/rbac/cmd_priv には同じコマンド行を持つ複数のエントリーを記述することができますが、必要な権
限と得られる権限が異なっていなければなりません。 privrun は、各エントリーをファイルで指定されてい
る順に評価し、ユーザーが必要な権限を持っていなかった場合にのみ次のエントリーの評価に進みます。
/etc/rbac/cmd_priv 内の特定のエントリーを検索したい場合は、privrun コマンドオプションを使用し
て、目的のエントリー用の一連の権限を設定することもできます。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用される言語を指定します。

サポートされる国際的コードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

戻り値
成功 privrun がユーザーにプログラムの実行を許可した場合は、実行されたプログラムの戻り値が

privrun からの戻り値になります。
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失敗 privrun は 1 を返し、適切なエラーメッセージを標準エラーに出力します。

例
例-1

次の例では、ユーザーは /usr/sbin/useradd コマンドを実行するために、useradd コマンドの引き数と
して userfoo を指定して privrun を呼び出しています。

# privrun /usr/sbin/useradd userfoo

privrun は /etc/rbac/cmd_priv データベースでコマンド /usr/sbin/useradd に対応するエント
リーを調べます。該当するエントリーが見つかったら、必要な権限がそのエントリーから取得されます。ユー
ザーが必要な権限を持っていれば、privrun はコマンドを起動します。

次の例では、ユーザーは呼び出しプロセスの UID を 28 に変更し (−u 28) 、呼び出しプロセスの gid を
other に変更してから (−g other) 、 /sbin/bar コマンドを実行しようとしています。

# privrun −u 28 −g other /sbin/bar

/sbin/bar コマンドに関連付けられた EUID が 28 に設定されており、EGID がグループ名 other に対応
する EGID に設定されている /etc/rbac/cmd_priv エントリーがあれば、プロセスの通常の権限付与と起
動が行われます。該当するエントリーが存在しない場合は (たとえ別の権限 (EUID/EGID) が関連付けられて
いる /sbin/bar 用のエントリーが存在していても)、privrun コマンドは失敗し、エラーメッセージが出
力されます。

例-2
次の例では、ユーザーはコンパートメント testcomp 内で (−c testcomp) /sbin/bar コマンドを実行し
ようとしています。

# privrun −c testcomp /sbin/bar

/sbin/bar コマンド用のコンパートメントが testcomp と指定されている /etc/rbac/cmd_priv エン
トリーが存在する場合は、testcomp コンパートメント内で /sbin/bar コマンドが実行されます。該当す
るエントリーが存在しない場合は (たとえ別のコンパートメントが指定された /sbin/bar 用のエントリーが
存在していても)、privrun コマンドは失敗し、エラーメッセージが出力されます。

ファイル
/etc/rbac/roles すべてのロールの有効な定義が格納されたデータベース。

/etc/rbac/auths すべての有効な権限の定義が格納されたデータベース。

/etc/rbac/user_role 各ユーザーのロールを指定するデータベース。

/etc/rbac/role_auth 各ロールの権限を定義するデータベース。

/etc/rbac/cmd_priv アクセス制御下でコマンドを実行したり、ファイルを編集するために必要な権
限情報を定義するデータベース。
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参照
authadm(1M), cmdprivadm(1M), cmpt_tune(1M), rbacdbchk(1M), roleadm(1M), compartments(5), privi-

leges(5), rbac(5)
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名称
psrset − プロセッサセットの作成と管理

構文
psrset [-f] -a pset_id processor_list

psrset [-f] -b pset_id pid_list

psrset [-f] -c [ processor_list]

psrset [-f] -d pset_list

psrset [-f] -d all

psrset [-f] -e pset_id command [argument_list]

psrset [-f] -g pset_id pgid

psrset [-i] [ pset_list]

psrset [-f] -n pset_id

psrset -p [ processor_list]

psrset -q [ pid_list]

psrset [-f] -r processor_list

psrset [-f] -t pset_id attribute_name=attribute_value

psrset [-f] -u pid_list

psrset [-f] -F pset_id

psrset [-f] -U pset_id uid

リアルタイム拡張コマンド
psrset [-f] -l

psrset [-f] -m pset_id

psrset [-f] -s pset_id

psrset [-f] -R [ processor_list]

説明
psrset は、プロセッサセットの管理を制御するユーティリティです。プロセッサセットを使用すると、シス
テム内のプロセッサのサブセットを分離して、指定したスレッドおよびプロセスによって排他的に使用するこ
とができます。１個のプロセッサではなく、プロセッサのグループにプロセスをバインドできます。個々のプ
ロセッサセットは、それぞれ異なるスケジュール割り当てドメインの役割を果たします。各プロセッサセット
のスケジューラは個別に動作し、システムによってプロセッサセット間の負荷分散は行われません。
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デフォルトのプロセッサセット (0) は常に存在し、消去することはできません。システム初期化時のすべての
プロセスおよびプロセッサは、システムのデフォルトプロセッサセット内で動作を開始します。このため、プ
ロセッサ０はデフォルトグループから削除することはできません (つまり、シングルプロセッサシステム上で
この機能を使用しても効果は得られません)。

１つのプロセッサが所属するプロセッサセットは常に１つであり、適切な権限があれば、プロセッサをあるプ
ロセッサセットから別のプロセッサセットへ動的に再割り当てすることができます。プロセッサのないプロ
セッサセットが存在することもあります。これは、システム内の他の場所でリソースが必要とされている場合
の一時的な状態です (詳細は pset_assign(2) を参照してください)。

１つのプロセスまたはスレッドがバインドされるプロセッサは常に１つであり、適切な権限があれば、バイン
ディングをあるプロセッサセットから別のプロセッサセットへ変更することができます。１つのプロセスのス
レッドはすべて同一のプロセッサセットに所属する必要があります (詳細は pset_bind(2) を参照してくださ
い)。

プロセッサセットにはアクセス権が設定されており、適切なパーミッションをもつユーザーだけがプロセッサ
セットを操作できます。スーパーユーザーまたは PRIV_PSET 権限のユーザーが、プロセッサセットのすべて
の操作を行えます (詳細は pset_create(2) および pset_setattr(2) を参照してください)。

オプション
オプションを指定せずに psrset コマンドを実行した場合、 -i オプションが適用されます (下記参照)。

次のオプションがサポートされます。

-a pset_id processor_list

pset_id に processor_list を割り当てます。 processor_list はプロセッサのリストで、 pset_id

はプロセッサセットの ID 番号です。プロセッサは現在のプロセッサセットから除外され、指
定したプロセッサセットに再割り当てされます。プロセッサ０は再割り当てできません。

再割り当てするプロセッサが現在のプロセッサセットの最後のプロセッサである場合、どのよ
うに動作するかは LASTSPU 属性によって決定されます。 LASTSPU を定義する方法につい
ては、 -t オプションを参照してください。 LASTSPU には、次の属性値があります。

DFLTPSET デフォルトの動作です。プロセッサを指定されたプロセッサセットに再割り当
てし、プロセッサ内のアクティブなプロセス/スレッドをデフォルトセットに戻
します。

FAIL 要求を失敗させます。

-b pset_id pid_list

pid_list を pset_id にバインドします。 pid_list は指定したプロセス (とそのすべてのスレッ
ド) のリストで、 pset_id は指定したプロセッサセットです。バインディングは継承されるの
で、新規に作成されたスレッドとプロセスは、それぞれの親からプロセッサセットバインディ
ングを継承します。
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ターゲットプロセッサセット ( pset_id) にプロセッサが割り当てられていない場合、どのよう
に動作するかは EMPTY 属性によって決定されます。 EMPTY を定義する方法については、
-t オプションを参照してください。 EMPTY には、次の属性値があります。

FAIL デフォルトの動作です。要求を失敗させます。

−c [processor_list]

新しいプロセッサセットを作成し、新しいプロセッサセットのプロセッサセット ID 番号
( pset_id) を表示します。コマンド行でプロセッサのリスト ( processor_list) を指定した場
合、それらのプロセッサは新規に作成したプロセッサセットに割り当てられます。

-d pset_list

-d all 指定されたプロセッサセットのリスト ( pset_list) を消去します。オプション all が指定さ
れた場合、システム内のすべてのプロセッサセットを消去します。プロセッサセットにプロ
セッサが割り当てられていたり、プロセッサセットにバインドされているアクティブなプロセ
ス/スレッドが存在する場合、どのように動作するかは NONEMPTY 属性によって決定されま
す。 NONEMPTY を定義する方法については、 -t オプションを参照してください。
NONEMPTY には、次の属性値があります。

DFLTPSET デフォルトの動作です。すべてのプロセッサおよびプロセッサ内のスレッド/プ
ロセスをデフォルトセットに戻します。

FAIL プロセッサセットにプロセッサが割り当てられていたり、アクティブなプロセ
スまたはスレッドが存在する場合、要求を失敗させます。

FAILBUSY プロセッサセットにバインドされているアクティブなプロセスやスレッドが存
在する場合、要求を失敗させます。

-e pset_id command [ argument_list ]

指定した command を指定したプロセッサセット ( pset_id) 内で実行します。シェルをター
ゲットプロセッサセットにバインドし、コマンドを実行して元のプロセッサセットに戻るのと
同じ効果が得られます。コマンドの引き数は、 argument_list にリストします。

−f HP プロセスリソースマネージャ (HP PRM) がインストールおよび構成されている場合、動
作を強制します。プロセッサセットの構成は、PRM によって行うこともできます。 HP プロ
セスリソースマネージャについては、 『HP Process Resource Manager User’s Guide』 を参
照してください。

このオプションは、PRM を上書きするために、すべての構成オプションに適用できます。
PRM が構成されている状態で強制フラグ (-f オプション) を指定しないと、 psrset はエ
ラーメッセージを表示して終了します。

重要: -f オプションを使用する場合は、 psrset コマンドのその他の引き数よりも先に指
定しなければなりません。
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-g pset_id pgid

プロセスグループ ( pgid) に所属するすべてのプロセス (とそのすべてのスレッド) を、指定し
たプロセッサセット ( pset_id) にバインドします。このオプションは、オプション -b を使用
してこれらのプロセスを明示的にリストした場合と同じように動作します。

−i [pset_list] リスト ( pset_list) で指定されたすべてのプロセッサセット、またはデフォルトですべてのプ
ロセッサセットについて、プロセッサの割り当てと属性値を表示します。そのプロセッサセッ
トに属するローカリティドメインもリストします。 pset_list が指定されない場合、すべての
プロセッサセットについての情報が表示されます。オプションを指定せずに psrset コマン
ドを実行すると、 -i オプションが適用されます。

-n pset_id 指定したプロセッサセット ( pset_id) に割り当てられているすべてのプロセッサの外部 I/O 割
り込みを有効にします。

-p [processor_list]

リスト ( processor_list) で指定されたすべてのプロセッサ、またはデフォルトですべてのプロ
セッサについて、プロセッサセットの割り当てを表示します。

−q [pid_list] リスト ( pid_list) で指定されたすべてのプロセス、またはデフォルトですべてのプロセスにつ
いて、プロセッサセットのバインディングを表示します。

-r processor_list

指定されたプロセッサのリスト ( processor_list) を現在のプロセッサセットから除外し、デ
フォルトセットに再割り当てし直します。このオプションでは、 -a 0 processor_list

を実行するのと同じ結果を得られます。

-t pset_id attribute_name=attribute_value

指定されたプロセッサセット ( pset_id) の指定された属性の属性値を変更します。サポートさ
れていない値もあります。次の属性がサポートされています。

OWNID 指定されたプロセッサセットの所有者を変更します。

GRPID 指定されたプロセッサセットのグループ ID を変更します。

PERM 指定されたプロセッサセットのアクセスパーミッションを変更します。

NONEMPTY プロセッサの消去要求を受けた場合の動作を定義します。 -d オプションを参
照してください。

EMPTY プロセスまたはスレッドを空のプロセッサセットにバインドする要求を受けた
場合の動作を定義します。 -b オプションを参照してください。

LASTSPU プロセッサセットから最後のプロセッサを削除する要求を受けた場合の動作を
定義します。 -a オプションを参照してください。

-u pid_list pid_list で指定されたプロセスのリスト (それらのスレッドを含みます) を現在のプロセッサ
セットからバインド解除し、デフォルトセットに戻します。 -u オプションでは、 -b 0

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 249



psrset(1M) psrset(1M)

pid_list を実行するのと同じ結果を得られます。

-F pset_id 指定されたプロセッサセット ( pset_id) に割り当てられたすべてのプロセッサの外部 I/O 割り
込みを無効にします。

-U pset_id uid

ユーザー ID (uid) が所有するすべてのプロセス (とそのすべてのスレッド) を指定されたプロ
セッサセット ( pset_id) にバインドします。このオプションは、オプション -b を使用してこ
れらのプロセスを明示的にリストした場合と同じように動作します。

リアルタイム拡張オプション
以下のオプションは、プロセッサセットのリアルタイム拡張 (RTE) に関連しています。

-l RTE プロセッサセットとして構成されたすべてのプロセッサセットをリストします。

-m pset_id ID 番号 pset_id のプロセッサセットを RTE プロセッサセットとしてマークします。 pset_id

プロセッサセットに属しているプロセッサは、 RTSPU になります。プロセッサ０を含むデ
フォルトのプロセッサは、RTE プロセッサセットとして構成することはできません。この時
点では、プロセッサセットにプロセッサが割り当てられていてもいなくてもかまいません。要
求の時点で pset にプロセッサが割り当てられている場合、これらのプロセッサは、カーネ
ルデーモンから使用できなくなります。外部 I/O 割り込みと pset 内のプロセッサに対して保
留されている、タイムアウトを使用するコールは、システム内の非 RTE プロセッサセットの
プロセッサに再割り当てされます。プロセッサセットの属性値は、RTE プロセッサセット用
のデフォルト値に変更されます。

失敗する条件には、次のようなものがあります。

• 構成アプリケーションに root 権限がない場合

• RTE が有効になっていない場合

• pset_id が無効の場合

-s pset_id ID 番号 pset_id のプロセッサセットに対して、RTE プロセッサセットのマークを解除しま
す。プロセッサセットは破棄されません。

−R [processor_list]

新しい RTE プロセッサセットを作成して、新しいプロセッサセットのプロセッサセット ID

番号 ( pset_id) を表示します。プロセッサのリスト ( processor_list) をコマンド行に指定した
場合、そのプロセッサは新しく作成されたプロセッサセットに割り当てられます。

他の設定による影響
環境変数

LANG は、ローカリゼーション変数が設定されていないかヌルに設定されている場合のデフォルト値を決定し
ます。 LANG が設定されていないかヌルに設定されている場合、デフォルト値の C が使用されます (lang(5)

参照)。ローカリゼーション変数に無効な設定が含まれている場合、 psrset はすべてのローカリゼーション
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変数が C に設定されている場合と同じように動作します。詳細は、 environ(5) を参照してください。

LC_ALL は、 LANG または LC_ で始まるいずれかの環境変数の設定によって指定されているロケールカテゴ
リのすべての値を上書きするロケールを決定します。

LC_MESSAGES は、標準エラー出力に書き出される診断メッセージのフォーマットと内容、および標準出力に
書き出される情報メッセージに影響するロケールを決定します。

サポートされるコードセット
１バイトおよびマルチバイトの文字コードセットをサポートします。

例
psrset の例

すべてのプロセッサセットについてシステムプロセッサセットの構成を読み取り、表示します。オプションを
指定せずに psrset コマンドを実行すると、 -i オプションが適用されます。

psrset

psrset -i

psrset -a の例
プロセッサ４および１を現在のプロセッサセットからプロセッサセット５に再割り当てします。

psrset -a 5 4 1

psrset -b の例
ある実行中のプロセス (pid=1000) のバインディングをプロセッサセット６に変更します。

psrset -b 6 1000

psrset -c の例
新しいプロセッサセットを作成し、プロセッサ１、２、および４を割り当てます。

psrset -c 1 2 4

psrset -e の例
プロセッサセット４で、コマンド cat foo を実行します。

psrset -e 4 cat foo

psrset -t の例
プロセッサセットにアクティブなプロセスがバインドされている場合にプロセッサセット消去操作の動作を行
うと、要求が失敗するように変更します。

psrset -t NONEMPTY=FAILBUSY

プロセッサセット３の所有権をユーザー ID 100 に変更します。
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psrset -t 3 OWNID=100

プロセッサセット２について、アクセスパーミッションを 666 に変更します。

psrset -f -t 2 PERM=666

戻り値
psrset は、正常終了するとゼロを返します。失敗した場合、ゼロ以外の値が返され、エラーを表すメッセー
ジが表示されます。

著者
psrset は、HP によって開発されました。

参照
pset_assign(2) 、 pset_bind(2) 、 pset_create(2) 、 pset_ctl(2) 、 pset_destroy(2) 、 pset_getattr(2) 、
pset_setattr(2)

HP プロセスリソースマネージャについては、 『HP Process Resource Manager User’s Guide』 を参照して
ください。
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名称
pvchange − LVM ボリュームグループ内の物理ボリュームの特性およびアクセスパスの変更

構文
/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −a availability pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −s pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −S autoswitch pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −x extensibility pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −t IO_timeout pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −z sparepv pv_path

/usr/sbin/pvchange [−A autobackup] −p proactivepolling pv_path

特記事項
ボリュームグループを共有モードでアクティブ化している場合は、pvchange -a だけが使用できます。その
他のオプションは、共有ボリュームグループ内の物理ボリュームに対しては許可されていません。

説明
pvchange コマンドは、ボリュームグループ内の物理ボリューム ( pv_path) の特性およびアクセスパスを変
更します。

複数パスからアクセスされるマルチポートデバイスでは、pvchange を使って以下の動作をカスタマイズする
ことができます。

• パスの障害または復旧時に、LVM がパスを切り替える方法

• LVM が代替リンクをテストする方法

pvchange により、物理ボリュームに対して一定のパスを使うよう切り替えることもできます。

pvchange は、割り当て許可を設定して、物理ボリュームに物理エクステントを追加します。

別売の HP MirrorDisk/UX ソフトウェアがインストールされているときに、−z オプションを使用すると、既
存の物理ボリュームが失敗した場合に、ミラー化が有効であればその物理ボリュームを置き換えるためにボ
リュームグループ内の予備の物理ボリュームが使用されることを示します。

pvchange を使用して、特定のパスや物理ボリュームをアタッチまたはデタッチすることもできます。

オプションと引き数
pvchange には、次のオプションと引き数があります。

pv_path 物理ボリュームのブロックデバイスパス名。

−A autobackup このコマンドの起動に対して自動バックアップを設定します。 autobackup

は、次の値のいずれかを取ることができます。
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y 論理ボリュームに加えた構成の変更を自動的にバックアップしま
す。これがデフォルトです。

このコマンドが実行された後で、論理ボリュームの属するボ
リュームグループに対して vgcfgbackup コマンド (vgcfg-

backup(1M) を参照) が実行されます。

n 今回の構成の変更をバックアップしません。

−a availability 物理ボリューム pv_path をアタッチまたはデタッチします。 availability は次
のいずれかの値です。

y 指定したパスを物理ボリュームにアタッチします。 attached され
たパスやデバイスは LVM で利用可能になります。パスをアタッ
チすると、可能であれば、そのパスがボリュームグループで利用
可能になります。LVM は、そのディスクへのアクセスが必要な場
合にそのパスを使用し始めます。以前はすべてのパスがその物理
ボリュームで利用不可だった場合、いずれかのパスを利用可能に
すると、再びその物理ボリュームが利用可能になります。

n 指定したパスだけを、物理ボリュームからデタッチします。
detached されたパスは LVM で使用できません。１つのパスをデ
タッチすると、LVM はそのパスに対するデバイスをクローズし、
その使用を停止します。パスがそのデバイスへのプライマリーパ
スであれば、LVM は、そのデバイスで利用可能な最適な代替パス
を使用し始めます。デバイスへの唯一のパスがデタッチされる
と、関連付けられた物理ボリュームはそのボリュームグループで
は利用不可になります。そのパスはボリュームグループの一部と
して残りますが、そのパスへの I/O 要求はキューに入れられず、
再アタッチされるまで LVM はそのパスを使用しません。物理ボ
リュームへの すべてのパスがデタッチされても、LVM はその物
理ボリュームの使用を停止するだけです。物理ボリュームのすべ
てのパスを個別にデタッチするのは、−a N オプションを使用し
て物理ボリューム全体をデタッチするのと結果は同じです。シス
テム管理者は、パスをデタッチして、ハードウェアの診断や交換
を安全に行うことができます。ただし、PV が他のアクティブなパ
スでアクセスされる場合には、その PV にアクセスしないように
注意する必要があります。

N 指定されたパスとその物理ボリュームへの他のすべてのパスをデ
タッチします。システム管理者は、ディスクをデタッチしたこと
を LVM に明確に通知しない限り、アクティブなボリュームグ
ループに属するすべてのディスクは、アタッチされ LVM で使用
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される可能性があることを、常に想定しておく必要があります。
システム管理者は、アクティブなボリュームグループに属する
ディスクの交換や修理を行う際には、事前にこのコマンドを使用
して PV をデタッチしなけれななりません。 PV がデタッチされ
ると、LVM はその PV でのすべてのパスをクローズし、そのパス
へのすべての I/O 操作を指示しなくなります。そのボリュームグ
ループ内に適切な予備の PV がある場合は、LVM はそれを使用し
てデタッチしたディスクを再構築します。指定されたパスは PV

にアタッチされているパスでなければなりません。そうでない場
合は、このコマンドは失敗し、エラーメッセージが表示されま
す。何らかの理由で -a N オプションが失敗した場合、代わりに
−a n オプションを使用して、その物理ボリュームへのそれぞれ
のパスを個別にデタッチすることによって、その物理ボリューム
をボリュームグループからデタッチすることができます。

−s 関連する物理ボリュームへのアクセスを直ちに開始します。物理ボリューム名
は pv_path で指定されます。

−S autoswitch このオプションでは、複数パスからアクセスされるマルチポートの物理ボ
リュームに対する autoswitch 動作を指定します。ただし、代替パスが存在しな
い場合は効力を持ちません。 autoswitch は、次の値のいずれかを取ることがで
きます。

y LVMは、物理ボリュームへのパスを使用可能な限り最適なものに
自動的に切り替えます。LVMは、より適したパスが (使用不能
だった後で) 回復した場合、こちらに切り替えたり、あるいは現在
使用しているパスに障害が起きた場合は、別の使用可能なパスに
切り替えます。これがデフォルトです。

n LVMは、現在使用しているパスが使用不能になった場合にのみ、
自動的に使用可能な限り最適なパスに切り替えます。LVMは、物
理ボリュームへのパスとして使用可能な限り一定のものを継続し
て使用します。この場合、他のより適したパスが障害から回復し
ているかどうかは関係ありません。

−x extensibility 割り当て許可を設定して、物理ボリューム pv_path に物理エクステントを追加
します。 extensibility は、次の値のいずれかを取ることができます。

y 物理ボリュームに追加の物理エクステントを割り当てることがで
きます。

n 物理ボリュームに追加の物理エクステントを割り当てることを禁
止します。しかし、物理ボリュームに存在する論理ボリュームへ
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アクセスすることはできます。

−t IO_timeout 物理ボリュームに対する IO_timeout を指定された秒数に設定します。
IO_timeout 値がゼロ (0) の場合、システムは物理デバイスに関係したデバイス
ドライバが与えるデフォルト値を使います。 IO_timeout は、デバイスドライバ
が IO 要求が完了できない (そしてデバイスがオフラインまたは使用不能) と判
断する前に、ディスクトランザクションを待つ時間を決定するために使いま
す。

-z sparepv このオプションを使用するには、別売の HP MirrorDisk/UX ソフトウェアをイ
ンストールしておくことが必要です。これによって、ユーザーは pv_path で指
定した物理ボリュームをそのボリュームグループのための予備の物理ボリュー
ムに変えたり、指定した予備の物理ボリュームをこのボリュームグループの通
常の物理ボリュームに戻したりすることができます。予備の物理ボリュームか
らの物理エクステントをボリュームグループ内の「未使用の」予備のエクステ
ントの一部として使用することはできません。予備の物理ボリュームは、この
ボリュームグループ内の別の物理ボリュームが使用不可能になった (失敗した)

場合にだけ使用されます。 sparepv には、次の値のどちらかを指定することが
できます。

y 指定した物理ボリュームをそのボリュームグループの「待機中
の」予備になるように変更します。指定した物理ボリュームに
は、このコマンドの発行時にエクステントが割り当てられていて
はいけません (つまり、この物理ボリューム上には論理ボリューム
は存在しません)。「待機中の」予備の物理ボリュームは、別の物
理ボリュームが失敗した場合にだけ使用されます。このような失
敗に先立って、その物理ボリューム上に論理ボリュームが存在す
ることはできません。

n 指定した予備の物理ボリュームを通常の物理ボリュームに戻しま
す。この物理ボリュームが待機中の予備の物理ボリュームであっ
た場合には、関連するすべてのディスクスペースは、ただちに、
論理ボリュームによって使用可能になります。物理ボリュームが
「アクテイブ状態にある」予備である場合、つまり、以前は待機
中の予備であったがその後失敗した物理ボリュームの代わりに
なっている場合には、その物理ボリュームがそのボリュームグ
ループの通常のメンバーとしてマークされるだけで、その上に存
在する論理ボリュームは変更されないままです。

-p proactivepolling (「警告」の項を参照してください)。このオプションは、LVM の代替リンクに
対する予防的ポーリング動作を指定します。 proactivepolling は、次のいずれ
かの値です。
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y LVM の物理ボリュームの代替リンクに対する予防的ポーリングを有効
にします。 LVM は定期的に代替リンクをテストします。これはデフォ
ルトです。

n LVM の物理ボリュームの代替リンクに対する予防的ポーリングを無効
にします。 LVM は定期的に代替リンクをテストしません。

物理ボリュームのアタッチとデタッチに関する特記事項
物理ボリュームをデタッチすると、そのディスク上のデータは利用できなくなります。ディスクがデタッチさ
れている間は、LVM はそのディスクへのユーザーデータや LVM メタデータの読み取りや書き込みを行いま
せん。したがって、システム管理者は、デバイスをデタッチして使用不可にする前に、可用性を満たすように
確実にそのディスク上のデータをミラー化しておく必要があります。

パスや PV をデタッチすると、LVM では利用不可になりますが、パスや PV をアタッチする場合には、パス
や PV を再び利用可能になるとは限りません。パスや PV をアタッチしても、そのディスクが稼働するまで
は、LVM では利用可能になりません。たとえば、ディスクが回転中であれば LVM はそのディスクのアタッ
チに成功しますが、ディスクの準備が完了するまではそのディスクは利用できません。

PV やパスのデタッチは、指定されたパスや物理ボリュームのステータスを一時的に変更するだけで、ボ
リュームグループ構成は変更されません。物理ボリュームをデタッチすると、次回、vgchange(1M) コマンド
でアクティブ化された時に自動的に再びアタッチされます。ボリュームグループでパスや PV を恒久的に追加
または削除したい場合には、代わりに vgextend(1M) または vgreduce(1M) コマンドを使用します。

警告: -a N や -a n オプションを使用して PV やパスをデタッチすると、そのボリュームグループ内の す
べての物理ボリュームが自動的にはアタッチされなくなります。LVM は、明示的にデタッチされた物理ボ
リュームだけではなく、ボリュームグループ内のアタッチされていないすべての物理ボリュームを、自動的に
は復元しなくなります。LVM に、デバイスをボリュームグループに再び自動的にアタッチさせるには、
vgchange -a y コマンドを使用します。

共有ボリュームグループ内の物理ボリュームのアタッチとデタッチに関する特記事項
pvchange(1M) コマンドの適用範囲は、コマンドを実行している特定のノードに限定されています。Service-

guard クラスタ内の各システムでは、独立して処理されます。Serviceguard クラスタ内で共有されているボ
リュームグループに含まれるディスクを交換するには、クラスタ内のそれぞれのシステムで個別に PV をデ
タッチおよびアタッチする必要があります。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語でメッセージを表示するかを指定します。

LANG が指定されていない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで C となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、多言語対応変数は、デフォルトでがすべて C となります
(environ(5) を参照)。
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例
物理ボリュームへの追加の物理エクステントの割り当てを禁止します。

pvchange −x n /dev/dsk/c0t0d0

物理ボリュームへの追加の物理エクステントの割り当てを許可します。

pvchange −x y /dev/dsk/c0t0d0

現在のパスが使用不能の場合にのみ、パスを切り替えます。障害の起きた元のパスが回復しても、使用してい
るパスが動作する限りは元には戻りません。

pvchange -S n /dev/dsk/c0t0d0

障害の発生した後でより適したパスが使用可能になった場合にパスを切り替えます。現在使用しているパスが
動作しているかどうかは関係ありません。

pvchange -S y /dev/dsk/c0t0d0

手動で物理ボリュームを切り替えて、別のコントローラパスを使います。

pvchange -s /dev/dsk/c2t0d2

物理ボリュームに対する IO_timeout 値を 60 秒に設定します。

pvchange -t 60 /dev/dsk/c2t0d2

物理ボリュームに対する IO_timeout 値をゼロ (0) に設定してドライバのデフォルトを使います。

pvchange -t 0 /dev/dsk/c2t0d2

(空の) 物理ボリュームをボリュームグループの待機中の予備にするように変更します。

pvchange -z y /dev/dsk/c2t0d2

(アクティブ状態または待機中の) 予備の物理ボリュームをボリュームグループの通常のメンバーにするように
変更します。

pvchange -z n /dev/dsk/c2t0d2

LVM の代替リンクの予防的ポーリングを有効にします。

pvchange -p y /dev/dsk/c2t0d2

LVM の代替リンクの予防的ポーリングを無効にします。

pvchange -p n /dev/dsk/c2t0d2

パスを PV からデタッチします。

pvchange -a n /dev/dsk/c2t0d2

すべてのパスを PV からデタッチします。
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pvchange -a N /dev/dsk/c2t0d2

パスを PV にアタッチします。

pvchange -a y /dev/dsk/c2t0d2

vgchange(1M) コマンドを使用して、ボリュームグループ内のすべての PV をアタッチしたり、アタッチに失
敗した PV を自動的に再開したりできます。

vgchange -a y /dev/vg_work

警告
−p proactivepolling オプションを使うには、この機能をサポートするようにカーネルをアップデートする必
要があります。

参照
pvdisplay(1M), vgchange(1M)
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名称
pvck − LVM ボリュームグループの物理ボリュームのチェックまたは修復

構文
/usr/sbin/pvck −y pv_path

/usr/sbin/pvck −n pv_path

説明
注意 : 現在、pvck は、下位システムへの移行後の上位システムへの移行が原因となる不正なチェックサムの
検出しか行えません。他の状況で使用してはなりません。

pvck コマンドは、ボリュームグループの raw ディスク ( pv_path) 上の LVM データ構造の調査および修復
を行います。

オプションと引き数
pvck には、以下のオプションと引き数があります。

−y 見つかった問題を修復します。

−n 問題を報告しますが、修復はしません。

pv_path 物理ボリュームの raw デバイスのパス名です。

戻り値
pvck は以下の値を戻します。

0 問題が見つからなかった、またはすべての問題が修正されました。

1 修復できません。

例
修復は行わずに /dev/rdsk/c0t6d0 の LVM チェックサムを調べるには、次のようにします。

pvck -n /dev/rdsk/c0t6d0

必要であれば /dev/rdsk/c0t6d0 の LVM チェックサムを修復するには、次のようにします。

pvck -y /dev/rdsk/c0t6d0

警告
pvck は、ボリュームグループがアクティブ化されていないデバイス上でのみ実行しなければなりません。

このコマンドは、保守モードでのシステムのブート ("hpux -lm", hpux(1M) を参照) 中にルートデバイスを修
復するように設計されています。

著者
pvck は、HP で開発されました。
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名称
pvcreate − ボリュームグループで使用する LVM 物理ボリュームの作成

構文
/usr/sbin/pvcreate [-b] [-B] [-d soft_defects] [-s disk_size] [-f] [-t disk_type] pv_path

説明
pvcreate コマンドは、ボリュームグループで物理ボリュームとして使用できるように、直接アクセス記憶装
置 (raw ディスクデバイス) を初期化します。

pv_path にファイルシステムを指定した場合、-f オプションが指定されていなければ pvcreate は確認を
求めます。この確認要求によって、意図しないファイルシステムの削除を防ぐことができます。

さらに、-f オプションが指定されないと、pv_path がすでに別のボリュームグループに属している場合には
操作できません。また、pv_path が、VERITAS Volume Manager の制御下にあるディスクデバイスを参照し
ている場合も、操作できません。

pvcreate を使用して物理ボリュームを作成した後に、vgcreate を使用してその物理ボリュームを新しい
ボリュームグループに追加するか、vgextend を使用して既存のボリュームグループに追加します (vgcre-

ate(1M) および vgextend(1M) を参照)。

pvcreate によって正しく初期化してからでなければ、ディスクをボリュームグループに追加することはでき
ません。

-B オプションを指定すると、pv_path をブート可能なディスクにすることができます。この場合、ブート関
連データ用のスペースが物理ボリューム上に確保されます。これは論理ボリュームの経路ボリュームを作成す
る場合の前提条件です。詳細は mkboot(1M) および lif (4) を参照してください。

オプションと引き数
pvcreate は、次のオプションと引き数を認識します。

pv_path 物理ボリュームのキャラクタ (raw) デバイスパス名。

-b 作成する物理ボリューム pv_path 上で、既知の不正ブロックすべてのインデッ
クスに対応する番号を標準入力から読み込みます。このインデックスは、10 進
数、８進数、または 16 進数を使用して、標準 C 言語表記法で指定します。各
番号は、改行文字、タブ、または用紙送り文字で区切ります。このオプション
を使用しない場合 pvcreate は、物理ボリュームに不正ブロックはないものと
みなします。

-B ブート可能な物理ボリューム (システムディスクなど) を作成します。 PA-RISC

システムでは、pv_path には 全体ディスクレイアウトのパス名を、Itanium

ベースシステムでは、pv_path には HP−UX パーティションを持つディスクセ
クションのパス名を指定します。
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-d soft_defects ソフトウェア不正ブロック再配置を実行するために、LVM が予約しなければな
らない不正ブロック数の最小値を指定します。この数を 7039 より大きくするこ
とはできません。これを指定しない場合は、データブロック 8K に対して１ブ
ロックが予約されます。

このオプションは、HP-IB 上ではサポートされていません。 pvcreate が
HP-IB デバイスに対して実行される場合、soft_defects は０に設定されます。

-s disk_size 物理ボリュームの効果的なサイズが作成されます。キロバイト (KB) 単位で指定
します。

-f 最初に確認要求を出さずに、強制的に物理ボリュームを作成します (したがっ
て、ファイルシステムやボリュームマネージャ情報が存在していてもすべて削
除されます)。

警告: -f オプションは、ファイルシステムまたはボリュームマネージャ情報
が、本来のコマンドで正しく削除できなかった場合の、最後の手段としてのみ
使ってください。 -f を付けてコマンドを起動すると、最低限の検査しかしま
せんから、コマンドの起動に先立って、ディスクがすでに使われていないこと
を確認してください。

-t disk_type ファイル /etc/disktab から、物理ボリュームに関する設定情報を取り出し
ます。 disk_type には、デバイスを指定します (たとえば、hp7959S)。

この disk_type の指定が必要なのは、pvcreate が基本となるディスクドライ
バからサイズを入手できない場合だけです。ドライバがデバイスサイズを正常
に返した場合には、disk_type は無視されます。

注記
HP-UX 11.0 またはそれ以降のバージョンの HP-UX で作成された物理ボリュームは、HP-UX 10.20 またはそ
れ以前のバージョンで作成された同種ディスクと異なるユーザーデータサイズを持つことがあります。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを設定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、多言語対応変数は、デフォルトですべて "C" となります。
(environ(5) を参照してください。)

例
raw デバイス /dev/rdsk/c1t0d0 に物理ボリュームを作成します。確認せずに強制的に作成します。

pvcreate -f /dev/rdsk/c1t0d0

raw デバイス /dev/rdsk/c1t0d0s2 に、Itanium(R)ベースシステム用のブート可能な物理ボリュームを、
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確認せずに強制的に作成します。

pvcreate -fB /dev/rdsk/c1t0d0s2

標準入力から不正ブロックリスト (7、13、95、および 133) を読み取る必要のあることを指定して、raw デバ
イス /dev/rdsk/c1t0d0 に物理ボリュームを作成します。

echo 7 13 95 133 | pvcreate -b /dev/rdsk/c1t0d0

警告
デバイスの不正ブロックについて、製造元のリストを調べるか、または診断テストを実行してから物理ボ
リュームを作成してください。不正ブロックがある場合には、物理ボリュームを作成するときに -b オプショ
ンを使用してください。

Itanium(R)ベースシステムでの警告
Itaniumベースシステムのブートディスクで pvcreate を使用する場合、そのデバイスファイルに EFI パー
ティション番号が指定されていることを確認してください。たとえば、

pvcreate /dev/rdsk/c1t1d0s1

pvcreate は、ディスクサイズが 2,147,483,647 キロバイトを超えると、ディスクスペースの最初の
2,147,483,647 キロバイト (2TB - 1KB) だけを初期化します。それ以降のディスクスペースは、LVM で使わ
れません。

ファイル
/etc/disktab システム上のすべてのディスクデバイスに関するディスク区画設定、およびディスク

パーティション特性

参照
idisk(1M), mkboot(1M), vgcreate(1M), vgextend(1M), lif(4)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 3 −  Hewlett-Packard Company 263



pvdisplay(1M) pvdisplay(1M)

名称
pvdisplay − LVM ボリュームグループ内の物理ボリュームに関する情報の表示

構文
/usr/sbin/pvdisplay [-v] [-d] [-b BlockList] pv_path ...

/usr/sbin/pvdisplay -l pv_path ...

説明
pvdisplay コマンドは、 pv_path パラメータによって指定された物理ボリューム (１つまたは複数) につい
ての情報を表示します。

オプション
pvdisplay には、次のオプションがあります。

pv_path 物理ボリュームのブロック型デバイスパス名。

-b BlockList

BlockList で指定したブロックについて、ブロック情報を表示します。 BlockList はコンマ
で区切られた DEV_BSIZE 単位のブロックのリストです。

-d 各物理ボリュームに対し、ユーザーデータの先頭に対する PV の先頭からのオフセット
を、 1024 バイトブロック単位で表示します。また、 pv_path がブート可能な物理ボ
リュームであるかどうかと、再配置された不正ブロックの数を表示します。これらの詳細
は、他の情報とともに表示されます。

-l pv_path が、論理ボリュームマネージャ (LVM) の制御下にあるディスクデバイスを指して
いるかどうかを確認します。

-v 各物理ボリュームに対して、その物理ボリューム上にエクステントが割り当てられてた論
理ボリュームと、全物理エクステントの使用状況を表示します。

−v オプションなしの表示
-v オプションを省略すると、 pvdisplay は pv_path によって指定された各物理ボリュームの特性を表示
します。各特性は次のとおりです。

--- 物理ボリューム ---

PV 名 物理ボリュームのブロック型デバイスパス名

VG 名 ボリュームグループのパス名

PV ステータス 物理ボリュームの状態 (注記 : 予備の物理ボリュームは、HP MirrorDisk/UX

ソフトウェアがインストールされている場合にだけ関係します。)

使用可能 物理ボリュームは使用可能であり、予備の物理ボ
リュームではありません。
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使用可能/スペアデータ 物理ボリュームは、使用可能です。ただし、その
データはまだアクティプ状態にある予備の物理ボ
リューム上にあります。

使用可能/アクティブスペア
物理ボリュームは使用可能であり、アクティプ状態
にある予備の物理ボリュームです。 (アクティプ状
態にある予備の物理ボリュームとは、失敗した物理
ボリュームに代わって働く予備の物理ボリュームこ
とです。)

使用可能/スタンバイスペア
物理ボリュームは予備の物理ボリュームであり、こ
のボリュームグループ上の別の物理ボリュームが失
敗した場合に備えて待機しています。失敗した物理
ボリュームからデータを入手するためにだけ、この
物理ボリュームを使用することができます。

使用不可 物理ボリュームは使用不可能であり、予備の物理ボ
リュームではありません。

使用不可/スペアデータ 物理ボリュームは使用不可能です。ただし、その
データはまだアクティブ状態にある予備の物理ボ
リューム上にあり、この予備の物理ボリュームが使
用可能であればそのデータは使用可能です。

使用不可/アクティブスペア
物理ボリュームは使用不可能であり、アクティブ状
態にある予備の物理ボリュームです。つまり、この
物理ボリューム上のデータは使用不可能です。

使用不可/スタンバイスペア
物理ボリュームは、失敗した物理ボリュームから
データを入手するために現在は使用することのでき
ない待機中の予備の物理ボリュームです。

アロケート可能 物理ボリュームの割り当てパーミッション

VGDA 物理ボリュームに関するボリュームグループ記述子の数

Cur LV 物理ボリュームを使用する論理ボリュームの数

PE サイズ (Mbytes)

ボリューム上の物理エクステントのサイズ (メガバイト単位)
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PE の合計 物理ボリューム上の物理エクステントの総数

Free PE 物理ボリューム上の未使用の物理エクステントの数

アロケートされた PE (Allocated PE)

論理ボリュームに割り当てられた、物理ボリューム上の物理エクステントの数

Stale PE 物理ボリューム上の現在のものではない物理エクステントの数

IO タイムアウト 物理ボリュームへのアクセス時にディスクドライバの使う I/O タイムアウト。
default は、ドライバデフォルト I/O タイムアウトが使われていることを示
します。

Autoswitch 複数のパスからアクセスされるマルチポート物理ボリュームの自動切り替え動
作。 On (デフォルト ) に設定すると、LVM は、優先順位の最も高いリンク
(/etc/lvmtab ファイル内のパスの順序で定義) が使用可能になると、自動的にそ
のリンクに切り替えます。 Off に設定すると、LVM は手動で指示された場合
か、現在のリンクが障害になった場合にだけリンクを切り替えます。

Spared from PV 物理ボリュームがアクティブ状態にある予備の物理ボリュームである場合に
は、このフィールドには、現在この予備の物理ボリューム上にデータが存在す
る失敗した物理ボリュームの名前が表示されます。この情報を使用すると、失
敗した物理ボリュームを修復した後、手作業でデータをその元の物理ボリュー
ムに戻すことができます ( pvmove(1M) を参照)。データがどの物理ボリューム
から来たものであるかを決定することができない場合には、このフィールドに
は代わりに Missing PV と表示されます。 "Missing PV" (PV がない) という
のは、ボリュームグループを最後にアクティブにしたりアクティブにし直した
り (vgchange(1M) を参照) したときに、この「失敗した」物理ボリュームをボ
リュームグループに入れることができなかったことを示します。

Spared to PV 物理ボリュームが失敗した物理ボリュームを表す場合、このフィールドには、
このボリューム上に元々存在していたデータを現在含んでいる、アクティブ状
態にある予備の物理ボリュームの名前が表示されます。この情報を使用する
と、失敗した物理ボリュームを修復した後、手作業でデータをその元の物理ボ
リュームに戻すことができます ( pvmove(1M) を参照)。

Proactive Polling

(「警告」のセクションを参照してください)。 LVM による代替リンクの予防的
ポーリング。 On (デフォルト) に設定すると、LVM は代替リンクを定期的にテ
ストし、ユーザー IO が影響を受ける前に、問題のあるパスを見つけます。
Proactive Polling を Off に設定した場合は、代替パスの定期的なテスト
は行われません。
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−v オプションを使った場合の表示
-v を指定した場合、 pvdisplay は各論理ボリュームおよび物理ボリューム上の各物理エクステントについ
て、次のとおり追加の情報をリストします。

--- 物理ボリュームの分布 ---

pv_path 上にエクステントの割り当てられた論理ボリュームが、表形式で表示されます。

LV 名 pv_path 上にエクステントの割り当てられた論理ボリュームのブロック型デバ
イスパス名

LV の LE この物理ボリュームに含まれている論理ボリューム内の論理エクステント数

LV 用の PE この物理ボリュームに含まれている論理ボリューム内の物理エクステント数

--- 物理エクステント ---

各物理エクステントについて、次の情報を表形式で表示します。

PE 物理エクステント数

ステータス 物理エクステントの現在の状態 : free、カレント、または stale

LV エクステントの割り当て先となる論理ボリュームのブロック型デバイスパス名

LE 物理エクステントの割り当て先となる論理エクステントのインデックス

−d オプションを使った表示
-d を指定すると、 pvdisplay は、各物理ボリュームの以下の追加情報を表示します。

Data Start

ユーザーデータの開始ブロック番号 (KB) です。物理ボリュームが使用できない場合は、
unavailable と表示します。

Boot Disk

pv_path がブート可能な物理ボリュームかどうかを示します。

yes PV は、 pvcreate を使って、ブート可能な物理ボリュームとして設定されていま
す。

no 物理ボリュームはブート可能な物理ボリュームではありません。

使用不可
物理ボリュームは使用できません。

Relocated Blocks

LVM によって再配置された、PV 上の不正ブロックの数を表示します。 PV が使用不可能な
場合は、 unavailable と表示されます。
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−b オプションを使った表示
-b を指定すると、 pvdisplay は BlockList で指定した各ブロックについて追加情報をリストします。

--- ブロックマッピング ---

pv_path 上のブロックの使用状況を表形式で表示します。

ブロック (Block) 物理ボリューム内の相対ブロック番号。

ステータス (Status)

ブロックの現在のステータス。 free、 used、 structure、 spared、また
は unknown

Offset ブロックの論理ボリューム内でのオフセット。

LV 名 (LV Name) ブロックが割り当てられた論理ボリュームのブロックデバイスパス名。

−l オプションを使った表示
-l が指定されていると、 pvdisplay は、 pv_path で指定された物理ボリュームが LVM の配下にある場
合、"LVM_Disk=yes" と表示します。物理ボリュームが LVM の配下にない場合、"LVM_Disk=no" と表示し
ます。

pvdisplay コマンドは、指定された物理ボリュームのいずれかが LVM の配下にある場合は 1 を返します。
そうでない場合は 0 を返します。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語のメッセージを表示するかを設定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、多言語対応変数は、デフォルトですべて "C" となります。
(environ(5) を参照)

例
物理ボリュームのステータスおよび特性を表示します。

pvdisplay /dev/dsk/c1t0d0

物理ボリュームのステータス、特性、および割り当てマップを表示します。

pvdisplay -v /dev/dsk/c2t0d0

物理ボリュームが LVM の配下にあるかどうかを確認します。

pvdisplay -l /dev/dsk/c2t0d0

物理ボリュームに再配置されたブロックがあるかどうかを確認します。
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pvdisplay -d /dev/dsk/c2t0d0

警告
LVM の、物理ボリュームの代替リンクに対する予防的ポーリングに関する情報は、カーネルがこの機能をサ
ポートするようにアップデートされている場合にだけ表示されます。

参照
lvdisplay(1M), pvchange(1M), pvcreate(1M), vgdisplay(1M)
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名称
pvmove − ある LVM 物理ボリュームから他の物理ボリュームへの割り当てられた物理エクステントの移動

構文
/usr/sbin/pvmove [-A autobackup] [-n lv_path] source_pv_path [dest_pv_path ... dest_pvg_name ...]

/usr/sbin/pvmove [-A autobackup] source_pv_path[:0] [dest_pv_path ... dest_pvg_name ...]

特記事項
pvmove は、ボリュームグループを共有モードでアクティブ化している場合は使用できません。

説明
pvmove は、割り振られた物理エクステントとそこに収められているデータを、ソース物理ボリューム
source_pv_path から、同じボリュームグループ内の１つまたは複数の他の物理ボリュームへ移動させます。

物理ボリュームの最初のエクステントを移動すると、メタデータのための領域を拡大することができます。
vgmodify は、メタデータを拡張するためにこの追加の領域を使用できます。最初のエクステントを再配置す
るには、source_pv_path の後に、コロン (:) で区切って 0 を指定します。

転送宛先の物理ボリュームまたは物理ボリュームグループを指定しなかった場合には、ボリュームグループ内
のすべての物理グループが、転送先ボリュームとして使用可能になります。関連する論理ボリュームの割り当
て方針を維持するために、pvmove によって使用に適した物理ボリュームが選択されます。

転送先を特定の物理ボリュームに限定するには、dest_pv_path 引き数を使って、各物理ボリューム名を直接指
定します。ボリュームグループに対して物理ボリュームグループが定義されている場合は、オプションで１つ
あるいは複数の dest_pvg_name 引き数を使って物理ボリュームを間接的に指定します。

source_pv_path を dest_pv_path として使うことはできません。

source_pv_path が dest_pvg_name のメンバーの場合は、転送先物理ボリュームから自動的に除外されます。

最初のエクステントを移動する際、src_pv_path は、dest_pv_path の一部でかまわず、src_pv_path は、
dest_pvg_name のメンバーであっても除外されません。

pvmove が正常に動作するのは、転送先物理ボリューム上に、ソース物理ボリュームのエクステントをすべて
保持できるだけのスペースがある場合に限られます。

HP MirrorDisk/UXをお使いのシステムにインストールし、source_pv_path が、ミラー化された論理ボリュー
ム内の「アクティブな予備」物理ボリュームの場合、すべてのデータが dest_pv_path に移動されています。
source_pv_path 物理ボリュームは、「スタンバイ」予備物理ボリュームに戻されます。これは、データを「非
予備」とする方法です。元の失敗した物理ボリュームは、修復され、受信データに使用することができます。

オプション
pvmove は、次のオプションを認識します。

dest_pv_path 物理ボリュームのブロック デバイスパス名。ソース物理ボリュームとなること
はできません。 source_pv_path と同じボリュームグループ内になければなりま
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せん。

dest_pvg_name 物理ボリュームグループの名称。 source_pv_path と同じボリュームグループ内
になければなりません。

source_pv_path 物理ボリュームのブロックデバイスパス名。

-A autobackup このコマンドの起動に対して自動バックアップを設定します。 autobackup

は、次の値のいずれかを取ることができます。

y 論理ボリュームに加えたコンフィギュレーションの変更を自動的にバッ
クアップします。これはデフォルトです。

このコマンドが実行された後で、論理ボリュームの属するボリュームグ
ループに対して vgcfgbackup コマンド (vgcfgbackup(1M) を参照) が
実行されます。

n ここでは、コンフィギュレーションの変更をバックアップしません。

-n lv_path source_pv_path で指定されたソース物理ボリューム上にある lv_path で指定さ
れた論理ボリュームに割り当てられた物理エクステントのみを移動します。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、多言語対応変数は、デフォルトですべて "C" となります
(environ(5) を参照)。

例
/dev/dsk/c1t0d0 から /dev/dsk/c2t0d0 および /dev/dsk/c3t0d0 へ、物理エクステントを移動さ
せます。

pvmove /dev/dsk/c1t0d0 /dev/dsk/c2t0d0 /dev/dsk/c3t0d0

物理ボリューム /dev/dsk/c2t0d0 と /dev/dsk/c3t0d0 のみが物理ボリュームグループ PVG0 に属して
いる場合には、次のコマンドでも同じ結果が得られます。

pvmove /dev/dsk/c1t0d0 PVG0

現在 /dev/dsk/c1t0d0 にある論理ボリューム /dev/vg01/lvol2 の物理エクステントのみ
/dev/dsk/c2t0d0 に移動します。

pvmove -n /dev/vg01/lvol2 /dev/dsk/c1t0d0 /dev/dsk/c2t0d0

PE 番号０を、同じ物理ボリューム内の任意の空きエクステントに再配置します。
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pvmove /dev/dsk/c1t0d0:0 /dev/dsk/c1t0d0

/dev/dsk/c1t0d0 の PE 番号０を、ボリュームグループ内の空きエクステントに再配置します。

pvmove /dev/dsk/c1t0d0:0

参照
pvdisplay(1M), vgcfgbackup(1M)
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名称
pvremove − LVM データ構造の物理ボリュームからの削除

構文
/sbin/pvremove pv_path

説明
pvremove コマンドは、ディスク上の LVM データ構造をクリアし、そのディスクを LVM 物理ボリュームで
ない状態にします。そのデバイスはその後、ファイルシステムとして使用するか、または他のボリュームマ
ネージャで使用することができます。

pv_path がボリュームグループに割り当てられている場合、この操作は拒否されます。pvremove コマンド
は、ディスクがボリュームグループに属していない場合に限り、ディスク上のデータ構造をクリアします。こ
れにより、ボリュームグループ配下の有効な物理ボリュームを間違って削除するのを防ぐことができます。削
除する物理ボリュームがボリュームグループに属している場合は、まず vgremove コマンドを用いて、物理
ボリュームに対応するボリュームグループを削除します。

引き数
pvremove は次の引き数を認識します。

pv_path 物理ボリュームのキャラクタ型 (raw) デバイスのパス名。

多言語化対応
環境変数

LANG により、メッセージを表示する言語が決まります。

LANG が指定されていないか空白文字列が設定されている場合は、デフォルトの "C" が使用されます。
(lang(5) を参照)。

国際化変数のいずれかに無効な設定がある場合は、すべての国際化変数にデフォルトの "C" が設定されている
かのように動作します。 (environ(5) を参照)。

例
物理ボリューム /dev/rdsk/c1t0d0 から LVM のデータ構造を削除します。

pvremove /dev/rdsk/c1t0d0

参照
lvremove(1M), vgremove(1M)
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名称
pwck, grpck − パスワードファイルおよびグループファイルのチェック

構文
/usr/sbin/pwck [-l] [ password [shadow]]

/usr/sbin/pwck [-s] [-l] [ password]

/usr/sbin/grpck [ file ]

説明
pwck は、パスワードファイルまたはシャドウファイル内のフィールドを走査して、矛盾があれば標準エラー
にレポートします。このチェックにはフィールド数、ログイン名、ユーザーID 番号、およびグループID の確
認、およびログインディレクトリとオプションのプログラムの存在の確認が含まれます。さらに、ルートエン
トリーがプログラムの場合であれば、/sbin/sh、/usr/bin/csh、/usr/bin/ksh、または /usr/bin/sh

のいずれかに限定されます。検査の基準は passwd と shadow に含まれており、お手持ちのシステム用の
『システム/ワークグループの管理』マニュアルに説明してあります。デフォルトのパスワードファイルは、
/etc/passwd です。デフォルトのシャドウファイルは、/etc/shadow です。さらに検査を行うときに
は、pwconv を使って、パスワードファイルとシャドウファイルのエントリーに矛盾が無いかチェックしま
す。

grpck は、グループファイル内の全エントリーを検査して、矛盾があれば標準エラーにレポートします。こ
の検査にはフィールド数、グループ名、およびグループID のチェック、およびパスワードファイルにすべて
のログイン名が存在するかどうかのチェックが含まれます。デフォルトのグループファイルは、/etc/group

です。

オプション
pwck には、以下のオプションがあります。

−s プロテクト付きパスワードデータベースの一貫性をチェックします。authck -p を呼び出
します。

−l 暗号化されたパスワードの長さが８文字を超えていないかどうかチェックします。NIS+ が
高信頼性モードで稼働中の場合、パスワードの長さが８文字を超えてはいけません。

診断
/etc/group 内のログイン名がないグループエントリーにフラグを付けます。

警告
パスワードファイルの検査が正しく終了しても、システムを正しく運用する上では十分とは言えません。他の
システムのデータベースとの整合性を維持するために vipw でパスワードファイルを編集するのは、お勧めで
きません。/etc/passwd を編集するには、sam、useradd、usermod、userdel、chfn、chsh、または
passwd を使用してください。
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制約
NFS

pwck と grpck は、ローカルのパスワードファイル、シャドウファイルおよびグループファイルのみを
チェックします。ネットワーク情報サービスのデータベースは、チェックされません。

著者
pwck は、AT&T および HP で開発されました。

ファイル
/etc/group

/etc/passwd

/etc/shadow

参照
authck(1M), pwconv(1M), vipw(1M), group(4), passwd(4), shadow(4)

標準準拠
pwck: SVID2, SVID3

grpck: SVID2, SVID3
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名称
pwconv − /etc/shadow ファイルのインストール、アップデートまたはチェック

構文
/usr/sbin/pwconv [-t] [-v]

説明
pwconv コマンドは、 /etc/passwd 内の情報を使って、 /etc/shadow のインストール、またはエント
リーの追加を行います。または、２つのファイルの内容の矛盾をチェックします。

オプションを指定しない場合の pwconv コマンドは、以下の動作を行います。

1. /etc/shadow が存在しない場合、このファイルを作成します。このファイルが存在する場合、
/etc/passwd に存在しないユーザー名のすべてのエントリーを削除します。

2. /etc/passwd 内の各エントリーに対して、暗号化されたパスワードとエージング情報を
/etc/shadow に移動します。暗号化されたパスワードとエージング情報を持たない
/etc/passwd のエントリーでは、 /etc/shadow の情報には上書きされません。

3. /etc/passwd ファイルの各パスワードフィールドに、"x" を書き込み、パスワードとエージン
グ情報が /etc/shadow ファイル内にあることを示します。

pwconv コマンドでは、 /etc/passwd のパスワードフィールドの特別な値 "x" が強い意味を持ちます。 "x"

以外の値があると pwconv はパスワードとエージング情報を /etc/shadow の対応するフィールドへ移動
し、 /etc/passwd 内のパスワードフィールドを "x" で置き換えます。

/etc/passwd に特定のユーザーのエージング情報が存在しない場合、 /etc/shadow には何も追加されま
せん。ただし、パスワードの最終変更日時を示す last change フィールドは常に更新されます (デフォルトは
現在の日時です)。 shadow(4) を参照してください。

オプション
以下のオプションがあります。

−v 冗長出力。 pwconv を実行し、エラー情報を標準出力に出力します。

−t 試験。 pwconv -v として実行しますが、 /etc/passwd と /etc/shadow は、変更しません。

注記
pwconv コマンドは、スーパーユーザーだけが実行できます。

pwconv の前に、 pwck を実行することをお勧めします。 pwck(1M) を参照してください。

高信頼性モードに変換されたシステムには /etc/shadow ファイルがありません。この場合、オプションを
指定しないで pwconv を実行すると、 /etc/passwd ファイルに対し実行された変更が、機密保護パスワー
ドファシリティに反映されます。

戻り値
pwconv には、次の値のいずれかで終了します。
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0 正常終了。
1 変換エラーが発生しました。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル。
/etc/shadow シャドウパスワードファイル。
/tcb/files/auth/*/* 機密保護パスワードファシリティ。

参照
pwck(1M), pwunconv(1M), passwd(4), shadow(4)
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名称
pwgr_stat − パスワードおよびグループのハッシュおよびキャッシュの統計情報

構文
/usr/sbin/pwgr_stat

説明
pwgr_stat は、システム上で実行中の pwgrd デーモンの現在のステータスを表示します。この中には、
デーモンが実行中であるかどうか、どれだけ多くのアクティビティが発生しているかが、pwgrd によって処
理されるそれぞれの要求の種類ごとの統計情報とともに、含まれています。要求に固有の統計情報には、要求
の数、その要求を処理するために使用されたキャッシュおよびハッシュテーブルによって処理された要求の割
合が含まれます。１つの要求にキャッシュとハッシュテーブルの両方がない場合があります。このような要求
では、該当するヒット率は - となります。答えが見つからない要求は、ヒット率の中には数えません。

この表示は、2 秒ごとに更新されます。pwgr_stat を終了するには、 q キーを使用します。pwgr_stat

は、pwgrd への NULL 要求を発行することによって pwgrd がアクセス可能であることを確認します。従っ
て、NULL 要求の数は、pwgr_stat が実行中である限り増加します。

ファイル
/var/spool/pwgr/daemon デーモンの Unix ドメインソケット
/var/spool/pwgr/status デーモンのプロセスステータスファイル

著者
pwgr_stat は、HP で開発されました。

参照
pwgrd(1M)
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名称
pwgrd − パスワードおよびグループのハッシュおよびキャッシュデーモン

構文
/usr/sbin/pwgrd [-d] [-l logfile]

説明
pwgrd は、 getpwuid および getgrname のような libc ルーチンにパスワードおよびグループ情報の高速
検索を提供します。 pwgrd は、要求のタイプごとにキャッシュおよびハッシュテーブルを適切に作成しま
す。 libc 内の該当するルーチンが呼び出されると、要求は Unix ドメインソケット接続を介して pwgrd に発
行されます。 pwgrd は、その要求に答えることができるかどうかを判断して、適切な結果を要求元のプロセ
スに返します。

オプション
pwgrd は、次のオプションおよびコマンドラインの引き数を認識します。

-d デバッグモード。デーモンにはなりません。追加の診断メッセージを発行します。 syslog

を介してメッセージを記録する代わりに、stderr にメッセージを発行します。

-l logfile ログファイル。 pwgrd は、 syslog を介してメッセージを記録するのに加えて、ロ
グメッセージを logfile に書き出します。

pwgrd は、ローカルマシンがパスワードおよびグループ情報に対してなんらかの NIS 形式を使用しているか
どうかによって、その動作が変わります。 NIS または NIS+ が使用されている場合は、そのサービスに対応
するハッシュテーブルの生成や参照は行われません。従って、これらの要求に対してキャッシュだけが与えら
れます。

ファイル
/etc/rc.config.d/pwgr 起動時構成変数。 pwgrd をリブート時に起動したい場合は、

PWGR に 1 を設定します。
/var/spool/pwgr/* ハッシュファイル、ステータスファイル、およびデーモンの

Unix ドメインソケット。
/var/spool/sockets/pwgr/* クライアントの Unix ドメインソケット。

著者
pwgrd は、HP で開発されました。

参照
pwgr_stat(1M)
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名称
pwunconv − シャドウパスワードから非シャドウパスワードへの変換

構文
/usr/sbin/pwunconv

説明
The pwunconv コマンドは、すべてのユーザーのパスワードおよびエージングの情報を /etc/shadow から
/etc/passwd に移行します。ファイル /etc/shadow は削除されます。

エージング情報のいくつかは、変換中に失われます。 warn および expire フィールドは破棄され、 min、
max、および lstchg は1日単位から週単位に丸められます。

注記
HPは、 pwunconv を実行する前に pwck を実行することを推奨します。詳細は、 pwck(1M) を参照してく
ださい。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル。
/etc/shadow シャドウパスワードファイル。

参照
pwck(1M)、pwconv(1M)
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名称
quot − ファイルシステムの所有権の要約

構文
/usr/sbin/quot [-F FStype] [-V] [-cfhnv] [-o FSspecific-options] filesystem ...

/usr/sbin/quot [-F FStype] [-V] [-cfhnv] -a

説明
quot コマンドは、現在各ユーザーが所有している指定された filesystem の 1024バイトブロックの数を表示
します。filesystem は、ファイルシステムがマウントされているディレクトリ名、またはファイルシステムが
格納されているデバイス名のどちらかです。

オプション
quot には、以下のオプションがあります。

-F FStype 操作を実行するファイルシステムのタイプを指定します ( fstyp(1M) および fs_wrap-

per(5) を参照)。コマンド行にこのオプションが含まれていない場合は、ファイル
/etc/fstab を使って、filesystem とこのファイルのエントリーのマッチングをす
ることで、ファイルシステムタイプを判断します。/etc/fstab にエントリーがな
ければ、ファイルシステムタイプは /etc/default/fs から判断されます。

-V 完了したコマンド行をエコーしますが、その他のアクションは実行しません。コマン
ド行は、ユーザー指定のオプションと /etc/fstab から取り出した他の情報を組み
合わせて生成されます。このオプションを使用することにより、ユーザーはコマンド
行を確認することができます。

-o FSspecific-options

ファイルシステムに特有のオプションを指定します。

-a マウントされているすべてのファイルシステムについてのレポートを作成します。

-c ユーザーの統計値ではなく、サイズについて報告します。次の 3つのカラムで構成さ
れるフォーマットで、ヒストグラム統計を作成します。

カラム1: ブロック数で表したファイルサイズ。ファイルあたり最大 499ブロック
まで、サイズが昇順でリストされます。499 以上のブロックを占める
ファイルは、499ブロックのファイルとして、1行にまとめてカウント
されます (ただしカラム3は実際に使用されているブロック数に基づきま
す)。

カラム2: カラム1で示されたサイズのファイルの数

カラム3: 現在の行およびそれまでのすべての行でカウントされたファイルが占有
する累積総ブロック数
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このオプションを使用すると、-f オプションおよび -v オプションが置き換えられ
ます。

-f 各ユーザーが使用しているファイルの数と領域を表示します。

-h 実際に割り当てられたブロック数ではなく、ファイルサイズに基づいてファイルのブ
ロック数を算出します。このオプションでは、密度の低いファイル (中に空洞のある
ファイル) はカウントされません。

-n ncheck コマンドからのデータを入力として受け入れます (ncheck(1M) を参照)。次
のようにパイプラインを実行します。

ncheck device | sort +0n | quot -n filesystem

これによって、すべてのファイルとその所有者に関するリストが作成されます。

-v 最後の 30日、60日、および 90日間にアクセスされなかったブロック数 3つのカラムで表示し
ます。

著者
quot は、カリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc.、および HP が開発しました。

ファイル
/etc/default/fs デフォルトのファイルシステムタイプを指定するファイル
/etc/fstab ファイルシステムについての静的情報
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムテーブル
/etc/passwd パスワードファイル (ユーザー名が入っている)

参照
du(1), find(1), ls(1), fstyp(1M), mount(1M), ncheck(1M), quot_hfs(1M), quot_vxfs(1M), repquota(1M),

fs_wrapper(5), quota(5)
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名称
quot_hfs: quot − HFSファイルシステム所有権の要約

構文
/usr/sbin/quot [-F hfs] [-V] [-cfhnv] filesystem ...

/usr/sbin/quot [-F hfs] [-V] [-cfhnv] -a

説明
quot コマンドは、各ユーザーによって現在所有されている指定のHFS filesystem 中の1024バイト単位のブ
ロック数を表示します。 filesystem には、ファイルシステムがマウントされているディレクトリの名前、また
はファイルシステムのあるデバイスの名前を指定します。

オプション
quot は次のオプションを認識します。

-F hfs hfs ファイルシステムのタイプを指定します。

-V 完了したコマンド行を表示します (その他の動作は実行しません)。コマンド行は、ユー
ザーが指定するオプションと、 /etc/fstab のその他の情報を組み合わせて構成しま
す。このオプションによりユーザーは、コマンド行を検証することができます。指定され
たオプションが有効な場合は、完了したコマンド行がエコー表示されます。一方、オプ
ションが無効な場合は、エラーメッセージがプリントされます。

-a マウントされた全HFSファイルシステムについてレポートを生成します。

-c ユーザーの統計情報ではなく、サイズについて報告します。 3カラムフォーマットのヒス
トグラム統計を生成します。

カラム1: ブロック単位のファイルサイズ。サイズは、ファイルあたり最大499ブロック
まで昇順でリストされます。 499ブロックを超えるファイルは、499ブロック
ファイルのシングルラインにまとめられます (ただし、カラム3は占有された
実際のブロック数に基づいて構成されます)。

カラム2: カラム1に表示されるサイズのファイル数。

カラム3: 現在行と先行する行でカウントされるファイルが占有する合計ブロック数。

このオプションを使用して、 -f および -v オプションの指定を変更します。

-f 各ユーザーが占有するファイルの数とスペースを表示します。

-h 実際に割り当てられたブロック数ではなく、ファイルサイズに基づくファイル中のブロッ
ク数を計算します。このオプションは、粗のファイル (穴のあるファイル) は対象としませ
ん。

-n ncheck コマンドのデータを入力として受け入れます (ncheck(1M) 参照)。次のパイプラ
インによって、全ファイルと各所有者のリストを出力します。
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ncheck device | sort +0n | quot -n filesystem

-v 最後の30日、60日、90日間でアクセスされていないブロックの数を3カラムで表示します。

著者
ディスク割り当てコマンド quot は、カリフォルニア大学バークレイ校、Sun Microsystems、およびHPで
開発されました。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関するスタティック情報
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムテーブル
/etc/passwd パスワードファイル (ユーザー名を含む)

参照
quot(1M)、 du(1)、 find(1)、 ls(1)、 fstyp(1M)、 mount(1M)、 ncheck(1M)、 repquota(1M)、 quota(5)
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名称
quot_vxfs: quot − ファイルシステムの所有権の要約

構文
quot [−F vxfs] [−cfhnv] [−V] filesystem ...

quot [−F vxfs] [−cfhnv] [−V] −a

説明
quot は、filesystem に指定した VxFS ファイルシステムのうち、現在各ユーザーが所有している 1024バイ
トブロックの数を表示します。filesystem には、ファイルシステムがマウントされているディレクトリ名、ま
たはファイルシステムが格納されているデバイス名を指定します。

オプション
quot には、以下のオプションがあります。

−F vxfs ファイルシステムを vxfs に指定します。

−a マウントされているすべてのファイルシステムについてのレポートを作成します。

−c ユーザーの統計値ではなく、ファイルシステムのサイズを報告します。−c は、次の 3 つ
の列で構成されるフォーマットで、ヒストグラム統計を作成します。

列 1: ブロック数で表したファイルサイズ。ファイルあたり最大 499ブロックまで、
サイズが昇順でリストされます。499 以上のブロックを占めるファイルは、499

ブロックのファイルとして、1行にまとめてカウントされます。ただし、列 3 は
実際に使用されているブロック数を基準にします。

列 2: 列１に示されたサイズのファイル数

列 3: 現在の行およびそれまでのすべての行でカウントされたファイルが占有する累
積総ブロック数

−c オプションを使用すると、−f オプションと −v オプションを変更できます。

−f 各ユーザーが使用しているファイルの数と領域を表示します。

−h 実際に割り当てられたブロック数ではなく、ファイルサイズに基づいてファイルのブロッ
ク数を算出します。このオプションでは、密度の低いファイル (中に空洞があるファイル)

はカウントされません。

−n 入力として ncheck(1M) データを受け付けます。以下のパイプラインでは、すべてのファイ
ルとその所有者に関するリストが作成されます。

ncheck device | sort +0n | quot −n filesystem

−v 最後の 30日、60日、90日間にアクセスされなかったブロック数を 3つの列で表示します。
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−V コマンド行オプションが正しいかどうか確認するだけで、コマンドは実行しません。指定
されたオプションが有効であれば、quot −V は、コマンド行全体をエコーします。指定さ
れたオプションが無効であれば、エラーメッセージをプリントします。

オペランド
quot には、次のオペランドがあります。

filesystem VxFS ファイルシステムをマウントしているディレクトリの名前か、そのファイルシステム
のあるデバイスの名前。

例
quot の各オプションの出力例を次に示します。

# quot /tstmnt

/dev/dsk/c0t1d0 (/tstmnt):

109 auser

10 root

# quot -v /tstmnt

/dev/dsk/c0t1d0 (/tstmnt):

109 auser 0 0 0

10 root 0 0 0

# quot -c /tstmnt

/dev/dsk/c0t1d0 (/tstmnt1):

0 2 0

1 4 4

2 4 12

3 5 27

4 1 31

7 1 38

10 2 58

12 1 70

15 1 85

16 1 101

18 1 119

2047 0 119

著者
Disk Quotas (ディスク割り当て) は、カリフォルニア大学バークレイ校、Sun Microsystems 社、および HP

で開発されました。
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ファイル
/etc/mnttab マウント済みファイルシステムテーブル
/etc/passwd パスワードファイル(ユーザー名を含む)

参照
du(1), find(1), ls(1), fstyp(1M), mount(1M), ncheck(1M), quot(1M), repquota(1M), quota(5)
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名称
quotacheck − ファイルシステム割当て整合性検査プログラム

構文
/usr/sbin/quotacheck [-F FStype] [-V] [-o specific-options] filesystem ...

/usr/sbin/quotacheck [-F FStype] [-V] [-o specific-options] -a

説明
quotacheck コマンドは、各ファイルシステムを調べて現在のディスク使用量を示したテーブルを作成し、
このテーブルとファイルシステムに対応するディスク割当てファイルに保存されているテーブルを比較しま
す。そこで矛盾が検出された場合には、割当てファイルと誤った割当ての現在のシステムコピーの両方がアッ
プデートされます。

quotacheck では、検査対象の各ファイルシステムがルートディレクトリに quotas という名前のファイル
を持っていることを想定しています。これがない場合、quotacheck はエラーを報告し、そのファイルシス
テムを無視します。quotacheck は通常、スタートアップスクリプトからのマウント時に実行します。

filesystem は、マウントポイントまたは /dev/dsk/c1t0d2 のようなブロックスペシャルデバイスを表わし
ます。

オプション
quotacheck で認識されるオプションは、次のとおりです。

-F Fstype 操作を実行するファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1M) および fs_wrap-

per(5) を参照)。コマンド行にこのオプションが含まれていない場合は、ファイル
/etc/fstab を使って、filesystem とこのファイルの中のエントリーのマッチング
をすることで、ファイルシステムタイプを判断します。/etc/fstab の中にエント
リーがない場合は、ファイル /etc/default/fs からファイルシステムタイプを判
断します。

-V 完了したコマンド行をエコーしますが、他の動作は実行しません。コマンド行は、
ユーザー指定オプションと、/etc/fstab から得られる他の情報を組み合わせて生
成されます。このオプションを使って、ユーザーはコマンド行を検証することができ
ます。

-o specific-options

各ファイルシステムタイプに固有のオプションを指定します。specific-options は、コ
マンドの FStype固有モジュール用のサブオプションおよびキーワード/属性の対のリ
ストです。サポートされている specific-options がある場合は、そのファイルシステ
ムに対するマニュアルページを参照してください。

-a /etc/fstab から検査するファイルシステムのリストを読み取ります。マウントさ
れている rw (or default) タイプのファイルシステムのうち、quota オプションが
指定されているものだけを検査します。
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多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。LANG が指定されていないか空白文字列に設定されてい
る場合、LANG の代わりに "C" がデフォルトとして使われます (lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、quotacheck はすべての国際化変数が"C"に設定されているよ
うに振る舞います。environ(5) を参照してください。

サポートされる文字コードセット
シングルバイトおよびマルチバイトの文字コードセットがサポートされます。

著者
quotacheck は、カリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc.、および HP が開発しまし
た。

ファイル
/etc/default/fs デフォルトのファイルシステムタイプを指定します。
/etc/fstab 検査するファイルシステムのデフォルトのリスト
/etc/mnttab マウントされているファイルシステムに関する情報
directory/quotas directory が mount に指定されているファイルシステムの経路である、ファイル

システムの割当て統計値の静的記憶領域 (mount(1M) コマンドを参照)

参照
mount(1M), quotacheck_hfs(1M), quotacheck_vxfs(1M), fs_wrapper(5), quota(5)
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名称
quotacheck_hfs: quotacheck − HFSファイルシステムの割当て整合性検査機能

構文
/usr/sbin/quotacheck [-F hfs] [-V] [-pPv] filesystem ...

/usr/sbin/quotacheck [-F hfs] [-V] [-pPv] -a

説明
quotacheck コマンドは各ファイルシステムを調べて現在のディスク利用状況のテーブルを作成し、この
テーブルをそのファイルシステムのディスク割り当てファイルに保存されているテーブルと比較します。不一
致が検出されると、割り当てファイルと誤った割り当ての現在のシステムコピーの両方がアップデートされま
す。

quotacheck は、検査する各ファイルシステムのルートディレクトリに quotas という名称のファイルがあ
るものとみなしています。これがないと quotacheck はエラーをレポートし、そのファイルシステムを無視
します。quotacheck は通常、起動スクリプトからマウント時に実行されます。

filesystem は、マウントポイントまたはブロック型特殊デバイス(例えば /dev/dsk/c1t0d2) を表します。

オプション
quotacheck は以下のオプションを認識します。

-F hfs ファイルシステムタイプ hfs を指定します。

-V 完了したコマンド行をエコーしますが、その他のアクションは実行しません。コマン
ド行は、ユーザー指定のオプションと /etc/fstab から取り出した他の情報を組み
合わせて生成されます。このオプションを使用することにより、ユーザーはコマンド
行を確認することができます。

-a 検査するファイルシステムを /etc/fstab から取り出します。quota オプション
が指定されたマウント済みの hfs および rw (または default) タイプのファイル
システムだけが検査対象になります。

-v 特定のファイルシステム上の各ユーザーについて、計算されたディスク割り当てを示
します。quotacheck は通常、変更された割り当てのみをレポートします。

-p /etc/fstab の pass number フィールドの等しい値で許可されたファイルシステム
を、並行して検査します。

-P 無効な割り当て統計をもつファイルシステムのみを検査して、ファイルシステムを修
正します (quota(5) で説明してあるように、quotaoff および edquota コマンド
が割り当て統計を無効にすることができます
(quotaoff (1M) と edquota(1M) を参照してください)。また、上記の -p と同様に並
行に検査を実行します。
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著者
quotacheck はHPおよびカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムのテーブル
directory/quotas ファイルシステムの割当て統計静的記憶域で、 directory は mount コマンド

(mount(1M) を参照) に指定されたファイルシステムルート

参照
mount(1M), quotacheck(1M), quotaoff(1M), quotaon(1M), quota(5)
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名称
quotacheck_vxfs: quotacheck − VxFS ファイルシステム割り当て整合性検査プログラム

構文
quotacheck [−F vxfs] [−pPv] [−V] filesystem...

quotacheck [−F vxfs] [−pPv] [−V] −a

説明
VxFS はカーネルで割り当て検査を実行するので、 VxFS 用の quotacheck は、現在のシステムコピーから
指定された VxFS ファイルシステムのディスク割り当てファイルへの割り当ての同期を取ります。

quotacheck を使用するには、検査対象の各ファイルシステムがルートディレクトリに quotas という名称
のファイルを持っていなければなりません。 quotacheck は一般に、起動スクリプトからのマウント時に実
行されます。

filesystem には、マウントポイントまたはブロック型特殊デバイス (例えば、 /dev/dsk/c0t0d0) を指定し
ます。

オプション
quotacheck には、以下のオプションがあります。

−a /etc/fstab ファイルに指定されているファイルシステムを検査します。マウントされて
いる rw タイプのファイルシステムのうち、 quota オプションが指定されているものだ
けを検査します。

−F vxfs ファイルシステムタイプ vxfs を指定します。

−p|−P このオプションは何の動作も行いません。標準の互換性を保つだけの目的で用意されてい
ます。

−v 現在のシステムコピーからディスク割り当てファイルへ割り当ての同期を取る前に、ファ
イルシステム名をレポートします。

−V 完成したコマンド行をエコーするだけで、他の動作は何も行いません。ユーザーが指定し
たオプションおよび /etc/fstab から入手した他の情報を組み合わせてコマンド行が生
成されます。オプションが正しくないと −V で、エラーメッセージが表示されます。この
オプションを使用すると、コマンド行を確認できます。

オペランド
quotacheck には、以下のオペランドがあります。

filesystem マウントポイントかブロック型スペシャルデバイスファイル

著者
quotacheck は、HP およびカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。
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ファイル
/etc/fstab デフォルトのファイルシステム
root_directory/quotas

root_directory が、 mount に指定されているファイルシステムの経路となっている、
ファイルシステムの割り当て統計値の静的記憶領域 (mount(1M)を参照)

参照
mount(1M), mount_vxfs(1M), quotacheck(1M), quota(5)
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名称
quotaon, quotaoff − HFSファイルシステム割当てのオン / オフ

構文
/usr/sbin/quotaon [-v] filesystem ...

/usr/sbin/quotaon [-v] -a

/usr/sbin/quotaoff [-v] filesystem ...

/usr/sbin/quotaoff [-v] -a

特記事項
これらのコマンドは、他のシステムとの互換性を保つためだけに用意されています。これらのコマンドを使用
する必要性はありませんし、使用することを勧めもしません。なぜならば、 mount および umount によっ
て、完全にディスク割当てを可能 / 不能にすることができるからです ( mount(1M) を参照)。詳細は、後述の
警告を参照してください。

説明
quotaon コマンドは、 1つまたは複数のHFSファイルシステムに対してディスク割当てを可能にします。

quotaoff コマンドは、ディスク割当てが1つ以上のファイルシステム上で使用不能となるよう指定します。

filesystem は、ファイルシステムのマウントポイント名、またはファイルシステムが入っているブロックデバ
イス名のどちらかです。割当てをオン / オフするためには、指定するファイルシステムが現在マウントされて
いなければなりません。また、指定する各ファイルシステムのルートディレクトリに、ファイルシステム割当
てファイル quotas, がなければなりません。

これらのコマンドは /etc/mnttab の中の該当する項目を更新することにより、各ファイルシステムについ
ての割当てがオンまたはオフであることを示します。

ブート時以後、対話式に割当てを可能にする場合には、 quotacheck をその直後に実行することが必要です
(下の警告を参照)。

マウントされたファイルシステム上で割当てが使用可能かどうかを調べるには mount ( mount(1M)参照) を使
用します。

オプション
次のオプションは、上に述べた振る舞いに影響を与えます。

-a /etc/fstab から、 quota オプション ( fstab(4)参照)が指定されているタイプ hfs と rw

(または default) の項目を使用して filesystem リストを読み取ります。

-v 影響を受ける各ファイルシステムについてメッセージを生成します。

多言語化対応
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環境変数
LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を指定します。

環境設定で LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、デフォ
ルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されて
いる場合は、 LANG の代わりにデフォルトとして "C" ( lang(5) 参照) が使用されます。

多言語化変数に無効な値が設定されていると、 quotaon は、多言語化変数が"C"に設定されている場合と同
じように動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

警告
quotaoff を使用して、ファイルシステムでのディスク割当てを不能にすると、システムはそのファイルシス
テムに関する割当てのトラッキングを中止し、スーパーブロックの quota clean フラグに NOT_OK (

fsclean(1M)参照) を立てます。これにより、次にシステムをブートしたときに、 quotacheck が強制的に実
行されます。いずれにしても、 mount および umount を使用すれば、完全にディスク割当てを可能 / 不能に
することができるので、一般的には quotaon および quotaoff を使用することはお勧めできません。

著者
ディスク割当ては、カリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems 社、および HP が開発しました。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報

/etc/mnttab マウントファイルシステムテーブル

directory/quotas directory が mount コマンド ( mount(1M) を参照 ) に指定されている
ファイルシステムの経路である、ファイルシステムの割当て統計値の静的
記憶領域

参照
fsclean(1M), quotacheck(1M), quotacheck_hfs(1M), quotacheck_vxfs(1M), mount(1M), quota(5)
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名称
rad − rad の機能は olrad に移行しました

説明
rad は、新しい olrad コマンドに置き換えられました。このコマンドは、I/O カードをオンラインで追加、
交換ができるように、機能拡張が行われています。詳細は、 olrad(1M) のマンページを参照してください。

戻り値
rad は、値 255 で終了します。

参照
olrad(1M), ioscan(1M), pdweb(1M)
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名称
ramutil − RAM ディスクボリュームの作成と消去

構文
/usr/sbin/ramutil [-l] −c −v volume_number −s volume_size

/usr/sbin/ramutil −d −v volume_number

/usr/sbin/ramutil −f

説明
ramutil を使用すると、システム上で RAM ディスクボリュームを作成および消去することができます。大
きなスワップとして使用できる RAM ディスクボリュームを作成するには、システム管理者の作業として、追
加のスワップデバイスを構成し、調整パラメータ maxdsiz_64bit を変更する必要があります。

オプション
ramutil では次のオプションを指定できます。

−c RAM ディスクボリューム、関連付けられるノード、そしてデバイス特殊ファイルを作成しま
す。

キャラクタ型デバイス特殊ファイルは /dev/rdsk/ramvolume_number のように作成されま
す。ブロック型デバイス特殊ファイルは /dev/dsk/ramvolume_number のように作成されま
す。

このオプションを使用する場合は、オプション −v と −s も使用する必要があります。

このオプションと −l オプションを併用すると、スワップされない RAM ディスクを作成する
ことができます。

−d オプションは、指定の RAM ディスクボリューム上で実行中のアプリケーションが存在しなけ
れば、その RAM ディスクボリュームを消去します。

このオプションを使用する場合は、オプション −v も使用する必要があります。

−f RAM ディスクのデバイス特殊ファイルが存在していなければ、再生成します。

−l スワップされない RAM ディスクを作成します。このオプションを使用すると、システムの物
理メモリーを、作成する RAM ディスクと同じサイズだけ予約するので、使用する際には注意
が必要です。

−s volume_size

作成する RAM ディスクボリュームのサイズを指定します。size 指定の単位は、バイト、キロ
バイト、またはギガバイトです。バイト単位で指定する場合は、数値だけ指定します。キロバ
イト単位で指定する場合は、数値の後に k を付け、ギガバイト単位の場合は g を付けます。

RAM ディスクボリュームのサイズが 64 KB より大きく、ボリュームサイズの値が 64 KB の
倍数ではない場合は、作成される RAM ディスクボリュームのサイズは、64 KB の倍数にな
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るように切り上げられます。RAM ディスクボリュームのサイズが 4 GB より大きく、ボ
リュームサイズの値が 1 GB ブロックの倍数ではない場合は、作成される RAM ディスクボ
リュームのサイズは、1 GB ブロックの倍数になるように切り上げられます。

−v volume_number

指定のボリューム番号を RAM ディスクに関連付けます。システムあたり 15個までの RAM

ディスクボリュームがサポートされています。ボリューム番号として 1 ～ 14 を指定できます
(これら以外の値は予約済みです)。

例
6 GB のサイズのスワップされ得る RAM ディスクをボリューム番号３で作成します。

ramutil -c -v 3 -s 6g

ボリューム番号３の RAM ディスクを消去します。

ramutil -d -v 3

警告
HP-UX 11i v2 (11.23) の Ramdisc バージョン 1 は、HP LVM (Logical Volume Manager) のミラー構成に使
用した場合の動作は保障されていません。物理ディスクやディスクインターフェースのコンポーネントで冗長
性に関する障害が発生した場合に、データ損失となる可能性があることから、このような構成はサポートされ
ていません。これ以外にも、データの完全性にさらに影響のある、LVM ミラー構成に関する障害モードが存
在する可能性があります。注記: RAM ディスクのデータは、システムリブート後までは保持されません。

HP-UX 11i v2 (11.23) の Ramdisc バージョン 1 を HP LVM (Logical Volume Manager) のミラー構成に使用
した場合、HP は、商業上の暗黙的な保障、特定の用途への適合性、権利保護、およびその他も含め、明示的
あるいは暗黙的なすべての保障を棄却します。このような構成で使用した場合は、そこで発生するいかなる問
題もユーザーの責任となります。

追加のサポートソフトウェアにより、ミラー構成の LVM をサポートする RAM ディスク機能を提供する他社
製品が存在します。これらは製品は、製品を提供する会社により検証された構成向けに提供されています。11i

v2 (11.23) 上でこのような製品を使用することは可能であり、その製品のサポートは、その製品を提供する会
社の責任となります。

著者
ramutil は HP で開発されました。

ファイル
/dev/dsk/ramvolume_number RAM ディスクボリューム用ブロック型デバイス

/dev/rdsk/ramvolume_number RAM ディスクボリューム用 raw デバイス

−c オプションを使用して RAM ディスクボリュームを作成すると、これらの RAM ディスク デバイス特殊
ファイルが生成されます。−d オプションを使用して RAM ディスクボリュームを消去すると、これらの
RAM ディスクデバイス特殊ファイルは自動的に削除されます。
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参照
crashconf(1M), kctune(1M), swapinfo(1M), swapon(1M), ramdisc(7).

http://docs.hp.com の Ramdisc ホワイトペーパー
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名称
rarpc − リバースアドレス解決プロトコルクライアント

構文
rarpc [-d] [-e|-s] [-n count] interface_name

説明
rarpc (リバースアドレス解決プロトコルクライアント) は Reverse Address Resolution Protocol( 参照を参
照 )のクライアント部分を実現します。指定されたインタフェースのハードウエアアドレスの RARP 要求を送
信し、RARP サーバーからの応答を待ちます。 rarpc は、インタフェースの IP アドレスを検知するために
ブート時の初期化作業で使用できます。初期化時に使用するために、 /etc/rc.config.d/netconf でイン
タフェース i の IP_ADDRESS[i] 変数を IP_ADDRESS[i]=RARP に設定してください。

オプションは、以下の通りです。

-d デバッグ情報を印字します。

-e イーサネットカプセル化機能だけを使用します。

-s SNAP カプセル化機能だけを使用します。

-n count カウント要求を送り、タイムアウトまでそれぞれ待ちます。

interface_name インタフェースの情報を要求するために、インタフェースを識別します。

応答を受け取ると、IP アドレスを標準出力に印字します。この情報は、 /sbin/init.d/net にあるインタ
フェースを構成するために使用できます。

応答がない場合、クライアントは 2秒後に再送し、次に 4秒後に再送します。その後は、8秒ごとに再送しま
す。

戻り値
コマンドが失敗するか、あるいは RARP 応答がない場合、終了ステータスは 1 になります。応答を受け取っ
た場合、終了ステータスは 0 になり IP アドレスが標準出力に印字されます。

制限事項
1. rarpd デーモンが実行されている場合、同じインタフェース上で同時に rarpc クライアントを実行でき
ません。

2. rarpc クライアントはイーサネット、100VG、および FDDI ネットワークインタフェースをサポートし
ます。

著者
rarpc は HP 社が開発しました。

参照
rarpd(1M).

R. Finlayson, T.Mann, J.B. Mogul, M. Theimer, "Reverse Address Resolution Protocol", RFC 903.
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名称
rarpd − リバースアドレス解決プロトコルデーモン

構文
rarpd [-d] [-f config_file] [interface_name]

説明
rarpd (リバースアドレス解決プロトコルデーモン) は Reverse Address Resolution Protocol [1] のサーバー
部分を実現します。要求されたクライアント IP アドレスを与える RARP 要求に応答します。 rarpd はブート
時の初期化作業で起動されます。初期化時に起動するために、 /etc/rc.config.d/netconf で RARPD

変数を RARPD=1 に設定してください。

オプションは、以下の通りです。

-d デバッグ情報を印字します。

-f config_file /etc/rarpd.conf の代わりに指定された config_file データベースを使用しま
す。

interface_name 指定されたインタフェースを介して要求に応答します。

構成ファイルデータベースには IP アドレスをマップするためのハードウエアアドレスが含まれます。 (’#’ で
始まる) コメント行および空行以外、すべての行がクライアントエントリーとみなされます。クライアントエ
ントリーは次のような形式を採ります。

hardware_address WHITE_SPACE ip_address

ここで hardware_address はコロン (:) で区切られた 16 進数から成り、 ip_address はピリオド (.) で区切
られた 10 進数から成ります。次に例を示します。

#

# hardware addr IP addr

#

# ethernet clients

08:00:09:26:ec:19 15.13.136.68

08:00:09:17:0a:93 15.13.136.74

#

# 100VG clients

08:00:09:63:5d:f5 190.20.30.103

#

# FDDI clients

08:00:09:09:53:4c 192.20.30.98

区切り記号を除くハードウエアアドレスは、6バイトでなければなりません。区切り記号を除くプロトコルア
ドレスは、4バイトでなければなりません。
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次のシグナルは、 kill(1) コマンドを使用して rarpd プロセスに送信されたときに指定された動作を行いま
す。

SIGHUP サーバーが構成ファイルを読み取り、データベースを再ロードします。

SIGINT 現在のデータベースおよびキャッシュを /var/tmp/rarpd.db にダンプします。

戻り値
コマンドが失敗すると終了ステータスは 1 になり、エラーメッセージが標準エラー出力および / あるいはシス
テムログに書き込まれます。通常、デーモンは外部から割り込まれない限り要求に応答し続けます。

制限事項
1) rarpd デーモンはイーサネット、100VG、および FDDI ネットワークインタフェースをサポートします。

2) rarpd デーモンは 4バイトインターネットプロトコルアドレスをサポートします。

3) rarpd および rarpc プログラムは、同じインタフェース上で同時に実行できません。

著者
rarpd は HP 社が開発しました。

参照
rarpc(1M),

[1] R. Finlayson, T. Mann, J.B. Mogul, M. Theimer, "Reverse Address Resolution Protocol", RFC 903.
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名称
rbacdbchk − ロールベースのアクセス制御 (RBAC) のデータベースファイルの構文を検証

構文
rbacdbck [−r | −a | −u | −R | −c | −x]

説明
rbacdbck は、RBAC データベースファイル内のエントリーに矛盾がないかどうかを検証します。rbacd-

bck は、データベースファイルの構文チェックも行い、エラーのある行を示すメッセージを出力します。
rbacdbchk は、データベース内にエラーが１つもなかった場合は０の出力を返します。

す べ て の RBAC デー タ ベー ス ファ イ ル (/etc/rbac/roles 、 /etc/rbac/auths 、
/etc/rbac/user_role、/etc/rbac/role_auth、および /etc/rbac/cmd_priv) が検証されます。こ
れらの RBAC データベースファイルの詳細については、rbac(5) を参照してください。

オプション
rbacdbchk は、以下のオプションをサポートしています。

−r /etc/rbac/roles データベースをチェックします。

−a /etc/rbac/auths データベースをチェックします。

−u /etc/rbac/user_role データベースをチェックします。

−R /etc/rback/role_auth データベースをチェックします。

−c /etc/rbac/cmd_priv データベースをチェックします。

−x すべてのデータベースのクロスリファレンスチェックを行います。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用される言語を指定します。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

戻り値
0. 成功。
1. 不正構文。

例
次の例は、ユーザー John が無効なユーザーであるというエラーを発見しています。

# rbacdbchk

[/etc/rbac/user_role] John: Administrator

invalid user
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The value ’John’ for the Username field is bad.

次の例は、行の末尾に余分なコロン (:) があるという構文エラーを発見しています。

# rbacdbchk

[/etc/rbac/user_role] root: Administrator:

invalid name: Not alphanumeric

The value ’Administrator:’ for the Rolename field is bad.

[Role in role_auth DB with no assigned user in user_role DB]

Administrator:(hpux.*, *)

次の例は、フィールドの抜けを発見しています。

# rbacdbchk

[/etc/rbac/roles] : my comment

invalid name: <empty>

The value ’’ for the Rolename field is bad.

次の例は、無効なロールを発見しています。

# rbacdbchk

[Role in role_auth DB with no assigned user in user_role DB]

blah:(hpux.*, *)

[Invalid Role in role_auth DB. Role ’blah’ does not exist in the roles DB]

blah:(hpux.*, *)

次の例は、無効なグループ名を発見しています。

# rbacdbchk

[/etc/rbac/user_role] &blah: Administrator

invalid group

The value ’blah’ for the Group name field is bad.

ファイル
/etc/rbac/roles すべてのロールの有効な定義が格納されたデータベース。

/etc/rbac/auths すべての有効な権限が格納されたデータベース。

/etc/rbac/user_role 各ユーザーのロールを指定するデータベース。

/etc/rbac/role_auth 各ロールに与えられる権限を定義するデータベース。
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/etc/rbac/cmd_priv 指定されたコマンドを実行するための権限、およびコマンド実行の uid と gid

を変更するための特権が格納されたデータベース。

/etc/rbac/aud_filter 監査するロールと権限の組み合わせを定義するデータベース。

参照
authadm(1M), cmdprivadm(1M), privrun(1M), rbac(5)
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名称
rc − 新しい実行レベルに入ったときに実行される汎用シーケンサー

構文
/sbin/rc

説明
rc シェルスクリプトは、 init N コマンド (ただし N は0～6) によって新しい実行レベルに入ったときに
実行される汎用シーケンサーです。スクリプト /sbin/rc は、一般に、ファイル /etc/inittab の中の対
応するエントリーによって次のような形で実行されます。

sqnc:123456:wait:/sbin/rc </dev/console >/dev/console 2>&1

/sbin/rc はスタートアップおよびシャットダウン シーケンサースクリプトです。シーケンサースクリプト
は1つだけ存在し、それがすべてのシーケンサーディレクトリを扱います。このスクリプトは、該当するシー
ケンサーディレクトリ内のスクリプトをシェルによって定義された形でアルファベット順に配列し、それらを
起動スクリプトまたは抹消スクリプトのどちらかとして実行します。

低い実行レベル ( init 状態) から高い実行レベルへの移行が起こった場合は、新しい実行レベルの起動スクリ
プトのほか、古いレベルから新しいレベルの間のすべてのレベルの起動スクリプトが実行されます。高い実行
レベルから低い実行レベルへの移行が起こった場合は、新しい実行レベルの抹消スクリプトのほか、古いレベ
ルから新しいレベルの間のすべてのレベルの抹消スクリプトが実行されます。

シーケンサー N に存在する起動スクリプトリンク (例えば、 /sbin/rcN.d/S123test) に停止アクション
がある場合は、対応する抹消スクリプトをシーケンサー N-1 に置く必要があります ( 例えば、
/sbin/rcN-1.d/K200test)。レベル N で起動されたアクションはレベル N-1 で停止させる必要がありま
す。このようにして、システムシャットダウン (例えば、レベル3からレベル0への直行) の結果、全サブシス
テムが停止することになります。

起動スクリプトと抹消スクリプト
多くの場合、スタートアップスクリプトには起動アクションと抹消アクションの両方が含まれます。例えば、
inetd スクリプトは、起動段階ではインターネットデーモンを起動し、停止段階ではそのプロセスを抹消しま
す。つまり、 2つの別個のスクリプトの代わりに1つのスクリプトだけが存在し、 start 引き数と stop 引
き数の両方を受け付けて、それに対応するコードを実行します。また、場合によっては起動アクションだけが
提供される場合もあります。そのような場合に、もし stop アクションが指定された場合には、スクリプトは
正しい使用法を説明するメッセージを出力してエラーで終了する必要があります。一般に、スクリプトは受け
取った引き数を調べて、誤った引き数があればエラーメッセージを出力する必要があります。スクリプトが正
しく実行されたときには、戻り値ゼロで終了しなければなりません。エラー状態が存在した場合は、ゼロ以外
の戻り値でなければなりません。

名称作成の規約
スタートアップおよびシャットダウンスクリプト (これ以降はスタートアップスクリプトと呼ぶことにします)

は /sbin/init.d ディレクトリの中に存在し、その制御対象となるサブシステムに因んだ名前が付けられま
す。例えば、 /sbin/init.d/cron スクリプトは cron デーモンの起動を制御します。シーケンサーディ
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レクトリの内容は、 /sbin/init.d の中にある起動スクリプトへのシンボリックリンクから構成されていま
す。これらのシンボリックリンクは、厳格な名称作成規約に従っていなければなりません。次の例で、名称の
各フィールドについて説明します。

/sbin/rc2.d/S060cron

各フィールドは次のように定義されます。

rc2.d シーケンサーディレクトリには、そのディレクトリ内のスクリプトが実行される実行
レベルを表す番号が付いています。この例の場合、このディレクトリ内の起動スクリ
プトは実行レベル1から実行レベルに2に入ったときに実行されます。そして、抹消ス
クリプトは実行レベル3から実行レベルに2に入ったときに実行されます。

S シーケンサーリンク名の最初の文字は、スクリプトが起動スクリプトとして実行され
るのか (文字が S の場合)、または抹消スクリプトとして実行されるのか (文字が K

の場合) を決定します。

060 3桁の数値は、シーケンサーディレクトリの中でスクリプトを順序づけるために使用
されます。スクリプトは、シェルによって定義されたアルファベット順でタイプ (起
動または抹消) 別に実行されます。2つのスクリプトに同じシーケンス番号を付けるこ
ともできますが、お勧めできる方法ではありません。

cron スタートアップスクリプトの名前がこのシーケンス番号の後に続きます。スタート
アップスクリプトの名前はこのシーケンサーエントリーのリンク先のスクリプトと同
じ名前でなければなりません。この例では、リンクは /sbin/init.d/cron を指し
ています。

なお、ショートファイル名型式のシステムでは、ファイル名を 14文字以下にしなけ
ればならないことに注意してください。つまり、第4のフィールドの長さは10文字以
下に限られることになります。

スクリプトはアルファベット順に実行されます。アルファベット順を判定するときに
は、スクリプトのファイル名全体が使用されます。

起動スクリプトリンクと抹消スクリプトリンクの順序を決める際には、サブシステム
をどのような順序で起動した場合でも、それらを停止する順序は起動時の逆にする必
要があることに注意してください。これは、サブシステム間の依存関係をすべて解消
するためです。そのため、抹消スクリプトのシーケンス番号は、対応する起動スクリ
プトと同じにならないのが普通です。例えば、2つのサブシステムを依存関係のため
に特定の順序で起動しなければならない場合 (例えば、 S111house の後に
S222uses_house を実行するなど)、これらのスクリプトに対応する抹消スクリプ
トには、サブシステムが起動時とは逆の順序で停止されるように番号を付けなければ
なりません (例えば、 K555uses_house の後に K777house を実行するなど)。
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また、ディレクトリ /sbin/rcN.d の中にある起動スクリプトに対応する抹消スク
リプトは /sbin/rc(N-1).d に置かれることにも注意が必要です。例えば、
/sbin/rc3.d/S123homer と /sbin/rc2.d/K654homer は、対応し合う起動ス
クリプトと抹消スクリプトの例です。

引き数
スタートアップ/シャットダウンスクリプトは、以下の 4つの引き数を (その引き数に対応する処理を提供する
場合には) 認識できなければなりません。

start start 引き数は、名前が S で始まるスクリプトに渡されます。 start 引き数を受
け取ったスクリプトは、その起動アクションを実行する必要があります。

stop stop 引き数は、名前が K で始まるスクリプトに渡されます。 stop 引き数を受け
取ったスクリプトは、その停止アクションを実行する必要があります。

start_msg start_msg 引き数は、名前が S で始まるスクリプトに渡されます。これを受け
取ったスクリプトは、起動アクションが何を実行するかを示す短いメッセージを戻す
必要があります。例えば、 lp スプーラスクリプトは、 start_msg 引き数ととも
に実行されると、次のメッセージをエコーします。

Starting the LP subsystem

この文字列はスタートアップルーチンによって使用されます。 start_msg 引き数だ
けを渡されたスクリプトは、メッセージをプリントするだけで、アクションは何も実
行しません。

stop_msg stop_msg 引き数は、名前が K で始まるスクリプトに渡されます。これを受け取っ
たスクリプトは、停止アクションが何を実行するかを示す短いメッセージを戻す必要
があります。例えば、 lp スプーラスクリプトは、 stop_msg 引き数とともに実行
されると、次のメッセージをエコーします。

Stopping the LP subsystem

この文字列はシャットダウンチェックリストによって使用されます。 stop_msg 引
き数だけを渡されたスクリプトは、メッセージをプリントするだけで、アクションは
何も実行しません。

スクリプト出力
スタートアップイベントを正しく報告するために、スタートアップスクリプトは、スクリプト出力に関する以
下のガイドラインに従わなければなりません。

• ステータスメッセージ、例えば、

starting house daemon

のようなメッセージは、標準出力 (stdout) に送らなければなりません。エラーメッセージはすべて標
準エラー (stderr) に送らなければなりません。
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• スクリプト出力 (標準出力と標準エラーの両方) は、ログファイル /etc/rc.log にリダイレ
クトされます。ただし、スタートアップチェックリストモードがrawモードに設定されている
場合は例外です。その場合は、すべての出力がコンソールに送られます。エラーメッセージは
すべて標準出力または標準エラーにエコーする必要があります。

• スタートアップスクリプトはメッセージを直接コンソールに送ってはなりません。また、コン
ソールに直接に書き込みを行うデーモンを起動することも許されません。この制約があるの
は、現在、これらのスクリプトが /sbin/rc チェックリストラッパーによって起動されてい
るからです。スクリプト出力はすべて標準出力か標準エラーに送らなければならず、またログ
ファイルに記録しなければなりません。コンソール出力を行っても正しい結果は得られませ
ん。

• 起動スクリプトが戻り値 3 で終了する場合、システムのリブートの前に /sbin/rc はコン
ソールに指定されたメッセージを表示することができます。コンソールに表示するメッセージ
を記載した /etc/rc.bootmsg というファイル名のテキストファイルを作成しておくと、そ
のメッセージが表示されます。 /sbin/rc は、メッセージを表示後にこのファイルを削除す
るので、起動スクリプトで、リブート前にメッセージをコンソールに表示する必要があるとき
は、毎回このファイルに書き込む必要があることに注意してください。

戻り値
スタートアップの戻り値は以下のとおりです。

0 スクリプトはエラーなしで終了しました。
1 スクリプトでエラーが発生しました。
2 /etc/rc.config.d ファイルからの優先的な制御変数、あるいはその他の理由により、スクリ

プトは省略され、実際には何も処理を実行しませんでした。
3 スクリプトはシステムを自動的に再起動しました。
4 スクリプトはエラーなしで終了し、バックグラウンドでプロセスが開始されました。
>4 戻り値が 4 を超える場合のアクションは、戻り値 1 のときと同じく、スクリプトでエラーが発

生しています。

参照
init(1M), shutdown(1M), inittab(4), rc.config(4)
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名称
rcancel − リモートプリンターのスプール待ち行列からの出力要求の削除

構文
/usr/sbin/rcancel [id ... ] [ printer] [-a] [-e] [-u user]

説明
rcancel コマンドは、リモートプリンターのスプール待ち行列から１つ、または複数の出力要求を削除しま
す。rcancel は、cancel コマンド (lp(1) を参照) によって実行されます。

少なくとも id を１つ、または printer の名称を指定しなければなりません。

このコマンドは、cancel コマンド (lp(1) を参照) に対応してスプールシステムでのみ使用されるもので、直
接実行してはいけません。

オプション
rcancel コマンドには、以下のオプションがあります。

id 出力要求ID (lp で戻される (lp(1) を参照)) を指定すると、その要求が印刷中であって
も、その出力要求を取り消します。最大 50個の id を指定できます。

printer プリンターの名称 (すべてのリストを見るには、lpstat を使用してください (lpstat(1)

を参照))。printer を指定すると、出力要求がユーザーからのものであれば、そのプリン
ターで現在印刷中の出力要求を取り消します。-a、-e、または -u オプションが指定さ
れた場合、printer は単に取り消しを行うプリンターを指定します。

-a 指定したプリンターに対するユーザーからの出力要求をすべて削除します (printer を参
照)。出力要求を出したユーザーは、lp コマンドを実行したマシンでのユーザーのログ
イン名とホスト名で判別されます。

-e 指定した printer に対するスプール待ち行列中の出力要求をすべて削除します。この形式
で rcancel を実行できるのは、該当する特権をもったユーザーだけです。

-u user 指定したプリンターに対する、指定したユーザーからの出力要求をすべて削除します。
-u オプションを繰り返して、最大 50 ユーザーまで指定できます。この形式で rcan-

cel を実行できるのは、該当する特権をもったユーザーだけです。

警告
リモートプリント要求は、lp コマンドを実行したシステムからのみ取り消しできます。また、指定したプリ
ンターで取消し制限機能 (lpadmin(1M) を参照) が使用可能になっている場合、このプリンターへの要求をを
取り消すことができるのは、システム管理者か要求を行ったユーザーだけです。

このコマンドは、cancel コマンド (lp(1) を参照) に対応してスプールシステムで使用するようなっているた
め、直接このコマンドを起動しないでください。
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著者
rcancel は、カリフォルニア大学バークレー校とHPが開発しました。

ファイル
/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

参照
enable(1), lp(1), lpstat(1), accept(1M), lpadmin(1M), lpsched(1M), rlp(1M), rlpdaemon(1M), rlpstat(1M)
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名称
rdpd − ルーター検出プロトコルデーモン (廃止)

構文
rdpd [-r | -t | -v ]

説明
ルーター検出プロトコルデーモンの rdpd は、ルーター検出プロトコル( 「参照」の項を参照) のホスト部分
を実現しています。厳密には、 rdpd は、以下のことを実行します。

• ルーターが始動した時点で、できるだけ早くカーネルテーブルに入れられるよう、ルーターの公示
を要請します。

• (アップしている) すべてのイーサネットインタフェースで、 ICMP ルーター公示データグラムを
リスンします。

• デフォルトのルーターが隣接ルーターか、また受信したすべての公示の中で最高の優先順位をもつ
かどうかに従って、そのルーターをカーネルテーブルに追加します。

• 公示メッセージで検出された寿命の値に従って、カーネルテーブルに適用したデフォルトのルー
ターエントリーをエージングします。

rdpd は、起動時の初期化で始動することができます。それには /etc/rc.config.d/netconf を参照して
ください。(しかし、下記の警告も参照してください)

オプション
rdpd は以下のオプションをサポートします。

-r rdpd のバージョンを表示します。

-t 以下のイベントのトレースを使用可能にします。

• 公示されたエントリーに対する期限切れタイマーの設定。
• ルーター公示エントリーの期限切れ (アクティブなエントリーにのみ、タイマーが機能
しています)。

• 公示ルーターのカーネルへの追加 / アップデート。
• 公示ルーターのカーネルテーブルからの削除。
• リンクからのルーター公示の受け取り。
• ルーター要請メッセージの送信。
• 要請送信時の障害。

-v 詳細なトレースを使用可能にします。上記のイベントに加えて、以下のものもトレースします。

• 受信したルーター公示メッセージの内容。
• 以下のものを含む rdpd 内部統計の内容。

1. 受信した icmp メッセージの合計数。
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2. 受信した公示の合計数。
3. アドレス数フィールドが無効な公示の合計数。
4. アドレスサイズフィールドが無効な公示の合計数。
5. メッセージ長が無効な公示の合計数。
6. 寿命フィールドが無効な公示の数。
7. 受信バイト数 <> ヘッダー長フィールドのある icmp メッセージの合計数。

制限事項
1. 保持されるデフォルト経路の最大数は 10 です。その中の 1つだけが、カーネル経路指定テーブルに適用さ
れます (優先順位が最高のもの)。最高の優先順位をもつ公示ルーターが期限切れになると、保持されてい
る公示ルーターのリストから最高の優先順位をもつものが検索され、それがまだ現在のエントリーとなり、
そのエントリーがカーネルテーブルに適用されます。これによって時間が経過した公示からすばやく回復す
ることができます。

2. rdpd は、新しいルーター公示メッセージを受信するか、 rdpd によって追加された現在アクティブなデ
フォルトルーターをエージングするタイマーが始動した場合にのみ、リンク状態の変化を検出するようにな
ります。このため、インタフェース状態の変化 (例えば ifconfig のダウン) とカーネル経路指定テーブ
ルに必要な変更との間で、遅延が生じることがあります。

3. 全ルーターマルチキャストまたは限定ブロードキャスト IP アドレスに代わって、要請の送信には「サブ
ネット上の全ホスト」ブロードキャストアドレスを使用します。

4. 着信公示には限定ブロードキャストアドレスが想定されています。

5. route コマンドによって追加されたデフォルトのルーターは、同じルーターのルーター公示によって変更
されることがあります。

6. route コマンドによってデフォルトルーターを追加すると予期できない結果が生じることがあるため、避
けるようにしてください。

廃止予定
rdpd の機能は gated に包含されました。 gated.conf (4) に述べられている routerdiscovery 文を参照
してください。 rdpd は、HP-UX Version 2 で廃止されました。

警告
routerdiscovery クライアントが、 gated が実行されている時に使用可能になっている時は、 rdpd を
使用すべきではありません。

著者
rdpd は、HP が開発しました。

参照
gated(1M), gated.conf(4)

[1] Deering, S., "ICMP Router Discovery Messages", RFC 1256
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名称
reboot − システムのリブート

構文
/usr/sbin/reboot [-h -r] [-n -s] [-q] [-t time] [-m message]

/usr/sbin/reboot -R [-H] [-n -s] [-q] [-t time] [-m message]

説明
reboot コマンドは、システムに必要なプロセスを除いて現在実行中の全プロセスを終了し、システムをリ
ブートまたは停止するか、パーティションを再構成可能な (ready-to-reconfigure) 状態にします。引き数を指
定しないと、 reboot は、システムをブートする前にすべてのディスクと同期をとります。

オプション
reboot コマンドには、以下のオプションがあります。

-h システムをシャットダウンして停止します。

-r システムをシャットダウンして、自動的にリブートします (デフォルト)。

-R システムをシャットダウンして再構成可能な (ready-to-reconfigure) 状態にし、可能
であれば自動的にリブートします。パーティションをリブートできない場合は、
ready-to-reconfigure 状態で停止します。ただし、 -H オプションが一緒に指定され
ている場合は、常に ready-to-reconfigure 状態で停止します。このオプションが使用
できるのは、ハードパーティションをサポートするシステムに限られています。

-H システムをシャットダウンして ready-to-reconfigure 状態にし、リブートしません。
このオプションは -R オプションと併用した場合のみ使用可能です。このオプション
が使用できるのは、ハードパーティションをサポートするシステムに限られていま
す。

-n シャットダウン前にファイルシステムを同期化しません。

-s シャットダウン前にファイルシステムを同期化します。正常にマウントされたファイ
ルシステムに対しては、 fs_clean フラグを FS_OK から FS_CLEAN に変更しま
す (デフォルト)。

-q クイックアンドクワイエットモード。警告メッセージを表示しないで、強制的に処理
を終了します ( SIGKILL 指定)。この後すぐに他のオプションで指定した引き数によ
り、 reboot を実行します (reboot(2) を参照)。ロギングは実行しません。このオプ
ションを指定すると、 -t オプションと -m オプションは無視されます。

-t time reboot がシステムをダウンする時間を指定します。 time には now (即座にシャッ
トダウンする) と指定するか、あるいは +number と時間:分のどちらかのフォーマッ
トで、シャットダウンする時間を指定します。最初の形式を指定した場合、 number

に指定した時間 (分) が経過するとシステムがダウンされます。2番目の形式では、指
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定した時間 (24時間) になるとシステムがダウンされます。

-m message リブートの time が近づくと、徐々に間隔を短くしながら、システム上の全ユーザー
の端末に指定した message を表示します。 message 内には二重引用符があってはい
けません。

シャットダウン時にメッセージがファイルに書き込まれます。

/etc/shutdownlog

シャットダウンの時刻、 reboot を実行したユーザー、およびその理由が記述されます (存在する場合)。

reboot コマンドを実行できるのは、該当する特権をもったユーザーだけです。

警告
reboot は、サブシステムの停止を正しく行うシャットダウンスクリプトを実行しません。 shutdown(1M)

を参照してください。

パーティションが可能なシステムの仮想パーティション環境で -R オプションを使うと、そのハードパーティ
ション上のすべての仮想パーティションがシャットダウンされて仮想パーティションモニターが再ブートされ
るまで、要求した再構成は実行されません。

著者
reboot は、HP とカリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

ファイル
/etc/shutdownlog シャットダウンログ

参照
vpartition(1), reboot(2), partition(5)
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名称
remshd − リモートシェルサーバー

構文
/usr/lbin/remshd [−lmns]

Kerberos V5 ネットワーク認証環境
/usr/lbin/remshd [−clmnKkRr]

説明
remshd コマンドは、rcp、rdist、remsh コマンド、および rcmd()、rcmd_af() (IPv6 システムの場
合) 関数用のサーバーです。 (rcp(1)、rdist(1)、remsh(1)、および rcmd(3N)、rcmd_af (3N)、を参照)。

remshd では二種類の認証方法が許されています。

1. 特権ポート番号に基づく認証。クライアントのソースポートが 512 ～ 1023 である必要があり
ます。この場合、remshd は、通常環境、すなわち、セキュアでない環境で動作することを前
提にしています。

2. Kerberos V5 に基づく認証。この場合、remshd は、Kerberos V5 ネットワーク認証環境、
すなわち、セキュアな環境で動作することを前提にしています。

/etc/services で指定された shell または kshell サービス用のポートでサービス要求を受信すると、
inetd デーモンは remshd を呼び出します (inetd(1M) および service(4) を参照)。kshell ポートで受信さ
れるサービス要求は、セキュアでない環境を前提にしており、Kerberos 認証が行われます。

セキュアでない環境で inetd デーモンから remshd を起動するには、構成ファイル /etc/inetd.conf に
以下のエントリーを含む必要があります。

shell stream tcp nowait root /usr/lbin/remshd remshd

セキュアな環境では /etc/inetd.conf に以下のエントリーを含む必要があります。

kshell stream tcp nowait root /usr/lbin/remshd remshd -K

上述の構成ファイルを使用すると、remshd は IPv4 モードで起動されます。remshd を IPv6 モードで実
行するには、構成ファイル /etc/inetd.conf に以下のエントリーを含む必要があります。

shell stream tcp6 nowait root /usr/lbin/remshd remshd

注記: IPv6 アプリケーション用に、プロトコル tcp を tcp6 に変更する必要があります。詳細
は、inetd.conf (4) のマンページを参照してください。

セキュアでないアクセスを禁止するためには、/etc/inetd.conf 内の shell 用のエントリーをコメント
アウトする必要があります。shell 用に指示されているポートのエントリーが削除、またはコメントアウト
されているので、非 Kerberos アクセスは、拒否されます。このような状況では、以下の汎用エラーメッセー
ジが表示されます。
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rcmd: connect hostname: Connection refused

詳細は、「診断」を参照してください。

注記: ポートのエントリーをコメントアウトすると、rdist のような他のクライアントによるアク
セスも禁止されます。

オプション
remshd は次のオプションを認識します。

−l ユーザーがスーパーユーザーでない限り、ユーザーの .rhosts ファイル基づく認証は行いま
せん。

−n トランスポートレベルの keep-alive メッセージを使用不可にします。これ以外の場合はメッ
セージが使用可能になります。クライアントがクラッシュした場合、または到達できない場合
は、keep-alive メッセージにより、セッションがタイムアウトになります。

−m 子プロセスが抹消されると、remshd は即座に戻ります。孫プロセスの終了は待ちません。し
たがって、孫プロセスがリモートで実行されていても、remsh は待ちません。その結果、
remsh はハングしません。remshd に、すべての孫プロセスの終了を待たせたい場合は −m

オプションを使わないことをお勧めします。そうしないと予期した結果が得られないことがあ
ります。このオプションは二次ソケット接続を使う remsh だけに適用できます。

−s このオプションは、マルチホームの NIS システムで使用されます。このオプションを指定す
ると、remshd がクライアントの IP アドレスの逆方向検索を行わないようになります。
gethostbyname(3N) を参照してください。マルチホームホストでの NIS の制限を回避するた
めに、このオプションを使用できます。

セキュアな環境では、remshd は以下の追加オプションを認識します。

−c チェックサムによる検査を無視します。このオプションはクライアントとサーバーで異なる
チェックサムの計算法を採用している場合にも、相互運用性を保つために使われます。たとえ
ば、Kerberos V5 Beta 4 API で開発されたアプリケーションのチェックサムの計算は、Ker-

beros V5-1.0 アプリケーションの計算と異なります。

-K Kerberos V5 に基づく認証は、成功する必要があります。さもないと、アクセスは拒否されま
す。 (認証についての詳細は、sis(5) を参照してください。)

-R 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証は、成功す
る必要があります。等価のアカウントについての詳細は、hosts.equiv(4) を参照してくださ
い。

-r 以下のいずれかが成功する必要があります。認証チェックが行われる順序は、以下のとおりで
す。

1. 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証
(hosts.equiv(4) を参照)。
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2. Kerberos V5 に基づく認証。

-k 以下のいずれかに成功する必要があります。認証チェックが行われる順序は、以下のとおりで
す。

1. Kerberos V5 に基づく認証。

2. 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証。

注記: -k オプションは、-K を同時に指定すると無視され、-r オプションは −R を同時に
指定すると無視されます。デフォルトオプションは -K です。

操作
remshd は、サービス要求を受信すると、次のプロトコルを使用して応答します。

1. サーバーがクライアントのソースポートを調べます。そのポートが特権ポートではない、すな
わち、512～1023 の範囲でない場合、かつ、remshd がセキュアでない環境で動作している
場合、サーバーは接続を中断します。セキュアな環境の場合は、コマンド行オプションに従っ
た動作が行われます。

-R ソースポートは特権ポートである必要があり、そうでなければ、接続を中断します。

-r ソースポートが特権ポートでなければ、Kerberos に基づく認証が、成功する必要があ
ります。成功しないと、接続を中断します。

-k Kerberos 認証が失敗したときに、ソースポートが特権ポートである必要があります。

-K 何の動作も行いません。

2. サーバーは、接続から null (\0) バイトまでの文字を読み取ります。さらに、読み取った文字
列を 10 を基数とする ASCII 数値として解釈します。

3. この数値がゼロ以外の場合には、標準エラーで使用する２次ストリームのポート番号として解
釈されます。さらに、クライアントホスト上の指定されたポートに対して２回目の接続が行わ
れます。 (この２回目に接続されたソースポートは、手順１で示したチェックを受けます。 )

最初に送信された文字が null (\0) の場合、２回目の接続は行われず、コマンドからの標準エ
ラーが１次ストリームへ送られます。２回目の接続が行われている場合、remshd は、そのソ
ケットで受信したバイトをシグナル番号と解釈し、それをシグナルとしてコマンドへ渡しま
す。signal(2) を参照してください。

4. サーバーは、クライアントのソースアドレスを調べ、対応するホスト名の入力を求めます
(named(1M)、gethostbyaddr(3N)、および hosts(4) を参照)。ホスト名が確定できない場合に
は、ホストアドレスのドット記法表現が使用されます。

5. セキュアな環境で remshd は Kerberos V5 に基づく認証を行います。詳細は、sis(5) を参照
してください。
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6. サーバーは、最初の接続からクライアントのホストアカウント名を読み取ります。これは 16

文字以下の null 終了シーケンスです。

7. サーバーは、最初の接続からサーバーのホストアカウント名を読み取ります。これは 16 文字
以下の null 終了シーケンスです。

8. サーバーは、最初の接続からシェルへ渡されるコマンドを読み取ります。コマンドの長さは、
システムの引き数リストの最大サイズによって制限されます。

9. remshd は、さらに次のようにしてユーザーの確認を行います (remshd を実行しているホス
ト上ですべてのアクションが行われます)。

a. (ステップ６で取り出した) ユーザーアカウント名をパスワードファイルの中で検索し
ます。見つかった場合は、chdir() を実行して、ユーザーのホームディレクトリ (あ
れば) または "/" に移動します。

b. この検索か chdir() のどちらかが実行できなかった場合には接続が中断されます
(chdir(2) を参照)。

c. 次の場合にも接続が打ち切られます。

• アクセスしたアカウントが管理上ロックされている場合。アカウントは、パス
ワードフィールドに数字の集合に属さない文字 (* など) を入力するとロック
できます。「数字」を表す文字は、０に対して .、１に対して /、２～11 に対
して ０～９、12～37 に対して A～Z、38～63 に対して a～z を使用します
( passwd(4) を参照)。

• セキュアでない環境で、アクセスしたアカウントはパスワードで保護されてお
り、パスワードの有効期限が切れているか、またはクライアントのホストのア
カウントが、アクセスしたアカウントに等しくないかのいずれか。

• セキュアな環境で、コマンド行オプションが接続を中断することを指示してい
ます。

-K Kerberos 認証が成功しない場合には接続が中断されます (認証につい
ては詳細は、sis(5) を参照)。

-R クライアントのホストがアクセスしたアカウントと等価でない場合に
は接続が中断されます。

-r アカウントがアクセスしたアカウントが等価でない場合には、Ker-

beros 認証が成功する必要があり、成功しなければ、接続が中断され
ます。

-k Kerberos 認証が失敗すると、アカウントは等価である必要があり、
等価でなければ、接続が中断されます。等価なアカウントについて詳
細は、hosts.equiv(4) を参照してください。
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10. 一次接続でヌルバイトが返され、シェルの −c オプションを指定したユーザーの通常のログイ
ンシェルにコマンド行が渡されます。シェルは、remshd によって確立されたネットワーク接
続を引き継ぎ、そのユーザーに正常なユーザーパーミッションおよびグループパーミッション
があるものとみなします。

remshd は、指定されたコマンドを実行するときに次のパスを使用します。

/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/bin/X11:/usr/contrib/bin:/usr/local/bin

11. ２次ソケットが設定されている場合、remshd は、通常、コマンド標準エラーと２次ソケット
標準エラーが両方ともクローズされたときに終了します。２次ソケットが設定されていない場
合は、remshd により exec(2) 関数がすでに呼び出され、コマンドプロセスが開始しており、
存在しなくなります。

セキュリティ機能
remshd に影響する設定パラメータの詳細情報については、security(4) のマンページを参照してください。
remshd では、/etc/default/security ファイルでの次の設定パラメータがサポートされています。

• NOLOGIN

• UMASK

診断
すべての診断メッセージは、 stderr に結び付けられた接続へ返され、その後であらゆるネットワーク接続
がクローズされます。エラーは、１の値の先行バイトによって示されます (コマンドの実行以前のすべてのス
テップが正常に終了した場合には、ステップ９で０が返されます)。

Malformed from address

最初のソケット接続で、予約されたポートが使用されなかったか、またはクライアントのホストアド
レスがインターネットアドレスではありません。

Can’t get stderr port

エラー通信に使用する２次ソケットの接続を完了することができませんでした。

Second port not reserved

２次ソケットの接続で、予約されたポートが使用されていません。

Locuser too long

クライアントのホストでは、ユーザーアカウント名の長さが 16 文字を超えています。

Remuser too long

サーバーホストのユーザー名の長さが 16 文字を超えています。
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Command too long

渡されたコマンド行が (システムで設定された) 引き数リストのサイズを超えています。

Login incorrect

サーバーホストのユーザー名に関して、パスワードファイルにエントリーがなかったか、またはス
テップ８で説明されている認証手順が実行できませんでした。

No remote directory

サーバーのホストのホームディレクトリまたは "/" に対して出された chdir コマンドが実行できませ
んでした。

Can’t make pipe

標準エラー出力用に必要なパイプが作成されていませんでした。

No more processes

サーバーは、プロセスを fork して受信接続を処理することができませんでした。

次の手順 : しばらく待ってやり直してください。それでもこのメッセージが表示される場合には、
サーバーホストのプロセスが暴走して、プロセステーブル内のすべてのエントリーを使用している可
能性があります。

system call: message

指定されたシステムコールの実行中にエラーが生じました。このメッセージは、異常の原因を示しま
す。

shellname: ...

ユーザーのログインシェルを起動できませんでした。このメッセージは、標準エラーに結び付けられ
た接続に返されます。メッセージの前に、１の値の先行バイトはありません。リモートコマンドの実
行時に、リモートコマンドによって他のメッセージが返される可能性があります。

rcmd: connect : <hostname>: Connection refused.

この汎用メッセージには、原因がいくつかあります。原因の１つは、shell サービスのエントリーが
/etc/inetd.conf に存在しないことです。このエントリーは、セキュアでないアクセスを禁止する
ために、削除されたりコメントアウトされることがあります。

Kerberos 固有のエラーは sis(5) にリストされています。

警告
「特権ポート」の認証手順がセキュアでない環境で使われた場合、またはセキュアな環境でコマンド行オプ
ション -R または -r を指定した場合、各ホストと接続媒体の整合性が前提となっています。いずれの手順も
アクセスの十分な機密保護を保証しませんが、「オープン」環境では有効でしょう。

パスワードを含むすべての情報は、remshd をセキュアでない環境で起動すると、２つのホスト間を暗号化さ
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れずに渡されることに注意してください。

remshd は、SIGHUP、SIGINT、SIGQUIT、および SIGTERM を無視するので、remshd の２次ソケットを
介して、これらのシグナル番号を安全にリモートコマンドへ送ることができます。他のシグナル番号の場合に
は、remshd そのものを抹消してしまう可能性があります。

著者
remshd は、カリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

ファイル
$HOME/.rhosts ユーザーのプライベートな等価リスト
/etc/hosts.equiv 等価ホストのリスト

参照
remsh(1), inetd(1M), named(1M), rcmd(3N), rcmd_af(3N), hosts(4), hosts.equiv(4), inetd.conf(4),

inetd.sec(4), security(4), services(4), sis(5)
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名称
renice − 実行中プロセスの優先順位の変更

構文
renice [-n newoffset] [-g -p -u] id ...

説明
renice コマンドは、id .... で指定された１つまたは複数の実行中プロセスのシステム nice 値 (システムス
ケジューリング優先順位で使用される値) を変更します。新しいシステム nice 値は、20 + newoffset に設定さ
れますが、範囲は 0 以上 39 以下に制限されます。しかし、UNIX95 環境変数が設定された場合、新しいシス
テム nice 値が現在の nice 値 + newoffset に設定されます。システム nice 値が小さいプロセスは、システム
nice 値が大きいプロセスよりも、高いシステム優先順位で実行されます。ps コマンドの -l オプションを使
用すると、プロセスの現在の優先順位 (PRI) と nice 値 (NI) が表示されます。nice(1) も参照してください。

プロセスのシステム nice 値を縮小、または 20 未満の値に設定 (newoffset に負の値を指定) するためには、
ユーザーは適切な特権を持っていなければなりません。ユーザーはプロセスのシステム nice 値を縮小するこ
とができず、20 以上 39 以下の範囲内で増加させることしかできません。これは、現在の管理上の制約を無効
にしないためです。

他のユーザーのプロセスのシステム nice 値を変更するには、ユーザーは適切な権限を持っていなければなり
ません。権限がない場合、ユーザーは自分のプロセスの優先順位を変更することしかできません。

オプション
renice は以下のオプションを受け付けます。-g, -p, または -u オプションが１つも指定されなかった場
合、デフォルトは -p です。

-g id ... 各 id をプロセスグループ ID として解釈します。各プロセスグループ内の全プロセス
のシステム nice 値が変更されます。このオプションを使用できるのは、適切な特権
を持っているユーザーだけです。

-n newoffset 処理対象の各プロセスのシステム nice 値を、20 + newoffset に変更します。UNIX95

環境変数が設定された場合、影響を受けたプロセスのシステム nice 値は現在の nice

値 + newoffset に変更されます。

newoffset が負の場合、システム nice 値は、20 から newoffset の絶対値を引いた値
に設定されます。UNIX95 環境変数が設定され、newoffset が負の場合、システム
nice 値は絶対値 newoffset からマイナス 20 に設定されます。適切な特権を持ってい
るユーザーのみシステム nice 値を縮小または 20 未満に設定できます。このオプショ
ンが省略された場合、newoffset のデフォルトは 10 です。

-p id ... 各 id をプロセス ID として解釈します。これがデフォルトです。

注記: id は、ps コマンドが戻すプロセス ID のことであり、一部のシェルが使用し
ているジョブ番号 (例: %1) ではありません。
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-u id ... 各 id をユーザー名またはユーザー ID 番号として解釈します。指定された各ユーザー
が所有する全プロセスのシステム nice 値が変更されます。適切な特権を持っている
ユーザーのみ、ユーザー名および所有外の ID にこのオプションを使用できます。

戻り値
renice は、処理が成功した場合は 0 を戻し、失敗した場合はゼロ以外の値を戻します。

多言語化対応
シングルバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
renice は、要求された処理が正常終了した場合、変更されたプロセスの新旧の newoffset 値 (システム nice

値 − 20) を戻します。それ以外の場合、失敗の原因を示すエラーメッセージを表示します。

UNIX95 環境変数が設定された場合、コマンドの失敗でない限り、報告はされません。

例
renice のデフォルト値を使用して、プロセス 923 の優先順位を低くします。id 種別のデフォルトは -p

であり、newoffset のデフォルトは 10 なので、このプロセスのシステム nice 値は 30 に設定されます。

renice 923

ユーザー john およびユーザー 123 が所有する全プロセスのシステム nice 値を 33 (newoffset=13) に変更し
ます (他のユーザーのプロセスの優先順位を変更するには、適切な特権が必要です)。

renice -n 13 -u john 123

プロセスグループ 20 に属する全プロセスのシステム nice 値を 10 に変更します (プロセスグループのシステ
ム nice 値を下げるには、適切な特権が必要です)。

renice -n -10 -g 20

警告
適切な特権を持っていないユーザーは、自分のプロセスのシステム nice 値を下げることができません。これ
は、自分で自分のプロセスのシステム nice 値を上げた後に、下げようとする場合にもあてはまります。

ファイル
/etc/passwd ユーザー名をユーザー ID にマップします。

参照
nice(1), ps(1), getpriority(2), nice(2)

標準準拠
renice: XPG4
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名称
repquota − ファイルシステム割当ての要約

構文
/usr/sbin/repquota [-v] filesystem ...

/usr/sbin/repquota [-v] -a

説明
repquota コマンドは、指定された各 filesystem について、ディスク使用量と割当ての要約をプリントしま
す。

filesystem は、ファイルシステムがマウントされているディレクトリ名、またはファイルシステムを含むデバ
イス名です。

ユーザーごとに、 edquota によって作成された割当てとともに、現在のファイル数とスペース量 (KB 単位)

がプリントされます (edquota(1M) を参照)。

オプション
repquota が認識するオプションは次のとおりです。

-a /etc/fstab 内の該当するすべてのファイルシステムについて、レポートします。

-v 使用されているいないにかかわらず、すべての割当てをレポートします。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白文字列に設定されて
いる場合、 LANG の代わりに Cがデフォルトとして使われます (lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 repquota はすべての国際化変数が"C"に設定されているよう
に振る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされる文字コードセット
シングルバイトおよびマルチバイトの文字コードセットがサポートされます。

著者
ディスク割当ては、カリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc.、および HP が開発しまし
た。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報

/etc/mnttab マウントされたファイルシステムのテーブル
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directory/quotas ファイルシステムに対応する割当て統計値の静的記憶領域。ただし、 directory

は、 mount が解釈するように、ファイルシステムのルートです (mount(1M) を
参照)。

参照
edquota(1M), mount(1M), quota(5)
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名称
restore, rrestore − ローカルまたはネットワーク間のファイルシステムの増分復元

構文
/usr/sbin/restore key [ name ... ]

/usr/sbin/rrestore key [ name ... ]

説明
restore と rrestore コマンドは、以前に dump または rdump コマンド ( dump(1M) と rdump(1M) を
参照) でダンプしたテープを読み取ります。実行する動作は、 key 引き数で制御できます。 key は文字列で、
機能を表す 1文字と、必要に応じて 1つまたは複数の機能修飾子を含みます。 name 引き数(複数使用も可)

は、復元するファイルを指定するためのファイル名やディレクトリ名を表します。 h 修飾子 (下記参照) を指
定しないと、指定したディレクトリ名は、そのディレクトリ内のファイルおよびサブディレクトリを (再帰的
に) 参照します。

keyの機能部分
キーの機能を表す部分には、次の文字のうち 1つを指定します。

r テープを読み取り、現在のディレクトリにロードします。 r の使用には十分な注意が必要で、
完全なダンプテープをクリアファイルシステムに復元する場合、または全レベルを0に復元した
後に増分ダンプテープを復元する場合に使用してください。例えば、以下のとおりです。

/usr/sbin/newfs -F hfs /dev/rdsk/c0t0d0

/usr/sbin/mount /dev/dsk/c0t0d0 /mnt

cd /mnt

restore r

これは、完全なダンプテープを復元する場合の一般的なシーケンスです。増分ダンプテープを
復元するためには、この前にさらに restore または rrestore を実行します。増分復元パ
スの間で情報を渡すために、 restore と rrestore がファイルシステムのルートディレク
トリにファイル restoresymtab を残しておくことに注意してください。最後の増分テープが
復元されたときにこのファイルを削除してください。 dump または rdump の後に newfs を
実行してから restore または rrestore を実行すると、ファイルシステムのサイズを変更
できます( newfs(1M)を参照)。

R restore と rrestore では、完全な復元処理 (上記の r を参照)を再開するために、マルチ
ボリュームセット内に特定のテープが必要です。これによって、 restore と rrestore に
対する割り込みと再開が可能になります。

x 指定したファイルをテープから取り出します。指定したファイル名が、テープ上のディレクト
リ名と一致し、 h 修飾子を指定しないと、そのディレクトリが再帰的に取り出されます。所有
者、変更時間、およびモードも復元されます (可能な場合)。引き数にファイルを指定しない
と、ルートディレクトリが取り出されます。したがって h を指定しない場合は、テープの全内
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容が取り出されることになります。

t 指定したファイルがテープに存在する場合に、その名称が表示されます。引き数にファイルを
指定しないと、ルートディレクトリの内容が表示されます。したがって h を指定しない場合は
テープの全内容が表示されることになります。

s

restore の次の引き数を、復元するダンプファイルの番号として使用します。これは、テープ
に 2つ以上のダンプファイルがある場合に役立ちます。

i このモードでは、ダンプテープから対話形式でファイルを復元することができます。 restore

と rrestore は、テープからディレクトリ情報を読み取った後に、シェルによく似たインタ
フェースをユーザーに提供します。ユーザーはこれによって、ディレクトリツリー内を移動
し、取り出したいファイルを選択することができます。使用可能なコマンドは次のとおりで
す。これらのコマンドには引き数が必要で、デフォルトは現在のディレクトリです。

add [arg] 現在のディレクトリ、あるいは引き数で指定したディレクトリを、取り出した
いファイルのリストに追加します。ディレクトリを指定した場合は (コマンド
行に h キーを指定しなかった場合)、そのディレクトリのすべての下位ディレ
クトリが、取り出したいファイルのリスト (抽出リスト) に追加されます。抽
出リストにあるファイル名には、 ls コマンドでリストしたときに、前に *

が付きます。

cd [arg] 現在のワーキングディレクトリを、引き数で指定したディレクトリに変更しま
す。

delete [arg] 現在のディレクトリ、あるいは引き数で指定したディレクトリを、取り出した
いファイルのリストから削除します。ディレクトリを指定した場合は (コマン
ド行に h キーを指定しなかった場合)、そのディレクトリとそのディレクトリ
のすべての下位ディレクトリが、取り出したいファイルのリスト (抽出リスト)

から削除されます。ディレクトリ内の大部分のファイルを取り出したいときの
便利な方法は、ディレクトリを抽出リストに追加して、その後必要のないファ
イルを削除する方法です。

extract 抽出リストに指定された全ファイルをダンプテープから取り出します。
restore と rrestore は、どのボリュームをマウントしたいか聞いてきま
す。少数のファイルを取り出す場合には、最後のボリュームから開始して、順
に最初のボリュームまで取り出してゆくのが最も速い方法です。

help 使用可能なコマンドの要約を表示します。

ls [arg] 現在のディレクトリ、あるいは指定したディレクトリを表示します。ディレク
トリのエントリーには、最後に / が付いて表示されます。抽出用にマークさ
れたエントリーには先頭に * が表示されます。冗長キーを設定した場合に
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は、各エントリーのiノード番号もリストされます。

pwd 現在のワークディレクトリの絶対パス名をプリントします。

quit 抽出リストが空でない場合でも、 restore と rrestore は、ただちに終了
します。

set-modes 抽出リストに追加される全ディレクトリの所有者、モード、およびタイムスタ
ンプを設定します。テープからは何も取り出されません。この設定は、復元処
理が早期に打ち切られた後のクリーンアップに便利です。

verbose v 修飾子の機能を切り換えます。設定した場合は、 ls コマンドがすべてエ
ントリーの iノード番号をリストするようになります。また、 restore と
rrestore は、取り出された各ファイルに関する情報を表示します。

関数修飾子
次の機能修飾文字は、必要な機能を選択するための文字に追加して使用します。

b KB 単位でテープのブロックサイズを指定します。 -b オプションを指定していない場合は、
restore と rrestore は、動的にテープのブロックサイズを決定します。

f /dev/rmt/0m の代わりのアーカイブファイルの名称を指定します。ファイル名に - を指定す
ると、 restore は標準入力から読み取ります。したがって、コマンド行でファイルシステム
のダンプと復元を行うには、次のように dump と restore をパイプでつないでください。

dump 0f - /usr | (cd /mnt; restore xf -)

rrestore を使用するときにはこのキーを指定しなければなりません。またこのキーの次に指定する
引き数は、マシン:デバイスという形式でなければなりません。

h ディレクトリが含んでいるファイルではなく、実際のディレクトリを取り出します。これに
よって、ディレクトリが含んでいるファイルではなく、テープからのサブツリー全体の階層的
な復元を行わないようにすることができます。

m ファイル名ではなくiノード番号によって取り出します。これは取り出すファイルが少なく、
ファイルの絶対パス名を再指定したくないときに便利です。

v restore および rrestore が扱う各ファイルの名称をファイルタイプを前に付けて表示し
ます。通常、 restore と rrestore は何も出力せずに動作します。 v 修飾子は冗長出力
を指定します。

y テープエラーが発生したときに restore と rrestore は、操作を打ち切るかどうか聞いて
きません。 restore と rrestore は不良テープブロックをスキップし、復元処理を継続し
ようとします。

rrestore は、テープデバイスにアクセスするためにリモートシステムでサーバー、
/usr/sbin/rmt と /etc/rmt を作成します。
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診断
正しくないキー文字があると、 restore と rrestore は、警告メッセージを表示します。

restore と rrestore は、読み取りエラーを検出すると、警告メッセージを表示します。 y 修飾子が指定
されているか、あるいはユーザーが y と応答すると、 restore と rrestore は、復元処理を継続しま
す。

2つ以上のテープにわたってダンプが行われる場合には、 restore と rrestore は、ユーザーにテープを
交換するか聞いてきます。 x または i 機能が指定されている場合には、 restore と rrestore は、どの
ボリュームをマウントするかも聞いてきます。少数のファイルを取り出すときには、まず最後のボリュームか
ら開始して、順に最初のボリュームにまで取り出してゆくのが最も速い方法です。

多くの整合性チェックが行われ、 restore と rrestore によって表示されます。チェックの大部分はメッ
セージを読めば意味が分かるようになっているか、あるいは ‘‘実際には行われません ’’ です。次に一般的なエ
ラーを示します。

filename: not found on tape

このファイル名は、テープのディレクトリにはリストされていますが、テープ上には見つかり
ませんでした。このメッセージは、ファイルを検索中にテープの読み取りエラーが発生した場
合、および使用中のファイルシステムに対し作成されたダンプテープを使用した場合に出力さ
れます。

expected next file inumber, got inumber

指定されたディレクトリにファイルがリストされていません。これは使用中のファイルシステ
ムに対し作成されたダンプテープを使用した場合に発生します。

Incremental tape too low

増分復元で使用するテープが、前回の増分テープより前に書き込まれたものです。つまりロー
ドされた増分レベルが低すぎます。

Incremental tape too high

増分復元で使用するテープが、前回の増分テープが終了した位置から開始しません。つまり、
ロードされた増分レベルが高すぎます。

Tape read error while restoring filename"

Tape read error while skipping over inode inumber"

Tape read error while trying to resynchronize

テープの読み取りエラーが発生しました。ファイル名が指定されている場合は、復元したファ
イルの内容がおそらく部分的に正しくありません。復元を行う際に、あるiノードをスキップ
した場合、あるいはテープを再同期化しようとした場合は、取り出されたファイルは破壊され
ていませんが、ファイルがテープ上で見つからなかった可能性があります。
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Resync restore, skipped num blocks

テープの読み取りエラーの後に、 restore と rrestore は、それ自体を再同期化する必要
があります。このメッセージは、スキップされたブロック数を示します。

警告
restore と rrestore は、使用中のファイルシステムに対し作成されたダンプテープから増分復元しよう
とすると、正しく処理することができません。

レベル0のダンプ ( dump(1M) を参照) は、復元処理が完了した後に行うべきです。復元はユーザーコード内で
実行するため、iノードの割当てを制御できません。したがって、ファイルの内容に変更がない場合も、新しい
iノード番号を反映させた新しいディレクトリのセットを得るために、完全ダンプを行わなければなりません。

著者
restore と rrestore は、カリフォルニア大学バークレー校が開発しました。

ファイル
/dev/rmt/0m デフォルトのテープドライブ

/tmp/rstdr* テープ上のディレクトリを含むファイル

/tmp/rstmd* ディレクトリの所有者、モード、およびタイムスタンプ

./restoresymtab 増分復元間で渡される情報

参照
dump(1M), mkfs(1M), mount(1M), newfs(1M), rmt(1M).
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名称
rexd − RPC- ベースのリモート実行サーバー

構文
/usr/sbin/rpc.rexd [-l log_file] [-m mountdir] [-r]

説明
rexd は、リモートコマンド実行用の RPC サーバーです。rexd はリモート実行要求が受信されたときに、
inetd によって起動されます (inetd(1M)) を参照)。コマンドの実行が終了すると、rexd は終了します。

リモート実行要求のユーザー ID (uid) がサーバー上のユーザーに割り当てられている場合、rexd は、その
ユーザーとしてコマンドを実行します。サーバー上のユーザーが uid に割り当てられていない場合には、
rexd はコマンドを実行しません。-r オプションおよび inetd.sec 機密保護ファイルを使用すると、アク
セス管理がさらに強化されます (inetd.sec(4) を参照)。

非対話型コマンドの場合、標準出力およびエラーファイル記述子はソケットに接続されます。対話型コマンド
では、標準入力、出力、およびエラーに擬似端末を使用します (pty(7) を参照)。

リモート実行要求で指定したファイルシステムが、まだサーバーにマウントされていない場合には、rexd が
NFS を使用してコマンド実行時にファイルシステムをマウントします (nfs(7) を参照)。rexd は nosuid オ
プションおよび soft オプションを指定して、ファイルシステムをマウントします。マウントオプションにつ
いての詳細は、mount(1M) を参照してください。サーバーがファイルシステムをマウントできなかった場合
には、クライアントにエラーメッセージが返されます。デフォルトでは、rexd が必要とするマウントポイン
トは、すべて、/var/spool/rexd の下で作成されます。デフォルト位置を変更する場合には、-m オプ
ションを使用してください。

オプション
rexd に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file あらゆる診断メッセージ、警告メッセージ、およびエラーメッセージを log_file

にロギングします。log_file がすでに存在する場合、rexd はそのファイルに
メッセージを追加します。log_file がない場合には、rexd がそのファイルを作
成します。-l オプションを指定しない場合には、メッセージはログされませ
ん。

ファイルにログされる情報は、エラーの発生した日時、エラーを生成したホス
ト名、プロセス ID、ファンクション名、およびエラーメッセージです。ログ
ファイルには、各エラーをユニークなものとして識別できるだけの情報が組み
込まれるので、さまざまな RPC サービスで、1つのログファイルを共有するこ
とができます。

-m mountdir ディレクトリ mountdir の下に、一時的なマウントポイントを作成します。デ
フォルトでは rexd は、/var/spool/rexd の下に一時マウントポイントを
作成します。ディレクトリ mountdir は、すべてのユーザーに対して読み取り
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パーミッションおよび実行パーミッションが必要です (モード 555)。そうでな
ければ rexd は、読み取り/実行パーミッションが与えられていないユーザーの
実行を拒否します。

-r 強化された機密保護検査を使用します。-r オプションを指定して起動した場
合、rexd は次の条件のどれかが満たされない限り、クライアントへの実行ア
クセスを拒否します。

• クライアントホストの名称がサーバー上の /etc/hosts.equiv ファイル
にある。

• クライアントから送信された uid と対応するサーバー上のユーザーに関し
て、$HOME/.rhosts でエントリーが与えられていて、1つの行にクライア
ント名が指定されているか、またはクライアント名の後ろに 1つ以上のブラ
ンクがあり、さらにその後ろにユーザー名が続いている。

例えば、mjk というログイン名のユーザーが NODE1 の uid 7 に割り当て
られており、次の on コマンドを実行したとします。

on NODE2 pwd

NODE2 のユーザー mjk に関して、次のエントリーのうちのどれかが、
$HOME/.rhosts 内にあることが必要です。

NODE1

NODE1 mjk

診断
以下に示すのは、-l オプションを指定した場合に、ログファイルに書き込まれる可能性のあるメッセージの
サブセットです。いくつかのメッセージは、クライアントにも返されます。

rexd: could not umount: dir

rexd はユーザーの現在のワークファイルシステムに対して、umount() を実行するこ
とができませんでした。詳細は「警告」を参照してください。

rexd: mountdir (mountdir) is not a directory

一時マウントポイントとして作成されるパス名 mountdir は、ディレクトリでないか、
または存在していません。

rexd: command: Command not found

rexd は、command を見つけることができませんでした。

rexd: command: Permission denied

rexd は、該当するパーミッションをもたないユーザーによる command の実行を拒否
しました。
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rexd: command: Text file busy

実行可能ファイルは、現在、書き込みのためにオープンされています。

rexd: command: Can’t execute

rexd は、command を実行することができませんでした。

rexd: root execution not allowed

rexd は、root ユーザーによる実行を許可しませんでした。

rexd: User id uid not valid

ユーザー ID uid がサーバー上のユーザーに割り当てられていません。

rexd: User id uid denied access

rexd は、-r オプションを指定して起動されましたが、-r オプションによって要求さ
れた条件は、どれも満たされていません。

rexd: host is not running a mount daemon

ユーザーの現在のワークディレクトリが置かれているホスト host では、mountd が実行
中ではありません。そのため rexd は、必要なファイルシステムをマウントすることが
できません (mountd(1M) を参照)。

rexd: not in export list for file_system

クライアントの現在のワークディレクトリが置かれているホストには、そのワークディ
レクトリが入っているファイルシステム file_system に対応するエクスポートリスト内の
サーバーがありません。そのため rexd は、必要なファイルシステムをマウントするこ
とができません。

警告
rexd は、クライアントの環境をシミュレートしますが、完全に作成し直すことはできません。クライアント
環境のシミュレーションでは、そのクライアントの現在のワークディレクトリが入っているファイルシステム
を (まだマウントされていなければ) マウントし、サーバーのユーザー環境変数を、クライアントのユーザー環
境変数と同じになるように設定します。したがって rexd によって実行されるコマンドが、クライアントで
ローカルに実行されるコマンドと同じ結果を必ずもたらすわけではありません。

rex プロトコルは、クライアントプロセスの uid と、クライアントのホスト名を送信することによって、ク
ライアントユーザーを識別するだけです。したがって、rexd がユーザー認証を行うことは非常に困難です。
サーバー上のユーザーがクライアントから送信された uid に割り当てられている場合、rexd はそのユーザー
として、要求されたコマンドを実行します。サーバー上のユーザーが、クライアントから送信された uid に割
り当てられていない場合には、rexd はエラーを返します。

ユーザー認証をより効率よく行うために、-r オプションが追加されています。しかし、これによって提供さ
れる認証は、絶対確実というわけではなく、rex プロトコルから渡される情報によって制限されます。

rexd は、クライアントの環境をシミュレートするために、そのクライアントの現在のワークディレクトリが
入っているファイルシステムを (まだマウントしていなければ) マウントします。このマウントは、コマンドの
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実行中という一時的なものであることが想定されています。

rexd は、ファイルシステムをマウントする場合、コマンドの実行が終了した後に、そのファイルシステムに
対して umount() を実行しようとします。しかし、rexd が SIGKILL シグナルを受信した場合には (sig-

nal(2) を参照)、ファイルシステムはマウントを外されません。そのファイルシステムは、スーパーユーザー
が適切な umount コマンドを実行するか、またはサーバーがリブートされるまで、マウントされたままで
す。

rexd が、ファイルシステムのマウントを外す場合に、ファイルシステムがビジー状態であるために実行でき
ないこともあります。ファイルシステムに開いているファイルがある場合、またはユーザーの現在のワーク
ディレクトリがある場合、そのファイルシステムは、ビジー状態です。そのファイルシステムは、スーパー
ユーザーが適切な umount コマンドを実行するか、またはサーバーがリブートされるまで、マウントされた
ままです。

rexd の機密保護の問題についての詳細は、『Using and Administering NFS Services』を参照してくださ
い。機密保護の問題およびその重要性を検討してから、システム上で rexd を実行するための設定を行うこと
が必要です。

ファイル
/dev/pty[pqr]* マスター擬似ターミナル
/dev/tty[pqr]* スレーブ擬似ターミナル
/dev/ptym/pty[pqr]* マスター擬似ターミナル
/dev/pty/tty[pqr]* スレーブ擬似ターミナル
/etc/inetd.conf inetd(1M) の設定ファイル
/etc/hosts.equiv 等価ホストのリスト
$HOME/.rhosts ユーザーのプライベートな等価リスト
/var/spool/rexd/rexdxxxxx リモートファイルシステムの一時マウントポイント。ただし、xxxxx

は、英数字からなる文字列

著者
rexd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
on(1), inetd(1M), mount(1M), exports(4), inetd.conf(4), inetd.sec(4)

『NFS サービスの利用と管理』
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名称
rexecd − リモート実行サーバー

構文
/usr/lbin/rexecd [−n ] [−m ] [−s ] [−S ]

説明
rexecd は、 rexec() ルーチン用、IPv6 システムでは rexec_af() ルーチン用のサーバーであり、インター
ネットデーモン (inetd(1M) を参照) によって起動されることが想定されています。 rexecd は、ユーザーア
カウント名と非暗号化パスワードに基づいた認証を行い、リモート実行ファシリティを提供します。

inetd(1M) は、 /etc/services の ‘‘exec’’ サービス指定で指示されているポートにサービス要求が受信され
ると、 rexecd を呼び出します (services(4) を参照してください )。 rexecd を実行するためには、
/etc/inetd.conf に次の行がなければなりません。

exec stream tcp nowait root /usr/lbin/rexecd rexecd

上記の設定では、 rexecd は IPv4 モードで起動されます。 rexecd を IPv6 モードで起動するには、
/etc/inetd.conf ファイルで、次の行を指定します。

exec stream tcp6 nowait root /usr/lbin/rexecd rexecd

注記: IPv6 アプリケーションに対しては、プロトコルを tcp から tcp6 に変更する必要があります。詳細
は、 inetd.conf (4) を参照してください。

オプション
rexecd には、次のオプションがあります。

−m このオプションを有効にすると、 rexecd は、子プロセスを抹消したあと、直後に戻りま
す。孫プロセスの抹消まで、待機しません。そのため、 rexec は、孫プロセスがリモートで
実行されていても、待機しなくなります。結果として、 rexec はハングしなくなります。
rexecd がすべての孫プロセスの完了を待つようにしたければ、 −m オプションを使わない
ことをお勧めします。このオプションを使うと、予期しない結果が得られるおそれがありま
す。このオプションは、二次ソケット接続を使う rexec だけに適用できます。

−n トランスポートレベルのキープアライブメッセージを無効にします。デフォルトでは、メッ
セージは有効です。キープアライブメッセージを使用すると、クライアントがクラッシュした
場合、または通信不能になった場合に、セッションをタイムアウトさせることができます。

−s このオプションは、複数のアドレスを持つ NIS システムで使われます。これによって、 rex-

ecd がクライアントの IP アドレスの逆検索を行うことができなくなります。詳細は、 geth-

ostbyname(3N) を参照してください。複数のアドレスを持つホストで、 NIS の制限事項を回
避するために使うことができます。

−S このオプションを指定すると、 rexec はスーパーユーザーとしてのログインを拒否します。

サービス要求が受信されると、次のプロトコルが開始されます。
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1. サーバーは、null (\0) バイトまでの文字をソケットから読み取ります。読み取った文字列は、10

を基数とする ASCII 数値として解釈されます。

2. ステップ１で、ゼロ以外の数値を受け取った場合には、 stderr で使用する２次ストリームの
ポート番号として解釈されます。さらにクライアントホスト上に指定したポートに対して、２回
目の接続が行われます。最初に送られた文字が null (\0) の場合には、２回目の接続は行われず、
コマンドの stderr が１次ストリームへ送られます。２回目の接続が行われている場合、 rex-

ecd は、そのソケットで受信したバイトをシグナル番号とみなし、シグナルとしてコマンドへ渡
します (signal(2) を参照)。

3. 最初のソケットで、16 文字以下の null 終了ユーザー名が取り出されます。

4. 最初のソケットで、16 文字以下の null 終了、非暗号化パスワードが取り出されます。

5. 最初のソケットで、シェルへ渡すべき null 終了コマンドが取り出されます。コマンドの長さは、
システムの引き数リストサイズの上限によって制限されます。

6. rexecd は、さらに login の場合と同様に、PAM モジュールによる認証を使ってユーザーの確
認を行います。詳細は login(1) のマンページを参照してください。この認証が正常に終了する
と、 rexecd はユーザーのホームディレクトリに変更して、そのユーザーについて、ユーザープ
ロテクションとグループプロテクションを設定します。以上の手順がどれか１つでも実行できな
かった場合には、 rexecd は接続を介して、診断メッセージを返した後にその接続をクローズし
ます。

注記: use_psd オプションは、 /etc/pam.conf ファイルでは rexecd に対して指定できませ
ん。

7. stderr に結び付けられた接続を行うと、null バイトが返され、ユーザーの通常ログインシェル
に、そのシェルの −c オプションを指定したマンド行が渡されます。シェルは、 rexecd によっ
て確立されたネットワーク接続を引き継ぎます。

rexecd は、指定されたコマンドを実行するときに、次のパスを使用します。

/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/bin/X11:/usr/contrib/bin:/usr/local/bin

−n オプションが指定されていなければ、トランスポートレベルのキープアライブメッセージが使用可能で
す。キープアライブメッセージを使用すると、クライアントがクラッシュした場合、または送信不可能の場合
に、セッションをタイムアウトすることができます。

セキュリティ機能
rexecd に影響する設定パラメータの詳細情報については、 security(4) のマンページを参照してください。
rexecd では、 /etc/default/security ファイルでの次の設定パラメータがサポートされています。

• NOLOGIN

• UMASK
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診断
すべての診断メッセージは、 stderr に結び付けられた接続へ返され、その後であらゆるネットワーク接続
がクローズされます。エラーは、１の値の先行バイトによって示されます (コマンドの実行以前のすべてのス
テップが正常に終了した場合には、ステップ７で０が返されます)。

Username too long

ユーザー名の長さが 16 文字を超えています。

Password too long

パスワードの長さが 16 文字を超えています。

Command too long

渡されるコマンド行が、(システムで設定された) 引き数リストのサイズを超えています。

Login incorrect

ユーザー名に対応するパスワードファイルエントリーがないか、または誤ったパスワードが指
定されています。

No remote directory

ホームディレクトリに対して実行された chdir コマンドが実行できませんでした。

No more processes

サーバーは、プロセスを fork して受信接続を処理することができませんでした。

次の手順: しばらく待ってからやり直してください。それでもこのメッセージが表示される場
合には、サーバーホストのプロセスが暴走して、プロセステーブル内のすべてのエントリーを
使用している可能性があります。

shellname: ...

表示されている理由により、 exec(2) を使用してユーザーのログインシェルを起動することが
できませんでした。

警告
パスワードは、ソケット接続を介して、暗号化されずに送信されます。

著者
rexecd は、カリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

参照
remsh(1), inetd(1M), rexec(3N), rexec_af(3N), inetd.conf(4), inetd.sec(4), security(4), services(4)

338 Hewlett-Packard Company − 3 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



ripquery(1M) ripquery(1M)

名称
ripquery − RIP ゲートウェイの照会

構文
ripquery [-1] [-2] [-[a5] authkey] [-n] [-N dest[/mask] ]  [-p] [-r] [-v] [-w time] gateway ...

説明
ripquery は、 RIP 要求または POLL コマンドを送信することによって、 RIP ゲートウェイで認識されて
いるすべての経路を要求します。返された経路指定パケット内の経路指定情報は数字と記号で表示されます。
ripquery はネットワーク管理ではなく、ゲートウェイのデバッグを行うためのツールです。ネットワーク管
理には、SNMPプロトコルをお勧めします。

デフォルトでは、 ripquery は RIP POLL コマンドを使用します。このコマンドはマニュアルには記述され
ていませんが、 RIP 仕様の拡張機能で、SunOS 3.x およびそれ以降のバージョンでは routed が、 1.4 およ
びそれ以降のバージョンでは gated がサポートしています。 RIP POLL コマンドは、 RIP REQUEST コマ
ンドに優先します。なぜならば、Split Horison または Poisoned Reverse あるいはその両方に依存しないから
です。詳細は RIP RFC を参照してください。

オプション
-1 照会をバージョン1パケットとして送ります。

-2 照会をバージョン2パケット(デフォルト)として送ります。

−[a5]authkey 照会に使用する認証パスワードを指定します。 -a を指定すると、SIMPLE の認証タイプが
使用されます。 -5 を指定すると、MD5 の認証タイプが使用されます。これ以外の場合は、
NONEがデフォルトとなります。着信パケットの認証フィールドは表示されますが、妥当性
のチェックは行われません。

-n シンボリック名を決めるときに、応答するホストのアドレスを対象から外します。

−N dest[/mask]

照会が完全な経路指定テーブルではなく指定した dest/mask に対して行なわれます。 mask

オプションの指定は、バージョン2照会を含んでいます。特定の宛先を1つのパケットに23要
求まで含めます。

-p RIP POLL コマンドを使用して、経路指定テーブル内の情報を要求します。これは、デフォ
ルトですが、マニュアルには記述されていない拡張機能であり、 SunOS 3.x の一部のバー
ジョンおよび gated のそれ以降のバージョンによってのみサポートされます。 RIP POLL

コマンドに応答がない場合には、 RIP REQUEST コマンドが実行されます。 gated は、
RIPを介して学習したあらゆる経路を含む ROLLコマンドに応答します。

-r RIP REQUEST コマンドを使用して、ゲートウェイの経路指定テーブル内の情報を要求しま
す。 RIP POLL コマンドとは異なり、 RIP REQUEST はすべてのゲートウェイでサポート
されるはずです。 RIP REQUEST コマンドに応答がない場合には RIP POLL コマンドが実
行されます。 gated は指定されたインタフェース外の表明する全経路のあるいは

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 339



ripquery(1M) ripquery(1M)

REQUESTコマンドに応答します。 BSD 4.3 Reno以前のシステムによる UDPインタフェー
スの制限により、 REQUESTは、送信側にパケットを返送する場合に使用するインタフェー
スについて応答します。これは、照会の対象となるホスト上で ripquery を実行すれば避け
ることができます。

-v ゲートウェイを照会する前に ripquery に関するバージョン情報が表示されます。

-w time ゲートウェイから最初の応答があるまで待機する時間を秒数で指定します。デフォルト値は 5

秒です。

著者
Jeffrey C Honig.

参照
gated(1M), gdc(1M), ospf_monitor(1M), GateD Documentation , GateD Configuration Guide

バグ
Unixのバージョンによっては、サブネットのシンボリック名を調べることができないものもあります。
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名称
rlogind − リモートログインサーバー

構文
/usr/lbin/rlogind [−lns] [-B bannerfile ]

Kerberos V5 ネットワーク認証環境
/usr/lbin/rlogind [−clnKkRr] [-B bannerfile ]

説明
rlogind は、 rlogin(1) プログラム用のサーバーです。二種類の認証方法に基づくリモートログイン機能をサ
ポートします。

1. 特権ポート番号に基づく認証。クライアントのソースポートが 512 ～ 1023 である必要があり
ます。この場合、 rlogind は、通常環境、すなわち、セキュアでない環境で動作することを
前提にしています。

2. Kerberos V5 に基づく認証。この場合、 rlogind は、Kerberos V5 ネットワーク認証環
境、すなわち、セキュアな環境で動作することを前提にしています。

/etc/services で指定された shell または kshell サービス用のポートでサービス要求を受信すると、
inetd デーモンは rlogind を呼び出します (inetd(1M) および service(4) を参照)。 klogin ポートで受信
されるサービス要求は、セキュアな環境を前提にしており、Kerberos 認証が行われます。

セキュアでない環境で inetd デーモンから rlogind を起動するには、構成ファイル /etc/inetd.conf に
以下のエントリーを含む必要があります。

login stream tcp nowait root /usr/lbin/rlogind rlogind

セキュアな環境では /etc/inetd.conf に以下のエントリーを含む必要があります。

klogin stream tcp nowait root /usr/lbin/rlogind rlogind -K

上述の構成ファイルを使用すると、 rlogind は IPv4 モードで起動されます。 rlogind を IPv6 モード
で実行するには、構成ファイル /etc/inetd.conf に以下のエントリーを含む必要があります。

login stream tcp6 nowait root /usr/lbin/rlogind rlogind

注記: IPv6 アプリケーション用に、プロトコル tcp を tcp6 に変更する必要があります。詳細
は、 inetd.conf (4) を参照してください。

セキュアでないアクセスを禁止するためには、 /etc/inetd.conf 内の login 用のエントリーをコメント
アウトする必要があります。 login 用に指示されているポートのエントリーが削除、またはコメントアウト
されているので、非 Kerberos アクセスは、拒否されます。このような状況では、以下の汎用エラーメッセー
ジが表示されます。

rcmd: connect <hostname> : Connection refused

詳細は、診断を参照してください。
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オプション
rlogind は次のオプションを認識します。

-l ユーザーがスーパーユーザーでない限り、ユーザーの .rhosts ファイル基づく認証は行いま
せん。

−s このオプションは、マルチホームの NIS システムで使用されます。このオプションを指定す
ると、 rlogind がクライアントの IP アドレスの逆方向検索を行わないようになります。
gethostbyname(3N) を参照してください。マルチホームホストでの NIS の制限を回避するた
めに、このオプションを使用できます。

−n トランスポートレベルの keep-alive メッセージを使用不可にします。

-Bbannerfile

このファイルによって、着信する rlogin 要求に bannerfile が表示されます。

セキュアな環境では、 rlogind は以下の追加オプションを認識します。

-c チェックサムによる検査を無視します。このオプションはクライアントとサーバーで異なる
チェックサムの計算法を採用している場合にも、相互運用性を保つために使われます。たとえ
ば、Kerberos V5 Beta 4 API で開発されたアプリケーションのチェックサムの計算は、Ker-

beros V5-1.0 アプリケーションの計算と異なります。

-K Kerberos V5 に基づく認証は、成功する必要があります。さもないと、アクセスは拒否されま
す。 (認証についての詳細は、 sis(5) を参照してください。)

-R 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証は、成功す
る必要があります。等価のアカウントについての詳細は、 hosts.equiv(4) を参照してくださ
い。

-r 以下のいずれかが成功する必要があります。認証チェックが行われる順序は、以下のとおりで
す。

1. 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証
(hosts.equiv(4) を参照)。

2. Kerberos V5 に基づく認証。

-k 以下のいずれかに成功する必要があります。認証チェックが行われる順序は、以下のとおりで
す。

1. Kerberos V5 に基づく認証。

2. 特権ポート番号に基づく認証と等価のアカウントを通じたリモートユーザーの認証。

注記: -k オプションは、 -K を同時に指定すると無視され、 -r オプションは −R を同時
に指定すると無視されます。デフォルトオプションは -K です。
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操作
rlogind は、サービス要求を受信すると、次のプロトコルを使用して応答します。

1. rlogind がクライアントのソースポートを調べます。そのポートが特権ポートではない、す
なわち、512～1023 の範囲でない場合、かつ、 rlogind がセキュアでない環境で動作して
いる場合、サーバーは接続を中断します。セキュアな環境の場合は、コマンド行オプションに
従った動作が行われます。

-R ソースポートは特権ポートである必要があり、そうでなければ、 rlogind は接続を
中断します。

-r ソースポートが特権ポートでなければ、Kerberos に基づく認証が、成功する必要があ
ります。成功しないと、接続を中断します。

-k Kerberos 認証が失敗したときに、ソースポートが特権ポートである必要があります。

-K 何の動作も行いません。

2. rlogind は、クライアントのソースアドレスを調べ、対応するホスト名の入力を求めます
(gethostent(3N)、 hosts(4)、および named(1M) を参照 )。ホスト名が確定できない場合に
は、ホストアドレスのドット記法表現が使用されます。

3. セキュアな環境で rlogind を実行すると、 sis(5) で説明されている Kerberos 認証プロセス
に進みます。この認証が成功すると、コマンド行オプション -K, -R, -k, または -r で選択し
た認定に移ります。選択した認定は hosts.equiv(4) で指定したものか、 sis(5) で指定した
Kerberos 認定です。

4. rlogind はさらに、STREAMS 型擬似ターミナルを割り当て ( ptm(7)、 pts(7) を参照)、ス
レーブ側の擬似ターミナルが、ログインプロセスの stdin、 stdout、および stderr にな
るようにファイル記述子を操作します。

5. このログインプロセスは、認証が正常に終了した場合に、 −f オプションを指定して呼び出さ
れる login(1) のインスタンスです。セキュアでない環境で、自動認証ができなかった場合に
は、 login(1) が通常のログイン手順をユーザーに要求します。セキュアな環境で、自動認証が
できなかった場合には、 rlogind はエラーメッセージが生成されて、終了します。

rlogind プロセスは、マスター側の擬似ターミナルを操作し、ログインプロセスと rlogin プログラムのク
ライアントインスタンス間の仲介として動作します。 ptm(7) と pts(7) で説明されているプロトコルを使用し
て、スレーブ側の擬似ターミナルで実行しているプログラムの指示に従い、 Ctrl-S/Ctrl-Q によるフロー制御
を可能または不能にします。さらにこのプロトコルを使用して、割り込みシグナルへの応答として、端末出力
をフラッシュします。ログインプロセスは、クライアントのボーレートおよび端末タイプに合わせて、ボー
レートおよび TERM 環境変数を設定します (environ(5) を参照)。

−n オプションを指定しないと、トランスポートレベルの keep-alive メッセージが有効です。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 3 −  Hewlett-Packard Company 343



rlogind(1M) rlogind(1M)

クライアントがクラッシュした場合、
または到達できない場合は、 keep-alive メッセージにより、セッションがタイムアウトになります。

多言語化対応
インターナショナルコードセットのサポート

単一バイトと複数バイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
接続を確立中にエラーが発生すると、ソケット接続を通じて先頭のバイトが１であるエラーメッセージが生成
されます。その後でネットワーク接続がクローズされます。ログインプロセス、またはその下位のプロセスが
生成するエラーは、サーバーから、通常の通信として渡されます。

fork: No more processes

サーバーは、プロセスを fork して受信接続を処理することができませんでした。

次の手順 : しばらく待ってやり直してください。それでもこのメッセージが表示される場合
には、サーバーホストのプロセスが暴走して、プロセステーブル内のすべてのエントリーを使
用している可能性があります。

Cannot allocate pty on remote host

サーバーがログインプロセスで使う擬似ターミナルを取得できません。すべての擬似ターミナ
ルが使用中であるか、または pty ドライバが正しく設定されていません。割り当てられるス
レーブデバイスの数は、カーネル調整パラメータの NSTRPTY に依存することに注意してく
ださい。このパラメータは SAM ( ptm(7)、 pts(7) を参照) で変更できます。

次の手順 : rlogind が実行されているホストの pty 構成をチェックしてください。

Permission denied

クライアントが予約ポートを使っていないため、サーバーがアクセスを拒否されました。これ
は不正なアクセスでシステムに侵入しようとしているときだけ、発生します。

/usr/bin/login: ...

表示されている理由により、 exec(2) でログインプログラムを起動することができませんでし
た。

次の手順 : エラーの原因を修正してください。それでもこのメッセージが表示される場合に
は、システム管理者に連絡してください。

rcmd: connect : <hostname>: Connection refused.

この汎用メッセージには、原因がいくつかあります。原因の１つは、 login サービスのエント
リーが /etc/inetd.conf に存在しないことです。このエントリーは、セキュアでないアク
セスを禁止するために、削除されたりコメントアウトされることがあります。

Kerberos に特有のエラーは、 sis(5) にリストされています。
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警告
「特権ポート」の認証手順がセキュアでない環境で使われた場合、またはセキュアな環境でコマンド行オプ
ション -R または -r を指定した場合、各ホストと接続媒体の整合性が前提となっています。いずれの手順も
アクセスの十分な機密保護を保証しませんが、「オープン」環境では有効でしょう。

パスワードを含むすべての情報は、 rlogind をセキュアでない環境で起動すると、２つのホスト間を暗号化
されずに渡されることに注意してください。

著者
rlogind は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/hosts.equiv 等価ホストのリスト
$HOME/.rhosts ユーザーのプライベートな等価ホストのリスト

参照
login(1)、rlogin(1)、 inetd(1M)、named(1M)、gethostent(3N)、ruserok(3N)、hosts(4)、hosts.equiv(4)、
inetd.conf(4)、services(4)、environ(5)、sis(5)、pty(7)
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名称
rlp − LP リモートシステムへのプリンター要求

構文
/usr/sbin/rlp -I id [-C class] [-J job] [-T title] [-i[numcols] ]  [−k font] [−w num] [−cdfghlnptv]

file

説明
rlp はプリントを行うリモートシステムへスプーリング要求を出します。rlp はスプーリング要求を出すた
め、リモートシステム上のスプーリングデーモンと通信します。オプションは、最初に要求を実行したシステ
ム上でのみ設定できます。ファイル名 file は必ず最後に置く必要があります。リモート要求を出すには、-I

オプションとファイルしか使用しません。

このコマンドは、lp コマンドに対応してスプールシステムでのみ使用されるもので、直接実行してはいけま
せん (lp(1) 参照)。

オプション
rlp は次のオプションとコマンド行引き数を認識します。

-I id 引き数 id は、要求 ID を指定します。

-C class class 引き数を、banner を使ったページをプリントする際のジョブ分類として使用し
ます。

-J job job 引き数を、banner を使ったページのプリントを行うためのジョブ名として使用
します。

-T title ファイル名の代わりに、title 引き数を pr でタイトルとして使用します (pr(1) 参
照)。-p オプションが指定されていない場合は、-T を無視します。

-h banner を使ったページのプリントを制御します。

-i[numcols] 字下げ (インデント) して出力します。引き数に数字を指定した場合には、それが各
行の行頭に挿入する空白の数になります。数字を指定しない場合は、8文字分プリン
トされます。

-k font フォント位置に k にマウントする font を指定します。ここでは、k は 1 から 4 の
値です。

-w num pr に対するページ幅の引き数です。

下記の 1文字のオプションは、ファイルが標準テキストファイルでないことをプリンタースプーラに知らせる
ために使用します。スプーリングシステムは、適切なフィルタを使用して (そのオプションがサポートされて
いる場合)、それに従ってデータをプリントします。これらのオプションは、それぞれ単独で使用しなければな
りません。
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-c ファイルに cifplot によって作成されるデータが含まれている場合

-d ファイルに tex (DVI フォーマット) のデータが含まれている場合

-f 各行の最初の文字を、標準の FORTRAN 紙送り制御文字として解釈するフィルタを使用
します。

-g ファイルに plot ルーチンによって作成される標準プロットデータが含まれている場合

-l 改ページしないようにするフィルタを使用します。

-n ファイルに ditroff (デバイス依存の troff) からのデータが含まれている場合

-p pr を使用してファイルをフォーマットします。

-t ファイルに troff (cat フォトタイプセッタコマンド) からのデータが含まれている場合

-v ファイルに、Benson Varian のようなデバイスのラスタイメージが含まれている場合

警告
リモートプリンターのモデルによっては上記のオプションすべてをサポートしていないものがあります。サ
ポートされていないオプションは、何も表示されずに無視されます。

rlp が別のシステムから出された要求を送るとき、-I オプションとファイルだけが使用されます。これによ
り rlp で各種オプションを何回も設定する手間が省けます。また、サポートされていないオプションを指定
しても、エラーは発生しません。

著者
rlp は、カリフォルニア大学バークレー校と HP が開発しました。

ファイル
/etc/passwd

/usr/sbin/rlpdaemon

/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

参照
accept(1M), enable(1), lp(1), lpadmin(1M), lpsched(1M), lpstat(1), rcancel(1M), rlpdaemon(1M), rlpstat(1M)
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名称
rlpdaemon − リモートスプール要求の受付、表示、削除、変更、メッセージ出力用のデーモン

構文
/usr/sbin/rlpdaemon [−i ] [−l ] [−L logfile ]

説明
rlpdaemon は、リモートスプール要求に対する LP デーモン (スプール領域ハンドラー) です。 rlpdaemon

は通常、 /sbin/rc ファイルからのブート時に実行するか、必要なときに inetd(1M) によって開始します。
rlpdaemon は、プリント要求を受け取るシステム上で実行します。 rlpdaemon は、ファイルのスプーリン
グ領域への転送、待ち行列の表示、待ち行列からのジョブの削除、待ち行列上のジョブの変更を行います。

rlpdaemon は、リモートシステムからの要求を受け取るときに、ユーザーの端末にメッセージを出力するた
めのサーバープロセスとしても使用されます。

オプション
−i 要求が処理された後、 rlpdaemon が残らないようにします。これは rlpdaemon が

inetd(1M) で開始する場合は、必ず指定しなければなりません。このオプションを指定して
rlpdaemon を起動すると、エラーメッセージやネットワークから受け付けた有効な要求が
error messages and valid requests received from the network /var/adm/lp/lpd.log また
は -L オプションで指定された logfile に記録されます。

−l rlpdaemon がネットワークから受け取ったエラーメッセージと有効な要求をファイル
/var/adm/lp/lpd.log にログするようにします。これはデバッグの際に有効です。

−L logfile エラーメッセージやネットワークから受け付けた有効な要求を書き込むファイルを、
/var/adm/lp/lpd.log から、 logfile に変更します。

rlpdaemon を inetd(1M) によって開始すると、ファイル /var/adm/inetd.sec を介してアクセスを制御
し、ホストが要求を行えるようにするかどうかを決定します。 rlpdaemon を inetd(1M) によって開始しな
いときは、すべての要求がファイル /etc/hosts.equiv または /var/spool/lp/.rhosts. にリストされ
ているマシンから送られてこなければなりません。 /var/spool/lp/.rhosts をアクセスする場合は、
ユーザー名が lp でなければなりません。

リモートスプーリングを行う場合は、次のエントリーが /etc/services に存在しなければなりません。

printer 515/tcp spooler

制御ファイルの処理
lp サブシステムは、各要求に関連する制御ファイルに、プリントするファイルを示すデータファイルの行エ
ントリー (先頭は小文字) と、関連付けられたアンリンクデータファイルエントリー (U エントリー) が含まれ
ているものと想定しています。このデータファイルの行エントリーに対する実際のファイル名 (N エントリー)

は、データファイルの行エントリーの上または下に置けます。１つのファイルを複数回 (たとえば n 部) プリ
ントする場合、データファイルの行エントリーを n 回連続して繰り返します。 rlpdaemon は、制御ファイ
ル内の U エントリーの順番を変更するか挿入して、データファイルの行エントリーと U エントリーが、プリ
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ントするファイルごとに連続するようにします。

例
rlpdaemon を /sbin/rc から開始するには、次のコマンドを実行します。

/usr/sbin/rlpdaemon

rlpdaemon を inetd から開始するには、ファイル /etc/inetd.conf に次の行が含まれていなければな
りません。

printer stream tcp nowait root /usr/sbin/rlpdaemon rlpdaemon -i

警告
リモートシステムがローカルシステムと同じシステムで、 rlpdaemon を inetd(1M) で開始しなかった場
合、ローカルシステム名はファイル /etc/hosts.equiv 内に含まれていなければなりません。

著者
rlpdaemon は、カリフォルニア大学バークレイ校と HP が開発しました。

ファイル
/etc/hosts.equiv

/etc/services

/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

/var/adm/inetd.sec

参照
enable(1), lp(1), lpstat(1), accept(1M), inetd(1M), lpadmin(1M), lpsched(1M), rcancel(1M), rlp(1M), rlpdae-

mon(1M), rlpstat(1M). hosts.equiv(4), inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4)

システム管理者向けマニュアル
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名称
rlpstat − リモートシステムの LP スプーラ要求の状態を表示

構文
/usr/sbin/rlpstat [-d printer ] [-u user ] [ id ... ]

説明
rlpstat は、指定したジョブの状態、あるいは特定プリンター上の特定ユーザーからのすべての要求の状態
をレポートします。 id あるいは printer を、少なくともひとつ指定する必要があります。

lp コマンド (lp(1) を参照) からの各要求について、rlpstat は、要求 ID, ユーザー名、要求の総サイズ、
要求の日付、および要求が送られる場合は、デバイスをレポートします。

このコマンドは、lpstat コマンドに対応してスプールシステムでのみ使用されるもので、直接実行するコマ
ンドではありません (lpstat(1) を参照)。

オプション
rlpstat には、以下のオプションとコマンド行の引き数があります。

-d printer 指定したプリンターの状態をレポートします。

-u user 指定したプリンターに関して、rlpstat コマンドを実行したユーザーのすべての要
求の状態をレポートします (-d オプションを参照)。 -u オプションを繰り返して、
複数のユーザーを指定できます。最大 50 ユーザーまで指定できます。

id 指定した要求 ID (lp で戻される) についての状態をレポートします。すべて同じプ
リンターに対する要求 ID でなければなりません。最大 50 IDまで指定できます。

著者
rlpstat は、カリフォルニア大学バークレー校と HP が開発しました。

ファイル
/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

参照
enable(1), lp(1), lpadmin(1M), lpsched(1M), lpstat(1), rcancel(1M), rlp(1M), rlpdaemon(1M)
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名称
rmsf − 特殊(デバイス) ファイルの削除

構文
/sbin/rmsf [−a −k] [−D directory] [−q −v] special_file ...

/sbin/rmsf [−C class −d driver] [−D directory] −H hw_path [−k] [−q −v]

説明
rmsf コマンドは、/dev ディレクトリから１つまたは複数の特殊ファイルを削除し、H/Wタイプが DEVICE

の、１つまたは複数の関連するデバイス (ioscan(1M) を参照) についての情報も合わせてシステムから削除し
ます。

オプションを指定しない場合、rmsf はコマンド行で指定されている special_file だけを削除します。−k オ
プションを指定すると、rmsf は特殊ファイルを削除せず、システムからデバイスの定義を削除します。−a

オプションを指定すると、rmsf はデバイス定義を削除するとともに、それにマップされるすべての特殊ファ
イルを /dev ディレクトリ (または −D オプションで指定されているディレクトリ) から削除します。デフォ
ルトの動作では、rmsf は、コマンド行で指定されたとおりに special_file だけを削除しますが、−a オプ
ションを指定し、special_file に絶対パスを指定した場合は、special_file が /dev ディレクトリ (または−D

オプションで指定したディレクトリ ) と異なる場所にあっても、special_file が削除されます。special_file

が、H/Wタイプが DEVICE のノードのものでない場合、そのデバイスの定義はシステムから削除されず、
リーフノードの場合は special_file が削除されます。

-H hw_path を指定した場合には、特殊ファイルは以下のように削除されます。

• hw_path が、H/Wタイプが DEVICE のノードのものである場合、そのハードウェアパスのデバイ
スにマッピングしているすべての特殊ファイルとこれらのデバイスのシステム定義が削除されま
す。

• hw_path が、H/Wタイプが DEVICE" でないノードのものである場合、特殊ファイルは以下のよ
うに削除されます。

• リーフノードの場合、そのノードの特殊ファイルのみが削除されます。

• ノードに子がある場合、警告メッセージが表示されて、すべての子デバイスのシステム定義と
その特集ファイルが削除されます。

−C オプションおよび −d オプションは、それぞれ、指定されたデバイスドライバと関連づけられている特殊
ファイルだけ、または指定されたデバイスクラスに属する特殊ファイルだけを削除します。１つのハードウェ
アパスにマッピングされた特殊ファイルのタイプが 2つ以上ある場合には、これらのオプションを使用すると
便利です。

−k オプションを指定すると、していしたハードウェアパスにあるすべてのデバイスの定義をシステムから削
除しますが、特殊ファイルは削除しません。

通常、rmsf は、ドライバ用の特殊ファイルが削除されるごとにメッセージを表示します。−q (quiet) オプ
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ションを指定すると、削除メッセージが表示されなくなります。−v (verbose) オプションを指定すると、削除
メッセージを表示するとともに、削除される特殊ファイルの名前を表示します。

ほとんどのドライバーは、システムから削除できないことに注意してください。

システムから削除されるデバイスにメジャー番号が動的に割り当てられている場合には、その番号は unbind

されて、その後の割り当てに使用できるようになります。

オプション
rmsf に指定できるオプションは、次のとおりです。

−a デバイスの定義とともに、そのデバイスを参照しているすべての特殊ファイルをシス
テムから削除します。このオプションを −k とともに指定することはできません。

−C class 指定するデバイスクラス class に属するデバイスをマッチさせます。デバイスクラス
は lsdev コマンドでリストすることができます (lsdev(1M) を参照)。これらはディ
レクトリ /usr/conf/master.d 内のファイルで定義されます。このオプションを
−d とともに指定することはできません。

−d driver 指定されたデバイスドライバー driver で制御されているデバイスをマッチさせま
す。デバイスファイルは lsdev コマンドでリストすることができます (lsdev(1M)

を参照)。これらはディレクトリ /usr/conf/master.d 内のファイルで定義されま
す。このオプションを −C とともに指定することはできません。

−D directory デフォルトのデバイスインスタレーション ディレクトリ /dev をオーバーライド
し、その代わりに directory から特殊ファイルを削除します。directory は存在してい
るものでなければなりません。存在しないと rmsf はエラーメッセージを表示し、終
了します。警告を参照。

−H hw_path 指定されたハードウェアパス hw−path のデバイスをマッチさせます。ハードウェア
パスは ioscan コマンドでリストすることができます (ioscan(1M) を参照)。ハード
ウェアパスは、デバイスまで達するハードウェア構成要素のアドレスを指定します。
これは一連の数値を、52 (カード)、52.3 (ターゲットアドレス)、52.3.0 (デバイ
ス)などのようにピリオド (.) で区切って構成したものです。ハードウェア構成要素
がバスコンバータの場合には、後続のピリオドがあればそれはスラッシュ (/) に置き
替わり、2, 2/3, 2/3.0, のようになります。

−k システムからデバイスの定義を削除しますが、特殊ファイルは、まったく削除しませ
ん。このオプションを −a とともに指定することはできません。

−q 表示抑止オプション。通常、rmsf はドライバーが削除されるごとにメッセージを表
示します。このオプションを指定するとドライバーメッセージは表示されなくなりま
す。ただし、エラーメッセージは表示されます。

−v 詳細表示オプション。処理の進行を表示する通常のメッセージに加えて、rmsf に
よって削除される特殊ファイルの名称を表示します。−qオプションを参照してくださ
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い。ファイル名は rmsf が削除を実行する時点で表示されます。

戻り値
rmsf は次のいずれかの値に設定されて終了します。

0 正常終了。警告診断を含む。
1 異常終了。エラーが発生しました。

診断
rmsf が表示する診断メッセージの大部分は、そのメッセージ自体から内容が判別可能です。以下に、さらに
詳しく説明した方がよいと思われるメッセージについて説明します。エラーが起きた場合、rmsf は即座に停
止します。警告の場合には、プログラムを続行することができます。

エラー
No such device in the system

システムには、指定されたオプションと一致するデバイスがありません。システム内のデバイスをリ
ストする場合には、ioscan を使用してください (ioscan(1M) を参照)。

special_file is not a special file

このファイルは、IO デバイスに対応していません。

警告
WARNING: The specified hardware path is BUS_NEXUS/INTERFACE type.

This will remove all the devices connected to it.

hw_path で指定したノードの H/W タイプは、BUS_NEXUS/INTERFACE です。このパスにあるす
べてのデバイスは、削除されます。

Cannot remove driver at hw_path

hw_path に位置する、driver によって制御されるデバイスの定義をカーネルから削除することはでき
ません。それは unbind 機能をサポートしていない driver です。

No device associated with special_file

この特殊ファイルは、システム内のデバイスとマッピングしていません。−k オプションを指定してい
なければ、ファイルは削除されます。

例
現在のディレクトリから特殊ファイル mux0 を削除します。

rmsf ./mux0

/dev/lp0 に対応したデバイスのシステム定義、およびそのデバイスを参照するすべての特殊ファイルを削除
します。
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rmsf −a /dev/lp0

ハードウェアパス 52.6.0 に対応するすべてのデバイスのシステム定義を削除します。

rmsf −k −H 52.6.0

警告
大部分のコマンドおよびサブシステムはデバイスファイルが /dev に入っているものとみなしているため、
−D オプションの使用はお勧めできません。

大部分のデバイスドライバーは、デバイスをシステムから削除するために必要な unbind 動作をサポートして
いません。

著者
rmsf は、HP が開発しました。

ファイル
/dev/config

/etc/ioconfig

/usr/conf/master.d/*

参照
rm(1), insf(1M), ioscan(1M), lsdev(1M), lssf(1M), mksf(1M), ioconfig(4), intro(7)
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名称
rmt − リモート磁気テーププロトコルモジュール

構文
/usr/sbin/rmt

説明
rmt は、リモート ダンププログラムおよび復元プログラムが、プロセス間通信 (IPC) 接続を介して、磁気
テープドライブを操作するために使用するプログラムです。 fbackup コマンドおよび frecover コマンド
の実行時にも、 rmt を使用して、リモートバックアップを行います ( fbackup(1M) および frecover(1M) を参
照)。 rmt は、通常、 rexec() 呼び出しまたは rcmd() 呼び出しによって起動されます ( rexec(3N) およ
び rcmd(3N) を参照)。

rmt は、磁気テープの操作に特有の要求を受け入れ、コマンドを実行した後に、応答としてステータスを表示
します。磁気テープをエミュレートする DDS デバイスもサポートされます。応答は、すべて ASCII で、次の
2つの形式のうちのどちらかで示されます。コマンドの実行が正常に終了した場合は、次のように表示されま
す。

Anumber\n

ただし、 number は、 ASCII 形式の 10進数で表したものです。コマンドの実行が正常に終了しなかった場合
は、次のように表示されます。

Eerror-number\nerror-message\n

ただし、 error-number は、 errno(2) で説明されているエラー番号のどれかです。 error-message は、対応す
るエラー文字列で、 perror() 呼び出しからプリントされます ( perror(3C) を参照)。プロトコルは、次のコ
マンドで構成されます。

Odevice\nmode\n 指定した mode で、指定した device をオープンします。 device は、完全パス
名、 mode は、 open() へ渡すのに適した、 ASCII 形式の 10進数で表したも
のです ( open(2) を参照)。デバイスがすでにオープンされている場合には、そ
れをクローズしてから、新たにオープンします。

odevice\nmode\n 指定した mode を使用して、指定した device をオープンします。 device は、
完全パス名、 mode は、 open() に渡すのに適した、 ASCII 形式の 8進数で
表したものです。デバイスがすでにオープンされている場合には、それをク
ローズしてから、新たにオープンします。

Cdevice\n 現在オープンされているデバイスをクローズします。指定した device は、無
視されます。

Lwhence\noffset\n 指定したパラメータを使用して、 lseek() を実行します ( lseek(2) を参照)。
lseek() から返された値が戻り値です。
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Wcount\n オープンされているデバイスにデータを書き込みます。 rmt は、接続から
count バイトを読み取り、 EOF の検出が早すぎた場合には中断します。
write() から返された値が戻り値です ( write(2) を参照)。

Rcount\n オープンされているデバイスから、データの count バイトを読み取ります。
count がデータバッファーのサイズ (10Kバイト) を超えている場合には、デー
タバッファー サイズまで切り捨てられます。 rmt は、さらに要求された
read() を実行し、読み取りが正常に終了した場合には、 Acount-read\n を
表示します。読み取りが正常に終了しなかった場合には、エラーが標準フォー
マットで返されます。読み取りが正常に終了すると、読み取られたデータが送
信されます。

Ioperation\ncount\n 指定したパラメータを使用して、 MTIOCOP ioctl() コマンドを実行しま
す。パラメータは、 ioctl() 呼び出しで使用する構造体の mt_op フィール
ドおよび mt_count フィールドに入るはずの、 ASCII 形式の 10進数として
解釈されます。正常に実行された場合、戻り値は count です。

S MTIOCGET ioctl() 呼び出しから読み取った、オープンされているデバイス
のステータスを返します。正常に実行された場合、 ACK がステータスバッ
ファーのサイズとともに送信され、さらに、ステータスバッファーが (バイナ
リで) 送信されます。

s fstat() 呼び出しから読み取った、オープンされているデバイスのステータ
スを返します。正常に実行された場合、 ACK がステータスバッファーのサイ
ズとともに送信され、さらに、ステータスバッファーが (バイナリで) 送信さ
れます。 f は、 fstat() 呼び出しから読み取った、オープンされているデ
バイスのステータスを返します。正常に実行された場合、 ACK がステータス
バッファーのサイズとともに送信され、さらに、ステータスバッファーが次の
ASCIIフォーマットで送信されます。

machine<空白>value<改行>

stat_struct_member_name<空白>value<改行>

データの終わりは、 ASCII 形式の NULL 文字で示されます。 struct stat

の定義については、 /usr/include/sys/stat.h を参照してください。
バッファーには、struct stat 情報の他に、 uname() 呼び出しから返されたマ
シンタイプを示すエントリーがあります ( uname(2) を参照)。上記のフォー
マットでは、 ‘‘machine’’ がキーワードです。 struct stat の st_spare4

を除く、すべてのフィールドが返されます。

m MTIOCGET ioctl() 呼び出しから読み取った、オープンされているデバイス
のステータスを返します。正常に実行された場合、 ACK がステータスバッ
ファーのサイズとともに送信され、さらに、ステータスバッファーが次の
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ASCIIフォーマットで送信されます。

machine<空白>value<改行>

mtget_struct_member_name<空白>value<改行>

データの終わりは、 ASCII 形式の NULL 文字で示されます。 struct mtget

の定義については、 /usr/include/sys/mtio.h を参照してください。
バッファーには、struct mtget 情報の他に、 uname() 呼び出しから返された
マシンタイプを示すエントリーがあります。上記のフォーマットでは、
‘‘machine’’ がキーワードです。

これ以外のコマンドを実行した場合、 rmt は、終了します。

戻り値
デバイスのステータスは、フィールド mt_gstat に返されます。 /usr/include/sys/mtio.h には、ス
テータスビットの検査用に定義されているマクロが含まれています。

診断
システムの応答は、すべて上記の形式で示されます。

著者
rmt は、カリフォルニア大学バークレー校が開発しました。

参照
ftio(1), fbackup(1M), frecover(1M), dump(1M), restore(1M), rcmd(3N), rexec(3N)

警告
このコマンドをリモートファイルアクセスプロトコルに使用することはお勧めできません。
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名称
roleadm − RBAC データベース内のロール関連の情報を非対話形式で編集

構文
roleadm add role [comments]

roleadm delete role

roleadm modify oldrolename newrolename

roleadm assign user role

roleadm revoke user [role]

roleadm list [user=username] [role=rolename] [sys]

説明
roleadm は、適切な権限を持つユーザーが /etc/rbac/user_role、/etc/rbac/role_auth および
/etc/rbac/roles に格納されているロール情報を修正したり、リストしたりすることを可能にする非対話
形式のコマンドです。

これらの RBAC データベースの詳細については、rbac(5) を参照してください。

RBAC データベースの編集と表示には authadm 、cmdprivadm 、roleadm の３つのコマンドのみを使用
することをお勧めします。RBAC ファイルを直接編集することはしないでください。

オプション
roleadm は、以下のオプションを認識します。

add role [comments]

有効なロールのシステムリストにロールを追加します。/etc/rbac/roles ファイルの末尾にロール
名を追加します。ロールの後にコマンドを入力することもできます。

delete role

有効なロールのシステムリストからロールを削除します。ロールが /etc/rbac/roles に存在する
場合は、そのエントリーが削除されます。指定したロールが存在しない場合は、roleadm はエラー
コードを返します。「戻り値」を参照してください。

modify oldrolename newrolename

ロールの名前を変更します。このオプションは、RBAC データベース (/etc/rbac/user_role、
/etc/rbac/role_auth および /etc/rbac/roles) 内のすべての oldrolename を newrolename

に置換します。

assign user role

ロールをユーザーまたはグループに割り当てます。まず、指定したユーザーが有効であることと、指
定したロールが /etc/rbac/roles ファイル内に存在することが確認されます。この確認ができた
ら、/etc/rbac/user_role ファイル内のユーザーとロールのマッピングに、指定したロールが追
加されます。user 引き数の先頭にアンパサンドを指定すると (&users など)、アンパサンドの後ろに
続く部分がグループ名と見なされます。この場合、\&users のようにアンパサンドをシェルエスケー
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プにするか、 "&users" のように引用符で囲まなければなりません。

管理者は、ロールに DEFAULT キーワードに指定して、ロールのデフォルトセットを指定することも
できます。これを行わなかった場合でも、/etc/rbac/user_role データベース内で明示的にロー
ルが割り当てられていないユーザーには、DEFAULT ロールに割り当てられているロールが与えられま
す。

revoke user [role]

指定されたユーザーからロールを廃止します。ロールを指定しなかった場合は、指定したユーザーの
すべてのロールが廃止されます (/etc/rbac/user_role からそのユーザーのエントリーが削除され
ます)。user 引き数の先頭にアンパサンドを指定すると (&users など)、アンパサンドの後ろに続く部
分がグループ名と見なされます。この場合、\&users のようにアンパサンドをシェルエスケープにす
るか、 "&users" のように引用符で囲まなければなりません。

list [user=username] [role=rolename] [sys]

RBAC データベースの /etc/rbac/user_role および /etc/rbac/roles から取得したユーザー
とロールの情報をリストします。

user= も role= も指定しなかった場合は、ロールが割り当てられているすべてのユーザーがリスト
されます。

user=username を指定した場合は、指定したユーザーのロールのみがリストされます。user 引き数
の先頭にアンパサンドを指定すると (&users など)、アンパサンドの後ろに続く部分がグループ名と見
なされます。この場合、\&users のようにアンパサンドをシェルエスケープにするか、 "&users" の
ように引用符で囲まなければなりません。 role=rolename のみ指定した場合は、指定したロールが
割り当てられているユーザーのみがリストされます。 user=username と role=rolename の両方を
指定した場合は、ユーザーが username でロールが rolename のエントリーが存在すれば、それがリ
ストされます。

指定したユーザーがシステムに存在せず、特殊ユーザー DEFAULT が /etc/rbac/user_role デー
タベース内に存在する場合は、指定したユーザーにリストされるロールは DEFAULT ユーザーのロー
ルになります。/etc/rbac/user_role データベース内に複数の DEFAULT ユーザーがある場合
は、システムでは最後のエントリーが認識されます。

sys を指定すると、ロールデータベース /etc/rbac/roles, 内のすべてのロールがリストされま
す。sys を指定した場合は、roleadm はその他の引き数を一切受け取りません。

権限
roleadm を実行するには、自分が root であるか (実効 uid 0 で実行)、または適切な権限を持っていなければ
なりません。roleadm を個々のオプションで実行するために必要な権限は以下のとおりです。

hpux.security.access.role.add,*

ユーザーが "add" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。
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hpux.security.access.role.delete,*

ユーザーが "delete" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。

hpux.security.access.role.modify,*

ユーザーが "modify" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。

hpux.security.access.role.assign,*

ユーザーが "assign" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。

hpux.security.access.role.revoke,*

ユーザーが "revoke" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。

hpux.security.access.role.list,*

ユーザーが "list" オプションを指定して roleadm を実行することを許可します。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用される言語を指定します。

サポートされる国際的コードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

戻り値
roleadm は、処理の完了時に以下のいずれかの値を返します。

0 成功。
1 失敗。適切なエラーメッセージが stderr に出力されます。

例
次のコマンドは、administrator という行を /etc/rbac/roles ファイルの末尾に追加します。

# roleadm add administrator

次のコマンドは、&adm:administrator という行を /etc/rbac/user_role ファイルの末尾に追加しま
す。

# roleadm assign "&adm" administrator

次のコマンドは accountant という行を /etc/rbac/roles ファイルおよびその他のデータベースから削
除します。

# roleadm delete accountant

次のコマンドは、&adm:administrator という行を /etc/rbac/user_role ファイルから削除します。

# roleadm revoke "&adm" administrator

次のコマンドは、/etc/rbac/roles、/etc/rbac/user_role および /etc/rbac/role_auth 内の
ロール名 webAdmin を webMaster に置換します。
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# roleadm modify webAdmin webMaster

次のコマンドは、John:administrator という行を /etc/rbac/user_role ファイルに追加します。

# roleadm assign John administrator

次のコマンドは、John:administrator という行を /etc/rbac/user_role ファイルから削除します。

# roleadm revoke John administrator

次のコマンドは、ユーザー John のすべてのロールを /etc/rbac/user_role ファイルから削除します。

# roleadm revoke John

次のコマンドは、グループ名 users のすべてのロールを /etc/rbac/user_role ファイルから削除しま
す。

# roleadm revoke "&users"

次のコマンドは、ユーザー Joe のすべてのロールをリストします。

# roleadm list user=Joe

次のコマンドは、ロール sysAdmin を持つすべてのユーザーおよびグループをリストします。
# roleadm list role=sysAdmin

次のコマンドは、ユーザー Joe およびロール名 sysAdmin を持つエントリーをリストします。

# roleadm list user=Joe role=sysAdmin

次のコマンドは、グループ名 vts を持つエントリーをリストします。
# roleadm list user="&vts"

次のコマンドは、/etc/rbac/user_role 内のすべてのエントリーをリストします。
# roleadm list

ファイル
/etc/rbac/roles すべてのロールの有効な定義が格納されたデータベース。
/etc/rbac/auths すべての有効な権限が格納されたデータベース。
/etc/rbac/user_role 各ユーザーに許可されるロールを指定するデータベース。
/etc/rbac/role_auth 各ロールに与えられる権限を定義するデータベース。
/etc/rbac/cmd_priv 指定されたコマンドを実行するための権限、およびコマンド実行の uid と gid

を変更するための特権が格納されたデータベース。

参照
authadm(1M), cmdprivadm(1M), privrun(1M), rbacdbchk(1M), rbac(5)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 361



route(1M) route(1M)

名称
route − 経路指定テーブルの手動での操作

構文
/usr/sbin/route [-f] [-n] [-p pmtu] add [net host] destination [netmask mask] gateway [count]

[source src]

/usr/sbin/route inet6 [-f] [-n] [-p pmtu] add [net host] v6destination [ / prefix] v6gateway

[count] [source v6src]

/usr/sbin/route [-f] [-n] delete [net host] destination [netmask mask] gateway [count] [source

src]

/usr/sbin/route inet6 [-f] [-n] delete [net host] v6destination [ / prefix] v6gateway [count]

[source v6src]

/usr/sbin/route -f [-n]

/usr/sbin/route inet6 -f [-n]

説明
route コマンドは、ネットワーク経路指定テーブルを手動で操作するものです。このコマンドを実行するに
は、適切な特権が必要になります。

サブコマンド
次のサブコマンドがサポートされます。

add ネットワーク経路指定テーブルに、指定のホストやネットワーク経路を追加します。
経路がすでに存在する場合は、メッセージが出力され、変更は行われません。

delete ネットワーク経路指定テーブルから、指定のホストまたはネットワーク経路を削除し
ます。

オプションと引き数
route は次のオプションと引き数を認識します。

inet6 IPv6 経路を指定します。このオプションを使う場合、宛先とゲートウェイは、IPv6

アドレスである必要があります。このオプションを使わない場合、コマンドのデフォ
ルトは IPv4 経路となり、宛先とゲートウェイは、IPv4 アドレスである必要がありま
す。

-f ゲートウェイに対してリモートホストを指定する経路指定テーブルのエントリーを、
すべて削除します。これをいずれかのサブコマンドとともに使用すると、エントリー
を削除してから、サブコマンドを処理します。

-n デフォルトとして出力されるデフォルトネットワークアドレスを除き、ホストとネッ
トワークアドレスを、IPv4 に対してはインターネットドット表記で、IPv6 に対して
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はコロン表記で出力します。

-p pmtu 静的な経路に対するパス最大転送ユニット (MTU) 値を指定します。最低許容値は、
IPv4 の場合は 68 バイト、IPv6 の場合は 1280 バイトです。最大値は、この経路の
発信インタフェースの MTU です。このオプションは、ホスト経路およびネットワー
ク経路の両方の場合に適用されます。

net

または
host destination アドレスのタイプ。この引き数を省略すると、destination に対応するイ

ンターネットアドレスとみなして、特定のホストに対する経路がネットワークへの経
路と区別されます。IPv4 の場合、destination に INADDR_ANY(0) のローカルアド
レス部が指定されている場合には、その経路はネットワークへ至るものとみなされま
す。それ以外の場合には、ホストへの経路として扱われます。IPv6 の場合、destina-

tion が、先頭や末尾の 0 を含めて、128 ビットより小さなアドレスを持っていると、
経路はネットワークであると見なされます。それ以外のときは、ホストへの経路とし
て取り扱われます。例外は、IPv6 の「無指定アドレス (Unspecified Address)」で、
通常、:: で表わされますが、これは、常に、デフォルトネットワーク経路と解釈さ
れます。

destination (inet のみ) パケットの送付先となる宛先ホストシステム。destination は次のいずれ
かになります。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、gethostent(3N) 参照)。
• ネットワーク名 (正式名称またはエイリアス、getnetent(3N) 参照)。
• ドット表記のインターネットアドレス (inet(3N) 参照)。
• ワイルドカードゲートウェイ経路を指定するキーワード default (rout-

ing(7) 参照)。

v6destination (inet6 のみ) パケットを送信する、宛先ホストシステム。v6destination は、以下のい
ずれかです。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、getaddrinfo(3N) を参照)。
• コロン表記の IPv6 アドレス (inet6(3N) を参照)。
• ワイルドカードのゲートウェイ経路を示す、キーワード default。

prefix (inet6 のみ) prefix は、0～128 の整数です。v6destination アドレスの左側の何個の
連続ビットが、プレフィックスを構成するかを指定します。このフォーマットは、
IPv4 の CIDR 表記に似ています。prefix が 0 の場合、デフォルト経路です。prefix

はネットワーク経路を追加するときは省略でき、prefix がデフォルトで 64 になりま
す。IPv6 ネットワーク経路を追加するとき prefix を指定することをお勧めします。
prefix オプションは、ネットワーク経路のときのみ適用できます。
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netmask mask (inet のみ ) destination とビット毎 AND 演算を行なって、パケットが回送される
ネットアドレスを求めるためのマスク。mask の指定には、0x に続く１桁の 16 進
数、ドット表示インターネットアドレス、またはネットワークテーブルにリストされ
た偽ネットワーク名を使うことができます (networks(4) を参照)。mask の長さは 32

ビットフィールドの最左ビット位置から始まる連続した１ビットの数で、destination

に対するデフォルトネットワークマスクより短くすることができます (routing(7) を
参照)。netmask オプションが指定されていない場合、経路に対する mask はロー
カルインタフェースに関連した netmask から得られます (ifconfig(1M) を参照)。
mask のデフォルトは、同一のネットワークアドレスを持ったローカルインタフェー
スの中で最長の netmask となります。同一のネットワークアドレスを持ったローカ
ルインタフェースがない場合、mask のデフォルトは destination のネットワークマ
スクのデフォルト値となります。

gateway (inet のみ) 宛先へ到達するために経由するゲートウェイ。gateway は次のいずれかに
なります。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、gethostent(3N) 参照)。
• ドット表記のインターネットアドレス (inet(3N) 参照)。

v6gateway (inet6 のみ) 宛先に到達するためのゲートウェイ。v6gateway は、以下のいずれかで
す。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、getaddrinfo(3N) を参照)。
• コロン表記の IPv6 アドレス (inet6(3N) を参照)。

count ゲートウェイがリモートホストであるか、それともローカルホストであるかを示す整
数。経路がリモートゲートウェイを経由して宛先へ到達する場合、count を 0 より大
きい値にすることが必要です。経路が destination に至り、ゲートウェイがローカル
ホストの場合には、count を 0 にすることが必要です。count のデフォルトはゼロで
す。count を負の数にした場合、結果は、予測不可能です。

source src (inet のみ) 指定されるソースアドレス。このオプションを使うことで、トラフィック
をシステムのデフォルトではなく、選択されたインタフェースへ向かわせるようにす
ることができます。また、Strong ES Model が 1 になっていれば、このオプション
によって、通常はブロックされているインタフェースから出力させることもできま
す。ただし、ゲートウェイとソースは同じサブネット内に存在しなければなりませ
ん。

src の値は、次のいずれかです。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、gethostent(3N) を参照)。
• ドット表記の IP アドレス (inet(3N) を参照)。
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source v6src (inet6 のみ) 指定されたソースアドレス。このオプションを使うことで、トラフィッ
クをシステムのデフォルトではなく、選択されたインタフェースへ向かわせるように
することができます。ただし、ゲートウェイとソースは同じサブネット内に存在しな
ければなりません。

v6src の値は、次のいずれかです。

• ホスト名 (正式名称またはエイリアス、getaddrinfo(3N) を参照)。
• コロン表記の IPv6 アドレス (inet6(3N) を参照)。

動作
destination または gateway で指定された記号名は、すべて、最初にホスト名として検索されます。IPv4 の
場合は gethostbyname() を、IPv6 の場合は getaddrinfo() を使用します。ホスト名が見つからなかっ
た場合には、IPv4 の場合は、getnetbyname() を使用して destination がネットワーク名として検索されま
す。destination および gateway は、ドット表記にすることができます (inet(3N) 参照)。v6destination と
v6gateway は、コロン表記が可能です (inet6(3N) 参照)。

-n オプションを指定しなかった場合には、デフォルトのネットワークアドレス (default として出力され
る) および未知の名称をもつアドレスを除き、すべてのホストアドレスおよびネットワークアドレスが、それ
ぞれ gethostbyaddr() および getnetbyaddr() から返された名称に基づいて、文字として表示されま
す。未知の名称をもつアドレスは、インターネットドット表記を使用して出力されます (inet(3N) 参照)。

-n オプションを指定した場合には、default として出力されるデフォルトのネットワークアドレスを除
く、あらゆるホストアドレスおよびネットワークアドレスがインターネットドット表記で出力されます。

-f オプションを指定した場合、route は、ゲートウェイとしてリモートホストを指定したすべての経路指
定テーブルエントリーを削除します。上記のサブコマンドのいずれかと併用した場合、該当するエントリーを
削除してから、サブコマンドが処理されます。

Path MTU Discovery とは、中間ルーターでデータグラムがフラグメント化を伴わずに、インターネットパス
で転送できる IP データグラムの最大値を判断するための技術のことです。基本的に、この技術に基づくソー
スホストではまず、発信インタフェースの最大サイズに収まるデータグラムを送ります。IP データグラムの
ヘッダーには Don’t Fragment (DF) ビットが設定されます。Path MTU Discovery をサポートする中間ルー
ターが受け取ったデータグラムが大きすぎて、１回では next-hop ルーターに転送できず、DF ビットがセッ
トされると、ルーターはデータグラムを破棄し、 "fragmentation needed and DF set" (フラグメント化が必要
で、DF がセットされた) という旨のコードとともに、ICMP Destination Unreachable メッセージを送りま
す。ICMP メッセージには、next-hop ルーターの MTU も記述されます。ソースホストが ICMP メッセージ
を受け取ると、ICMP メッセージ中の MTU に対する経路のパス MTU が少なくなります。この技術により、
当該のパス用に対するソースホストのホスト経路には該当する MTU を含まれるようになります。

-p pmtu オプションは、ユーザーがネットワーク環境について十分な知識があり、ホスト経路またはネット
ワーク経路に正しい pmtu を入力できる場合でも利用できます。IP は、ローカルホストの経路に指定された
pmtu にデータグラムをフラグメント化してから、これをリモートに転送します。route に指定された pmtu

が正しければ、パス上のルーターごとにフラグメント化することはありません。
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ping を使用して、リモートホストまでの経路に関する pmtu 情報を検索することができます。経路指定テー
ブルの pmtu 情報は netstat -r コマンドによって表示できます (netstat(1) 参照)。

ループバックインタフェース (lo0) は、システムが TCP/IP ソフトウェアと共にブートされるときに、自動
的に構成されます。IPv4 の場合、ループバックインタフェースのデフォルトの IP アドレスおよび netmask

は、それぞれ 127.0.0.1 と 255.0.0.0 です。IPv6 の場合、ループバックインタフェースのデフォルトの IP ア
ドレスとプレフィックスは、それぞれ ::1 と 128 です。

lo0 を構成するとき、IPv4 の 127.0.0.0 ループバック経路と IPv6 の ::1 ループバック経路は、自動的に設定
されます。したがって、すべての 127.*.*.* アドレスと ::1 へ送信されるパケットは、ローカルホストでループ
バックします。どの 127.*.*.*、または ::1 ループバック経路も、追加または削除ができません。

IPv6 の動作
キーワード inet6 は、IPv6 経路の追加、または削除に必要です。

例

直接 IPv6 ホスト経路の追加
route inet6 add 2345::1 4444::3

間接 IPv6 (サブ) ネットワーク経路の追加
route inet6 add net 2222::/64 4567::8 1

間接 IPv6 (サブ) ネットワーク経路の削除
route inet6 delete net 2222::/64 4567::8 1

出力
add destination: gateway gateway

指定した経路をテーブルに追加します。

delete destination: gateway gateway

指定した経路をテーブルから削除します。

フラグ
route コマンドの count と destination の各タイプフィールドの値により、netstat -r ディスプレイでの
G と H フラグの有無と、経路タイプを決定します (下表参照)。
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カウント 宛先タイプ フラグ 経路タイプ

=0 network U ローカルホストからネットワークまでの経路
>0 network UG リモートホストゲートウェイを介したネットワークまでの経路
=0 host UH ローカルホストからリモートホストまでの経路
>0 host UGH リモートホストゲートウェイを介したリモートホストまでの経路
=0 default U ローカルホストからのワイルドカード経路
>0 default UG リモートホストゲートウェイを介したワイルドカード経路

診断
次のエラー診断が表示されます。

add a route that already exists

指定したエントリーは、すでに経路指定テーブルに存在します。

delete a route that does not exist

指定された経路が経路指定テーブルにはありませんでした。

cannot update loopback route

宛先が 127.*.*.* ループバックの経路は追加することも、削除することもできません。

警告
仮想回線接続または双方向データグラム転送の場合には、ローカルホスト、宛先ホスト、およびすべての中間
ホストで、相互に route コマンドを実行することが必要です。

HP-UX の route は、現在のところ、change サブコマンドをサポートしていません。

著者
route は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/networks

/etc/hosts

参照
netstat(1), ifconfig(1M), ndd(1M), ping(1M), getsockopt(2), recv(2), send(2), getaddrinfo(3N), gethos-

tent(3N), getnetent(3N), inet(3N), inet6(3N), routing(7)
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名称
rpc.nisd, rpc.nisd_resolv, nisd, nisd_resolv − NIS+ サービスデーモン

構文
/usr/sbin/rpc.nisd [ −ACDFhlv ] [ −Y [ −B [ −t netid ]]] [ −d dictionary ] [ −L load ]

[ −S level ] [ −z number ]

rpc.nisd_resolv

説明
rpc.nisd デーモンは、NIS+ サービスを実現する RPC サービスです。NIS+ ネーム空間の一部をサービス
するマシンではすべて、このデーモンを実行している必要があります。

rpc.nisd は通常、システム起動スクリプトによって起動されます。

rpc.nisd_resolv は、 rpc.nisd を −B オプション付きで呼び出した場合に起動される補助プロセスで
す。 rpc.nisd_resolv は単独で起動してはならない点に注意してください。

オプション
−A 認証詳細モード。デーモンは認証関連のすべてのアクティビティを優先順位 LOG_INFO で sys-

logd(1M) にログします。

−B NIS ホスト要求に対する ypserv 互換の DNS フォワード機能を提供します。DNS 解決プロセス
rpc.nisd_resolv は、 rpc.nisd によって起動され制御されます。このオプションを使用する
場合、 DNS ネームサーバーとの通信のため /etc/resolv.conf ファイルがセットアップされて
いる必要があります。DNS ネームサーバーとの通信は、 nslookup ユーティリティを使って検証
することができます。 resolver(4) および nslookup(1) を参照してください。

−C /dev/console に診断チャネルを開きます。

−D デバッグモード (fork しません)。

−F サーバーの起動時に、データベースのチェックポイントを義務づけます。サーバーのディスクス
ペースが不足しているとき、強制的なチェックポイントが必要になる場合があります。このオプ
ションは、すべてのレプリカに伝搬されたアップデートをトランザクションログから削除します。

−L number

NIS+ サービスがサーバーに置くことのできる ‘‘load’’ を指定します。この load は、サーバーが生
成できる子プロセスの 個数で指定します。コールバック関数が正しく動作するためには、この 個
数が、最低 1 でなければなりません。デフォルト値は 128 です。

−S level サービスの認証セキュリティレベルを設定します。引き数は 0 ～ 2 の範囲の数です。デフォルトで
は、このデーモンはセキュリティレベル 2 で実行されます。

0 セキュリティレベル 0 は、NIS+ ネーム空間のテストおよび初期セットアップのために使用
します。レベル 0 で実行した場合、デーモンは何のアクセス制御も実行しません。どのクラ
イアントでも、アップデートおよび削除を含めて、すべての操作が認められます。
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1 セキュリティレベル 1 では、デーモンは AUTH_SYS および AUTH_DES 資格を受け入れてク
ライアントを認証し、NIS+ 操作の実行を認可します。 AUTH_SYS 資格は偽造が簡単なの
で、これは安全な動作モードではありません。身元不明のユーザーが潜在的にアクセスする可
能性のあるネットワークでは、使用すべきではありません。

2 セキュリティレベル 2 では、デーモンは認証および認可のため AUTH_DES 資格しか受け入れ
ません。これは現在 NIS+ サービスで提供される最高レベルのセキュリティです。 −S オプ
ションを使用しない場合、これがデフォルトのセキュリティレベルです。

−Y サーバーを NIS(YP)互換モードにします。 NIS+ サーバーはこのモードで動作するときに、NIS

バージョン 2 プロトコルを使ってバージョン 2 要求に応答します。YP プロトコルは認証されない
ので、誰でも読み取りアクセスを持つ項目 (非認証要求) だけが、V2 プロトコルを通じて読み取れ
ます。このモードでは、標準的なバージョン 2 マップだけがサポートされます (ypfiles(4) の −B

オプションおよび注意を参照してください)。

−d dictionary

NIS+ データベースの代替ディクショナリを指定します。このオプションの主な使用目的は、テス
トです。文字列はインタプリトされず、 db_initialize 関数に渡されるだけです。 nis_db(3N)

を参照してください。

−h オプションのリストを出力します。

−t netid rpc.nisd と rpc.nisd_resolv の間の通信用のトランスポートとして、 netid を使用します。
デフォルトのトランスポートは tcp です。

−v 詳細モード。このオプションを使用した場合、このデーモンは優先順位 LOG_INFO で syslog デー
モン (syslogd(1M) を参照) に対し実行している内容のナレーションを送信します。このオプション
は、サービスに関する問題をデバッグする場合に最も役立ちます (−A オプションも参照)。

−z number

コネクション型トランスポートで使用できる RPC レコードの最大サイズを指定します。デフォル
トでは、9000バイトです。デフォルト値より小さいサイズが指定された場合は、デフォルト値が最
大レコードサイズとなります。指定可能な最大値は MAXINT です。このオプションは、9000バイ
トを越えるクライアント要求を受信することがある環境で使用します。 RPC レコードの最大サイ
ズは、RPC 要求データのサイズより多少大きく設定し、ドメイン内のすべてのサーバーで同一の値
に設定してください。リソースを無駄にしないために、要求データの最大サイズより極端に大きい
値を設定することは避けてください。

例
以下の例では、NIS+ サービスをセットアップします。

rpc.nisd

以下の例では、DNS フォワード機能付きの YP をエミュレートする NIS+ サービスをセットアップします。

rpc.nisd −YB
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多言語化対応
環境変数

NETPATH NIS+ サービスが使用するトランスポートは、この環境変数の設定により限定することができ
ます (netconfig(4) を参照)。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

ファイル
/var/nis/parent.object

このファイルは、ルートサーバーより上位のネーム空間を記述する XDR エンコー
ドされた +NIS オブジェクトを含みます。この親のネーム空間は、他の NIS+

ネーム空間、あるいはドメインネームサービスによりサービスされるネーム空間な
ど、外部のネーム空間でもかまいません。このファイルは、ネーム空間のルートを
サービスするサーバーだけに存在します。

/var/nis/root.object このファイルは、ネーム空間のルートを記述する XDR エンコードされた NIS+ オ
ブジェクトを含みます。このファイルは、ネーム空間のルートをサービスするサー
バーだけに存在します。

/etc/rc.config.d/namesvrs

NIS+ の初期化スクリプト。

著者
rpc.nisd および rpc.nisd_resolv は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
nslookup(1), nis_cachemgr(1M), nisinit(1M), nissetup(1M), syslogd(1M), nis_db(3N), netconfig(4), nis-

files(4), resolver(4), ypfiles(4).
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名称
rpc.nispasswdd, nispasswdd − NIS+ パスワード更新デーモン

構文
/usr/sbin/rpc.nispasswdd [ −a attempts ] [ −c minutes ] [ −D ] [ −g ] [ −v ]

説明
rpc.nispasswdd デーモンは、 ONC+ RPC nispasswd(1) および yppasswd(1) からのパスワード更新要求
を処理するサービスです。 NIS+ passwd テーブル内のパスワードエントリーを更新します。

rpc.nispasswdd は通常、NIS+ サーバー ( rpc.nisd(1M)) が起動した後、システム起動スクリプトから起動
されます。 rpc.nispasswdd は、1つ以上の NIS+ ディレクトリに対するマスタサーバーであるマシンで自
分が実行中かどうかを判定します。ホストがマスタサーバーでないことを発見すると、即時に終了します。さ
らに、 rpc.nisd(1M) が NIS(YP) 互換モード ( −Y オプション) で実行中かどうかも判定し、NIS(YP) クライ
アントに対し yppasswdd として登録します。

rpc.nispasswdd は失敗したパスワード試行をすべて syslog に送信し、管理者がパスワード破りを試みて
いる人がいないかどうかチェックできるようにします。

rpc.nispasswdd はスーパーユーザーが実行しなければなりません。

オプション
−a attempts パスワード更新要求セッション中に、呼び出し側を認証するため許される最大試行回数を設定

します。失敗した試行は syslogd(1M) によって処理され、要求はデーモンによってキャッ
シュされます。許される最大試行回数を超えると、デーモンはクライアントへの接続を切断し
ます。デフォルト値は 3 です。

−c minutes 失敗したパスワード更新要求をデーモンによってキャッシュする時間 (分) を設定します。こ
れは、同じユーザーに関するパスワード更新要求をデーモンが引き続き受信し、呼び出し側の
認証が失敗し、デーモンが応答しなくなるまでの時間です。デフォルト値は 30 分です。

−D デバッグ。デバッギングモードで実行します。

−g DES 資格を生成します。デフォルトでは、DES 資格を持たないユーザーに対しては資格は生
成されません。このオプションを指定することにより、ユーザーが資格を持たなくても、その
ユーザー用の資格が生成され NIS+ cred テーブルに格納されます。

−v 詳細モード。このオプションを使用した場合、このデーモンは syslog デーモンに対し実行し
ている内容のナレーションを送信します。このオプションは問題をデバッグする場合に役立ち
ます。

戻り値
0 正常終了。

1 異常終了。
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警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

ファイル
/etc/rc.config.d/namesvrs NIS+ の初期化スクリプト。

参照
nispasswd(1), passwd(1), yppasswd(1), rpc.nisd(1M), syslogd(1M), nsswitch.conf(4).
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名称
rpcbind − 汎用アドレスと RPC プログラム番号のマッピング

構文
rpcbind [-d] [-w]

説明
rpcbind は、RPC プログラム番号を汎用アドレスに変換するサーバーです。ホスト上のサーバーに対して
RPC コールを実行するには、ホスト上でこのプログラムが起動されている必要があります。

RPC サービスが起動されると、そのサービスは問われているアドレスを rpcbind に通知します。また、
サービス可能な RPC プログラム番号も通知します。クライアントによる特定のプログラム番号への RPC

コールが要求されると、まずサーバーマシン上の rpcbind とコンタクトを取り、RPC 要求を送信すべきア
ドレスが決まります。

rpcbind は、他のどの RPC サービスよりも前に起動する必要があります。通常、標準的な RPC サーバーは
ポートモニタによって起動されるので、rpcbind はポートモニタが起動する前に起動しておく必要がありま
す。

rpcbind が起動すると、名前からアドレスへの変換が正常に機能するかをチェックします。このチェックが
失敗すると、ネットワーク構成データベースが壊れている可能性があります。この状況では RPC サービスは
正しく機能しません。rpcbind はこの状況を報告し終了します。

rpcbind は、スーパーユーザーだけが起動できます。

オプション
rpcbind には、以下のオプションがあります。

−d デバッグモードでの実行。このモードでは、rpcbind は起動するとき fork せず、動作中
に詳しい情報を出力し、ある種のエラーが発生するとアボートします。このオプションで
は、名前からアドレスへの変換に関する一貫性チェックを詳しく確認することができま
す。

−w ウォームスタート。rpcbind はアボートするか、SIGINT または SIGTERM で終了した
場合、現在登録されているサービスのリストを /tmp/portmap.file および
/tmp/rpcbind.file に書き込みます。rpcbind を −w オプション付きで起動した場
合、このリストが調べられ、そのリストの登録内容を使って起動されます。この方法によ
り、すべての RPC サービスを再起動する必要なく、rpcbind の動作を再開することがで
きます。

警告
rpcbind を SIGKILL で終了すると、ウォームスタートファイルへの書き込みが行われません。

RPC サーバーはいずれも、次の状況が発生した場合には再起動が必要です。rpcbind がクラッシュ (または
SIGKILL で終了) し、ウォームスタート ファイルへの書き込みができなかった場合。rpcbind を通常の終
了後、−w オプションなしで起動した場合。または、rpcbind がウォームスタートファイルを見つけられな
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かった場合。

著者
rpcbind は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
/tmp/portmap.file

/tmp/rpcbind.file

参照
rpcinfo(1M), rpcbind(3N)
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名称
rpcinfo − RPC 情報のレポート

構文
rpcinfo [ −m ] [ −s ] [ host ]

rpcinfo −p [ host ]

rpcinfo −T transport host prognum [ versnum ]

rpcinfo −l [ −T transport ] host prognum [ versnum ]

rpcinfo [ −n portnum ] −u host prognum [ versnum ]

rpcinfo [ −n portnum ] −t host prognum [ versnum ]

rpcinfo −a serv_address −T transport prognum [ versnum ]

rpcinfo −b [ −T transport ] prognum versnum

rpcinfo −d [ −T transport ] prognum versnum

説明
rpcinfo は、RPC サーバーに対して RPC 呼び出しを行い、検出結果をレポートします。

最初の構文では、 rpcinfo は、 rpcbind によって host 上に登録されているすべての RPC サービスをリ
ストします。 host を指定しないと、ローカルホストがデフォルトになります。 −s を使用すると、情報は簡
潔なフォーマットで表示されます。

2 番目の構文では、 rpcinfo は、 rpcbind バージョン 2 によって登録されているすべての RPC サービス
をリストします。最初の構文と 2 番目の構文で情報のフォーマットが異なることにも注意してください。この
理由は、2 番目の構文は表示される情報を収集するために使用される古いプロトコル ( rpcbind プロトコル
のバージョン 2) であるためです。

3 番目の構文は、指定した host 上で prognum および versnum のプロシージャ 0 への RPC 呼び出しを行
い、応答を受信したかどうかを報告します。 transport は、指定したサービスに接続するために使用される転
送です。サーバーのリモートアドレスは、リモートの rpcbind への呼び出しを行うことによって取得されま
す。

prognum 引き数は、RPC プログラム番号を表す数値です ( rpc(4) を参照)。

versnum を指定すると、 rpcinfo は、指定した prognum の該当するバージョンを呼び出そうとします。指
定しないと、 rpcinfo は、バージョン 0 を呼び出すことによって、指定された prognum の登録されている
すべてのバージョン番号を見つけ出そうとしますが、これは存在しないものと推定されます。存在する場合に
は、 rpcinfo は、代わりに非常に大きなバージョン番号を呼び出すことによって、この情報を入手しようと
し、それぞれの登録済みのバージョンを呼び出そうとします。 −b および −d オプションにはバージョン番号
が必要であることに注意してください。

rpcinfo を使用する他の方法については、例の項で説明します。
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オプション
−T transport 要求されるサービスのための転送を指定します。このオプションを指定しないと、 rpcinfo

は、 NETPATH 環境変数に指定されている転送を使用するか、または、この環境変数が設定
されていない、つまり、ヌルの場合には、 netconfig(4) データベース内の転送が使用されま
す。これは一般的なオプションであり、 構文に示したように、他のオプションと組み合わせ
て使用することができます。

−a serv_address

serv_address を transport 上のサービスの (汎用 ) アドレスとして使用して、指定した
prognum のプロシージャ 0 に対して ping を実行し、応答が受信されたかどうかを報告しま
す。 −T オプションは、 −a オプションによって要求されます。

versnum を指定しないと、 rpcinfo は、そのプログラム番号の使用可能なすべてのバー
ジョン番号に対して ping を実行しようとします。このオプションを使用すると、サービスの
アドレスを検索するためにリモートの rpcbind を呼び出さないようにすることができま
す。 serv_address は、指定した転送の汎用アドレスのフォーマットで指定します。

−b 指定した prognum および versnum のプロシージャ 0 にブロードキャストを行って、応答
したすべてのホストを報告します。 transport を指定すると、指定した転送上の要求だけをブ
ロードキャストします。転送によってブロードキャストがサポートされていない場合には、エ
ラーメッセージがプリントされます。ブロードキャストの使用は、他のシステム上へ悪い影響
を及ぼす可能性があるので、制限しなければなりません。

−d 指定した prognum および versnum の RPC サービスの登録を削除します。 transport を指
定すると、その転送に関するサービスだけが登録抹消され、指定しないと、登録されているす
べての転送に関するサービスが登録抹消されます。すべてのサービスを削除できるスーパー
ユーザーを除いて、登録を削除できるのはサービスの所有者だけです。

−l 指定した host 上の所定の prognum および versnum を持つエントリーのリストを表示しま
す。リモートの rpcbind に接続するために使用されるのと同じプロトコルファミリー内の
すべての転送についてのエントリーが戻されます。

−m 指定した host 上の rpcbind 操作の統計情報の表が表示されます。表には、 rpcbind の各
バージョン (バージョン 2、3、および 4) の統計情報が表示され、それぞれのプロシージャが
要求され処理に成功した回数、実行されたリモート呼び出しの数と種類、および処理された
RPC アドレス検索に関する情報が提供されます。これは、 host 上の RPC の動作をモニタす
るのに便利です。

−n portnum rpcbind によって与えられるポート番号の代わりに −t および −u オプションのポート番
号として portnum を使用します。このオプションを使用すると、サービスのアドレスを検索
するためにリモートの rpcbind を呼び出さないようにすることができます。このオプショ
ンは、 −a オプションによって旧式のものになりました。
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−p rpcbind プロトコルのバージョン 2 を使用して host の rpcbind について調べて、登録さ
れているすべての RPC プログラムのリストを表示します。 host を指定しないと、デフォル
トとしてローカルホストを使用します。 rpcbind プロトコルのバージョン 2 は、以前は
ポートマッパープロトコルとして知られていました。

−s host ホスト上に登録されているすべての RPC プログラムの簡略なリストを表示します。
host を指定しないと、デフォルトとしてローカルホストを使用します。

−t TCP を使用して、指定した host 上の prognum のプロシージャ 0 への RPC 呼び出しを行
い、応答が受信されたかどうかを報告します。このオプションは、3 番目の構文で記述したよ
うに、 −T オプションによって旧式のものになりました。

−u UDP を使用して、指定した host 上の prognum のプロシージャ 0 への RPC 呼び出しを行
い、応答が受信されたかどうかを報告します。このオプションは、3 番目の構文で記述したよ
うに、 −T オプションによって旧式のものになりました。

例
ローカルマシンに登録されている RPC サービスをすべて表示します。

example% rpcinfo

klaxon という名前のマシン上で rpcbind によって登録されているすべての RPC サービスを表示するに
は、次のように使用します。

example% rpcinfo klaxon

プログラム番号 prognum およびバージョン versnum を持つ RPC サービスが転送 TCP 用に klaxon という
名前のマシン上に登録されているかどうかを表示するには、次のように使用します。

example% rpcinfo −T tcp klaxon prognum versnum

ローカルマシン上に rpcbind プロトコルのバージョン 2 で登録されているすべての RPC サービスを表示す
るには、次のように使用します。

example% rpcinfo −p

すべての転送用の walld (プログラム番号 100008) サービスのバージョン 1 の登録を削除するには、次の
ように使用します。

example# rpcinfo −d 100008 1

あるいは

example# rpcinfo −d walld 1

著者
rpcinfo は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。
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参照
rpcbind(1M), rpc(3N), netconfig(4), rpc(4)
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名称
rquotad − リモート割当てサーバー

構文
/usr/sbin/rpc.rquotad

説明
rquotad は、 NFS を使用して、リモートマシンによって現在マウントされているローカルファイルシステム
のユーザーについて、割当てを返す RPC サーバーです ( rpc(3N) を参照)。その結果は、リモートファイルシ
ステムのユーザー割当てを表示するために quota が使用します ( quota(1) を参照)。 rquotad は、通常、
inetd によって呼び出されます ( inetd(1M) を参照)。

著者
ディスク割当ては、カリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc.、および HP が開発しまし
た。

ファイル
directory/quotas ファイルシステムに関する割当て統計静的記憶領域。ただし directory はそのファ

イルシステムのルートです。

参照
inetd(1M), rpc(3N), services(4), quota(5), nfs(7)
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名称
rstatd − カーネル統計値サーバー

構文
/usr/lib/netsvc/rstat/rpc.rstatd [-l log_file] [-e -n]

説明
rstatd は、カーネルから取得したパフォーマンス統計値を返す RPC サーバーです。この情報は、 rup

ユーティリティによってプリントされます ( rup(1) を参照)。

inetd は、 /etc/inetd.conf を介して rstatd を起動します ( inetd(1M) を参照)。

オプション
rstatd に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file エラーが発生した場合、そのエラーを指定されたログファイル log_file にログしま
す。 -l オプションを指定しない場合、エラーはログされません。

ファイルにログされる情報は、エラーが発生した日時、そのエラーを生成したホスト
名、プロセス ID 、ファンクション名、およびエラーメッセージです。ログファイル
には、各エラーをユニークなものとして識別できるだけの情報が含まれているので、
いくつもの異なるサービスで 1つのログファイルを共有できることに注意してくださ
い。

-e 各 RPC 要求を処理した後に終了します。 -e オプションを使用すると、 inetd 機
密保護ファイル /var/adm/inetd.sec で RPC サービスへのアクセスを制御する
ことができます。

-n 次の場合に限り、終了します。

• portmap の消滅 ( portmap(1M) を参照)、

• 別の rpc.rstatd が portmap に登録されたか、または

• rpc.rstatd が portmap から登録解除された場合

-n オプションは、 RPC 要求のたびに新しいプロセスが起動されることがないの
で、それだけ効率的です。このオプションがデフォルトであることに注意してくださ
い。

著者
rstatd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
rup(1), inetd(1M), portmap(1M), inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4)
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名称
rtradvd − IPv6 用 Router Advertisement デーモン

構文
rtradvd [−C] [−c configfile] [−d debuglevel] [−i] [−p pidfile] [debugfile]

説明
rtradvd は、RFC 2461 ("Neighbor Discovery for IP Version 6") で規定されたルーター機能を実装した、
IPv6 用の Router Advertisement デーモンです。このデーモンは、ルーター要請を受信し、要求に応じて、あ
るいは "Neighbor Discovery for IP Version 6" に説明されているように、定期的に advertisement メッセージ
を送信します。これらの advertisement メッセージを受信したホストでは、そのメッセージによって、アドレ
スやその他のパラメータを手動操作無しに自動的に構成することができます。また、これらの advertisement

メッセージに基づいて、デフォルトのルーターを選択することができます。

Router Advertisement は、 rtradvd.conf (4) で説明されているように、インタフェースごとに構成されます。
各インタフェースの "PRIVATE" フラグ ifconfig(1M) で説明されているように、特定のインタフェースで
Router Advertisement パケットの送信を有効にするためには、各インタフェースの "PRIVATE" フラグ
(IFF_PRIVATE) をクリアしておく必要があります。デーモンは、"PRIVATE" フラグが設定されているインタ
フェースでは受信を行いません。

rtradvd では、４つの新しい Mobile IPv6 ICMPv6 メッセージタイプも実装されています。動的 Home

Agent Discovery 機構で使用される２つのタイプと、モバイル構成機構で使用される２つのタイプです。これ
らの４つの ICMPv6 メッセージは、構成済みのインタフェースのいずれかで "Home Agent Flag"

(rtradvd.conf (4) を参照 ) が設定されていて、デーモンの起動時に Mobile IPv6 カーネルモジュール
(mip6mod(7)を参照) を検出した場合に有効になります。また、 mip6admin(1M) ユーティリティでもこの構
成を設定できます。この場合、 rtradvd は、 mip6mod に対して、 "Router Address Flag" が on に設定
された prefix 構成のリストを送信します。 "Router Address Flag" フラグが on であれば、そのノードが、指
定された prefix に一致するリンク上で Home Agent として動作することを意味します。 (rtradvd.conf (4)を
参照)

オプション
−C 構成ファイルの構文エラーと一貫性を解析します。構文エラーや一貫していないデー

タが検出されると、 stderr に出力されます。エラーが見つかると、 rtradvd は
戻り値１で終了し、見つからなければ、戻り値０で終了します。 -c 以外のコマン
ド行オプションは無視されます。

−c configfile /etc/rtradvd.conf 以外の構成ファイルを使用する場合に指定します。

−d debuglevel デバッグ情報を出力します。 debugfile が指定されていない場合は、デーモンはフォ
アグラウンドモードで実行されます。 d の後の数字は、1～10 の数字で、数字が大
きいほどより詳細なデバッグメッセージが出力されます。
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−i リンク上の他のルーターから受信した Router Advertisement メッセージで検出され
た一貫性エラーの情報を syslog(3C) に記録しないようにします。

−p pidfile /var/run/rtradvd.pid 以外のファイルに PID を保存する場合に指定します。

debugfile デバッグ情報を記録するファイルを指定します。コマンド行でデバッグファイルを指
定した場合、 rtradvd プロセスの制御は端末から切り離され、バックグラウンド
モードで実行されます。指定されなかった場合、デバッグ情報は stderr に出力さ
れ、 rtradvd はフォアグラウンドモードで実行されます。

rtradvd デーモンは、構成ファイルに特定の Mobile IPv6 キーワード (rtradvd.conf (4)参照) が含まれてい
ると、Router Advertisement メッセージに Mobile IPv6 オプションを含めます。

The rtradvd デーモンは、システムのブート時に起動することができます。 /etc/rc.config.d/net-

conf-ipv6 ファイルの rtradvd エントリーを参照してください。

次のシグナルが、 kill(1) コマンドでデーモンプロセスに送出された場合、特別な意味を持ちます。

SIGHUP rtradvd は、構成ファイルを読み込み、データベースをリロードします。構成ファイ
ルに構文エラーや一貫性エラーが検出された場合には、デーモンは以前のデータベース
を使用し続けます。エラーが検出されたかどうかは syslog ファイルを確認してくだ
さい。

SIGTERM rtradvd デーモンが終了します。この場合、終了する前に、 rtradvd デーモンは、
すべての受信インタフェースに Router Lifetime が 0 の Router Advertisement メッ
セージを送信します。この処理に 10秒程度掛かることがあります。

診断
rtradvd で検出された、構成ファイルのエラーや通常の処理エラーは syslog(3C) を介して記録されます。

注記
次の ICMPv6 タイプが Mobile IPv6 に割り当てられています。

Home Agent Address Discovery Request: ICMPv6 type 144

Home Agent Address Discovery Reply: ICMPv6 type 145

Mobile Prefix Solicitation: ICMPv6 type 146

Mobile Prefix Advertisement: ICMPv6 type 147

Virtual IPv6 Anycast アドレスの構成については、『Mobile IPv6 Administrator’s Guide』を参照し
てください。

著者
rtradvd は、HP で開発されました。

ファイル
/etc/rtradvd.conf デフォルトの構成ファイル
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/var/run/rtradvd.pid 実行中の rtradvd のプロセス ID を保存

/etc/rc.config.d/netconf-ipv6 システムの初期化時に rtradvd を有効にする

参照
kill(1), ifconfig(1M), mip6admin(1M), syslog(3C), rtradvd.conf(4), mip6mod(7), ndp(7P)

1. T. Narten, E. Nordmark, W. Simpson, 『 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)』 ,

RFC2461, December 1998.

2. S. Thompson, T. Narten, 『IPv6 Stateless Address Autoconfiguration』, RFC2462, December

1998.

3. D. Johnson, C. Perkins, 『Mobility Support in IPv6』, IETF ドキュメント
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名称
runacct − デイリーアカウンティングの実行

構文
/usr/sbin/acct/runacct [ mmdd [ state ] ]

説明
runacct は、デイリーアカウンティングを行うメイン シェルプロシージャです。通常このプロシージャは、
cron(1M) が開始します。 runacct は、接続アカウントファイル、料金アカウントファイル、ディスク アカウ
ントファイル、およびプロセス アカウントファイルを処理します。それに prdaily または、請求書用の要約
ファイルも作ります。

runacct は、エラー発生時に使用中のアカウントファイルや要約ファイルに損傷を与えません。また、診断
メッセージを active に書き込み、処理の進行を記録しています。エラーを検出すると、メッセージを
/dev/console に書き込み、メール (mail(1)、 mailx(1)、または elm(1) を参照) が root および adm に
送られ、 runacct を終了します。何回も呼び出されるのを防止するために、 runacct は、一連のロックファイ
ルを使用します。すなわち、同時に呼び出さないようにファイル lock と lock1 を使用し、1日に 2回以上
呼び出さないように lastdate を使用します。

runacct は、 statefile を使用して、その処理を個別の再開可能な state に分けて、最後に完了した state

を記憶します。この処理が完了すると、その state 名を statefile に書き込みます。 runacct は、それから
statefile 内を調べて、どのような処理が行われたかを知り、次の処理を決めます。 state は、次の順序で
実行します。

SETUP 使用中のアカウントファイルを作業ファイルに移します。

WTMPFIX wtmp ファイルを検査し、必要に応じて正しい日付に変更します。

CONNECT 接続セッションレコードを tacct.h フォーマットで作成します。

PROCESS プロセスアカウントレコードを tacct.h フォーマットに変換します。

MERGE 接続アカウントレコードとプロセスアカウントレコードをマージします。

FEES chargefee の出力を tacct.h フォーマットに変換して、これに接続アカウントレ
コードとプロセスアカウントレコードをマージします。

DISK ディスク アカウントレコードを接続アカウントレコード、プロセス アカウントレ
コード、および料金アカウントレコードとマージします。

MERGETACCT daytacct 内のデイリー総合アカウントレコードと /var/adm/acct/sum/tacct

内の要約の総合アカウントレコードをマージします。

CMS コマンドの要約を作成します。

USEREXIT 導入システムに応じたアカウンティングプログラムをここで組み込むことができま
す。
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CLEANUP 一時ファイルをクリーンアップして終了します。

失敗した後で runacct を再起動するときは、まず active ファイルに診断情報があるかを調べ、それから
pacct または wtmp などの損傷したデータファイルを修復します。 runacct の再起動前に、 lock ファイ
ルと lastdate ファイルの削除が必要です。 runacct の再起動には、引き数 mmdd が必要で、 runacct が
アカウンティングを再開する月日を指定します。処理のエントリーポイントは、 statefile の内容に基づい
て決まり、これを置き換えるときには、コマンド行に必要な state を指定して、どこから処理を開始するか明
示します。

例
runacct の開始

nohup runacct 2> /var/adm/acct/nite/fd2log &

runacct の開始

nohup runacct 0601 2>> /var/adm/acct/nite/fd2log &

特定の state での runacct の再起動

nohup runacct 0601 MERGE 2>> /var/adm/acct/nite/fd2log &

警告
通常、 runacct を SETUP state で再起動するのは、好ましくありません。 SETUP を手動で実行してから再起
動してください。

runacct mmdd WTMPFIX

PROCESS state での runacct の実行が失敗した場合は、その処理が完了していないので、最終的に作成された
ptacct ファイルを削除してください。

ファイル
/var/adm/acct/nite/active

/var/adm/acct/nite/daytacct

/var/adm/acct/nite/lastdate

/var/adm/acct/nite/lock

/var/adm/acct/nite/lock1

/var/adm/pacct∗
/var/adm/acct/nite/ptacct∗.mmdd

/var/adm/acct/nite/statefile

/var/adm/wtmp

参照
mail(1), acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M),

cron(1M), fwtmp(1M), acct(2), acct(4), utmp(4)
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標準準拠
runacct: SVID2, SVID3
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名称
rusersd − ネットワークユーザー名サーバー

構文
/usr/lib/netsvc/rusers/rpc.rusersd [-l log_file] [-e -n]

説明
rusersd は、ネットワークユーザーのリストを返す RPC サーバーです。この情報は、 rusers コマンドを
使用してプリントします ( rusers(1) を参照)。

inetd は、 /etc/inetd.conf を介して rusersd を起動します ( inetd(1M) を参照)。

オプション
rusersd に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file エラーが起きた場合、そのエラーを指定されたログファイル log_file にログします。
-l オプションを指定しない場合、エラーは、ログされません。

ファイルにログされる情報は、エラーが発生した日時、そのエラーを生成したホスト
名、プロセス ID 、ファンクション名、およびエラーメッセージです。ログファイル
には、各エラーをユニークなものとして識別できるだけの情報が含まれているので、
いくつもの異なるサービスで 1つのログファイルを共有できることに注意してくださ
い。

-e 各 RPC 要求を処理した後に終了します。 -e オプションを使用すると、 inetd 機
密保護ファイル /usr/adm/inetd.sec で RPC サービスへのアクセスを制御する
ことができます。

-n 次の場合に限り、終了します。

• portmap の消滅 ( portmap(1M) を参照)

• 別の rpc.rusersd が portmap に登録されたか、または

• rpc.rusersd が portmap から登録解除された場合

-n オプションは、 RPC 要求のたびに新しいプロセスが起動されることがないの
で、それだけ効率的です。このオプションがデフォルトであることに注意してくださ
い。

著者
rusersd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
rusers(1), inetd(1M), portmap(1M), inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4)
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名称
rwall − ネットワーク上の全ユーザーに対する書き込み

構文
/usr/sbin/rwall hostname ...

/usr/sbin/rwall -n netgroup ...

/usr/sbin/rwall -h host -n netgroup

説明
rwall は、 EOF を読み取るまで、標準入力からメッセージを読み取り、指定したホストマシンにログインし
ている全ユーザーに対して、そのメッセージを送信します。メッセージの前には、 Broadcast Message ...

という行が付けられます。 -n オプションを指定すると、 rwall は、 /etc/netgroup で定義されてい
る、指定のネットワークグループへ、メッセージを送信します ( netgroup(4) を参照)。

マシンがこのようなメッセージを受信できるのは、マシンが rwalld を実行している場合に限られます。
rwalld は、通常、 inetd デーモンによって、 /etc/inetd.conf から起動されます ( inetd(1M) を参
照)。

警告
ある程度の時間内に大量のマシン (その一部は、停止している場合もあります) に、メッセージを送信できるよ
うに、かなり早くタイムアウトになります。そのため、負荷の高いマシンには、メッセージが届かない可能性
があります。

著者
rwall は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/etc/inetd.conf

参照
rwalld(1M), shutdown(1M), wall(1M), netgroup(4)
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名称
rwalld − ネットワーク rwall サーバー

構文
/usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld [-l log_file] [-e -n]

説明
rwalld は、 rwall 要求を処理する RPC サーバーです ( rwall(1) を参照)。 rwalld は、 wall を呼び出
して、 rwalld を実行中のホストにログインしている全ユーザーに宛てて、メッセージを送信します (

wall(1) を参照)。

inetd は、 /etc/inetd.conf を介して rwalld を起動します ( inetd(1M) を参照)。

オプション
rwalld に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file エラーが起きた場合、そのエラーを指定されたログファイル log_file にログします。
-l オプションを指定しない場合、エラーは、ログされません。

ログファイルにログされる情報は、エラーが発生した日時、そのエラーを生成したホ
スト名、プロセス ID 、ファンクション名、およびエラーメッセージです。ログファ
イルには、各エラーをユニークなものとして識別できるだけの情報が含まれているの
で、いくつもの異なるサービスで 1つのログファイルを共有できることに注意してく
ださい。

-e 各 RPC 要求を処理した後に終了します。 -e オプションを使用すると、 inetd 機
密保護ファイル /var/adm/inetd.sec で RPC サービスへのアクセスを制御する
ことができます。

-n 次の場合に限り、終了します。

• portmap の消滅 ( portmap(1M) を参照)

• 別の rpc.rwalld が portmap に登録されたか、または

• rpc.rwalld が portmap から登録解除された場合

-n オプションは、 RPC 要求のたびに新しいプロセスが起動されることがないので、それだけ効率的です。
このオプションがデフォルトであることに注意してください。

著者
rwalld は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
inetd(1M), portmap(1M), rwall(1M), wall(1M), inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4)
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名称
rwhod − システムステータスサーバー

構文
/usr/sbin/rwhod [-s] [-r]

説明
rwhod は、rwho および ruptime が使用するデータベースを保守するサーバーです (rwho(1) および rup-

time(1) を参照)。rwhod は、ローカルネットワーク上の rwhod を実行している他のノードとの間で、ス
テータス情報を送受信します。

rwhod は、/etc/rc.config.d/netdaemons ファイルの中のRWHOD変数が1に設定されている場合は、
システムブート時に起動されます。

情報の送信側としては、システムの状態を定期的に問い合わせ、ネットワーク上でブロードキャストするス
テータスメッセージを生成します。

情報の受信側としては、他の rwhod サーバーのステータスメッセージを受信して、それを検証し、
/var/spool/rwho ディレクトリに置かれているファイルに記録します。

デフォルトでは、rwhod は、情報の送信と受信の両方を行います。rwhod では、次のオプションもサポート
されています。

-s 情報の送信側専用として、サーバーを設定します。

-r 情報の受信側専用として、サーバーを設定します。

ステータスメッセージは、ほぼ 3分おきに生成されます。rwhod は、who サービス指定で示されているポー
トで、メッセージの送受信を行います (services(4) を参照)。メッセージの送受信の形式は、次のとおりです。

struct outmp {

char out_line[8]; /* tty name */

char out_name[8]; /* user id */

long out_time; /* time on */

};

struct whod {

char wd_vers;

char wd_type;

char wd_fill[2];

int wd_sendtime;

int wd_recvtime;

char wd_hostname[32];

int wd_loadav[3];

int wd_boottime;

struct whoent {
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struct outmp we_utmp;

int we_idle;

} wd_we[1024 / sizeof (struct whoent)];

};

フィールドは、すべて、ネットワーク バイトオーダに変換されてから送信されます。システム負荷の平均値
は、最後の 1分、5分、15分の間隔で、実行待ち行列にあるジョブの数から算出されます。組み込まれるホス
ト名は、gethostname() システムコールから返された名称です (gethostname(2) を参照)。メッセージの最
後の配列には、送信マシンにログインしているユーザーについての情報が入ります。この情報には、アイドル
ではない各端末回線の utmp エントリーの内容、およびその端末回線で最後に文字が受信されてからの時間を
示す値が含まれます (utmp(4) を参照)。

rwhod は、受信したメッセージが rwho サーバーのポートから発信されていない場合、またはメッセージに
指定したホスト名に、プリントできない ASCII文字が使用されている場合、そのメッセージを破棄します。

rwhod が受信した有効なメッセージは、/var/spool/rwho ディレクトリの whod.hostname というファイ
ルに収められます。これらのファイルに収められるのは、上記のフォーマットの最新メッセージだけです。

警告
rwhod は、ネットワーク間でステータス情報を中継しません。このため、ユーザーは、休止中のサーバーを
誤ってダウンするマシンと解釈してしまうことがよくあります。

著者
rwhod は、カリフォルニア大学バークレー校が開発しました。

FILES
/var/spool/rwho/whod.* 他のマシンに関する情報

参照
rwho(1), ruptime(1)
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名称
sa1, sa2, sadc − システムアクティビティレポートパッケージ

構文
/usr/lbin/sa/sa1 [ t n ]

/usr/lbin/sa/sa2 [-ubdycwaqvmA ] [-s time ] [-e time ] [-i sec ]

/usr/lbin/sa/sadc [ t n ] [ ofile ]

説明
システムアクティビティのデータは、ユーザーの特別な要求によって (sar(1M) を参照) 以下で説明するように
定期的に自動でアクセスできます。オペレーティングシステムは、各種のシステム動作が発生するたびに加算
されるカウンターを数多くもっています。これらには、 CPU 活用カウンター、バッファー使用カウンター、
ディスクおよびテープ I/O アクティビティカウンター、tty デバイスアクティビティカウンター、スイッチ切
替えとシステムコールのカウンター、ファイルアクセスカウンター、待ち行列アクティビティカウンター、お
よびプロセス間通信用カウンターなどがあります。

sadc およびシェルプロシージャの sa1 と sa2 は、このデータのサンプリング、セーブ、および処理に使
用されます。

データコレクタ sadc は、システムデータを t 秒ごとに n 回サンプリングし、バイナリ形式で ofile または標
準出力に書き込みます。t と n を省略すると、特殊レコードが書き込まれます。この機能は、システムブート
時に使用され、カウンターがゼロから再起動する時刻をマークします。次のコマンドをシステム起動スクリプ
トで実行すると、

/usr/lbin/sa/sadc /var/adm/sa/sa‘date +%d‘

特殊レコードが毎日のデータファイルに書き込まれ、システムの再起動がマークされます。システム起動スク
リプトの作成方法の説明は、10.0 ファイルシステムレイアウトホワイトペーパーに記載されています。このホ
ワイトペーパーは /usr/share/doc/filesys.ps ファイルの中にあり、オンラインで参照できます。

sadc の変形であるシェルスクリプト sa1 を使用して、データを収集し、バイナリファイル
/usr/adm/sa/sadd に保存します。この場合、dd が現在の日付です。引き数 t と n を指定すると、t 秒間
隔で n 回レコードを書き込み、引き数を省略すると、１回だけ書き込みます。次のエントリーが crontab

(cron(1M) を参照) に配置されると、勤務時間中は、20分ごとに、その他の時間は、毎時間レコードを生成し
ます。

0 *  * * 0,6 /usr/lbin/sa/sa1

0 8-17 * * 1-5 /usr/lbin/sa/sa1 1200 3

0 18-7 * * 1-5 /usr/lbin/sa/sa1

sar の変形であるシェルスクリプト sa2 は、毎日のレポートをファイル /usr/adm/sa/sardd に書き込みま
す。オプションは、sar(1M) で説明しています。次の crontab エントリーは、勤務時間中は、毎時間重要な
アクテイビティをレポートします。
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5 18 * * 1-5 /usr/lbin/sa/sa2 -s 8:00 -e 18:01 -i 3600 -A

毎日のバイナリデータファイルの構造は、アクティブプロセッサに関する情報をリストしています。毎日のバ
イナリデータファイルの構造は、次のとおりです。

struct sa {

unsigned long version[PST_MAX_CPUSTATES]; /* sadd file version */

psetid_t psetid[SAR_MAX_PROCS][2]; /* mapping of psetid

and cpus in the

system */

int cpus[SAR_MAX_PROCS]; /* Active processors list */

unsigned long cpu [PST_MAX_CPUSTATES]; /* Average time spent in

each state */

unsigned long mp_cpu [SAR_MAX_PROCS][PST_MAX_CPUSTATES];

/* per proc cpu time */

unsigned long proc_cnt; /* MP: number of active processors */

unsigned long max_proc_cnt; /* MP: max active processors */

unsigned long ndrives; /* Number of drives */

unsigned long bread; /* Transfer of data between system

buffers and disk or other block devices */

unsigned long bwrite;

unsigned long lread; /* Access of system buffers */

unsigned long lwrite;

unsigned long phread; /* Transfer via physical device mechanism */

unsigned long phwrite;

unsigned long swapin; /* Number of swap transfer */

unsigned long swapout;

unsigned long bswapin; /* Number of 512-bytes transferred

(for bswapin:include initial loading

of some programs */

unsigned long bswapout;

unsigned long pswitch; /* process switches */

unsigned long syscall; /* system calls of all types */

unsigned long sysread; /* specific system calls */

unsigned long syswrite; /* Number of write() system calls */

unsigned long sysfork; /* Number of fork() system calls */

unsigned long sysexec; /* Number of exec() system calls */
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unsigned long runque; /* run queue of processes in memory

and runable */

unsigned long runocc; /* time occurring */

unsigned long mp_runque [SAR_MAX_PROCS];

unsigned long mp_runocc [SAR_MAX_PROCS];

unsigned long swpque; /* swap queue of processes swapped out

but ready to run. */

unsigned long swpocc;

unsigned long iget; /* use of file access system routines */

unsigned long namei;

unsigned long dirblk; /* Number of directory blocks encountered */

unsigned long readch; /* characters transferred by read/write

system calls */

unsigned long writech; /* characters transferred by write

system calls */

unsigned long rcvint; /* receive interrupt */

unsigned long xmtint; /* transfer interrupt */

unsigned long mdmint; /* modem interrupt */

unsigned long rawch; /* input character */

unsigned long canch; /* input character processed by

cannon */

unsigned long outch; /* output character */

unsigned long msg; /* message primitve */

unsigned long sema; /* semaphore primitive */

unsigned long select; /* select system calls */

unsigned int sztext; /* current size of text table */

unsigned int szinode; /* current size of inode table */

unsigned int szfile; /* current size of file table */

unsigned int szproc; /* current size of proc table */

unsigned int msztext; /* maximum size of text table */

unsigned int mszinode; /* maximum size of inode table */

unsigned int mszfile; /* maximum size of file table */

unsigned int mszproc; /* maximum size of proc table */

unsigned long inodeovf; /* cumulative overflows of inode table

since boot */

unsigned long fileovf; /* cumulative overflows of file table

since boot */

unsigned long procovf; /* cumulative overflows of proc table

since boot */
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time_t ts; /* time stamp */

};

ファイル
/tmp/sa.adrfl アドレスファイル
/var/adm/sa/sadd 毎日のデータファイル
/var/adm/sa/sardd 毎日のレポートファイル

参照
cron(1M), sar(1M), timex(1).

標準準拠
sa1: SVID2, SVID3

sa2: SVID2, SVID3

sadc: SVID2, SVID3
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名称
sam − システム管理マネージャ

構文
/usr/sbin/sam [−display display] [−f login] [−r]

説明
sam コマンドは、HP-UX に関するごく限定された知識だけでシステム管理作業を行うことができる、メ
ニュー方式のシステム管理マネージャプログラムを起動します。 SAM は、システム設定の多くの側面を自動
化された照会とテストによって明らかにします。ヘルプメニューには、SAM の使い方や、様々な管理タスク
を実行する方法が説明されています。 F1 ファンクションキーを押すと、現在ハイライト表示されている
フィールドに関するヘルプと、このマンページでは説明されていない情報が表示されます。状態メッセージと
ログファイルモニタを使うと、ユーザーは SAM の行っていることを知ることができます。

SAMの実行
SAM は、Motif 環境で実行されるように調整されていますが、テキスト端末上でも実行することができます。
SAM をMotif 環境で実行するには、システム上に Motif がインストールされ、 DISPLAY 環境変数が SAM

スクリーンを表示するシステム名に設定されていることを確認 (または −display コマンド行オプションを使
用) してください。

通常、SAM を正常に実行するには、スーパーユーザー特権 (ユーザー root) が必要です。しかし、 非root

ユーザーが機能の一部を使うことができるように、SAM を設定することができます (「限定 SAM」を使う。
下を参照)。限定 SAMを使うと、 非root ユーザーは、正常な実行に必要な場合は root ユーザーとして実行
されます。

デフォルトでは、限定 SAM では、すべてのアプリケーションはスーパーユーザーとして実行されます。ただ
し、Software Distributor などの独自のセキュリティ機構 (swacl) を持つアプリケーションは、限定 SAM の
セキュリティモデルを使用しません。このような場合は、限定 SAM から起動されたアプリケーションは、限
定 SAM を起動したユーザーのログインID で実行されます。

オプション
SAM は、次のオプションを認識します。

−display display SAM セッションの間の DISPLAY の値を設定します。

−f login 指定された login に関連した特権で SAM を実行します。 −r と同時に使う
と、限定 SAM ビルダが起動され、指定された login に関連した特権で初期化
されます。このオプションを使うには、スーパーユーザーでなければなりませ
ん。さらに情報を得るには、下の「限定 SAM」を参照してください。

−r 限定 SAM ビルダを起動します。これによってシステム管理者は、非スーパー
ユーザーが SAM 機能を制限付きでアクセスできるようにすることができま
す。このオプションを使うには、スーパーユーザーでなければなりません。さ
らに情報を得るには、下の「限定 SAM」を参照してください。
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SAM 機能領域
SAM は、以下のシステム管理タスクを実行します。

監査および機密保護 (高信頼性システム)
• グローバルシステム機密保護方針 (認証コマンドリストのコマンドの追加、変更、削除) を設定し
ます。

• 監査システムのオン/オフを切り替えます。

• 監査ログとサイズモニタに対するパラメータを設定します。

• 監査ログの全体または指定部分を表示します。

• 監査されるユーザー、イベント、システムの選択を修正 (または表示)します。

• システムを高信頼性システムに変換します。

• システムを非高信頼性システムに変換します。

バックアップと復元
• ファイルを自動的に有効なデバイス (カートリッジテープ、カートリッジテープ自動変更装置、磁
気テープ、DAT、光磁気ディスクまたは光磁気ディスク自動変更装置) にバックアップします。
SAM インタフェースが一旦停止するので、 fbackup ( fbackup(1M) を参照)の生成するメッセー
ジを読んだり応答することができます。

• 有効なバックアップデバイスから、ファイルを復元します。 SAM インタフェースが一旦停止する
ので、 frecover ( frecover(1M) を参照) の生成するメッセージを読んだり応答することができま
す。

• 自動バックアップスケジュールへの追加、削除、または表示を行います。

• バックアップテープからファイルのリストを獲得します。

• 様々なバックアップおよび復元ログファイルを表示します。

ディスクおよびファイルシステムの管理
• ハードドライブ、フロッピードライブ、CD-ROM、光磁気デバイス、およびディスクアレイなど
の、ディスクデバイスの追加、設定、または設定解除を行います。

• ローカルファイルシステムの追加、修正、削除、または長いファイル名への変換を行います。

• HFS または VxFS ファイルシステムを設定します。

• 次のようなリモート (NFS) ファイルシステム設定。

• リモート (NFS) ファイルシステムの追加、変更、または削除

• リモートシステムによるローカルファイルシステムへのアクセスの許可または禁止
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• RPC (リモートプロシージャコール) サービスの機密保護に関する変更

• ファイルシステムスワップを追加、削除、または変更します。

• 一次スワップデバイスを変更します。

• ディスクのボリュームグループプールの検査、作成、拡張、または縮小。

• 論理ボリュームおよび関連するファイルシステムのミラー化されたコピーの番号の作成、拡張、ま
たは変更。

• 論理ボリュームの削除またはそのサイズの拡大。

• 論理ボリュームのミラー化されたコピーの分割またはマージ。

• ボリュームグループの共有または非共有 (ロックマネージャ ソフトウェアを配布する MC/Lock-

Manager を実行している MC/ServiceGuard クラスタ上のみ)

カーネル設定
カーネル設定を行うには、Webベースの HP-UX Kernel Configuration ツール (kcweb) 、または HP-UX

Kernel Configuration ツールのターミナルユーザーインタフェース (TUI) モードを使用してください。

これらのツールでは、特定のカーネル調整パラメータに関する不具合の診断機能や、カーネル調整のアラーム
機能も提供されています。

• スタティックドライバーおよび DLKM モジュールをカーネルに追加したり、カーネルから削除し
ます。

• カーネル内のスタティックおよびダイナミックな調整可能パラータの値を変更します。

• 静的な調整パラメータ値の変更を有効にするには、システムをリブートします。

ネットワークと通信
• LAN カードを設定します。

• ARPA サービスを設定します。

• ネットワークファイルシステム (NFS) を設定します。

• X.25 カードおよび PAD (パケット組み立て/分解) サービス (X.25 を購入済みの場合) を設定しま
す。

• DHCPv6 サーバーを設定します。

• システムのデフォルト経路を設定します。

• システムのクロックや NTP サーバーを設定します。
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周辺デバイス管理
インタフェースカードやデバイスの設定を行うには、Webベースの HP-UX Peripheral Device ツール
(pdweb) 、または HP-UX Peripheral Device ツールのターミナル ユーザーインタフェース (TUI) モードを使
用してください。

この機能領域では、次の設定を実行できます。

• LP スプーラおよび関連したプリンターとプロッタを管理します (下の「プリンターとプロッタの管
理」を参照)。

• ディスクデバイスの設定を追加、修正、または削除します。

• 端末およびモデムの追加または削除。

• 端末の機密保護方針の設定 (高信頼性システムのみ)。

• 端末のロックおよびロック解除 (高信頼性システムのみ)。

• テープドライブの追加または削除。

• 特定の PCI インタフェースカードのオンラインでの追加または削除。

• ディスクスペース情報の表示。

プリンターとプロッタの管理
• LP スプーラ - ローカル、リモート、およびネットワークのプリンターおよびプロッタを管理しま
す。

プロセス管理
• プロセスの抹消、停止、または続行

• プロセスの nice による優先順位の変更

• プロセスの現在の状態の表示

• cron による、定期的に行う作業のスケジュール

• 現在の、定期的に行う (cron) 作業の表示

• パフォーマンスモニタの実行

• マシンモデルおよび ID、インストールされているプロセッサーの数、バージョン、および処理速
度、オペレーティングシステムのリリースバージョン、スワップ統計、実メモリー、物理メモ
リー、および仮想メモリー統計、ネットワーク接続情報などのシステムプロパティを表示します。

リモート管理
• リモート管理のためにリモートシステムを設定します。

• リモート管理用に設定されたシステム上で SAM を実行します。
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ルーチンタスク
• システムをシャットダウンします。

• 大きなファイルの表示および削除を行います。表示する大きなファイルのサイズと評価後の時間を
設定します。

• 持ち主のいないファイルの表示および削除を行います。表示する持ち主のいないファイルのサイズ
と評価後の時間を設定します。

• コアファイルの表示および削除を行います。

• ASCII および非 ASCII ログファイルの表示およびトリミングを行います。モニタするファイルの
リストへファイルを追加あるいは削除します。トリミングの推奨サイズを設定します。

ユーザーおよびグループアカウント管理
• ユーザーアカウントを追加、削除、表示、および修正します。 SAM は、shadow モードでは、パ
スワードエージングのみサポートしています。標準の HP-UX システムで、 pwconv(1M) コマンド
を実行すると、shadow モードシステムに変換されます。詳細については、 pwconv(1M) のマン
ページと、 SAM の「ユーザーとグループ」機能領域のオンラインヘルプを参照してください。

注記: SAM は、NIS や NIS+ 構成での shadow モードをサポートしていません。

• ユーザーアカウントのグループメンバシップを修正します。

• ユーザーアカウントに対してパスワードエージングを設定します。

• グループを追加、削除、表示、および修正します。

• ユーザーアカウントを不活性化および再活性化します。

• 高信頼性システムの機密保護方針を、ユーザー毎に管理します。

SAM の新機能追加
SAM へは、スタンドアロンコマンド、プログラム、およびスクリプトを簡単に追加することができます。実
行可能プログラムの実行中、SAM は一次的に中断しています。プログラムが終了すると、SAM インタフェー
スが回復します。また、自分で作成したメニュー項目に対して、独自のヘルプスクリーンを書くこともできま
す。 SAM に機能を追加するには、SAM 領域画面メニューから "Add Custom Menu Item" または "Add Cus-

tom Menu Group" 動作項目を選択してください。 (新しい項目は、現在表示している階層に追加されるので、
項目を追加する前に希望の階層までナビゲートする必要があることに注意してください)。

限定 SAM
SAM は、特定のユーザーあるいはユーザーグループに対して機能の一部を提供するように設定することがで
きます。また、複数のシステムに SAM アクセス制限を割りあてるためのテンプレートファイルを作成するた
めにも使用できます。これらは、限定 SAM ビルダを通して行います。システム管理者は、 −r オプション (

上述の「オプション」参照) を使って SAM を起動することで、限定 SAM ビルダにアクセスします。ビルダ
では、システム管理者は SAM 機能の一部をユーザー毎に、あるいはグループ毎に割り当てることができま
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す。設定が完了するとシステム管理者は、 −f オプション (上述の「オプション」参照) を使って、指定され
たユーザーが適切な SAM 機能領域だけを確実に使用できることを確認できます。

限定 SAM 特権を与えられた非root ユーザーは、単に /usr/sbin/sam コマンドを実行して、アクセス特権
を与えられた領域のみを見ることができます。機密保護上の理由から、「List」および「Shell Escape」の選
択肢は与えられません (SAM 機能の中には、正常に実行するためにユーザーをルートに移す必要のあるものが
あることに注意してください。SAM は、必要に応じてこれを自動的に行います)。

SAM では、システム管理者が他のユーザーに割り当てることのできる SAM 機能領域の組み合わせが用意さ
れています。もちろん、システム管理者は、必要に応じて SAM 機能領域のカスタムリストをユーザーに割り
当てることもできます。

SAM ログ
SAM の行う動作は、すべて SAM ログファイル /var/sam/log/samlog に記録されます。このファイルの
エントリーは、SAM ユーティリティ samlog_viewer を使って表示することができます (samlog_viewer(1)

を参照)。 samlog_viewer は、ログファイルをユーザー名、ログエントリーの作成時刻、詳細レベルでフィ
ルタすることができます。

SAM 領域画面メニューの "Options" メニューを使うと、ログファイル ビューワを開始し、特定のログオプ
ションを制御することができます。このオプションには、SAM 実行時に必ず自動的にログファイル ビューワ
を開始するかどうか、SAM がログファイルを自動的にトリムするかどうか、自動ログファイル トリミングを
選択した場合に強制される最大ログファイルサイズ等が含まれます。

VT320 端末のサポート
VT320端末では、 F1、 F2、 F3、 F4 の各ラベルがついたキーにローカルファンクションがあらかじめ定義
されているため、ユーザーはファンクションキーを使用する場合に次のようなマッピングに従う必要がありま
す。

HP または Wyse60 VT320 または VT320 モードの HP 700/602

F1 PF2 (1)

F2 PF1 (1)

F3 スペースバー
F4 PF3 (1)

F5 F10、 [ EXIT ]、 F5 (2)

F6 なし
F7 F18、 Pause/Break より右側でラベルのない最初のキー (2)

F8 F19、 Pause/Break より右側でラベルのない2番目のキー (2)

(1) 「構成: DECモードのHP 700/60、またはPC-ATタイプキーボードのついたDEC端末」
を参照

(2) VT320 モードの HP 700/60 の PC-AT キーボードを使用する場合。

DEC端末はソフトキーメニューをサポートしていないため、DEC端末にはソフトキーメニューは表示されま
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せん。

アプリケーションでは、フィールド間の前方移動に TAB、フィールド間の後方移動に シフト-TAB を使用す
ることがよくあります。DEC端末またはVT100やVT320などの DECエミュレーションモード端末を使用して
いるユーザーは、これらの端末/エミュレーターが TAB および シフト-TAB の両方に同じ文字を割り当てて
いる場合があることに注意する必要があります。その場合、アプリケーションは TABとシフト-TABを区別す
ることはできず、両方とも TAB キーが押されたものとして扱われることになります。これは後方移動したい
ユーザーには不便です。後方移動せずに、残りのフィールドへの入力を済ませてから、後で必要なフィールド
に戻るようにしてください。

VT100 端末のサポート
VT100では、 F1−F8 ファンクションキーを構成することはできません。そのため、以下のキーボードマッピ
ングがVT100端末に適用されます。

HP または Wyse60 VT100 または VT100モードの HP 700/60

F1 PF2 (1)

F2 PF1 (1)

F3 スペースバー
F4 PF3、スペースバーまたは PF3、= (1)

F5 リターン
F6 なし
F7 なし
F8 なし

(1) 以降で説明する「構成: DECモードのHP 700/60、またはPC-ATタイプキーボードのつ
いたDEC端末」を参照

"VT320 端末のサポート" の項の、ソフトキーおよび TAB キーを参照してください。

構成: DECモードのHP 700/60端末、またはPC-ATタイプキーボードのついたDEC端末
以下の構成を使用しているユーザーは、次のようなキーボードの相違点を知っておく必要があります。

「DECモードのHP 700/60端末、またはPC-ATタイプキーボードのついたDEC端末」の構成を使用している
ユーザーが、ファンクションキー F1 ～ F4 を押して何かの機能を実行するよう指示されることがあります。
DECモードの700/60端末またはDEC端末では、これらのファンクションキーは PF1−PF4 キーにマップする
ことができます。ただし、PC-ATタイプキーボードには、 DEC/ANSIキーボードにある PF1−PF4 の各キー
がありません。

Key Maps to

Num Lock PF1

402 Hewlett-Packard Company − 7 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



sam(1M) sam(1M)

/ PF2

* PF3

− PF4

これらのキーは、キーボードの右側にある数値キーパッドの上部にあります。このキーボードはPC ATタイプ
キーボードと呼ばれますが、HPが提供しているものです。PC ATタイプキーボードは、キーボードの左上隅
にEscキーがあることで識別できます。

Wyse60 端末のサポート
Wyse60では、バックスペースに DEL キー (バックスペースの隣にある) を使用します。 Wyse60モードのPC

ATタイプキーボードを持つHP 700/60では、 DEL キーは数値キーパッドの一番下の列にあります。

HP端末ではソフトキーラベルの表示に2行が使用されますが、Wyse60では1行だけです。そのため、ソフト
キーラベルが途中までしか表示されないことがあります。例えば、 F1 の Help on Context ラベルが
Help on C と表示されます。 SAMや swinstall などの画面指向のアプリケーションで使用されている標
準ラベルの一部を、次に示します。

SAM ラベル: Wyse60 上の表示:

Help On Context Help On C

Select/Deselect Select/D

Menubar on/off Menubar

制約
SAM は、次のような端末または端末エミュレーターと同様、Xウィンドウ環境で実行されます。

• プログラム可能なファンクションキーおよび画面表示可能なファンクションキーラベルを備えた、
HP と互換性のある端末

• VT-100 および VT-320

• WY30 および WY60

SAM と並行して、他のどのアプリケーションが実行されるかによって、より多くのスワップ領域が必要とな
る場合があります。 SAM では、次に示す量の内部メモリーが必要となります。

端末ベースバージョンのSAMを使っている場合は、8メガバイト。
Motif Windows バージョンのSAMを使っている場合は、16メガバイト。

端末上で SAM を使用する方法についての詳細は、 『システム/ワークグループの管理』を参照してくださ
い。

著者
sam は、HP が開発しました。
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ファイル
/etc/sam/custom SAM がユーザー特権を保管するディレクトリ。

/etc/sam/rmfiles.excl SAM による削除から除外されるファイルとディレクトリのリストを含
むファイル。

/etc/sam/rmuser.excl SAM による削除から除外されるユーザーのリストを含むファイル。

/usr/sam/bin 実行可能ファイルを含むディレクトリで、SAM セッション外から使用
することができます。

/usr/sam/help/$LANG オンラインヘルプファイル特有の SAM 言語を含むディレクトリ。

/usr/sam/lbin 実行可能ファイルを含むディレクトリで、SAM による使用のみを想定
しており、その他の場合にはサポートされません。

/usr/sam/lib 内部設定ファイル用のディレクトリ。

/var/sam 作業スペース用のディレクトリで、ロックファイル (SAM セッション
が死んだ場合疑似ロックファイルを残すことがあります)、プリファレ
ンス、ログ、一時ファイルが含まれます。

/var/sam/log/samlog フォーマットされていない SAM ログメッセージを含むファイル。この
ファイルをユーザーが修正する必要はありません。内容を見るためには
samlog_viewer を使用してください (samlog_viewer(1) を参照)。

/var/sam/log/samlog.old 以前の SAM ログファイル。このファイルは、 /var/sam/log/sam-

log が、ユーザーが指定した値よりも大きくなったときに SAMに
よって作成されます。このファイルの内容を見るためには、 sam-

log_viewer を −f オプションとともに使用してください (sam-

log_viewer(1) を参照)。

参照
samlog_viewer(1), parmgr(1M), kcweb(1M), pdweb(1M)

次のマニュアルは、Web サイト (http://docs.hp.com/ja) で参照できます。

• 『システム/ワークグループの管理』

• 『Internet サービスインストール/管理ガイド』

• 『LAN/9000 インストール/管理ガイド』

• 『NFS サービスインストール/管理ガイド』

• X.25/9000 User’s Manual
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名称
sar − システム動作状況のレポート

構文
sar [-ubdycwaqvmzAMPS] [-p psetid ] [-o file ] t [ n ]

sar [-ubdycwaqvmAMPS] [-p psetid ] [-s time ] [-e time ] [-i sec ] [-f file ]

説明
上記の構文で最初の形式の sar では、オペレーティングシステムの動作状況に関する累積カウンターを t 秒
ごとに n 回間隔でサンプリングします。-o オプションを指定すると、サンプルが file にバイナリフォーマッ
トで保存されます。n のデフォルト値は 1 です。２つ目の形式、すなわちサンプリング指定を省略すると、
sar は、-f オプションで指定されたファイル、またデフォルトの場合は当日 dd の標準システム動作デイ
リーデータファイル /var/adm/sa/sadd のいずれかを使用して、すでに記録されている file からデータを抽
出します。レポートの開始時間と終了時間は、-s time および -e time で指定することができます。各オプ
ションの引き数は hh [ :mm [ :ss ] ] の形式です。-i オプションにより、sec 秒間隔ごとのレコードが報告され
ます。これ以外の場合は、データファイルにあるすべての間隔が報告されます。

オプション
次のオプションにより、表示するデータのサブセットを指定することができます。

-u CPU の利用状況、すなわちモードごとの実行時間を報告します (デフォルト)。マルチプロセッ
サシステムの場合、-M オプションと -u オプションを併用すると、CPU あたりの利用状況
と、全アクティブプロセッサの平均 CPU 利用状況が報告されます。-M オプションを省略する
と、全アクティブプロセッサの平均 CPU 利用状況だけが報告されます。マルチプロセッサ
ProcessorSet (PSET) 構成システムでは、-P オプションを -M および -u オプションと同時
に指定すると、プロセッサの PSET マッピング列が、cpu 列よりも前に表示されます。

pset PSET id (マルチプロセッサ PSET 構成システムで、-P -M および -q

オプションを指定する場合のみ)

cpu cpu 番号 ( -M オプションを指定したマルチプロセッサシステムの場合の
み)

%usr ユーザーモード

%sys システムモード

%wio 一部のプロセスが I/O (ブロック I/O、raw I/O、または指定された VM

ページイン/スワップインのみ) を待機しているアイドル状態

%idle その他の場合のアイドル状態

-b レポートバッファー動作

bread/s ディスク (その他のブロックデバイス) からバッファーキャッシュに対す
る１秒あたりの物理的な読み取り件数
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bwrit/s バッファーキャッシュからディスク (その他のブロックデバイス) に対す
る１秒あたりの物理的な書き込み件数

lread/s バッファーキャッシュからの１秒あたりの読み取り件数

lwrit/s バッファーキャッシュへの１秒あたりの書き込み件数

%rcache 読み取り要求に対するバッファーキャッシュのヒット率 (例えば 1 −

bread/lread)

%wcache 読み取り要求に対するバッファーキャッシュのヒット率 (例えば 1 −

bwrit/lwrit)

pread/s physio() (raw I/O を参照) 機構を使用したキャラクタデバイスからの１
秒あたりの読み込み件数

pwrit/s physio() (raw I/O を参照) 機構を使用したキャラクタデバイスへの１秒
あたりの書き込み件数

-d 各ブロックデバイス (ディスクドライブ、またはテープドライブ) ごとの動作のレポート。最後
のインターバルにアクティビティがあった各デバイスについて１行づつ表示されます。アク
ティブなデバイスがなかった場合は、空白行が表示されます。各行に表示されるデータは次の
とおりです。

device デバイスの論理名と対応するインスタンス。各デバイスは、次の種類に分
類されます。

disk3 − SCSI および NIO FL ディスク
sdisk − SCSI ディスク

%busy デバイスが要求に対応するためにビジーとなる時間

avque デバイスに対する未処理の平均要求数

r+w/s １秒あたりのデータ転送数 (デバイスからの読み取り、またはデバイスへ
の書き込み)

blks/s デバイスから、またはデバイスへ転送されたバイト数 (512バイト単位)

avwait 転送要求がデバイスの待ち行列上でアイドル状態で待機させられる平均時
間 (ミリ秒単位)

avserv デバイスに対する各転送要求に対応する平均時間 (ミリ秒単位)。これに
は、シーク、回転待ち、データ転送の時間も含まれます。

-y ttyデバイス動作のレポート

rawch/s １秒あたりの raw 入力文字
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canch/s canon() が処理する１秒あたりの入力文字

outch/s １秒あたりの出力文字

rcvin/s １秒あたりの着信文字割り込みの受信

xmtin/s １秒あたりの発信文字割り込みの転送

mdmin/s モデム割り込み速度 (サポートされていません。常に 0 です)

-c システムコールのレポート

scall/s １秒あたりの全システムコールの数

sread/s １秒あたりの read() および readv() システムコールの数

swrit/s １秒あたりの write() および writev() システムコールの数

fork/s １秒あたりの fork() および vfork() システムコールの数

exec/s １秒あたりの exec() システムコールの数

rchar/s １秒あたりに read システムコールで転送された文字数 (ブロックデバイ
スのみ)

wchar/s １秒あたりに write システムコールで転送された文字数 (ブロックデバイ
スのみ)

-w システムのスワップ/スイッチ動作のレポート

swpin/s １秒あたりのプロセススワップイン数

swpot/s １秒あたりのプロセススワップアウト数

bswin/s １秒あたりにスワップインで転送された 512バイト単位の数

bswot/s １秒あたりにスワップアウトで転送された 512バイト単位の数

pswch/s １秒あたりのプロセスコンテキストスイッチ数

-a ファイルアクセスシステムルーチンの使用に関するレポート

iget/s １秒あたりの iget() ファイルシステムコールの数

namei/s １秒あたりの lookuppn() ファイルシステムコール (パス名の変換) の数

dirblk/s ディレクトリ検索の間に読み取られる１秒あたりのファイルシステムブ
ロック数

-q 待ち行列が占有されている時間の平均の長さ、および占有されている比率を報告します。マル
チプロセッサマシンの場合、-M オプションと -q オプションを併用すると、CPU あたりの実
行待ち行列と、全アクティブプロセッサの平均 CPU 実行待ち行列が報告されます。-M オプ
ションを省略すると、全アクティブプロセッサの平均実行待ち行列に関する情報が報告されま
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す。マルチプロセッサ PSET 構成システムで -M オプションと -P オプションを同時に指定す
ると、PSET 列が cpu 列の前に表示されます。

pset PSET id (マルチプロセッサ PSET 構成システムで -P -M と -q オプ
ションを同時に指定したときのみ)

cpu cpu 番号 (マルチプロセッサシステムの場合に限られ、-M オプションを
併用します)

runq-sz プロセス (メモリー中で実行可能なもの) の実行待ち行列の平均的長さ

%runocc 実行待ち行列がプロセス (メモリー中で実行可能なもの) によって占有さ
れた時間の割合

swpq-sz 実行可能プロセス (スワップアウトされたが、実行可能なプロセス) のス
ワップ待ち行列の平均的長さ。PSET 構成システムで特定の ProcessorSet

(PSET) 情報を表示するために -p オプションを指定した場合は、この情
報は表示されません。

%swpocc 実行可能プロセス (スワップアウトされたが、実行可能なプロセス) が占
有された時間の割合。PSET 構成システムで特定の ProcessorSet (PSET)

情報を表示するために -p オプションを指定した場合は、こ情報は表示さ
れません。

-v テキスト、プロセス、iノード、およびファイルテーブルのステータスを報告します。

text-sz (該当しません)

proc-sz プロセステーブルの現在のサイズ、および最大サイズ

inod-sz iノードテーブル (iノードキャッシュ) の現在のサイズ、および最大サイズ

file-sz システムファイルテーブルの現在のサイズ、および最大サイズ

text-ov (該当しません)

proc-ov サンプルポイント間でプロセステーブルがオーバフローした回数 (カーネ
ルが使用可能なプロセステーブルエントリーを検出できなかった回数)

inod-ov サンプルポイント間で iノードテーブル (iノードキャッシュ) がオーバフ
ローした回数 (カーネルが使用可能なプロセステーブルエントリーを検出
できなかった回数)

file-ov サンプルポイント間でシステムファイルテーブルがオーバフローした回数
(カーネルが使用可能なプロセステーブルエントリーを検出できなかった回
数)

-m メッセージ、およびセマフォの動作を報告します。
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msg/s １秒あたりの System V msgrcv() コールの数

sema/s １秒あたりの System V semop() コールの数

select/s １秒あたりの System V select() コールの数。この値は、-S オプショ
ンが明示的に指定されている場合に限り、報告されます。

-p 指定した ProcessorSet (PSET) の情報が報告されます。このオプションは、-u または -q オ
プションと同時に指定する必要があります。

-S １秒あたりの System V の select() 呼び出しの回数が報告されます。このオプションは -m

オプションを同時に指定したときだけ有効です。

-A 全データについて報告します。-udqbwcayvm と等価です。

-M -q および -u オプションと併用されている場合に、マルチプロセッサシステムのプロセッサ
あたりのデータを報告します。マルチプロセッサシステムで -M オプションを省略すると、-u

および -q オプションの出力フォーマットは、単一プロセッサの場合の出力と同じになり、全
アクティブプロセッサの平均値が報告されます。

-P ProcessorSet (PSET) 情報 (システム内または指定した PSET のプロセッサのマッピング) が報
告されます。このオプションを使うには、-M および -q オプション、または -M および -u

オプションを同時に指定する必要があります。また、特定の PSET の情報の表示を行うため
に、-p オプションと同時に使うこともできます。システムに PSET が構成されていない場合
は警告メッセージが表示されます。

−z メモリーファイルシステム (MemFS) のデータが報告されます。sar で −z オプションを使用
するには、HP のオプション製品である SAR-MEMFS 製品をシステムにインストールしておく
必要があります。このオプションを使用すると、メモリー内の MemFS ブロック数 (blkcnt) と
スワップ内の MemFS ブロック数 (swpcnt) が表示されるようになります。MemFS ブロック数
の表示単位は、4 KB 単位で固定されています。

注意すべきことは、−z オプションでは MemFS データがファイルに保存されないことです。
ただし、−z と −o オプションの両方を使用すると、MemFS オプションのデータ以外のすべ
てのデータがファイルに保存されます。その後、そのデータを調べることもできます。

−z オプションは、−f オプションと同時に使用することもできません。−A オプションと −f

オプションを同時に使用しても、MemFS データは表示されません。ただし、−A オプション
で t と n を指定すると、MemFS データが表示されます。

例
CPU の動作を５秒間監視します。

sar 1 5

CPU の動作を 10秒間監視して、データを保存します。
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sar -o temp 60 10

SAR-MEMFS 製品がインストールされている場合に、MemFS の動作を 10秒間監視してデータを保存しま
す。MemFS 以外のデータは、ファイル temp に保存されます。

sar -z -o temp 60 10

この期間におけるディスクとテープの動作を後で検証します。

sar -d -f temp

マルチプロセッサシステムの CPU 利用状況を後で検証します。

sar -u -M -f temp

警告
sar のフィールド幅と出力のスペーシングは、システム、HP-UX のリリース、および表示されるデータに
よって異なります。

-f オプションの引き数に破損していたり不正なデータファイルを指定した場合の sar の出力は不定です。

スクリプト sa1 と sa2 およびコマンド sadc の動作は、SAR-MEMFS 製品では変更されません。これらの
スクリプトとコマンドは −z オプションで報告されるデータを記録しません。

ファイル
/var/adm/sa/sadd デイリーデータファイル (ここで、dd は日付を表す２桁の数字です)

参照
sa1(1M)

標準準拠
sar: SVID2, SVID3
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名称
sasmgr − HP-UX SAS (Serial Attached SCSI) マスストレージ I/O カード / HBA の管理ユーティリティ

構文
パス: /opt/sas/bin

sasmgr [-h][-f] add -D device_file -q raid -q level=raid_level

-q enc_bay=enc:bay[,enc:bay] [-q size=size] [-q rebuild_rate=rate]

sasmgr [-h][-f] add -D device_file -q raid -q spare -q enc_bay=enc:bay

sasmgr [-h][-f] bdr -D device_file -q lun={all | lun_dsf }

sasmgr [-h] clear_stat -D device_file

sasmgr [-h] clear_stat -D device_file -q all

sasmgr [-h] clear_stat -D device_file -q phy={all | phy_id}

sasmgr [-h] clear_stat -D device_file -q phy_in_port={all | phy_id}

sasmgr [-h] clear_stat -D device_file -q target={all | sasaddr}

sasmgr [-h][-f] delete -D device_file -q raid -q raid_vol={rvol_id | all}

sasmgr [-h][-f] delete -D device_file -q raid -q spare

sasmgr [-h][-f] disable -D device_file

sasmgr [-h][-f] download -D device_file -q downloadfile=filename -q enc_bay=enc:bay

sasmgr [-h][-f] download -D device_file -q downloadfile=filename

-q ctrl=ctrl_device_file

sasmgr [-h] enable -D device_file

sasmgr [-h] get_info -D device_file

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q lun={all | lun_dsf }

sasmgr [-h][-v] get_info -D device_file -q lun={all | lun_dsf } -q lun_locate

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q pci_id

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q phy={all | phy_id}

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q phy_in_port={all | phy_id}

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q raid

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q reg={all | offset} [-q reg_type={ pci_config | mmio }]
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sasmgr [-h] get_info -D device_file -q smp=file_name

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q smp_addr

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q target={all | sasaddr}

sasmgr [-h] get_info -D device_file -q vpd

sasmgr [-h] get_stat -D device_file

sasmgr [-h] get_stat -D device_file -q phy={all | phy_id}

sasmgr [-h] get_stat -D device_file -q phy_in_port={all | phy_id}

sasmgr [-h] get_stat -D device_file -q target={all | sasaddr}

sasmgr [-h][-f] replace_tgt -D device_file -q old_dev=lun_dsf

-q new_tgt_hwpath=new_hw_path

sasmgr [-h][-f] reset -D device_file

sasmgr [-h] set_attr -D device_file -q lun=lun_dsf -q locate_led={on | off}

sasmgr [-h][-f] set_attr -D device_file -q raid -q raid_vol=rvol_id

-q state=vol_state

sasmgr [-h][-f] set_attr -D device_file -q raid -q raid_vol=rvol_id

-q rebuild_rate=rebuild_rate

説明
sasmgr は、すべての SAS (Serial Attached SCSI) I/O カード / HBA (Host Bus Adapter) に対して使う共通
の診断ツールです。sasmgr では、要求したコマンドを実行するインタフェースを示すために、デバイスファ
イルを使う必要があります。

オプション
sasmgr は、以下のコマンド行オプションを認識します。

-f 警告メッセージが抑制され、コマンドの実行が続行されます。

-h コマンドの実行内容について、簡単な説明が表示されます。

-q コマンドの修飾子を指定します。コマンドには、コマンド名の後に指定する修飾子のセットが
定義されています。各修飾子の前に -q オプションを付けます。一部の修飾子は１つ以上の値
をとることができ、 -q qualifier_name={x | y} の形式で指定します。この場合、quali-

fier_name は、値 x または y をとることができます。

-v 詳細情報が出力されます。たとえば、このオプションを get_info コマンドと、修飾子 lun

および lun_locate とともに使うと、sasmgr は追加ヘッダー情報を出力します。
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コマンド
sasmgr は、以下のコマンドを認識します。コマンドには、修飾子のセットが定義されています。修飾子は、
-q オプションと共に指定します。すべてのキーワードは大文字/小文字が区別されます。

add 以下の修飾子セットのいずれかを、add コマンドとともに指定しなければなりません。

raid

level

enc_bay

size

rebuild_rate

この修飾子のセットは、指定された RAID レベル、ボリュームサイズ、および物理
ディスクで RAID ボリュームを作成するために使います。level 修飾子で指定した
値は、ボリュームの RAID レベルを決定します。たとえば、-q level=1 は、
RAID1 ボリュームを作成することを指定します。 enc_bay 修飾子は、RAID ボ
リュームの各物理ディスクのエンクロージャとベイを定義するか指定します。 RAID

ボリューム内の物理ディスクのサイズが異なる場合、一部のディスクの領域が無駄に
なります。ボリュームの拡張はサポートされていません。一度ボリュームを作成する
と、そのサイズを大きくすることはできません。size 修飾子を指定しないと、指定
した物理ディスクのサイズをベースとして可能な限り大きいサイズでボリュームが作
成されます。rebuild_rate 修飾子を指定しないと、そのボリュームでは、デフォ
ルトで 20% の rebuild_rate が使われます。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
が実行されます。このコマンドは、スーパーユーザーの権限を必要とします。下記の
「セキュリティ上の制約」の項を参照してください。

raid

spare

enc_bay

この修飾子のセットは、グローバルスペアディスクを追加するために使います。グ
ローバルスペアディスクは、コア I/O カード / HBA 上の RAID ボリューム内の物理
ディスクに障害が発生したときに使われます。 enc_bay 修飾子は、グローバルスペ
アディスクのエンクロージャおよびベイを定義するか指定します。指定するディスク
のサイズは、ボリューム内の少なくとも１台の物理ディスクのサイズよりも大きくな
ければなりません。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
の実行が続行されます。このコマンドは、スーパーユーザーの権限を必要とします。
下記の「セキュリティ上の制約」の項を参照してください。
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bdr 次の修飾子を、bdr コマンドとともに指定しなければなりません。

lun 指定したターゲットデバイスがリセットされます。これは、破壊的な操作です。-f

オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージを表
示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンドが実
行されます。

clear_stat

修飾子なしで clear_stat コマンドを実行すると、device_file で指定した SAS I/O カード /

HBA の統計情報がクリアされます。

以下の修飾子を、clear_stat コマンドとともに指定できます。

all SAS I/O カード / HBA、すべての PHY、すべてのポート、およびすべてのターゲッ
トの統計情報がすべてクリアされます。

phy すべての PHY または特定の PHY の統計情報がクリアされます。

phy_in_port

指定した PHY が属しているポートまたはすべてのポートの統計情報がクリアされま
す。

target

特定のターゲットまたはすべてのターゲットの統計情報がクリアされます。

delete

以下の修飾子のセットのいずれかを、delete コマンドとともに指定しなければなりません。

raid

raid_vol

この修飾子のセットは、ボリューム ID で指定した RAID ボリュームを削除するため
に使います。ボリューム ID は、raid 修飾子を使って、get_info コマンドで取得
できます。all というボリューム ID を指定すると、すべての RAID ボリュームが削
除されます。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
の実行が続行されます。このコマンドは、スーパーユーザーの権限を必要とします。
下記の「セキュリティ上の制約」の項を参照してください。

raid

spare この修飾子のセットは、コア I/O カード / HBA のスペアディスクを削除するために使
います。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
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の実行が続行されます。このコマンドは、スーパーユーザーの権限を必要とします。
下記の「セキュリティ上の制約」の項を参照してください。

disable

SAS I/O カード / HBA を使用不能にします。これは、破壊的な操作です。SAS I/O カード /

HBA はオフラインになり、現在のすべての I/O は中断され、新しい I/O は失敗します。SAS

I/O カード / HBA をオンラインに戻すためには、使用可能にする操作を実行しなければなりま
せん。

-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージを表示し
ます。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンドが実行されます。

download

以下の修飾子を、download コマンドとともに指定しなければなりません。

downloadfile

enc_bay

SAS ディスクのファームウェアがアップデートされます。このコマンドは、通常の物
理ディスクだけではなく、RAID ボリュームの一部となっているディスクのディスク
ファームウェアもアップデートします。downloadfile 修飾子には、新しいディス
クファームウェアが格納されているファイルの名前を指定します。enc_bay 修飾子
には、ファームウェアのアップデートを行うディスクのエンクロージャおよびベイを
指定します。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
の実行が続行されます。

downloadfile

ctrl

指定したエンクロージャ上のファームウェアがアップデートされます。download-

file 修飾子には、新しいファームウェアが格納されているファイルの名前を指定し
ます。ctrl 修飾子には、ファームウェアのアップデートを行うエンクロージャのデ
バイスファイルを指定します。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
の実行が続行されます。

enable

SAS I/O カード / HBA を使用可能にし、オンラインに戻します。このコマンドにより、ドラ
イバは SAS I/O カード / HBA を初期化します。
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get_info

修飾子なしで get_info コマンドを実行すると、device_file で指定した SAS I/O カード /

HBA の情報が返されます。

以下の修飾子を、get_info コマンドとともに指定できます。

lun 指定した LUN またはすべての LUN のハードウェアパスおよび SAS アドレス情報が
表示されます。

lun_locate

lun 修飾子で指定した LUN の LUN 位置情報が表示されます。

pci_id

SAS I/O カード / HBA の PCI ID 情報が表示されます。

phy すべての PHY または特定の PHY の情報が表示されます。

phy_in_port

指定した PHY が属しているポートまたはすべてのポートの情報が表示されます。

raid コア I/O カード / HBA の RAID 構成情報が表示されます。

reg 特定の PCI 構成空間または MMIO レジスタ、またはすべての PCI 構成空間または
MMIO レジスタの内容が表示されます。PCI 構成空間または MMIO レジスタのタイ
プは、reg_type 修飾子で指定します。reg_type を指定しないと、このコマンド
では MMIO のデフォルトのレジスタタイプを指定したものと見なされます。

smp SMP コマンドを実行します。file_name には、SMP 要求フレームが格納されていな
ければなりません。

smp_addr

SMP 要求を送信する SMP イニシエータの SAS アドレスが表示されます。

target

特定のターゲットまたはすべてのターゲットの情報が表示されます。

vpd SAS I/O カード / HBA の Vital Product Data 情報が表示されます。

get_stat

修飾子なしで get_stat コマンドを実行すると、device_file で指定した SAS I/O カード /

HBA についての統計情報が表示されます。

以下の修飾子を、get_stat コマンドとともに指定できます。

phy すべての PHY または特定の PHY の統計情報が表示されます。

phy_in_port

指定した PHY が属しているポートまたはすべてのポートの統計情報が表示されま
す。
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target

指定したターゲットまたはすべてのターゲットの統計情報が表示されます。

replace_tgt

以下の修飾子を、replace_tgt コマンドとともに指定しなければなりません。

old_dev

new_tgt_hwpath

old_dev で指定した lun_dsf が、new_tgt_hwpath 修飾子で指定した新しい SAS

ターゲットと関連付けられるようにします。
-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージ
を表示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンド
が実行されます。

reset SAS I/O カード / HBA がリセットされ、完全に再初期化が行われます。これは、破壊的な操
作です。一部の I/O は、このコマンドにより中断される可能性があります。

-f オプションを指定しないと、sasmgr はコマンドを続行する前に警告メッセージを表示し
ます。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンドが実行されます。

set_attr

以下の修飾子のセットのいずれかを、set_attr コマンドとともに指定しなければなりませ
ん。

lun

locate_led

この修飾子のセットは、指定した LUN のロケート LED をオンまたはオフにするた
めに使います。RAID デバイスの LUN を指定した場合、このコマンドにより、RAID

ボリュームに属しているすべての物理ディスクのロケート LED がオンまたはオフに
なります。

raid

state

raid_vol

この修飾子のセットは、state 修飾子で指定した値と、raid_vol で指定したボ
リュームをベースとして、ボリュームの状態を変更するために使います。
-f オプションを指定しないと、sasmgr は操作を続行する前に警告メッセージを表
示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンドの実
行が続行されます。

raid

raid_vol
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rebuild_rate

この修飾子のセットは、 raid_vol で指定したボリュームのリビルド率を、
rebuild_rate で指定したリビルド率をベースとして変更するために使います。
-f オプションを指定しないと、sasmgr は操作を続行する前に警告メッセージを表
示します。このオプションを指定すると、警告メッセージが抑制され、コマンドの実
行が続行されます。

セキュリティ上の制約
sasmgr は、スーパーユーザー特権、または RAID 構成に対する DEVOPS 特権、DACREAD 特権、および
DACWRITE 特権を必要とします。細分化された権限をサポートするシステムでの特権アクセスについての詳細
は、privileges(5) を参照してください。

例
デバイスファイルが /dev/sasd0 の SAS I/O カード / HBA の、すべての PHY 統計情報が表示されます。

sasmgr get_info -D /dev/sasd0 -q phy=all

デバイスファイルが /dev/sasd0 のコア I/O カード / HBA の、すべての RAID ボリューム情報が表示されま
す。

sasmgr get_info -D /dev/sasd0 -q raid

デバイスファイルが /dev/sasd0 の SAS I/O カード / HBA の、PHY ID 1 のポートの統計情報がクリアされま
す。

sasmgr clear_stat -D /dev/sasd0 -q phy_in_port=1

デバイスファイルが /dev/sasd0 の SAS I/O カード / HBA に対し、強制的に使用不能にする要求が出されま
す。

sasmgr -f disable -D /dev/sasd0

デバイスファイルが /dev/sasd0 のコア I/O カード / HBA に、サイズが 34000 (MB)、レベルが 1 (RAID1)、
enc_bay が 1:4,1:5 の RAID ボリュームが追加されます。

sasmgr add -D /dev/sasd0 -q raid -q level=1 -q size=34000

-q enc_bay=1:4,1:5

デバイスファイルが /dev/sasd0 のコア I/O カード / HBA に、スペアディスクが追加されます。

sasmgr add -D /dev/sasd0 -q raid -q spare -q enc_bay=1:4,1:5

デバイスファイルが /dev/sasd0 のコア I/O カード / HBA から、ボリューム ID 4 の RAID ボリュームが削除
されます。

sasmgr delete -D /dev/sasd0 -q raid -q raid_vol=4

デバイスファイルが /dev/sasd0 の HBA にある、コア I/O カード / HBA スペアディスクが削除されます。
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sasmgr delete -D /dev/sasd0 -q raid -q spare

ボリューム ID 3 の RAID ボリュームの状態が ACTIVE に変更されます。

sasmgr set_attr -D /dev/sasd0 -q raid -q raid_vol=3 -q state=ACTIVE

ボリューム ID 3 の RAID ボリュームのリビルド率が、20% に変更されます。

sasmgr set_attr -D /dev/sasd0 -q raid -q raid_vol=3 -q rebuild_rate=20

参照
privileges(5)

『HP 8 Internal Port SAS Controller Users Guide』 (http://docs.hp.com)

著者
sasmgr は HP で開発されました。
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名称
savecrash − オペレーティングシステムのクラッシュダンプを保存

構文
/sbin/savecrash [-cflprvzZ] [-D dumpdevice -O offset] [-d sysfile]

[-m minfree] [-s chunksize] [-t tapedevice]

[-w NOSWAP SWAPEACH SWAPEND] [dirname]

説明
savecrash は、システムのクラッシュダンプ情報を保存し (システムがクラッシュした時点で１つ作成され
たものと想定します)、シャットダウンログファイルにリブートメッセージを書き込みます。

dirname は、クラッシュダンプの保存先となる既存ディレクトリの名前です。デフォルトは
/var/adm/crash です。

savecrash は、クラッシュイメージと関連ファイルをディレクトリ dirname/crash.n に保存します。ディ
レクトリ名の後続の n は、 savecrash が同じ dirname で実行されるたびに１ずつ増える数字です。この数
字はファイル dirname/bounds に保存されますが、このファイルは、まだ存在していない場合は作成されま
す。

通常、 savecrash はクラッシュダンプ ヘッダーから INDEX ファイルをクラッシュディレクトリの中に作
成し、クラッシュの時点でメモリーにロードされたすべてのカーネルモジュールをコピーし、すべてのダンプ
デバイスの内容をクラッシュイメージファイルにコピーします。

savecrash は、クラッシュダンプ ディレクトリを書き出したときに、 dirname の入っているファイルシス
テム上で使用できるスペースをチェックします。 savecrash は、スーパーユーザー用に予約されているファ
イルシステムスペースの部分は使用しません。 -m minfree を使って、ファイルシステム上の追加スペースを
他の用途に使うために予約することができます。この場合の minfree は、予約する追加スペースの容量です。
このオプションは、パニックの後で通常のシステムアクティビティ用にファイルシステムのスペースが十分に
あることを確認する場合に役立ちます。

保存しなければならないクラッシュダンプの部分用に十分なスペースがファイルシステムにない場合、 save-

crash は使用できるスペースに収まるだけのものを保存します (優先順位は索引ファイル、カーネルモジュー
ル ファイル、および物理メモリーイメージの順です)。どの物理メモリーイメージにも十分なスペースがない
場合を除き、ダンプは保存されたものとみなされ、 savecrash はもう一度それを保存しようとはしません (

オプション -r の説明を参照してください)。

また、 savecrash はシャットダウン ログファイル (/etc/shutdownlog) が１つ存在していれば、それに
リブートメッセージを書き込みます (シャットダウンログファイルが存在していない場合、 savecrash はそ
れを作成しません)。カーネルパニックのためにシステムがクラッシュした場合、 savecrash はパニック文
字列もシャットダウンログに記録します。

デフォルトでは、ダンプデバイスの１つとして一次ページングデバイスが使われていない場合や、一次ページ
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ングデバイス上でクラッシュイメージが保存された後は、 savecrash はバックグラウンドで実行されます。
これは、システムを一次ページングデバイスだけで実行できるようにするため、システムの起動時間が短縮さ
れます。

ダンプデバイスは、ページングデバイスとしても使用できます。ダンプデバイスがページング用に使用され、
デバイス上ですでにページングが行われた場合、 savecrash はダンプが無効であるという警告メッセージを
表示します。ダンプデバイスがまだページング用に使用できない場合、 savecrash は、ファイル
/etc/savecore.LCK を作成して、デバイスに対してページングができないようにします。デバイスが
/etc/savecore.LCK でロックされている場合、 swapon はデバイスをページング用に使用できないように
します (詳細は、 swapon(1M) を参照してください)。 savecrash は、すべてのダンプデバイスからのイ
メージ保存を終了すると、 /etc/savecore.LCK ファイルをアップデートし、任意に swapon を実行し
て、デバイス上でのページングを使用可能にします。

オプション
-c ダンプデバイス内のダンプを保存済みとマークして、その他のアクションは一切実行しません。 -c

オプションは、 /sbin/init.d/savecrash によって呼び出されたダンプアクションを手動で抑止
する場合に役立ちます。

-f savecrash をフォアグラウンドだけで実行します。デフォルトでは、一次ページングデバイスにク
ラッシュイメージの未保存の部分が含まれていない場合、 savecrash はバックグラウンドで実行さ
れます。このオプションをオンにすると、システムの起動時間は長くなりますが、コントロールが呼
び出し側に戻ったときにダンプが保存されたことを保証します。

-l 前述したように、パニック情報を /etc/shutdownlog に記録しますが、ダンプは実際には保存さ
れません。ダンプは保存済みとマークされるため、後で savecrash を呼び出しても、重複するログ
エントリーは作成されません。

-p スワップによって破壊される可能性のあるダンプデバイスの内容だけを、クラッシュイメージファイ
ルに保存します。スワップにより破壊される可能性のあるダンプデバイスは、システムによってス
ワップデバイスとしても構成されています。すべてのダンプデバイスがスワップデバイスとして構成
されている場合は、ダンプ全体がクラッシュディレクトリに保存されます。ダンプデバイスとして使
われるスワップデバイスがない場合は (専用ダンプデバイス)、 INDEX ファイルとカーネルモジュー
ルだけがクラッシュディレクトリにコピーされます。

-r 前に savecrash を呼び出したときにすでに保存済みとマークされたダンプを再保存します。これ
は、最初の呼び出しでスペースが足りなくなり、その後で十分なスペースが解放されて再実行できる
ようになった場合に役立ちます。

-v 追加の進捗メッセージと診断を使用可能にします。

-z savecrash は、ダンプディレクトリ内のすべての物理メモリーイメージ ファイルとカーネルモ
ジュールファイルを圧縮します。このオプションはダンプデバイスのダンプイメージがすでに圧縮さ
れている場合には、無視されます。詳細は、 crashconf (2) を参照してください。この場合、警告メッ
セージが出力されます。
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-Z savecrash は、ダンプディレクトリ内のファイルをどれも圧縮しません。

-z と -Z のどちらも指定されず、空きディスク容量が必要なダンプサイズの合計よりも少なくなる
と、 savecrash はイメージファイルを圧縮します。

-D dumpdevice

dumpdevice は、raw クラッシュイメージのヘッダーを含むデバイスの名前です。パニックの時点か
らのコンソールメッセージによって、このデバイスのメジャー番号とマイナー番号が識別されます。
このオプションを -O と一緒に使うことによって、 savecrash がどこを探せばよいか分からない
場合に、ダンプを見つけられる場所を savecrash に知らせることができます。

-O offset

offset は、上記の -D で指定したデバイスの先頭、および raw クラッシュイメージのヘッダーの先頭
に相対したオフセットをキロバイト数で示したものです。パニックの時点からのコンソールメッセー
ジで、このオフセットを識別します。このオプションを -D と一緒に使うことによって、 save-

crash がどこを探せばよいか分からない場合に、ダンプを見つけられる場所を savecrash に知ら
せることができます。

-d sysfile

sysfile は、コアダンプを作成したシステム (つまり、クラッシュが発生したときに実行中のシステム)

のイメージが入っているファイルの名前です。このオプションを指定しないと、 savecrash はダン
プそのものからファイル名を入手します。クラッシュを引き起こしたシステムのイメージが入ってい
るファイルが変わった場合に、このオプションを使用して新しいファイル名を指定します。

-m minfree

minfree は、ダンプが保存されるファイルシステムで、スーパーユーザー用に予約されているスペー
スの他に、通常のユーザーファイル用に使用可能な空きスペース容量をキロバイトで示したもので
す。必要であれば、この設定に沿って、ダンプの一部だけが保存されます。 savecrash は、ダンプ
の保存を開始する時に、使用可能な空きディスク量を算出します。ただし、ダンプ中に他のプロセス
が使用するディスク量は加算されていません。

minfree はバイト (b)、キロバイト (k)、メガバイト (m)、またはギガバイト (g) で指定できます。デ
フォルトの minfree 値はゼロであり、デフォルトの単位はキロバイトです。

-s chunksize

chunksize は、圧縮前の１つの物理メモリーイメージ ファイルのサイズ (デフォルトは キロバイト)

です。キロバイト値はページサイズの倍数 (４で割り切れるもの) で、64 と 1048576 の間でなければ
なりません。 chunksize は、バイト (b)、キロバイト (k)、メガバイト (m)、またはギガバイト (g) の
単位で指定できます。数字を大きくすると、圧縮効率は高くなりますが、 savecrash 時間とデバッ
グ時間は長くなります。 -s を指定しない場合は、物理メモリーサイズと使用可能なファイルシステ
ムスペース容量に基づいて、デフォルトが選択されます。ダンプデバイスにあるダンプイメージが圧
縮されている場合は、 chunksize の指定は、ファイルシステムにコピーされるイメージのサイズの制
限としてのみ使われます。詳細は、 crashconf (2) を参照してください。指定したサイズがダンプ時の
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圧縮で使われるチャンクサイズより小さい場合は、警告メッセージが出力され、ダンプで使われる圧
縮チャンクサイズはファイルシステムイメージの作成に使われます。

-t tapedevice

tapedevice は、クラッシュダンプの書き込み先となるテープデバイスです。テープに書き込まれるク
ラッシュダンプは、 tar フォーマットで書き込まれます。クラッシュダンプのテープは、 tar(1) を
使用して読み取ることができます。

-t オプションが指定されると、 -p オプションは使用できなくなり、常にダンプ全体が保存されま
す。また、 -c と -l が使用できなくなり、 -m は無視されます。さらに、 -t が指定されると、
savecrash は圧縮を実行しません。

dirname が -t オプションと同時に指定されると、 dirname は、 INDEX ファイルが作成された既
存ディレクトリの名前になります。デフォルトのディレクトリは /tmp です。 INDEX ファイルは、
ダンプテープに最初に書き出されるファイルです。このファイルは、すべてのダンプファイルが書き
込まれた時点で再度書き込まれます。ファイルの最初のコピーにはクラッシュダンプのヘッダー情報
しか含まれず、テープ上のファイル名は tmpindex になります。これには、モジュールファイルと
イメージファイルに関する情報は含まれません。

テープに書き込む際に、テープデバイスをオンラインにする必要があります。オンラインになってい
ない場合、コマンドはエラーを発生して失敗します。また、 savecrash がテープの終わりに達する
と、次のテープを挿入するようユーザーに要求します。検出されたテープエラーは、すべて一般テー
プエラーになります。

-w opt savecrash と swapon の間の相互作用を定義します。 opt は、次の値のいずれかです。

NOSWAP savecrash から swapon を実行しません。

SWAPEACH (デフォルト) 各ダンプデバイスからのイメージ保存を savecrash が終了するたびに、
swapon を呼び出します。このオプションを使うと、ページングスペースが最も効率的
に使用できます。

SWAPEND すべてのダンプデバイスからのイメージ保存を savecrash が終了したときだけ、
swapon を呼び出します。このオプションを使用すると、完全なクラッシュダンプ イ
メージが保存されるまで、一次ページングスペース以外の追加ページングスペースは使
用できなくなります。このオプションを使うと、 savecrash が最初の試みでクラッ
シュイメージを取り出せなかった場合に、再試行できます。

前の savecore 構文との互換性を維持するために、 NOSWAP、 SWAPEACH、および SWAPEND の代
わりに、それぞれ 0、 1 および 2 の値を使用できます。この構文は廃止されました。

戻り値
終了するとすぐに、 savecrash は次の値を返します。

0 クラッシュダンプが見つかり、保存されたか、または savecrash が一次スワップデバイスから
のダンプ情報を保存し、そのタスクを完了するために引き続きバックグラウンドで実行中です。
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1 エラーのために、クラッシュダンプは保存できませんでした。
2 保存するクラッシュダンプが見つかりませんでした。
3 部分的にクラッシュダンプが保存されましたが、完全なダンプを保存するのに十分なスペースが

ありませんでした。
4 savecrash プロセスはバックグラウンドで続行しています。実際の結果については、 INDEX

ファイルを参照してください。

警告
savecrash は、システムがダンプした時点とダンプが保存された時点でのデバイス番号が、同じ意味を持っ
ている (同じデバイスを示す) と想定されています。クラッシュ後に、 savecrash を実行するために、シス
テムが別のブートデバイスからブートされた場合は、この想定が外れます。その場合には、 savecrash は不
完全な、または間違ったダンプを保存したり、ダンプをまったく保存できないことがあります。このような
ケースは必ず検出されるとは限らないため、警告やエラーメッセージが現れないことがあります。

savecrash がバックグラウンドで実行中にエラーを検出した場合 (スペース不足など)、呼び出し側はこれを
簡単に検出できません。呼び出し側が、たとえばダンプデバイスに書き込む前に、 savecrash 操作が正常終
了したことを確認しなければならない場合、呼び出し側は -f を指定して savecrash を強制的にフォアグ
ラウンドで実行させ、さらに savecrash プロセスが終了した時点で、その終了ステータスを調べる必要があ
ります。

著者
savecrash は、HP およびカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/shutdownlog シャットダウンログ
/etc/rc.config.d/savecrash savecrash 起動構成ファイル
/sbin/init.d/savecrash savecrash 起動ファイル
dirname/bounds クラッシュダンプ番号
/stand/vmunix savecrash によって保存されるデフォルトカーネルイメージ

参照
adb(1), crashutil(1M), crashconf(1M), swapon(1M), tar(1)
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名称
scsictl − SCSI デバイスの制御

構文
scsictl [-akq] [-c command]... [-m mode[=value] ]... device

scsictl [-o ola_params]...

scsictl -p pr_clear key device SH 説明 scsictl は、 SCSI デバイスの制御のためのメカニズムを提供
します。これによって、モードパラメータの照会、設定可能なモードパラメータの設定、または SCSI コマン
ドの実行が行えます。操作は、コマンド行に指定されたとおりの順序で行われます。

上に示した２番目の形式は、サポートされている SCSI カードを、システムにオンラインで追加するときに使
います。このオプションはこのコマンドの他のオプションと同時に指定することはできません。

scsictl コマンドを上記の３番目の形式で -p オプションを使って、デバイスの予約をクリアすることがで
きます。

device には、使用するキャラクタ型特殊ファイルを指定します。

オプション
scsictl では、以下のオプションが使用可能です。

-a 使用可能なすべてのモードパラメータのステータスをセミコロンとブランク (;) あるいは
改行で区切って表示します。

-c command

指定されたコマンドをデバイスに実行させます。 command は以下のいずれかです。

erase このコマンドは、書き込みを消去なしで行う光磁気装置に対し
て、表面全体に消去の前処理を行い、以降の書き込み操作の
データ処理能力を高めるために使用されます。このコマンド
は、消去の前処理を行っているあいだは、表面への排他的アク
セスを保持します。

sync_cache このコマンドは、内部書き込みキャッシュを持つデバイスに対
して発し、そのキャッシュを物理的な媒体にフラッシュさせま
す。

domain_val ドメインを検証することによって、バス上の伝送品質をチェッ
クすることができます。また、障害のあるターミネータや検出
不能なターミネータ、あるいは不良コンポーネントといったよ
うな問題を検出することもできます。このコマンドは、
Ultra160 以降のデバイスに対してだけ、有効です。ドメインの
検証中に検出されたエラーは、 syslog にログとして記録され
ます。
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get_bus_parms このコマンドによって、バスの制限とネゴシエート可能なパラ
メータについての情報が表示されます。

get_lun_parms このコマンドは、物理周辺デバイスまたは仮想周辺デバイスの
限界とネゴシエーションの可能なパラメータについて、その情
報を表示します。

get_target_parms このコマンドは、ターゲット周辺デバイスの限界とネゴシエー
ションの可能なパラメータについて、その情報を表示します。

reset_target このコマンドを実行すると、関連するターゲットにターゲット
リセットタスク管理要求が送信されます。

reset_bus このコマンドを実行すると、システムは、関連する SCSI バス
をリセットします。 SCSI バスをリセットすると、そのバスに
接続しているデバイスは、すべてリセットされます (全デバイス
上のアクティブなコマンドもすべてクリアされます)。

-k エラーが検出された後も、処理を続行します。デフォルトの場合、エラーが検出される
と、コマンドの実行は終了します。

-k オプションが指定されているかどうかにかかわらず、コマンド行の構文が正しいかどう
かは、常に検査されます。コマンド行の構文が間違っている場合は、デバイス上で
scsictl による操作は、何も行われずに終了します。

-m mode 指定された mode パラメータのステータスを表示します。次のモードが使用できます。

immediate_report このモードでは、即時レポートをサポートするデバイスの書き
込み要求に対する応答方法を制御します。即時レポートが使用
可能である場合 (1)、書き込み要求は、データが物理的に媒体に
転送される前に報告されます。即時レポートが使用不能の場合
(0) には、デバイスは、書き込み要求が終了するのを待ってから
ステータスを報告するよう強制されます。

ir immediate_report の省略形式 (同義)

queue_depth システムのデフォルトよりも深いキューをサポートしているデ
バイスに対して、このモードは、デバイスがある時点で最高い
くつの I/O 要素をこのデバイスのキューに置こうとするかを制
御します。有効な値は (1−255) です。ディスクによっては、こ
のコマンドによって設定できる最大のキューの深さよりも短い
キューしかサポートしていないものがあります。ディクスが処
理できる深さよりも、ソフトウェアによって設定するキューの
深さが大きい場合には、ディスクが QUEUE FULL の状態にな
ると I/O がホールドされます。
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-m mode=value

モードパラメータ mode の値を value に設定します。使用可能なモードパラメータと値は
上にリストされています。

２進の値 (1 あるいは 0) しか取らないパラメータについては、 on あるいは off と指定
することもできます。

-o command

現在このオプションは、以下のコマンドだけをサポートしています。

ola_params このコマンドには、５つの引き数、すなわち、 hw_path、
scsi_id、 width、 period、および offset が必要です。
scsi_id、 width、 period および offset の実際の値は、ハード
ウェアによって決定されます。要求した値をハードウェアがサ
ポートできない場合は、そのカードで許される最大値になりま
す。 scsi_id、 width、 period および offset については、値と
して -1 を指定することによって、ハードウェアのデフォルト
値を使うことができます。

注記: このコマンドでは渡された引き数の検査は行われませ
ん。したがって、正常に終了した場合には、何も表示されませ
ん。

-q モードパラメータと一緒に表示されるラベルの表示を行いません。モードパラメータの値
はコマンド行に現れるのと同じ順番にセミコロンとブランク (; ) あるいは改行で区切られ
て印刷されます。

-p pr_clear key device

scsictl コマンドを -p pr_clear オプション付きで実行すると、デバイスの予約をク
リアすることができます。このコマンドは、他のオプションや、 scsictl コマンドの他
のコマンドと併用することはできません。

このコマンドでは、 key と device の２つの引き数が必要です。 key は、予約の設定に使用
される文字列です。この key は、次の２つの形式のいずれかです。

(a) テキスト形式 : 任意の英数字文字を含むことができます。この形式では、 key の長さ
は、８文字以下です。

(b) 16進形式 : 0x または 0X の後に、任意の16 進数を含むことができます。この形式で
は、文字列の長さは、0x や 0X を含めて 18文字以下です。

モードパラメータおよびコマンドは、頭からそれを識別できる部分を指定すれば十分です。ただし、この際に
少なくとも最初の３文字は指定してください。
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診断
診断メッセージは、一般に、見ただけでその内容を理解できるものです。

例
すべてのモードパラメータを表示し、 immediate_report をオンにして、 immediate_report の値を再
表示します。

scsictl -a -m ir=1 -m ir /dev/rdsk/c0t6d0

次のような出力になります。

immediate_report = 0; queue_depth = 8; immediate_report = 1

同じ操作をラベルを表示せずに実行します。

scsictl -aq -m ir=1 -m ir /dev/rdsk/c0t6d0

次のような出力になります。

0; 8; 1

デバイスの予約をクリアします。

scsictl -p pr_clear key /dev/rdsk/c0t6d0

警告
今までに説明したすべてのモードパラメータおよびコマンドを、すべての装置がサポートするとは限りませ
ん。そのような装置では、モードパラメータの変更をしてもなんの効果も現れません。

装置がサポートしていないコマンドを実行すると、エラーメッセージが生成される場合があります。
scsictl は、テープドライバを使用する逐次アクセスデバイスではサポートされません。

immediate_report モードは、装置全体に適用されます。 device 引き数のセクション番号は、無視されま
す。

回復をより速く行うため、オペレーティングシステムによって保守されているファイルシステムデータ構造の
書き込み、キャラクタデバイスインタフェースを通してのハードディスク (ただし光磁気装置以外) への書き込
み、あるいは O_SYNC または O_SYNCIO によってユーザーが同期をとった通常のファイルへの書き込みに
は、即時レポートは使用されません (open(2) および fcntl(2) 参照)。

制約
disc3

システムがリブートした時、 disc3 ドライバは immediate_report モードのパラメータの値を off にし
ます。 ioctl() あるいは scsictl を使って、SCSI デバイスに関する即時レポートの設定を変更すると、
このデバイスのそれに続く設定 (たとえば open) の際には新しい値がデフォルトの設定になり、その値はシス
テムやデバイスの電源異常時のリカバリが起こっても保持されます。しかし、次のシステムのリブートの際に
は、 immediate-report モードのパラメータはふたたび調整可能なシステムパラメータ
default_disk_ir にリセットされます。これは、 kctune(1M) コマンドを使って設定されます。
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sdisk
ioctl() あるいは scsictl を使って、SCSI デバイスに関する即時レポートの設定を変更すると、そのデ
バイスの「最後の close」までこのデバイスのそれに続く設定 (たとえば open) の際には新しい値がデフォルト
の設定になります。ここで、「最後の close」とは、システムもアプリケーションもデバイスをオープンしな
かった場合をさします (たとえば umount を使ってファイルシステムをアンマウントし、 mount を使って再
度マウントした場合 (mount(1M) 参照))。次の「最初のオープン」の際には、 immediate-report モード
のパラメータは設定可能なシステムのパラメータ default_disk_ir に再度リセットされます。これは、
kctune(1M) コマンドを使って設定されます。

参照
diskinfo(1M)、 fcntl(2)、 kctune(1M)、 open(2)
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名称
security_patch_check − HP-UX セキュリティ報告書への準拠の確認

構文
security_patch_check [−a] [−n] [−q | −qq] [−c security−catalog]

[− | −f filename | −h depot | −h remote−host] [−i ignore−file]

[−m | −o [bcdmprs] ]  [−r [url] ]  [−s os−version]

security_patch_check −t [−a] [−n] [−q | −qq] [−c security−catalog]

[−h depot | −h remote−host] [−i ignore−file]

[−m | −o [bcdmprs] ]  [−r [url] ]  [−s os−version]

security_patch_check −u

説明
Security Patch Check (SPC) は、HP−UX システムについて、セキュリティ報告書に対する準拠の状態を分析
します。SPC のほとんどの機能は、swa コマンドで呼び出される Software Assistant (SWA) で置き換えら
れています。Software Assistant は、セキュリティ報告書への準拠と、その他多数の種類の問題に関するレ
ポートを、さまざまな形式で出力することができます。さらに SWA は、自動的なパッチの依存関係の分析、
ダウンロード、デポの作成を行います。詳細は swa(1M) を参照してください。security_patch_check コ
マンドは、Software Assistant で完全に実装されていない機能のために残されています。この SPC のマン
ページでは、必要に応じて、security_patch_check のオプションに相当する swa のオプションについて
の情報を記載しています。

security_patch_check は、システムに適用する必要がある最低限のセキュリティパッチ、アップデー
ト、手動アクションを判断し、分析したシステムに適用される、推奨されるパッチとアクションの一覧が記載
されたレポートを生成します。 製品が古かったりサポートされていないと、 分析が不完全になる可能性があ
ります。これには、OS のアップデート後に残っている、以前のバージョンの OS に含まれていた製品も該当
します。システムを以前の OS からアップデートした場合は、−s オプションを使って、以前のバージョンの
OS に対して公表された追加の問題を見つけることができます。

注記: Security Patch Check は、−s オプションを使った場合でも、HP-UX B.11.00 より前のバージョンの
OS をサポートしていません。

通常、security_patch_check は直接 swlist コマンドを呼び出して分析を行います。swlist(1M) を参
照してください。ただし、− オプションまたは −f オプションを指定すると、security_patch_check は
標準入力 (−) またはファイル (−f filename) を、swlist の呼び出しからの出力であるかのように使います。
これにより、これらのソースからの swlist の出力を渡すことで、security_patch_check は一連のシス
テムとデポを効率的に分析することができます。また、swlist の −x show_superseded_patches=TRUE

オプションを使うことで、置き換えられたパッチを分析するかどうかを選択することができます。オプション
− や −f を指定しないで、−t オプションを使って置き換えられたパッチの分析を制御してください。

security_patch_check は、分析を実行するために、セキュリティ報告書のカタログにローカルにアクセ
スできる必要があります。security_patch_check は、最新のセキュリティパッチのカタログを当社の
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HTTPS サイトまたは FTP サイトからダウンロードすることができます。security_patch_check は、−r

オプションが指定されている場合にダウンロードを実行します。このオプションに関する重要な情報について
は、「オプション」の項の −r を参照してください。security_patch_check は、システム上に存在す
る、警告のあるパッチに関して報告します。 (注記: デフォルトでは、アクティブなパッチだけが分析されま
す。インストールされているすべてのパッチを分析する場合は、−t オプションを指定します。) これらの
パッチは、必ずしもセキュリティに関連するものである必要はありません。警告のあるパッチがシステム上で
アクティブな場合、その "Warn" フィールドを読む必要があります。警告のあるすべての 11.x のパッチの
Warn フィールドは、セキュリティカタログ内にあります。ご使用のシステムに該当するパッチ警告を見つけ
るには、スクリプトを実行した後でカタログ内のパッチレコードを手動で検索するか、−m (機械的に解析可
能) オプションを指定して security_patch_check を実行します。

パッチをインストールする前に、一般的なパッチプロセスについて理解する必要があります。パッチの概要に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『パッチ管理ユーザーガイド HP−UX 11.x システム用』を参
照してください。このドキュメントを読み、パッチプロセスについて理解することは重要です。パッチが正し
くインストールされていなかったりインストールが不完全だと、システムに重大な問題が発生し復旧困難な状
態で動作を停止するおそれがあります。アップデート (削除) と手動アクションの手順は報告書自体に記載され
ていますが、ソフトウェアのインストールと削除を行う前に、swinstall と swremove について理解する
必要があります。swinstall(1M) と swremove(1M) を参照してください。

パッチ: 当社では、多数のセキュリティ上の問題とシステムのその他の既知の不具合に対する修正が含まれ
た、推奨されるパッチの標準 HP-UX パッチバンドルを提供しています。標準 HP-UX パッチバンドルは、
HP IT リソースセンター http://itrc.hp.com から入手できます。 Openview のパッチは、
http://support.openview.hp.com/patches で入手できます。

最低限のシステム変更でパッチ関連のセキュリティホールに対処する必要がある場合は、Patch Database (IT

リソースセンター http://itrc.hp.com にあります) を security_patch_check と組み合わせて使い、
最低限のパッチとその依存パッチをダウンロードします。Patch Database では、当社が現在推奨している一
連のパッチが常に表示されます。これらのパッチは、security_patch_check で確認されるものよりも新
しい場合があります。

アップデート: 一般に、ほとんどの HP−UX ソフトウェアは、http://software.hp.com、OE および
AR メディアリリース、http://www.hp.com にある製品固有の Web サイトから入手できます。通常、セ
キュリティ報告書には、より具体的なソース情報が含まれています。

削除アクション: ソフトウェアを修正するための唯一の方法が、それを削除することである場合があります。
一般に、セキュリティ報告書では、同じ機能を持つ別の製品へのアップグレードパスが推奨されます。

手動アクション: Security Patch Check は、パッケージ製品やパッチで問題が完全に解決できない場合や、使
用可能なデータが部分的または不完全な場合に、手動アクションを推奨することがあります。詳細は報告書を
参照してください。完了した手動アクションを示す唯一の方法は、「無視」ファイルを使うことです。 (後述
する「オプション」の項の −i オプションを参照してください。)

セキュリティ上の実施例として、当社やその他の情報源からのセキュリティ報告書を監視することをお勧めし
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ます。システムで必要なアクションと Security Patch Check で報告されるアクションの間に矛盾を見つけた
場合は、その矛盾について bulletin−corrections@security.hp.com に報告し、調査を依頼してくだ
さい。当社にご報告いただいた矛盾点は、我々の大切なお客様全員を保護するのに役立ちます。

security_patch_check は、デフォルトでは ./security_catalog にあるセキュリティパッチカタログ
を使ってローカルホストを分析し、$HOME/.spc_ignore にある無視ファイルを使って無視すべき報告書を
決定します。その後、swlist を実行し、読みやすい表形式でレポートを生成します。これらのデフォルトの
動作は、コマンド行または /etc/sec_mgmt/spc/spc_config ファイルで変更することができます。

Security Patch Check についての追加ドキュメント (FAQ や README) が http://docs.hp.com にあり
ます。

オプション
コマンド行引き数をまとめて指定することはできません。たとえば、−r −q は有効ですが、−rq は無効で
す。security_patch_check には以下のオプションがあります。

−a このオプションを指定すると、security_patch_check は、すべての祖先 (ファイルセット ) が
ターゲットシステムにインストールされているかのように動作します。このオプションは、パッチデ
ポを単独で分析するのに便利です。

− または −f filename

− を指定すると、security_patch_check は標準入力から読み込みます。 −f filename を指定す
ると、security_patch_check はファイルから読み込みます。

これらのオプションは、どちらも複数のデポを分析するために使うことができます。 secu-

rity_patch_check が使うデータは、次の swlist コマンドで生成される形式である必要がありま
す。security_patch_check に間違った形式の入力を渡すと、どのような結果になるか分かりませ
ん。

swlist −l fileset −a supersedes −a revision ¥

−a software_spec −a state [−d] [@ host]

ここで、−d はルートファイルシステムの代わりにデポを指定し、 @ host は、ターゲットホストシス
テムを指定します。swlist(1M) を参照してください。

これらのオプションのいずれかを使うと、security_patch_check は swlist を直接呼び出さ
ず、前述のように標準入力または filename を、swlist からの出力として扱います。− オプション
と −f オプションはどちらか一方しか指定できません。−s オプションと −n オプションも参照して
ください。

Software Assistant にはシステムインベントリのキャッシュ機能が含まれており、ITRC のパッチ評
価エンジンと互換性のある形式を使います。SWA 用のインベントリを収集する方法については、swa-

step(1M) のインベントリステップを参照してください。
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−c security−catalog

ローカルにキャッシュされたセキュリティ報告書カタログの場所を指定します。セキュリティ報告書
カタログのデフォルトパスは ./security_catalog です。

SWA での同様の機能については、catalog 拡張オプションがこのオプションに相当します。Soft-

ware Assistant には、カタログのキャッシュとダウンロードを制御するための追加のオプションがあ
ります。これには、拡張オプション catalog_max_age と download_cmd が含まれます。Soft-

ware Assistant のカタログにも追加のパッチ情報が格納されており、パッチの依存関係の最適化とそ
の他の種類の分析が可能になっています。

−h depot または −h remote−host

ローカルホスト (デフォルト ) ではなく、リモートホストまたはデポに対して分析を実行します。
remote−host は、HP−UX 11.x システムです。depot は、リモートシステムまたはローカルシステム
上のディレクトリ形式またはテープ形式のデポの絶対パスです。−h オプションを指定できるのは、
security_patch_check を実行しているユーザーが、swlist に対する SWACL パーミッション
を持っている場合だけです。リモートのホストやデポでは、swagentd がリモートホスト上で動作し
ている必要があります。swagentd(1M) と swacl(1M) を参照してください。

Software Assistant でこれに相当するのは、−s オプション (swlist でのこのオプションの使い方に
似ています) または inventory_source 拡張オプションです。

−i ignore−file

無視ファイルを指定します。このファイルは、分析したものの、Security Patch Check では自動的に
検出できないアクションで便利です。特定の報告書で推奨されているすべてのアクションを実行した
後、セキュリティ報告書の ID をファイル内に記述して、「実施項目」リストから削除します。これに
より、パッチ、アップグレード、削除、手動アクションなど、その報告書に関係するすべてのアク
ションがレポートから削除されます。ignore−file では、security_patch_check は１行に１つの
報告書 ID が記述されているものと想定します。番号記号 (ハッシュ記号) (#) で始まるコメントは、独
立した行として記述することも、アクション ID の後に記述することもできます。報告書 ID は、人間
が読みやすい出力の "Bull" 欄と同じ形式であり、報告書番号の後に、オプションで "r" と報告書のリ
ビジョン番号を続けます。報告書が改訂されると、そのリビジョンによる影響がある場合、Security

Patch Check はアップデートされたカタログを次回ダウンロードしたときに再度通知します。デフォ
ルトのファイルは $HOME/.spc_ignore です。

Software Assistant では、複数の無視ファイルを指定でき、無視する問題を照合するために正規表現
が指定できるため、より柔軟性があります。また、特定のセキュリティ報告書の中の個々のアクショ
ンを無視できるため、さらに細かい指定が可能になっています。SWA で無視ファイルを指定する方法
については、swa-report(1M) の ignore_file 拡張オプションを参照してください。初めて swa

report を実行すると、そのユーザーのデフォルトの Security Patch Check の無視ファイルが自動的
に SWA 形式に変換されます。

−m 出力を、機械的に解析可能な形式で表示します。この形式には、ゼロ個以上の推奨されるアクション
レコードが、次の形式で含まれています。
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action−name:

{<tab>field−name:<tab>field−text

[<tab><tab>more−field−text]... }...

レコードは、推奨されるアクション、または警告のあるパッチに対応します (ターゲットシステム上に
存在するパッチが対象です)。警告のあるパッチでは、Status フィールドに "with Warnings" が含ま
れています。推奨されるセキュリティアクションには、SecBul フィールドが含まれています。−m オ
プションは、−o オプションと共に指定してはなりません。security_patch_check で使われるカ
タログに固有の３つのフィールドが表示されます。Min フィールドは、セキュリティの問題を解決す
る、推奨されるパッチのチェーン内でもっとも古いパッチを示します。MFset フィールドは、最も古
いパッチの祖先ファイルセットのリストであり、SecBul フィールドは、パッチのチェーンが導入され
たセキュリティ報告書を示します。各パッチレコードに同じフィールドが存在するという保証も、
フィールドが特定の順序で表示されるという保証もありません。−m を指定すると、注記が抑止されま
す。警告とエラーは標準エラー出力に書き込まれます。

−n 現在インストールされているソフトウェアのうち、構成されておらず使用可能にもなっていないもの
に関する警告を抑止します。構成済みでも使用可能でもないソフトウェアは、構成が正しくないた
め、修正が必要です。

−o [bcdmprs]

security_patch_check によって、人間にとって見やすいパッチ情報の表に表示される情報を変更
します。デフォルトでは、 "#" 、 "Bull" 、 "Cnt" 、 "Recommended" 、 "Spec" 、 "Reboot" 、
"PDep"、"Description" 欄が表示されます。パッチレコードの全文を表示するには、 (−o オプション
の代わりに) −m オプションを指定して security_patch_check を実行します。−o オプションに
指定したオプションの順序は無視されます。表の各欄は、次の順序で表示されます。

#、Recommended、[Bull]、[Cnt]、[Minimum]、[Spec]、[Reboot]、 [PDep]、[Description]

"#" は、表の中でのパッチの番号を示します。

−o は −m と共に指定できない点に注意してください。−m は、−o よりも優先されます。−o に指定
するオプションには、以下の効果があります。

b "Bull" フィールドを表示し、この推奨されるアクションが適用される、もっとも番号が大きい
セキュリティ報告書を表示します。

c この推奨に関係する報告書の数を示す "Cnt" フィールドを表示します。たとえば、1st は、こ
れが最初で唯一の報告書であることを示し、2nd はこれが２つのうち２番目の報告書であるこ
とを示し、3rd はこれが３つのうちの３番目の報告書であることを示します。

d "Description" フィールドと、推奨される各アクションの説明を表示します。

m "Minimum" フィールドを表示し、推奨パッチを含む、セキュリティ上の問題を解決するパッ
チのチェーンの中でもっとも古いパッチを表示します。
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p "PDep" フィールドを表示し、各推奨パッチにパッチの依存関係があるかどうかを表示しま
す。

r "Reboot" フィールドを表示し、推奨される各パッチやアクションでリブートが必要かどうかを
表示します。

s "Spec" フィールドを表示し、推奨される各パッチやアクションに関連する特別な手順があるか
どうかを表示します。場合によっては、特別な手順の性質も示します。たとえば、"man" は手
動の手順があることを示し、 "upd" は適用すべきアップデートがあることを示し、 "warn" は
パッチに警告があることを示します。

−q 表示の少ないモードで動作します。security_patch_check は、システムまたは入力データにパッ
チやアクションが不足していると判断した場合にだけ表または機械的に解析可能な出力を表示しま
す。警告は表示されます。注意は抑止されます。

Software Assistant では、−q オプションを使って標準エラー出力の詳細レベルを下げることができ
ます。SWA 用のレポートを条件付きで (標準出力に) 生成する方法については、swa-report(1M) の
report_when_no_issues 拡張オプションを参照してください。

−qq さらに表示の少ないモードで動作します。システムのセキュリティにとって重要かもしれない警告 (つ
まり、パッチ警告、その他のユーザーが書き込み可能なカタログ) は抑止されます。−qq は −q を含
んでいます。

−r [url]

最新のセキュリティ報告書カタログを、url で指定された当社の HTTPS、HTTP、FTP のいずれか
のサイトから取得します。

security_patch_check は、カタログを −c オプションで指定された場所に格納します。デフォル
トは ./security_catalog です。

url を指定する場合、カタログは gzip 形式 (.gz で終わる) でなければなりません。

取得構成についての詳細は、後述する「セキュリティカタログの取得」の項を参照してください。

Software Assistant は、swa_catalog.xml という名前の、別のカタログを使います (効率的に取得
できるように、通常は gzip 形式で圧縮されています)。Software Assistant では、カタログのダウン
ロードと、ローカルカタログの最長有効期間を制御するオプションを指定できます。swa_cata-

log.xml が見つからないか、指定された最長有効期間よりも古い場合、swa report は自動的にカ
タログのダウンロードを試みます。SPC の −r オプションに相当するオプションは不要です。
swa_catalog.xml.gz の代替ソース URL を指定する方法については、swa-report(1M) の cata-

log_source 拡張オプションを参照してください。

−s os−version

OS のバージョンを指定します。−s オプションを指定しないと、security_patch_check は
OS−Core ファイルセットの software_spec フィールドを使って、対象システムで動作している OS の
バージョンを判断します。os−version の形式は、11.xx です。このオプションは、パッチ専用のデポ
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を分析するときに便利です。

−t security_patch_check の分析対象となる動作中のホスト (デフォルトの "localhost" または −h

で指定されたホスト) から、置き換えられたパッチに関する情報を収集します。デフォルトでは、アク
ティブなパッチに関する情報だけが収集され分析されます。標準入力またはファイルからの入力を指
定したときに、パッチツリー全体を分析する場合は、入力を生成するときにパッチツリー全体が含ま
れるように、 swlist コマンドで (security_patch_check での −t の代わりに )

−x show_superseded_patches=TRUE オプションを指定します。この分析は、パッチをロール
バックする前に、警告のあるパッチや誤って構成されたパッチがアクティブになるかどうかを確認す
るのに便利です。

−u 使用法のメッセージを表示して終了します。SWA では、−? オプションを指定すると SWA の使用法
が表示されます。

セキュリティの問題
security_patch_check の推奨事項に従うと、当社が推奨するセキュリティアクションに関してシステム
が最新の状態になります。

システムに対して手動のアクションが必要なセキュリティアドバイザリが多数あります。アドバイザリや報告
書の中には、パッチが含まれていないものや、パッチと手動アクションの両方が含まれているものがありま
す。そのため、そのようなアドバイザリが security_patch_check で出力された場合は、内容を確認し、
適切なアクションを実行する必要があります。

HP−UX セキュリティアドバイザリのアーカイブにアクセスするためには、ITRC のアカウントが必要です。
https://itrc.hp.com/cki/bin/doc.pl/screen=ckiSecurityBulletin を参照してください。

security_patch_check は Perl の汚染チェックを使います。そのため、受け取ったコマンド行オプション
に英字 (A−Za−z)、数字 (0−9)、スラッシュ (/)、ドット (.)、アンダースコア (_)、ダッシュ (−) 以外の文字が
含まれていると、security_patch_check は終了します。 −c security−catalog を −r オプション付きで
実行する場合には注意してください。また、Perl のセキュリティ機能により、コマンド行の −r オプションで
一部の URL が指定できない場合があります。

security_patch_check は、使用するセキュリティカタログに対してチェックを実行します。その他の
ユーザーまたはグループがカタログに書き込み可能である場合や、その親ディレクトリのいずれかにその他の
ユーザーまたはグループが書き込み可能で、そのディレクトリにスティッキービットが設定されていない場合
に警告を表示します。

FTP を使う場合、security_patch_check は、ダウンロードするセキュリティパッチカタログを検証しま
せん。security_patch_check が動作しているサブネット上で当社の FTP サイトがスプーフィングされた
場合、不正なカタログをダウンロードする可能性があります。そのため、デフォルトの HTTPS でダウンロー
ドすることをお勧めします。HTTPS 通信の前提条件 (OpenSSL と当社の SSL 対応の Perl、また CRL

チェックが必要な場合は OpenSSL) がインストールされていない場合、Security Patch Check はデフォルト
で HTTP を使う点に注意してください。
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security_patch_check は、Perl と swlist を実行するパーミッションを持つ任意のユーザーが実行でき
ます。

セキュリティカタログの取得
以下の構成オプションは、主に −r オプションに関係します。

プロキシ設定
インターネットに接続するためにプロキシを使う必要があるファイアウォールの内側で −r オプションを指定
する場合は、https_proxy、http_proxy、ftp_proxy のいずれかの構成設定 (使用するダウンロードプ
ロトコルによります) で、ローカルサブネットのプロキシを指定する必要があります。プロキシ設定では、
security_patch_check に対して、ファイアウォールの内側から転送を行う方法を指示します。デフォル
トのプロキシ動作は、security_patch_check の構成ファイル /etc/opt/sec_mgmt/spc/spc_config

で構成でき、ユーザーごとの動作はユーザーのシェルの環境変数で指定できます。プロキシの URL の形式は
次のとおりです。

proxy−protocol://proxy−address:port

例:

https_proxy=http://myproxy.mynet.com:8088

Web プロキシは、通常 HTTP プロトコル (HTTPS と FTP のデータを転送する場合も) を使います。コマン
ド行で URL を指定し、プロキシファイアウォールを通過する必要がある場合、その URL に対応するプロキ
シを指定する必要があります。たとえば、URL が http:// で始まる場合は http_proxy オプションを設
定します。ファイル転送を行わないプロトコル (telnet など) や、プロキシを通して使用できないプロトコ
ル (file など) があります。

注記: security_patch_check を、"Get Bulletin Catalog" ツールから実行するのではなく、HP Systems

Insight Manager から実行する場合は、上記のいずれかの URL からカタログを手動でダウンロードし、
/var/opt/sec_mgmt/security_catalog にカタログを保存することもできます。HP Systems Insight

Manager がプロキシを使ってカタログを取得できるように、https_proxy、http_proxy、ftp_proxy の
い ず れ か ( お よ び security_patch_check ク ラ イ ア ン ト の 構 成 ファ イ ル
/etc/opt/sec_mgmt/spc/spc_config で設定されないその他すべての構成環境変数) を設定する必要が
あります

たとえば、指定したプロキシを通じた FTP ダウンロードを有効にするには、

export ftp_proxy=http://myproxy.mynet.com:8088

を /etc/profile に挿入します。HP Systems Insight Manager の "Get Patch Catalog" ツールは、secu-

rity_patch_check を実行する前に /etc/profile を読み込みます。

HTTPS 固有の構成
security_patch_check の構成ファイル /etc/opt/sec_mgmt/spc/spc_config、またはユーザーシェ
ルの環境変数で、以下の各変数を構成することができます。これらの各変数に対し、妥当なデフォルトが構成
ファイルで設定されているので、例として使うことができます。security_patch_check では、デフォル
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トでサーバー証明書の検証がすべての HTTPS 要求で必要です。そのため、以下の HTTPS_CA_FILE 変数ま
たは HTTPS_CA_DIR 変数を正しく設定することで、リモートサーバーの証明書を発行するために使った、信
頼できる CA 証明書を指定する必要があります。

CRLCHECK

この変数に１を設定すると、security_patch_check は、リモートサーバーを検証するために使わ
れる信頼できる CA 証明書に対し、証明書失効リストの更新とチェックを行います。そのため、
CRLURL 変数も設定する必要があり、ダウンロードされた失効リストに署名するために使われた証明
書だけを使ってサーバー接続を検証することができます。この構成を有効にすると、リモートサー
バーは、認証局を通じてその証明書を失効させることができますが、認証局からの定期的なダウン
ロードも必要になるため、security_patch_check の実行時間が長くなります。失効リストを検証
しない場合は、この変数に０を設定します。

CRLURL

セキュリティカタログをダウンロードするために使う信頼できる証明書に対する、証明書失効リスト
(CRL) をダウンロードできる URL を設定します。プロキシの内側にいる場合は、CRL をダウンロー
ドするために使うプロトコルのプロキシ情報を構成する必要があります。

HTTPS_CA_DIR

PEM でエンコードされた、信頼できる CA 証明書１つからなるファイルが格納されたディレクトリで
す。当社が提供したデフォルトの証明書以外を使う場合は、証明書のサブジェクト名のハッシュ値を
使って、これらのファイルに "hash.0" の形式のインデックスを付ける必要がある点に注意してくださ
い。ディレクトリ内の、拡張子 .pem で終わる各証明書ファイルに対して、hash.0 形式のファイルを
作成しながら、ディレクトリ内の証明書にインデックスを付けるには、OpenSSL のユーティリティ
c_rehash を使います。

HTTPS_CA_FILE

security_patch_check によって信頼される、PEM でエンコードされた CA 証明書が格納された
ファイルの絶対パスです。

OPENSSLDIR

openssl と c_rehash のバイナリが格納されたディレクトリパスです。

セキュリティ報告書のカタログは、以下の URL から手動でダウンロードすることができます。

https://itrc.hp.com/service/patch/securityPatchCatalog.do?

item=security_catalog2.gz

http://itrc.hp.com/service/patch/securityPatchCatalog.do?

item=security_catalog2.gz

ftp://ftp.itrc.hp.com/export/patches/security_catalog2.gz
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Software Assistant への移行
次の表は、Security Patch Check のオプションと、Software Assistant (SWA) の対応するオプションの一部
を示します。この対応は、同等であることを示すものではありません。SWA ではインタフェースが異なり、
より多くの機能を持っています。そのため、一部のオプションは名前が異なるだけでなく、意味が変更されて
います。

SPC のオプ
ション

SWA の１
文字オプ
ション

SWA の拡張オプション

-c n/a catalog

-h -s inventory_source

-i n/a ignore_file

-o -r stdout_report_type

-q n/a report_when_no_issues

-q -q verbosity

-r n/a catalog_source

-u -? n/a

Software Assistant のレポート機能にアクセスするための第一の方法は、メジャーモード swa report を使
うことです。これらのオプションの詳しい説明については、swa-report(1M) を参照してください。Software

Assistant の機能についての詳細は、swa(1M) とその他の関連するマンページを参照してください。

プロキシ環境変数 ftp_proxy、http_proxy、https_proxy は、SWA でも有効です。これらの設定は、
コマンド行オプション −x を使った拡張オプション、または SWA の構成ファイルでも設定できます。SPC

はこれらのオプションを使って最初に試すカタログソース URL を決定しますが、SWA は、プロキシ設定に
関係なく、拡張オプション catalog_source で明示的に設定された URL を使います。SWA は、ダウン
ロード機能を実現するために、Ja va(TM) ライブラリも使います。SPC でプロキシの明示的な設定が必要な場
合、SWA は、明示的な設定がなくても自動的にネットワークプロキシ設定を検出してそれを使うことができ
ます。より複雑なネットワークトポロジ (たとえば、HTTP の基本認証以外の認証が必要なプロキシ) では、
拡張オプション download_cmd により、きわめて柔軟なダウンロード機能が提供されます。これは、SPC

が提供する機能よりもはるかに強力です。

多言語化対応
環境変数

Security Patch Check は、環境変数 HOME を使って、無視ファイルのデフォルトの場所とデフォルトのトラ
ストストアの場所を設定します。HOME を設定せずに root によって実行された場合、Security Patch Check

はデフォルトで /var/opt/sec_mgmt/spc を使います。それ以外の場合、有効な HOME がないと、Secu-

rity Patch Check はエラーで終了します。

security_patch_check を −r オプション付きで実行する場合、シェル環境内でプロキシおよびトラスト
ストアの構成変数を設定してエクスポートする必要があります。
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ネットワークでプロキシを使用する必要がある場合、変数 https_proxy、http_proxy、ftp_proxy は、
スクリプトで使うことのできるプロキシを指す必要があります。これらのプロキシ環境変数は、SWA でも有
効です。セキュリティカタログをダウンロードするために使うプロトコルに基づいて、適切なプロキシ変数を
使ってください。

HTTPS プロトコルを使う場合、必要なすべてのトラストストア変数を構成する必要があります。トラストス
トア環境変数 HTTPS_CA_FILE、HTTPS_CA_DIR、CRLCHECK、CRLURL については、前述の 「HTTPS 固
有の構成」の項を参照してください。

HP Systems Insight Manager が変数を見つけることができるようにするためには、/etc/profile ファイ
ルを変更する必要があります。詳細は、前述の「セキュリティカタログの取得」の項を参照してください。

戻り値
security_patch_check は、終了状態として以下の値のいずれかを設定します。

0 不足しているアクションが見つかったかどうかにかかわらず、正常終了を示します。

1 コマンド行引き数にエラーがあることを示します。

2 security_patch_check が SIGQUIT 、 SIGINT 、 SIGSTOP のいずれかを受け取った
ことを示します。

>2 他の機能レベルの実行時エラーを示します。

エラーの場合、security_patch_check はエラーメッセージを出力します。

例
最新のセキュリティパッチカタログを取得し、ローカルシステムを分析します。人間にとって読みやすいレ
ポートを生成します (デフォルト)。

security_patch_check −r

最新のセキュリティ報告書カタログを取得し、ローカルホストを分析します。警告とエラーを含めすべての出
力をファイル report に書き込みます (/usr/bin/sh を使います )。これは、security_patch_check

を cron ジョブとして夜間に実行するときに便利です。

security_patch_check −r > report 2>&1

レポートをメールで受信する場合は、次のコマンドを実行します (/bin/sh を使います)。標準出力と標準エ
ラー出力の両方のストリームが、指定された電子メールアドレスに送信されます。

security_patch_check.pl −r 2>&1 | mail user@hostname

最新のセキュリティ報告書カタログをダウンロードしてローカルホストを分析し、swlist の出力をファイル
swout_output から読み込みます。

security_patch_check −f swout_output −r

ローカルホストを分析し、推奨されるパッチまたはアクションのチェーンで言及されているセキュリティ報告
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書と、推奨されるパッチまたはアクションでリブートが必要かどうか、およびその説明を出力します。

security_patch_check −o brd

machineA という名前のリモートホストを分析し、機械的に解析可能な形式で結果を出力します。

security_patch_check −h machineA −m

machineA 上のデポ /patch_depot と、machineB 上のデポ /fileset_depot を分析します。デポは
HP−UX 11.00 用であると仮定します。security_patch_check は、swlist の出力を標準入力から読み
込みます。

swlist −l fileset −a supersedes ¥

−a software_spec −a revision −a state −d ¥

@ machineA:/patch_depot ¥

machineB:/fileset_depot ¥

|

security_patch_check −s 11.00" −"

セキュリティ報告書のカタログをダウンロードした後にリモートシステム machineA を分析します。この例
は、security_patch_check を cron ジョブとして使う典型的な例です。

security_patch_check −r −q −h machineA

machineA を分析し、不足しているパッチが見つかった場合にのみ、機械的に解析可能な形式で表を出力しま
す。

security_patch_check −h machineA −q −m

著者
security_patch_check は HP で開発されました。

ファイル
$HOME/.spc_ignore

./security_catalog

/etc/opt/sec_mgmt/spc_config

参照
openssl(1), swa(1M), swa-get(1M), swa-report(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swinstall(1M), swlist(1M),

swremove(1M)

『パッチ管理ユーザーガイド HP−UX 11.x システム用』 (http://docs.hp.com/ja)
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名称
sendmail − インターネット上でのメールの送信

構文
/usr/sbin/sendmail [ mode ] [ flags ] [ address ...]

説明
sendmail は、１人以上の 受信者または アドレスにメッセージを送信し、必要なすべてのネットワークへの
メッセージの経路指定を行います。 sendmail は正しい場所へメッセージを配信するために必要に応じて
ネットワーク間転送を行います。

sendmail は、ユーザーインタフェースのルーチンとして意図されていません。ユーザーにとって使いやすい
フロントエンドは、他のプログラムで提供されます。 sendmail は、事前にフォーマットされたメッセージ
を配信するためにのみ使用します。

フラグ (flags) をコマンド行で指定していない場合は、 sendmail は、ファイルの終端まで、またはドット
(.) １つだけで構成されている行までを標準入力から読み取り、そこで見つけたメッセージのコピーを、コマ
ンド行にリストされたすべてのアドレスに送ります。 sendmail は、アドレスの構文と内容に基づき、
sendmail の構成ファイル中の情報に従って、使用するネットワークを決定します。デフォルトの構成ファイ
ルは、 /etc/mail/sendmail.cf です。

ローカルのアドレスがファイルから検索され、別名 (エイリアス) が適切に展開されます。また、アドレス照合
のために sendmail でも NIS および LDAP の使用がサポートされます。アドレスの前にバックスラッシュ
(\) を付けると別名処理は行われません。通常は、送信者は別名の展開結果に含められません。たとえば、
‘john’ が ‘group’ にメッセージを送る際に、‘group’ を展開するとそれに ‘john’ が含まれている場合でも、メッ
セージは ‘john’ には送信されません。

newaliases が起動されると、 sendmail は別名データベースを再構築します。 newaliases は、
sendmail -bi と同じです。 newaliases(1M) を参照してください。一時的に配信不能なメールは、メール
待ち行列に保存されます。 mailq が起動されると、 sendmail はメール待ち行列の内容を表示します。
メール待ち行列ファイルは、 /var/spool/mqueue ディレクトリにあります。 mailq は、 sendmail

-bp と同じです。 mailq(1) を参照してください。

メール配信障害の場合、ユーザーは DSN (配信ステータス通知) を受信します。

注記: １人以上の受信者にメッセージを中継しようとした結果の DSN には、障害の原因を列挙した
「診断コード」 (Diagnostic-Code) のメッセージが含まれています。このメッセージにはユーザーアド
レスは含まれません。

root でないユーザーには、 sendmail に関連するファイルやデータベース (たとえば、 /etc/mail/ali-

ases、 /etc/mail/aliases.*、 /etc/mail/sendmail.st、および /etc/mail/sendmail.pid) への
アクセス権はありません。

注記: sendmail プロセスを抹消する特権があるのは、 root ユーザーだけです。 root でないユー
ザーは sendmail プロセスにシグナルを送信することはできません。
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引き数
sendmail は、次の引き数を認識します。

mode 下記の「モード」の項で説明されているモードから選択したモードです。指定できるモー
ドは１つだけです。デフォルトは、 -bm です。

address 受信者のアドレスです。複数のアドレスを指定できます。

flags 下記の「フラグ」の項で説明されているフラグから選択したフラグです。複数のフラグを
指定できます。

モード
sendmail は、次のモードのいずれかで動作します。デフォルトは -bm で、メールを通常の方法で配信しま
す。

−ba ARPANET モードに入ります。入力行はすべて CR-LF (復帰改行) で終了する必要があり、
メッセージの生成もすべて行末に CR-LF が付きます。また、 ‘‘From:’’ および ‘‘Sender:’’

フィールドが送信者の名前と照合されます。

−bd デーモンとして実行します。 sendmail は fork してバックグラウンドで実行し、SMTP 接
続を受信するためにソケット 25 からの着信を待機します。

−bD デーモンとして動作しますが、フォアグラウンドで動作します。

−bh 継続ホストステータスデータベースを出力します。

−bH 継続ホストステータスデータベースを取り除きます。

−bi メール別名ファイル用の別名データベースを初期化します。 newaliases は、 sendmail

-bi と同じです。 newaliases(1M) を参照してください。

−bm 通常の方法でメールを配信します (デフォルト)。

−bp メール待ち行列のリストを出力します。 mailq は、 sendmail -bp と同じです。
mailq(1) を参照してください。

−bs 標準入力および標準出力上で、 RFC821 で説明されているように SMTP プロトコルを使用し
ます。このフラグは、 SMTP と互換性がある ba フラグのすべての動作を含みます。

−bt アドレステストモードで実行します。このモードは、アドレスを読み取り、解析のステップを
表示します。これは構成テーブルのデバッグに使用します。

−bv 名前の検査のみを行います。すなわち、メッセージの収集や配信は行いません。検査モードは
通常は、ユーザーやメーリングリストの妥当性のチェックに使用します。

フラグ
sendmail は、次のフラグを認識します。
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−Btype 本文のタイプを、設定します。 type は 7BIT または 8BITMIME のいずれかです。

−Cfile 代替構成ファイルを使用します。代替構成ファイルを指定した場合は、 sendmail を
ルートとして実行することはできません。

−dX デバッグ値を X に設定します。 X は、 category.level 形式 (たとえば -d56.12) でも
構いません。小さな値を level または category に指定すると、出力は少なくなります。
大きな値を level または category に指定すると、出力は多くなります。 category のデ
フォルト値は０で、 level のデフォルト値は１です。

−F fullname 送信者のフルネームを設定します。

−fname ‘‘from’’ ユーザー (すなわち、メールの送信者) の名前を name に設定します。 −f オプ
ションのユーザーが「信頼できるユーザー」 (通常は root、 daemon、および network)

ではなく、 −f オプションで指定した name と実際にメールを送信している人物のログ
イン名が同一でない場合、メールのヘッダーに X-Authentication-Warning が入り
ます。

−G 何の処理も加えずにメッセージを中継します。

−hN ホップ数を N に設定します。ホップ数は、メールが処理されるたびに増加します。ホッ
プ数が限界に達すると、メールは "the victim of an aliasing loop" のようなエラーメッ
セージとともに返信されます。指定しない場合には、 メッセージの中の ‘‘Received:’’ 行
がカウントされます。

−i 受信メッセージの中のドットだけの行を無視します。ファイルから読み込んでいる場合
には、このフラグを指定する必要があります。

−Ltag syslog メッセージで使われる識別子を指定します。識別子は tag に設定されます。

−n 別名処理を行いません。

−Ndsn 配信ステータス通知条件を設定します。 dsn に設定できる有効な条件は、次のとおりで
す。

never 通知なし
failure 配信失敗
delay 配信遅延
success 配信成功

−Ooption=value

構成オプション option を指定した value に設定します。オプションについては、下記の
「処理オプション」で説明します。

−ox=value オプション x を指定した value に設定します。オプションについては、下記の「処理オ
プション」で説明します。
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−pprotocol メッセージの受信に使用するプロトコルの名前を設定します。 UUCP のように単独のプ
ロトコル名か、 UUCP:ucbvax のようにプロトコル名とホスト名を指定することが可能
です。

−qtime 待ち行列に保存されたメッセージを指定された時間間隔で処理します。 time を省略する
と、待ち行列の処理は１度です。 time は、秒を表す s、分を表す m、時を表す h、日数
を表す d、および週を表す w によるタグ付きの数値として指定します。たとえば、
−q1h30m と −q90m は、どちらも待ち行列の処理の時間間隔を１時間 30 分に設定しま
す。 time を指定すると、 sendmail はバッググランドで実行されます。このオプショ
ンを bd とともに使用すると安全です。

−qIsubstr 待ち行列 ID の部分文字列として substr を含むジョブの処理に制限します。

−qRsubstr 受信者のいずれかの部分文字列として substr を含むジョブの処理に制限します。

−qSsubstr 送信者の部分文字列として substr を含むジョブの処理に制限します。

−rname f フラグの代わりとして使用できますが、古い形式です。

−Rreturn メッセージが折り返される際に、返信されるメッセージの量を設定します。 return に設
定できる値は、次のとおりです。

full メッセージ全体を返信。
hdrs ヘッダーだけを返信。

−t 受信者に関するメッセージを読み取ります。 To:、Cc:、および Bcc: の行について、受信
者のアドレスが走査されます。 Bcc: 行は、送信前に削除されます。

−U 初期 (ユーザー) 発信であることを表します。 mail や elm などのユーザーエージェン
トから sendmail を呼び出す場合は、必ずこのフラグを設定しなければなりません。た
だし、 rmail などのネットワーク配信エージェントから呼び出す場合は、このフラグ
を設定しないでください。

−v 冗長モードに入ります。別名展開の通知などを行います。

−Venvid オリジナルのエンベロープ識別子を設定します。これは、SMTP を通して DSN (配信ス
テータス通知) をサポートしているサーバーに伝達され、DSN に準拠したエラーメッ
セージ内に返信されます。

−Xlogfile メールプログラムで受信/着信したすべてのトラフィックを指定されたログファイルに記
録します。これは、メールプログラムのバグをデバッグするための最後の手段としての
み使用します。多くのデータを素早くログにとります。

−- コマンドフラグの処理を中止し、残りの引き数をアドレスとして使用します。
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処理オプション
多くの使用できる処理オプションがあります。通常は、これらのオプションはシステム管理者のみが使用しま
す。オプションは、 −o フラグを使用してコマンド行で設定するか、構成ファイル /etc/mail/send-

mail.cf 内で設定することができます。オプションは以下のとおりです。

AliasFile=file

代替の別名ファイルを使用します。

AlertTmpFailure

設定されている場合には、 sendmail は、一時的エラーメッセージを Loglevel>=2

の LOG_ALERT メッセージとして、設定されていない場合には、 Loglevel>8 の
LOG_INFO メッセージとして記録します。

HoldExpensive

「接続コストの高い」メールプログラムにすぐには接続しません。待ち行列の処理が必
要となります。

CheckpointInterval=N

N 個の配信が成功するたびにキューファイルのチェックポイント処理を行います (デフォ
ルトは 10)。大量のメーリングリストへの送信がシステムクラッシュで中断された際の二
重送信を軽減します。

DeliveryMode=x

配信モードに値 x を設定します。配信モードは次のとおりです。

b バックグラウンドの (非同期) 配信。

d 延期。データベースの参照 (DNS および NIS の参照) を行わない点を除いて q

と同じです。

i 対話型の (同期) 配信。

q 待ち行列へ。メッセージは、待ち行列が次に処理されたときに配信されます。

ErrorMode=x

エラー処理にモード x を設定します。有効なモードは次のとおりです。

e BerkNet 用の特別な処理を行います。

m エラーメッセージをメールとして返信します。

p エラーを端末に表示します (デフォルト)。

q エラーメッセージを破棄します (終了ステータスだけが返されます)。

w エラーメッセージを送信元に ‘‘write’’します (送信元がログインしていない場合に
はメールとして返信します)。
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モード m または w でメッセージのテキストがメールとして返信されず、送信者がこの
マシンのユーザーであった場合は、メッセージのコピーが送信者のホームディレクトリ
の dead.letter というファイルに追加されます。

SaveFromLine

メッセージの先頭にある UNIX 形式の ‘‘From’’ (送信元) の行を保存します。

MaxHopCount=N

このオプションはメッセージが「ホップ」できる最大回数を設定するために使います。
この回数を超えると、メッセージがループに陥ったと見なされます。

IgnoreDots

このオプションは sendmail に対し、行中のドットをメッセージの終端として処理しな
いように指示します。

SendMimeErrors

MIME 形式でエラーメッセージを送信します。

ConnectionCacheTimeout=timeout

接続キャッシュのタイムアウト値を設定します。

ConnectionCacheSize=N

接続キャッシュのサイズを設定します。

LogLevel=n

ログのレベルを設定します。

MeToo 別名の展開結果に送信者が含まれていた場合に、「自分」(送信者) にも送信します。

CheckAliases

newaliases コマンド実行中に、別名指定の右辺をチェックします。 newaliases(1M)

を参照してください。

OldStyleHeaders

このオプションを設定すると、旧式のメッセージヘッダーを処理できるようになりま
す。設定しない場合は、新式のメッセージヘッダー (アドレス間がスペースでなくコンマ
で区切られている) を処理します。設定した場合は、大抵のヘッダー形式を正しく判断す
る適切なアルゴリズムが使用されます。

QueueDirectory=queuedir

メッセージが待ち行列に入れられるディレクトリを設定します。

StatusFile=file

このオプションを使うと、指定する file にメール通信統計情報が保存されます。
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DeadLetterDrop

システム全体の dead.letter ファイルの位置を定義します。

ConnectOnlyTo

接続アドレスを書き換えます (テスト用)。

TrustedUser

ファイル所有権の変更とデーモンの起動を行う委託ユーザーを定義します。

ControlSocketName

デーモン制御ソケットを作成するためにこのオプションを設定します。このソケットに
よって、実行中の sendmail デーモンから、指定したソケットを通じて外部プログラム
がステータスの制御や照会を行えるようになります。

MaxMimeHeaderLength

MIME ヘッダーとそのヘッダー内のパラメータのサイズを制限します。このオプション
は、MUA (メールユーザーエージェント) をバッファーオーバーフロー攻撃から守る目的
で作られました。

MaxAliasRecursion

別名の繰り返し回数の上限を指定します。

PidFile pid ファイルの位置を定義します。このオプションを指定しない場合は
/etc/mail/sendmail.pid ファイルがデフォルトです。

ProcessTitlePrefix

ps のリスト表示で示されるプロセスタイトルのプレフィックス文字列を指定します。

DataFileBufferSize

ディスクベースのファイルを使う前にメモリーにバッファーするデータ (df) ファイルの
最大サイズを制御します。

XscriptFileBufferSize

ディスクベースファイルを使う前にメモリーにバッファーする複写 (xf) ファイルの最大
サイズを制御します。

AuthMechanisms

このオプションを使うと、使われているすべての認証方法が表示されます。

DefaultAuthInfo

送信接続用の認証情報を含むファイルの名前を設定します。このファイルには、各行ご
とにユーザー ID、認証 ID、パスワード (平文)、および使用レルムを指定し、 root (ま
たは、委託ユーザー) だけが読めるようにする必要があります。レルムを指定しないと、
$j が使われます。
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AuthOptions

このオプションが ’A’ に設定されていると、認証が成功したときだけ MAIL FROM コマ
ンドに AUTH= パラメータが付けられます。

LDAPDefaultSpec

LDAP マップ用のデフォルトのマップ仕様です。値には、 ‘‘-h host -p port -d

bindDN’’ などの、LDAP 固有の設定だけを含めることができます。この設定は、個々の
マップ仕様 (K コマンド) で指定されない限りすべての LDAP マップで使われます。

CACERTPath

認証局の証明書を格納しているディレクトリへのパス。

CACERTFile

１つの認証局の証明書を含んでいるファイル。

ServerCertFile

サーバーの証明書を含むファイル。この証明書は sendmail がサーバーとして動作する
とき使われます。

ServerKeyFile

サーバーの証明書に属する秘密鍵を含むファイル。

ClientCertFile

クライアントの証明書を含むファイル。この証明書は sendmail がクライアントとして
動作するとき使われます。

ClientKeyFile

クライアントの証明書に属する秘密鍵を含むファイル。

DHParameters

DH パラメータを含むファイル。

RandFile ランダムなデータを含むファイル (プレフィックス file: を使用) または、EGD を
使っているときは、UNIX ソケットの名前 (プレフィックス egd: を使用)。

Timeout.control

制御ソケット要求を処理する時間を制限するために、このオプションを設定します。

Timeout.resolver.retrans

リゾルバの再送間隔を秒単位で設定するために、このオプションを使います。同時に
Timeout.resolver.retrans.first および Timeout.resolver.retrans.nor-

mal オプションの設定も行います。

Timeout.resolver.retrans.first

１回目のメッセージ配信でのリゾルバの再送間隔を秒単位で設定するために、このオプ
ションを使います。
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Timeout.resolver.retrans.normal

２回目以降のメッセージ配信でのすべてのリゾルバによる検索について、リゾルバの再
送間隔を秒単位で設定するためにこのオプションを使います。

Timeout.resolver.retry

リゾルバ照会を再送する回数を設定するためにこのオプションを使います。 Time-

out.resolver.retry.first および Timeout.resolver.retry.normal オプ
ションの設定も行います。

Timeout.resolver.retry.first

１回目のメッセージ配信について、リゾルバ照会を再送する回数を設定するために、こ
のオプションを使います。

Timeout.resolver.retry.normal

２回目以降のメッセージ配信のすべてのリゾルバによる参照について、リゾルバ照会を
再送する回数を設定するためにこのオプションを使います。

Timeout.queuereturn=time

待ち行列中の配信されていないメッセージのタイムアウト時間を、指定された時間にす
るためにこのオプションを使います。指定された時間の間に (ホストのダウンなどの理由
で) 配信できない場合、メッセージは送信者に返されます。デフォルト値は３日です。

UserDatabaseSpec=userdatabase

これが設定してある場合、転送情報を取得するためにユーザーデータベースを参照する
ためにこのオプションを使います。データベースが分散できることを除けば、このデー
タベースは別名機構の付加機能と考えることができます。別名は特定のホストに固有で
す。

ForkEachJob

待ち行列の処理の際に、各ジョブを fork するためにこのオプションを使います。メモ
リーが少ないマシンに最適です。

SevenBitInput

着信メッセージを７ビットに変換するのにこのオプションを使います。

EightBitMode=mode

７ビットの宛先への８ビット入力の処理方法を設定します。モードには、次の値が設定
できます。

m ７ビットの MIME フォーマットに変換します。
p 入力を８ビットとして渡します。
s そのメールを折り返します。
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MInQueueAge=timeout

待ち行列からのメッセージの送信間隔を設定するのにこのオプションを使います。

DefaultCharSet=charset

ラベルの付いていない８ビットデータにラベルを付けるために使用されるデフォルトの
キャラクタセットを設定するのにこのオプションを使います。

DialDelay=sleeptime

接続のオープンに失敗した場合、 sleeptime 秒間停止した後、再度接続を開始します。
ダイヤルオンデマンドサイトで有効です。

NoRecipientAction=action

メッセージ内に受信ヘッダー (To:、Cc: または Bcc:) がない場合の動作を action に設定
するのにこのオプションを使います。 action に設定可能な値は、次のとおりです。

none メッセージを変更しません。

add-to エンベロープ受信者付きで To: ヘッダーを追加します。

add-apparently-to

エンベロープ受信者付きで Apparently-To: ヘッダーを追加します。

add-bcc 空の Bcc: ヘッダーを追加します。

add-to-undisclosed

To:undisclosed-recipients: というヘッダーを追加します。

MaxDaemonChildren=N

受信 SMTP デーモンがいつでも生成を許可する子デーモンの最大数を N に設定するの
にこのオプションを使います。

ConnectionRateThrottle=N

SMTP ポートへの１秒当たりの最大接続数を N に設定するのにこのオプションを使いま
す。

AutoRebuildAliases

必要に応じて sendmail が発生して別名データベースを再構築するのにこのオプションを
使います。このオプションを設定するとオーバーヘッドが増えるのでお勧めしません。

DontProbeInterfaces

このオプションを設定して、起動時に $=w のインタフェース名をすべて無効にするのに
このオプションを使います。特にバーチャルインタフェースが多くある場合、このオプ
ションを利用すると起動が早くなります。ただし、他の設定を行わないと、これらのア
ドレスへ送られたメールは戻されてしまいます。このオプションは、動的に名前を割り
当てられたホストへメールを送信する場合に便利です。
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DontBlameSendmail=options

この オプションを使うと、 sendmail ファイルのセキュリティチェックのいくつかを
無視することができます。ただしこの場合、システムのセキュリティは保証されませ
ん。このオプションは、システムに詳しい方のみが使用するようにしてください。以下
のオプションが、 DontBlameSendmail で使用できます。

Safe

AssumeSafeChown

ClassFileInUnsafeDirPath

ErrorHeaderInUnsafeDirPath

GroupWritableDirPathSafe

GroupWritableForwardFileSafe

GroupWritableIncludeFileSafe

GroupWritableAliasFile

HelpFileinUnsafeDirPath

WorldWritableAliasFile

ForwardFileInGroupWritableDirPath

IncludeFileInGroupWritableDirPath

ForwardFileInUnsafeDirPath

IncludeFileInUnsafeDirPath

ForwardFileInUnsafeDirPathSafe

IncludeFileInUnsafeDirPathSafe

MapInUnsafeDirPath

LinkedAliasFileInWritableDir

LinkedClassFileInWritableDir

LinkedForwardFileInWritableDir

LinkedIncludeFileInWritableDir

LinkedMapInWritableDir

LinkedServiceSwitchFileInWritableDir

FileDeliveryToHardLink

FileDeliveryToSymLink

WriteMapToHardLink

WriteMapToSymLink

WriteStatsToHardLink

WriteStatsToSymLink

RunProgramInUnsafeDirPath

RunWritableProgram
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DontInitGroups=True|False

True に設定しておくと、プログラムデリバリで余分なグループ特権が検出されなくて済
みます。

MaxRecipientsPerMessage=no_of_recipients

このオプションを設定すると、１回の SMTP トランザクションにおける受信者数
no_of_recipients を制限できます。設定値に達すると、 sendmail はすべての RCPT コ
マンドに "452 Too many recipients (受信者超過)" というメッセージを返します。 この
オプションは、エンベロープごとの受信者数を制限したい場合 (特に、サーバーがスパミ
ングに使われるのを防ぐ場合) に使用できます。 注記: 場合によってはリレーを完全に
制限することもあります。

MaxHeadersLength=max_header_length

このオプションを設定すると、全ヘッダー max_header_length の合計最大超を指定でき
ます。 Denial-of-Service(DoS) の防止に有効です。

RunAsUser=user

このオプションを設定すると sendmail が発生して setuid を実行し、 user は処理
の早い段階でセキュリティ問題を回避することができます。ただし、 user およびすべて
の .forwardファイルと :include:ファイルが所有する /var/spool/mqueue ディ
レクトリは、 userが読み取れなければなりません。また、すべての書き込み用ファイル
は userが書き込み可能である必要があります。さらに、すべてのプログラムは userが実
行可能である必要があります。 SafeFileEnvironment オプションとの互換性はない
ので、セキュリティは保証できません。ただし、ユーザーがアカウントを持っていない
ファイアウォールなどでは有効で、別名ファイルは適切に制約されます。

SafeFileEnvironment=option

このオプションを設定すると、送信ターゲットとして名前が付けられたファイルは、正
規チェックに加えて正規ファイルとなります。また、 option の値がゼロ以外の場合は、
送信の chroot(2) 環境とし利用されるディレクトリ名として使われます。別名またはフォ
ワードにリスとされているファイル名には、このルート名が含まれている必要がありま
す。

QueueSortOrder=option

待ち行列を以下の値に基づいてソートするために、このオプションを使います。

host 接続キャッシュを活用できますが、場合によっては大きなバックログの後
ろにある ‘‘インタラクティブな ’’ メッセージに遅延が生じる可能性がありま
す。高速リンクが可能な場合や ‘バッチ ’’ メッセージが多くない場合にはこ
のオプションを使うことをお勧めしますが 14.4 モデムで PPP などを使用
している場合には効率的に実行されないことがあります。
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time このオプションを設定すると、送信と同時に待ち行列がソートされます。
これにより、速度が遅い回線とトラフィックが重いノードで逆に性能に悪
影響を及ぼすことがあります。また、このオプションでは Delivery-

Mode=queue オプションを設定しない限り、ジョブが送信順に実行される
とは限りません。一般的にはコマンド行でのみ使用するもので、必ず
-qRhost.domain と併用します。

Filename このオプションは待ち行列をファイル名でソートします。待ち行列の実行
準備の段階で各待ち行列をオープンしたり、読み込むことを避けられま
す。これにより、待ち行列処理の時間を短縮します。

PrivacyOptions=flag

flag は、次の値に設定できます。

public オープンアクセスを許可します。

needmailhelo MAIL コマンドの前に HELO (または EHLO) を強制実行しま
す。

needexpnhelo EXPN コマンドの前に HELO (または EHLO) を強制実行しま
す。

noexpn EXPN コマンドを完全に無効にします。

needvrfyhelo VRFY コマンドの前に HELO (または EHLO) を強制実行しま
す。

novrfy VRFY コマンドを完全に無効にします。

restrictmailq mailq コマンドを制限します。

restrictqrun -q コマンド行フラグを制限します。

noreceipts 成功した DSN を返しません。

goaway 基本的にはすべての SMTP ステータスクエリーを無効にします。

authwarnings HELO が SMTP トランザクションで使用されなかった場合に、
X-Authentication-Warning ヘッダーをメッセージに添付し
ます。

noverb SMTP VERB コマンドを無効にするフラグ。

noetrn SMTP ETRN コマンドを無効にするフラグ。

デフォルトでは、 authwarnings と restrictqrun は、有効になっています。
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DaemonPortOptions=field1=value,field2=value,...

現在 sendmail でサポートされているフィールドは、以下のとおりです。

Family 値は inet または inet6 のいずれかです。デフォルト値は
inet です。

Address IP アドレスまたはホスト名

Name エージェント名 (MTA または MSA)

Port ポート番号 (Name=MSA の場合、ポート番号は 587)

Send 送信バッファーサイズ

Receive 受信バッファーサイズ

Listen リスン待ち行列サイズ

M 修飾フラグ。

修飾フラグの値は、以下のとおりです。

a 認証が必要。

b メール受信のインタフェースにバインド。

c 正準化のためにアドレスを渡す。

f From アドレスに完全修飾アドレスを使えるようにする。

h 送信 HELO コマンドでインタフェース名を使う。

u From アドレスに完全修飾アドレスを使えないようにする。

C 正準化のためのアドレスを渡さない。

E ETRN 接続を切断する。

注記: IPv6 の機能を使うには、 DaemonPortOptions に Family=inet6 を設
定する必要があります。このオプションが Name=MSA と同時に指定された場合、
Message Submission Agent (MSA) として動作する別のデーモンが、ポート 587

で起動します。

ClientPortOptions=field1=value,field2=value,...

このオプションは DaemonPortOptions に似ていますが、送信接続用であるところが異なりま
す。使用可能なオプション値は、上述の DaemonPortOptions を参照してください。

別名
システム別名や、ユーザー転送をセットアップすることができます。 alias ファイルおよび .forward

ファイルについては、 aliases(5) のマンページを参照してください。
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終了ステータス
sendmail は、実行結果を示す終了ステータスを返します。次のコードが <sysexits.h> に定義されてい
ます。

EX_OK すべてのアドレスについて成功して完了しました。

EX_NOUSER ユーザー名が認識されませんでした。

EX_UNAVAILABLE 必要な資源が使用不可能でした。

EX_SYNTAX アドレスに構文エラーがありました。

EX_SOFTWARE ソフトウェア内部のエラーがありました。これには引き数の誤りも含まれま
す。

EX_OSERR 一時的なオペレーティングシステムのエラーがありました。たとえば、 ‘‘can-

not fork’’ があります。

EX_NOHOST ホスト名が認識されませんでした。

EX_TEMPFAIL メッセージをすぐに送信できませんでした。ただし、待ち行列には入りまし
た。

警告
sendmail デーモンの終了と再起動は、即座には実行されません。

著者
sendmail コマンドはカリフォルニア大学バークレイ校で開発され、BSD 4.2 で最初に提供されました。

ファイル
$HOME/.forward ユーザーのメール転送ファイル

$HOME/dead.letter ユーザーの失敗メッセージファイル

/etc/mail/sendmail.cf とデーモンプロセス ID ファイルを除いて、以下のデフォルトパス名はすべて構
成ファイル /etc/mail/sendmail.cf で指定されています。これらのデフォルトのファイル名は、この構
成ファイルで変更することができます。

/etc/mail/aliases 別名の生のデータ
/etc/mail/aliases.db 別名のデータベース
/etc/mail/sendmail.cf 構成ファイル
/usr/share/lib/sendmail.hf ヘルプファイル
/etc/mail/sendmail.st 収集された統計情報
/var/spool/mqueue/* メール待ち行列ファイル
/etc/mail/sendmail.pid デーモンのプロセス ID

/etc/mail/sendmail.cw ローカルとして認識されているすべてのホスト名のリスト。これによっ
て、 sendmail は、これらのホストに対するメールを受け入れてロー
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カルに配信しようとします。
/etc/nsswitch.conf ネームサービススイッチの構成ファイル

参照
elm(1)、 expand_alias(1)、 idlookup(1)、 mail(1)、 mailq(1)、 mailstats(1)、 mailx(1)、 praliases(1)、
convert_awk(1M)、 identd(1M)、 killsm(1M)、 mtail(1M)、 newaliases(1M)、 smrsh(1M)、 aliases(5)
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名称
service.switch − 参照ソースと代替システム機構の表示

構文
/etc/mail/service.switch

説明
/etc/mail/service.switch は、ホスト名と別名 ( エイリアス ) の参照ソースを示す /etc/nss-

witch.conf (switch(4) を参照) と同様の sendmail(1M) のサービススイッチです。ホスト用の１行と別名用
の１行の２行から構成されています。参照ソースは、hosts または aliases の名称の後にリストします。

ホスト名 hosts については、以下の１つ以上をリストに入れることができます。

files (/etc/hosts 用)

dns (Domain Name Service 用)

nis (NIS 用)

nisplus (NIS+ 用)

別名 aliases については、以下の１つ以上をリストに入れることができます。

files (/etc/mail/aliases 用)

nis (NIS 用)

nisplus (NIS+ 用)

構成例
1. service.switch のデフォルトの構成では、ホスト名の参照には dns を使用し、別名の参照には別名

ファイル aliases を使用します (バグのため、ホスト名参照はファイル参照に切り替わりません。した
がって、dns の後ろにリストされたものは無視されることに注意してください)。

hosts dns files

aliases files

2. DNS を使用せず、ファイル参照 (/etc/hosts) を使用する環境で動作させるには、次のような ser-

vice.switch を使用することができます。

hosts files

aliases files

3. DNS を使用しない NIS 環境で動作させるためには、次のような service.switch を使用することができ
ます。

hosts nis files

aliases nis files

4. DNS を使用しない NISPLUS 環境で動作させるためには、次のような service.switch を使用することが
できます。
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hosts nisplus files

aliases nisplus files

sendmail.cf の修正
service.switch ファイルを使用するには、ファイル sendmail.cf を修正する必要があります。修正し
ないと、sendmail.cf のデフォルトでは、ホスト名参照には DNS を使用し、別名参照にはファイルを使用
します。 NIS、NISPLUS、またはファイルを使用するには、sendmail.cf 内の次に示す行のコメントを解
除する必要があります。

#O ServiceSwitchFile=/etc/mail/service.switch

履歴
service.switch ファイルは sendmail V8 で提供されています。

参照
sendmail(1M).
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名称
set_parms − システムの初期識別パラメータの設定: ホスト名、日付/時刻、root パスワード、ネットワーク情
報

構文
set_parms initial

set_parms hostname

set_parms timezone

set_parms date_time

set_parms ip_address

set_parms addl_netwrk

説明
set_parms コマンドは、対話形式のシステム設定コマンドで、新しくインストールされたオペレーティング
システム (プリインストール、メディアからのローカルインストール、インストールサーバーからのインス
トール) の最初のブート時に、様々な「初期識別パラメータ」を設定することができ、稼働中のシステムでこ
れらのパラメータを変更することもできます。「初期識別パラメータ」は、システムを使用可能にするのに必
要な値の最小セットで、次の値が含まれます。

• システムのホスト名
• システムの設置場所のタイムゾーン
• 日付と時刻
• root ユーザーのパスワード
• IP アドレス
• ネットマスク、デフォルト経路、DNS、NIS 情報

最初のブート時に /sbin/auto_parms から、set_parms が自動的に実行されます。 set_parms の観点
からは、「最初のブート」はシステムのブート時にホスト名が設定されていない状態を意味します。この場
合、set_parms のすべてのサブ領域での設定を行うことで、「初期識別パラメータ」のすべての値を設定で
きます。

ブートが完了してシステムが稼働中の状態でも、set_parms をコマンド行で実行することができます。「最
初のブート」と同様に、すべてのサブ領域の値を設定し直す (set_parms initial)、あるいは、特定のサブ
領域の設定を行う (「構文」での後者の形式) ことができます。後述されていますが、最初のブート以外の場合
には、この設定動作に多少の制約があります。

注記: set_parms "initial" コマンドの処理では、root (スーパーユーザー) のパスワードが設定されていない
時だけそのパスワードを設定が行われます。その場合、passwd(1M) コマンドが使用され、その変更は直ちに
反映されます。

set_parms コマンドには２種類のユーザーインタフェース、グラフィカルユーザーインタフェースとターミ
ナルユーザーインタフェースがあります。最初のブート時には、システムコンソールがグラフィックデバイス
であればグラフィカルユーザーインタフェースが、そうでなければターミナルユーザーインタフェースが使用
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されます。稼働中のシステムで set_parms が実行された場合は、実行したユーザーの環境で DISPLAY 環
境変数が設定されていて、DISPLAY 変数の中で指定されているホストに Xサーバーが接続できる場合にの
み、グラフィカルユーザーインタフェースが使用されます。 CDE の環境で set_parms が実行された場合
は、自動的にグラフィカルユーザーインタフェースが使用されます。

set_parms コマンドは DHCP に対応しています。ホスト名や IP アドレスなどの DHCP から取得したデー
タを変更しようとすると、set_parms は警告を表示します。その変更を続行すると、set_parms は
DHCP リースを放棄します。最初のブート時に、set_parms は、DHCP サーバーから設定データを取得す
るかどうかを聞いてきます。

set_parms コマンドが実行されると、前回あるいは最新のシステムのインストールで Ignite-UX に指定され
た値、またはシステムの構成ファイルの値に基づいて、「初期識別パラメータ」のデフォルト値が提供されま
す。

set_parms コマンドを実行できるのは、適切な権限を持つユーザーだけです。

引き数
set_parms の各サブ領域について、以下に説明します。最初のブート時には、すべてのカテゴリが順次実行
されます。稼働中のシステムで set_parms を実行する場合や、特殊な最初のブートの動作を下記に説明して
います。サブ領域を直接呼び出す場合には、サブ領域の名前のユニークな部分を指定するだけでも構いませ
ん。たとえば、set_parms h とします。

initial

下記のすべてのオプションで指定される手順を実行します。

hostname

システムのホスト名を設定します。ホスト命名規約に従ってユーザーが指定したホスト名の有効性を
確認し、そのホスト名を使って処理されるさまざまなシステム初期化変数を設定します。特に、シス
テムの現在の IP アドレスが特定できる場合には、 set_parms により /etc/hosts が編集され
て、新しいホスト名がシステムの現在の IP アドレスに関連づけられます。注記: この処理では、DNS

(Domain Name Servers) 等への通知は行われません。これらは、あとで上位レベルの構成ツールに
よって処理されます。

最初のブート時:

ホスト名とネットワークパラメータを取得する DHCP サーバーを指定することもできます。
その後で、その情報を確認します。

警告: ホスト名を変更する場合、set_parms は、オプションとしてインストールされたソフトウェア
を認識していません。そのようなソフトウェアが以前のホスト名を記憶している場合は、ホスト名が
変更されると正しく動作しないことがあります。

ホスト名を変更する関数を汎用化するための機構が提供されています。 set_parms は、
/sbin/ch_hostname.d ディレクトリに置かれている実行可能プログラムを、ls(1) でのソート順
で、呼び出します。これは、最初のブート時の呼び出しでも、それ以外の呼び出しでも行われます。
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HP では将来、この場所に特殊プログラムを提供する予定です。システム管理者は、たとえば Ignite-

UX を使用して、サイトでのインストール用に固有のコマンド (プログラムあるいはスクリプト) を用
意することもできます。

変更されたホスト名を完全に有効にするには、ホスト名を変更した後でシステムをリブートする必要
があります。

timezone

システムを配置している国のタイムゾーンを選択します。ユーザー指定のタイムゾーンの設定も可能
です。変更を有効にするには、システムをリブートする必要があります。

date_time

システムの日付と時刻を対話形式で設定します。特権ユーザーで date(1) コマンドを実行するのと同じ
ですが、日付と時刻の指定を文字列の形式で行う必要はありません。変更は、ただちに有効になりま
す。

ip_address

システムの一次 IP アドレスの設定または変更を行います。この機能では、/etc/hosts ファイルが
編集されて、新しい IP アドレスを現在のホスト名に関連づけます。注記 : この処理では、DNS

(Domain Name Servers) 等への通知は行われません。これらは、あとで上位レベルの構成ツールに
よって処理されます。

最初のブート時 :

IP アドレス (ネットワークインタフェースや NIC) を選択して、そのインタフェースを設定
し、さらにネットワーク機能の設定を続行することができます。

最初のブート時以外 :

複数の LAN インタフェースを持つシステムでは、set_parms では、変更する IP アドレス
は /etc/rc.config.d/netconf ファイル内で最小の番号を持つ IP アドレス/LAN インタ
フェースカードデータセットの IP アドレスと想定します。

変更を有効にするには、システムをリブートする必要があります。

addl_netwrk

サブネットマスク (ネットワークアドレスの、ネットワーク部分とローカル部分を定義する) と、デ
フォルトの経路指定ゲートウェイを設定し、ドメインネームシステム (DNS) およびネットワーク情報
サービス (NIS) へのアクセスを定義します。

最初のブート時 :

変更は、ただちに有効になります。 set_parms でパラメータが設定された後にネットワー
ク機能が開始されるため、リブートは必要ありません。

最初のブート時以外 :

すべてを有効にするためには、システムのリブートが必要です。
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set_parms および Ignite-UX とコールドインストール
テープ、CD-ROM、DVD から HP-UX を「コールドインストール」するか、インストールサーバーなどから
Ignite-UX を使って HP-UX をインストールした後には、/tmp/install.vars ファイルは通常、システム
に残ります。このファイルは、set_parms と他のツールが、インストール時に使用されたホスト名、ネット
ワーク情報、その他の情報を共有し、これらの値を最終的にシステムパラメータとして使用できます。特に、
set_parms は、このファイル内の INST_ で始まるシェル形式の変数をデフォルトとして使用します。たと
えば、INST_LAN_DEV は、ネットワーク経由のコールドインストール時に使用された LAN インタフェース
を示します。これは、set_parms が構成する LAN インタフェースです。

通常は、set_parms は、最初に /tmp/install.vars ファイルからデフォルト情報を検索し、次に
/etc/rc.config.d ディレクトリに置かれているシステム構成ファイルを調べます。両方で定義されている
値については、後者の方が優先されます。

Ignite-UX がシステムにインストールされている場合は、ignite(5) および instl_adm(4) のマンページを参照
してください。特に、is_net_info_temporary、run_setparms および final の各変数の説明につい
ては、instl_adm(4) を参照してください。

母国語サポート (NLS)
set_parms コマンドは、HP が提供する標準言語をすべてサポートしています。最初のブート時には、
set_parms の言語設定は、geocustoms(1M) または /etc/rc.config.d/LANG に設定されている LANG

変数によって決定されます。 geocustoms が、set_parms によって呼び出された場合、ユーザーは「シス
テム設定の言語」(システムを設定するシステム管理者がユーザーインタフェースで使用する言語) と「システ
ムのデフォルト言語」 (エンドユーザーの言語) の両方を選択することができます。

set_parms コマンドは、システムのデフォルト言語がアジア言語に設定されていない場合に、「システム設
定の言語」を使用します。システムのデフォルト言語としてアジア言語が設定されている場合は、geocustoms

はアジア言語のユーザーインタフェースを提供していないため、/etc/rc.config.d/LANG ファイルからア
ジア言語が使用されます。

auto_parms および geocustoms との相互作用
起動シーケンスにおいて、/sbin/rc は常に auto_parms を呼び出します。 auto_parms は次に、はじめ
てのブート状況と geocustoms を実行する必要があるかどうかを (これらは、別々の条件です) を検出しどちら
か一方、または両方が真の場合に、set_parms を呼び出します。 set_parms コマンドは、システムコン
ソールがグラフィックデバイスであれば Xウィンドウ環境の設定を行い、必要であれば geocustoms を呼び
出します。 geocustoms が呼び出された場合はその終了後に、また最初のブート時には常に、set_parms

がインタフェースを開始し、ユーザー入力に基づいて auto_parms に呼び出しを戻して、DHCP リース情報
の取得および設定を行います。 set_parms が他のシステム設定を完了した後で、/sbin/rc に制御が戻さ
れ、新規に作成されたシステムデータを使用して起動シーケンスを完了させます。

例
最初のブート時の実行コンテキストについては、/sbin/rc を参照してください。
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ファイル
/sbin/set_parms コマンド本体。

/sbin/set_parms.util set_parms とそのサブコマンドで使用される共通サブルーチン。

/sbin/set_parms.d/ set_parms から呼び出される各サブコマンドが置かれているディレクトリ。
set_parms は、これらのプログラムをファイル名の順に実行します。

/sbin/ch_hostname.d/ ユーザーにより定義されたホスト名変更プログラムが置かれているディレクトリ。
これらは単独のプログラムで、set_parms は、ホスト名を設定あるいは変更す
る際に、これらのプログラムをファイル名の順に実行します。

/tmp/install.vars Ignite-UX やコールドインストールによって設定されたファイル。インストール時
に使用されたネットワーク情報とその他のシステム情報が入っています。

/etc/hosts

/etc/TIMEZONE

/etc/passwd

/etc/rc.config.d/netconf

/etc/rc.config.d/namesvrs

/etc/resolv.conf set_parms が変更するシステム構成ファイル。

著者
set_parms コマンドは HP で開発されました。

参照
auto_parms(1M), dhcpdb2conf(1M), geocustoms(1M), instl_adm(4), ignite(5)
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名称
setboot − 安定記憶領域内のブート変数の表示と変更

構文
/usr/sbin/setboot [−p primary−path] [−h HA_alternate−path] [−a alternate−path] [−b on off]

[−s on off] [−v] [−t testname=on off default]... [−T testname=on off default]...

説明
setboot コマンドは、安定記憶 (不揮発性メモリーともいいます) 内のブート変数の表示と設定を行います。
すべてのユーザーが値を表示できますが、変更できるのはスーパーユーザーだけです。

すべてのシステムで利用できる変数は、一次パス、代替パス、自動ブートフラグおよび自動検索フラグです。
SpeedyBoot がインストールされている場合に追加される変数は、次のとおりです。すなわち、初期 CPU テ
スト、後期 CPU テスト、メモリー初期化 (Itanium(R)ベース システムの場合)、完全メモリーテスト、プロ
セッサハードウェアテスト (PA-RISC の場合)、プラットフォーム依存テスト (Itaniumベース の場合)、IO

ハードウェアテスト (Itaniumベースの場合)、チップセットテスト (Itaniumベースの場合)、および中央電子
システムテスト (PA-RISC の場合) です。

オプションが指定されていない場合、setboot は一次ブートパスと代替ブートパスの現在値、および auto-

boot フラグと autosearch フラグを表示します。SpeedyBoot がインストールされている場合には、set-

boot −v は、CPU、メモリー、ハードウェア、および電子系テストのステータスも表示します。

SpeedyBoot
SpeedyBoot ファームウェアとソフトウェアの拡張機能によって、ブート時にシステムが行うファームウェア
テストの種類を、スーパーユーザーが制御することができます。テストの設定は、以後のすべてのブート時と
次回のブート時だけのいずれかに対して指定できます。詳細は、後述する「テスト」の項を参照してくださ
い。

setboot コマンドの −v、−t、および −T オプションは、ファームウェアテスト用のユーザーインタフェー
スを持っています。現在 −t オプションは、Itaniumベースアーキテクチャではサポートされていません。

SpeedyBoot は、ブートコンソールハンドラー (BCH) を備えたシステムで提供されるテスト制御機能を拡張し
ています。ブートテストの一部またはすべてを無効にすると、ブート時間はかなり短縮できます。ただし、シ
ステムパニックやブート障害を起こした場合には、次回のブート時にはすべてのテストが実行されます。

SpeedyBoot テスト
PA-RISC プラットフォームでの SpeedyBoot テストと、それによって表示される値を次の表に示します。

Test Current Supported Default NEXT BOOT

all on|off|partial yes|no|partial on|off|partial on|off|partial

SELFTESTS on|off|partial yes|no|partial on|off|partial on|off|partial

early_cpu on|off yes|no on|off on|off

late_cpu on|off yes|no on|off on|off
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FASTBOO T on|off|partial yes|no|partial on|off|partial on|off|partial

full_memory on|off yes|no on|off on|off

PDH on|off yes|no on|off on|off

CEC on|off yes|no on|off on|off

Itaniumベース プラットフォームでの SpeedyBoot テストと、それによって表示される値を次の表に示しま
す。

Test Current Default

all on|off|partial on|off|partial

SELFTESTS on|off|partial on|off|partial

early_cpu on|off on|off

late_cpu on|off on|off

FASTBOO T on|off|partial on|off|partial

Platform on|off on|off

Full_memory on|off on|off

Memory_init on|off on|off

IO_HW on|off on|off

Chipset on|off on|off

各欄の意味
Test SpeedyBoot で制御できるテストのキーワードの名前です。後述する「テスト」の

項を参照してください。

Current 各テストの現在有効になっている値です。on は、このテストがブート時に通常実
行されることを意味します。off は、このテストがブート時には通常省略される
ことを意味します。partial は、サブテストの一部がブート時に通常実行される
ことを意味します。Itaniumベース プラットフォームでは、-T オプションを
使って変更されたテストが Current に反映されます。

Supported テストがシステムファームウェアでサポートされているかどうかを示します。yes

は、テストがサポートされていることを示します。no は、テストがサポートされ
ていないことを示します。partial は、サブテストの一部がサポートされている
ことを意味します。Itaniumベース プラットフォームでは、この欄はサポートさ
れていません。

Default 各テストのデフォルト値です。on、off、および partial の意味は、 Cur-

rent と同じです。

NEXT BOOT 次回のブート時に使われる各テストに対する値を示します。この値が Current

と異なる場合は、 Current の値が次回のブート後に設定し直されます。on、
off、および partial の意味は、 Current と同じです。Itaniumベース プ
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ラットフォームではこの欄は Current と同じ意味なので、表示されません。

テスト
システムのブートまたはリブート時にプロセッサ依存コード (PDC) またはファームウェアにより実行される
ハードウェアテストに対するキーワードです。

all すべてのテストです。

SELFTESTS early_cpu および late_cpu テストを含みます。これはブートコンソールハン
ドラー (BCH) のサービスメニューにある SELFTESTS オプションと同等の機能
です。異なるのは setboot ではサブテストを個々に制御できるのに対し、BCH

では個々には制御できないことです。

early_cpu オンの場合は、ファームウェア、キャッシュ、CPU 固有のテストを実行します。
ファームウェアから実行されます。オフの場合、このテストはスキップされま
す。

late_cpu オンの場合は、ファームウェア、キャッシュ、CPU 固有のテストを実行します。
メモリーから実行されるので、early_cpu テストより高速です。オフの場合、
このテストはスキップされます。

FASTBOOT PA-RISC プラットフォームでは、full_memory および PDH テストを含みま
す。Itaniumベース プラットフォームでは、Platform および Full_memory

テストを含みます。これはブートコンソールハンドラー (BCH) のサービスメ
ニューにある FASTBOOT オプションと同等の機能です。異なるのは setboot

ではサブテストを個々に制御できるのに対し、BCH では個々には制御できないこ
とです。

注記: FASTBOOT がオンの場合に、テストが実行されます 。オフの場合、テスト
は実行されません。

full_memory オンの場合、全メモリーに対して書き込み/読み取りテストが実行されます。オフ
の場合、メモリーの初期化だけが行われます。PA-RISC プラットフォームでの
み、サポートされます。

Platform オンの場合、一般的なプラットフォームハードウェアのテストが有効になりま
す。オフの場合、有効になりません。Itaniumベース プラットフォームでのみ、
サポートされます。

Full_memory オンの場合、メモリーの破壊的テストが有効になります。オフの場合、有効にな
りません。Itaniumベースプラットフォームでのみ、サポートされます。

PDH プロセッサ依存ハードウェアの略です。オンの場合、読み取り専用メモリー
(ROM) のチェックサムをテストします。オフの場合、テストしません。PA-RISC

プラットフォームでのみ、サポートされます。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 3 −  Hewlett-Packard Company 467



setboot(1M) setboot(1M)

CEC 中央電子コンプレックスの略です。オンの場合、低レベルのバスコンバータと I/O

チップをテストします。オフの場合、テストしません。CEC をサポートしていな
いシステムもあります。PA-RISC プラットフォームでのみ、サポートされます。

Memory_init オンの場合、メモリーの破壊的テストが有効になります。オフの場合、有効にな
りません。Itaniumベースプラットフォームでのみ、サポートされます。

IO_HW IO ハードウェアの略です。オンの場合、システムファームウェアのテストが有効
になります。つまり、EFI ドライバによる IO ハードウェア (ブートデバイスの
み ) のすべてのテストが有効になります。オフの場合、有効になりません。
Itaniumベースプラットフォームでのみ、サポートされます。

Chipset オンの場合、チップセットのテストが有効になります。オフの場合、有効になり
ません。Itaniumベースプラットフォームでのみ、サポートされます。

オプション
setboot コマンドには以下のオプションを指定できます。

(なし) 一次ブートパスと代替ブートパス、および自動ブートフラグと自動検索フラグの現在値を表示
します。「例: 全般」の項の例２を参照してください。

−p primary−path

一次ブートパス変数の値として primary−path を設定します。正しいフォーマットに関して
は、ioscan(1M) を参照してください。

−h HA_alternate−path

ハイアベイラビリティ代替ブートパス変数の値として HA_alternate−path を設定します。正
しいフォーマットに関しては、ioscan(1M) を参照してください。ハイアベイラビリティ代替
ブートパスは、ハードウェアパーティションがサポートされている Itaniumベース アーキテ
クチャおよび PA-RISC システムでのみ使用できます。

−a alternate−path

代替ブートパス変数の値として alternate−path を設定します。正しいフォーマットに関して
は、ioscan(1M) を参照してください。

−s on off

自動検索シーケンスを有効または無効にします。ハードウェアパーティションをサポートする
システムでは、自動ブートと自動検索の解釈が変わりました。詳細は、「警告」の項を参照し
てください。−s オプションは、Itaniumベースアーキテクチャではサポートされません。

−b on off

自動ブートシーケンスを有効または無効にします。ハードウェアパーティションをサポートす
るシステムでは、自動ブートと自動検索の解釈が変わりました。詳細は、「警告」の項を参照
してください。
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−v 一次および代替ブートパス、自動ブートおよび自動検索フラグ、および SpeedyBoot テストの
ステータステーブルの現在の値を表示します。「例: SpeedyBoot」の項の例１を参照してくだ
さい。

−t testname=value

以降のブートで安定記憶内のテスト testname の値を value に変更します。−t オプションは
Itaniumベース アーキテクチャではサポートされません。この変更は、setboot −v による
表示の Current および NEXT BOOT の欄に反映されます。

testname は、上述の「説明: SpeedyBoot テスト」の項で説明した以下のキーワードのいずれ
かです。

all

SELFTESTS

early_cpu

late_cpu

FASTBOOT

full_memory

PDH

CEC

value は、以下のいずれかです。

on テストを有効にします。
off テストを無効にします。
default テストを setboot −v による表示の Defaults の欄に示されるシステムデ

フォルトに戻します。

−T testname=value

テスト testname の値を、次回のシステムブート時にだけ、value に変更します。この変更は
安定記憶は変更しないので、ブート後には恒久的な値に戻されます。

testname は、上述の「説明 : SpeedyBoot テスト」 の項で説明したキーワードのいずれかで
す。また、value は −t オプションの場合と同じです。

戻り値
setboot コマンドは、次のいずれかの値を返します。

0 正常終了
1 失敗

診断
setboot コマンドは、以下のエラーメッセージを返します。

"bootpath" is not a proper bootpath
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ブートパス bootpath のフォーマットが正しくありません。正しいハードウェアパスフォーマットに関
しては、ioscan(1M) を参照してください。

cannot open /dev/kepd - message

setboot がカーネル仮想ドライバファイル /dev/kepd をオープンできません。message に理由が
記述されます。

cannot set autoboot/autosearch flags

自動ブート、または自動検索フラグを設定できませんでした。

cannot set type boot path

setboot が指定されたブートパスを設定できません。type は primary, HA_alternate または
alternate です。

error accessing boot path - message

message に理由が記述されます。たとえば、パラメータを変更するパーミッションがありません (スー
パーユーザーではありません)。

error accessing firmware - message

ファームウェアが読めないか書き込まれていません。message に理由が記述されます。

Invalid Arguments Passed to the invoked PDC routine

内部エラーです。

test not found in /etc/setboot_tests file

指定したテストは、ご使用中のシステムでは定義されていません。

The firmware of your system does not support querying or changing SELFTEST and

FASTBOOT settings except through the boot-time console interface, ie, BCH menu.

Invoked PDC routine [option] not implemented. (PA-RISC プラットフォームのみ)

または

The firmware of your system does not support querying or changing the SpeedyBoot

settings. (Itaniumベースプラットフォームのみ)

SpeedyBoot のオプション (-t、-T、または -v) を指定しましたが、ご使用中のシステムにはそれを
サポートするファームウェアがありません。現在、Itaniumベース プラットフォームでは、-t オプ
ションはサポートしていません。

Unknown error errornum encountered by setboot(1M)

setboot が SpeedyBoot パラメータを処理しているときに、予期しないエラー、番号 errornum、が
発生しました。
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Warning: Autoboot flag must be on for autosearch flag to have effect

自動ブートフラグがオフの場合、自動検索フラグがオンになっていても、ブート可能システムの自動
検索は行われません。

warning: invalid data in /etc/setboot_tests

/etc/setboot_tests ファイルに、ご使用中のシステムの setboot でサポートされていないテス
トが含まれます。このファイルは変更しないでください。

例
全般

1. 一次パスとして 2/4.1.0 を設定し、自動ブートシーケンスを有効にします。

setboot −p 2/4.1.0 −b on

2. ブートパスと自動フラグを表示します。

setboot

このコマンドにより、以下の内容が表示されます。

Primary bootpath : 2/0/1.6.0

HA Alternate bootpath : 2/0/1.6.1

Alternate bootpath : 2/0/2.0.0

Autoboot is ON (enabled)

Autosearch is ON (enabled)

SpeedyBoot
1. 安定記憶の現在のすべての値を表示します。

setboot −v

PA-RISC アーキテクチャでは、次のように表示されます。

Primary bootpath : 10/0.0.0

HA Alternate bootpath : 10/0/1.6.1

Alternate bootpath : 10/12/5.0.0

Autoboot is ON (enabled)

Autosearch is OFF (disabled)

TEST CURRENT SUPPORTED DEFAULT NEXT BOOT

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

all partial partial partial partial

SELFTESTS partial yes on partial
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early_cpu off yes on off

late_cpu on yes on on

FASTBOOT partial yes on partial

full_memory off yes on off

PDH on yes on on

CEC off no off off

Itaniumベースアーキテクチャでは、次のように表示されます。

Primary bootpath : 10/0.0.0

HA Alternate bootpath : 10/0/1.6.1

Alternate bootpath : 10/12/5.0.0

Autoboot is ON (enabled)

TEST CURRENT DEFAULT

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

all partial partial

SELFTESTS off on

early_cpu off on

late_cpu off on

FASTBOOT on on

Platform on on

Full_memory on on

Memory_init on on

IO_HW off off

Chipset on on

2. full_memory および PDH テストを有効にし、これらのテストが以降のリブートで実行されるよう
にします。

setboot −t FASTBOOT=on

3. 後期プロセッサテストを無効にし、これらのテストが以降のリブートでスキップされるようにしま
す。このコマンドを実行したときに、初期 CPU テストが on になっていた場合は、BCH の SELF-

TESTS の状態は on となり、setboot −v では、partial と表示されます。

setboot −t late_cpu=off

4. すべてのテストをコンピュータ出荷時のデフォルト値に戻します。

setboot −t all=default
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5. FASTBOOT (full_memory および PDH) テストだけをデフォルト値に戻します。

setboot −t FASTBOOT=default

6. 初期および後期 CPU テストが次回のシステムブート時に実行されるようにします。ここで設定された
テスト値は、次回のブート時のみ、有効です。

setboot −T SELFTESTS=on

7. すべてのテストを次回のリブート時にスキップさせます。以前に設定されたテスト値は、それ以降の
ブートで有効になります。

setboot −T all=off

警告
setboot コマンドは、以下のような場合には失敗します。

• 安定記憶への書き込みの数が、このアーキテクチャの処理系が許している数を超過した場合

• ハードウェア障害が発生した場合

• 処理系に代替ブートパス用のメモリーがないために、この変数を読み取ることも書き込むこともできない
場合

ハードウェアパーティションをサポートするシステムでの自動ブートと自動検索の解釈は変更されました。
ファームウェアは、以前のようにビットを個別に解釈するのではなく、組み合わせで解釈します。setboot

の従来の動作に似せるために、自動ブートおよび自動検索フラグに対するユーザー入力は、内部処理によっ
て正しい組み合わせにマッピングされて要求された動作を行います。このマッピングは setboot のユー
ザーには見えませんが、setboot 以外の手段によってファームウェアにアクセスするときには、見えてし
まいます。

一次パスでは、ブートの動作は、次に示すとおりに、自動ブートおよび自動検索フラグに対応します、

AutoBoot AutoSearch ブートの動作

off off BCH に入り、ユーザーにプロンプトを表示する。
on off 一次パスからブートする。障害時には、

BCH に入る。
on on 一次パスからブートする。障害時には、

次のパスからブートする
off on 一次パスをスキップし、代替パスからブートする。

代替パスにブートが設定されていないか、
障害が発生したときには、BCH に入る。

また、ハードウェアパーティションを備えたシステムでは、各パスに対するブート動作をサポートします。
ただし、一次パス以外のパスに対するブート動作は、setboot では設定できません。これらはブートコン
ソールハンドラーの pf コマンドを使って設定しなければなりません。ハードウェアパーティションに対す
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るデフォルトのブート動作は、「このデバイスをスキップして、次のパスを試みる」というものです。自動
ブートフラグと自動検索フラグの両方がオンの場合は、代替パスのパスフラグが BCH によって適切に設定
されているものが現れるまで、期待どおりに動作しません。デフォルトの設定では、setboot -b on -s

on を指定しても、一次パスで失敗した場合に代替パスは自動的にブートされず、ユーザーに対してプロン
プトが表示されます。

制限
SpeedyBoot がシステムにインストールされていない場合は、オプション −v、−t、および −T を指定する
と、診断エラーが表示されます。現在 −t オプションは、Itaniumベースアーキテクチャではサポートされて
いません。

著者
setboot は HP によって開発されました。

ファイル
/dev/kepd setboot コマンドによって使用される特殊デバイスファイル

/etc/setboot_tests −v、−t、および −T オプションによって表示、あるいは制御されるテスト
の定義。

参照
hpux(1M), ioscan(1M), isl(1M), mkboot(1M).
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名称
setext − VxFS エクステント属性の設定

構文
setext [−F vxfs] [−e extent_size] [−f flag] [−r reservation] [−V] file

説明
setext は、ファイルの固定長エクステントサイズを指定し、ファイル用スペースを確保します。ファイルは
既存のものでなければなりません。

オプション
setext には以下のオプションがあります。

−e extent_size 固定長のエクステントサイズを指定します。 extent_size は、エクステントに割り当
てるファイルシステムのブロック数です。 extent_size に０を指定すると、それまで
のファイルの固定長エクステントサイズは無効となり、デフォルトのエクステント割
り当て方針が使用されます。エクステントサイズのパラメータについては、
vxtunefs(1M) を参照してください。

−f flags 使用できる割り当てフラグは、以下のとおりです。

align すべてのエクステントを、割り当てユニットの先頭に対して extent_size だけ
相対する境界に整列させます。

chgsize

ファイルに直ちにスペースを確保し、スペースの確保により増量したサイズ
とブロック数情報を使用して、ファイルのディスク上の iノードを更新しま
す。ファイルへ追加されたスペースは初期化されません。 chgsize オプ
ションを使用できるのは、適切な特権を持っているユーザーだけに限られて
います。

contig

隣接するスペースを確保します。

noextend

事前に割り当てられているスペースをすべて使用してしまうと、拡張ができ
ないファイルであることを示します。

noreserve

確保するスペースはファイルの属性として持続しないことを示します。つま
り、ファイルを最終的にクローズするまでスペースを割り当てておき、その
うちの未使用の部分をクローズ時に解放します。この一時的なスペースの確
保をユーザーが表示することはできません (getext(1M) または VX_GETEXT

ioctl などを使用して)。
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trim 確保するスペースの量を減らして、ファイルをオープンしたプロセスが前回
にそのファイルをクローズした後のファイルサイズに戻します。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−r reservation file への事前割り当てスペース reservation は、ファイルシステムのブロック単位、
または実際のサイズをバイト単位で指定します。

−V 完成したコマンド行をエコーするだけで、コマンドは実行されません。ユーザーが指
定したオプションおよび /etc/fstab から導出された他の情報を組み合わせてコマ
ンド行が生成されます。このオプションを使用すると、コマンド行の内容を確認でき
ます。

引き数
setext は以下の引き数を取ります。

file 既存の VxFS ファイル名。

注記
setext が使用できるのは、HP OnLineJFS 製品だけに限られています。

コマンド行に −f を複数指定することによって、フラグも複数指定できます。

割り当てフラグを指定する場合、 −e オプションと −r オプションのどちらかを必ず一緒に指定しなければな
りません。

getext(1M) または VX_GETEXT ioctl を使用して表示できる割り当てフラグは、ファイルで持続的に有効な属
性の align と noextend だけです。 Although trim は、ファイルで持続的に有効な属性ではありません
が、ファイルの最後のクローズ時にクリアされるまでは、このフラグは表示されます。有効性が持続される割
り当てフラグは他にもありますが、割り当てフラグとして表示することはできません。

場合によっては、 fsadm がファイルのエクステントマップを再編成し、連続性が損なわれることがありま
す。ただし、固定のエクステントサイズとなっているファイルの形態が変更されることはありません。

−e または −r オプションでは、ファイルシステムのブロック数またはバイト単位でサイズを指定できます。
数値はファイルシステムのブロック数を表し、接尾辞付き (k はキロバイト、m はメガバイト、g はギガバ
イト) の数値はバイトサイズを表します。

参照
getext(1M)、 fsadm_vxfs(1M)、 vxtunefs(1M)、 vxfsio(7)

vxfsio(7) の説明の VX_SETEXT 拡張。
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名称
setfilexsec - 実行可能なバイナリファイルのセキュリティ属性設定

構文
setfilexsec −d filename

setfilexsec −D absolutepath

setfilexsec [−c compartmentname] [−f flags] [−p privs] [−P privs] [−r privs] [−R privs] filename

説明
setfilexsec は、バイナリファイルのさまざまなセキュリティ属性を設定します。現在のところ、属性には
保留特権、許可特権、コンパートメント、および特権開始フラグがあります。これらの属性の詳細について
は、privileges(5) および execve(2) を参照してください。セキュリティ属性は、リブートが発生してもリブー
トの前と変わらない状態で永続的に保持されます。属性はコンフィギュレーションファイルに格納され、シス
テムのリブート時に読み込まれます。

オプション
setfilexsec は、以下のオプションを認識します。

−c バイナリ実行可能ファイルのコンパートメント名を設定します。

−d 指定されたファイルのすべてのセキュリティ情報をコンフィギュレーションファイルおよ
びカーネルから削除します。

−D absolutepath によって指定されたファイルのすべてのセキュリティ情報をコンフィギュ
レーションファイルのみから削除します。このオプションは、削除済みのファイルの属性
の消去に使用します。

−f セキュリティ属性フラグを設定します。現在定義されているフラグは、特権開始フラグだ
けです。

privilege_start フラグは、start_full または start_nil のいずれかでなければなり
ません。start_full を指定した場合は、バイナリが実行されたときに、新しく計算され
た許可特権セットがそのプロセスの実効特権になります。start_nil を指定した場合
は、バイナリファイルが実行されたときに、nil (特権なし) がそのプロセスの実効特権に
なります。このオプションを指定しなかった場合、そのバイナリファイルのプロセス開始
フラグがまだ設定されていなければ、フラグは start_nil に設定されます。

−p 最小許可特権を追加または変更します。これは、最大保留特権のサブセットでなければな
りません。

−P 最大許可特権を追加または変更します。これは、最小保留特権と等しいか、またはその
スーパーセットでなければなりません。

−r 最小保留特権を追加または変更します。これは、最大保留特権および最小許可特権のサブ
セットでなければなりません。
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−R 最大保留特権を追加または変更します。これは、最小保留特権と等しいか、またはその
スーパーセットでなければなりません。

コマンドの３つ目の形式では、オプションを１つも指定しなかった場合の setfilexsec の動作は次のよう
になります。

• 指定したオプションの対象となるセキュリティ属性がセキュリティ属性の中で新しいエントリーで
あると、その属性の値として NULL が設定されます。

• 指定したオプションの対象となるセキュリティ属性がセキュリティ属性の中にすでに存在するエン
トリーであると、その属性の値は変更されません。

privs 引き数は、priv_str_to_set() 関数の priv_list 引き数として受け入れ可能な任意の文字列で、区切
り文字はカンマ (,) です。priv_str_to_set(3) を参照してください。

オペランド
setfilexsec は、以下のオペランドを認識します。

filename バイナリ実行可能ファイル。実行可能スクリプトの拡張属性セットは、カーネルには無視
されます。

セキュリティ上の制限事項
コマンドを実行するユーザーは、以下の権限を持っていなければなりません。

hpux.security.xsec.filexsec.unrestricted

—または—

hpux.security.xsec.filexsec.restricted

戻り値
setfilexsec は、以下の値を返します。

0 正常に完了。セキュリティ属性が正常に更新されました。
>0 エラーが発生しました。エラーは、無効なオプションや無効な引き数が指定された場合、およ

びユーザーがその操作を実行するアクセス許可を持っていなかった場合に発生します。

例
例１

バイナリ実行可能ファイル /web/java のセキュリティ属性エントリーを初めて追加します。

setfilexsec -r cmptread,cmptwrite \

-R policy,!dacwrite -p cmptread \

-P policy -f start_nil -c web /web/java

「例１」のコマンドを実行すると、次のような結果が得られます。

プロセスがバイナリ /web/java の exec() を実行したとすると、そのプロセスの属性が次のよう
に変更されます。
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• 保留特権セットには、少なくとも cmptread と cmptwrite が含められます。

• 保留特権セットには、dacwrite は含められません。

• 許可特権セットには、少なくとも cmptread が含められます。

• 許可特権セットは、ポリシー特権セットと同じです (exec() の前の継承可能なセットに依存)。

• プロセスのコンパートメントが web に変わります。

• プロセスは特権に対応しているため、実効特権セットは空です (アプリケーション /web/java

は、実行時に許可特権セット内で特権を上げる可能性があります)。

例２
同じバイナリの最小保留特権セットとフラグを変更します。

setfilexsec -r cmptwrite -f start_full /web/java

start_full フラグが指定されているため、実効特権セットは許可特権セットと同じになります (このアプリ
ケーションは、おそらく実行時には特権を操作しません)。

例３
同じバイナリのすべての拡張セキュリティ属性のエントリーを削除します。

setfilexsec -d /web/jar

警告
特権属性の値が設定されているバイナリファイルを修正したり置き換えたりすると、それらの属性はそのバイ
ナリファイルに適用されなくなります。しかし、システムテーブルにはそれらの属性がそのまま残されます。
これらのシステムテーブルはシステムがリブートされるとカーネルに再ロードされるので、それらの属性はリ
ブート後に適用されることになります。特権属性を永続的に削除する場合は、setfilexsec −d を実行しま
す。バイナリの特権を保持しながらバイナリを置き換えたい場合、つまり特権の保持にリブートという手段を
使わないでバイナリを置き換えたい場合は、まず setfilexsec −d によって以前の特権属性をいったん削除
し、バイナリを置き換えた後で setfilexsec を実行して、その属性を再度割り当てます。

参照
getfilexsec(1M), exec(2), priv_str_to_set(3), privileges(5)
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名称
setmemwindow − 実行中のプログラムのウィンドウ ID を変更したり、特定のメモリーウィンドウ内でプログ
ラムを開始します。

構文
setmemwindow [ -cjnfbov ] [ -i WinId ] -p pid | program [ arg ...]

説明
setmemwindow は、実行中プロセスのウィンドウ ID を変更したり、特定のメモリーウィンドウで指定され
たプログラムを開始するコマンドです。

-p オプションが、ゼロでない pid で指定されると、プロセスのウィンドウ ID だけが変更され、 program の
ために指定された値はどれも無視されます。

実行可能な program は、プロセス ID pid が 0 か無指定かのどちらかの場合のみ実行されます。

実行中プロセスのウィンドウ ID を変更することは、プロセスがそのウィンドウを使用して即時にオブジェク
トを結び付けたり、作成したりすることではありません。対象となったプロセスは、新しいイメージを実行し
た時点でウィンドウの使用を開始します。

既存の実行可能プログラムのラッパーとして使用される setmemwindow は、目的のメモリーウィンドウで (

以下の -i オプションを参照) program を起動します。 program を実行するために、setmemwindow は
ウィンドウ ID を変更し、子を fork して、子プロセスで program を実行します。 setmemwindow のデフォ
ルトの動作では、program が終了するまで待機します。 -n が指定されている場合は、program の終了を待
機せず、setmemwindow は、子を fork した後直ちに終了します。

-c および -j が指定されなければ、デフォルトの動作は、 WinId で指定されたウィンドウにプロセスを置
くことです。 WinId が存在する場合は、プロセスはそのメモリーウィンドウの中に置かれます。 WinId に対
しウィンドウが存在しないときは、未使用のウィンドウが割り当てられ、 WinId と結合します。 -c は、
ウィンドウの作成を指定します。ウィンドウがすでに存在し、 -c が指定されている場合は、呼び出しは実行
できません。 -j は、既存ウィンドウへの結び付きを指定します。ウィンドウが存在せず、 -j が指定されて
いると、呼び出しは実行できません。

-f オプションは、setmemwindow がプロセスウィンドウを指定された WinId に変更できなくてもそれとは
関係なく、program を実行するようにコマンドに指示します。指定されたウィンドウの作成が失敗した場合
は、カーネルに、次のいずれかの原因があると考えられます。

• 十分なメモリーウィンドウが構成されていない (終了ステータスは [ENOMEM])

• 新しいウィンドウに、要求を満たす十分なメモリーを確保できなかった (終了ステータスは
[ENOMEM])

• この機能が実装されていない (終了ステータスは [ENOSYS])
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オプション
-i WinId 希望のメモリーウィンドウを指定します。 WinId は希望のメモリーウィンドウへのキーです。

WinId は、ユーザーの指定値で、ファイル /etc/services.window に含まれる値でなければ
なりません。アプリケーションは、 getmemwindow コマンドを使用し、 /etc/ser-

vices.window に含まれる固有の文字列にしたがって、 /etc/services.window からユー
ザーキーを抽出します。(getmemwindow(1M) および services.window(4) を参照してください)

カーネルは、 WinId とともに既存のウィンドウを配置しようとします。もし見つかれば、その
ウィンドウが使用されます。 WinId をともなうウィンドウが見つからない場合は、未使用のエ
ントリーが配置され、 WinId に割り当てられます。

WinID に対する値 0 は特別です。指定されていれば、プロセス / プログラムは、ID WinId を
ともなう固有のウィンドウの代わりにデフォルトのグローバルウィンドウに置かれます。

WinID が指定されていない場合、プロセスとその子プロセスはプライベートメモリーウィンドウ
内で動作し、システムの他のプロセスはどれもこのメモリーウィンドウに結びつくことはできま
せん。このメモリーウィンドウは、プロセスとその子プロセスが終了するまでアクティブのまま
です。

-p pid | program [arg ...]

プロセス pid のメモリーウィンドウを変更するか、指定されたメモリーウィンドウ内で program

を起動します。 program に引き数 (arg ...) がある場合には、その引き数も指定しなければなり
ません。

-p が指定されていないか、 pid の値が 0 の場合には、呼び出し側プロセスがそのウィンドウ
ID を変更しており、 program が実行されています。

ゼロでないプロセス pid が指定されている場合、そのプロセス内のウィンドウだけが変更され、
program は無視されます。

-c id WinId をともなうウィンドウを作成し、指定されたプロセスをそれに結び付けます。 WinId

が既に存在する場合は、呼び出しは実行できません。

-j ID WinId をともなう既存のウィンドウに結合します。指定されたプロセスは、既存のメモリー
ウィンドウに結びつきます。エントリーがないときは、呼び出しは実行できません。

-n program が実行されている場合、デフォルトの動作は waitpid (wait(2) マニュアルページを
参照) によりプロセスを終了させることです。 -n を指定すると、setmemwindow は、子を
fork した後で (これは program を実行します) 終了します。

-f setmemwindow のデフォルトの動作では、メモリーウィンドウが設定できない場合に、ユー
ザー指定のプログラムを実行せずに終了します。メモリーウィンドウが設定できない理由とし
て、次のいずれかの原因が考えられます。

• システムに十分なメモリーウィンドウがない

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 481



setmemwindow(1M) setmemwindow(1M)

• メモリーウィンドウの機能が実装されていない

• 新しいメモリーウィンドウの初期化が必要な要求に対して、システムがそのためのメモリーを
割り当てることができなかった

• メモリーウィンドウを結合しようとしたときに WinId のメモリーウィンドウが見つからな
い、

• または、メモリーウィンドウを作成しようとしたときに WinId のメモリーウィンドウが既に
存在していた

-f オプションは、目的のメモリーウィンドウが設定されたかどうかには関係なく、 set-

memwindow へ program を実行するように指示します。もちろん、このオプションを使用した
場合に program が目的のメモリーウィンドウに結び付けられる保証はなく、どのメモリーウィ
ンドウでプログラムが実行中なのかも不明です。このオプションは使用しないようにしてくださ
い。

-b 2 つの象限が同じスペース ID を使用するメモリーウィンドウを作成します。 SHMEM_MAGIC

実行可能プログラムの場合は、このオプションによって、同じスペース ID を使用する 2 つの象
限が生成されます。アプリケーションは、このオプションを使って、見かけ上最大で 2 ギガバイ
トにまで拡大された連続共有メモリー範囲を生成することができます。例えば、 1 ギガバイトの
共有メモリーセグメントを生成するアプリケーションは、デフォルトでは、そのセグメントを 2

番目の象限に配置します。このアプリケーションがさらに 1 ギガバイトのセグメントを作成する
と、そのセグメントは 3 番目の象限に配置されます。どちらのセグメントも仮想上連続している
ため、アプリケーションは、この仮想範囲を連続する 2 ギガバイトのセグメントであるかのよう
に扱うことができます。

このオプションは、 SHMEM_MAGIC 実行可能プログラムのみに有効です。この実行可能プログ
ラムは、共有オブジェクトを 2 番目の象限に配置できる唯一の実行可能フォーマットタイプで
す。

-o 実行された program の pid を stdout に送ります。送信されるメッセージは "setmemwin-

dow:pid=dddd\n" であり、dddd には pid が 10進数値で表示されます。

アプリケーションの使用法
Memory Windows は、協同するアプリケーションが共有リソースの 1 ギガバイトウィンドウを構成するのを
可能にすることで、32 ビットアプリケーションのためのシステムワイドの共有メモリーの 1.75 ギガバイトの
制限を多少とも解決するのに役立っています。

メモリーウィンドウの定義は、32 ビットのプロセスに対してだけ使用可能です。

メモリーウィンドウが システムワイド全体の共有メモリーを 1.75 ギガバイトより大きく作成できることに注
意してください。しかし、 単一プロセスが作成できる共有メモリーの大きさを拡張しません。実行可能な
SHARED_MAGIC は、まだ 1.75 ギガバイトに制限されています。

HP-UX はメモリーウィンドウを使用不能な状態で搭載しています。メモリーウィンドウを使用可能にするに
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は、カーネルの調整可能なパラメータの max_mem_window が希望の数字に設定される必要があります。
max_mem_window はグローバルデフォルトウィンドウ以外のメモリーウィンドウの数を表しています。たと
えば、 max_mem_window を 2 に設定すると、合計 3 つのメモリーウィンドウが生成されます。つまり、デ
フォルトグローバルウィンドウとユーザーが定義したウィンドウ 2 つです。 max_mem_window を 0 に設定
すると、デフォルト、つまりグローバルメモリーウィンドウだけになります。

メモリーウィンドウにより導入された 2 つの新しいコマンドとファイルがあります。 setmemwindow 、
getmemwindow 、およびファイル /etc/services.window です。

ファイル /etc/services.window はメモリーウィンドウアプリケーションを特定のウィンドウ ID にマッ
プします。この中心となるファイルを使用すると、意図しないメモリーウィンドウの衝突を避けるばかりでな
く、同じメモリーウィンドウ ID を使用してアプリケーションがメモリーウィンドウを共有するのを可能にし
ます。詳細は services.window(4) を参照してください。

コマンド getmemwindow は、ファイル /etc/services.window からユーザープロセスのウィンドウ ID

を抽出するのに使用されます。コマンド setmemwindow は、メモリーウィンドウ内の特定のプロセスを開始
します。これらのコマンドの一般的な使用法は、 getmemwindow でメモリーウィンドウ ID を抽出し、次に
それが setmemwindow に渡され、所定のウィンドウ ID でプロセスを開始するというものです。

プロセスはデータを共有するために同じウィンドウ内にある必要があります。共有メモリーや MAP_SHARED

メモリーマップファイルのようなグローバルデータの共有を要求するプロセスは、すべてのプロセスが同じメ
モリーウィンドウにあることを確かめなければなりません。もし別のメモリーウィンドウ内のプロセスが確実
にデータを共有したい場合は、データの作成者は、すべてのプロセスに対してアクセス可能な位置にそのデー
タが置かれていることを保証する処置をとらなくてはなりません。

メモリーウィンドウに関する詳細は『Memory Windows in HP-UX 11.0 White Paper』を参照してください。

戻り値
正常終了すると、終了値として 0 が戻され、失敗した場合は正の数値が戻されます。

−n が指定されない場合は、 waitpid(2) システムコールによって取得された実行済み program の終了ステー
タスが戻り値となります。

例
#

# 文字列 "myapp" で抽出されたメモリーウィンドウ内で、プログラム
# "myprog"を開始します。
#

WinId=$(getmemwindow myapp)

setmemwindow -i $WinId myprog arg1 arg2

#

# 文字列 "myapp" で抽出された、新規作成のメモリーウィンドウ内で
# プログラム "myprog" を開始します。
#
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WinId=$(getmemwindow myapp)

setmemwindow -c -i $WinId myprog arg1 arg2

#

# 文字列 "myapp" で抽出された、既存のメモリーウィンドウ内で
# プログラム "myprog" を開始します。
#

WinId=$(getmemwindow myapp)

setmemwindow -j -i $WinId myprog arg1 arg2

#

# プライベートなメモリーウィンドウ内でプログラム "myprog" を開始
# します。 "myprog" と、派生したプログラムだけがウィンドウにアクセス可能です。
#

setmemwindow myprog arg1 arg2

警告
メモリーウィンドウを使うプログラムは、同じウィンドウを使用する他のプログラムが作成した共有メモリー
オブジェクトをアクセスできます (パーミッションに依存します)。しかし、メモリーウィンドウを使うプログ
ラムは、別のウィンドウを使っていたり、またはまったくウィンドウを使っていない他のプログラムが作成し
た共有メモリーオブジェクトをデフォルトではアクセスできません。

異なるウィンドウを使うプログラム間、または、ウィンドウを使うプログラムと使わないプログラムとで共有
メモリーオブジェクトにアクセスできるようにするためには、オブジェクトを作成するときにプログラムは特
別なオプションを指定する必要があります。詳細は、 shmget(2) と mmap(2) を参照してください。

著者
setmemwindow は HP が開発しました。

ファイル
/etc/services.window ファイルはアプリケーションの結合したウィンドウ ID を含んでいます。

参照
getmemwindow(1M), services.window(4), 『Memory Windows in HP-UX 11.0 White Paper』
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名称
setmnt − ファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab の作成

構文
/usr/sbin/setmnt

説明
setmnt コマンドは、mount コマンドと umount コマンド (mount(1M) を参照 ) の両方に必要となる
/etc/mnttab テーブル (mnttab(4) を参照) を作成します。 setmnt は標準入力を読み取り、入力の各行の
/etc/mnttab 内にエントリーを作成します。入力行は、次に示すフォーマットを使用します。

filesys node

この場合、filesys は、(/dev/dsk/c0t5d0 のような) ファイルシステムに関連するデバイススペシャルファ
イルの名称で、node は、そのファイルシステムのルート名です。したがって、filesys と node は、マウント
テーブルエントリーの最初の 2個の文字列となります。

警告
mount と umount コマンドは、HP-UX カーネルによって内部的に保守された、マウント済みファイルシス
テムテーブルを使用して、mnttab が旧バージョンであることがわかった場合に、ファイルシステムがマウン
トされるか、マウントが外されると必ず /etc/mnttab ファイルを再書き込みします。 syncer コマンドは
/etc/mnttab が旧バージョンである場合に、それをアップデートします (syncer(1M) を参照)。

/etc/mnttab を手作業で編集してはなりません。このコマンドを使用して無効な情報を /etc/mnttab に
書き込むのは、極力避けてください。

The setmnt コマンドは対話形式で実行するようになっていません。入力は、ファイルからこのコマンドに入
れるようにしてください。例えば、

setmnt < /tmp/file.mnt

対話形式で実行する場合、入力を終了するには最後に Ctrl-D を入力します。

setmnt は、何も実行についての情報を表示しないで /etc/mnttab エントリーの最大数にその上限を設定
します。

mount と umount に偽のエントリーを作成する場合に setmnt を使用するのは、賢明とはいえません。

このコマンドは将来のリリースで廃止される予定です。

ファイル
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムテーブル

参照
devnm(1M), mount(1M), syncer(1M), mnttab(4)
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標準準拠
setmnt: SVID2, SVID3
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名称
setoncenv − NFS 環境構成コマンド

構文
/usr/sbin/setoncenv [-a][v] variable value

/usr/sbin/setoncenv -l[v] [subsystem|variable]

/usr/sbin/setoncenv -r[v] variable [value]

説明
setoncenv は、/etc/rc.config.d/nfsconf または /etc/rc.config.d/namesvrs で設定される
NFS 構成変数の値を初期化、表示、削除します。値は、整数または文字列で、設定する変数に対して適切な値
でなくてはなりません。値を示すパラメータの検証は部分的にしか行われません。値に空白を含めることがで
きない場合は、引用符を使わないでください。値に空白を含めることができる場合は、引用符を使う必要があ
ります。 setoncenv コマンドは、NFS のカーネル調整パラメータを表示するために使うこともできます。

オプション
setoncenv には、以下のオプションがあります。

−a 構成ファイルにサポートされている構成変数を追加したり、既存の構成変数の値を変更し
たりします。 −a オプションを使ってカーネル調整パラメータを設定することはできませ
ん。カーネル調整パラメータを管理するには、kctune を使う必要があります。

−l setoncenv がサポートしているすべての構成変数とカーネル調整パラメータの値を表示
します。オプションで、サブシステムまたは個別の変数を指定できます。

−r 構成ファイル内の構成変数を削除またはコメントアウトします。ただし、setoncenv コ
マンドで、/etc/rc.config.d/namesvrs の変数を削除またはコメントアウトすること
はできません。また /etc/rc.config.d/nfsconf の構成変数は、LOCKD_PORT、
STATD_PORTおよび MOUNTD_PORT を除いて削除することもコメントアウトすることもで
きません。さらに、カーネル調整パラメータを削除するために使うこともできません。

−v 詳細な情報を出力します。

注記: サポートされている構成ファイルを setoncenv 以外のコマンドやエディターを同時に使って変更す
ると、問題が発生する可能性があります。 setoncenv コマンドでは、エントリーの重複が禁止されているの
にもかかわらずエントリーが重複しているという問題など、いくつかの問題を訂正しようと試みますが、構成
ファイルが他のプロセスによって編集されていると、その構成ファイルを復旧できる保証はありません。構成
ファイル /etc/rc.config.d/nfsconf と /etc/rc.config.d/namesvrs のエントリーが重複している
場合は、最後にあるエントリーの値が使われます。

setoncenv コマンドに対して指定できるサブシステムの名前には、以下のものがあります。

autofs AutoFS サブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します。
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key KEY サブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します (keyserv(1M) を参照)。

klm カーネルロックマネージャサブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します。

krpc カーネル RPC サブシステムに関連付けられている変数すべてを表示します。

nfs NFS サブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します。

nis NIS サブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します。

nisplus NISPLUS サブシステムに関連付けられている変数をすべて表示します。

setoncenv コマンドに対して指定できる AutoFS サブシステムの構成変数名には、以下のものがあります。

AUTO_MASTER [path]

デフォルトの auto_master ファイルがある場所です。

AUTOFS [0 | 1]

システムを起動した時に AutoFS サブシステムを有効または無効にします。サービスを無
効にする場合は０を、またサービスを有効にする場合は１をそれぞれ指定します。

AUTOMOUNT_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nfs.client が使う、automount コマンドの実行時引き数です。

AUTOMOUNTD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nfs.client が使う、automount デーモンの実行時引き数です。

setoncenv コマンドに対して指定できる KEY サブシステムの構成変数名には、以下のものがあります。

KEYSERV_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.client または /sbin/init.d/nis.server が使う、keyserv

デーモンの実行時引き数です。

setoncenv コマンドに対して指定できるカーネルロックマネージャサブシステムの構成変数名には、以下の
ものがあります。

LOCKD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nfs.client ま た は /sbin/init.d/nfs.server が 使 う、
rpc.lockd デーモンの実行時引き数です。

LOCKD_PORT [number]

rpc.lockd が要求をリスンするために使うポート番号です。この変数は、将来のリリー
スで廃止される予定です。

STATD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nfs.client ま た は /sbin/init.d/nfs.server が 使 う、
rpc.statd デーモンの実行時引き数です。

488 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



setoncenv(1M) setoncenv(1M)

STATD_PORT [number]

rpc.statd が要求をリスンするために使うポート番号です。

setoncenv コマンドに対して指定できるカーネル RPC (KRPC) サブシステムのカーネル調整パラメータ名
には、以下のものがあります (すべての KRPC カーネル調整パラメータの完全な説明については、
http://docs.hp.com にあるホワイトペーパー『Managing NFS and KRPC Kernel Configurations in HP-UX

11i v2』を参照してください)。

rpc_clnt_idle_timeout

クライアント上でどれだけの時間接続のアイドル状態が続いたら接続を閉じるかを制御し
ます。

rpc_clnt_max_conns

NFS クライアントと NFS サーバーの間に設定できる TCP 接続の数を制御します。

rpc_svc_cltsmaxdupreqs

UDP 上で重複要求を処理するために用意するキャッシュのサイズを制御します。

rpc_svc_cotsmaxdupreqs

TCP 上で重複要求を処理するために用意するキャッシュのサイズを制御します。

rpc_svc_maxthreads

１個の TCP 接続で発生する NFS の要求を処理するために NFS サーバーで起動可能なス
レッドの最大数を設定します。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定
です。

rpc_svc_idle_timeout

サーバー上でどれだけの時間接続のアイドル状態が続いたら接続を閉じるかを制御しま
す。

rpc_svc_nfs_cpu_bind_method

NFS/TCP サービスのスレッドを特定の CPU で実行するのか、あるいは利用可能な任意の
CPU で実行するのかを指定します。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される
予定です。

setoncenv コマンドに対して指定できる NFS サブシステムの構成変数名には、以下のものがあります。

MOUNTD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nfs.server が使う、rpc.mountd デーモンの実行時引き数です。

MOUNTD_PORT [number]

rpc.mountd が要求をリスンするために使うポート番号です。

NFS_CLIENT [0 | 1]

/sbin/init.d/nfs.client による NFS クライアントのサービスを有効または無効に
するために使います。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１をそれ
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ぞれ指定します。

NFS_SERVER [0 | 1]

/sbin/init.d/nfs.server による NFS サーバーのサービスを有効または無効にする
ために使います。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１をそれぞれ
指定します。

PCNFS_SERVER [0 | 1]

/sbin/init.d/nfs.server によって pcnfsd デーモンを有効または無効にする場合
に使用します。

START_MOUNTD [0 | 1]

/sbin/init.d/nfs.server によって rpc.mountd デーモンを有効または無効にする
場合に使用します。

NUM_NFSD [number]

NFS サーバー上で起動する NFS デーモン (nfsd) の数です。デフォルトは 16 です。この
変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

NUM_NFSIOD [number]

NFS クライアント上で起動する NFS BIO デーモン (biod) の数です。デフォルトは 16 で
す。この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

setoncenv コマンドに対して指定できる NFS サブシステムのカーネル調整パラメータには、以下のものが
あります (すべての NFS カーネル調整パラメータの完全な説明については、http://docs.hp.com にあるホワイ
トペーパー『Managing NFS and KRPC Kernel Configurations in HP-UX 11i v2』を参照してください)。

nfs2_do_symlink_cache

NFS バージョン２でマウントされたファイルシステムに対してシンボリックリンクの
キャッシュを有効または無効にします。

nfs2_dynamic

NFS バージョン２でマウントされたファイルシステムに対して動的な再送を有効または無
効にします。

nfs2_shrinkreaddir

READDIR 要求のサイズを、1024 バイト以下のディレクトリ情報に制限します。

nfs3_do_readdirplus

NFS サーバー上で NFS バージョン３の readdirplus 機能を無効できるかどうかを制御し
ます。

nfs3_do_symlink_cache

NFS バージョン３でマウントされたファイルシステムに対してシンボリックリンクの
キャッシュを有効または無効にします。
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nfs3_dynamic

NFS バージョン３でマウントされたファイルシステムに対して動的な再送を有効または無
効にします。

nfs3_jukebox_delay

NFS バージョン３のクライアントがエラーを受信してから要求を再送するまでに待つ時間
を制御します [NFS3ERR_JUKEBOX]。

nfs3_max_transfer_size

NFS バージョン３の READ、WRITE、READDIR、または READDIRPLUS 要求につい
て、そのデータ部分のサイズを制御します。

nfs3_max_transfer_size_clts

UDP 上で行う NFS バージョン３の READ、WRITE、READDIR、または READ-

DIRPLUS 要求について、そのデータ部分のサイズを制御します。

nfs3_max_transfer_size_cots

TCP 上で行う NFS バージョン３の READ、WRITE、READDIR、または READ-

DIRPLUS 要求について、そのデータ部分のサイズを制御します。

nfs_nrnode

NFS バージョン２のクライアントおよび NFS バージョン３のクライアントにおける
rnode キャッシュのサイズを制御します。

nfs_async_read_avoidance_enabled

biod がすべてビジーのときにアプリケーションが NFS クライアントに代わって NFS

READ 呼び出しを送信してもよいように、NFS クライアントを構成できるようにします。
この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_clnt_avoid_write_copy

XDR バッファーへ不必要にデータをコピーすると、NFS の書き込みパフォーマンスに影
響が出ます。 nfs_clnt_avoid_write_copy 調整パラメータを有効にすると、このコ
ピーが行われないようになって、NFS の書き込みパフォーマンスが向上します。この調整
パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_do_purge_rddir_cache

NFS クライアントが行う readdir キャッシュの内容管理方法を制御します。この調整パラ
メータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_fine_grain_fs_lock

この調整パラメータを有効にすると、逐次的に実行される NFS ファイルの操作でアルファ
セマフォの競合が減ります。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定で
す。
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nfs_new_lock_code

NFS ファイルシステム上でロックされているファイルに対して、非同期 I/O のパフォーマ
ンスを制御します。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_new_rnode_lock_code

rnode ロックを待っているスレッドが割り込み可能状態または割り込み不能状態で休眠で
きるようにします。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_posix_pathconf_chown

関数 pathconf および fpathconf が NFS ファイルシステムに対して呼び出された場合に、
POSIX 標準に準拠させるかどうかを制御します。この調整パラメータは、将来のリリース
で廃止される予定です。

nfs_wakeup_one

NFS クライアントで同じ rnode ロックを待っている NFS スレッドが複数個あった場合
に、それらをすべてアクティブにするのか、あるいはその中の１つだけをアクティブにす
るのかを指定します。また、NFS クライアントで休眠している biod が複数個あった場合
に、新しい要求を処理するデーモンとして、休眠状態の biod をすべてアクティブにするの
か、あるいはその中の１つだけをアクティブにするのかを指定することもできます。この
調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs3_hacc_size

NFS v3 で使うハッシュバケットの数を指定できます。この調整パラメータは、将来のリ
リースで廃止される予定です。

nfs3_new_acache

アクセスキャッシュ内のエントリーを検索するために使う検索アルゴリズム (線形または
ハッシュ) を指定します。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定です。

nfs_portmon

ソースポートが予約ポートであることの確認を有効または無効にします。

nfs_exportfs_rwlock

ハッシュされた排他的スピンロックまたはハッシュされた読み書きスピンロックのどちら
かを使って exportfs テーブルを保護することができます。この調整パラメータは、将来の
リリースで廃止される予定です。

nfs_srv_read_copy_avoid

XDR バッファーへ不必要にデータをコピーすると、NFS の読み込みパフォーマンスに影
響が出ます。この調整パラメータを有効にすると、コピーが行われないようになって、
NFS の読み込みパフォーマンスが向上します。この調整パラメータは、将来のリリースで
廃止される予定です。
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nfs3_adaptive_cache_validate

書き込みの後に読み込みを行う場合の書き込み WCC (Weak Cache Consistency) チェック
を、有効または無効にします。また、書き込みの前に読み込みを行う場合のチェックと無
効化も同様に対象となります。この調整パラメータは、将来のリリースで廃止される予定
です。

The setoncenv コマンドに対して指定できる NIS サブシステムの構成変数名には、以下のものがありま
す。

MAX_NISCHECKS [number]

NIS クライアントが NIS サーバーに接続しようとしてできなかった場合に失敗と見なすま
での試行回数です。この変数は、システムが起動している時に使われます。

NIS_CLIENT [0 | 1]

システム起動時に NIS クライアントを有効または無効にするために使います。無効にする
場合は０を、また有効にする場合は１をそれぞれ指定します。

NIS_DOMAIN [domain_string]

/sbin/init.d/nis.server と /sbin/init.d/nis.client でドメイン名を設定す
るために使います。

NIS_MASTER_SERVER [0 | 1]

/sbin/init.d/nis.server による NIS マスターサーバーを有効または無効にするた
めに使います。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１をそれぞれ指
定します。

NIS_SLAVE_SERVER [0 | 1]

/sbin/init.d/nis.server で NIS スレーブサーバーを有効または無効にするために
使います。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１をそれぞれ指定し
ます。

YPBIND_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.client が使う、ypbind デーモンの実行時引き数です。

YPPASSWDD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.server が使う、rpc.yppasswdd デーモンの実行時引き数で
す。

YPSERV_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.server が使う、ypserv デーモンの実行時引き数です。

YPSET_ADDR [string]

クライアントのバインド先となる NIS サーバーの IP アドレスを設定します。この値は、
/sbin/init.d/nis.client によって使われます。
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YPUPDATED_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.server が使う、rpc.ypupdated デーモンの実行時引き数で
す。

YPXFRD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nis.server が使う、ypxfrd デーモンの実行時引き数です。

setoncenv コマンドに対して指定できる NISPLUS サブシステムの構成変数名には、以下のものがありま
す。

NISPLUS_CLIENT [0 | 1]

/sbin/init.d/nisplus.client によって NISPLUS クライアントを有効または無効
にするために使用します。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１を
それぞれ指定します。この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

NISPLUS_SERVER [0 | 1]

/sbin/init.d/nisplus.server によって NISPLUS サーバーを有効または無効にす
るために使用します。サービスを無効にする場合は０を、また有効にする場合は１をそれ
ぞれ指定します。この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

NIS_CACHEMGR_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nisplus.client が使う、nis_cachemgr デーモンの実行時引き数で
す。この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

RPC_NISD_OPTIONS [option_string]

/sbin/init.d/nisplus.server が使う、rpc.nisd デーモンの実行時引き数です。
この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

EMULYP [option_string]

/sbin/init.d/nisplus.server が使う、rpc.nisd デーモンの実行時引き数です。
この変数は、将来のリリースで廃止される予定です。

警告
HP-UX 11i バージョン２は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

構成変数と調整パラメータのいくつかは、パッチをインストールしてはじめて使用できるようになります。上
で説明した構成変数と調整パラメータをすべて利用するには、NFS の累積パッチ PHNE_35960 以降、カーネ
ル RPC の累積パッチ PHNE_34549 以降、およびロックマネージャの累積パッチ PHNE_34551 以降をイン
ストールしてください。

著者
setoncenv は HP で開発されました。

参照
automount(1M), automountd(1M), kctune(1M), keyserv(1M), lockd(1M), mount_nfs(1M), mountd(1M),

nfsd(1M), nis_cachemgr(1M), pcnfsd(1M), rpc.nisd(1M), rpcbind(1M), statd(1M), syslogd(1M),
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yppasswdd(1M), ypserv(1M), ypupdated(1M), rc.config(4), nfs(7)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 9 −  Hewlett-Packard Company 495



setprivgrp(1M) setprivgrp(1M)

名称
setprivgrp − グループの特殊属性の設定

構文
setprivgrp groupname [ privileges]

setprivgrp −g [ privileges]

setprivgrp −n [ privileges]

setprivgrp −f file

説明
setprivgrp は、グループにシステム機能を対応させるので、ある種の特権をもつユーザーとしてのアクセ
スを、特定の１つまたは複数のグループのメンバーに提供する手段となります。getprivgrp コマンドに
よって、こういった特権を表示できます (getprivgrp(1) 参照)。

特権は、/etc/group に定義されたグループに個別に与えることもできますし、すべてのグループに大域的
に与えることもできます。このコマンドを実行できるのはスーパーユーザーだけです。

オプションと引き数
setprivgrp は以下のオプションと引き数を認識します。

privileges 下の「特権」に記述されているひとつあるいは複数のキーワード

groupname ファイル /etc/group で定義されているグループ名。groupname に対する現在の
権限 (ある場合) は、指定された privileges で置き換えられます。以前の権限を保持
したい場合は、それも指定する必要があります。

−g 全グループに適用される大域的な権限を指定します。現在の権限 (ある場合) は、指
定された privileges で置き換えられます。以前の権限を保持したい場合は、それも指
定する必要があります。

−n privileges が指定されない場合、すべてのグループに対する権限が、大域的権限を含
めすべて削除されます。

privileges が指定された場合は、大域的権限を含め、すべてのグループの現在の権限
リストから、指定された権限が削除されます。指定されなかった権限は削除されませ
ん。

−f file file の内容にしたがって権限をセットします。通常は、/etc/privgroup が使われ
ます。エントリーの形式は「グループ特権ファイルのフォーマット」の項で説明しま
す。

特権
グループに付与可能なシステム機能は、次のとおりです。
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CHOWN chown() を使用して、ファイルの所有権を変更することができます (chown(2) を参
照)。

LOCKRDONLY lockf() を使用して、読み取り専用のためにオープン状態にあるファイルにロック
を設定することができます (lockf (2) を参照)。

MLOCK plock() を使用して、プロセスのテキストとデータをメモリー内にロックでき、
shmctl() SHM_LOCK 機能を使用して、共有メモリーセグメントをロックすること
ができます ( plock(2) と shmctl(2) を参照)。

RTPRIO リアルタイム優先順位を設定するために rtprio() を使用することができます
(rtprio(2) を参照)。

RTSCHED sched_setparam() と sched_setscheduler() を使って、POSIX.4 実時間プ
ライオリティを設定できます (rtsched(2) 参照)。

SERIALIZE serialize() コマンドによってマークされたほかのプロセスと、このコマンドで指
定したプロセスを逐次的に実行させます (serialize(2) 参照)。

SETRUGID setuid() と setgid() を変更して、プロセスの実際のユーザー ID または実際の
グループ ID をそれぞれ変更することができます (setuid(2) と setgid(2) を参照)。

FSSTHREAD PRM (Process Resource Manager) 製品での管理操作を有効にします。詳細は、当該
製品のマニュアルを参照してください。

SPUCTL iCOD (instant Capacity On Demand) 製品での管理操作を有効にします。詳細は、
当該製品のマニュアルを参照してください。

PSET システムの pset 構成を変更できます ( pset_create(2) を参照)。

MPCTL mpctl() を使って、プロセッサバインディング、ローカリティドメインバインディ
ング、またはプロセスの起動方針を変更できます (mpctl(2) を参照)。

グループ特権ファイルのフォーマット
-f オプションを使用して指定したファイルには、次に示す１行または複数行のフォーマットが含まれていな
ければなりません。

groupname [ privileges]

−g [ privileges]

−n [ privileges]

それぞれの項目については、上の「オプションと引き数」の項で説明されています。

戻り値
setprivgrp は、次のいずれかの値とともに戻ります。
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0 成功。
>0 失敗。

著者
setprivgrp は、HP が開発しました。

ファイル
/etc/group

/etc/privgroup

参照
getprivgrp(1), chown(2), getprivgrp(2), lockf(2), plock(2), rtprio(2), rtsched(2), serialize(2), setgid(2),

setuid(2), shmctl(2), mpctl(2), pset_create(2), privgrp(4)
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名称
setrules − コンパートメントルールの設定

構文
setrules [−p]

説明
setrules は、システム上にある最新のルールファイルを取得し、それを有効にします。このコマンドを使用
しないと、ルールファイルに加えた変更はシステムに反映されません。このコマンドは、コンパートメント化
が有効になっている場合にのみ使用可能です ( cmpt_tune(1M) を参照してください)。

オプション
setrules は、以下のオプションを認識します。

−p ルールをプレビューします。このオプションは、ルールファイルを解析して構文エラーとセマン
ティックエラーをチェックしますが、 setrules の実行でシステムに変更が加えられることは
一切ありません。

セキュリティ上の制限事項
このコマンドを実行するユーザーは、以下のいずれかの権限を持っていなければなりません。

hpux.security.xsec.secrules.unrestricted

hpux.security.xsec.secrules.restricted

authadm(1M) を参照してください。

戻り値
setrules は、以下の値を返します。

0 正常に完了。ルールが表示されました。

>0 エラーが発生しました。以下の場合に、エラーが発生します。
• オプションが無効だった。
• ユーザーが操作を実行するためのアクセス許可を持っていなかった。
• ルールファイル内に構文エラーまたはセマンティックエラーが見つかった。
• その他のシステムエラー (システムリソース不足など)。

例
例１: 次の例は setrules を実行して、設定されたルールをプッシュしています。

# setrules

例２: 次の例は、 setrules を実行して構文上の誤りがあるルールをプッシュしています。

# setrules

サンプル出力:

Error: "/etc/cmpt/11.cmpt.1.rules", line 10 # Unexpected token ’web’ \
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or rule terminated prematurely setrules: Exiting due to parse errors

例３: 次の例は setrules を実行して、構文およびセマンティックに誤りのあるルールを検出しています。

# setrules -p

サンプル出力:

Error: "/etc/cmpt/iface.rules", line 10 # Undefined compartment "ooutside".

Error: "/etc/cmpt/iface.rules", line 14 # Undefined compartment "cgi".

参照
authadm(1M), cmpt_tune(1M), getrules(1M), compartments(4), compartments(5)
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名称
setuname − マシン情報の変更

構文
setuname [-s name] [-n node] [-t]

説明
setuname コマンドは、適切なオプションによってシステム名、またはノード名の値を修正する場合に使用し
ます。

setuname コマンドは、実行中のカーネルと、システム設定の両方のパラメータ値を変更して、リブートをク
ロスします。一時的な変更は、実行中のカーネルだけに影響を与えます。

オプション
setuname は次のオプションをサポートします。

-s name utsname 構造にある sysname フィールドのシステム名 (例えば HP-UX) を変更し
ます。ここで、name は新しいシステム名を表し、英数字、および特殊文字 (ハイフ
ン、下線、ドル記号) で構成します。

-n node utsname 構造にある nodename の名前を変更します。ここで node は、新しい
ノード名を表し、英数字、および特殊文字 (ハイフン、下線、ドル記号) で構成しま
す。

-t 一時的変更を指定します。変更内容はリブート時には無効になります。

setuname を起動するときは、-s 、-n のいずれか一方、または両方を指定しなければなりません。

name と node のサイズは、UTSLEN−1 文字に制限されます。UTSLEN は、<sys/utsname.h> で定義され
ます。適切な特権を持ったユーザーだけがこのコマンドを実行できます。

例
一時的に、システム名を HP-UX に、またノード名を the-node にそれぞれ変更して、次のコマンドを実行
します。

setuname -s HP-UX -n the-node

一時的にシステム名を SYSTEM に、またノード名を new-node にそれぞれ変更し、次のコマンドを実行しま
す。

setuname -s SYSTEM -n new-node -t

警告
適切な構成オプションが有効になっている場合に限り、8バイトを超えるノード名を設定できます。そのよう
なノード名を設定する前に、すべての関連ドキュメントの説明を完全に理解しておくことを強く推奨します。
8バイトより長いノード名を使用すると、uname(1) コマンドや uname(2) システム関数を使用してその名前に
アクセスするアプリケーションで、予期しない動作や不正な動作を引き起こす可能性があります。
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参照
uname(1), uname(2), nodehostnamesize(5)
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名称
showmount − すべてのリモートマウントの表示

構文
/usr/sbin/showmount [-a] [-d] [-e] [ host ]

説明
showmount は、 host からリモートでマウントされたファイルシステムを持つすべてのクライアントをリス
トします。この情報は、 host 上のサーバー mountd によって保守されます ( mountd(1M) を参照)。 host の
デフォルト値は、 hostname によって返される値です ( hostname(1) を参照)。

オプション
-a すべてのリモートマウントを、次の形式でプリントします。

name:directory

hostname は、クライアントの名称であり、 directory は、マウントされたファイルシステムのディレ
クトリまたはルートディレクトリです。

-d クライアントによってリモートでマウントされたディレクトリをリストします。

-e エクスポートされたファイルシステムのリストをプリントします。

警告
クライアントがクラッシュした場合、サーバー上の showmount は、クライアントにまだファイルシステムが
マウントされていることを表示します。すなわち、クライアントをリブートして次に示すコマンドを実行する
までは、クライアントのエントリーは、 /etc/rmtab から削除されません。

umount -a

また、クライアントが同じリモートディレクトリを二度マウントしても、 /etc/rmtab には 1つのエント
リーしか含まれません。これらのディレクトリで umount を実行すると、1つしかないエントリーを消去し、
showmount は、リモートディレクトリがマウントされていることを表示しなくなります。

著者
showmount は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
hostname(1), exportfs(1M), mountd(1M), exports(4), rmtab(4)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 503



shutdown(1M) shutdown(1M)

名称
shutdown − すべてのプロセスを終了

構文
/sbin/shutdown [−h −r] [−y] [−o] [grace]

/sbin/shutdown -R [−H] [−y] [−o] [grace]

説明
shutdown コマンドは、 HP-UX システム操作手順の一部です。その主要な機能とは、現在実行中のすべての
プロセスを順序正しく慎重に終了することです。 shutdown を使用して、バックアップやファイルシステム
の一貫性チェックなどの管理目的のために、システムのシングルユーザーモードへの設定 (fsck(1M) を参照)、
システムの停止あるいはリブート、パーティションを再構成可能な (ready-to-reconfigure) 状態にします。デ
フォルトでは、 shutdown は対話形式で実行されるプログラムです。

オプションと引き数
shutdown は以下のオプションおよび引き数を認識します。

−h システムをシャットダウンし、停止します。

−r システムをシャットダウンし、自動的にリブートします。

-R システムをシャットダウンして再構成可能な (ready-to-reconfigure) 状態にし、可能であれ
ば自動的にリブートします。パーティションをリブートできない場合は、ready-to-recon-

figure 状態で停止します。ただし、 -H オプションが一緒に指定されている場合は、常に
ready-to-reconfigure 状態で停止します。このオプションが使用できるのは、ハードパー
ティションをサポートするシステムに限られています。

-H システムをシャットダウンして ready-to-reconfigure 状態にし、リブートしません。この
オプションは -R オプションと併用した場合のみ使用可能です。このオプションが使用で
きるのは、ハードパーティションをサポートするシステムに限られています。

−y ユーザーから対話形式による応答を要求しません (ユーザーがシャットダウンプロセスとや
りとりを行わないように、全質問に適宜に yes または no と応答します)。

−o ディスクレスクラスタ環境でクラスタサーバー上で実行すると、サーバーのみをシャット
ダウンし、 クライアントはリブートしません。この引き数を指定しない場合、デフォルト
の動作ではサーバーのシャットダウン時にすべてのクライアントをリブートします。

grace は、システムシャットダウンの前にユーザーがログオフする猶予時間を指定する秒単位の
10進整数か、 now の語のいずれかです。デフォルトは、60秒です。 grace が0または
now の場合には、 shutdown は短時間で実行され、ユーザーがログアウトする際の猶予
時間はほとんどありません。

-r (リブート) 、 -h (停止) 、または -R (再構成) を指定しない場合には、スタンドアロンシステムと サー
バーシステムはシングルユーザー状態になります。 クライアントには -r (リブート) または -h (停止) のい
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ずれかを必ず指定しなければなりません。クライアントでは、シングルユーザー状態へのシャットダウンは行
えません。 init(1M) を参照してください。

シャットダウンの手順
シャットダウンは、次の手順で実行されます。

• PATH 環境変数が /usr/bin:/usr/sbin:/sbin にリセットされます。

• IFS 環境変数が、スペース、タブ、および改行にリセットされます。

• ユーザーが、 shutdown コマンドを実行する権限を持っているかどうかチェックします。権限を
持ったユーザーだけが shutdown コマンドを実行できます。 /etc/shutdown.allow 権限ファ
イルについての詳細は、「ファイル」を参照してください。

• 現在のワークディレクトリがルートディレクトリ (/) に変更されます。

• すべてのファイルシステムのスーパーブロックがアップデートされます。 sync(1M) を参照してく
ださい。ファイルシステムの完全性を保証するために、システムをリブートする前にこれを実行す
る必要があります。

• 実ユーザー ID が、スーパーユーザーの ID に設定されます。

• システムに現在ログインしている全ユーザーにブロードキャストメッセージが送られ、ログアウト
するように命令します。管理者は、この時点で任意のメッセージを指定することができます。その
他の場合は、標準の警告メッセージを表示します。

• 次の手順は、システムが スタンドアロン、 サーバー、 クライアントのいずれであるかによって異
なります。

• システムが スタンドアロンの場合には、 /sbin/rc が実行され、サブシステムのシャットダ
ウン、ファイルシステムのアンマウント、その他のタスクが行なわれてシステム実行レベルが0

になります。

• システムがサーバーの場合には、オプションの -o 引き数を用いてクラスタ内のすべてのクラ
イアントもリブートすべきかどうかが判別されます。デフォルト (コマンド行パラメータの -o

を入力しない場合) の動作では、すべての クライアントが /sbin/reboot によってシャット
ダウンされます。 -o を入力していると、サーバーだけがリブートされてクライアントはすべ
てそのまま残ります。その後 /sbin/rc が実行され、サブシステムのシャットダウン、ファイ
ルシステムのアンマウント、その他のタスクが行なわれてシステム実行レベルが0になります。

• システムが クライアントの場合には、 /sbin/rc が実行されてシステム実行レベルが2にな
り、次に /sbin/reboot が実行されます。 クライアントでは、シングルユーザー状態への
シャットダウンは指定できません。

• −h オプション、 −r オプション、または −R オプションを選択した場合は、 /sbin/reboot が
実行され、システムをリブート、停止、あるいは ready-to-reconfigure 状態にします。システムが
クラスタクライアントではない場合にシステムをシングルユーザー状態にすると、シグナルが
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init プロセスに送られ、状態を変更します ( init(1M) を参照)。

診断
device busy

これが、最も一般的に検出されるエラー診断で、特定なファイルシステムのマウントを外せなかった
ときに起こります。 mount(1M) を参照してください。

user not allowed to shut down this system

ユーザーが、システムのシャットダウンを許可されていません。ユーザーとシステムは、両方とも権
限ファイル /etc/shutdown.allow に含まれていなければなりません。

例
ただちにシステムをリブートし、 HP-UX を再実行します。

shutdown −r 0

対話形式による質問と応答を行わないで、システムを 5分 (300秒) 以内に停止します。

shutdown −h −y 300

10分以内に実行レベル s に移行します。

shutdown 600

パーティションをただちにシャットダウンし、削除できるようにします。

shutdown -R -H 0

パーティションを５分以内にリブートし、パーティションに割り当てられたセルをアクティブにします。

shutdown -R 300

警告
shutdown.allow ファイルのエントリーと比較するユーザー名は、 getpwuid() を使用すると得られます
(getpwent(3C) を参照)。

/etc/shutdown.allow 内のホスト名は、 gethostbyname() を使用して得られるホスト名と比較されま
す (gethostent(3N) を参照)。

/ ディレクトリのようなルートボリューム上のディレクトリから shutdown を実行しなければなりません。

送信可能なブロードキャストメッセージの最大長は、約 970バイトです。

NFS ディスクレスクラスタ サーバー上で shutdown を実行し、 -o オプションを入力しないと、サーバー
のクライアントがリブートされます。クラスタのシャットダウン時には、クライアントを個々にリブートした
りシャットダウンしたりしないでください。

パーティションが可能なシステムの仮想パーティション環境で -R オプションを使うと、そのハードパーティ
ション上のすべての仮想パーティションがシャットダウンされて仮想パーティションモニターが再ブートされ
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るまで、要求した再構成は実行されません。

ファイル
/etc/shutdown.allow

権限ファイル。

ファイル内の各行は、システムホスト名と、システムのリブートまたは停止を許可されているユー
ザーのログイン名から構成されています。 shutdown を実行するためには、スーパーユーザーの
ログイン名がこのファイルに含まれていなければなりません。ただし、ファイルがなかったり、長
さがゼロの場合、ルートユーザーが shutdown プログラムを実行し、システムをダウンします。

このファイルは、保守目的のためにシステムをシングルユーザー状態にダウンするための権限には
影響を与えません。その操作は、スーパーユーザーによって実行される場合にだけ許されます。

行頭にコメント文字 # を使用すると、行の残りが無視されます (追加のコメント文字を使用しない
でコメント行を複数行にわたって記述することはできません)。空白行も無視されます。

ホスト名またはユーザー名の代わりにワイルドカード文字 + を使用して、それぞれ全ホストまた
は全ユーザーを指定することができます (hosts.equiv(4) を参照)。

次に例を示します。

# user1 can shut down systemA and systemB

systemA user1

systemB user1

# root can shut down any system

+ root

# Any user can shut down systemC

systemC +

参照
fsck(1M), init(1M), killall(1M), mount(1M), reboot(1M), sync(1M), gethostent(3N), getpwent(3C),

hosts.equiv(4)

Superdomeシステムのシャットダウンとリブートの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Managing Superdome Complexes: A Guide for System Administrators』

• 『Superdome システムの管理』

上記マニュアルはWebサイト(英語版: http://docs.hp.com 、日本語版: http://docs.hp.com/ja ) で
ご覧いただけます。
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名称
sig_named − ドメインネームサーバーへのシグナルの送信

構文
/usr/bin/sig_named [kill restart]

説明
sig_named は、ドメインネームサーバー /usr/sbin/named に適切なシグナルを送信します。プロセス
ID は、 /var/run/named.pid から、または /var/run/named.pid が存在しない場合には、 ps(1) から
得ることができます。

オプション
sig_named に指定できるコマンド行引き数は、次のとおりです。

kill ネームサーバープロセスを抹消します。

restart ネームサーバーに、そのデータベースを再ロードするようにシグナルを送信します。

以前の機能
以前のバージョンの BIND とともに提供していた sig_named は、デバッグレベルを設定してデータベース
をダンプし、指定した統計値を取得するものでした。この代わりに、 rndc ユーティリティを使ってくださ
い。使用法とオプションは rndc(1) を参照してください。

著者
sig_named は、 HP が開発しました。

ファイル
/var/run/named.pid プロセス ID

参照
kill(1)、 rndc(1)、 named(1M)、 rndc.conf(4)
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名称
slpd − サービスロケーションプロトコルデーモン

構文
slpd [−c configuration_file ] [−r registration_file ] [−l log_file ] [−p pid_file ] [−d ]

説明
slpd デーモンには、サービスロケーションプロトコル (SLP) バージョン２のための、ディレクトリエージェ
ントとサービスエージェントの機能があります。 SLP にはスケーラブルなフレームワークがあるため、ネッ
トワークアプリケーションは、企業のネットワーク内でネットワーク化されたサービスの存在、位置、および
構成を検出できます。

slpd には、次のサービスの機能があります。

ディレクトリエージェント (DA)

このエージェントは、サービスエージェントや、サービスを行うアプリケーションからサービス通知を収集
し、それをメモリーにキャッシュします。次に、DA はこのサービス情報をクライアント (ユーザーエージェ
ント) に渡し、サービス情報を検出しようとします。ディレクトリエージェントは、ディレクトリエージェン
トの通知を通して、その存在を通知します。

サービスエージェントサーバー (SA)

このサーバーは、このサーバーに対応するサービスエージェントが通知した全サービスのサービス情報を登録
します。その後このサーバーは、サービスエージェントがサーバーに登録したサービスについて、ユーザー
エージェントからの照会に応答します。また、自分の範囲内に存在するすべてのディレクトリエージェント
に、登録情報を転送します。

slpd には、"-r" オプションもあります。このオプションを指定すると、slp が有効になっていない既存の
サービスでも、静的な登録ファイルに情報を保存することにより、この情報を通知できるようになります。こ
のオプションについては、下記の説明を参照してください。 slpd はこのファイルを読み取り、ユーザーエー
ジェントに情報を渡します。

構成ファイル内で net.slp.isDA に false または true を設定すると、 slpd を SA サーバーまたは DA と
して起動できます。いずれの場合でも、 slpd は、SLP 要求をリスンするデーモンとして実行されます。
DA として動作する場合、 slpd は SA サーバーとして動作するホスト内部からのサービスを登録し、リモー
トマシン上で動作するユーザーエージェント (UA) の DA として動作します。

slpd は、構成ファイル内に net.slp.useScopes を設定することにより、管理者が構成した範囲内でサー
ビスを行うように構成できます。 SLP デーモンは、この範囲内に収まる場合に限り、要求に応答します。こ
のような SLP デーモンの範囲指定機能を使うと、管理者のニーズ、地理的なニーズ、部署のニーズに基づい
て企業内ネットワークでサービスを行うことができ、スケーラブルに運用することもできるようになります。

サービスロケーションプロトコルについては、RFC2608 を参照してください。引き数を省略すると、 slpd

はデフォルトの構成ファイル /etc/slp.conf を読み取ります。
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オプション
オプションは次のとおりです。

−c configuration_file slpd の構成ファイルを指定します。デフォルトの構成ファイルは
/etc/slp.conf です。

−d 端末から切り離しません。

−l log_file slpd ログメッセージを受け取るログファイルを指定します。デフォルトのロ
グファイルは /var/adm/syslog/slpd.log です。

−p pid_file slpd プロセス ID を保持しているファイルを指定します。デフォルトの slpd

プロセス ID ファイルは、 /var/run/slpd.pid です。

−r registration_file サービス情報を読み取る登録ファイルを slpd に指定します。デフォルトの
登録ファイルは /etc/slp.reg です。

slpd デーモンを再起動するには、 SIGHUP シグナルをデーモンに送信します。

slpd デーモンを停止させるには、 SIGTERM シグナルをデーモンに送信します。

slpdc コマンドを使って、サーバープロセスへシグナルを送信することもできます (slpdc(1M) を参照)。

診断
登録ファイルや構成ファイル内、または通常の動作で slpd が検出したエラーは、ログファイル
/var/adm/syslog/slpd.log に記録されます。これがデフォルトのファイルです。このログファイルを変
更するには、 slpd -l log_file コマンドを使います。

著者
slpd は、Caldera Systems, Inc. で開発されました。

ファイル
/etc/slp.conf SLP 構成ファイル
/etc/slp.reg SLP 登録ファイル
/var/run/slpd.pid slpd プロセス ID を保存するファイル
/var/adm/syslog/slpd.log デフォルトの SLP ログファイル

参照
kill(1), slpdc(1M), signal(2), libslp(3N), slp.conf(4), slp.reg(4)

RFC 2165, RFC 2608, RFC 2609, RFC 2614
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名称
slpdc − SLP デーモンへのシグナル送信または slpd の起動

構文
slpdc [start stop restart dump ]

説明
slpdc は、SLP デーモンに適切なシグナルを送信するか、または slpd /usr/sbin/slpd を起動します。
プロセス ID は、 /var/run/slpd.pid から取得します。 /var/run/slpd.pid が存在しない場合は ps

コマンドで取得します ( ps(1) を参照)。

オプション
slpdc は、次のコマンド行引き数を認識します。

dump SIGINT シグナルを slpd に送信し、slpd にデータベースをダンプさせます。登録のデータベー
スは、ログファイルにダンプされます。デフォルトのログファイルは /var/adm/sys-

log/slpd.log です。

restart SIGHUP シグナルを送信して slpd を再起動します。

start コマンド行で slpd の後にある引き数を使って、slpd を起動します。

stop SIGTERM シグナルを送信して slpd を停止させます。

著者
slpdc は HP で開発されました。

ファイル
/var/run/slpd.pid slpd のプロセス ID を保存するファイル

/var/adm/syslog/slpd.log デフォルトの SLP ログ出力ファイルと slpd データベースのダンプ

参照
kill(1), ps(1), slpd(1M)
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名称
smrsh − sendmail用に制限されたシェル

構文
smrsh −c command

説明
smrsh プログラムは、 sh の代わりを意図したプログラムで、 sendmail の構成ファイル内のメールプロ
グラム prog で使用します。システム全体の安全運用の強化を目的とし、 sendmail の |program 構文を
使用して実行できるコマンドを大幅に制限します。簡単に言えば、たとえ悪意を持ったユーザーが sendmail

で別名(エイリアス)またはフォワードファイルを介さずにプログラムを実行できたとしても、 smrsh によっ
て、実行できるプログラムが制限されます。

smrsh では、ディレクトリ /var/adm/sm.bin 内のプログラムに制限されるため、許可するコマンドの
セットをシステム管理者が選択することができます。さらに、コマンド行に文字 \、 <、 >、 |、 ;、 &、
$、 (、 )、 \r (復帰)、 \n (改行) のあるコマンドを拒否して「巧みな」攻撃を防ぎます。

プログラム名の前のパス名は取り除かれるので、 /usr/ucb/vacation、 /usr/bin/vacation、
/home/server/mydir/bin/vacation 、 vacation へ の フォ ワー ド は ど れ も 実 際 に は
/var/adm/sm.bin/vacation へフォワードされます。

システム管理者は、 /var/adm/sm.bin への追加は慎重に行う必要があります。妥当な追加は、 vacation

および rmail です。シェルまたはシェルに類似したプログラム (例えば perl) を sm.bin ディレクトリに
入れないようにしてください。ただし、この制限は sm.bin ディレクトリでのシェルや perl のスクリプトの
使用を制限しているわけではないことに注意してください (#! 構文を使用する方法)。任意のプログラム実
行を禁止するだけです。

ファイル
/var/adm/sm.bin 制限されたプログラムのディレクトリ

参照
sendmail(1M)
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名称
snmpd, snmpdm − SNMP (Simple Network Management Protocol) のプロセス

構文
/usr/sbin/snmpd [−a ] [−authfail ] [−C contact ] [−Contact contact ] [−h ] [−help ]

[−L location ] [−Location location ] [−l logfile ] [−logfile logfile ] [−m logmask ]

[−mask logmask ] [−n ] [−P portnum ] [−Port portnum ] [−sys description ]

[−sysDescr description ]

/usr/sbin/snmpd [−e extendFile ]

/usr/sbin/snmpdm [−apall ] [−aperror ] [−aptrace ] [−apwarn ] [−a ] [−authfail ] [−C contact ]

[−Contact contact ] [−h ] [−help ] [−L location ] [−Location location ]

[−l logfile ] [−logfile logfile ] [−m logmask ] [−mask logmask ] [−log_format value ]

[−n ] [−sys description ] [−sysDescr description ] [−tcpany ] [−tcplocal ] [−tcpnone ]

説明
SNMPエージェントは、マスターSNMPエージェント (/usr/sbin/snmpdm) と、マスターエージェントに接
続されるエージェントの集まり (/usr/sbin/*agt) で構成されます。 SNMPエージェントでは、SNMPマ
ネージャからSNMP Get、GetNext、およびSetのリクエストを受け取って、管理情報ベース (MIB) の読み書
きを行います。 The MIB オブジェクトは、subAgentによって実現されます。

マスターエージェントは、個別のサブエージェントにバインドすることができます。

オプション
マスターエージェント /usr/sbin/snmpdm およびマニュアルの起動スクリプト /usr/sbin/snmpd は、
次のコマンド行オプションを認識します。

−apall すべてのエラーメッセージ、警告メッセージ、およびトレースメッセージを記録しま
す。このオプションを使用すると、 snmpdm はフォアグラウンドで実行されます。

−aperror すべてのエラーメッセージを記録します。このオプションは、 −aptrace および
−apwarn オプションと組み合わせて使用できます。

−aptrace すべてのトレースメッセージを記録します。このオプションは、 −aperror および
−apwarn オプションと組み合わせて使用できます。

−apwarn すべての警告メッセージを記録します。このオプションは、 −aperror および
−aptrace オプションと組み合わせて使用できます。

−authfail

−a authenticationFailure トラップの送信を抑制します。

−Contact contact

−C contact ネットワーク管理エージェントの責任を持つ担当者を指定します。このオプション
は、マスターエージェント設定ファイル /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf で指定
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された連絡係を置き換えます。ファイルで指定された値は変更されません。デフォル
トの場合、エージェントの連絡係はブランクの文字列になります。エージェントの連
絡係を設定するには、設定ファイル /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf で文字列
"contact:" の後に担当者を追加するか、 -C を使用します。

−e extendFile このオプションは、以前の snmpd.ea 実行可能 SNMP エージェントとの互換性を提
供します。 EMANATE拡張可能エージェントがインストールされている場合に限
り、 ス ク リ プ ト /usr/sbin/snmpd に だ け 適 用 さ れ ま す。 ファ イ ル
/usr/sbin/extsubagt が存在する場合、このエージェントはインストールされて
います。このオプションにより、extsubagt はデフォルトのファイル /etc/SnmpA-

gent.d/snmpd.extend ではなく指定された拡張ファイルのコマンド行を使用し
て、MIB オブジェクトで定義したユーザーを SNMP エージェントに追加します。

−help

−h コマンド行のオプションとロギングマスクの値を表示します。

−Location location

−L location エージェントの位置を指定します。このオプションは、 /etc/SnmpA-

gent.d/snmpd.conf で指定された位置を置き換えます。 /etc/SnmpA-

gent.d/snmpd.conf の値は変更しません。デフォルトの場合、エージェントの位
置はブランクの文字列になります。エージェントの位置を設定するには、
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf に位置を追加するか、 -L オプションを使用し
ます。

−logfile logfile

−l logfile ロギングを行うのに、デフォルトのログファイル /var/adm/snmpd.log ではな
く、 logfile を使用します。 − の値により、ログの宛先が stdout にリダイレクト
されます。

−log_format value

値は、 0 または 1 になります。 0 に設定すると、 /var/adm/snmpd.log ファ
イルで使用されていた従来のログフォーマットで記録されます。 1 の場合は新しい
ログフォーマットで記録されます。新しいログフォーマットでは、ログレベル、タイ
ムスタンプ、プログラム名、ファイル名、行番号、およびメッセージが個別の行に記
録されます。

−mask logmask

−m logmask 初期ロギングマスクを logmask に設定します。エージェントの起動スクリプトで
は、logmask オプションを使用しません。このオプションは、エージェントのデバッ
キングのときに使用してください。 logmask の有効な値およびその他の詳細につい
ては、 SNMPエージェントロギングを参照してください。
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−n snmpdm は通常、バックグラウンドに入れ (コマンドの終わりにアンパーサンド(&)

を付けた場合と同じように) られます。このオプションでは、こうした動作を禁止
し、エージェントをフォアグランドで実行します。

−Port portnum

−P portnum エージェントがSNMP要求を受け入れるUDPポート番号を指定します。デフォルト
はポート161です。値は、 /etc/services で指定することもできます。 snmpdm

を開始できるのはスーパーユーザーだけに限られ、特定のUDPポートで実行できる
snmpdm は1つだけに限られます。

−sysDescr description

−sys description

Allows the user to specify the value for the system.sysDescr MIB オブジェクト
の値を指定できます。テキスト文字列を引用符で囲んだフォーマットで指定します。
このオプションにより、 /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf で指定された sysDe-

scr が変更されます。例えば、次のとおりです。

snmpdm -sys "nsmd1, test system"

−tcpany マスターエージェントはすべてのサブエージェントからの接続を許可します。これは
デフォルトのオプションです。

−tcplocal マスターエージェントはローカル TCP サブエージェントからの接続を許可します。

−tcpnone マスターエージェントはすべての TCP サブエージェントからの接続を拒否します。

SNMPv1 セキュリティ
各 SNMP 要求は、エージェント上の MIB 値への SNMP アクセスを使用可能にするパスワードである、コ
ミュニティ名を伴います。マネージャは、 SNMP GetRequest/GetNextRequest を発行して MIB 値を読み
取ったり、 SNMP SetRequest を発行して、 MIB 値を変更したりできます。

デフォルトでは、要求に使用されているコミュニティ名にかかわらず、エージェントはいずれの SNMP 要求に
も応答しません。エージェントを SNMP GetRequests/GetNextRequests に応答するように構成するには、
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf に、 get-community-name を追加します。 snmpd.conf (4) のマニュ
アルページを参照してください。エージェントを SNMP SetRequests および GetRequests/GetNextRequests

に応答するように構成するには、 /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf に、 set-community-name を追加
します。

SNMPv2c
このバージョンの SNMP エージェントでは SNMPv2 (簡易ネットワーク管理プロトコル バージョン2) はサ
ポートされています。

トラップ
エージェントは、マネージャからの明示的な要求がない場合にも、マネージャに情報を送信します。この動作
のことを「トラップ」といいます。デフォルトの場合、 SNMP トラップはどの宛先にも送信されません。ト
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ラップをいずれかの宛先に送信するには、 /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf にトラップの宛先を追加しま
す。

マスターエージェント (snmpdm) と MIB-2 subAgent (mib2agt) は、連携して次の SNMP トラップを送信し
ます。

coldStart SNMPエージェントが起動された時点で coldStart トラップを送信します。

linkDown インタフェースがダウンした時点で linkDown トラップを送信します。

linkUp インタフェースがアップした時点で linkUp トラップを送信します。

authenticationFailure

/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf に指定されているコミュニティ名に一致しない
コミュニティ名で SNMPR エージェントに SNMP 要求が送信された時点で、 authen-

ticationFailure トラップを送信します。

マスターエージェント (snmpdm) と IPv6 subAgent (ipv6agt) は、連携して次の SNMP トラップを送信しま
す。

linkDown IPv6 インタフェースがダウンした時点で linkDown トラップを送信します。

linkUp IPv6 インタフェースがアップした時点で linkUp トラップを送信します。

SNMPエージェントロギング
SNMPエージェントでは、各種のエラーやイベントを記録することができます。エラー、警告およびトレース
の 3 種類のタイプのロギングがあります。

ログマスク
ログマスクにより、 /var/adm/snmpd.log や指定の logfile に記録する特定のクラスのメッセージを指定す
ることができます。ログマスクは次の3つのレベルで指定できます。 (1) 10進数, (2) 16進数, または (3) テキス
ト文字列。上の3つを組み合わせて使用することはできません。

複数の出力タイプを選択するには、次の手順に従ってください。 10進数、または16進数フォーマットの場合
は、個々のログマスク値を加算して、この値を入力します。また文字列を入力する場合は、同じ行に複数の文
字列をスペースで区切って並べることができます (引用する必要はありません)。

==================================================================

LOG MASK VALUES

FUNCTION Decimal Hex String

==================================================================

Turn off logging 0 0x00000000 LOGGING_OFF

Log factory trace messages 8388608 0x00800000 FACTORY_TRACE

Log factory warning messages 268435456 0x10000000 FACTORY_WARN

Log factory error messages 536870912 0x20000000 FACTORY_ERROR

Log factory configure messages 65536 0x00010000 FACTORY_CONFIG

516 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



snmpd(1M) snmpd(1M)

Log factory packet messages 131072 0x00020000 FACTORY_PACKET

Log factory trap messages 262144 0x00040000 FACTORY_TRAP

Log factory access messages 524288 0x00080000 FACTORY_ACCESS

Log factory emanate messages 1048576 0x00100000 FACTORY_EMANATE

Log factory verbose messages 2097152 0x00200000 FACTORY_VERBOSE

Log factory user messages 4194304 0x00400000 FACTORY_USER

Log factory thread messages 1073741824 0x40000000 FACTORY_THREAD

Log factory timer messages 2147483648 0x80000000 FACTORY_TIMER

例えば、エラーログメッセージを有効にするには、以下のように指定します。

decimal format: snmpdm -m 536870912

hex format: snmpdm -m 0x20000000

string format: snmpdm -m FACTORY_ERROR

サポートされるMIBオブジェクト
管理情報ベース (MIB) は、エージェントの値を集めた概念的なデータベースです。マスターSNMPエージェン
トは小数の MIB オブジェクトで実現されますが、大部分の MIB オブジェクトはマスターエージェントにア
タッチされた subAgent によって実現されます。特定の MIB オブジェクトの定義については、HP OpenView

製品をインストールしたシステムで /var/opt/OV/share/snmp_mibs/ を参照してください。

このバージョンの SNMP エージェントには、 subAgent /usr/sbin/mib2agt、/usr/sbin/hp_unix-

agt、および /usr/sbin/ipv6agt が含まれており、それぞれ MIB-2、HP UNIX MIB、および IPv6 MIB

が実装されています。IPv6 サブエージェントは、IPv6 デポがインストールされている HP-UX 11i バージョ
ン 1 プラットフォーム上でのみサポートされます。MIB-II MIB および HP-UX MIB については、HP Open-

view 製 品 が イ ン ス トー ル さ れ て い る シ ス テ ム の /var/opt/OV/share/snmp_mibs/Stan-

dard/rfc1213-MIB-II および /var/opt/OV/share/snmp_mibs/Vendor/Hewlett-Packard/hp-

unix に記述されています。

ま た、 HP Openview 製 品 が イ ン ス トー ル さ れ て い る シ ス テ ム に は、 サ ブ エー ジェ ン ト
/usr/sbin/trapdestagt および /usr/sbin/naaagt も含まれています。 trapdestagt では、
snmpd.conf ファイルの trapdest エントリーの更新に使用される MIB 変数がサポートされます。naaagt サブ
エージェントについての詳細は、naaagt マンページを参照してください。

MIB-2 subAgentでは、 RFC1213 のオブジェクトがほとんどサポートされます。 EGP グループはサポート
されていません。 HP-UX subAgent では、HP-UX MIB のオブジェクトがほとんどサポートされます。 IPv6

サブエージェントは、 RFC2452、 RFC2454、 RFC2465 および RFC2466 で定義されたほぼすべてのオブ
ジェクトをサポートします。

MIB のサポート終了
次のOIDに対応する ieee8023Mac MIB グループはサポートされていません。

private(4).enterprises(1).hp(11).nm(2).interface(4).ieee8023Mac(1)
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次の MIB グループは、 OIDに対応する "Ether-like" MIB グループ (RFC 1398) に置き換えられています。

mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).dot3(7)

SNMPエージェントのスタートアップ
SNMPエージェントのスタートアップ機構は、System V.4のファイルシステムモデルに基づいて構築されてい
ます。旧リリースのSNMPエージェントで使用されていたスタートアップスクリプト /etc/netmanrc はサ
ポートされません。

自動スタートアップ
SNMPマスターエージェント、およびsubAgentをインストールすると、システムの再ブートごとに、または
システムの実行レベルを1から2に変更するごとに、すべてのエージェントが自動的にスタートアップされなけ
ればなりません。システムが実行レベル2に入ると、オペレーティングシステムは /sbin/init.d/Snmp-

Master を 実 行 し て、 マ ス ター エー ジェ ン ト が ス ター ト アッ プ し ま す。 同 じ く、
/sbin/init.d/SnmpMib2、 /sbin/init.d/SnmpHpunix および /sbin/init.d/SnmpIpv6 は、マス
ターエージェントが起動されるとすぐに、それぞれ MIB2、HP-UX および IPv6 subAgents を起動します。
trapdestagt お よ び naaagt サ ブ エー ジェ ン ト は、 /sbin/init.d/SnmpTrpDst お よ び
/sbin/init.d/SnmpNaa で起動します。

システムは、これらのスタートアップスクリプトを実行する前に、マスターエージェントと各subAgentのス
タートアップに影響を与える可能性のある環境変数ごとに /etc/rc.config.d にあるスクリプトをすべて
実行します。サポートされる環境変数については、該当するスタートアップスクリプト、または設定ファイル
を参照してください。 /sbin/init.d にあるスクリプトは決して変更しないでください。代わりに、
/etc/rc.config.d で該当する設定スクリプトの値を調整して、スタートアップの動作を制御してくださ
い。

スタートアップ時におけるこれらのプロセスとファイルの相互関係は、以下のようになっています。

Solaris

/etc/rc2 起動 /etc/rc2.d/S98SnmpMaster

/etc/rc2.d/S98SnmpMaster 起動 /sbin/init.d/SnmpMaster

/sbin/init.d/SnmpMaster 起動 /usr/sbin/snmpdm

/usr/sbin/snmpdm 読み込み /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

/etc/rc2 起動 /etc/rc2.d/S97SnmpMib2

/etc/rc2.d/S97SnmpMib2 起動 /sbin/init.d/SnmpMib2

/sbin/init.d/SnmpMib2 起動 /usr/sbin/mib2agt

/etc/rc2 起動 /etc/rc2.d/S97SnmpHpunix

/etc/rc2.d/S97SnmpHpunix 起動 /sbin/init.d/SnmpHpunix

/sbin/init.d/SnmpHpunix 起動 /usr/sbin/hp_unixagt

/etc/rc2 起動 /etc/rc2.d/S97SnmpTrpDst
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/etc/rc2.d/S97SnmpTrpDst 起動 /sbin/init.d/SnmpTrpDst

/sbin/init.d/SnmpTrpDst 起動 /usr/sbin/trapdestagt

/etc/rc2 起動 /etc/rc2.d/S97Naa

/etc/rc2.d/S97SnmpNaa 起動 /sbin/init.d/SnmpNaa

/sbin/init.d/SnmpNaa 起動 /usr/sbin/naaagt

HP-UX 10.X、11i

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/S560SnmpMaster

/sbin/rc2.d/S560SnmpMaster 起動 /sbin/init.d/SnmpMaster

/sbin/init.d/SnmpMaster 起動 /usr/sbin/snmpdm

/usr/sbin/snmpdm 読み込み /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpMib2

/sbin/rc2.d/s565SnmpMib2 起動 /sbin/init.d/SnmpMib2

/sbin/init.d/SnmpMib2 起動 /usr/sbin/mib2agt

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpHpunix

/sbin/rc2.d/s565SnmpHpunix 起動 /sbin/init.d/SnmpHpunix

/sbin/init.d/SnmpHpunix 起動 /usr/sbin/hp_unixagt

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpTrpDst

/sbin/rc2.d/s565SnmpTrpDst 起動 /sbin/init.d/SnmpTrpDst

/sbin/init.d/SnmpTrpDst 起動 /usr/sbin/trapdestagt

HP-UX 11i バージョン 1 (IPv6 デポがインストール済み)

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/S560SnmpMaster

/sbin/rc2.d/S560SnmpMaster 起動 /sbin/init.d/SnmpMaster

/sbin/init.d/SnmpMaster 起動 /usr/sbin/snmpdm

/usr/sbin/snmpdm 読み込み /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpMib2

/sbin/rc2.d/s565SnmpMib2 起動 /sbin/init.d/SnmpMib2

/sbin/init.d/SnmpMib2 起動 /usr/sbin/mib2agt

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpHpunix

/sbin/rc2.d/s565SnmpHpunix 起動 /sbin/init.d/SnmpHpunix

/sbin/init.d/SnmpHpunix 起動 /usr/sbin/hp_unixagt

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpIpv6
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/sbin/rc2.d/s565SnmpIpv6 起動 /sbin/init.d/SnmpIpv6

/sbin/init.d/SnmpIpv6 起動 /usr/sbin/ipv6agt

/sbin/rc 起動 /sbin/rc2.d/s565SnmpTrpDst

/sbin/rc2.d/s565SnmpTrpDst 起動 /sbin/init.d/SnmpTrpDst

sbin/init.d/SnmpTrpDst 起動 /usr/sbin/trapdestagt

マニュアルスタートアップ
SNMPエージェントは、次の2つの方法によりマニュアルで開始することができます。最初の方法は、 snm-

pdm を実行して、各subAgentを開始させるものです。個別のsubAgentは、特定のsubAgent実行可能ファイ
ルを呼び出すことにより開始します。

もう1つの方法は簡単なもので、 snmpd スタートアップスクリプトを実行することにより、このモデルで動
作するようにインストール/設定されたマスターエージェントと全 subAgent を呼び出します。 snmpd スクリ
プトは、V.4スタートアップモデルの上位に置かれているので、 /sbin/init.d にあるコンポーネント ス
タートアップスクリプトと、 /etc/rc.config.d にある設定スクリプトを使用します。 snmpd が呼び出
されると、 /usr/sbin/snmpdm を起動し、このコマンド行引き数が snmpdm に渡され、 /sbin/Snm-

pAgtStart.d にある各スクリプト (S*) を実行します。

エージェントが snmpset 要求をサポートするオブジェクト:

• syscontact

sysName

sysLocation

ifAdminStatus

atPhysAddress

ipRouteNextHop

ipRouteType

ipRouteAge

ipNetToMediaPhysAddress

ipNetToMediaTypesysName

snmpEnableAuthTraps

ipv6Forwarding

ipv6DefaultHopLimit

ipv6IfAdminStatus

ipv6RouteValid

ipv6NetToMediaValid

ipv6TcpConnState

Null 値を返すオブジェクト (Solaris のみ):
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• ifInNUcastPkts

ifInDiscards

ifOutNUcastPkts

ifOutDiscards

noSuchName エラーを返すオブジェクト (Solaris のみ):

• ifLastChange

ifInOctets

ifInUnknownProtos

ifOutOctets

• ipInReceives

ipInAddrErrors

ipForwDatagrams

ipInUnknownProtos

ipInDiscards

ipInDelivers

ipOutRequests

ipOutDiscards

ipOutNoRoutes

ipReasmTimeout

ipReasmReqds

ipReasmOKs

ipReasmFails

ipFragOKs

ipFragFails

ipFragCreates

ipAdEntReasmMaxSize

ipRouteAge

ipRoutingDiscards

• tcpActiveOpens

tcpPassiveOpens

tcpAttemptFails

tcpEstabResets

tcpInSegs

tcpOutSegs

tcpRetransSegs

tcpInErrs

tcpOutRsts
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• udpInDatagrams

udpNoPorts

udpOutDatagrams

• egp group

エラー
構成ファイル内では、コミュニティ名を重複して使用することはできません。従来のエージェントでは、構成
ファイル内で同じコミュニティ名を複数回使用することが許可されていました。このような状況は通常、ユー
ザーが get community name および set community name に同じ名前を設定する場合に発生します。その結
果、get および set にこのコミュニティ名が使用されました。新しい Emanate エージェントでは、このよう
な設定を許可すると、問題が発生する可能性があります。そのため、set community name には、読み取り/書
き込みアクセスが与えられるようになりました。つまり、set community name と get community name の両
方の役割を果たすことになります。このエラーが発生した場合でもエージェントは起動されますが、ログファ
イルには ERROR ログが書き込まれ、望ましくない結果が生じる可能性があります。

多言語化対応
環境変数

$LANG は、どの言語でメッセージを表示するかを指定します。 $LANG を指定しない場合、または空文字列
が設定されている場合は、の代わりにデフォルトの "C" が使用されます ( lang(5) を参照)。多言語化対応の変
数が不当な値に設定されていると、 snmpdm は、多言語対応変数がすべて "C" に設定されている場合と同じ
ように動作します。 environ(5) を参照してください。

マスターエージェント snmpdm に固有の環境変数には、以下のものがあります。

環境変数
SNMP_LOG_SIZE この変数を 1MB 以上に設定すると、 snmp ログファイルのサイズが制限

されます。ファイルサイズが設定した値よりも大きくなると、ログファイ
ルはロールオーバーされます。

SR_SNMP_TEST_PORT この変数を使用すると、 snmpdm がリスンするデフォルトのポートを変
更できます。

SR_TRAP_TEST_PORT この変数を使用すると、 snmpdm のトラップの送信先となるデフォルト
のポートを変更できます。

COLDSTART_TIMEOUT この値を 1 ～ 600 (秒) までの任意の値に設定すると、 snmpdm が cold-

Start トラップを送信する際の動作を制御することができます。トラップ
が送信されるのは、この変数に指定した秒数か mib2agt で登録した秒数
のどちらか短い方が経過した後です。

SR_LOG_DIR この変数では、ログファイル snmpd.log を作成するディレクトリを指定
します。
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SR_AGT_CONF_DIR この変数では、構成ファイル snmpd.conf があるディレクトリを指定し
ます。

サポートされるコードセット
シングルバイトの文字コードセットをサポートします。

著者
snmpd は、HP、マサチューセッツ工科大学、および SNMP Research が開発しました。

ファイル
/usr/sbin/snmpd

/usr/sbin/snmpdm

/usr/sbin/mib2agt

/usr/sbin/hp_unixagt

/usr/sbin/ipv6agt

/usr/sbin/trapdestagt

/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

/var/adm/snmpd.log

/var/opt/OV/share/snmp_mibs/

/sbin/SnmpAgtStart.d/

参照
snmpd.conf(4)

RFC 1155、RFC 1157、RFC 1212、RFC 1213、RFC 1231、RFC 1398、RFC 2452 RFC 2454、RFC

2465、RFC 2466
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名称
softpower − softpowerハードウェアがシステムにインストールされているかを確認

構文
/sbin/softpower

説明
softpower コマンドにより、ソフトウェア制御による電源スイッチがシステムにインストールされているか
どうかを確認します。

戻り値
softpower は、次の値を返します。

0 システムでsoftpowerハードウェアが検出されました。

1 システムにsoftpowerハードウェアはありません。

2 該当する sysconf コールをサポートしていない旧バージョンの HP-UXで実行されたため、
コマンドが失敗しました。

著者
softpower はHPで開発されました。

参照
sysconf(2)
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名称
spray − パケットのスプレ

構文
/usr/sbin/spray host [-c count ] [-l length ]

説明
spray は、パケットの単方向ストリームを、 RPC を使用して host に送信し、その後、 host によって受信
されたパケットの量および転送レートの値をレポートします。ホスト名は、名称またはインタネットアドレス
のどちらでも指定可能です。

オプション
spray に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-c count 送信されるパケットの量を指定します。 count のデフォルト値は、ストリームサイズ
が全体で 100 000バイトになるようにするために必要なパケットの数です。

-l length RPC のコールメッセージを保持しているイーサネットパケットのバイト数。データ
は、 XDR を使用してコードに組まれ、また XDR は、32ビットのみ処理可能なた
め、 length のすべての値が使用できるわけではありません。 spray コマンドは、使
用可能な値に最も近い値に切り上げます。 length がイーサーネットパケットのサイ
ズより大きい場合には、システムは、データグラムを複数のイーサーネットパケット
に分割します。 length のデフォルト値は、86バイトです ( RPC および UDP ヘッ
ダーのサイズ)。

著者
spray は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
ping(1M), sprayd(1M)
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名称
sprayd − サーバーのスプレ

構文
/usr/lib/netsvc/spray/rpc.sprayd [-l log_file ] [-e -n]

説明
sprayd は、他のシステムから spray によって送信されたパケットを記録する RPC サーバーです (

spray(1M) を参照)。

inetd は、 /etc/inetd.conf を通して、 sprayd を実行します ( inetd(1M) を参照)。

オプション
sprayd に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file すべてのエラーを、指定されたログファイル log_file にログします。 -l オプション
が指定されていない場合には、エラーはログされません。

ファイルにログされた情報には、エラーの発生した日付と時刻、ホスト名、エラーを
生成したプロセス ID および機能名、エラーメッセージが含まれます。各エラーを個
々に識別できるだけの十分な情報が含まれているため、単一のログファイルを複数の
異なるサービスで共有できることに注意してください。

-e 各 RPC 要求へのサービスを行った後、終了します。 inetd の機密保護ファイル
/var/adm/inetd.sec は、 -e オプションを使用して、 RPC サービスへのアクセ
スを制御することができます。

-n 次の場合にのみ、終了します。

• portmap が使用不能になった場合 ( portmap(1M) を参照)

• portmap を使用して、他の rpc.sprayd が受け付けた場合

• portmap を使用しても、 rpc.sprayd が受付け不能になった場合

各 RPC 要求に対して新しい処理が開始することはありませんので、 -n オプションは、よりその効果が高ま
ります。 -n が、デフォルトのオプションとなります。

著者
sprayd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
inetd(1M), spray(1M), portmap(1M), inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4)
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名称
st − 共有テープ管理

構文
st -f device_file [-r] [-s]

説明
st コマンドは、共有テープデバイスのステータスをチェックしたり、共有テープデバイスを保有中に異常終
了したホストシステムからその共有テープデバイスを復活させるためのコマンド行インタフェースを提供しま
す。 st コマンドは、共有自動ライブラリデバイスに対しても同じ目的で使用できます。 st コマンドを使用
するには、ルートユーザー ID が必要です。

使用法については、以下の例を参照してください。

オプション
st は、以下のオプションと引き数を認識します。

-f device_file は、共有テープデバイス/ライブラリデバイス用にテープデバイスファイル、または sctl パス
スルー デバイスファイルを指定します。このパラメータは必須であり、 -f device_file が省
略されると、 st はエラーを出力します。

-r により、共有テープデバイスまたは共有自動ライブラリデバイスを保有中にホストが異常終了
した場合に、その共有デバイスを復活させることができます。このオプションは、 -f オプ
ションによって指定されたデバイスにバスデバイスリセットを発行します。

-s -f オプションによって指定された共有テープデバイス/ライブラリデバイスの現在のステー
タスを出力します。

戻り値
st は正常終了した場合に０を戻し、それ以外の場合は１を戻します。

例
st -f /dev/scsi/st_device -s

以下に、上記のコマンドによる３つの出力例を示します。

Device is reserved by another host

共有デバイスは別のホストによって予約されているため、現在は使用できません。

Device not ready

共有デバイスは現在、使用可能な状態ではありません。

Device is OK and available

共有デバイスは現在、使用可能な状態です。

異常終了したホストから共有テープデバイス/ライブラリデバイスを復活させるには、以下のコマンドが使用で
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きます。

st -f /dev/scsi/st_device -r

警告
-r オプションを使用する場合は、注意を要します。デバイスを復活させる際に、デバイスの復活対象となる
ホストが実際に異常終了していることを確認する必要があります。その理由は、現在別のホストが使用してい
るデバイスを復活させた結果、データ損失が発生することがあるためです。

制約
このコマンドを使用して共有テープデバイスを管理するには、sctl SCSI パススルードライバを事前に構成し
ておく必要があります。 scsi_ctl(7) を参照してください。

著者
st は、HP により開発されました。

参照
mt(1), scsi(7), scsi_ctl(7)
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名称
statd, rpc.statd − ネットワーク状態モニター

構文
/usr/sbin/rpc.statd [-l log_file]

説明
statd は RPC サーバーであり、lockd とやりとりして、NFS 上のロッキングサービスで使用するクラッ
シュ機能と回復機能を提供します (lockd(1M) を参照)。

statd 用の固定ポートを指定するには、 /etc/rc.config.d/nfsconf ファイルで次のように
STATD_PORT 変数を設定します。

STATD_PORT=port_number

ポートの番号は、1 ～ 65535 の間の任意の値を指定できます。ポートの変数を /etc/rc.config.d/nfs-

conf ファイルに追加したら、statd を再起動して変更を有効にする必要があります。この機能を無効にす
るには、/etc/rc.config.d/nfsconf ファイルからポートの変数を削除するかコメントアウトして、
statd を再起動します。

オプション
statd に指定できるオプションおよびコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file 指定されたログファイル log_file に、すべてのエラーをログします。 -l オプションが指定
されていない場合には、エラーはログされません。

ファイルにログされた情報には、エラーが発生した日付と時刻、ホスト名、エラーを生成した
プロセス ID および機能名、エラーメッセージが含まれます。

警告
システムの状態の変化は、新しい状態モニターおよびロックデーモンの起動時にのみ検出されます。

STATD_PORT 変数は HP-UX 11i V3 で引き続きサポートされますが、HP-UX 11i V3 の構成ファイルは、
/etc/rc.config.d/nfsconf ではなく /etc/default/nfs になります。

著者
statd は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
/var/statmon/sm/*

/var/statmon/sm.bak/*

/var/statmon/state

参照
lockd(1M), fcntl(2), lockf(2), signal(2), sm(4)
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名称
strace − STREAMSイベントトレースメッセージの標準出力への書き込み

構文
strace [ mod sub pri ] ...

説明
strace は、STREAMSドライバーおよびモジュールからSTREAMSログドライバー (strlog(7)) を介して
STREAMSイベントトレースメッセージを受け取り、それを標準出力へ書き込みます。引き数が指定されない
場合、 strace はデフォルトですべてのドライバーおよびモジュールからの全STREAMSトレース メッセー
ジを書き込みます。コマンド行引き数が指定された場合、 strace は、受信したトレース メッセージのうち
指定された条件に合うメッセージのみ処理します。

引き数は、次のような3つのグループに分けて指定しなければなりません。

mod streamtabエントリーに記述されているSTREAMSモジュール識別番号を指定します。

sub サブ識別番号を指定します (多くの場合、マイナーデバイス番号に相当します)。

pri トレースの優先順位レベルを指定します。 strace は pri で指定された値以下のレベルの
メッセージを受け取ります。指定できる値は正の整数のみです。

strace コマンド行で、ある引き数に対して制約条件がないことを示すためには、 all という値が使用でき
ます。

複数のドライバーまたはモジュールからメッセージを受け取るために、この3つの引き数のセットを複数指定
することができます。

ある一時点でSTREAMSログドライバーをオープンできる strace プロセスは1個だけです。

strace が実行中のとき、ログドライバーはコマンド行引き数のセットを実際のトレース メッセージと比較
し、指定された基準に合ったメッセージのみを戻します。

次に、STREAMSイベントトレースメッセージの形式を示します。

seq time tick pri ind mod sub text

各構成要素の意味は次の通りです。

seq トレースイベントシーケンス番号。

time メッセージの送信時刻。 hh:mm:ss という形式で表されます。

tick メッセージの送信時刻。前回のブート以来のマシン単位時間(tick)で表されます。

pri メッセージを発行したSTREAMSドライバーまたはモジュールによって定義された、トレース
優先順位レベル。

ind 以下の3つのメッセージインジケーターの任意の組み合わせ。
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E このメッセージはエラーログにも保存されています。

F このメッセージは致命的なエラーを通知しました。

N このメッセージはシステム管理者にもメールで送られました。

mod トレースメッセージの発信元のモジュール識別番号。

sub トレースメッセージの発信元のサブ識別番号。

text トレースメッセージテキスト。

strace は、ユーザーによって終了させられるまで実行を続けます。

例
モジュール識別番号 mod が 28 のドライバーまたはモジュールから受信したトレースメッセージをすべて表
示します。

strace 28 all all

mod が 28 のドライバーまたはモジュールで、 sub が 2, 3, または 4 のマイナーデバイスからのトレース
メッセージを、優先順位レベルにかかわらず表示します。

strace 28 2 all 28 3 all 28 4 all

上と同じドライバーまたはモジュール 28 の同じ sub からのトレース メッセージを表示します。ただし優先
順位レベルは、 sub 2および3については0、 sub 4については1に限定します。

strace 28 2 0  28 3 0  28 4 1

警告
引き数セットを数組指定して strace を実行すると、STREAMSのパフォーマンスを低下させることがあり
ます。特に、メッセージを送信するモジュールおよびドライバーに悪影響を及ぼすことがあります。

また、 strace は多数のメッセージを処理できない場合があることにも注意が必要です。ドライバーおよび
モジュールがあまりにも短期間に多数のメッセージを strace に戻した場合、その一部が紛失することがあ
ります。

ファイル
/usr/lib/nls/msg/C/strace.cat strace 用のNLSカタログ

参照
strclean(1M), strerr(1M), strlog(7).
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名称
strchg, strconf − ストリーム構成の変更と問い合せ

構文
strchg -h module1[, module2]...

strchg -p [ -a -u module]

strchg -f file

strconf

strconf -t

strconf -m module

説明
strchg および strconf コマンドは、ユーザーの標準入力に結合されたストリームの構成について、変更お
よび問い合せを行います。 strchg コマンドはストリームへのモジュールのプッシュまたはストリームから
のモジュールの取り出しを行います。 strconf コマンドはストリームの構成について問い合せを行います。
ストリームの構成を変更できるのは、スーパーユーザーまたはそのSTREAMSデバイスの所有者のみです。

strchgのオプション
strchg コマンドは以下のオプションを使用します。

-h module1[, module2] ...

strchg は指定されたモジュールをストリーム上へプッシュします。プッシュ
可能なSTREAMSモジュールを module1, module2, プッシュされます。すなわ
ち、最初に module1 がプッシュされ、2番目に module2 がプッシュされ、以下
同様です。

-p -p オプションだけが指定された場合、 strchg はストリームの最上位のモ
ジュールを取り出します。

-a -p オプションと -a オプションが一緒に指定された場合、最上位ドライバー
の上にある全モジュールが取り出されます。

-u module -p オプションと -u module オプションが一緒に指定された場合、指定された
モジュールより上にある全モジュールがストリームから取り出されます(指定さ
れたモジュールは取り出されません)。

-a および -u オプションを同時に指定することはできません。

-f file ユーザーは、ストリームの目的の構成を表しているモジュールリストを格納し
た file を指定することができます。このリストの各行に、モジュール名を1個ず
つ記述しなければなりません。最初の名前が最上位のモジュール名を表し、最
後の名前が最もドライバーに近いモジュールの名前を表します。 strchg コマ
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ンドはストリームの現在の構成を調べ、最終的に目的の構成を構築するため
に、必要なモジュールの取り出しおよびプッシュを行います。

-h, -f, および -p オプションを同時に指定することはできません。

strconfのオプション
引き数なしで呼び出された場合、 strconf はストリーム中の全モジュールと最上位のドライバーの一覧をプ
リントします。各行に1個の名前がプリントされますが、最初の名前はストリーム上の最上位のモジュールを
示し(存在する場合)、最後の名前はドライバーの名前を示します。

strconf コマンドは以下のオプションを使用します。

-t 最上位のモジュールのみ(存在する場合)プリントします。

-m module strconf は、指定された module がストリーム上に存在するかどうかをチェックし
ます。存在する場合、 strconf はメッセージ yes をプリントし、ゼロを戻しま
す。存在しない場合、 strconf はメッセージ no をプリントし、ゼロ以外の値を戻
します。

-t および -m オプションを同時に指定することはできません。

注意
ユーザーがストリームの所有者でなく、スーパーユーザーでもない場合、 strchg コマンドは異常終了しま
す。ユーザーがストリームに対する読み取りパーミッションを持っておらず、スーパーユーザーでもない場
合、 strconf コマンドは異常終了します。

モジュールをプッシュする順番が間違っていた場合、その結果、ストリームが予想通りの機能を果さなくなる
可能性があります。 ttyでは、回線制御モジュールが正しい位置にプッシュされていないと、端末はどのコマ
ンドにも応答しなくなる可能性があります。

診断
strchg は正常終了した場合、値ゼロを戻します。各種エラー条件が発生した場合は、エラーメッセージをプ
リントし、ゼロ以外の値を戻します。エラー条件としては、使用方法のエラー、モジュール名の間違い、プッ
シュしようとしたモジュールの数が多過ぎ、ストリーム上での ioctl の異常終了、あるいは -f オプション
で指定されたファイルのオープンエラーがあげられます。

strconf は正常終了した場合、値ゼロを戻します( -m または -t オプションについては、「正常終了」と
は指定されたモジュールまたは最上位のモジュールが存在することを意味します)。 -m または -t オプショ
ン付きで呼び出され、しかもモジュールが存在しなかった場合は、ゼロ以外の値を戻します。各種のエラー条
件が発生した場合はエラーメッセージをプリントし、ゼロ以外の値を戻します。エラー条件としては、使用方
法のエラーまたはストリーム上での ioctl の異常終了があげられます。

例
次のコマンドは、モジュール ldterm をユーザーの標準入力に結合されたストリーム上にプッシュします。
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strchg -h ldterm

次のコマンドは、 /dev/term/24 に結合されているストリームから最上位のモジュールを取り出します。
ユーザーはこのデバイスの所有者か、またはスーパーユーザーでなければなりません。

strchg -p < /dev/term/24

ファイル fileconf の内容が次の通りの場合、

compat

ldterm

ptem

次のコマンドは

strchg -f fileconf

ドライバーの上にモジュール ptem をプッシュし、その上に ldterm をプッシュし、ストリームヘッドに一
番近い位置に compat をプッシュする、という形でユーザーの標準入力ストリームを構成します。

引き数リストを指定せずに strconf コマンドを呼び出すと、ストリーム上のモジュールと最上位のドライ
バーの一覧が表示されます。例えば、ポートドライバーの上に ldterm モジュールだけがプッシュされてい
るストリームでは、以下の出力が生成されます。

ldterm

ports

次のコマンドは、 ldterm がストリーム上に存在するかどうかを問い合せています。

strconf -m ldterm

この結果として、次の出力が生成されます。終了ステータスは0です。

yes

ファイル
/usr/lib/nls/msg/C/strchg.cat NLSカタログ

/usr/lib/nls/msg/C/strconf.cat NLSカタログ

参照
streamio(7)
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名称
strclean − 期日過ぎのSTREAMSエラーログファイルの削除

構文
strclean [-d logdir ] [-a age ]

説明
strclean は、STREAMSエラーログ ディレクトリを整理します。このディレクトリには、STREAMSログ
ドライバー、 strlog(7) から送信されたエラーメッセージを格納しているログファイル (error.mm-dd) が置
かれます。 -d オプションが使用されずディレクトリ指定が省略された場合、 strclean は
/var/adm/streams ディレクトリ中のエラーログファイルを削除します。 -a オプションが使用されず期日
(age)指定が省略された場合、 strclean は3日間修正されなかったエラーログファイルを削除します。

オプション
strclean は以下のオプションとコマンド行引き数を認識します。

-d logdir 削 除 す べ き STREAMS エ ラー ロ グ ファ イ ル が、 デ フォ ル ト の ディ レ ク ト リ
/var/adm/streams 以外の場所にある場合、そのディレクトリを指定します。

-a age STREAMSエラーログファイルの最長日数がデフォルトの 3日でない場合、最長日数を指定
します。 age の値は3未満または3より大きい整数でなければなりません。

例
1日経過したエラーログファイルを、 /tmp/streams というディレクトリから削除します。

strclean -d /tmp/streams -a 1

ファイル
/var/adm/streams/error.mm-dd strclean の処理対象である1つ以上のエラーログファイル。

ファイル名の mm-dd は、ファイルに格納されたメッセージの月
日を表します。

/usr/lib/nls/msg/C/strclean.cat strclean 用のNLSカタログ

参照
strerr(1M), strlog(7)
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名称
strerr − STREAMSログドライバーからのエラーメッセージの受信

構文
strerr [-a sys_admin_mail_name ] [-d logdir ]

オプション
strerr は以下のオプションとコマンド行引き数を認識します。

-a sys_admin_mail_name メールメッセージの送信先となるユーザーのメール名を指定します。デフォ
ルトでは、メールはシステム管理者に送信されます。

-d logdir エラーログファイルを置くディレクトリを指定します。デフォルトは
/var/adm/streams です。

説明
strerr デーモンは、STREAMSログドライバー (strlog(7)) からエラーメッセージを受信し、それを
STREAMSエラーログ ディレクトリ(デフォルトは /var/adm/streams )中のSTREAMSエラーログファイ
ル (error.mm-dd) に追加します。初めて呼び出されたとき、 strerr はログファイル error.mm-dd を作
成します。これはデイリログファイルで、 mm はメッセージがロギングされた月を、また dd は日付を表しま
す。その後 strerr は、STREAMSログドライバーからエラーメッセージを受信するたびに、それらをこの
ログファイルに追加します。

次に、STREAMSエラーログメッセージの形式を示します。

seq time tick pri ind mod sub text

各構成要素の意味は次の通りです。

seq エラーイベントシーケンス番号。

time メッセージの送信時刻。 hh:mm:ss という形式で表されます。

tick メッセージの送信時刻。前回のブート以来のマシン単位時間(tick)で表されます。

pri メッセージを発行したSTREAMSドライバーまたはモジュールによって定義された、エラー優
先順位レベル。

ind 以下の3つのメッセージインジケーターの任意の組み合わせ。

T このメッセージはトレースログにも保存されています。

F このメッセージは致命的なエラーを通知しました。

N このメッセージはシステム管理者にもメールで送られました。

mod エラーメッセージの発信元のモジュール識別番号。

sub エラーメッセージの発信元のサブ識別番号。
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text エラーメッセージテキスト

strerr は、ユーザーによって終了させられるまで実行を続けます。

警告
ある一時点でSTREAMSログドライバーをオープンできる strerr プロセスは1個だけです。この制約は、パ
フォーマンスを最大にするためです。

STREAMSエラーロギング機構が最もよく機能するのは、使用量が多過ぎないときです。 strerr は、これ
を呼び出したドライバーおよびモジュールの応答性、スループット、およびその他の動作に影響を与えること
によって、 STREAMSのパフォーマンスを低下させることがあります。また、ドライバーおよびモジュールが
メッセージを生成する頻度が、 strerr の最適な読み取り速度を超えている場合は、 strerr はメッセージ
を捕捉しそこなうこともあります。ログファイル中のメッセージのシーケンス番号に抜けがある場合は、メッ
セージが紛失したことを示します。

ファイル
/usr/lib/nls/msg/C/strerr.cat strerr 用のNLSカタログ

/var/adm/streams/error.mm-dd strerr の処理対象であるエラーログファイル

参照
strace(1M), strlog(7).
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名称
strvf − STREAMS検証ツール

構文
strvf [-v]

説明
strvf は、現在お使いのシステムにSTREAMSがインストールされ設定済みであるかどうかを検証する一連
のサブコマンドを実行します。出力はすべて stdout へ送られます。常に、冗長出力がログファイル
/var/adm/streams/strvf.log へ送られます。

これらのサブコマンドは、STREAMSカーネルデーモンが実行中であることと、 open(), putmsg(),

getmsg(), ioctl(), および close() が /dev/echo に対して実行可能であることを確認します。

オプション
-v 冗長出力の表示を指定します。

例
strvf STREAMSが動作中であることを検証します。ステータスの短い要約がスクリーンに表

示されます。各サブコマンドの詳細説明とそのステータスがログファイルへコピーされ
ます。

strvf -v STREAMSが動作中であることを検証します。各サブコマンドの詳細説明とそのステー
タスがスクリーンに表示され、さらにログファイルへコピーされます。このオプション
は strvf が異常終了したときのトラブルシューティングに便利です。

ファイル
/var/adm/streams/strvf.log 全サブコマンドの詳細説明とステータスを格納しているログファイル

/dev/echo strvf によって使用される、ループバックSTREAMSドライバー

参照
open(2), close(2), getmsg(2), putmsg(2), streamio(7).
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名称
swa - HP-UX Software Assistant

構文
swa [ [−x] −?]

swa report [−a analyzer] [−r stdout_report_type] [−s inventory_source]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa get [−p] −t target_depot

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step {inventory|catalog|analyze|report|download|depot} [step_options]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?]] [−X option_file]

swa clean {swcache|usercache|all} [−p]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

説明
HP-UX Software Assistant (SWA) を使えば、システム (と一部の種類のデポ) を分析して、パッチの警告、重
大な不具合、セキュリティに関する報告書、不足している Quality Pack パッチバンドル、およびユーザー指
定のパッチとパッチチェーンを調べることができます。SWA は、当社が提供しているカタログファイルを
使ってシステムの分析とレポートの作成を行います。swa get は、この分析結果を基に必要なパッチをダウ
ンロードすることで、レポートに示されている問題の多くを修正するための Software Distributor (SD-UX) デ
ポを構築します。また、SWA は、手動で実行する必要のあるその他のアクションもレポートの中で推奨しま
す。SWA は、Security Patch Check (SPC) のほとんどの機能と、HP IT Resource Center (ITRC) Patch

Assessment ツールのすべての機能を組み合わせることによって実現した、HP-UX 上でローカルに動作する
１つのソリューションです。この SWA を使うことで、HP-UX システムにインストールされているソフト
ウェアやデポにあるソフトウェアを分析することができます (ただし、デポの種類によってはできないものも
あります)。SWA には、SwAssistant (security_patch_check と swa を含む) と SwMgmtMin という
２つのバンドルがあります。SWA の機能をすべて利用したい場合は、SwAssistant バンドルをインストール
する必要があります。SwMgmtMin バンドルは、システムのインベントリを作成することと、SWA によって
作成されたファイルを削除することしか行えません。SwAssistant バンドルの内容は、Ja va(TM)、Perl、お
よび SwMgmtMin バンドルの内容に依存します。

SWA は、システムまたはデポにあるソフトウェアを分析してそれらにどのような問題があるかを明確にした
後、そのレポートをテキスト形式または HTML 形式にして提供することで、それぞれの問題に対する推奨解
決策を明らかにします。「アクション (action)」レポートと「問題 (issue)」レポートは、テキスト形式で提供
されます (標準出力に出力されます)。「詳細 (detail)」レポートは、HTML 形式とテキスト形式で提供されま
す。この機能の詳細については、swa-report(1M) を参照してください。

レポートには、パッチに関する推奨事項が含まれていることもあります。推奨される解決策にパッチが含まれ
ていると、SWA でそれらのパッチをダウンロードしてデポを構築し、インストールのソースとして使えるよ
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うにすることができます。この機能の詳細については、swa-get(1M) を参照してください。

高度なユーザーであれば、swa report (inventory、catalog、analyze、および report) と swa get

(download と depot) で実行される手順を個々に制御することもできます。この機能の詳細については、
swa-step(1M) を参照してください。

SWA を使ってシステムに関するレポートを作成したりソフトウェアをダウンロードしたりすると、それらの
オブジェクトが、後で使うことを考慮してディスクにキャッシュされます。

SWA がキャッシュしたオブジェクトのディスクスペースを解放する方法については、swa-clean(1M) を参照
してください。

オプション
swa には以下のオプションがあります。

[−x] −? 使い方の情報を表示します。-x を指定すると、使い方に加えて、swa のすべてのメ
ジャーモードのすべての拡張オプションが表示されます。

swa コマンドには、以下に示す４つの 「メジャーモード」があります。これらのメジャーモードについて
は、個々のマンページを参照してください。

report 問題に関するレポートと推奨アクションを作成します。swa-report(1M) を参照してくださ
い。このメジャーモードでは、システムまたはデポのインベントリが作成されるととも
に、それらのシステムまたはデポが HP ソフトウェアのカタログと既知のセキュリティ問
題を使って分析され、レポートが作成されます。

get ソフトウェアをダウンロードしてデポを作成します。swa-get(1M) を参照してください。
このメジャーモードでは、swa report で明確にされたソフトウェアが当社からダウン
ロードされ、デポに追加されます。その際、指定されたオプションに応じて、新しいデポ
が作成されてそこに追加されるか、または既存のデポに追加されます。

step swa report コマンドまたは swa get コマンドの個々の手順を実行します。どちらの手
順も実際には複数の手順で構成されます (高度な使い方)。swa-step(1M) を参照してくださ
い。

clean SWA によってキャッシュされたソフトウェアとファイルを削除します。swa-clean(1M) を
参照してください。

セキュリティ上の留意事項
swa の分析がどれだけ正確か、つまり、その分析結果が、システムにインストールするパッチとしてどのパッ
チが適切であるかを判断する情報としてどれだけ完全であるかは、インベントリの完全性に依存しています。
したがって、インベントリデータの転送に使うすべてのプロトコルでその完全性が保護されているということ
と、そのインベントリデータの作成に使うホストが正確に示されているということが重要です。たとえば、
swlist でリモートシステムからインベントリを収集する場合はクリアテキストが使われますが、このプロト
コルには認証機能がないので、データの完全性は保護されません。しかし、Secure Shell を使ってリモートシ
ステムからインベントリデータを収集する場合は、そのプロトコルで完全性が保護されます (データが暗号化
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されます)。ただし、Secure Shell を使った場合でも分析が完全であるとは言い切れません。つまり、その分
析がどれだけ完全であるかは、データのソース (リモートホスト) として使うシステムでそこにインストールさ
れているソフトウェアの内容がどれだけ正確であるかによって変わってきます。

ソフトウェアのダウンロード (swa get または swa step download) ではパッチをアンパックする前にそ
の完全性を保証するためのチェックを行いますが、そのチェックが万全であるかどうかは、分析ファイルの完
全性に依存しています。分析ファイルは、MD5 チェックサムの情報をカタログから直接取得します。した
がって、カタログまたは分析ファイルの転送で常にそれらの完全性が失われないように保護することと、その
ファイルのパーミッションで不要な変更が許可されないようにすることが重要です。

デポの作成 (swa get または swa step depot) は、その完全性を swcache ディレクトリにあるパッチの
完全性に依存しています。したがって、パッチをアンパックした後で、そのパッチを将来転送することがあっ
ても必ずその完全性を保証できるようにしておくと同時に、許可がない限り変更できないようにファイルの
パーミッションを設定しておくことが重要です。Software Distributor (swinstall コマンドを使用) を使っ
たソフトウェアの展開には、『Software Distributor 管理者ガイド』に記載されているようなセキュリティ上
の特性があります。

戻り値
swa は以下の値を返します。

0 成功。
1 エラー。
2 警告。

例
swa の使い方の情報を表示する。

swa -?

使い方と、swa のすべてのメジャーモードのすべての拡張オプションを表示する。

swa -x -?

ローカルシステムのインベントリを作成するとともに、その情報と当社が提供するカタログ (つまり、既知の
ソフトウェアと問題を載せたカタログ) を照合して新しい Quality Pack パッチバンドル、セキュリティ上の問
題、およびパッチに関する重要な警告を確認した後、デフォルトの「アクション」レポートを作成して標準出
力に出力する。

swa report

Secure Shell を使ってリモートシステムから収集したインベントリを分析し、セキュリティに関する問題
(SEC) のレポートを作成する。その際、ssh を batchmode で実行して、ユーザーに入力を求めないように
する。

swa report -a SEC -s ssh://user@remotesystem ¥

-x ssh_options=’-o batchmode=yes’
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対象となる範囲を Quality Pack パッチバンドルの分析 (QPK) と重大な警告を伴うパッチ (PCW) に限定し
て、remotesystem の詳細なレポートを作成する (この例では、完全性を保護できないネットワークプロト
コル swlist を使っています)。

swa report -a QPK -a PCW -s remotesystem -r detail

上の例と同じことを、対応する拡張オプションを使って実行する (拡張オプションはコマンド行、ユーザーの
構成ファイル、システムの構成ファイル、または拡張オプションファイルで指定できます)。

swa report -x analyzers=’QPK PCW’ -x inventory_source=remotesystem ¥

-x stdout_report_type=detail

レポートを作成するとともに、分析結果を ˜/firstanalysis.xml ファイルに格納する (swa get で将来
使うことを考慮)。

swa report -x analysis_file=˜/firstanalysis.xml

レポートを作成する。その際、対象となる HP ソフトウェアのカタログが前回の更新から 48 時間以上そのま
まになっていれば、レポートを作成する前にそのカタログを更新する。

swa report -x catalog_max_age=48

指定した HP ソフトウェアのカタログを使ってレポートを作成するが、カタログは更新しない。

swa report -x catalog=˜/mycatalog.xml -x catalog_max_age=-1

HP ソフトウェアのカタログを必ず更新してから、レポートを作成する。

swa report -x catalog_max_age=0

デフォルトの分析ファイル (前回の swa report コマンドの結果) で推奨されているパッチを当社から取得し
て、その結果を新しいデポ mydepot に格納する。

swa get -t mydepot

新たに推奨されたパッチの中から既存のデポ mydepot になくてまだダウンロードもしていないパッチだけを
選んで当社からダウンロードし、mydepot に追加する。

swa get -t mydepot -x allow_existing_depot=true

当社からダウンロードして既存のデポに追加する必要があるパッチを、表示の詳細レベルを上げてプレビュー
する。つまり、実際の作業を行わない。

swa get -p -v -t mydepot -x allow_existing_depot=true

デフォルトの場所にキャッシュされているインベントリ、カタログ、および分析情報をすべて削除する。

swa clean usercache

ダウンロードされてデフォルトの場所にキャッシュされているソフトウェアをすべて削除する。
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swa clean swcache

ダウンロードされてデフォルトの場所にキャッシュされているソフトウェアをプレビューモードですべて削除
する。

swa clean swcache -p

ダウンロードされて指定の場所にキャッシュされているインベントリ、カタログ、分析、およびソフトウェア
をすべて削除する。

swa clean all -x user_dir=˜/myusercache -x swcache=/my/cache

著者
swa は HP で開発されました。

ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf Software Assistant に適用するシステムレベルの構成ファイル。

/etc/opt/swa/swa.conf.template -x オプションの説明が個別に記載されているテンプレートファ
イル。

$HOME/.swa.conf Software Assistant に適用するユーザーごとの構成ファイル。

/var/opt/swa/swa.log root ユーザーのデフォルトログファイル。デフォルトログに対し
て書き込みパーミッションが与えられていないユーザーの
swa.log ファイルは、拡張オプション user_dir で指定した
ディレクトリの下に作成されます。

download.contents 当社からダウンロードされて swcache ディレクトリ (拡張オプ
ションswcacheで指定) に格納されているすべてのファイルを一
覧にしたファイル。

readBeforeInstall.txt 特別なインストール手順とそのデポの中にあるパッチ間のその他
の依存関係を一覧にしたファイル。ターゲットデポのルートディ
レクトリにあります。

ignore 無視する問題 (解決されている問題や該当しない問題など) の ID

を一覧にして格納しておくファイル。コメントと正規表現がサ
ポートされています。regexp(5) を参照してください。

参照
security_patch_check(1M), swa-clean(1M), swa-get(1M), swa-report(1M), swa-step(1M)

『HP-UX Software Assistant System Administration Guide』

『HP-UX Software Assistant Release Notes』 (http://docs.hp.com)
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名称
swa-clean: swa − SWA で作成されたファイルの削除

構文
swa clean {swcache|usercache|all} [−p]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

説明
swa clean コマンドを使うことで、Software Assistant (SWA) で作成されたソフトウェアやファイルを削除
することができます。SWA は、システムに関するレポート作成やソフトウェアのダウンロードに使われま
す。そのため、対象となるオブジェクトが、後で使うことを考えてディスクにキャッシュされます。この
キャッシュは、２つあります。一つはカタログ、インベントリ、および分析情報を置いておくためのもので、
もう一つは当社からソフトウェアをダウンロードするためのものです。これらのディスクスペースは、swa

clean コマンドで解放することができます。

swa clean コマンドには、以下の３つがあります。

swa clean swcache

swa get で swcache ディレクトリにダウンロードしたソフトウェアが格納されているファイルを
削除します。swcache ディレクトリは、拡張オプション swcache で指定します。ディレクトリの
サイズは、数ギガバイトに達することもあります。

swa clean usercache

swa report でレポートを作成した時にキャッシュされたファイルを削除します。このファイルは、
拡張オプション user_dir で指定したディレクトリのサブディレクトリ usercache に置かれてい
ます。また、usercache ディレクトリには、通常、システムとデポのインベントリや、問題と推奨
される解決策のカタログ、あるいは分析の結果などが格納されています。このディレクトリのサイズ
は、数十メガバイトに達することがあります。

swa clean all

usercache ディレクトリと swcache ディレクトリの内容を削除します。

オプション
swa clean には以下のオプションがあります。

−p このコマンドをプレビューモードで実行します。

−q −q を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ下げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください)。

−v −v を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ上げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください)。

−? 一般的な使い方を表示します。
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−option −?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。option を −x にすると、指定したメ
ジャーモード (swa コマンド) で有効なすべての拡張オプションが一覧になって表示されま
す。メジャーモードを指定しないと、すべてのメジャーモードのすべての拡張オプションが一
覧になって表示されます。

−x option=value

指定した拡張オプションに値を設定します。後述する「拡張オプション」の定義を参照してく
ださい。

−x option=-?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。

−X option_file

option_file から拡張オプションを取得します。このファイルの構文に関する説明と例について
は、/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

拡張オプション
拡張オプションの指定には、３つの方法があります。つまり、コマンド行で −x オプションを使って指定する
方 法、 −X オ プ ショ ン で 指 定 し た オ プ ショ ン ファ イ ル を 使っ て 指 定 す る 方 法、 お よ び
/etc/opt/swa/swa.conf (システム全体) または $HOME/.swa.conf (ユーザー固有) のいずれかの構成
ファイルを使って指定する方法があります。構成ファイルや −X ファイルの構文の例については、
/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

同じオプションを複数の場所で指定した場合の優先順位は、次のようになります (優先順位の高い順)。

1. コマンド行で指定したオプション

2. オプションファイル (−X option_file) で指定したオプション

3. プロキシ環境変数 (「環境変数」の項を参照)

4. $HOME/.swa.conf ファイルで指定したオプション

5. /etc/opt/swa/swa.conf ファイルで指定したオプション

6. デフォルト値。 option_name=default_value の形式で指定した値です。後述する各オプションの説明を
参照してください。

注記: 同じオプションまたは拡張オプションを同じ場所で複数回指定した場合は、最後のオプションが有効に
なります。ただし、オプションがそのフルネームまたはそれに等価な１文字で指定できる場合は (たとえば −v

と −x verbosity)、一般に、１文字で指定したオプションの方が優先されます。また、引き数をリストでと
る拡張オプションへ１文字のオプションが影響を与える場合にその１文字のオプションを複数回指定すると、
そのリストにそれらが追加されます。

swa clean では、以下の −x (拡張) オプションを指定できます (デフォルト値と一緒に示してあります)。
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-x logfile=/var/opt/swa/swa.log

用法: 基本

適用可能なコマンド: swcache、usercache、all

このコマンドのログファイルを示すパスです。このファイルは、SWA を実行するたびに大きくなって
いきます。しかし、この場所を変えて (たとえば、月ごとに専用の場所へ記録するなど)、アーカイブ
の作成や、ホスト以外の場所へのバックアップ、また、ローテーションなどが容易に行えるようにす
ることもできます。

−x log_verbosity=4

用法: 基本

適用可能なコマンド: swcache、usercache、all

ログファイルに記録するメッセージについてその詳細レベルを指定します (−x verbosity も参照し
てください)。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを記録します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを記録します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを記録します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを保存します (情報メッセージの前には、

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを記録します。これがデフォルトです。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを記録します。

−x preview=false

用法: 基本

適用可能なコマンド: swcache、usercache、all

swa clean をプレビューモードで実行するかどうかを指定します。このオプションの値が false

になっていると、プレビューモードで実行しません。このオプションの値が true になっていると、
このコマンドをプレビューモードで実行します (つまり、分析フェーズを実行するだけで終了し、その
変更内容をディスクに書き込みません)。このオプションの値として true を設定した場合の効果は、
コマンド行で −p を指定した場合と同じです。

-x swcache=/var/opt/swa/cache

用法: 基本

適用可能なコマンド: swcache、all

SWA がダウンロードしたパッチをデポへ追加する前にそのパッチを格納しておくディレクトリです。
デフォルトのディレクトリは root しか書き込めません。そのため、root 以外のユーザーがソフトウェ
アをダウンロードできるようにする場合は、このディレクトリを変更する必要があります。デフォル
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トディレクトリのパーミッションレベルを下げることはお勧めできません。

−x user_dir=˜/.swa

用法: 基本

適用可能なコマンド: usercache、all

SWA がカタログファイル、インベントリファイル、分析ファイル、無視ファイル、およびレポート
ファイルを格納しておくディレクトリです。デフォルトのディレクトリは、ユーザーのホームディレ
クトリにあるサブディレクトリ (.swa) です。このディレクトリを変えて (たとえば日付ごとに専用の
ディレクトリにして) そこに前回の中間的な生成物をアーカイブしたり、ホスト以外の場所にバック
アップを作成したりするようにすることもできます。また、他のオプションの中には、デフォルトで
このディレクトリを起点とした相対ディレクトリを対象にしているものもあります。そのため、この
オプションを変更すれば、それらに共通した起点ディレクトリを変えることになるので、それらの場
所をまとめて変えることができます。

−x verbosity=3

用法: 基本

適用可能なコマンド: swcache、usercache、all

標準エラーを表示する際の詳細レベルを指定します。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを表示します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを表示します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを表示します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを表示します (情報メッセージの前には、これがデフォルトで
す。

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを表示します。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを表示します。

注記: −v オプションを指定すると、詳細レベルが１だけ上がり (たとえば３から４に)、−q オプ
ションを指定すると、１だけ下がります。−v オプションと −q オプションは、複数回指定できま
す。

戻り値
swa clean は、以下のいずれかの値を返します。

0 成功。
1 エラー。
2 警告。
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例
swa clean の使い方の情報を表示する。

swa clean -?

使い方と、swa clean の拡張オプションをすべて表示する。

swa clean -x -?

ファイル ./myconfig の中に指定されているオプションを使って swa clean を実行する。

swa clean -X ./myconfig

デフォルトの場所にキャッシュされているインベントリ、カタログ、および分析情報をすべて削除する。

swa clean usercache

ダウンロードされてデフォルトの場所にキャッシュされているソフトウェアをすべて削除する。

swa clean swcache

ダウンロードされてデフォルトの場所にキャッシュされているソフトウェアをプレビューモードですべて削除
する。

swa clean swcache -p

ダウンロードされて指定の場所にキャッシュされているインベントリ、カタログ、分析、およびソフトウェア
をすべて削除する。

swa clean all -x user_dir=˜/myusercache -x swcache=/my/cache

著者
swa は HP で開発されました。

ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf Software Assistant に適用するシステムレベルの構成ファイル。

/etc/opt/swa/swa.conf.template −x オプションの説明が個別に記載されているテンプレートファ
イル。

$HOME/.swa.conf Software Assistant に適用するユーザーごとの構成ファイル。

/var/opt/swa/swa.log root ユーザーのデフォルトログファイル。デフォルトログに対し
て書き込みパーミッションが与えられていないユーザーの
swa.log ファイルは、拡張オプション −x user_dir で指定し
たディレクトリの下に作成されます。

参照
security_patch_check(1M), swa(1M), swa-get(1M), swa-report(1M), swa-step(1M)

『HP-UX Software Assistant System Administration Guide』
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『HP-UX Software Assistant Release Notes』 (http://docs.hp.com)
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名称
swa-get: swa − 問題を解決してデポを作成するために当社からソフトウェアをダウンロード

構文
swa get [−p] −t target_depot

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

説明
swa get は、swa report (swa-report(1M) を参照) で検出された問題の解決を目的に当社からソフトウェ
アをダウンロードするためのコマンドです。特に指定しない限り、新しいデポが作成されます。swa get で
既存のデポを更新することもできますが、そのデポに問題があるかどうかの分析は行われません。そのデポの
元の内容については、システム管理者が責任を持つ必要があります。現時点で当社からダウンロードできるの
はパッチだけです (Application Release ソフトウェアなどは含まれていません)。それでも、セキュリティに
関するいくつかの問題は、手動で対処する必要があります (つまり、当社が提供するパッチでは解決できませ
ん)。

swa get コマンドは、前回の swa report コマンドで作成された分析ファイルに基づいて、ダウンロード
するソフトウェアを決定します。すでに存在するデポを更新する場合、swa get は、必要なソフトウェアが
そのデポまたは swcache ディレクトリにすでに格納されているかどうかを調べます。そして、それらのいず
れかにそのパッチがすでに格納されていると、それらをダウンロードしません。

セキュリティ上の留意事項
ソフトウェアのダウンロード (swa get) ではパッチをアンパックする前にその完全性を保証するための
チェックを行いますが、そのチェックが万全であるかどうかは、分析ファイルの完全性に依存しています。分
析ファイルは、MD5 チェックサムの情報をカタログから直接取得します。したがって、カタログまたは分析
ファイルの転送で常にそれらの完全性が失われないように保護することと、そのファイルのパーミッションで
不要な変更が許可されないようにすることが重要です。

デポの作成 (swa get) は、その完全性を swcache ディレクトリにあるパッチの完全性に依存しています。
したがって、パッチをアンパックした後で、そのパッチを将来転送することがあっても必ずその完全性を保証
できるようにしておくと同時に、許可がない限り変更できないようにファイルのパーミッションを設定してお
くことが重要です。Software Distributor (swinstall コマンドを使用) を使ったソフトウェアの展開には、
『Software Distributor 管理者ガイド』に記載されているようなセキュリティ上の特性があります。

オプション
swa get には以下のオプションがあります。

−p このコマンドをプレビューモードで実行します。

−t target_depot

ソフトウェアのコピー先となるデポ (target_depot) を指定します。当社からダウンロードした
パッチはここにコピーされます。target_depot は、通常、空になっていて、新しいデポが作成
さ れ ま す。 指 定 す る デ ポ が す で に 存 在 し て い る 場 合 は、 高 度 な オ プ ショ ン
−x allow_existing_depot=true を指定する必要があります。また、その意味を理解し
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ておく必要もあります (「拡張オプション」の −x allow_existing_depot オプションも
参照してください)。

−q −q を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ下げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−v −v を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ上げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−? 一般的な使い方を表示します。

−option −?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。option を −x にすると、指定したメ
ジャーモード (swa コマンド) で有効なすべての拡張オプションが一覧になって表示されま
す。メジャーモードを指定しないと、すべてのメジャーモードのすべての拡張オプションが一
覧になって表示されます。

−x option=value

指定した拡張オプションに値を設定します。後述する「拡張オプション」の定義を参照してく
ださい。

−x option=-?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。

−X option_file

option_file から拡張オプションを取得します。このファイルの構文に関する説明と例について
は、/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

拡張オプション
拡張オプションの指定には、３つの方法があります。つまり、コマンド行で −x オプションを使って指定する
方法、 −X オプションで指定したオプションファイルを使って指定する方法、および構成ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf (システム全体) または $HOME/.swa.conf (ユーザー固有) のいずれかを使って
指 定 す る 方 法 が あ り ま す。 構 成 ファ イ ル や −X ファ イ ル の 構 文 の 例 に つ い て は、
/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

同じオプションを複数の場所で指定した場合の優先順位は、次のようになります (優先順位の高い順)。

1. コマンド行で指定したオプション

2. オプションファイル (−X option_file) で指定したオプション

3. プロキシ環境変数 (「環境変数」の項を参照)

4. $HOME/.swa.conf ファイルで指定したオプション

5. /etc/opt/swa/swa.conf ファイルで指定したオプション
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6. デフォルト値。後述する option_name=default_value の形式で指定した値です。後述する各オプション
の説明を参照してください。

注記: 同じオプションまたは拡張オプションを同じ場所で複数回指定した場合は、最後のオプションが有効に
なります。ただし、オプションがそのフルネームまたはそれに等価な１文字で指定できる場合は (たとえば −v

と −x verbosity)、一般に、１文字で指定したオプションの方が優先されます。また、引き数をリストでと
る拡張オプションに１文字のオプションが影響を与える場合は、その１文字のオプションを複数回指定する
と、そのリストにそれらが追加されます。

swa get では、以下の −x (拡張) オプションを指定できます (デフォルト値と一緒に示してあります)。

−x allow_existing_depot=false

用法: 高度

このコマンドの処理を開始する時にターゲットデポが空になっている必要があるのか、それとも既存
のデポでかまわないのかを指定します。SWA では、デポの内容を分析しません。このオプションを指
定すると、そのデポの内容は、このコマンドを実行するユーザーが責任を持つことになります。

true ターゲットデポは、存在していてもかまわない (空でない)。

false ターゲットデポは、このコマンドを開始する時に空になっている必要がある。

−x analysis_file=${user_dir}/cache/swa_analysis.xml

用法: 基本

分析の結果を加工されない状態で格納しておくファイルです。このファイルには、その分析で見つ
かった問題を解決するために当社からダウンロードする必要があるソフトウェアの一覧も格納されま
す。このオプションは、分析から得られた結果を保存するとともに、その結果を再利用して対応する
ソフトウェアを当社からダウンロードできるようにしておくために使います。分析ファイルを作成す
るときにデフォルト以外の場所を使った場合は (swa report がこのファイルを作成します)、その分
析ファイルを後で使う場合に (swa get がこのファイルを使います)、必ずその場所を指定してくだ
さい。

値は、適切なパーミッションがある絶対パス名または相対パス名で指定します。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x crl_check=true

用法: 高度

このオプションの値として true を設定すると、SWA は CRL (Certificate Revocation List : 証明書
失効リスト) の更新と、信頼できる認証局 (CA) の証明書を使ったリモートサーバーの検証を実行しま
す。

あまりないことですが、プライベートな証明書が改ざんされることもあります。catalog_source

オプションで示したサーバーのプライベートな証明書にそうした疑いがあると、その証明書は廃棄さ
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れて「CA によって無効にされた証明書」の一覧へ追加されます。catalog_source オプションの
詳細については、swa-report(1M) を参照してください。

CRL は、チェック対象となるホスト証明書の署名と同じ証明書チェーンで署名されている必要があり
ます。CRL をチェックする場合は、CA からその CRL を定期的にダウンロードする必要があるの
で、SWA の実行時間が長くなることがあります。失効リストを検証しない場合は、このオプションの
値として false を設定します。

−x crl_url=http://crl.verisign.com/RSASecureServer.crl

用法: 高度

CRL の URL です。詳細は crl_check オプションを参照してください。このコマンドのユーザーが
プロキシサーバーの背後にいる場合は、CRL のダウンロードに使うプロトコルに対してプロキシ情報
を構成する必要があります。

−x download_cmd=

用法: 中程度

インターネットから URL をダウンロードするために使うコマンドを指定します。指定するコマンドは
単一引用符 (’) で囲みます。このオプションは、使用しているシステムからインターネットに直接接続
できなくても、間接的にインターネットから URL をダウンロードできるコマンドがある場合に便利で
す (たとえば、ゲートウェイマシンを使うなど)。

このオプションを使うと、プロキシや CRL の構成など、SWA の内部ダウンロード機能で使われる多
くのオプションが無視されて、ここで指定したコマンドのオプションが使われます。

このコマンドは、SWA によって提供されるオプションを１つ受け取り (ダウンロードするファイルの
URL)、そのファイルを標準出力に出力します。それぞれの環境で実際に使われるコマンドの動作が異
なる場合は、シェルスクリプトでそのコマンドをラップして、SWA に必要なインタフェースを提供す
ることもできます。

ただし、指定したコマンドは、カタログの取得に使うプロトコル (catalog_source オプションで指
定 (デフォルトは HTTPS)) とパッチの取得に使う FTP が使えるものでなくてはなりません。cata-

log_source オプションの詳細については、swa-report(1M) を参照してください。

注記: 外部で使われているコマンドの中には、当社でサポートしていないものもあります。しかし、
そうした外部のコマンドが間接的にでも使えれば、お使いの環境にかなり高い柔軟性を持たせること
ができます。たとえば、外部コマンドの中には、 Microsoft® の Web プロキシに対して Windows

NT® ベースのドメインパスワードを使って認証が行えるものもありますが、SWA では、そうした外
部コマンドを直接使用することができません。

次に示すのは、そうしたコマンドの一例です。

swa report -x download_cmd=’ssh user@system curl’

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 553



swa-get(1M) swa-get(1M)

このコマンドは、 SSH (ssh(1) を参照) を使い、ゲートウェイシステムで curl コマンドを実行しま
す。curl コマンドはオープンソースツールのひとつで、いくつかの Linux ディストリビューション
に付属しています。curl は、ゲートウェイシステムにある構成ファイルを使って構成することも、
download_cmd オプションの一部として指定するコマンド行パラメータを使って構成することもでき
ます。

−x ftp_proxy=${proxy}

用法: 高度

FTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP の
基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情報
は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: ftp_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

FTP プロトコルは、パッチのダウンロードに使われます。パッチの完全性は、カタログの中にある
MD5 セキュアハッシュを使ってチェックされます。そのため、HTTPS プロトコルの使用をお勧めし
ます。詳細は、https_proxy オプションと catalog_source オプションを参照してください。ま
た、catalog_source オプションの詳細については、swa-report(1M) を参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x https_proxy=${proxy}

用法: 高度

HTTPS プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: https_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。
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このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x http_proxy=${proxy}

用法: 高度

HTTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: http_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

HTTP プロトコルは、証明書失効リストをダウンロードするために使われるデフォルトのプロトコル
です。詳細は、crl_url オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x logfile=/var/opt/swa/swa.log

用法: 基本

このコマンドのログファイルを示すパスです。このファイルは、SWA を実行するたびに大きくなって
いきます。しかし、この場所を変えて (たとえば、月ごとに専用の場所へ記録するなど)、アーカイブ
の作成や、ホスト以外の場所へのバックアップ、また、ローテーションなどが容易に行えるようにす
ることもできます。

−x log_verbosity=4

用法: 基本

ログファイルに記録するメッセージについてその詳細レベルを指定します (−x verbosity も参照し
てください)。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを記録します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを記録します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを記録します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを記録します (情報メッセージの前には、

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを記録します。これがデフォルトです。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを記録します。
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−x preview=false

用法: 基本

swa get をプレビューモードで実行するかどうかを指定します。このオプションの値が false に
なっていると、プレビューモードで実行しません。このオプションの値が true になっていると、こ
のコマンドをプレビューモードで実行します (つまり、分析フェーズを実行するだけで終了し、その変
更内容をディスクに書き込みません)。このオプションの値として true を設定した場合の効果は、コ
マンド行で −p を指定した場合と同じです。

−x proxy=

用法: 基本

該当するプロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。このオプションが、他のプロキシ設定のデフォルトとして使われま
す。

カタログのダウンロードには HTTPS プロトコルが、また、CRL のダウンロードには HTTP プロト
コルが、そしてパッチのダウンロードには FTP プロトコルがそれぞれ使われます。proxy= オプ
ションで、３つのプロキシすべてのデフォルトが決まります。詳細は、https_proxy オプション、
http_proxy オプション、および ftp_proxy オプションを参照してください。

−x swcache=/var/opt/swa/cache

用法: 基本

SWA がダウンロードしたパッチをデポへ追加する前にそのパッチを格納しておくディレクトリです。
デフォルトのディレクトリは root しか書き込めません。そのため、root 以外のユーザーがソフトウェ
アをダウンロードできるようにする場合は、このディレクトリを変更する必要があります。デフォル
トディレクトリのパーミッションレベルを下げることはお勧めできません。
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−x user_dir=˜/.swa

用法: 基本

SWA がカタログファイル、インベントリファイル、分析ファイル、無視ファイル、およびレポート
ファイルを格納しておくディレクトリです。デフォルトのディレクトリは、ユーザーのホームディレ
クトリにあるサブディレクトリ (.swa) です。このディレクトリを変えて (たとえば日付ごとに専用の
ディレクトリにして) そこに前回の中間的な生成物をアーカイブしたり、ホスト以外の場所にバック
アップを作成したりするようにすることもできます。また、他のオプションの中には、デフォルトで
このディレクトリを起点とした相対ディレクトリを対象にしているものもあります。そのため、この
オプションを変更すれば、それらに共通した起点ディレクトリを変えることになるので、それらの場
所をまとめて変えることができます。

−x verbosity=3

用法: 基本

標準エラーを表示する際の詳細レベルを指定します。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを表示します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを表示します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを表示します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを表示します (情報メッセージの前には、これがデフォルトで
す。

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを表示します。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを表示します。

注記: −v オプションを指定すると、詳細レベルが１だけ上がり (たとえば３から４に)、−q オプ
ションを指定すると、１だけ下がります。−v オプションと −q オプションは、複数回指定できま
す。

多言語化対応
環境変数

カタログ、証明書失効リスト、およびソフトウェアを取得する方法は、環境変数を使って構成することで、他
のアプリケーション (security_patch_check を含む) との互換性を高めることができます。そうした環境
変数には、ftp_proxy、http_proxy、および https_proxy があります。

これらの環境変数は、同じ名前の対応する拡張オプションと同じ効果があります。各オプションの使い方と意
味、そしてそれらのオプションを複数の場所で指定したときの動作については、「拡張オプション」の項を参
照してください。

拡張オプション proxy は環境変数として指定することができませんが、どのプロトコルでも同じプロキシ
サーバーを使う場合に便利な方法です。
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また、ローカルな操作では、環境変数 TMPDIR も考慮されます (ただし、設定されている場合だけ)。この環
境変数の値を設定しておかないと、デフォルトの /var/opt/swa/tmp が使われます。このディレクトリは
非特権ユーザーの書き込み操作が許可されていないので、書き込み操作に一時ディレクトリが必要な root 以外
のユーザーは TMPDIR を設定する必要があります。このディレクトリを使う操作の例としては、パッチファ
イルに対する unshar の実行があります。パッチが TMPDIR を考慮しない古いスタイルのパッチであると、
SWA は、そのパッチをアンパックする前に、TMPDIR を考慮するように shar ファイルを書き換えます。

戻り値
swa get は以下の値を返します。

0 成功。
1 エラー。
2 警告。

例
swa get の使い方の情報を表示する。

swa get -?

使い方と swa get の拡張オプションをすべて表示する。

swa get -x -?

ファイル ./myconfig の中に指定されているオプションを使って swa get を実行する。

swa get -X ./myconfig

デフォルトの分析ファイル (前回の swa report コマンドの結果) で推奨されているパッチを当社から取得し
て、その結果を新しいデポ mydepot に格納する。

swa get -t mydepot

新たに推奨されたパッチの中から既存のデポ mydepot になくてまだダウンロードもしていないパッチだけを
選んで当社からダウンロードし、mydepot に追加する。

swa get -t mydepot -x allow_existing_depot=true

当社からダウンロードして既存のデポに追加する必要があるパッチを、表示の詳細レベルを上げてプレビュー
する。つまり、実際の作業を行わない。

swa get -p -v -t mydepot -x allow_existing_depot=true

著者
swa は HP で開発されました。

ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf Software Assistant に適用するシステムレベルの構成ファイル。
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/etc/opt/swa/swa.conf.template −x オプションの説明が個別に記載されているテンプレートファ
イル。

$HOME/.swa.conf Software Assistant に適用するユーザーごとの構成ファイル。

/var/opt/swa/swa.log root ユーザーのデフォルトログファイル。デフォルトログに対し
て書き込みパーミッションが与えられていないユーザーの
swa.log ファイルは、拡張オプション −x user_dir で指定し
たディレクトリの下に作成されます。

download.contents 当社からダウンロードされて swcache ディレクトリ (拡張オプ
ションswcacheで指定) に格納されているすべてのファイルを一
覧にしたファイル。

readBeforeInstall.txt 特別なインストール手順とそのデポの中にあるパッチ間のその他
の依存関係を一覧にしたファイル。ターゲットデポのルートディ
レクトリにあります。

参照
security_patch_check(1M), swa(1M), swa-clean(1M), swa-report(1M), swa-step(1M)

『HP-UX Software Assistant System Administration Guide』

『HP-UX Software Assistant Release Notes』 (http://docs.hp.com)
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名称
swa-report: swa − ソフトウェアとセキュリティの問題/解決策に関するレポートを作成

構文
swa report [−a analyzer] [−r stdout_report_type] [−s inventory_source]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

説明
swa report コマンドを使うことで、当社のソフトウェアと既知の問題 (セキュリティなどに関する不具合)

が載っているカタログを対象に、そのホストシステムとデポ (対象となるデポは一部の種類だけ) のインベント
リを作成して分析することができます。HP-UX Software Assistant (SWA) から、その結果として以下の３つ
のファイルが得られます。

• HTML 形式の総合的なレポートファイル
• 標準出力に出力されるテキストレポート (レポートの種類には「action」、「issue」、「detail」があり
ます)

• swa get コマンドで使う分析結果ファイル

これらの各結果には、新しいソフトウェアや、見つかった問題とそれに対して当社が推奨する修正などが示さ
れています。

注記: これらの結果は、そのフォーマットが SWA の将来のリリースで変わることがあります。

セキュリティ上の留意事項
swa report の分析がどれだけ正確か、つまり、その分析結果が、システムにインストールするパッチとし
てどのパッチが適切であるかを判断する情報としてどれだけ完全であるかは、インベントリの完全性に依存し
ています。したがって、インベントリデータの転送に使うすべてのプロトコルでその完全性が保護されている
ということと、そのインベントリデータの作成に使うホストが正確に示されているということが重要です。た
とえば、swlist でリモートシステムからインベントリを収集する場合はクリアテキストが使われますが、こ
のプロトコルには認証機能がないので、データの完全性は保護されません。しかし、Secure Shell を使ってリ
モートシステムからインベントリデータを収集する場合は、そのプロトコルで完全性が保護されます (データ
が暗号化されます)。ただし、Secure Shell を使った場合でも分析が完全であるとは言い切れません。つま
り、その分析がどれだけ完全であるかは、データのソース (リモートホスト) として使うシステムでそこにイン
ストールされているソフトウェアの内容がどれだけ正確であるかによって変わってきます。

オプション
swa report には以下のオプションがあります。

−a analyzer

使用するアナライザを指定します。アナライザは、swa で実行できるさまざまな分析の種類
を表しています。−a オプションは複数回指定できます。指定できるアナライザは以下のとお
りです。
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CRIT 重要な問題の修正パッチ

PCW 重要な警告を伴うパッチ

PW 警告を伴うパッチ (PCW のスーパーセット)

QPK 最新の Quality Pack

SEC 適用可能なセキュリティ報告書

CHAIN=patchID[,patchID]* パッチまたは推奨される後継パッチを含む

PATCH=patchID[,patchID]* 特定のパッチを含む

注記: 特別なことがない限りは、CHAIN の使用をお勧めします。

−a オプションを指定しなかった場合は、アナライザとして QPK、SEC、および PCW が使わ
れます。拡張オプション −x analyzers も参照してください。

−r stdout_report_type

標準出力に表示するレポートの種類を指定します。指定できる値は以下のとおりです。

action (デフォルト)。推奨されるアクションの要約

issue 検出された問題の要約

detail 問題と推奨されるアクションおよびその根拠

html HTML 形式の総合的なレポート

none 標準出力にレポートを表示しない

−s inventory_source

インベントリの作成、分析、およびレポートの作成を行うシステムまたはデポを、１つ指定し
ます。このオプションを指定しないと、ローカルシステムを対象にしてインベントリの作成、
分析、およびレポートの作成が行われます。インベントリ情報の収集には、Secure Shell (リ
モート接続で推奨) と (従来の) swlist プロトコルが使用できます。詳細は、拡張オプショ
ン inventory_source を参照してください。

−q -q を指定するたびに、出力の詳細レベルを１レベルずつ下げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−v −v を指定するたびに、出力の詳細レベルを１レベルずつ上げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−? 一般的な使い方を表示します。

−option −?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。option を −x にすると、指定したメ
ジャーモード (swa コマンド) で有効なすべての拡張オプションが一覧になって表示されま
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す。メジャーモードを指定しないと、すべてのメジャーモードのすべての拡張オプションが一
覧になって表示されます。

−x option=value

指定した拡張オプションに値を設定します。後述する「拡張オプション」の定義を参照してく
ださい。

−x option=-?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。

−X option_file

option_file から拡張オプションを取得します。このファイルの構文に関する説明と例について
は、/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

拡張オプション
拡張オプションの指定には、３つの方法があります。つまり、コマンド行で −x オプションを使って指定する
方法、 −X オプションで指定したオプションファイルを使って指定する方法、および構成ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf (システム全体) または $HOME/.swa.conf (ユーザー固有) のいずれかを使って
指 定 す る 方 法 が あ り ま す。 構 成 ファ イ ル や −X ファ イ ル の 構 文 の 例 に つ い て は、
/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

同じオプションを複数の場所で指定した場合の優先順位は、次のようになります (優先順位の高い順)。

1. コマンド行で指定したオプション

2. オプションファイル (−X option_file) で指定したオプション

3. プロキシ環境変数 (「環境変数」の項を参照)

4. $HOME/.swa.conf ファイルで指定したオプション

5. /etc/opt/swa/swa.conf ファイルで指定したオプション

6. デフォルト値。後述する option_name=default_value の形式で指定した値です。後述する各オプション
の説明を参照してください。

注記: 同じオプションまたは拡張オプションを同じ場所で複数回指定した場合は、最後のオプションが有効に
なります。ただし、オプションがそのフルネームまたはそれに等価な１文字で指定できる場合は (たとえば −v

と −x verbosity)、一般に、１文字で指定したオプションの方が優先されます。また、引き数をリストでと
る拡張オプションに１文字のオプションが影響を与える場合は、その１文字のオプションを複数回指定する
と、そのリストにそれらが追加されます。

swa report では、以下の −x (拡張) オプションを指定できます (デフォルト値と一緒に示してあります)。

−x analysis_file=${user_dir}/cache/swa_analysis.xml

用法: 基本
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分析の結果を加工されない状態で格納しておくファイルです。このファイルには、その分析で見つ
かった問題を解決するために当社からダウンロードする必要があるソフトウェアの一覧も格納されま
す。このオプションは、分析から得られた結果を保存するとともに、その結果を再利用して対応する
ソフトウェアを当社からダウンロードできるようにしておくために使います。分析ファイルを作成す
るときにデフォルト以外の場所を使った場合は (swa report がこのファイルを作成します)、その分
析ファイルを後で使う場合に (swa get がこのファイルを使います)、必ずその場所を指定してくだ
さい。

値は、適切なパーミッションがある絶対パス名または相対パス名で指定します。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x analyzers=QPK SEC PCW

用法: 基本

使用するアナライザを指定します。指定するアナライザが複数個ある場合は、それらをスペースで区
切ったリストにして指定します (リストは、使っているシェルに応じて適切な引用符で囲みます)。ア
ナライザは、swa で実行可能な分析の種類を表しています。以下に示すように、使用できるアナライ
ザには、汎用のアナライザと、特定のパッチを対象にした個別アナライザがあります。

汎用アナライザ:

CRIT 重要な問題の修正パッチ

PCW 重要な警告を伴うパッチ

PW 警告を伴うパッチ (PCW のスーパーセット)

QPK 最新の Quality Pack

SEC 適用可能なセキュリティ報告書

個別アナライザ:

CHAIN={patchID[,patchID]*} パッチまたは推奨される後継パッチを含む

PATCH={patchID[,patchID]*} 特定のパッチを含む

注記: 特別なことがない限りは、CHAIN の使用をお勧めしま
す。

注記: このオプションの効果は −a と同じですが、拡張オプションファイル (-X) または構成ファイ
ルの中で使う場合は、こちらの方が適しています。

−x catalog_max_age=24

用法: 中程度
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HP ソフトウェアのカタログはローカルにそのコピーがキャッシュされます。このオプションは、その
新しいローカルコピーを取得するまでの寿命を時間単位で指定します。ローカルにキャッシュされて
いるファイルが古くなりすぎると (そのファイルのタイムスタンプとこのオプションで指定する寿命に
基づいて判断)、SWA はそのカタログのコピーを catalog_source で指定されている場所から取得
しようとします。しかし、リモートにあるカタログも古くなりすぎていることがあります (そのファイ
ルのタイムスタンプで判断)。たとえば、このオプションの指定が catalog_max_age=2 になってい
て、catalog_source が当社の Web サイト上で毎日更新されている場所を示しているものとしま
す。この場合は、ダウンロードしたカタログが使われることになります。ただし、そのカタログは、
SWA がその寿命を確認するたびに更新されていきます。

注記: 特別な意味を持つ値として、0 と -1 があります。値 0 は、このコマンドを実行する際に必
ずファイルを更新することを意味します。値 -1 は、寿命に関係なくファイルを更新しないことを意
味します。

−x catalog=${user_dir}/cache/swa_catalog.xml

用法: 中程度

使用可能な HP のソフトウェアとすでに公開されているセキュリティ報告書のカタログはローカルに
キャッシュされますが、このオプションは、そのローカルにキャッシュされたコピーが格納されてい
るファイルを指定します。

値は、適切なパーミッションがある絶対パス名または相対パス名で指定します。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x catalog_source=https://ftp.itrc.hp.com/wpsl/bin/doc.pl/

screen=wpslDownloadPatch/swa_catalog.xml.gz?PatchName=

/export/patches/swa_catalog.xml.gz

用法: 中程度

取得対象の HP ソフトウェアカタログがあるリモートの場所と、その取得に使うサービスを、URL で
指定します。指定する URL が複数個ある場合は、それらをスペースで区切ったリストにして指定しま
す (リストは、使っているシェルに応じて適切な引用符で囲みます)。カタログには、潜在的な問題や
関連ソフトウェア製品のアップデート、また、多くの問題に対処するためのパッチや、いくつかの問
題に対処する手動アクションの説明が、すべて含まれています。当社では、新しい問題の判明や新し
い推奨アクションの追加に合わせて、このカタログを頻繁に更新しています。

URL は次の形式で指定します。

service://[user:password@]hostname.domainname:port

service には、リモートカタログを当社から取得する際に使う方法を、以下の方法から１つ選んで指定
します。
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https セキュアで認証機能のある HTTP

http 認証機能がない HTTP

ftp 認証機能がない FTP

注記: URL は以下のように指定することもできます。しかし、この方法はセキュリティのレベルが高
くありません。また、標準的な HP カタログファイルのパスに対して認証が行われません。

http://ftp.itrc.hp.com/wpsl/bin/doc.pl/screen=wpslDownloadPatch/ swa_cata-

log.xml.gz?PatchName=/export/patches/swa_catalog.xml.gz

ftp://ftp.itrc.hp.com/export/patches/swa_catalog.xml.gz

−x crl_check=true

用法: 高度

このオプションの値として true を設定すると、SWA は CRL (Certificate Revocation List : 証明書
失効リスト) の更新と、信頼できる認証局 (CA) の証明書を使ったリモートサーバーの検証を実行しま
す。

あまりないことですが、プライベートな証明書が改ざんされることもあります。catalog_source

オプションで示したサーバーのプライベートな証明書にそうした疑いがあると、その証明書は廃棄さ
れて「CA によって無効にされた証明書」の一覧へ追加されます。catalog_source オプションを
参照してください。

CRL は、チェック対象となるホスト証明書の署名と同じ証明書チェーンで署名されている必要があり
ます。CRL をチェックする場合は、CA からその CRL を定期的にダウンロードする必要があるの
で、SWA の実行時間が長くなることがあります。失効リストを検証しない場合は、このオプションの
値として false を設定します。

−x crl_url=http://crl.verisign.com/RSASecureServer.crl

用法: 高度

CRL の URL です。詳細は crl_check オプションを参照してください。このコマンドのユーザーが
プロキシサーバーの背後にいる場合は、CRL のダウンロードに使うプロトコルに対してプロキシ情報
を構成する必要があります。

−x download_cmd=

用法: 中程度

インターネットから URL をダウンロードするために使うコマンドを指定します。指定するコマンドは
単一引用符 (’) で囲みます。このオプションは、使用しているシステムからインターネットに直接接続
できなくても、間接的にインターネットから URL をダウンロードできるコマンドがある場合に便利で
す (たとえば、ゲートウェイマシンを使うなど)。
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このオプションを使うと、プロキシや CRL の構成など、SWA の内部ダウンロード機能で使われる多
くのオプションが無視されて、ここで指定したコマンドのオプションが使われます。

このコマンドは、SWA によって提供されるオプションを１つ受け取り (ダウンロードするファイルの
URL)、そのファイルを標準出力に出力します。それぞれの環境で実際に使われるコマンドの動作が異
なる場合は、シェルスクリプトでそのコマンドをラップして、SWA に必要なインタフェースを提供す
ることもできます。

ただし、指定したコマンドは、カタログの取得に使うプロトコル (catalog_source オプションで指
定 (デフォルトは HTTPS)) とパッチの取得に使う FTP が使えるものでなくてはなりません。cata-

log_source オプションを参照してください。

注記: 外部で使われているコマンドの中には、当社でサポートしていないものもあります。しかし、
そうした外部のコマンドが間接的にでも使えれば、お使いの環境にかなり高い柔軟性を持たせること
ができます。たとえば、外部コマンドの中には、 Microsoft® の Web プロキシに対して Windows

NT® ベースのドメインパスワードを使って認証が行えるものもありますが、SWA では、そうした外
部コマンドを直接使用することができません。

次に示すのは、そうしたコマンドの一例です。

swa report −x download_cmd=’ssh user@system curl’

このコマンドは、 SSH (ssh(1) を参照) を使い、ゲートウェイシステムで curl コマンドを実行しま
す。curl コマンドはオープンソースツールのひとつで、いくつかの Linux ディストリビューション
に付属しています。curl は、ゲートウェイシステムにある構成ファイルを使って構成することも、
download_cmd オプションの一部として指定するコマンド行パラメータを使って構成することもでき
ます。

−x ftp_proxy=${proxy}

用法: 高度

FTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP の
基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情報
は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: ftp_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

FTP プロトコルは、パッチのダウンロードに使われます。パッチの完全性は、カタログの中にある
MD5 セキュアハッシュを使ってチェックされます。そのため、HTTPS プロトコルの使用をお勧めし
ます。詳細は、https_proxy オプションと catalog_source オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。
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−x html_report=${user_dir}/report/swa_report.html

用法: 基本

swa report コマンドで作成した HTML 形式のレポートを格納しておくファイルです。このファイ
ルは単一ファイルになっていて、内部にハイパーリンクがあります。HTML 形式のレポートを標準出
力へ出力する場合は、stdout_report_type オプションを使います。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x https_proxy=${proxy}

用法: 高度

HTTPS プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: https_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x http_proxy=${proxy}

用法: 高度

HTTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: http_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088
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HTTP プロトコルは、証明書失効リストをダウンロードするために使われるデフォルトのプロトコル
です。詳細は、crl_url オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は、proxy オプションの値で置き換え
られます (デフォルトでは設定されていません)。

−x ignore_file=${user_dir}/ignore

用法: 基本

無視する問題が正規表現で示されているファイルです。その正規表現 (regexp(5) を参照) に一致する
問題は、分析で無視されます。そのため、分析対象のホストまたはデポにすでに確認されている問題
があっても、その問題はレポートに現れません。また、その問題の対処に必要なソフトウェアもダウ
ンロードされません。ただし、そのソフトウェアが別の問題を解決するために必要であれば、選択の
対象になります。

ユーザーが初めて SWA を実行した時にこのファイルがないと、テンプレートファイルが作成されま
す。そのファイルに、このファイルの使い方が記述されています。テンプレートファイルを作成する
際に ˜/.spc_ignore ファイルが存在していると、そのファイルが SWA の形式に変換されて、テン
プレートに追加されます。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x inventory_max_age=24

用法: 中程度

それぞれのシステムにあるインベントリはその内容のコピーがキャッシュされます。このオプション
は、そのコピーの寿命を時間単位で指定します。インベントリが古くなりすぎると (そのファイルのタ
イムスタンプとこのオプションで指定する寿命に基づいて判断)、SWA はそのホストシステムまたは
デポのインベントリを再度作成します。

注記: 特別な意味を持つ値として、0 と -1 があります。値 0 は、このコマンドを実行する際に必
ずファイルを更新することを意味します。値 -1 は、寿命に関係なくファイルを更新しないことを意
味します。

−x inventory_source=localhost

用法: 基本

注記: このリリースでは、SWA を実行するたびに１つしかシステムまたはデポ (特定のデポを使う場
合) を分析できません。

このオプションは、リモートシステムに SWA をインストールしないでそのシステムを分析する場合
に便利です。

インベントリの作成、分析、およびレポートの作成を行うシステムまたはデポを１つだけ指定しま
す。
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対象となるホストシステムまたはデポは、その URL を次のいずれかの形式で指定します。

hostname

ホストシステムを指定します。ホストのインベントリを収集する際に、認証機能のない swlist

プロトコルを使います。

[hostname:]path-to-depot

デポを指定します。swlist プロトコルを使います (特定のデポを使う場合)。

ssh://[user@]hostname[:path-to-depot]

ホストシステムまたはデポに対して ssh を指定します。リモートホストシステムまたはそこに
あるデポの swlist と、ローカルシステムまたはそこにあるデポの swlist へ、ssh を使ってア
クセスします。

インベントリの情報は、後でアクセスする場合のことを考えて、user_dir の中にある
キャッシュディレクトリにキャッシュされます。また、そのインベントリファイルの名前は、
指定したホスト名とデポのパスに基づいて付けられます (たとえば、同じマシンであっても、
ホストの完全修飾ドメイン名を指定した場合と、ノード名を指定した場合とでは、キャッシュ
の場所が違ってきます )。キャッシュされたインベントリの更新タイミングは、inven-

tory_max_age オプションの指定で inventory_source ごとに決まります。

注記: このオプションの効果は −s と同じですが、拡張オプションファイル (−X) または構成
ファイルの中で使う場合は、こちらの方が適しています。

−x logfile=/var/opt/swa/swa.log

用法: 基本

このコマンドのログファイルを示すパスです。このファイルは、SWA を実行するたびに大きくなって
いきます。しかし、この場所を変えて (たとえば、月ごとに専用の場所へ記録するなど)、アーカイブ
の作成や、ホスト以外の場所へのバックアップ、また、ローテーションなどが容易に行えるようにす
ることもできます。

−x log_verbosity=4

用法: 基本

ログファイルに記録するメッセージについてその詳細レベルを指定します (-x verbosity も参照し
てください)。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを記録します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを記録します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを記録します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを記録します (情報メッセージの前には、
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4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを記録します。これがデフォルトです。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを記録します。

−x proxy=

用法: 基本

該当するプロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。このオプションが、他のプロキシ設定のデフォルトとして使われま
す。

カタログのダウンロードには HTTPS プロトコルが、また、CRL のダウンロードには HTTP プロト
コルが、そしてパッチのダウンロードには FTP プロトコルがそれぞれ使われます。proxy= オプ
ションで、３つのプロキシすべてのデフォルトが決まります。詳細は、https_proxy オプション、
http_proxy オプション、および ftp_proxy オプションを参照してください。

−x report_when_no_issues=true

用法: 中程度

問題やアクションがない場合にそのレポートを標準出力に出力するかどうかを指定します。このオプ
ションは、たとえば cron ジョブを使って問題が見つかったときにだけ電子メールを送信したいという
場合に便利です。

true 標準出力に必ずそのレポートを出力します。

false 問題やアクションがある場合にだけ、標準出力レポートにそのレポートを出力します。

ヒント: エラーステータスをチェックしたい場合は、コマンドの終了コードを調べて、その詳細をログ
ファイルで確認します。
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−x ssh_options=

用法: 中程度

ssh に渡すオプションを指定します。渡すオプションが複数個ある場合は、それらをスペースで区切っ
たリストにして指定します。たとえば、cronjob で SWA を使っている場合に障害が見つかったとき
に、パスワードを要求しないですぐに戻るようにしたいことがあります。そのような場合は、’-o

BatchMode=yes’ と指定します。

その他のオプションは ssh_config(5) を参照してください。

−x stdout_report_type=action

用法: 基本

標準出力に表示するレポートの種類を指定します。このオプションは、表示する出力の種類を指定し
たい場合に便利です。指定できる値は以下のとおりです。

action 推奨されるアクションの要約

issue 検出された問題の要約

detail 問題と推奨されるアクションおよびその根拠

html HTML 形式の総合的なレポート

none 標準出力にレポートを表示しない

−x user_dir=˜/.swa

用法: 基本

SWA がカタログファイル、インベントリファイル、分析ファイル、無視ファイル、およびレポート
ファイルを格納しておくディレクトリです。デフォルトのディレクトリは、ユーザーのホームディレ
クトリにあるサブディレクトリ (.swa) です。このディレクトリを変えて (たとえば日付ごとに専用の
ディレクトリにして) そこに前回の中間的な生成物をアーカイブしたり、ホスト以外の場所にバック
アップを作成したりするようにすることもできます。また、他のオプションの中には、デフォルトで
このディレクトリを起点とした相対ディレクトリを対象にしているものもあります。そのため、この
オプションを変更すれば、それらに共通した起点ディレクトリを変えることになるので、それらの場
所をまとめて変えることができます。

−x verbosity=3

用法: 基本

標準エラーを表示する際の詳細レベルを指定します。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを表示します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを表示します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを表示します。
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3 上記に加えて、INFO メッセージを表示します (情報メッセージの前には、これがデフォルトで
す。

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを表示します。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを表示します。

注記: −v オプションを指定すると、詳細レベルが１だけ上がり (たとえば３から４に)、−q オプ
ションを指定すると、１だけ下がります。−v オプションと −q オプションは、複数回指定できま
す。

多言語化対応
環境変数

カタログ、証明書失効リスト、およびソフトウェアを取得する方法は、環境変数を使って構成することで、他
のアプリケーション (security_patch_check を含む) との互換性を高めることができます。そうした環境
変数には、ftp_proxy、http_proxy、および https_proxy があります。

これらの環境変数は、同じ名前の対応する拡張オプションと同じ効果があります。各オプションの使い方と意
味、そしてそれらのオプションを複数の場所で指定したときの動作については、「拡張オプション」の項を参
照してください。

拡張オプション proxy は環境変数として指定することができませんが、どのプロトコルでも同じプロキシ
サーバーを使う場合に便利な方法です。

また、ローカルな操作では、環境変数 TMPDIR も考慮されます (ただし、設定されている場合だけ)。この環
境変数の値を設定しておかないと、デフォルトの /var/opt/swa/tmp が使われます。このディレクトリは
非特権ユーザーの書き込み操作が許可されていないので、書き込み操作に一時ディレクトリが必要な root 以外
のユーザーは TMPDIR を設定する必要があります。このディレクトリを使う操作の例としては、パッチファ
イルに対する unshar の実行があります。パッチが TMPDIR を考慮しない古いスタイルのパッチであると、
SWA は、そのパッチをアンパックする前に、TMPDIR を考慮するように shar ファイルを書き換えます。

戻り値
swa report は以下の値を返します。

0 成功。
1 エラー。
2 警告。

例
swa report の使い方の情報を表示する。

swa report -?

使い方と swa report の拡張オプションをすべて表示する。

swa report -x -?
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ファイル ./myconfig の中に指定されているオプションを使って swa report を実行する。

swa report -X ./myconfig

ローカルシステムのインベントリを作成するとともに、その情報と当社が提供するカタログ (つまり、既知の
ソフトウェアと問題を載せたカタログ) を照合して新しい Quality Pack パッチバンドル、セキュリティ上の問
題、およびパッチに関する重要な警告を確認した後、デフォルトの「アクション」レポートを作成して標準出
力に出力する。

swa report

Secure Shell を使ってリモートシステムから収集したインベントリを分析し、セキュリティに関する問題
(SEC) のレポートを作成する。その際、ssh を batchmode で実行して、ユーザーに入力を求めないように
する。

swa report −a SEC −s ssh://user@remotesystem ¥

−x ssh_options=’−o batchmode=yes’

対象となる範囲を Quality Pack パッチバンドルの分析 (QPK) と重大な警告を伴うパッチ (PCW) に限定し
て、remotesystem の詳細なレポートを作成する (この例では、完全性を保護できないネットワークプロトコ
ル swlist を使っています)。

swa report -a QPK -a PCW -s remotesystem -r detail

上の例と同じことを、対応する拡張オプションを使って実行する (拡張オプションはコマンド行、ユーザーの
構成ファイル、システムの構成ファイル、または拡張オプションファイルで指定できます)。

swa report -x analyzers=’QPK PCW’ ¥

−x inventory_source=remotesystem −x stdout_report_type=detail

レポートを作成するとともに、分析結果を ˜/firstanalysis.xml ファイルに格納する (swa get で将来
使うことを考慮)。

swa report -x analysis_file=˜/firstanalysis.xml

レポートを作成する。その際、対象となる HP ソフトウェアのカタログが前回の更新から 48 時間以上そのま
まになっていれば、レポートを作成する前にそのカタログを更新する。

swa report -x catalog_max_age=48

指定した HP ソフトウェアのカタログを使ってレポートを作成するが、カタログは更新しない。

swa report -x catalog=˜/mycatalog.xml -x catalog_max_age=-1

HP ソフトウェアのカタログを必ず更新してから、レポートを作成する。

swa report -x catalog_max_age=0
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著者
swa は HP で開発されました。

ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf Software Assistant に適用するシステムレベルの構成ファイル。

/etc/opt/swa/swa.conf.template −x オプションの説明が個別に記載されているテンプレートファ
イル。

$HOME/.swa.conf Software Assistant に適用するユーザーごとの構成ファイル。

/var/opt/swa/swa.log root ユーザーのデフォルトログファイル。デフォルトログに対し
て書き込みパーミッションが与えられていないユーザーの
swa.log ファイルは、拡張オプション −x user_dir で指定し
たディレクトリの下に作成されます。

ignore 無視する問題 (解決されている問題や該当しない問題など) の ID

を一覧にして格納しておくファイル。コメントと正規表現がサ
ポートされています。regexp(5) を参照してください。

参照
security_patch_check(1M), swa(1M), swa-clean(1M), swa-get(1M), swa-step(1M)

『HP-UX Software Assistant System Administration Guide』

『HP-UX Software Assistant Release Notes』 (http://docs.hp.com)
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名称
swa-step: swa − Software Assistant の実行手順を高度に制御

構文
swa step inventory [−s inventory_source]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step catalog

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step analyze [−a analyzer] [−s inventory_source]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step report [−r stdout_report_type]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step download [−p] [−t target_depot]

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

swa step depot [−p] −t target_depot

[−q[q[q] ] ]  [−v[v] ]  [ [−option] −?] [−x option=[value|-?] ]  [−X option_file]

説明
SWA の適用領域の中には高度な使い方を必要とするケースが数多くありますが、swa step コマンドを使え
ば、そのような SWA の適用ケースにも柔軟に対応することができます。swa report と swa get はそれ
ぞれが１個のコマンドのように見えますが、実際は複数の手順で構成されています。swa step を使うと、こ
うしたコマンドの各手順を個別に実行することができます。たとえば、swa report を使って行う作業は、
インベントリの作成/更新、カタログのダウンロード/更新、分析、レポートの作成といった各手順をこの順序
で実行するのが一般的です。しかし、swa step report コマンドを使えば、分析をやり直さないで別のレ
ポートを出力させることもできます。以下に示すのは、そうした利用形態のほんの一部を示した例です。

swa step inventory

システムにインストールされているソフトウェアとデポに存在するソフトウェアを対象に、そのイン
ベントリを作成します。作成したインベントリは、拡張オプション user_dir で指定したディレクト
リの下にあるサブディレクトリ cache に置かれます (ファイルの名前は、swa_inventory_<num-

ber>.xml の形式で付けられます)。【利用形態の例】: 分析される側のシステム (分析対象システム)

と分析する側のシステム (分析システム) が異なるネットワークに存在する場合に、その分析対象シス
テムで swa step inventory を実行してインベントリファイルを作成した後、そのファイルを分析
システムのキャッシュディレクトリにコピーする (たとえば CD に書き込む)。
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swa step catalog

潜在的な問題とその推奨解決策に関するメタデータのカタログをダウンロードします。このカタログ
は、拡張オプション user_dir で指定したディレクトリの下にあるサブディレクトリに置かれます (

特に指定しない限り、ファイル名は swa_catalog.xml になります)。【利用形態の例】: 分析シス
テムからインターネットへアクセスできない場合に、インターネットへアクセスできるシステムを
使って、そこに手動でカタログをダウンロードし、次にそのカタログを分析システムのキャッシュ
ディレクトリにコピーする (たとえば USB ドライブを使う)。

swa step analyze

swa step inventory と swa step catalog がすでに実行されていてその結果がすでに存在し
ているという前提でインベントリを分析し、そこで見つかった問題の推奨解決策を出力します (「セ
キュリティ上の留意事項」の項を参照してください)。分析の結果は、拡張オプション user_dir で
指定したディレクトリの下にあるサブディレクトリ cache に置かれます (特に指定しない限り、ファ
イル名は swa_analysis.xml になります)。【利用形態の例】: 使用するアナライザと分析対象の
ファイルをそのたびに変えながら、swa step analyze を実行する。

swa step report

swa step analyze がすでに実行されていてその結果がすでに存在しているという前提を基に、
ファーマット化したレポートを出力します。【利用形態の例】: 標準出力に出力するレポートのフォー
マットをそのたびに変えながら、swa step report を実行する。あるいは、swa step analyze

を実行して分析ファイル作成するたびに、そのファイルを対象にして swa step report を実行す
る。

swa step download

swa step analyze がすでに実行されていてその結果がすでに存在しているという前提を基に、そ
の分析ファイルの中で推奨されているソフトウェアをダウンロードします。ダウンロードしたソフト
ウェアは、拡張オプション swcache で指定したディレクトリに置かれます。【利用形態の例】: 分析
システムからインターネットへアクセスできない場合に、インターネットへアクセスできるシステム
に分析ファイルをコピーし、そこで swa step download コマンドを実行する。

swa step depot

swa step analyze と swa step download がすでに実行されていてその結果がすでに存在して
いるという前提を基に、ダウンロードされたソフトウェアをアンパックしてデポにコピーします。ア
ンパックされたソフトウェアは、拡張オプションの指定に従って、既存のデポに追加されるか、また
は新しいデポが作成されて追加されます。【利用形態の例】: デポサーバーシステムからインターネッ
トへアクセスできない場合に、swa step download を使ってインターネットからソフトウェアを取
得し、そのソフトウェアをデポサーバーの swcache ディレクトリにコピーした後、swa step

depot を使ってそのソフトウェアをアンパックして、デポを作成する。

Security Considerations
swa step で行う分析がどれだけ正確か、つまり、その分析結果が、システムにインストールするパッチとし
てどのパッチが適切であるかを判断する情報としてどれだけ完全であるかは、インベントリの完全性に依存し
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ています。したがって、インベントリデータの転送に使うすべてのプロトコルでその完全性が保護されている
ということと、そのインベントリデータの作成に使うホストが正確に示されているということが重要です。た
とえば、swlist でリモートシステムからインベントリを収集する場合はクリアテキストが使われますが、こ
のプロトコルには認証機能がないので、データの完全性は保護されません。しかし、Secure Shell を使ってリ
モートシステムからインベントリデータを収集する場合は、そのプロトコルで完全性が保護されます (データ
が暗号化されます)。ただし、Secure Shell を使った場合でも分析が完全であるとは言い切れません。つま
り、その分析がどれだけ完全であるかは、データのソース (リモートホスト) として使うシステムでそこにイン
ストールされているソフトウェアの内容がどれだけ正確であるかによって変わってきます。

ソフトウェアのダウンロード (swa step download) ではパッチをアンパックする前にその完全性を保証す
るためのチェックを行いますが、そのチェックが万全であるかどうかは、分析ファイルの完全性に依存してい
ます。分析ファイルは、MD5 チェックサムの情報をカタログから直接取得します。したがって、カタログま
たは分析ファイルの転送で常にそれらの完全性が失われないように保護することと、そのファイルのパーミッ
ションで不要な変更が許可されないようにすることが重要です。

デポの作成 (swa step depot) は、その完全性を swcache ディレクトリにあるパッチの完全性に依存して
います。したがって、パッチをアンパックした後で、そのパッチを将来転送することがあっても必ずその完全
性を保証できるようにしておくと同時に、許可がない限り変更できないようにファイルのパーミッションを設
定しておくことが重要です。Software Distributor (swinstall コマンドを使用) を使ったソフトウェアの展
開には、『Software Distributor 管理者ガイド』に記載されているようなセキュリティ上の特性があります。

オプション
swa step には以下のオプションがあります。

−a analyzer

使用するアナライザを指定します。アナライザは、swa で実行できるさまざまな分析の種類
を表しています。−a オプションは複数回指定できます。指定できるアナライザは以下のとお
りです。

CRIT 重要な問題の修正パッチ

PCW 重要な警告を伴うパッチ

PW 警告を伴うパッチ (PCW のスーパーセット)

QPK 最新の Quality Pack

SEC 適用可能なセキュリティ報告書

CHAIN=patchID[,patchID]* パッチまたは推奨される後継パッチを含む

PATCH=patchID[,patchID]* 特定のパッチを含む

注記: 特別なことがない限りは、CHAIN の使用をお勧めします。

−a オプションを指定しなかった場合は、アナライザとして QPK、SEC、および PCW が使わ
れます。拡張オプション −x analyzers も参照してください。
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−p このコマンドをプレビューモードで実行します。

−r stdout_report_type

標準出力に表示するレポートの種類を指定します。指定できる値は以下のとおりです。

action (デフォルト)。推奨されるアクションの要約

issue 検出された問題の要約

detail 問題と推奨されるアクションおよびその根拠

html HTML 形式の総合的なレポート

none 標準出力にレポートを表示しない

−s inventory_source

インベントリの作成、分析、およびレポートの作成を行うシステムまたはデポを、１つ指定し
ます。このオプションを指定しないと、ローカルシステムを対象にしてインベントリの作成、
分析、およびレポートの作成が行われます。インベントリ情報の収集には、Secure Shell (リ
モート接続で推奨) と (従来の) swlist プロトコルが使用できます。詳細は、拡張オプショ
ン inventory_source を参照してください。

−t target_depot

ソフトウェアのコピー先となるデポ target_depot を指定します。当社からダウンロードした
パッチはここにコピーされます。target_depot は、通常、空になっていて、新しいデポが作成
さ れ ま す。 指 定 す る デ ポ が す で に 存 在 し て い る 場 合 は、 高 度 な オ プ ショ ン
−x allow_existing_depot=true を指定する必要があります。また、その意味を理解し
ておく必要もあります (「拡張オプション」の −x allow_existing_depot オプションも
参照してください)。

−q -q を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ下げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−v −v を指定するたびに、表示の詳細レベルを１レベルずつ上げます。 (−x verbosity オプ
ションも参照してください。)

−? 一般的な使い方を表示します。

−option −?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。option を −x にすると、指定したメ
ジャーモード (swa コマンド) で有効なすべての拡張オプションが一覧になって表示されま
す。メジャーモードを指定しないと、すべてのメジャーモードのすべての拡張オプションが一
覧になって表示されます。
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−x option=value

指定した拡張オプションに値を設定します。後述する「拡張オプション」の定義を参照してく
ださい。

−x option=-?

このオプションで指定できる値の説明を表示します。

−X option_file

option_file から拡張オプションを取得します。このファイルの構文に関する説明と例について
は、/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

拡張オプション
拡張オプションの指定には、３つの方法があります。つまり、コマンド行で −x オプションを使って指定する
方法、 −X オプションで指定したオプションファイルを使って指定する方法、および構成ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf (システム全体) または $HOME/.swa.conf (ユーザー固有) のいずれかを使って
指 定 す る 方 法 が あ り ま す。 構 成 ファ イ ル や −X ファ イ ル の 構 文 の 例 に つ い て は、
/etc/opt/swa/swa.conf.template ファイルを参照してください。

同じオプションを複数の場所で指定した場合の優先順位は、次のようになります (優先順位の高い順)。

1. コマンド行で指定したオプション

2. オプションファイル (−X option_file) で指定したオプション

3. プロキシ環境変数 (「環境変数」の項を参照)

4. $HOME/.swa.conf ファイルで指定したオプション

5. /etc/opt/swa/swa.conf ファイルで指定したオプション

6. デフォルト値。後述する option_name=default_value の形式で指定した値です。後述する各オプション
の説明を参照してください。

注記: 同じオプションまたは拡張オプションを同じ場所で複数回指定した場合は、最後のオプションが有効に
なります。ただし、オプションがそのフルネームまたはそれに等価な１文字で指定できる場合は (たとえば −v

と −x verbosity)、一般に、１文字で指定したオプションの方が優先されます。また、引き数をリストでと
る拡張オプションに１文字のオプションが影響を与える場合は、その１文字のオプションを複数回指定する
と、そのリストにそれらが追加されます。

swa step では、以下の −x (拡張) オプションを指定できます (デフォルト値と一緒に示してあります)。

−x allow_existing_depot=false

用法: 高度

適用可能な手順: download、depot

このコマンドの処理を開始する時にターゲットデポが空になっている必要があるのか、それとも既存
のデポでかまわないのかを指定します。SWA では、デポの内容を分析しません。このオプションを指
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定すると、そのデポの内容は、このコマンドを実行するユーザーが責任を持つことになります。

true ターゲットデポは、存在していてもかまわない (空でない)。

false ターゲットデポは、このコマンドを開始する時に空になっている必要がある。

-x analysis_file=${user_dir}/cache/swa_analysis.xml

用法: 基本

適用可能な手順: analyze、report、download、depot

分析の結果を加工されない状態で格納しておくファイルです。このファイルには、その分析で見つ
かった問題を解決するために当社からダウンロードする必要があるソフトウェアの一覧も格納されま
す。このオプションは、分析から得られた結果を保存するとともに、その結果を再利用して対応する
ソフトウェアを当社からダウンロードできるようにしておくために使います。分析ファイルを作成す
るときにデフォルト以外の場所を使った場合は (swa report がこのファイルを作成します)、その分
析ファイルを後で使う場合に (swa get がこのファイルを使います)、必ずその場所を指定してくだ
さい。

値は、適切なパーミッションがある絶対パス名または相対パス名で指定します。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x analyzers=QPK SEC PCW

用法: 基本

適用可能な手順: analyze

使用するアナライザを指定します。指定するアナライザが複数個ある場合は、それらをスペースで区
切ったリストにして指定します (リストは、使っているシェルに応じて適切な引用符で囲みます)。ア
ナライザは、swa で実行可能な分析の種類を表しています。以下に示すように、使用できるアナライ
ザには、汎用のアナライザと、特定のパッチを対象にした個別アナライザがあります。

汎用アナライザ:

CRIT 重要な問題の修正パッチ

PCW 重要な警告を伴うパッチ

PW 警告を伴うパッチ (PCW のスーパーセット)

QPK 最新の Quality Pack

SEC 適用可能なセキュリティ報告書

個別アナライザ:

CHAIN={patchID[,patchID]*} パッチまたは推奨される後継パッチを含む
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PATCH={patchID[,patchID]*} 特定のパッチを含む

注記: 特別なことがない限りは、CHAIN の利用をお勧めします。

注記: このオプションの効果は −a と同じですが、拡張オプションファイル (-X) または構成ファイ
ルの中で使う場合は、こちらの方が適しています。

−x catalog_max_age=24

用法: 中程度

適用可能な手順: catalog

HP ソフトウェアのカタログはローカルにそのコピーがキャッシュされます。このオプションは、その
新しいローカルコピーを取得するまでの寿命を時間単位で指定します。ローカルにキャッシュされて
いるファイルが古くなりすぎると (そのファイルのタイムスタンプとこのオプションで指定する寿命に
基づいて判断)、SWA はそのカタログのコピーを catalog_source で指定されている場所から取得
しようとします。しかし、リモートにあるカタログも古くなりすぎていることがあります (そのファイ
ルのタイムスタンプで判断)。たとえば、このオプションの指定が catalog_max_age=2 になってい
て、catalog_source が当社の Web サイト上で毎日更新されている場所を示しているものとしま
す。この場合は、ダウンロードしたカタログが使われることになります。ただし、そのカタログは、
SWA がその寿命を確認するたびに更新されていきます。

注記: 特別な意味を持つ値として、0 と -1 があります。値 0 は、このコマンドを実行する際に必
ずファイルを更新することを意味します。値 -1 は、寿命に関係なくファイルを更新しないことを意
味します。

−x catalog=${user_dir}/cache/swa_catalog.xml

用法: 中程度

適用可能な手順: catalog、analyze

使用可能な HP のソフトウェアとすでに公開されているセキュリティ報告書のカタログはローカルに
キャッシュされますが、このオプションは、そのローカルにキャッシュされたコピーが格納されてい
るファイルを指定します。

値は、適切なパーミッションがある絶対パス名または相対パス名で指定します。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x catalog_source=https://ftp.itrc.hp.com/wpsl/bin/doc.pl/

screen=wpslDownloadPatch/swa_catalog.xml.gz?PatchName=

/export/patches/swa_catalog.xml.gz

用法: 中程度
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適用可能な手順: catalog

取得対象の HP ソフトウェアカタログがあるリモートの場所と、その取得に使うサービスを、URL で
指定します。指定する URL が複数個ある場合は、それらをスペースで区切ったリストにして指定しま
す (リストは、使っているシェルに応じて適切な引用符で囲みます)。カタログには、潜在的な問題や
関連ソフトウェア製品のアップデート、また、多くの問題に対処するためのパッチや、いくつかの問
題に対処する手動アクションの説明が、すべて含まれています。当社では、新しい問題の判明や新し
い推奨アクションの追加に合わせて、このカタログを頻繁に更新しています。

URL は次の形式で指定します。

service://[user:password@]hostname.domainname:port

service には、リモートカタログを当社から取得する際に使う方法を、以下の方法から１つ選んで指定
します。

https セキュアで認証機能のある HTTP

http 認証機能がない HTTP

ftp 認証機能がない FTP

注記: URL は以下のように指定することもできます。しかし、この方法はセキュリティのレベルが高
くありません。また、標準的な HP カタログファイルのパスに対して認証が行われません。

http://ftp.itrc.hp.com/wpsl/bin/doc.pl/screen=wpslDownloadPatch/ swa_cata-

log.xml.gz?PatchName=/export/patches/swa_catalog.xml.gz

ftp://ftp.itrc.hp.com/export/patches/swa_catalog.xml.gz

−x crl_check=true

用法: 高度

適用可能な手順: catalog、download

このオプションの値として true を設定すると、SWA は CRL (Certificate Revocation List : 証明書
失効リスト) の更新と、信頼できる認証局 (CA) の証明書を使ったリモートサーバーの検証を実行しま
す。

あまりないことですが、プライベートな証明書が改ざんされることもあります。catalog_source

オプションで示したサーバーのプライベートな証明書にそうした疑いがあると、その証明書は廃棄さ
れて「CA によって無効にされた証明書」の一覧へ追加されます。catalog_source オプションを
参照してください。

CRL は、チェック対象となるホスト証明書の署名と同じ証明書チェーンで署名されている必要があり
ます。CRL をチェックする場合は、CA からその CRL を定期的にダウンロードする必要があるの
で、SWA の実行時間が長くなることがあります。失効リストを検証しない場合は、このオプションの
値として false を設定します。
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−x crl_url=http://crl.verisign.com/RSASecureServer.crl

用法: 高度

適用可能な手順: catalog、download

CRL の URL です。詳細は crl_check オプションを参照してください。このコマンドのユーザーが
プロキシサーバーの背後にいる場合は、CRL のダウンロードに使うプロトコルに対してプロキシ情報
を構成する必要があります。

−x download_cmd=

用法: 中程度

適用可能な手順: catalog、download

インターネットから URL をダウンロードするために使うコマンドを指定します。指定するコマンドは
単一引用符 (’) で囲みます。このオプションは、使用しているシステムからインターネットに直接接続
できなくても、間接的にインターネットから URL をダウンロードできるコマンドがある場合に便利で
す (たとえば、ゲートウェイマシンを使うなど)。

このオプションを使うと、プロキシや CRL の構成など、SWA の内部ダウンロード機能で使われる多
くのオプションが無視されて、ここで指定したコマンドのオプションが使われます。

このコマンドは、SWA によって提供されるオプションを１つ受け取り (ダウンロードするファイルの
URL)、そのファイルを標準出力に出力します。それぞれの環境で実際に使われるコマンドの動作が異
なる場合は、シェルスクリプトでそのコマンドをラップして、SWA に必要なインタフェースを提供す
ることもできます。

ただし、指定したコマンドは、カタログの取得に使うプロトコル (catalog_source オプションで指
定 (デフォルトは HTTPS)) とパッチの取得に使う FTP が使えるものでなくてはなりません。cata-

log_source オプションを参照してください。

注記: 外部で使われているコマンドの中には、当社でサポートしていないものもあります。しかし、
そうした外部のコマンドが間接的にでも使えれば、お使いの環境にかなり高い柔軟性を持たせること
ができます。たとえば、外部コマンドの中には、 Microsoft® の Web プロキシに対して Windows

NT® ベースのドメインパスワードを使って認証が行えるものもありますが、SWA では、そうした外
部コマンドを直接使用することができません。

次に示すのは、そうしたコマンドの一例です。

swa report −x download_cmd=’ssh user@system curl’

このコマンドは、 SSH (ssh(1) を参照) を使い、ゲートウェイシステムで curl コマンドを実行しま
す。curl コマンドはオープンソースツールのひとつで、いくつかの Linux ディストリビューション
に付属しています。curl は、ゲートウェイシステムにある構成ファイルを使って構成することも、
download_cmd オプションの一部として指定するコマンド行パラメータを使って構成することもでき
ます。
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−x ftp_proxy=${proxy}

用法: 高度

適用可能な手順: catalog、download

FTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP の
基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情報
は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: ftp_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

FTP プロトコルは、パッチのダウンロードに使われます。パッチの完全性は、カタログの中にある
MD5 セキュアハッシュを使ってチェックされます。そのため、HTTPS プロトコルの使用をお勧めし
ます。詳細は、https_proxy オプションと catalog_source オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x html_report=${user_dir}/report/swa_report.html

用法: 基本

適用可能な手順: report

swa report コマンドで作成した HTML 形式のレポートを格納しておくファイルです。このファイ
ルは単一ファイルになっていて、内部にハイパーリンクがあります。HTML 形式のレポートを標準出
力へ出力する場合は、stdout_report_type オプションを使います。

このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x https_proxy=${proxy}

用法: 高度

適用可能な手順: catalog、download

HTTPS プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: https_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088
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プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x http_proxy=${proxy}

用法: 高度

適用可能な手順: catalog、download

HTTP プロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: http_proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

HTTP プロトコルは、証明書失効リストをダウンロードするために使われるデフォルトのプロトコル
です。詳細は、crl_url オプションを参照してください。

このオプションの値として ${proxy} を指定すると、その値は proxy オプションの値で置き換えら
れます (デフォルトでは設定されていません)。

−x ignore_file=${user_dir}/ignore

用法: 基本

適用可能な手順: analyze

無視する問題が正規表現で示されているファイルです。その正規表現 (regexp(5) を参照) に一致する
問題は、分析で無視されます。そのため、分析対象のホストまたはデポにすでに確認されている問題
があっても、その問題はレポートに現れません。また、その問題の対処に必要なソフトウェアもダウ
ンロードされません。ただし、そのソフトウェアが別の問題を解決するために必要であれば、選択の
対象になります。

ユーザーが初めて SWA を実行した時にこのファイルがないと、テンプレートファイルが作成されま
す。そのファイルに、このファイルの使い方が記述されています。テンプレートファイルを作成する
際に ˜/.spc_ignore ファイルが存在していると、そのファイルが SWA の形式に変換されて、テン
プレートに追加されます。
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このオプションの値の先頭に ${user_dir} を付けると、その部分が user_dir オプションで指定
された値 (デフォルトは $HOME/.swa) に置き換えられます。

−x inventory_max_age=24

用法: 中程度

適用可能な手順: inventory

それぞれのシステムにあるインベントリはその内容のコピーがキャッシュされます。このオプション
は、そのコピーの寿命を時間単位で指定します。インベントリが古くなりすぎると (そのファイルのタ
イムスタンプとこのオプションで指定する寿命に基づいて判断)、SWA はそのホストシステムまたは
デポのインベントリを再度作成します。

注記: 特別な意味を持つ値として、0 と -1 があります。値 0 は、このコマンドを実行する際に必
ずファイルを更新することを意味します。値 -1 は、寿命に関係なくファイルを更新しないことを意
味します。

−x inventory_source=localhost

用法: 基本

適用可能な手順: inventory

注記: このリリースでは、SWA を実行するたびに１つしかシステムまたはデポ (特定のデポを使う場
合) を分析できません。

このオプションは、リモートシステムに SWA をインストールしないでそのシステムを分析する場合
に便利です。

インベントリの作成、分析、およびレポートの作成を行うシステムまたはデポを１つだけ指定しま
す。

対象となるホストシステムまたはデポは、その URL を次のいずれかの形式で指定します。

hostname

ホストシステムを指定します。ホストのインベントリを収集する際に、認証機能のない swlist

プロトコルを使います。

[hostname:]path-to-depot

デポを指定します。swlist プロトコルを使います (特定のデポを使う場合)。

ssh://[user@]hostname[:path-to-depot]

ホストシステムまたはデポに対して ssh を指定します。リモートホストシステムまたはそこに
あるデポの swlist と、ローカルシステムまたはそこにあるデポの swlist へ、ssh を使ってア
クセスします。

インベントリの情報は、後でアクセスする場合のことを考えて、user_dir の中にある
キャッシュディレクトリにキャッシュされます。また、そのインベントリファイルの名前は、
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指定したホスト名とデポのパスに基づいて付けられます (たとえば、同じマシンであっても、
ホストの完全修飾ドメイン名を指定した場合と、ノード名を指定した場合とでは、キャッシュ
の場所が違ってきます )。キャッシュされたインベントリの更新タイミングは、inven-

tory_max_age オプションの指定で inventory_source ごとに決まります。

注記: このオプションの効果は −s と同じですが、拡張オプションファイル (−X) または構成
ファイルの中で使う場合は、こちらの方が適しています。

−x logfile=/var/opt/swa/swa.log

用法: 基本

適用可能な手順: catalog、inventory、analyze、report、download、depot

このコマンドのログファイルを示すパスです。このファイルは、SWA を実行するたびに大きくなって
いきます。しかし、この場所を変えて (たとえば、月ごとに専用の場所へ記録するなど)、アーカイブ
の作成や、ホスト以外の場所へのバックアップ、また、ローテーションなどが容易に行えるようにす
ることもできます。

−x log_verbosity=4

用法: 基本

適用可能な手順: catalog、inventory、analyze、report、download depot

ログファイルに記録するメッセージについてその詳細レベルを指定します (-x verbosity も参照し
てください)。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを記録します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを記録します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを記録します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを記録します (情報メッセージの前には、

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを記録します。これがデフォルトです。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを記録します。

−x preview=false

用法: 基本

適用可能な手順: download、depot

swa step をプレビューモードで実行するかどうかを指定します。このオプションの値が false に
なっていると、プレビューモードで実行しません。このオプションの値が true になっていると、こ
のコマンドをプレビューモードで実行します (つまり、分析フェーズを実行するだけで終了し、その変
更内容をディスクに書き込みません)。このオプションの値として true を設定した場合の効果は、コ
マンド行で −p を指定した場合と同じです。
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−x proxy=

用法: 基本

適用可能な手順: catalog、download

該当するプロトコルを使ってコンテンツにアクセスする際のプロキシホストとポート、および、HTTP

の基本認証で使うユーザー名とパスワードです (あとの２つはオプション)。デフォルトのプロキシ情
報は設定されていません。

このオプションは次の形式で指定します。

service://[user:password@]proxy-server:port

例: proxy=http://web-proxy.mycompany.com:8088

プロキシサーバーに対する認証証明書としてユーザー名とパスワードを指定すると、その認証方法と
して HTTP の基本認証が使われます。これは、クリアテキストを使ったプロトコルです (つまり、
ネットワークを使っている他者に、そのパスワードがそのまま見えてしまうということです)。また、
コマンド行で指定した証明書も、他のローカルユーザーに見えてしまいます。さらには、拡張オプ
ションファイルに格納されている証明書にアクセスできるかどうかが、そのパーミッションで決まっ
てしまいます。プロキシサーバーでこれとは違うタイプの認証が必要な場合は、−x download_cmd

オプションを参照してください。このオプションが、他のプロキシ設定のデフォルトとして使われま
す。

カタログのダウンロードには HTTPS プロトコルが、また、CRL のダウンロードには HTTP プロト
コルが、そしてパッチのダウンロードには FTP プロトコルがそれぞれ使われます。proxy= オプ
ションで、３つのプロキシすべてのデフォルトが決まります。詳細は、https_proxy オプション、
http_proxy オプション、および ftp_proxy オプションを参照してください。

−x report_when_no_issues=true

用法: 中程度

適用可能な手順: report

問題やアクションがない場合にそのレポートを標準出力に出力するかどうかを指定します。このオプ
ションは、たとえば cron ジョブを使って問題が見つかったときにだけ電子メールを送信したいという
場合に便利です。

true 標準出力に必ずそのレポートを出力します。

false 問題やアクションがある場合にだけ、標準出力レポートにそのレポートを出力します。

ヒント: エラーステータスをチェックしたい場合は、コマンドの終了コードを調べて、その詳細をログ
ファイルで確認します。
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−x ssh_options=

用法: 中程度

適用可能な手順: inventory

ssh に渡すオプションを指定します。渡すオプションが複数個ある場合は、それらをスペースで区切っ
たリストにして指定します。たとえば、cronjob で SWA を使っている場合に障害が見つかっても、パ
スワードを要求しないですぐに戻るようにしたいことがあります。そのような場合は、’-o Batch-

Mode=yes’ と指定します。

その他のオプションは ssh_config(5) を参照してください。

-x stdout_report_type=action

用法: 基本

適用可能な手順: report

標準出力に表示するレポートの種類を指定します。このオプションは、表示する出力の種類を指定し
たい場合に便利です。指定できる値は以下のとおりです。

action 推奨されるアクションの要約

issue 検出された問題の要約

detail 問題と推奨されるアクションおよびその根拠

html HTML 形式の総合的なレポート

none 標準出力にレポートを表示しない

-x swcache=/var/opt/swa/cache

用法: 基本

適用可能な手順: download、depot

SWA がダウンロードしたパッチをデポへ追加する前にそのパッチを格納しておくディレクトリです。
デフォルトのディレクトリは root しか書き込めません。そのため、root 以外のユーザーがソフトウェ
アをダウンロードできるようにする場合は、このディレクトリを変更する必要があります。デフォル
トディレクトリのパーミッションレベルを下げることはお勧めできません。

−x user_dir=˜/.swa

用法: 基本

適用可能な手順: catalog、inventory、analyze、report、download、depot

SWA がカタログファイル、インベントリファイル、分析ファイル、無視ファイル、およびレポート
ファイルを格納しておくディレクトリです。デフォルトのディレクトリは、ユーザーのホームディレ
クトリにあるサブディレクトリ (.swa) です。このディレクトリを変えて (たとえば日付ごとに専用の
ディレクトリにして) そこに前回の中間的な生成物をアーカイブしたり、ホスト以外の場所にバック
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アップを作成したりするようにすることもできます。また、他のオプションの中には、デフォルトで
このディレクトリを起点とした相対ディレクトリを対象にしているものもあります。そのため、この
オプションを変更すれば、それらに共通した起点ディレクトリを変えることになるので、それらの場
所をまとめて変えることができます。

−x verbosity=3

用法: 基本

適用可能な手順: catalog、inventory、analyze、report、download、depot

標準エラーを表示する際の詳細レベルを指定します。指定できる値は次のとおりです。

0 ERROR メッセージと開始/終了時の BANNER メッセージだけを表示します。

1 上記に加えて、WARNING メッセージを表示します。

2 上記に加えて、NO TE メッセージを表示します。

3 上記に加えて、INFO メッセージを表示します (情報メッセージの前には、これがデフォルトで
す。

4 上記に加えて、詳細な INFO メッセージを表示します。

5 上記に加えて、非常に詳細な INFO メッセージを表示します。

注記: −v オプションを指定すると、詳細レベルが１だけ上がり (たとえば３から４に)、−q オプ
ションを指定すると、１だけ下がります。−v オプションと −q オプションは、複数回指定できま
す。

多言語化対応
環境変数

カタログ、証明書失効リスト、およびソフトウェアを取得する方法は、環境変数を使って構成することで、他
のアプリケーション (security_patch_check を含む) との互換性を高めることができます。そうした環境
変数には、ftp_proxy、http_proxy、および https_proxy があります。

これらの環境変数は、同じ名前の対応する拡張オプションと同じ効果があります。各オプションの使い方と意
味、そしてそれらのオプションを複数の場所で指定したときの動作については、「拡張オプション」の項を参
照してください。

拡張オプション proxy は環境変数として指定することができませんが、どのプロトコルでも同じプロキシ
サーバーを使う場合に便利な方法です。

また、ローカルな操作では、環境変数 TMPDIR も考慮されます (ただし、設定されている場合だけ)。この環
境変数の値を設定しておかないと、デフォルトの /var/opt/swa/tmp が使われます。このディレクトリは
非特権ユーザーの書き込み操作が許可されていないので、書き込み操作に一時ディレクトリが必要な root 以外
のユーザーは TMPDIR を設定する必要があります。このディレクトリを使う操作の例としては、パッチファ
イルに対する unshar の実行があります。パッチが TMPDIR を考慮しない古いスタイルのパッチであると、
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SWA は、そのパッチをアンパックする前に、TMPDIR を考慮するように shar ファイルを書き換えます。

戻り値
swa step は以下の値を返します。

0 成功。
1 エラー。
2 警告。

例
swa step の使い方の情報を表示する。

swa step -?

使い方と swa step の拡張オプションをすべて表示する。

swa step -x -?

ファイル ./myconfig の中に指定されているオプションを使って swa step を実行する。

swa step -X ./myconfig

24 時間前から新しいインベントリが作成されていないものと仮定して、ローカルシステムのインベントリを作
成する。

swa step inventory

１時間前から新しいインベントリが作成されていないものと仮定して、認証機能のないネットワークプロトコ
ル swlist を使ってリモートシステムのインベントリを作成する。

swa step inventory -s remotesystem -xinventory_max_age=1

既知の HP ソフトウェアと問題を載せたカタログを取得するために、デフォルトのプロトコル (HTTPS) を
使って、作成から 24 時間以上経った古いカタログだけをダウンロードし、デフォルトの場所にキャッシュす
る。

swa step catalog

認証機能がないクリアテキストの FTP プロトコルを使って、寿命とは関係なく、カタログを取得する。ま
た、そのカタログのローカルコピーをキャッシュする場所を指定する。

swa step catalog -x catalog_max_age=0 ¥

−x catalog_source=ftp://ftp.itrc.hp.com/export/patches/swa_catalog.xml.gz ¥

−x catalog=˜/mycatalog.xml

アナライザ QPK、SEC、および PCW を使って、ローカルシステムを分析する。その際、デフォルトの場所
にキャッシュしておいた以前のインベントリとカタログを使う。

swa step analyze
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デフォルトの場所にキャッシュしておいた以前のインベントリとカタログを使って、リモートシステムにセ
キュリティ上の問題がないかどうかを分析する。

swa step analyze -a SEC -s remotesys

指定した場所にあるカタログファイルと分析ファイルを使って、ローカルシステムにセキュリティ上の問題が
ないかどうかを分析する。

swa step analyze -a SEC -x catalog=˜/mycatalog ¥

−x analysis_file=˜/myanalysis.xml

デフォルトの場所にある以前の分析ファイルに基づいてデフォルトの「アクション」レポートを作成し、標準
出力に出力する。

swa step report

場所を指定してそこに HTML 形式の「問題」レポートを作成するとともに、標準出力にそのレポートを出力
する。

swa step report -r issue -x html_report=˜/myreport.html

問題が見つかった場合にだけ「詳細」レポートを作成して標準出力に出力する。また、その際に、標準エラー
に出力するメッセージ (進捗状況) の詳細レベルを最も低いレベルに抑える。

swa step report -r detail -x report_when_no_issues=false ¥

−x verbosity=0

「アクション」レポートを作成して、標準出力に出力する。その際、標準エラーに出力するメッセージ (進捗
状況) の詳細レベルを最も低いレベルに抑えて、詳細レベルのもっと高い進捗メッセージをログファイルに書
き込む。

swa step report -x verbosity=0 -x log_verbosity=5

以前の分析で推奨されているソフトウェアをダウンロードする。また、その際にデフォルトの場所を使う。

swa step download

プレビューモードで、ダウンロードを実行する。

swa step download -p

swcache とターゲットデポのどちらにも存在しないソフトウェアだけをダウンロードする。

swa step download -t /target/depot -x allow_existing_depot=true

分析ファイルの場所を指定してその分析ファイルの中に指定されているソフトウェアをダウンロードし、その
結果を、指定した場所にある swcache に格納する。

swa step download -x analysis_file=˜/myanalysis.xml ¥

−x swcache=/my/cache
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以前の分析に従ってダウンロードしておいた推奨ソフトウェアがあれば、それらのソフトウェアを使って新し
いデポを作成する。その際、デフォルトの場所を使う。

swa step depot -t /target/depot

指定した場所の swcache に以前ダウンロードしたソフトウェアがあれば、それらのソフトウェアを、指定した
場所にある既存のデポに追加する。

swa step depot -t /target/depot -x allow_existing_depot=true ¥

−x swcache=/my/cache

プレビューモードで、既存のデポに追加されるソフトウェアを表示する。

swa step depot -p -t /target/depot -x allow_existing_depot=true

著者
swa は HP で開発されました。

ファイル
/etc/opt/swa/swa.conf Software Assistant に適用するシステムレベルの構成ファイル。

/etc/opt/swa/swa.conf.template -x オプションの説明が個別に記載されているテンプレートファ
イル。

$HOME/.swa.conf Software Assistant に適用するユーザーごとの構成ファイル。

/var/opt/swa/swa.log root ユーザーのデフォルトログファイル。デフォルトログに対し
て書き込みパーミッションが与えられていないユーザーの
swa.log ファイルは、拡張オプション user_dir で指定した
ディレクトリの下に作成されます。

download.contents 当社からダウンロードされて swcache ディレクトリ (拡張オプ
ションswcacheで指定) に格納されているすべてのファイルを一
覧にしたファイル。

readBeforeInstall.txt 特別なインストール手順と、デポにあるパッチのその他の依存関
係の一覧。ターゲットデポのルートディレクトリにあります。

ignore 無視する問題 (解決されている問題や該当しない問題など) の ID

を一覧にして格納しておくファイル。コメントと正規表現がサ
ポートされています。regexp(5) を参照してください。

参照
security_patch_check(1M), swa(1M), swa-clean(1M), swa-get(1M), swa-report(1M)

『HP-UX Software Assistant System Administration Guide』

『HP-UX Software Assistant Release Notes』 (http://docs.hp.com)
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名称
swacl − ソフトウェア製品を保護するアクセス制御リスト (ACL) の表示または変更

構文
swacl -l level [-D acl_entry | -F acl_file | -M acl_entry ] [-f software_file ] [-t target_file ]

[-x option=value ] [-X option_file ] [software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述のリモート操作の
項を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swacl コマンドは、アクセス制御リスト (ACL) を表示または変更します。このコマンドが操作対象とするの
は次のような ACL です。

• 指定された target_selections (ホスト、ソフトウェアデポまたはルートファイルシステム) を保護す
る ACL

• 指定された各 target_selections (ソフトウェアデポのみ) 上の指定された software_selections を保
護する ACL

ルートファイルシステム、ソフトウェアデポ、およびソフトウェアデポ内の製品は、すべて ACL によって保
護されます。SD コマンドは、これらのオブジェクトの ACL が特定の操作を許可しているかどうかに基づい
て、その操作を許可または拒否します。swacl コマンドはこれらの ACL を表示、編集、および管理するため
に使用されます。ACL は必ず存在しなければならず、またユーザーは適切なパーミッションが (その ACL 自
体によって) 与えられている場合に限って ACL を変更できます。

ACL では、標準のファイルパーミッションよりも細かくユーザーを選別することが可能になっています。
ACL では、オブジェクトの所有者 (すなわち、オブジェクトを作成したユーザー) またはローカルスーパー
ユーザーが、特定の読み取り、書き込み、または変更のパーミッションを、特定のユーザー、グループ、また
はそれらの組み合わせのリストに対して定義することができます。

ACL で使用できる一部の操作は、ローカルスーパーユーザーとして実行されます。ファイルがロードされ、ス
クリプトがスーパーユーザーとして実行されるため、ユーザーにルートファイルシステムへの書き込みパー
ミッションを与えたり、ユーザーにホスト上でのパーミッションを追加すると、結果としてそのユーザーに
スーパーユーザー特権を与えることになります。

保護されるオブジェクト
ACL によって保護されるオブジェクトは次のとおりです。

• SD によって管理されているソフトウェアが置かれている各ホストシステム
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• ホスト上の各ルートファイルシステム (代替ルートを含む)

• ホスト上の各ソフトウェアデポ

• デポ内に含まれる各ソフトウェア製品

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからの
ルートアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行しま
す。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、ま
たは累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。

• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場
合は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてくださ
い。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意
しています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを
使用可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください。

注記: swacl(1M) コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステ
ムからルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

オプション
-D、-F または -M オプションのどれも指定されていない場合、swacl は指定された ACL を標準出力にプ
リントします。

swacl コマンドは以下のオプションをサポートします。

-D acl_entry 指定されたオブジェクトに対応する ACL から既存エントリーを削除します。このオ
プションでは、ACL エントリーのパーミッションフィールドは必要ありません。複
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数の -D オプションを指定することができます。詳細については、「ACL エント
リー」の項を参照してください。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-F acl_file acl_file に含まれている ACL をオブジェクトに割り当てます。既存のすべてエント
リーが削除され、ファイル内のエントリーで置き換えられます。置き換えられるのは
ACL エントリーだけです。ACL リストのコメント部分 (接頭辞 # で始まる行) に記
述されている情報はこのオプションで変更されません。通常、acl_file は swacl の
リスト操作からの出力を編集した内容のファイルです。

置き換え用の ACL に構文エラーがなく、しかもユーザーがその ACL に対して con-

trol パーミッションを持っていれば (またはローカルスーパーユーザーであれば)、
置き換えは正常に実行されます。

-l level どのレベルの SD ACL を表示/変更するかを定義します。

保護できるデポ、ホスト、ルート、および製品オブジェクトのサポートされている
level は次のとおりです。

depot target_selections で指定されたソフトウェアデポを保護する ACL を表
示/変更します。

host target_selections で指定されたホストシステムを保護する ACL を表示/

変更します。

root target_selections で指定されたルートファイルシステムを保護する ACL

を表示/変更します。

product software_selection で指定されたソフトウェア製品を保護する ACL を表
示/変更します。これはデポ内の製品にのみ適用され、ルート内のインス
トール済み製品には適用されません。

サポートされているテンプレートの levels は、次のとおりです。

global_soc_template

target_selections で指定されたホストに追加される将来のソフトウェアデポ
またはルートファイルシステムの ACL を初期化するときに使用されるテンプ
レート ACL を表示/変更します。また、swacl では、新しい ACL の作成時
に利用できるテンプレートを作成できます。

global_product_template

target_selections で指定されたホストに追加される将来のソフトウェアデポ
の product_template ACL を初期化するときに使用されるテンプレート
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ACL を表示/変更します。

product_template

target_selections で指定されたソフトウェアデポに追加される将来の製品の
ACL を初期化するときに使用されるテンプレート ACL を表示/変更します。

-M acl_entry 新しい ACLエントリーを追加するか、または既存のエントリーのパーミッションを
変更します。複数の -M オプションを指定できます。詳細は、「ACL エントリー」
の導入部を参照してください。

-t target_file target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだ
けでなく)、target_file から (も) 読み取ります。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。-x オプション
は、複数指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

swacl の起動には、-D、-F または -M のいずれか１つのオプションのみ指定可能です。

オペランド
多くの SD コマンドは２種類のオペランド、software selections と target selections をサポート
します。 software selections の後ろに target selections を指定します。オペランドは "at" (@) 文
字で区切ります。この構文は、コマンドが「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意
味します。

ソフトウェアセレクション
swacl コマンドでは、各 software_selection の指定に次の構文を使用します。

product[,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

• ¥* というソフトウェア指定を -l product と一緒に使用すると、デポ内のすべての製品が選択さ
れます。

version 項目は通常、次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category]

• 構成要素の <op> (関係演算子) の形式は次のとおりです。
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=、==、>=、<=、<、> または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 以上のすべてのリビジョンを選択します。システムは、
ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜します。これらの演算子では、シェルのパ
ターンは使用できません。

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?、!

たとえば、r=1[01].* という表現では、バーション 10 またはバージョン 11 のすべてのリビ
ジョンが返されます。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。

• ソフトウェア仕様の完全形には、バージョン項目 r=、a= および v= が含まれます。これらの項
目は、空の可能性があります。

• ソフトウェアセレクションには、空白文字やタブ文字を含めることはできません。

• ソフトウェアの instance_id は、バージョン項目の位置に指定できます。形式は次のとおりで
す。

[instance_id]

エクスポートされたカタログの指定では、instance_id は、同じタグをもつ製品やバンドルの
バージョンを区別するための整数です。

ターゲットセレクション
SD コマンドは、各 target_selection について、次の構文をサポートします。

[host][:][/directory]

ホストとディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。
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[command_name.]option=value

接頭辞 command_name は省略可能で、SD のコマンドを表します。接頭辞を指定すると、デフォルト値の変
更がそのコマンドに限定されます。接頭辞を指定しないと、変更はすべてのコマンドに適用されます。

コマンド行で -x または -X オプションを指定することで、デフォルト値を無効にすることもできます。

command -x option=value

command -X option_file

以下に、swacl コマンドがサポートしているキーワードを示します。デフォルト値が存在する場合は = の後
に示しています。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対 パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

ターゲットデポのデフォルト位置を定義します。
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installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス
を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー
ル場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を
参照してください)。

level= 表示 /変更する SD ACL のレベルを定義します。サポートされているレベルは、host、
depot、 root、 product、 product_template、 global_soc_template または
global_product_template です。

詳細は、上記の -l オプションの説明を参照してください。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンがリスンし、他のコマンドがデーモンに接続するために使用するプロトコルシー
ケンスとエンドポイントを定義します。１つのプロトコルシーケンスで接続に失敗する
と、次のプロトコルシーケンスで接続を試みます。SD はほとんどのプラットフォームで
tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコル
シーケンスをサポートします。

rpc_timeout=5

通信タイムアウトの相対長。これは0～9の範囲の値で、DCE RPCによって解釈されま
す。この値が大きいほど時間が長くなります。ネットワークが低速だったり混雑している
場合に大きな値を指定する必要があります。この値を小さくすれば、接続対象のホストが
立ち上がっていなかったり、そこで swagentd が動作していなかった場合の認識がすばや
く行われるようになります。各値は上の値の約２倍の長さとなります。ncadg_ip_udp プ
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ロトコルシーケンスでは、5 を指定すると期間は約 30 秒になります。ncacn_ip_tcp プ
ロトコルシーケンスを使用している場合、このオプションを指定してもあまり改善されま
せん。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

select_local=true

target_selections の指定がない場合に、ローカルホストのデフォルトの target_direc-

tory をコマンドの target_selection として選択します。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありま
せん。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、空白で区切って指定しなければな
りません。

targets=

デフォルトの target_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありませ
ん (上記の select_local を参照)。複数のターゲットセレクションがある場合は、空白
で区切って指定しなければなりません。
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verbose=1

出力 (stdout) の詳細度を制御します。次の値を指定します。
0 stdout への出力を抑制します。 (エラーと警告は常に stderr に書き込まれます。)

1 stdout に冗長なメッセージが出力されます。

環境変数
SD プログラムは外部環境変数 (制御スクリプトで使用するために設定された環境変数) の影響を受けます。ま
た、コマンドの動作に影響する他の環境変数を使用します。

swacl コマンドに影響する外部環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細は、man 5

lang と入力して lang(5) マンページを参照してください。

注: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ン ト お よ び デー モ ン ロ グ メッ セー ジ を 日 本 語 で 表 示 す る に は、
/etc/rc.config.d/LANGを LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設
定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

操作
ACL エントリー

ACL 内のエントリーの形式は次のとおりです。

entry_type[:key]:permissions

例: user:steve@newdist:crwit

１つの ACL に複数のエントリーを含めることができます。詳細については、以下のエントリータイプおよび
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パーミッションの項を参照してください。

エントリータイプ
以下の entry_type がサポートされています。

any_other より限定的なエントリーに一致しないその他のユーザーおよびホストすべてに対する
許可 (例: any_other:-r--t)

group 名前付きグループに対する許可。このタイプのエントリーは、グループを指定する
キーを含まなければなりません。フォーマットは、group:group_name:permis-

sions または group:group_name@hostname:permissions (例: group:adm:crwit)

です。

host 指定されたホストシステムからの SD エージェントに対する許可。SD エージェント
は、製品をコピーまたはインストールするために、 host、 other または
any_other エントリータイプを通したプロダクトレベル読み取りアクセスを必要と
します。このタイプの ACL エントリーには、すべてのシステムを表すために、シス
テムのホスト名または番号 (インターネットのドット表記)、またはアスタリスク文字

(*) を 含 む キー が 含 ま れ て い な け れ ば な り ま せ ん ( 例 :

host:newdist@fc.hp.com:-r--t)。

object_owner

オブジェクトの所有者のパーミッションです。所有者の名前はコメントヘッダーにリ
ストされます (例: object_owner:crwit)。

object_group

オブジェクトのグループのメンバーのパーミッションです。グループの名前はコメン
トヘッダーにリストされます (例: object_group:crwit)。

other より限定的なエントリータイプで名前の付けられないユーザーに対する許可。other

に対して次のフォーマットが可能です。 other:permissions ローカルホスト上の
ユーザーに対する許可 ( このようなエントリーは１つのみ許される ) または
other:@hostname:permissions リモートホスト上のユーザーに対する許可 (このよ
う な エ ン ト リー は リ モー ト ホ ス ト に つ き １ つ の み 許 さ れ る ) ( 例 :

other:@newdist:-r--t)

user 指定されたユーザーのパーミッションです。このタイプの ACLエントリーには、そ
のユーザーを表すキーが含まれていなければなりません。user のフォーマットは、
user:user_name:permissions または user:user_name@hostname:permissions の
どちらかです (例: user:rml:crwit)。

パーミッション
パーミッションは、以下に示すような１文字の省略記法で表現されます。一部のパーミッションは、適用対象
となるオブジェクトタイプが限られている場合や、オブジェクトのタイプによって意味が異なる場合がありま
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す (下記を参照)。指定できるパーミッションは次のとおりです。

r ead オブジェクトを読み取るパーミッションを与えます。host、depot、または root の
各オブジェクトに対して、読み取りパーミッションは swlist 操作を許可します。デポ
内のプロダクトに対して、読み取りパーミッションは、swinstall または swcopy に
よるプロダクトファイルのインストールまたはコピーを許可します。

w rite オブジェクト自体を変更するパーミッションを与えます。

• root オブジェクト (たとえば、インストール済みのルートファイルシステム) に対
する書き込みパーミッションを与えると、その中にインストールされている (含まれ
ている) 製品を変更するパーミッションも与えられます。

• depot オブジェクトに対する書き込みパーミッションを与えても、その中に含まれ
る製品を変更するパーミッションは与えられません。デポ内のプロダクトを変更する
には、プロダクトに対する書き込みアクセスが必要です。

• host オブジェクト (コンテナー) に対する書き込みパーミッションを与えると、デ
ポを登録解除するパーミッションが与えられます。しかし、その中に含まれるデポま
たはルートを変更するパーミッションは与えられません。

i nsert host オブジェクトについてこのパーミッションを与えると、新しいソフトウェアデポ
またはルートファイルシステムオブジェクトを作成 (挿入) するパーミッションと、ルー
トとデポを登録するパーミッションが与えられます。depot オブジェクトについては、
新しいプロダクトオブジェクトを depot に作成 (挿入) するパーミッションが与えられ
ます。

c ontrol swacl を使用して ACL を変更するパーミッションが与えられます。

t est アクセスチェックを実行するパーミッションと ACL をリストするパーミッションが与え
られます。

a ll 上記のパーミッションをすべて与えるワイルドカードです。これは swacl によって展
開されて crwit になります。

リスト操作の出力フォーマット
リスト操作の出力フォーマットは次のとおりです。

# swacl Object_type Access Control List

#

# For depot|host:[host]:[/directory]

#

# Date: date_stamp

#

# Object Ownership: User= user_name

# Group= group_name
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# Realm= host_name

#

# default_realm = host_name

entry_type:[key:] permissions

entry_type:[key:] permissions

entry_type:[key:] permissions

この出力をファイルに保存し、それを変更したあとで swacl 変更操作に対する入力として使用することがで
きます (上記の -F オプションを参照)。

オブジェクトの所有権
すべての SD オブジェクトには、必ず所有者が関連づけられています。これは、ユーザー名、グループ、およ
びホスト名によって定義されます。所有者とは、オブジェクトを作成したユーザーのことです。swacl を使
用して ACL を表示すると、所有者がコメントとしてヘッダーにプリントされます。

デフォルト領域
ACL は、オブジェクトのデフォルト 領域を定義します。現在のところ、領域はオブジェクトが存在するホス
トシステムの名前として定義されています。swacl を使用して ACL を表示すると、デフォルト領域がコメン
トとしてヘッダーにプリントされます。

キー
キーに式 (パターン) を使用することはできません。

キーの指定は user、group、および host エントリータイプで必須です。other エントリータイプでは
キーはオプションで、そのエントリーが適用されるホスト名を指定します。キーなしで指定できる other タ
イプエントリーは１つだけです。このエントリーはその ACL のデフォルト領域 (ホスト) のユーザーに適用さ
れます。

キーのホスト名は、swacl がローカルのルックアップ機構 (DNS、NIS、または /etc/hosts) を使ってアドレ
スを解決できない場合に、インターネットアドレス形式 (ドット表記) でリストされます。ACL エントリーの
中のホスト名は、-D オプションおよび -M オプションを使用している場合は解決できなければなりません。
-F オプションで指定されたファイルには、解決できないホスト名が含まれていてもかまいません。

戻り値
swacl コマンドは次の値を戻します。

0 software_selections および target_selections の表示または変更が正常に実行されました。
1 表示/変更の操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 表示/変更の操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swacl コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、およびデーモンのログファイルに書き込みを行
います。
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標準出力
swacl コマンドは、ユーザーから ACL のリスト表示を要求されると、標準出力に ACL 情報をプリントしま
す。

標準エラー
swacl コマンドは、すべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。ユー
ザーがオブジェクトに対するアクセスパーミッションをまったく持っていない場合は、software_selections が
存在しないという通知も出力されます。

ロギング
swacl コマンドは要約イベントをログに記録しません。このコマンドは、変更された各 ACL に関するイベン
トを各 target_selection に対応する swagentd ログファイルに記録します。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
デポ /var/spool/swtest の中の C および OPENVIEW 製品の ACL をリストします。

swacl -l product C OPENVIEW @ /var/spool/swtest

これにより、次のサンプル ACL のような形式で ACL が標準出力にリストされます。

#

# swacl Product Access Control Lists

#

# For depot: newdist:/var/spool/swtest

#

# Date: Wed May 26 11:14:31 2000

#

#

# For product: OPENVIEW,r=3.2

#

#

# Object Ownership: User= robason

# Group= swadm

# Realm= newdist.fc.hp.com

#

# default_realm=newdist.fc.hp.com

object_owner:crwit

group:swadm:crwit
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any_other:-r--t

#

# For product: C,r=9.4

#

#

# Object Ownership: User= robason

# Group= swadm

# Realm= newdist.fc.hp.com

#

# default_realm=newdist.fc.hp.com

object_owner:crwit

user:rob@lehi.fc.hp.com:-r--t

user:barb:-r--t

user:ramon:-r--t

group:swadm:crwit

other:-r--t

host:lehi.fc.hp.com:-r--t

ホスト newdist 上のプロダクトテンプレート ACL をリストします。

swacl -l global_product_template @ newdist

ローカルシステム上のホスト ACL をリストします。

swacl -l host

デフォルトデポ /var/spool/sw を保護する ACL を読み取って、編集し、それから置き換えます。

swacl -l depot > new_acl_file

vi new_acl_file

swacl -l depot -F new_acl_file

ローカルシステム上でユーザー allen がすべての新規デポと新規ルートを作成、登録、管理できるようにし
ます。

swacl -l host -M user:allen:a

swacl -l global_soc_template -M user:allen:a

swacl -l global_product_template -M user:allen:a

ユーザー allen が既存の my_depot を完全に管理できるようにします。

swacl -l depot -M user:allen:a @ /my_depot

swacl -l product_template -M user:allen:a @ /my_depot

swacl -l product -M user:allen:a ¥* @ /my_depot

デポへの一般アクセスを拒否します。
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swacl -l depot -M any_other:- @ /restricted_depot

swacl -l product -M any_other:- ¥* @ /restricted_depot

swacl -l product_template -M any_other:- @ /restricted_depot

ホスト gemini 上のユーザー allen に restricted_depot と、それに現在含まれているすべてのプロダ
クトに対してアクセスを許可します。

swacl -l depot -M host:*:rt @ /restricted_depot

swacl -l depot -M user:allen@gemini:rt @ /restricted_depot

swacl -l product -M user:allen@gemini:rt ¥* @ /restricted_depot

ホスト gemini 上のユーザー allen に対して以前に与えられた、lehi 上のデフォルトデポ内の WDB プロ
ダクトにアクセスするための ACL パーミッションを取り消します。

swacl -l product -D user:allen@gemini WDB @ lehi

ローカルシステム上のデフォルトデポへのアクセスをホスト numenal から拒否します。

swacl -l depot -M host:numenal:-

明示的な ACL エントリーを持たないすべてのユーザーに対して、ホスト lehi 上のデフォルトデポ内のプロ
ダクト OPENVIEW に対するアクセスを拒否します。

swacl -l product -M any_other:t OPENVIEW @ lehi

ホスト newdist 上のユーザー george がホスト lehi 上のデフォルトデポ内にある OPENVIEW プロダク
トにアクセスできるようにするには、newdist に対して george 用のユーザー ACL とホスト ACL の両方
を指定する必要があります。

swacl -l product -M user:george@newdist:rt OPENVIEW @ lehi

swacl -l product -M host:newdist:rt OPENVIEW @ lehi

ホスト lehi 上のデフォルトデポにある OPENVIEW プロダクトへのアクセスが許可されているホスト gem-

ini 上のユーザー allen に対して、ユーザー ACL を取り消します。

swacl -l product -D user:allen@gemini OPENVIEW @ lehi

ホスト numenal 上のユーザーによってホスト lehi 上のデフォルトデポにある OPENVIEW プロダクトに対
して以前に発行されたアクセス権を取り消します。

swacl -l product -D host:numenal OPENVIEW @ lehi

ホスト newdist 上のデポ /var/spool/sw へのすべてのアクセス権限をユーザー steve および george

から剥奪します。

swacl -l depot -M user:steve:- -M user:george:- ¥

@ newdist:/var/spool/sw

ローカルユーザー rick エントリーを、デフォルトローカルデポ内のすべての製品 (プロダクト) から削除し
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ます。

swacl -l product -D user:rick ¥*

警告
• システムをアクセス不能にする方法で ACL を編集することができます。ACL 上のすべての control

パーミッションを削除しないでください。 (ただし、ローカルスーパーユーザーは、パーミッションに関係
なく、いつでも SD ACL を編集することができます。)

• ACL は、ローカル スーパーユーザーパーミッションと同等の権限を与えることができます。SD は、スー
パーユーザーとしてファイルとスクリプトをロードし、実行します。したがって、SD ACL がルートファ
イルシステムでの書き込みパーミッションをユーザーに与えたり、ホスト上でパーミッションを挿入した場
合には、そのユーザーにスーパーユーザーと同じ特権が与えられます。

• swacl は、汎用 ACL エディターではありません。これは、SD オブジェクトを保護する ACL で動作する
ものにすぎません。

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプション (およびそのデフォルト値) のマスターリストが入っています。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。この
ディレクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるアクティブなシステム全体のデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品のカタ
ログ (一覧) です。

/var/adm/sw/security/

システム自体の ACL、テンプレート ACL、およびリモート要求の認証のために使われるシークレッ
トファイルが入っているディレクトリです。

/var/spool/sw/

ソースおよびターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swacl は HP で開発されました。
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参照
install-sd(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M), swjob(1M),

swlist(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swagentd, swagent − swagent を呼び出すデーモン。ローカルまたはリモート SD ソフトウェア管理タスクを
提供

構文
swagent − swagentd から起動される

swagentd [-k] [-n] [-r] [-x option=value ] [-X option_file ]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操作」の項
を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照してくださ
い。

説明
UNIX ターゲットおよびソースシステムの役割は、デーモンとエージェントという２つのプロセスを必要とし
ます。ほとんどの場合、これらの２つのプロセスの区別はユーザーからは認識できず、単一のプロセスとして
考えることができます。

各 SD コマンドは、デーモンおよびエージェントと対話することによって、要求されたタスクを実行します。

UNIX システムをターゲットまたはソースシステムとして使用するには、まず先に swagentd デーモンプロ
セスをスケジューリングしなければなりません。これはシステムの起動スクリプトの中で、または手動で行う
ことができます。swagent エージェントプロセスは swagentd によって実行され、特定のソフトウェア管
理タスクを実行します。swagent エージェントをユーザーが起動することは決してありません。

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからの
ルートアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行しま
す。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、
または累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。
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• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない
場合は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてくだ
さい。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意
しています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを
使用可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください。

注記: swacl コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステムか
らルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

停止と起動
システム管理者が /etc/rc.config.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 0 に設定
し、次のコマンドを実行すると、swagentd デーモンが停止します。

/usr/sbin/swagentd -k

システムの管理者が /etc/rc.config.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定
し、次のコマンドを実行すると、swagentd デーモンが起動します。

/usr/sbin/swagentd -r

オプション
swagentd コマンドは、その動作を制御する以下のオプションをサポートします。 (これらのコマンドは、コ
マンド行から起動できない swagent には適用されません。)

-k これは kill オプションです。このオプションは現在動作しているデーモンを停止させ
ます。デーモンを停止させても管理タスク (ソフトウェアのインストールや除去など)

を実行しているエージェントプロセスは停止しません。しかし、このホストに対する
それ以降の管理要求は拒否されます。このオプションは、動作中のデーモンに
SIGTERM を送信することと等価です。

-n これは no fork オプションです。このオプションはデーモンを同期プロセスとして実
行させます (デフォルトでは、デーモンを fork して非同期で実行させます)。このオ
プションの目的は、プロセスをスケジューリングする他のユーティリティ (たとえ
ば、init) からデーモンを実行することです。

-r これは restart オプションです。このオプションは、動作中のデーモンを停止させ、
新しいデーモンを再開します。swagentd デーモンはオプションを起動時のみに処
理するため、デーモンオプションを変更したあとでこのデーモンを再起動する必要が
あります。そうしないと、変更されたオプションが有効になりません。
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-x option=value

option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプションで指定され
た option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプション以外にも、/var/adm/sw/defaults ファイル内にあるシステム全体のデフォルト値を編集
して、SD の動作と方針オプションを変更することができます。 ($HOME/.swdefaults に保存されている
ユーザー固有のデフォルト値はエージェントまたはデーモンには適用されません。)

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

接頭辞 command_name は省略可能で、SD のコマンドを表します。接頭辞を使用すると、そのコマンドに対
する値の変更が制限されます。接頭辞をオフのままにしておくと、オプションを使用するすべてのコマンドに
変更が適用されます。

また、-x オプションまたは -X オプションを使用して、コマンド行から swagentd デフォルト値を上書き
することができます。

command -x option=value

command -X option_file

注意: エージェントのデフォルト値を変更する唯一の方法は、システム全体のデフォルトファイルを変更する
ことです。コマンド行からエージェントのデフォルトを変更することはできません。

以下に、swagentd がサポートしているキーワードを示します。デフォルト値が存在する場合は = の後に示
しています。

デーモンのオプション
以下のデフォルトはデーモン swagentd だけに適用されます。デーモンのオプションを変更したあとで、こ
れらのオプションに対するデーモンを再起動して、それを有効にする必要があります (上記の -r コマンド行
オプションを参照してください)。

agent=/usr/lbin/swagent

デーモンによって起動されるエージェントプログラムがある場所です。

logfile=/var/adm/sw/swagentd.log

これは、swagentd デーモンのデフォルトのログファイルです。

max_agents=-1

同時に実行できるエージェントの数の上限です。値として -1 を指定すると、無制限になり
ます。
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minimum_job_polling_interval=1

ジョブ待ち行列をスキャンして、スケジュールされたジョブを起動するために、デーモン
を起動する間隔を分単位で定義します。0 に設定すると、スケジュールされたジョブは起
動されません。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンがリスンし、他のコマンドがデーモンに接続するために使用するプロトコルシー
ケンスとエンドポイントを定義します。１つのプロトコルシーケンスで接続に失敗する
と、次のプロトコルシーケンスで接続を試みます。SD はほとんどのプラットフォームで
tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコル
シーケンスをサポートします。

エージェントのオプション
以下のデフォルトはエージェント swagent だけに適用されます。これらのオプションをコマンド行から直接
指定することはできません。エージェントのオプションを設定するには、システム全体のデフォルトファイル
を編集する必要があります。手順については、上記のデフォルトオプションの項を参照してください。

alternate_source=

swinstall または swcopy コントローラが use_alternate_source=true と設定さ
れている場合、ターゲットエージェントはそのエージェント固有の alternate_source

オプションの設定値を調べ、それに基づいてインストールまたはコピーで使用するソース
を決定します。

エージェントの alternate_source の値は host:path という構文を使用して指定し
ます。ホスト部分の指定を省略すると、ローカルホストが使用されます。パス部分の指定
を省略すると、コマンドから送信されたパスが使用されます。alternate_source とし
て設定された値が何もない場合は、エージェントはコントローラが提供したパスをその
エージェントのローカルホストに適用します。

compress_cmd=/usr/contrib/bin/gzip

エージェントが転送前のファイル圧縮のために呼び出すコマンドを定義します。compres-

sion_type として gzip、compress 以外を設定した場合は、このパスを変更する必要
があります。

compression_type=gzip

エージェントが転送中または転送後にファイルを圧縮するとき使用するデフォルトの com-

pression_type を定義します。uncompress_files を false に設定した場合は、圧縮
されたファイルごとに compression_type が記録されるため、後に swinstall の最
中、または uncompress_files が true の swcopy の最中に正しい解凍が行われるよう
になります。指定の compression_type でファイルが生成されるような com-

press_cmd を指定する必要があります。 uncompress_cmd は指定の compres-

sion_type のファイルを処理できるものでなければなりません。ただし、フォーマット
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が gzip の場合を除きます。この場合は、内蔵の解凍プログラム (funzip) によって解凍
が行われます。サポートされている圧縮タイプは compress と gzip だけです。

config_cleanup_cmd=/usr/lbin/sw/config_clean

エージェントがリリース固有のクリーンアップステップを実行するために呼び出すスクリ
プトを定義します。

注記 : HP-UX 11i v3 以降のリリースでは移行リンクが存在しないため、実行する構成ク
リーンアップ手順が存在せず、config_cleanup_cmd が実行されることはありません。

install_cleanup_cmd=/usr/lbin/sw/install_clean

エージェントが最後のpostinstall スクリプトの実行直後にリリース固有のインストールク
リーンアップステップを実行するために呼び出すスクリプトを定義します。OS のアップ
デートの場合、このスクリプトでは、少なくとも install_setup スクリプトによって
セーブされたコマンドを取り除く必要があります。このスクリプトはすべてのファイル
セットがインストールされた後で、かつ新しいオペレーティングシステムがリブートされ
る直前に実行されます。

注記 : HP-UX 11i v3 以降のリリースでは移行リンクが存在しないため、実行するインス
トールクリーンアップ手順が存在せず、install_cleanup_cmd が実行されることはあ
りません。

install_setup_cmd=/usr/lbin/sw/install_setup

エージェントがリリース固有のインストール準備を実行するために呼び出すスクリプトを
定義します。OS のアップデートの場合、このスクリプトでは、少なくとも checkinstall、
preinstall、postinstall の各スクリプトのために必要なコマンドをある特定のパスにコピー
し、そこで実際のコマンドがアップデートされる際に、それらがアクセスできるようにす
る必要があります。このスクリプトはカーネルのファイルセットがロードされる前に実行
されます。

注記 : HP-UX 11i v3 以降のリリースでは移行リンクが存在しないため、実行するインス
トールセットアップ手順が存在せず、install_setup_cmd が実行されることはありませ
ん。

kernel_build_cmd=/usr/sbin/mk_kernel

エージェントがカーネルのファイルセットのロード後にカーネルを構築するために呼び出
すスクリプトを定義します。

kernel_path=/stand/vmunix

システムのブート可能カーネルへのパスを定義します。このパスは SW_KERNEL_PATH 環
境変数を介して kernel_build_cmd に引き渡されます。
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mount_cmd=/sbin/mount

エージェントがすべてのファイルシステムをマウントするために呼び出すコマンドを定義
します。

reboot_cmd=/sbin/reboot

エージェントがすべてのファイルセットのロード後、それらのファイルセットの中にリ
ブートを必要とするファイルセットがあった場合にシステムをリブートするために呼び出
すコマンドを定義します。

remove_setup_cmd=/usr/lbin/sw/remove_setup

エージェントがリリース固有の削除準備を実行するために呼び出すスクリプトを定義しま
す。OS のアップデートの場合、このスクリプトはファイルセットの削除時に tlink コマ
ンドを呼び出します。

注記: HP-UX 11i v3 以降のリリースでは移行リンクが存在しないため、実行する削除準備
手順が存在せず、remove_setup_cmd が実行されることはありません。

rpc_binding_info_alt_source=ncadg_ip_udp:[2121]

エージェントが alternate_source オプションで指定された代替ソースデポへの接続を
試みるときに使われるプロトコルシーケンスとエンドポイントを定義します。SD はほとん
ど の プ ラッ ト フォー ム で tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp

(ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコルシーケンスをサポートします。

source_depot_audit=true

ソースおよびターゲットの両方のマシンを SD リビジョン B.11.00 以降に更新する場合に
は、ソースデポマシンのシステム管理者は、このオプションを設定して、どのユーザーが
どのソフトウェアをソースマシン上のデポから引き出すか、およびそのソフトウェアがい
つ引き出されるかを記録することができます。 ( ターゲットマシンから swin-

stall/swcopy を実行しているユーザーはこのオプションを設定できません。このオプ
ションを設定できるのは、ソースデポマシンの管理者だけです。)

swagent.source_depot_audit を true に設定すると、swaudit.log ファイルが
ソースデポ (書き込み可能なディレクトリデポの場合) 上または /var/tmp (tar イメー
ジ、CD-ROM または他の書き込み不能なデポの場合) 内に作成されます。

ユーザーは、swlist の対話型ユーザーインタフェースを実行して (swlist -i -d を使
用)、リモートデポまたはローカルデポに関する監査情報を表示、印刷、または保存するこ
とができます。システム上に該当する SD メッセージカタログファイルがあるかぎり、言
語の選択値に基づいて監査情報を表示することができます。たとえば、ユーザーは
swlist のある実行ではソース監査情報を日本語で表示し、次の実行では同じ情報を英語
で表示することができます。
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system_file_path=/stand/system

カーネルのテンプレートファイルへのパスを定義します。このパスは SW_SYS-

TEM_FILE_PATH 環境変数を介して system_prep_cmd に引き渡されます。

system_prep_cmd=/usr/lbin/sysadm/system_prep

エージェントが呼び出すカーネル構築準備スクリプトを定義します。このスクリプトで
は、必要な準備を行って制御スクリプトが構築対象のカーネルを適切に構成できるように
しなければなりません。このスクリプトはカーネルのファイルセットがロードされた後に
呼び出されます。

uncompress_cmd=

ターゲットエージェントが転送後にファイルを解凍するために呼び出すコマンドを定義し
ます。このコマンドは、メディアに特定の圧縮フォーマットで格納されているファイルを
処理します。ファイルに格納されている compression_type が gzip の場合は、内蔵の解
凍プログラム (funzip) が外部の uncompress_cmd の代わりに用いられます。HP-UX

では、このオプションのデフォルト値は不定です。

セッションファイル
swagentd と swagent では、セッションファイルは使用されません。

環境変数
swagentd および swagent コマンドに影響する環境変数は、次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 sd と入力して lang(5) を参照してください。

注: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ン ト お よ び デー モ ン ロ グ メッ セー ジ を 日 本 語 で 表 示 す る に は、
/etc/rc.config.d/LANGを LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設
定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
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リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
デーモンは SIGHUP、 SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、 SIGTERM または
SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。また、SIGUSR1 を受け取ると、デポの登録また
は登録解除ができるように、デポセッションからのコピーや削除の完了を待ってから終了します。この待ち状
態の間、新しいセッションの起動要求は拒否されます。

エージェントは SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。エージェントを抹消すると、
システム上に誤ったソフトウェアが残されることがあるので、ほかに方法がない場合以外は避けなければなり
ません。なお、SD コマンドを抹消した場合、エージェントは進行中のタスクが完了するまで終了しないこと
に注意してください。

ロック
swagentd により、このデーモンのコピーが必ずシステム上で１つだけ実行されるようになります。

起動された swagent の各コピーは、それぞれが実行している操作とその操作対象のオブジェクトに対して、
適切なアクセス制御を使用しています。

戻り値
-n オプションが指定されていない場合、swagentd は次の値を返します。

0 デーモンが正常に初期化され、現在バックグラウンドで実行されている場合
non-zero 初期化が失敗してデーモンが終了した場合

-n オプションを指定すると、swagentd 次の値を返します。

0 デーモンが正常に初期化され、正しくシャットダウンされた場合
non-zero 初期化が失敗したか、またはデーモンが異常終了した場合

診断
swagentd および swagent コマンドは、それぞれ特定のログファイルに書き込みを行います。

swagent (ターゲット) のログファイルは再配置できません。これらは、必ずルートまたはデポターゲットパ
スからの相対になければなりません (たとえば、ルート / の場合、/var/adm/sw/swagent.log、デポ
/var/spool/sw の場合、/var/spool/sw/swagent.log)。

swjob コマンドまたは sd コマンドを使用して、ターゲットログファイルを表示することができます。

デーモンのログ
デーモンはすべてのイベントを /var/adm/sw/swagentd.log に記録します。logfile オプショ
ンを変更すれば別のログファイルを指定できます。
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エージェントのログ
(代替) ルートファイルシステムに対する操作の場合、swagent はルートディレクトリ (たとえば、/

または代替ルートディレクトリ) の下にあるファイル var/adm/sw/swagent.log にメッセージを記
録します。

ソースデポ監査ログ
ソースとターゲットの両方のマシンをバージョン 10.30 以降の HP-UX にアップデートした場合、
ソースデポマシン上のシステム管理者は、ソースマシン上のデポから、どのユーザーがどのソフト
ウェアをいつ取り出したか追跡することができます。詳細は、swagent.source_depot_audit オ
プションを参照してください。

ソフトウェアデポに対する操作の場合、swagent はデポディレクトリ (たとえば、/var/spool/sw) の下に
あるファイル swagent.log にメッセージを記録します。読み取り専用のソフトウェアデポに (たとえばソー
スとして) アクセスする場合、swagent はファイル /tmp/swagent.log にメッセージを記録します。

例
デーモンを起動します。

/usr/sbin/swagentd

デーモンを再起動します。

/usr/sbin/swagentd -r

デーモンを停止します。

/usr/sbin/swagentd -k

ファイル
/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプションのマスターリストがデフォルト値とともに格納されます。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能なデータと構成不可能なデータのすべてが入っているディレクトリです。このディレ
クトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD のオプションの一部または全部に適用されるアクティブなシステム全体のデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/host_object

ローカルホストに登録されているデポの一覧表が格納されているファイルです。

著者
swagentd は HP で開発されました。swagent は HP および Mark H. Colburn によって開発されました
( pax(1) を参照)。
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参照
install-sd(1M), swacl(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M), swjob(1M), swlist(1M),

swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4), sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swapinfo − システムのページングスペース情報

構文
/usr/sbin/swapinfo [-mtadfnrMqw]

説明
swapinfo は、デバイスおよびファイルシステムのページングスペースに関する情報をプリントします。(注:

「スワップ」という言葉は、旧式の仮想メモリー実現方法を指しています。 HP-UX は実際にはスワッピング
ではなくページングによって仮想メモリーを実現しています。このコマンドやその他の用語が「スワップ」に
由来する名前を持ち続けているのは歴史的な理由によります。)

デフォルトの場合、 swapinfo は標準出力に次のような２行のヘッダーをプリントし、その後に１つのペー
ジング領域につき１行ずつプリントします。

Kb Kb Kb PCT START/ Kb

TYPE AVAIL USED FREE USED LIMIT RESERVE PRI NAME

フィールドは、次のとおりです。

TYPE 以下のうちの１つとなります。

dev 大容量記憶装置上に存在するページングスペースで、デバイス全体を占めて
いる場合と、(デバイスにファイルシステムが入っていれば) ファイルシステ
ムの終りとデバイスの終りの間のスペースを占めている場合があります。こ
のスペースはページング専用に確保されており、ページングに使用されてい
ない場合でも他の目的には使用できません。デバイスページング領域は一般
に最も高速なページングを提供します。

fs ファイルシステムの中で利用できる動的ページングスペース。このスペース
が必要になるとシステムはファイルシステムの中でファイルを作成し、それ
をページングスペースとして使用します。ファイルシステムページングは一
般にデバイスページングよりも低速ですが、ページングに使用しない時は他
の目的 (ユーザーファイル) に使用することが可能です。

localfs ローカルディスク上に存在するファイルシステム上のファイルシステムペー
ジングスペース (上の fs を参照)

network 別のマシン上に存在するファイルシステム上のファイルシステムページング
スペース (上の fs を参照)。このファイルシステムは NFS を介してローカ
ルマシン上にマウントされていると考えられます。

reserve 予備のページングスペース。これは、現在実行中のプロセスが必要とすると
考えられるがまだ上記のページング領域の１つから割り当てられていない
ページング領域の量です。下の「ページング割り当て」の項を参照してくだ
さい。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 621



swapinfo(1M) swapinfo(1M)

memory メモリー ページングスペース (疑似スワップとも言います)。これは、上記
のページング領域のすべてが使い果たされてしまった場合にページを保持す
るために使用できるシステムメモリーの量です。下の「ページング割り当
て」を参照してください。この行はメモリーページングが使用可能になって
いる場合のみ表示されます。

Kb AVAIL すでに使用されているページングスペースを含めて、1024 バイトのブロックの数で表し
た (必要に応じて、最も近い整数で表されたブロック数になるように丸められた)、ペー
ジング領域内の使用可能なスペースの総量。

ファイルシステム ページング領域については、この値は必ずしも一定ではありません。
これは、現在ページングに割り当てられているスペース (現在使用されていなくても)

に、一般ユーザーが使用可能なファイルシステムの未使用ブロック数を加え、
RESERVE されたブロック数を引いた値 (ただし０より小さい値になることはない) で
す。AV AIL は、LIMIT が非ゼロである場合は LIMIT より大きくなることは絶対にあり
ません。ページングスペースは大きなチャンクを単位として割り当てられるので、
AV AIL は最も近い割り当てチャンクまで切り下げられます。

メモリーページング領域についても、この値は必ずしも一定ではありません。これは
カーネルによるメモリー割り当てやページング対象のプロセスによるメモリー割り当て
を反映するためです。

Kb USED ページング領域内の、ページングに使用されるスペースが現在どれくらいあるかを、1K

バイトのブロックの数で表したものです。メモリーページング領域については、この値
には、他の目的に使用されてページングには使用できないメモリーも含まれます。

Kb FREE 今後ページングに使用できるスペースの量。これは通常、 Kb AVAIL と Kb USED の差
です。デバイスページング領域の一部が使用不可能である場合は、差があることがあり
ます。その理由として、ページング領域のサイズが割り当てチャンクサイズの倍数では
ないことや、チューニング可能なパラメータである swchunk が十分大きく設定されて
いなかったことが考えられます。

PCT USED Kb USED を Kb AVAIL で割った値を基にして出した、使用された容量のパーセンテー
ジです。 Kb AVAIL が０の場合には、100 パーセントです。

START/LIMIT

デバイスページング領域については、START はページング領域の開始位置となる、大容
量記憶装置上のブロックアドレスです。この値は、ページング専用のデバイスの場合は
通常０であり、ファイルシステムとページング領域の両方が入っているデバイスの場合
はファイルシステムの終りの位置になります。

ファイルシステムページング領域については、 LIMIT は、ページングに使用される 1K

バイトのブロックの最大数であり、 swapon で指定される limit の値と同じです。ファ
イルシステムの LIMIT の値が none と指定されている場合は、決まった制限が存在し

622 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swapinfo(1M) swapinfo(1M)

ないことを意味します。ファイルに使用されたもの以外のすべての領域から、 minfree

(tunefs(1M) を参照) で指定されたブロック数に RESERVE で指定されたブロック数を
加えた分を差し引いた分が使用可能であることを意味します。

RESERVE デバイスページング領域に対して、この値は、常に "—" となります。ファイルシステム
ページング領域に対しては、この値は、一般ユーザーが使用するファイルシステム用に
確保された 1K バイトのブロックの数となり、 swapon で指定された reserve の値と同
じです。

PRI swapon で指定された priority の値と同じです。この値は、デバイスおよびファイルシ
ステム内にページング用のスペースが確保される順序を示します。スペースは、最初
に、より低い優先順位の領域から確保されます。 priority は０から 10 までの値を取る
ことができます。下の「ページング割り当て」の項を参照してください。

NAME デバイスページング領域については、メジャー番号およびマイナー番号がデバイスの ID

に一致する、ブロック型特殊ファイルの名称。 swapinfo コマンドは、 /dev ツリー
内でデバイス名の検索を行います。一致するブロック型特殊ファイルが見つからない場
合には、 swapinfo は、たとえば 28,0x15000 といったようなデバイス ID (メ
ジャー番号およびマイナー番号) をプリントします。

ファイルシステム ページング領域については、 NAME はページングファイルが保存さ
れるファイルシステム上のディレクトリの名称です。

ページング割り当て
ページング領域はブート時に (カーネル内に設定されるデバイスページング領域の場合) または swapon コマ
ンド (swapon(1M) 参照) によって使用可能にされます。 swapon(1M) コマンドはしばしば /etc/fstab の
内容に基づいて /sbin/init.d/swap_start で、システムの初期化中に呼び出されます。ページング領域
が使用可能にされると、その領域の一部がページングスペース用に割り当てられます。デバイスページング領
域については、チャンクの端数を残すのみで、デバイス全体が割り当てられます。(割り当てチャンクのサイズ
はチューニング可能パラメータ swchunk で制御され、通常は 2MB です。) ファイルシステムページング領
域については、 swapon に与えられた minimum 値 (最も近い割り当てチャンクまで切り上げられます) が割
り当てられます。

プロセスが作成されるか、またはプロセスが追加スペースを要求してくると、前述の reserve 行に表示され
ているスペースを増加することによってスペースが確保されます。ページングアクティビティが実際に発生す
ると、ページング領域の１つ (すでに割り当てられているページング領域で、空きスペースがあり優先順位番
号が最も低いもの) でスペースが使用され、そのスペースはその領域で使用されているものとして表示されま
す。

すべてのページング領域で使用されているスペースの合計に、確保されたスペースの量を加えた合計が、すべ
てのページング領域で割り当てられているスペース量の合計を超えることができません。この合計を超過する
ような追加メモリー要求が出された場合には、システムは次のようないくつかのオプションを試行します。
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1. システムは、ファイルシステムページング領域内で追加のスペースを割り当てることによって、
使用可能なスペースの総量を増加しようとします。

2. ファイルシステムページング領域内ですべてのスペースを割り当ててしまってもまだ要求が満足
されない場合は、前述の memory 行についての項で述べたように、システムはメモリーページ
ングを使用しようとします。 (メモリーページングはチューニング可能なパラメータ swap-

mem_on で制御されます。このパラメータのデフォルトは 1 (オン) です。このパラメータがオ
フに設定されている場合は、 memory 行は表示されません。)

3. メモリーページングが一杯であるかオフになっているためにメモリーページングを使用しても要
求を満たせなかった場合は、要求が拒絶されます。

この手順は、次のような点で、 swapinfo の出力を理解するために重要です。

• ページングスペースは、(最初に領域が使用可能にされた時に minimum が指定された場合を
除いて) にデバイスページングスペースがすべて確保されてしまうまでは、ファイルシステム
ページング領域では割り当てられません。これはファイルシステムページング領域の方が優先
順位の値が低い場合でも同様です。

• ファイルシステムページング領域にページングスペースが割り当てられると、そのスペースに
対するページングアクティビティがない場合でも、そのスペースをユーザーファイル用に使用
することはできなくなります。

• ページングスペース要求は、デバイスやファイルシステムの確保やメモリーページングが不十
分であったときには、確保されたページングスペースの一部がまだ使用されていない場合でも
失敗します。したがって、一部または全部のページング領域について使用量ゼロが示されてい
るときでも、それらの領域のスペースがすべて確保されていれば、ページングスペース要求が
拒絶されることもあり得ます。

• 使用可能なシステムメモリーは、ページングサブシステムとカーネルメモリーのアロケータ間
で共有されます。したがって、すべての使用可能なディスクページングスペースが完全に確保
されるつまり割り当られる前に、システムがメモリーページの使用状況を表示する場合もあり
ます。

論理ボリュームマネージャ (LVM)
swapinfo コマンドは、システムが LVM とインストールされている場合に、スワップ論理ボリュームを表示
します。スワップ論理ボリュームの変更方法については、LVM コマンドと、 lvlnboot および lvrmboot

のマンページを参照してください。たとえば、スワップ論理ボリュームを削除する場合は、以下の LVM コマ
ンドを実行します。

lvrmboot -s

オプション
swapinfo は次のようなオプションを認識します。
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−m AV AIL, USED, FREE, LIMIT, および RESERVE の値を Kバイトではなく Mバイトで表示し
ます。この値は最も近い整数 (1024ˆ2 の倍数) まで切捨てられます。これに従って、出力ヘッ
ダーのフォーマットも Kb から Mb に変わります。

−t total の TYPE を使用して、合計行を追加します。この行は上に表示されているページング
情報のみの合計を示すのであって、すべてのページング領域の合計を示すのではありません。
−dfrM のサブセットが指定されている場合、この行は間違いやすいので注意してください。

−a カーネルに設定されていて現在は使用不能になっているものも含めて、すべてのデバイスペー
ジング領域を表示します。(それらは普通は省略されます。) disabled という語が NAME

の後に表示され、 Kb AVAIL, Kb USED, および Kb FREE の値は０となります。 −a オプ
ションは、 −d オプションが指定されている場合、またはデフォルトで −d オプションが有
効となっている場合は無視されます。

−d デバイスページング領域についての情報のみをプリントします。このコマンドは、出力ヘッ
ダーを適切な形に修正します。

−f ファイルシステムページング領域についての情報のみをプリントします。このコマンドは、出
力ヘッダーを適切な形に修正します。

−n ファイルシステム ページング領域情報をまとめて fs と呼ばずに、 localfs 領域と net-

work 領域に分類します。

−r 確保されたページングスペースについての情報のみをプリントします。

−M メモリーページングスペースについての情報のみをプリントします。

オプション −d, −f, −n, −r および −M を組み合わせて指定することができます。デフォルト
は、 −dfnrM となります。

−q 寡黙モードです。 "Kb AVAIL" の値の合計のみを (オプション −m, Mb AVAIL を指定して)

プリントします。すなわちこれは、合計値を速く出すことを必要とするプログラムで使用する
可能性のある、システム上で使用可能なページングスペースの総量です (−d, −f, −r, または
−M が指定されている場合は、デバイス、ファイルシステム、リザーブ、またはメモリーペー
ジングスペースのみ)。 −q が指定されている場合は、オプション −t および −a は無視され
ます。

−w 割り当てられたサイズがトータルサイズよりも小さいページング領域など、無駄になったス
ペースを含んでいる各デバイスページング領域に関する警告をプリントします。このオプショ
ンは −d も指定されているかデフォルトで設定されているときのみ有効です。

戻り値
swapinfo は、正常終了した場合 (警告メッセージが表示された場合も含む) には０を返します。エラーの発
生がレポートされた場合には１を返します。
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診断
swapinfo は何か問題が起こった場合には、標準エラーにメッセージをプリントします。

例
すべてのファイルシステムページング領域を、合計行を付けてリストします。

swapinfo -ft

警告
swapinfo は一部の情報についてはカーネルアクセスを必要とします。ユーザーがカーネルアクセスに関して
適切な特権を持っていない場合、 swapinfo は警告をプリントし、その情報についてのデフォルトが変更さ
れていないものと仮定します。

swapinfo の出力のフィールド幅とスペーシングは、システム、 HP-UX のリリース、および表示するデータ
によって異なるので注意が必要です。

ページング割り当ておよびその他のインプリメンテーションの詳細に関するこのマンページの情報は警告なし
に変更することがあります。この情報の正確さについては保証されません。

著者
swapinfo は、HP が開発しました。

参照
lvlnboot(1M), lvrmboot(1M), swapon(1M), swapon(2), fstab(4)
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名称
swapon − ページングのためのデバイスまたはファイルシステムのイネーブル

構文
推奨形式

/usr/sbin/swapon −a [−u] [−t type]...

/usr/sbin/swapon [−e −f] [−p priority] [−u] device ...

/usr/sbin/swapon [−m min] [−l limit] [−r reserve] [−p priority] directory ...

廃止予定の形式
/usr/sbin/swapon directory [min limit reserve priority]

説明
swapon コマンドは、ページングを行うデバイス、またはファイルシステムを使用可能にします (注意:「ス
ワップ」とは、仮想メモリーの旧式の実現仕様のことです。HP-UX は実際には、スワッピングではなくペー
ジングの形式で仮想メモリーを実現しています。このコマンド、およびその他のコマンドでは、互換性を保証
する目的で ‘swap’ による名前が保持されます)。

ページング用のデバイスをイネーブルにすることにより、ページングの間に直接 (ファイルシステムを経ずに)

デバイスにアクセスすることができます。ページング用にファイルシステムを使用可能にすると、ファイルシ
ステムを介してデバイスに間接的にアクセスします。これらには、それぞれ長所と欠点があります。ページン
グ用デバイス、またはファイルシステムを使用可能にするときは、次の点に注意してください。

デバイスに直接ページを行うと、ファイルシステムを介した場合より一段と高速に処理されます。ただし、
ページングに割り当てられたデバイス上のスペースは、これがページング用として実際には使用されていない
場合でも、別の用途に使用することはできません。

ファイルシステムでページングを行うと、低速ではある一方、デバイス上の空間をより効率的に利用するよう
になります。この場合、ページングには使用されないスペースはファイルシステムが使用できます。ネット
ワークを介してリモートマシンにページングすると必ず、ファイルシステムページングが行われます。

システムは、ブートストラップ時に必要なディスクが１つで済むように、単一のデバイスでページングを行う
ことにより、システムを開始します。swapon への呼び出しは、通常、システムの起動スクリプト
/sbin/init.d/swap_start で行い、ページング動作が複数のディスクにわたってインターリーブされて、
すべてのページング領域を使用できるようにします。

通常は、−a 引き数を指定すると、swap とマークされた全デバイスと、/etc/fstab ファイルで swapfs

とマークされた全ファイルシステムをページングシステムが使用できるようになります。/etc/fstab の最
初のフィールド、 (special_file_name または directory を使用して、システムは、どのブロック型デバイスま
たはファイルシステムを使用するのかを判断します ( fstab(4) 参照)。swap エントリーごとに指定する spe-

cial_file_name は、ブロックスペシャルファイルを指定しなければなりません。swapfs エントリーごとに指
定する directory は、使用可能にするファイルシステム内のディレクトリを指定しなければなりません。

swapon の２番目の形式は、個々のブロック型デバイスをページングに使用できるようにします。device 名に
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は、ブロックスペシャルファイルを指定しなければなりません。複数のデバイスを指定する場合、指定したあ
らゆるオプションが全デバイスに適用されます。ファイルシステムが指定のブロック型デバイスに存在し、−e

オプションや −f オプョンを指定していない場合 swapon は、実行できず、警告メッセージが出されます。
これは、ファイルシステムが誤って破壊されることを防ぐためです。ファイルシステムの終わりとデバイスの
終わりの間にあるスペースでページングを要求する場合は、−e を使用します。ファイルシステムを含むデバ
イスへ強制的にページングする場合 (ファイルシステムが破壊されます) は、−f オプションを使用することが
できます。このオプションを使用する際は、細心の注意が必要です。

前述の形式のどちらかを使用すると、システムダンプ情報を取り出すために savecrash コマンドが使用中で
あると swapon が判断した場合、デバイスへのページングを可能にする処理が失敗し、警告メッセージが出
されます (savecrash(1M) 参照)。−u オプションは、savecrash によって使用されているデバイスへのペー
ジングを強制的に可能にする場合に使用できます。ただし、これによってデバイス上に格納されるシステムダ
ンプ情報がオーバーライトされる可能性があります。

swapon の最後の２つの形式は、ファイルシステムをページング用に使用可能にする異なった２つの方法で
す。４つ目の形式は、旧製品との互換性のためだけに提供されているので、３つ目の形式を使用するようお勧
めします。directory 名は、ページングのために使用可能にされるファイルシステム上のディレクトリを指定し
ます。/paging というディレクトリが、指定されたファイルシステムのルートに作成されます (ただし、
ファイルシステムの名前は /paging で終わっていなければなりません)。ページングファイルはすべて、こ
のディレクトリで作成されることになります。４つ目の形式に対するオプションの引き数には、３つ目の形式
に対するオプションの引き数と同じ意味があります。４つ目の形式では、オプションの引き数を指定する場合
は、必ずすべてのオプションを指定する必要があることに注意してください。３つ目の形式で複数のディレク
トリを指定する場合は、使用するオプションはすべて全ディレクトリに適用されます。

ファイルシステムをページング用として使用可能にした後、オプションの引き数は以降の swaponコマンドに
よって変更できます。

オプション
swapon に指定できるオプションと引き数は、次のとおりです。

−a swap とマークされた全デバイス、および /etc/fstab ファイルで swapfs と
マークされた全ファイルシステムがページングシステムで使用できるようにします。
/etc/fstab エントリーの オプションフィールドは、swapon によって読み取ら
れ、以下のようにフォーマットされた要素を含んでいなければなりません。

min=min min の値については −m オプションを参照してください。

lim=limit limit の値については −l オプションを参照してください (ファイル
システムのページング領域のみ)。

res=reserve reserve の値については −r オプションを参照してください (ファイ
ルシステムのページング領域のみ)。
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pri=priority priority の値については −p オプションを参照してください (ファイ
ルシステムのページング領域のみ)。

end このオプションの意味については、 −e オプションを参照してくだ
さい (ファイルシステムのページング領域のみ)。

エントリー例については fstab(4) を参照してください。

−e ページングには、ブロック型デバイスのファイルシステムの終わりにあるスペースを
使用します。デバイス上にファイルシステムが見つからない場合は、エラーメッセー
ジが返されます。このオプションは、−f オプションとともに使用することはできま
せん。これを、ファイルシステムに対するページングと混同しないでください。この
オプションは、ファイルシステムと専用のページング領域の両方が存在するディスク
で使用するものです。

−f デバイスが強制的に使用可能になり、そのデバイス上のファイルシステムが破壊され
ます。したがって、細心の注意が必要です。通常、使用可能にするデバイスにファイ
ルシステムが存在すると、swapon は、失敗して警告メッセージを出力します。この
オプションは、−e オプションとともに使用することはできません。

−l limit limit は、ページングシステムがディスクから取り出すことができるブロックの最大
数を指定します。ただし、スペースがファイルシステムによって占有されておらず、
可用な場合に限ります。limit の値は、ページング割り当てのチャンクサイズの倍数
になるように切り上げられます。これは、カーネルの調整パラメータ swchunk

(swchunk(5)、kctune(1M) および swapinfo(1M) 参照) でセットできます。警告を参
照してください。limit のデフォルト値は 0 で、ページングシステムが使えるファイ
ルシステムのスペースには制限がないことを示しています。

limit は、10 進数 (プリフィックスは不要)、８進数 (プリフィックスは 0)、または
16 進数 (プリフィックスは 0x) で指定できます。キロバイト単位 (サフィックス k)、
メガバイト (サフィックス M)、またはファイルシステムのブロック単位 (サフィック
スなし ) の形式で指定できます。 (１キロバイトは 1024 バイト、１メガバイトは
1024 キロバイトに相当します。ファイルシステムブロックのサイズは、管理者が
ファイルシステムを作成するときに決めます。 )

−m min min は、ページングシステムがファイルシステムから最初に取り出すスペースを示し
ます。min の値は、ページング割り当てのチャンクサイズの倍数になるように切り上
げられます。これは、カーネルの調整パラメータ swchunk (swchunk(5)、
kctune(1M) および swapinfo(1M) 参照) でセットできます。min のデフォルト値は 0

で、ページングシステムが使えるファイルシステムのスペースには制限がないことを
示しています。min は、上記の limit と同じ形式で指定することができます。

−p priority priority は、ページングに使用するファイルシステムとデバイスからスペースを取り
出す順序を示します。スペースは、優先順位の低い方のシステムから先に取り出され
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ます。ほとんどの場合、スペースは優先順位にはかかわらず、ファイルシステムの
ページング領域の前に、デバイスページング領域から取られます。詳細については、
swapinfo(1M) の「ページング割り当て」を参照してください。priority には、0 ～
10 の間の任意の値を設定でき、デフォルトの設定値は、1 です。

−r reserve reserve は、ファイルシステム専用に確保されている空間として、現在ファイルシス
テムが占有しているスペースの他に、ファイルシステムブロックの数を指定し、それ
らをページングシステムで使用できないようにします。この予約スペースはファイル
システムの作成時に管理者が指定する最小限のフリースペース以外の領域です。警告
を参照してください。reserve のデフォルト値は 0 で、ファイルシステム専用に確保
されているファイルシステムスペースがないことを示しています。ブロックサイズ
は、ファイルシステム作成時に管理者によって定義されます。reserve は、上記の
limit と同じ形式で指定できます。

−t type はページング領域のタイプを制限します。 −t オプションを省略すると、
/etc/fstab で定義された全ページング領域が利用可能になります。type の値は次
のいずれかです。

dev デバイスとして定義されたページング領域

fs ファイルシステムのページング領域

local ローカルシステムに定義されたページング領域

remote リモートシステムに定義されたページング領域

−u savecrash コマンドによって使用されているブロック型デバイスファイルのロック
を解除します。通常、swapon では、savecrash がデバイスを使用して、システム
ダンプ情報を検索している場合は、ページングが使用可能になりません。使用中のデ
バイスのリストは、ファイル /etc/savecrash.LCK に保守されています。このオ
プションを使用すると、デバイスが強制的に使用可能になり、デバイスにあるシステ
ムダンプ情報がすべてオーバーライトされる可能性があります。このオプションは、
細心の注意を払って使用してください。

戻り値
swapon は、次の値の内の１つを返します。

0 正常終了しました。
>0 エラー状態が発生しました。

例
最初の２つの例では、/paging ディレクトリのあるファイルシステムへのページングを可能にします。ペー
ジングシステムが使用できるファイルシステムのブロックの最大数は、5000 個に設定され、ファイルシステ
ム専用に確保されるファイルシステムブロックの数は、10000 個に設定されています。優先順位は２です。
ページングシステムによって最初に取り出されるファイルシステムブロックの数は、最初の例では、デフォル
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トとして 0 に設定され、２番目の例でも 0 に設定されています。8KB のブロックサイズのファイルシステム
上では、これらの例は、約 40MB のファイルシステムページング領域を割り当てます。

/usr/sbin/swapon −l 5000 −r 10000 −p 2 /paging

/usr/sbin/swapon /paging 0 5000 10000 2

次の例では、２つのブロック型デバイスへのページングを可能にし、両方のデバイスの優先順位を 0 に設定し
ています。

/usr/sbin/swapon −p 0 /dev/dsk/c10t0d0 /dev/dsk/c13t0d0

次の例では、ページング用のファイルシステムの後にあるスペースを使用し、優先順位のデフォルトを 1 にし
て、ブロック型デバイスへのページングを可能にします。

/usr/sbin/swapon −e /dev/dsk/c4t0d0

次の例では、ブロック型デバイスへのページングを可能にし、ファイルシステムがデバイスに存在していても
ページングを強制的に行います。

/usr/sbin/swapon −f /dev/dsk/c12t0d0

警告
VxVM 3.5 を使用しているシステムでは、システムクラッシュのダンプ用に構成するスワップボリュームは、
usage-type を swap として作成されていなくてはいけません。そうでない場合は、ダンプが破損することに
なります。vxassist(1M) の -U オプションを使用して、usage-type を設定することができます。

ファイルシステムブロックがページングスペース用に割り当てられていると、システムをリブートしない限
り、ファイルシステムがアンマウントできなくなります。

システムが実行中の間に、ページング領域が利用できなくなった場合、たとえばリモートシステムへのページ
ング中にネットワークが故障したりすると、システムは即座に停止します。

−l オプション、−m オプション、および −r オプションで使用されるファイルシステムのブロックサイズ
は、ファイルシステムによって異なり、ファイルシステムの作成時にシステム管理者が定義しれます。特定の
ファイルシステム用のブロックサイズを決定するために、dumpfs コマンドを使用することができます
(dumpfs(1M) を参照)。

−l と −r オプションを使用すると、−r オプションで指定する予約スペースが −l オプションより優先しま
す。したがって、

D = 一般ユーザーが使用できるディスクスペースの合計量
R = −r オプションによって指定される予約スペース
limit = −l オプションによって指定されるページング領域
L = ページングシステムが現在使用可能なスペース
F = 現在ファイルシステムによって占有されているスペース

次に挙げる関係があてはまります。
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F + R + limit < D 通常の操作の場合

L = 0 F + R >= D の場合

0 <= L <= limit F + R + limit >= D の場合

ファイル
/dev/dsk/ccardttargetddevice 通常のページングデバイス
/etc/fstab ファイルシステムテーブル
/etc/savecrash.LCK savecrash が使用中のデバイスのリスト

著者
swapon は、HP およびカリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

参照
kctune(1M), savecrash(1M), swapinfo(1M), vxassist(1M), swapon(2), fstab(4), swchunk(5)
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名称
swask − ユーザー応答の要求

構文
swask [-v] [-c catalog ] [-C session_file ] [-f software_file ] [-J jobid ] [-Q date ]

[-s source ] [-S session_file ] [-t target_file ] [-x option=value ] [-X options_file ]

[ software_selections ] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述のリモート操作の
項を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swask コマンドは、target_selections によって指定された１つまたは複数のターゲット上で、選択し
たソフトウェアオブジェクトに対する対話型ソフトウェア「要求」スクリプトを実行します。これらのスクリ
プトは、後で swinstall および swconfig コマンドによって使用できるように、応答を (response とい
う名前の) 「応答」ファイルに保存します。swinstall および swconfig コマンドも、ask オプションを
使用して、対話型要求スクリプトを直接実行することができます。

-s オプションを指定すると、配布媒体からソフトウェアが選択されます。-s オプションを指定しないと、
ターゲットシステム上にインストールされているソフトウェアが選択されます。要求スクリプトを実行する
と、そのスクリプトを持つ選択済みの、それぞれのソフトウェアごとに、応答ファイルが生成されます。
-c catalog オプションを指定することにより、swask は、後で swinstall または swconfig によって使
用するために、応答ファイルのコピーをそのカタログに保存します。

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。
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• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください。

注記: swacl(1M) コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステ
ムからルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

オプション
swask コマンドは以下のオプションをサポートします。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします。

-c catalog 要求スクリプトによって作成された応答ファイルを保存するエクスポートされたカタ
ログのパス名を指定します。swask は、カタログがまだ存在しない場合には作成し
ます。

-c catalog オプションが省略されソースがローカルの場合、swask は応答ファイル
をソースデポ <distribution.path>/catalog にコピーします。

-C session_file 現在のオプションおよびオぺランドを session_file に保存します。ファイル名は相対
パスでも絶対パスでも入力できます。セッションファイルのデフォルトのディレクト
リは、$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用してセッションファイ
ルを再度呼び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-s source 要求処理のためにソフトウェアが選択されるソースデポ (またはテープ) を指定しま
す。 (SD は、tar および cpio 形式のテープデポを読むことができます。)

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションで保存されたオプションとオペラン
ドに基づいて swask を実行します。-C session_file オプションを使用して、セッ
ション情報をコマンド行セッションから保存することができます。

-t targetfile swask のための targets のデフォルトのセットを指定します。
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-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
swask は、software selections 、およびその後に続く target selections の２種類のオペランド
をサポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマンドが「ターゲットでのソフ
トウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェアセレクション
selections オペランドは、software_selections で構成されます。

swask は、それぞれの software_selection に対して次の構文をサポートします。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子を使用すると、次のシェルワイルドカードおよびパターンマッチの表記法を
使って選択を指定できます。

[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• ¥* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。
[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location はインストールされているソフトウェアのみに適用され、デフォルトのプロダクトディレ
クトリ以外の場所にインストールされているソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa はファイルセットのみに適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• この中で、<op> (関係演算子) は次のように指定できます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=
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これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。たとえ
ば、r>=B.10.00 は、B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択しま
す。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜します。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ], *, ?, !

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=AA.12, r<AA.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したも
のだけが選択対象となります。

• 完全修飾ソフトウェア仕様には、r=、a= および v= というバージョン項目が含まれます。これら
のバージョン項目は空の文字列でもかまいません。インストールされているソフトウェアの場合
は、l= も含まれます。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数
です。

ターゲットセレクション
swask コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。

[host][:][/directory]

ホストとディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することによって、SD のい
くつかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value
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任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

次のように、コマンド行から -x または -X オプションを使用して、デフォルト値を無効にすることもできま
す。

command -x option=value

command -X option_file

次の項では、swask コマンドがサポートするすべてのキーワードのリストを記載します。デフォルト値が存
在する場合は、"=" の後に示します。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対 パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

ask=true

要求スクリプトが選択したソフトウェアに関連づけられている場合は、その要求スクリプ
トを実行し、ユーザー応答を response という名前のファイル内に保存します。
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ask=as_needed の場合、swask コマンドは、最初に応答ファイルがカタログ内に存在
するかどうかを調べて、応答ファイルが存在しない場合にだけ要求を実行します。

autoselect_dependencies=true

ユーザーによって明示的に選択されていない依存関係にあるソフトウェアの自動選択を制
御します。true に設定すると、構成のために必要なソフトウェアが自動的に選択されま
す。false に設定すると、必要なソフトウェアが明示的に選択されていない場合、構成用
に自動的に選択されることはありません。

このオプションを false に設定すると、autoselect_minimum_dependencies オプ
ションは無視されます。

autoselect_minimum_dependencies=false

要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係をユーザーが明示的に選択した
場合に、そのリストの左端にある最初の依存関係を自動的に選択するかどうかを制御しま
す。

true に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係が明示的
に選択された場合、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に選択されることは
ありません。false に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存
関係が明示的に選択された場合でも、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に
選択されます。

autoselect_dependencies オプションを false に設定すると、このオプションは無
視されます。

autoselect_patches=true

ユーザーが選択したソフトウェアオブジェクトへの最新のパッチ (置き換わる先祖の属性に
基づいた) を自動的に選択します。patch_filter オプションを autoselect_patches

とともに使用すると、どのパッチを選択するかを限定することができます。SD の拡張
フォーマットのパッチが必要です。拡張フォーマットでないパッチは、 autose-

lect_patches には応答しません。

enforce_scripts=true

スクリプトで発生したエラーの処理を制御します。true に設定すると、swask は中断し
てエラーメッセージが表示されます。メッセージには、スクリプトの位置と問題が改修さ
れない限り処理を続行できないことが記述されています。false に設定すると、スクリプ
トで発生したエラーは警告として扱われ、swask は処理を続行します。メッセージには、
スクリプトの位置と処理を続行することが記述されています。

installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス

638 Hewlett-Packard Company − 6 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swask(1M) swask(1M)

を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー
ル場所には影響せず、IPD の位置にのみ影響します。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの説明をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を
参照してください)。

log_msgid=0

ログファイル メッセージの先頭に識別番号を付けることによって、次のように、コマンド
のログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエージェントの
ログファイルに記録するイベントのログレベルを管理します。
0 識別番号を先頭に付けません (デフォルト)。
1 ERROR メッセージのみに適用されます。
2 ERROR および WARNING メッセージに適用されます。
3 ERROR、WARNING、および NO TE メッセージに適用されます。
4 ERROR、WARNING、NO TE、およびその他の一部のログファイルメッセージに適用
されます。

logdetail=false

ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true に設定すると、このオプショ
ンは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行中のステートメント、およびほかの
要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ログ情報とともに、loglevel

オプションにより制御されます。

詳細については、この後の loglevel を参照するか、sd(5) マンページ (コマンド行で
man 5 sd と入力) を参照してください。

logfile=/var/adm/sw/swask.log

swask のデフォルトのログファイルを定義します。
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loglevel=1

コマンドのログファイルおよびターゲットエージェントのログファイルに記録するイベン
トのログレベルを管理します。
0 ログファイルに情報が記載されません。
1 ログファイルへの主要なイベントの記録が冗長モードで行われます。
2 ログファイルへの記録が、ファイル単位のメッセージを含めて、高冗長モードで行われ
ます。

patch_filter=*.*

autoselect_patches または patch_match_target オプションとともに使用する
と、指定された基準を満足するように選択されたパッチをフィルタリングすることができ
ます。主に、 "category" 属性によるフィルタリングを可能にするために使用されます。SD

の拡張パッチフォーマットのパッチが必要です。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』 を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

verbose=1

標準出力 (stdout) の冗長性を制御します。
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0 標準出力 (stdout) への出力が抑止されます (エラーおよび警告メッセージは常に標準
エラー (stderr) に書き込まれます)。

1 冗長メッセージが標準出力 (stdout) に出力されるようになります。

セッションファイル
swask を起動するたびに、タスクセッションが定義されます。このタスクが実際に開始する前に、呼び出し
オプション、ソース情報、ソフトウェアセレクション、およびターゲットホストが保存されます。これによ
り、タスクが終了する前にセッションが終了しても、コマンドを再実行できます。

各セッションは、ファイル $HOME/.sw/sessions/swask.last に保存されます。このファイルは swask

を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swask を実行することにより、別のファイルにセッション情報を保
存することもできます。

セッションファイルは、デフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには絶対パス名
を指定します。ディレクトリを指定しない場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションを再実行するには、-S session__file オプションの引き数としてそのセッションファイルを指定し
てください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されます。同様に、swask を呼び出すときに指定したコマンド行オプションあるいはパラメー
タはセッションファイルにある値よりも優先されます。

ソフトウェアおよびターゲットのリスト
swask コマンドへの入力として、ソフトウェアセレクションおよびターゲットセレクションを含むファイル
を使用することができます。詳細については、-f および -t オプション参照してください。

環境変数
swask コマンドに影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空の文
字列が指定されている場合には、デフォルトの値 C が使用されます。詳細について
は、lang(5) を参照してください。

注記: SD エージェントおよびデーモンのログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG によって設定されます。たとえば、
エージェントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、
/etc/rc.config.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に
設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。
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LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

スクリプトに影響する環境変数は次のとおりです。

SW_CATALOG

インストール製品データベース (IPD) へのパスを、環境変数 SW_ROOT_DIRECTORY で設
定されているパスの相対パスで保持します。 IPD のパスは、 installed_soft-

ware_catalog のデフォルトオプションを使用して指定できます。

SW_CONTROL_DIRECTORY

スクリプトが実行される現在のディレクトリを定義します。これは、一時的なカタログ
ディレクトリか、またはインストール製品データベース (IPD) の中のディレクトリのどち
らかです。この変数は、そのソフトウェア用の他の制御スクリプト (たとえば、サブスクリ
プト) がどこに存在しているかをスクリプトに指示します。

SW_CONTROL_TAG

実行中の control_file のタグ名を保持します。ソフトウェアをパッケージ化する際には、デ
ポにある制御ファイルの物理名とパスを定義できます。そのため、control_file をタグとは
別の名前で定義でき、１つの同じファイルを指すのに複数の制御ファイル定義を使用する
ことができます。control_file は SW_CONTROL_TAG 変数を照会して実行中のタグを判断で
きます。

SW_LOCATION

製品の場所を定義しますが、その位置はデフォルトのディレクトリから変更されることも
あります。SW_ROOT_DIRECTORY と組み合わせると、この値はスクリプトに製品ファイル
の位置を通知します。

SW_PATH これは、制御スクリプトの中で使用できる最小限度のコマンドセットを定義する PATH 変
数です (たとえば、/sbin:/usr/bin)。

SW_ROOT_DIRECTORY

セッションが実行されるルートディレクトリを定義します。これは "/" か、または代替ルー
トディレクトリのどちらかです。この変数は、製品がインストールされるルートディレク
トリを制御スクリプトに通知します。各スクリプトは、製品のインストール済みファイル
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を検索するときに、このディレクトリを SW_LOCATION の前に付ける接頭辞として使用し
なければなりません。構成スクリプトは、SW_ROOT_DIRECTORY が / の場合にだけ実行
されます。

SW_SESSION_OPTIONS

ソフトウェアセレクションおよびターゲットセレクションを含めて、特定のコマンドのす
べてのオプションの値を含むファイルのパス名を保存します。これにより、スクリプト
は、他の環境変数によって明示的に指定されるオプションおよび値以外の、任意のコマン
ドのオプションや値を検索することができます。たとえば、SW_SESSIONS_OPTIONS が
指すファイルが、ある要求スクリプトで使用可能になった場合、targets オプションには、
そのコマンド用に指定されているすべてのターゲットの software_collection_specs のリス
トが含まれます。SW_SESSIONS_OPTIONS が指すファイルが、他のクリプトで使用可能
になった場合、targets オプションには、そのスクリプトが実行しているターゲットの soft-

ware_collection_spec だけが含まれます。

SW_SOFTWARE_SPEC

この変数は、現在の製品またはファイルセットの完全修飾ソフトウェア仕様です。このソ
フトウェア仕様によって製品またはファイルセットが一意的に識別されます。

戻り値
swask コマンドは次の値を戻します。

0 コマンドはすべてのターゲット上で正常に実行されました。
1 コマンドはすべてのターゲット上で異常終了しました。
2 コマンドは一部のターゲット上で異常終了しました。

診断
swask コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および swask のログファイルに書き込みを行
います。

標準出力
対話型の swask セッションは、標準出力 (stdout) には書き込みを行ないません。非対話型の swask セッ
ションが、重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• target_selection ごとの選択、解析、およびタスク実行メッセージ

標準エラー
対話型の swask セッションは、標準エラー (stderr) には書き込みを行ないません。非対話型の swask セッ
ションが、すべての WARNING および ERROR 状態を標準エラー (stderr) 書き込みます。

ロギング
swask の対話型および非対話型の両方のセッションが、コマンドが呼び出されたホスト上でイベントの要約
をログファイルに記録します。これらのセッションは、イベントの詳細情報については、それぞれの tar-

get_selection に対応する swask.log ログファイルに記録します。
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コマンドログ
swask コマンドは、標準出力 (stdout) および標準エラー (stderr) メッセージをすべてログファイル
/var/adm/sw/swask.log に記録します。同様のメッセージが、対話型の swask セッションに
よって記録されます。logfile オプションを変更すれば、別のログファイルを指定できます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
デフォルトのデポ (/var/spool/sw) からすべての要求スクリプトを実行して、 (response という名前の)

応答ファイルを同じデポに書き込みます。

swask -s /var/spool/sw ¥*

リモートホスト swposix 上でデポ /tmp/sample.depot.1 から Product1 に対する要求スクリプトを実
行し、ローカル コントローラマシン上にカタログ /tmp/test1.depot を作成し、そのカタログ内に
(response という名前の) 応答ファイルを格納します。

swask -s swposix:/tmp/sample.depot.1 -c /tmp/test1.depot Product1

応答ファイルが存在しない場合にだけ、ホスト swposix 上でリモートデポ /tmp/sample.depot.1 から
要求スクリプトを実行し、ローカル コントローラマシン上にカタログ /tmp/test1.depot を作成し、その
カタログに (response という名前の) 応答ファイルを格納します。

swask -s swposix:/tmp/sample.depot.1 -c /tmp/test1.depot

-x ask=as_needed ¥*

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。このファ
イルが存在しない場合、SD は、$HOME/.sw/defaults 内にあるユーザー固有のデフォルト値を検
索します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドにより自動的に保存された (または、ユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルを格納するディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

表示目的だけのために、現在の SD オプション (およびそのデフォルト値) のマスターリストを保存し
ます。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。この
ディレクトリは、ログファイルのデフォルト位置でもあります。
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/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体のアクティブなデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品の一
覧 (カタログ) です。

/var/adm/sw/swask.log

swask によって生成されたすべての標準出力 (stdout) および標準エラー (stderr) メッセージを保存
します。

著者
swask は HP で開発されました。

参照
swconfig(1M), swinstall(1M), sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swconfig − インストール済みソフトウェアの構成、構成解除、または再構成

構文
swconfig [-p] [-u] [-v] [-c catalog ] [-C session_file ] [-f software_file ] [-J jobid ] [-Q date ]

[-S session_file ] [-t target_file ] [-x option=value ] [-X option_file ]

[software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述のリモート操作の
項を参照してください。

• swconfig は、限定された範囲で対話型操作を実行できます。後述の対話型操作を参照してくだ
さい。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swconfig コマンドは、指定されたターゲットを実行するために、インストール済みソフトウェア製品を構
成、構成解除、または再構成します。swconfig コマンドは、ソフトウェアを INSTALLED 状態と CON-

FIGURED 状態の間で遷移させます。ソフトウェアは swinstall コマンドの一部として自動的に構成さ
れ、swremove コマンドの一部として構成解除されますが、swconfig を実行すると、必要に応じてソフト
ウェアを独立して構成または構成解除することができます。

構成とは、主に、ベンダー提供の構成スクリプトを実行することです。これらのスクリプトは、ターゲットホ
スト上でソフトウェアを使用可能にする構成タスクを実行します。ベンダーは、構成スクリプトにより実行さ
れた構成を「取り消す」ために、構成解除スクリプトを提供することもあります。

注意:

• swinstall による初期構成が失敗したり、保留されたり、変更の必要がある場合には、swcon-

fig を実行する必要があります。

• swinstall を実行すると、defer_configure デフォルトオプションを使用して構成を保留さ
せることができます。

• swinstall は、ソフトウェアの複数バージョンでの構成を実行しません。

• swconfig コマンドは、一次ルートファイルシステムにインストールされたソフトウェアのみで
動作します。

• swinstall および swremove は、これらのコマンドを使って代替ルートディレクトリを指定し
た場合に、構成スクリプトまたは構成解除スクリプトを実行しません。

上記のほかに、swconfig コマンドには以下の機能があります。
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• デフォルトでは、swconfig コマンドは互換性のあるソフトウェアの構成のみをサポートしてい
ます。

• ファイルセットが他のソフトウェアの前提条件を指定した場合、そのソフトウェアは、依存条件を
指定するソフトウェアが構成される前に、「構成済み」の状態になっていなければなりません。

• swconfig コマンドは、ユーザーが allow_multiple_versions=true を設定している場合
は、１つの製品について複数のバージョンを構成します。したがって、複数のバージョンを構成す
ることが不適当である場合は、ベンダーは構成用スクリプトでそれを検出して防止しなければなり
ません。

• 構成スクリプトは、はじめてのインストールだけでなく、ソフトウェアのアップデートと再インス
トールにも有効です。

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。

• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください

注記: swacl をリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステムからルート
アクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。
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対話型操作
swconfig は、ask オプションが true に設定されている場合に、限定的な対話型操作を実行することがで
きます。このオプションは、対話型の要求スクリプトを実行します。要求スクリプトは、swinstall と
swask によっても実行できます。詳細については、ask=false デフォルトオプションを参照してくださ
い。また、swinstall(1M) および swask(1M) を参照してください。

オプション
swconfig コマンドは以下のオプションをサポートします。

-c catalog エクスポートされているカタログのパス名を指定します。このカタログには、応答
ファイルまたは要求スクリプトによって作成されたファイルのコピーが格納されてい
ます (-x ask=true または -x ask=as_needed の場合)。応答ファイルはインス
トール製品データベース (IPD) にも格納されています。

-C session_file 現在のオプションおよびオペランドを session_file に保存します。ファイル名は相対
パスでも絶対パスでも入力できます。セッションファイルのデフォルトのディレクト
リは $HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用してセッションファイル
を再び呼び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-J jobid 以前にスケジュールされたジョブを実行します。これは、ジョブを起動するために
デーモンが使用する構文です。

-p 構成タスクをプレビューします。すなわち、セッションを解析フェーズだけ実行しま
す。

-Q date ジョブをこの日付にスケジュールします。/var/adm/sw/getdate.templ ファイル
を編集して、日付形式を変更することができます。

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションから保存されたオプションとオペラ
ンドに基づいて swconfig を実行します。-C オプションで、ファイルにセッショ
ン情報を保存することができます。

-t target_file target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだ
けでなく)、target_file から (も) 読み取ります。

-u swconfig に対して、ソフトウェアの構成ではなく、ソフトウェアの構成解除を実
行するように指示します。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします (swconfig のログファイルは、この
オプションの影響を受けません)。デフォルトの場合、出力は冗長形式となっていま
す。下記の verbose オプションを参照してください。
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-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
多くの SD コマンドは、２種類のオペランド、software selections と target selections をサポー
トします。 software selections の後ろに target selections を指定します。オペランドは "at" (@)

文字で区切ります。この構文は、コマンドが「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを
意味します。

ソフトウェアセレクション
swconfig コマンドでは、各 software_selection の指定に次の構文を使用します。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• \* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location は、インストールされたソフトウェアに対してのみ適用され、デフォルトの製品ディレク
トリ以外の場所にインストールされているソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa は、ファイルセットに対してのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• 構成要素の <op> (関係演算子) の形式は次のとおりです。

=、==、>=、<=、<、> または !=
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これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 以上のすべてのリビジョンを選択します。システムは、
ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜します。

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?、!

たとえば、r=1[01].* という表現では、バーション 10 またはバージョン 11 のすべてのリビ
ジョンが返されます。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。

• ソフトウェア仕様の完全形には、バージョン項目 r=、a= および v= が含まれます。これらの項
目は、空の可能性があります。

• ソフトウェアセレクションには、空白文字やタブ文字を含めることはできません。

• ソフトウェアの instance_id は、バージョン項目の位置に指定できます。形式は次のとおりで
す。

[instance_id]

エクスポートされたカタログの指定では、instance_id は、同じタグをもつ製品やバンドルの
バージョンを区別するための整数です。

ソフトウェア仕様 ¥* は、すべての製品を選択します。これは、ルートディレクトリ / からソフトウェアを
削除するときには使用できません。

ターゲットセレクション
swconfig は、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。

[host][:][/directory]

ホストとディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。
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[command_name.]option=value

接頭辞 command_name は省略可能で、SD のコマンドを表します。接頭辞を指定すると、デフォルト値の変
更がそのコマンドに限定されます。接頭辞を指定しないと、変更はすべてのコマンドに適用されます。

コマンド行で -x または -X オプションを指定することで、デフォルト値を無効にすることもできます。

command -x option=value

command -X option_file

以下に、swconfig コマンドがサポートしているキーワードを示します。デフォルト値がある場合は、デフォ
ルト値を "=" の右に示します。

swconfig に適用されるポリシーオプションは次のとおりです。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対 パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 6 −  Hewlett-Packard Company 651



swconfig(1M) swconfig(1M)

agent_auto_exit=true

実行フェーズの終了後、または解析フェーズの異常終了後に、ターゲットエージェントを
自動的に終了させます。このオプションは、コントローラが対話型 UI を使用している場
合、または -p (プレビュー) を使用している場合は、強制的に false に設定されます。こ
れにより、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上します。デフォルトは true で
す (すなわち、上記の条件の場合、ターゲットエージェントは自動的に終了します )。
false に設定すると、ターゲットエージェントはコントローラがセッションを終了するま
で終了しません。

agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが一定の時間にわたって動作しなければ、ターゲットエージェン
トを終了させます。RPC は切断を検出するまでに 130 分かかる可能性があるため、このオ
プションを指定して、ターゲットエージェントでの切断の検出を迅速にすることができま
す。推奨値は、ユーザーの環境で発生する可能性がある最長の無活動時間です。コマンド
行から起動する場合は、10 ～ 60 分が適切です。GUI を使用する場合は、60 分以上をお
勧めします。デフォルトの 10000 は、７日間弱に相当します。

allow_incompatible=false

構成対象のソフトウェア製品がターゲットセレクションと互換性を持つようにように要求
します (選択した各製品で定義されているサポート対象システムのリストと、すべてのター
ゲットセレクションが一致しなければなりません)。これを true に設定した場合は、ター
ゲットの互換性は強制されません。

allow_multiple_versions=false

ターゲットで製品の特定のバージョンがすでに構成されているとき、もう１つ別の独立し
たバージョンを構成することを禁止します。

これを true に設定した場合は、既存の製品の別のバージョンを新しい位置に構成できま
す。製品の位置が変更可能な場合にだけ複数のバージョンをインストールできます。複数
のバージョンを構成しても、その製品で複数バージョンの同時使用がサポートされていな
ければ使えません。

ask=false

ask=true のとき、request スクリプトを実行します。このスクリプトはユーザーの応
答を要求します。ask=as_needed の場合、swask コマンドはまず応答ファイルが制御
ディレクトリにあるか調べ、応答ファイルがないときのみ request スクリプトを実行し
ます。

ask=true または ask=as_needed のときは、-c catalog を使用して、応答ファイ
ルまたは request スクリプトで作成されたファイルのコピーを格納するためのエクス
ポートされたカタログのパス名を指定できます。
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request スクリプトの詳細については、swask(1M) を参照してください。

autoremove_job = false

完了したジョブに対する、自動ジョブ削除を制御します。ジョブが自動削除された場合、
ジョブ情報 (ジョブステータスまたはコントローラ/エージェントログファイル) を swjob

で問い合わせることはできません。

autoselect_dependencies=true

ユーザーによって明示的に選択されなかった場合に、前提 (prerequisite)、並列
(corequisite)、除外 (exrequisite) の依存関係にあるソフトウェアを SD で自動選択するか
どうかを制御します。このオプションは、swconfig -u には適用されません。デフォル
トは true です。その場合は、構成のために必要なソフトウェアが自動的に選択されま
す。false に設定すると、構成のために必要なソフトウェアは明示的に指定されない限り
選択されません。

このオプションを false に設定すると、autoselect_minimum_dependencies オプ
ションは無視されます。

autoselect_dependents=false

ユーザーによって明示的に選択されなかった場合に、SD が依存ソフトウェアを自動選択す
るかどうかを制御します。依存ファイルセットは、選択したファイルセットで前提
(prerequisite)、並列 (corequisite)、除外 (exrequisite) のいずれかの依存関係で設定されま
す。true を指定すると、構成解除のために依存ソフトウェアが自動選択されます。デ
フォルトの false の場合、明示的に選択されていない依存ソフトウェアは構成解除の対
象として自動的には選択されません。

autoselect_minimum_dependencies=false

要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係をユーザーが明示的に選択した
場合に、そのリストの左端にある最初の依存関係を自動的に選択するかどうかを制御しま
す。

true に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係が明示的
に選択された場合、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に選択されることは
ありません。false に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存
関係が明示的に選択された場合でも、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に
選択されます。

autoselect_dependencies オプションを false に設定すると、このオプションは無
視されます。

compress_index=false

SD コマンドがターゲットデポまたはルートへの書き込み時に圧縮された INDEX と INFO

カタログを作成するかどうかを決定します。デフォルトの false では圧縮ファイルを作
成しません。true に設定すると、SD は INDEX と INFO ファイル、およびそれぞれを
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圧縮したファイルの両方を作成します。圧縮ファイルは、INDEX.gz、INFO.gz という名
前で圧縮されてないファイルと同じディレクトリに作成されます。

圧縮ファイルにより低速ネットワークで性能が改善します。ただし、インストール済み製
品データベースのディスクスペースの使用量とデポカタログのスペースの使用量は、それ
ぞれ増加します。HP-UX 11.01 以降では次の場合に、SD コントローラとターゲットエー
ジェントが自動的にソースエージェントから圧縮された INDEX と INFO ファイルをロー
ドします。

• ソースエージェントがこの機能をサポートしている

• ソースデポに INDEX.gz あるいは INFO.gz が存在する

• INDEX.gz と INFO.gz が対応する圧縮されてない INDEX および INFO ファイルよ
り古くない

INDEX.gz または INFO.gz のアクセス中、転送中、あるいは解凍中に何らかの問題が発
生すると、ソースエージェントは圧縮されてない INDEX や INFO ファイルを使用しま
す。

controller_source

コントローラが選択を決定するためにアクセスするデポの位置です。このオプションは、
ターゲットが使用するリソースには影響しません。このオプションは、host、/path、また
は host:/path の形式で指定します。コントローラとターゲット間のネットワークトラ
フィックを削減したいときに有効です。

enforce_dependencies=true

software_selections によって指定されているすべての依存条件が、target_selections で解
決されていなければならないことを指定します。

swconfig コマンドは、依存関係にあるソフトウェアも選択されているか、すでにター
ゲット内に適切な状態 (INSTALLED または CONFIGURED) で存在している場合に限っ
て、処理を続行します。これにより、使用不可能なソフトウェアがシステム上に構成され
ることが防止されます。

このオプションが false に設定されている場合、依存条件のチェックは行われますが、
条件の満足は強制されません。実行時の依存条件(corequisite)が満たされていない場合に
は、選択されたソフトウェアが正しく動作しないことがあります。構成時の依存条件
(prerequisite)が満たされていない場合には、構成が失敗することがあります。

enforce_scripts=true

スクリプトで発生したエラーの処理を制御します。true に設定したときにベンダー提供
スクリプトからエラーが戻されると、構成/構成解除処理は中断し、実行が失敗したことを
示すエラーメッセージが表示されます。false に設定すると、swconfig は処理を続行
します。警告メッセージにより処理続行が報告されます。
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installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス
を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー
ル場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を
参照してください)。

job_title=

ジョブのタイトルを指定する ASCII 文字列です。これは swjob の起動時にジョブ ID と
ともに表示されるので、ジョブを識別するための追加の情報として参照できます。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。

logdetail=false

ログファイルに書き込む内容の詳細度を制御します。true を指定すると、詳細な作業情
報 (指定したオプション、進行状況、その他の要約情報など) がログファイルに書き込まれ
ます。この情報は、ログ情報とともに、loglevel オプションで制御されます。
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詳細は、以下に示す loglevel および sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入
力) を参照してください。

logfile=/var/adm/sw/swconfig.log

これは swconfig コマンドのデフォルトのコマンドログファイルです。

loglevel=1

コマンドログファイル、ターゲット エージェントログファイル、およびソースエージェン
ト ログファイルに記録されるイベントのログレベルを制御します。この情報は、logde-

tail オプションで制御される詳細度を補足します。詳細は、上記の logdetail と、
sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照してください。次の値を指定で
きます。

0 ログファイルへの記録が停止されます。
1 ログファイルへの記録が冗長モードで行われます。
2 ログファイルへの記録が高冗長モードで行われます。

mount_all_filesystems=true

デフォルトで swconfig コマンドは、分析フェーズの開始時に /etc/fstab ファイル内
のすべてのファイルシステムを自動的にマウントしようとします。その結果、リストされ
ているすべてのファイルシステムがマウントされてから初めて次に進むことになります。
このポリシーは、将来のマウントポイントの下にくるようなディレクトリにファイルが
ロードされないようにしたいとき役立ちます。

このオプションが false に設定されている場合は、マウント操作は試みられず、現在の
マウントのチェックも行われません。

reconfigure=false

すでに構成済みのソフトウェアを再構成することを禁止します。このオプションが true

に設定されている場合は、構成済みのソフトウェアを再構成することができます。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンがリスンし、他のコマンドがデーモンに接続するために使用するプロトコルシー
ケンスとエンドポイントを定義します。１つのプロトコルシーケンスで接続に失敗する
と、次のプロトコルシーケンスで接続を試みます。SD はほとんどのプラットフォームで
tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコル
シーケンスをサポートします

rpc_timeout=5

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 から 9 までの範囲の値で、DCE RPC

によって解釈されます。値が大きいほど時間は長くなります。大きい値が必要になるの
は、低速なネットワークや利用度の高いネットワークの場合です。小さい値を指定する
と、停止中のホストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速く検
知することが可能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す秒数の約２
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倍になります。5 という値は ncadg_ip_udp プロトコルシーケンスの約 30 秒に相当しま
す。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

select_local=true

target_selections が指定されていない場合、ローカルホストをコマンドのターゲットとして
選択します。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。デフォルト値はありません。複数のソフ
トウェアセレクションがある場合は、空白で区切って指定します。

targets=

デフォルトの target_selections を定義します。デフォルト値はありません (上記の
select_local を参照)。複数のターゲットセレクションがある場合は、空白で区切って
指定します。
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verbose=1

出力 (stdout) の冗長度を制御します。次の値を指定できます。
0 stdout へのメッセージ出力が行われません。 (エラーおよび警告メッセージは常に

stderr に出力されます。)

1 stdout へのメッセージ出力が冗長モードで行われます。

write_remote_files=false

リモート(NFS)ファイルシステム上に存在するターゲットのファイルの構成を禁止します。
リモートファイルシステムのファイルはすべて無視されます。

このオプションが true に設定されていて、かつスーパーユーザーがリモートファイルシ
ステムに対する書き込みパーミッションを有している場合、リモートファイルは無視され
ずに構成されます。

セッションファイル
swconfig コマンドを起動するたびに、構成セッションが定義されます。インストールやコピーが開始する前
に、起動オプション、ソース情報、ソフトウェアセレクション、およびターゲットホストが保存されます。こ
れにより、セッションが正常に終了しなくても、コマンドを再実行できます。

各セッションは自動的にファイル $HOME/.sw/sessions/swremove.last に保存されます。このファイル
は swconfig を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swconfig を実行することによって、指定したファイルにセッショ
ン情報を保存することもできます。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルのパスを指定しな
かった場合、セッションファイルのデフォルトの位置は $HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションファイルを再実行するために、swconfig の -S session__file オプションの引き数としてセッ
ションファイルを指定してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されることに注意してください。同様に、swconfig を呼び出したときに指定したコマンド行オ
プションあるいはパラメータはセッションファイルにある値よりも優先されます。

環境変数
swconfig コマンドに影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
lang(5) を参照してください。

注: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、 /etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。
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LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

スクリプトに影響する環境変数は次のとおりです。

SW_CATALOG インストール製品データベース (IPD) へのパスを、環境変数 SW_ROOT_DIRECTORY で
設定されているパスの相対パスで保持します。 IPD のパスは、installed_soft-

ware_catalog のデフォルトオプションを使用して指定できます。

SW_CONFIG_AFTER_REBOOT

この変数を読み取るのは configure スクリプトのみです。値が設定されていると、シ
ステムの起動時に swconfig コマンドによって configure スクリプトが呼び出され
たことを示します。この変数は /sbin/init.d/swconfig システム起動スクリプト
によって設定されます。

SW_CONTROL_DIRECTORY

スクリプトが実行されている現在のディレクトリを定義します。これは、一時的なカタ
ログディレクトリか、またはインストール製品データベース (IPD) の中のディレクトリ
のどちらかです。この変数は、そのソフトウェア用の他の制御スクリプト (たとえば、
サブスクリプト) がどこに存在しているかをスクリプトに指示します。

SW_CONTROL_TAG

実行中の control_file のタグ名を保持します。ソフトウェアをパッケージ化する際に
は、デポにある制御ファイルの物理名とパスを定義できます。そのため、control_file

をタグとは別の名前で定義でき、１つの同じファイルを指すのに複数の制御ファイル定
義を使用することができます。control_file は SW_CONTROL_TAG 変数を照会して実行
中のタグを判断できます。

SW_LOCATION

デフォルトの製品ディレクトリから変更された、製品の位置を定義します。
SW_ROOT_DIRECTORY と組み合わせて使用すると、この変数はスクリプトに製品ファ
イルがどこにあるかを通知します。
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SW_PATH 制御スクリプトで使用できる最小限のコマンドセットを定義する PATH 変数です (たと
えば /sbin:/usr/bin)。

SW_ROOT_DIRECTORY

セッションが実行するルートディレクトリ "/" あるいは代替ルートディレクトリを定義
します。この変数は、製品がインストールされるルートディレクトリを制御スクリプト
に通知します。スクリプトは、製品のインストールされたファイルの位置を決定するた
めに、このディレクトリを SW_LOCATION の接頭辞として使用しなければなりませ
ん。構成スクリプトは、SW_ROOT_DIRECTORY が / の場合にだけ実行されます。

SW_SESSION_OPTIONS

特定のコマンド (ソフトウェアおよびターゲットのセレクションを含む) の各オプショ
ンの値を含むファイルのパス名を定義します。これによりスクリプトは、他の環境変数
によって明示的には渡されなかったコマンドオプションおよび値を取り出すことができ
ます。たとえば、SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを request スクリ
プトから使用できるようにした場合、targets オプションには、コマンドで指定したす
べてのターゲットについて software_collection_specs のリストが含まれます。
SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを他のスクリプトから使用できるよう
にした場合、targets オプションには、スクリプトが実行されるターゲットについて
software_collection_spec が１つ含まれます。

SW_SOFTWARE_SPEC

この変数は、現在の製品もしくはファイルセットの完全修飾ソフトウェア仕様です。こ
のソフトウェア仕様によって製品もしくはファイルセットが一意に識別されます。

シグナル
swconfig コマンドは、シグナル SIGQUIT と SIGINT と SIGUSR1 をキャッチします。これらのシグナル
を受け取ると、swconfig コマンドはメッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエージェントにリ
モートプロシージャコール (RPC) を送信してから終了します。

エージェントは SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。エージェントを抹消すると、
壊れたソフトウェアがシステムに残ることがあるので、絶対に必要なときにだけ抹消するようにします。SD

コマンドを抹消しても、進行中のタスクが完了するまでエージェントは終了しないことに注意してください。

デーモンは SIGHUP、 SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、 SIGTERM または
SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。また、SIGUSR1 を受け取ると、必要であればデ
ポの登録または登録解除ができるように、デポセッションからのコピーや削除の完了を待ってから終了しま
す。この待ち状態の間、新しいセッションの起動要求は拒否されます。

各エージェントは、実行フェーズがすでに開始されている場合は、構成タスクを完了させてから終了します。
これは、ソフトウェアが正しくない状態で残されるのを防ぐためです。
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戻り値
swconfig コマンドは次の値を戻します。

0 software_selections が正常に構成されました。
1 構成操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 構成操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swconfig コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および特定のログファイルに書き込みを行
います。

標準出力
swconfig コマンドは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• 各 target_selection ごとの選択、解析、およびタスク実行メッセージ

標準エラー
swconfig コマンドはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ロギング
swconfig コマンドは、コマンドが起動されたホスト上の要約イベントをログに記録します。また、詳細イベ
ントを各 target_selection に対応する swagent ログファイルに記録します。

コマンドログ
swconfig コマンドは、標準出力と標準エラーへのすべてのメッセージをログファイル
/var/adm/sw/swconfig.log に記録します (logfile オプションを変更すれば別のログファイル
を指定できます)。

ターゲットログ
swagent プロセスは、実際の構成処理を各 target_selection で実行します。swagent はイベントを
ファイル /var/adm/sw/swagent.log に記録します。コマンドおよびターゲット ログファイル
は、swjob または sd コマンドで表示できます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
ローカルホスト上の C 製品と Pascal 製品を構成します。

swconfig cc pascal

Product1 を構成します。要求スクリプトで生成された応答ファイルを使用し、応答ファイルを
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/tmp/resp1 の下に保存します。

swconfig -x ask=true -c /tmp/resp1 Product1

HP Omniback 製品を再構成します。

swconfig -x reconfigure=true Omniback

/opt/Omniback_v2.0 にインストールされたバージョンの HP Omniback を構成します。

swconfig Omniback,l=/opt/Omniback_v2.0

ファイル /tmp/install.hosts にリストされたホスト上のファイル /tmp/install.products にリスト
されている software_selections を構成解除します。

swconfig -u -f /tmp/install.products -t /tmp/install.hosts

リモートホストの C 製品と Pascal 製品を構成します。

swconfig cc pascal @ hostA hostB hostC

制限事項
SD-UX バージョンの swconfig は、リモートターゲット上のインストール済みソフトウェアの構成、構成解
除、および再構成をサポートしていません。

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD ソフトウェア管理コマンドのオプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォル
ト値を保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD ソフトウェア管理コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存さ
れた) セッションファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在のSDオプションおよびそのデフォルト値のマスターリストを保存します。

/var/adm/sw/

SD ソフトウェア管理コマンド用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っている
ディレクトリです。このディレクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD ソフトウェア管理コマンドのオプションの一部または全部に適用されるアクティブなシステム全
体のデフォルト値を保存します。

/var/adm/sw/getdate.templ

ジョブのスケジューリング時に用いられる日付/時間テンプレートの集合を保存します。
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/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品のカ
タログ (一覧) です。

著者
swconfig は HP で開発されました。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swcopy(1M), swinstall(1M), swjob(1M), swlist(1M),

swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M) sd(4), swpackage(4), sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swinstall, swcopy − ソフトウェア製品のインストールおよび構成、今後のインストールまたは配布に備えたソ
フトウェア製品のデポ作成

構文
swinstall [XToolkit Options] [-i] [-p] [-r] [-v] [-c catalog ] [-C session_file ]

[-f software_file] [-J jobid ] [-Q date ] [-s source ] [-S session_file ] [-t target_file ]

[-x option=value ] [-X option_file ] [software_selections] [@ target_selections]

swcopy [XToolkit Options] [-i] [-p] [-v] [-C session_file ] [-f software_file ] [-J jobid ]

[-Q date ] [-s source ] [-S session_file ] [-t target_file ] [-x option=value ] [-X option_file ]

[software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述のリモート操作の
項を参照してください。

• swinstall および swcopy は、単独あるいは sd コマンドによって実行できる対話型ユーザー
インタフェースをサポートしています。後述の対話型操作を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swinstall コマンドは、ソフトウェアソース source からローカルホストまたは１つ以上の target_selections

(ルートファイルシステム) のどちらかに software_selections をインストールします。デフォルト設定では、イ
ンストール後にターゲットで使用することを前提にソフトウェアが構成されます (代替ルートディレクトリに
インストールした場合、ソフトウェアは構成されません)。

swcopy コマンドは、software_selections をソフトウェアソース source から１つ以上の target_selections (ソ
フトウェアデポ) にコピーまたはマージします。それにより、これらのデポは swinstall コマンドからソフ
トウェアソースとしてアクセスできるようになります。

リモート操作
Software Distributor (SD) を使用可能にすると、ソフトウェアをリモートシステムで管理できるようになりま
す。ルートユーザーが中央 SD コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリ
モート ターゲット (ホストまたはエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のよう
にします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller
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注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。

• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

注記: swacl コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステムか
らルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

対話型操作
swinstall および swcopy はそれぞれ、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) をサポートしていま
す (端末またはディスプレイが GUI をサポートしていない場合は、これらのコマンドに備わっているターミナ
ルユーザーインタフェースから、マウスを使用せずキーボードで画面のナビゲーションを行います)。

GUI を実行するには、コマンド行でコマンド行オプションなしで

swinstall

または

swcopy

と入力します。

他のコマンド行オプションとともに -i オプションを指定して、GUI を実行することもできます。

sd コマンドは、ソフトウェアジョブを監視およびスケジューリングするための対話型インタフェースです。
sd コマンドを使用して、swinstall、copy および swremove の GUI を実行することもできます。

SD のリモート操作機能を使用可能にしてあると、swinstall、swcopy および swremove の GUI が拡張
され、リモートターゲットで操作できるようになります。リモート操作を使用可能にする場合や、拡張 GUI

の詳細については、前述のリモート操作を参照してください。

ask オプションを true に設定して、コマンド行形式の swinstall を対話型で動作させることもできま
す。このオプションは対話型の要求スクリプトを実行します。要求スクリプトは、swconfig および swask

によっても実行できます。詳細については、swconfig(1M) および swask(1M) ならびにデフォルトオプション
ask=false を参照してください。
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オペレーティングシステムのアップデート
オペレーティングシステムのアップデートを行うには update-ux コマンドをお使いください。これは
swgettools に置き換わるコマンドで、オペレーティングシステムを HP-UX 11.11 以降にアップデートしま
す。update-ux は 11.00 のシステムでは使用できません。オペレーティングシステムメディアから
update-ux をインストールすると、11.00 から 11.11 以降へのオペレーティングシステムのアップデートを
行うことができるようになります。詳細については、update-ux(1M) を参照してください。

SD の再インストール
SD のコピーを使用できない場合、あるいは新しいバージョンの SD をインストールする場合には、
install-sd コマンドを使用します。このコマンドは、SD をインストールし、ソースデポにある SD のパッ
チもすべてインストールします。

カーネルソフトウェアのインストール
このプロセスは、/stand/vmunix にあるカーネルを使用してシステムがブートされていることを要求しま
す。カーネルソフトウェアのインストールやオペレーティングシステムの更新を行う前に、システムが
/stand/vmunix カーネルにブートされていることを確認します。

ソフトウェア間の依存関係
swinstall コマンドは依存関係をサポートします。依存関係とは、他のソフトウェアのインストール前また
はインストール時に存在する必要がある、あるいは存在してはならないという、ソフトウェアの条件のことで
す。依存関係は、ファイルセットと別のファイルセットの間、および製品の間で適用されます。SD は、３種
類の依存関係をサポートしています。前提ソフトウェア (prerequisites) は、依存関係にあるファイルセットを
インストールおよび構成する前にインストールおよび構成する必要があるソフトウェアです。並列ソフトウェ
ア (corequisites) は、依存関係にあるファイルセットが使用可能になる前にインストールおよび構成する必要
があるソフトウェアです。除外ソフトウェア (exrequisites) は、存在すると依存関係にあるファイルセットを
インストールまたは構成することはできないソフトウェアです。

software_selection で他のファイルセットや製品に対する依存関係を指定すると、該当するソフトウェアが
swinstall コマンドで自動選択されます。

デフォルトの設定では、swinstall コマンドの実行前に依存関係をすべて決定しておく必要があります。
enforce_dependencies オプションを使用すると、この依存関係を上書きできます。

ファイルセットの依存関係を指定すると、パッチの一環としてファイルセットを別のファイルセットで取り消
しても swinstall では依存関係が認識されます。

swinstall と swcopy の違い
swinstall と swcopy の主な違いは、swinstall がソフトウェアをインストールするのに対し、swcopy

はソフトウェアをデポにコピーして swinstall によるインストールの際のソースとして使用できるようにす
ることにあります。

注意: テープへのコピーについては、swpackage(1M) マンページを参照してください。

そのほかに、両コマンドには以下のような機能 (相違) があります。
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• swinstall コマンドは、software_selections のインストールと構成の際にいくつかのベンダー提
供スクリプトを実行します。swcopy コマンドはこれらのスクリプトを実行しません。swin-

stall コマンドは以下のスクリプトをサポートしています。

request ユーザーに質問を行い、その応答を response ファイルに保存するスクリ
プトです。この応答ファイルは、後で、構成用スクリプトまたはその他のス
クリプトによって使用することができます。

checkinstall target_selection の解析の際に実行されるスクリプトです。このスクリ
プトは、インストールを実行できるかどうかをチェックします。このチェッ
クがエラーを返した場合、ソフトウェア製品はインストールされません。

preinstall ソフトウェアのファイルがインストールされる直前に実行されるスクリプト
です。

postinstall ソフトウェアのファイルがインストールされた直後に実行されるスクリプト
です。

configure target_selection の構成時に実行されるスクリプトで、ターゲットをソフト
ウェアに合わせて (またソフトウェアをターゲットに合わせて ) 構成しま
す。preinstall および postinstall スクリプトは構成作業に使用する
ことを目的とはしていません。これらのスクリプトは、前のリビジョン (今
アップデートされたリビジョン ) の古いファイルを削除するなどの単純な
ファイル管理を実行するために使用するものです。

unpreinstall ソフトウェアのインストールが失敗し、autorecover_product オプショ
ンが true に設定されていた場合に、ソフトウェアの元のファイルが復元さ
れた直後に実行されるスクリプトです。preinstall スクリプトが実行し
たステップを元に戻すスクリプトです。

unpostinstall ソフトウェアのインストールが失敗し、autorecover_product オプショ
ンが true に設定されていた場合に、ソフトウェアの元のファイルが復元さ
れる直前に実行されるスクリプトです。postinstall スクリプトが実行し
たステップを元に戻すスクリプトです。

• swcopy を使用してデポを作成または変更すると、デポを記述するカタログファイル (swin-

stall コマンドで作成されるインストール済み製品データベース (IPD) ファイルに相当) が構築
されます。

• デフォルトの場合、swinstall コマンドでは互換性のあるソフトウェアだけを source から選択
できます。この制約により、ソフトウェアのアーキテクチャが target_selections のアーキテクチャ
と適合することが保証されます。swcopy コマンドは互換性のチェックを実行しません (したがっ
て、各種のアーキテクチャやオペレーティングシステムをターゲットとしたソフトウェアのリポジ
トリとしてデポを使用することができます)。
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• デフォルトの場合、swinstall はリビジョンが高いソフトウェアへのアップデートをサポートし
ています。同じリビジョンの software_selection がすでにインストールされている場合、swin-

stall はそれを再インストールしません。software_selection のリビジョンが、すでにインストー
ルされている同じソフトウェアより低い場合も、swinstall はそれを再インストールしません (

ただし、ユーザーはオプションの値を変更することでこれらの動作を変更できます)。

• swinstall コマンドは、ユーザーの指定に従って、ソフトウェアへのハードリンクとシンボリッ
クリンクを作成します。通常ファイルの代わりにシンボリックリンクが見つかると、swinstall

はシンボリックリンクをたどって、リンクが参照しているファイルをアップデートします。

• swinstall コマンドは、新しい製品ファイルのインストールを開始する前には、製品の現行ファ
イルを削除しません。この操作を (必要に応じて) 実行できるのは、ファイルセットのインストー
ルスクリプトです。置き換えられるファイルは、可能ならば上書きされます。ただし、autore-

cover_product オプションが true に設定されている場合は、#<file> に一時的に保存されます。
また、上書きできないファイルも #<file> に名前が変更されます。

• swinstall コマンドは、カーネル生成スクリプトとリブートをサポートしています。swin-

stall は、カーネルを変更するソフトウェアのインストール (またはアップデート) の前または後
に、システム固有のスクリプトを実行して、新しいバージョンのカーネルを生成 (または生成準備)

します。それ以外の software_selections はその後でインストールされます。これらのスクリプトは
swagent のオプションで定義されます。定義できるスクリプトは install_setup_cmd、
system_prep_cmd、kernel_build_cmd および install_cleanup_cmd です。

注記 : HP-UX 11i v3 以降のリリースでは移行リンクが存在しないため、実行するインストール
セットアップ手順およびインストールクリーンアップ手順が存在せず、install_setup_cmd お
よび install_cleanup_cmd が実行されることはありません。

システムのリブートを必要とするソフトウェアをインストール (またはアップデート) した後、
swinstall は自動的にシステムをリブートします。リブートコマンドは、swagent のオプショ
ン reboot_cmd で定義されます。

オペレーティングシステムをアップデート (詳細については、update-ux(1M) を参照) する際に
は、カーネルソフトウェアをまずインストールし、残りのオペレーティングシステムをアップデー
トする前に新しいカーネルが確実に生成できることを確認します。 swinstall は、 soft-

ware_selections のアップデートまたはインストールがすべて完了してから、新しいカーネルを
使ってリブートし、software_selection ごとに構成スクリプトを実行します。swinstall は、ス
クリプトの完了後に、システムをもう一度リブートしてシステムを通常の状態に復元します。

• swcopy はカーネル生成やシステムのリブートを実行しません。

• swinstall コマンドと swcopy コマンドは、どちらも software_selections のインストール/コ
ピーに先立ってさまざまなチェックを実行します (たとえば、ディスクスペースの解析など)。
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オプション
swinstall および swcopy コマンドは以下のオプションをサポートします。

XToolKit オプション
swinstall および swcopy コマンドは、GUI の表示形式を制御する標準 X ツール
キットオプションの一部をサポートしています。サポートしているオプションは、
−bg、−background、−fg、−foreground、−display、−name、−xrm および
−synchronous です。これらのオプションの定義については、man X を入力し
て、マンページの X (1) を参照してください。

-i コマンドを対話型モード (GUI) で実行します。詳細については、前述の対話型操作お
よびリモート操作の項を参照してください。

-l (HP-UX 10.X でのみ対応 )。コマンドを linkinstall モードで実行します。これは、
サーバーの共有ルート (ディスクレスクライアントのプライベートルートとしてアク
セス可能なルート) の下にソフトウェアをインストールするモードです。 (HP-UX の
み)

swinstall を linkinstall モードで実行すると、以下の処理が実行されます。

• ソフトウェアへの NFS マウントを作成して、ターゲットからソフトウェアにアク
セスできるようにします。代替ルートへのマウントも後で実行されることがあり
ます。

• ターゲットの fstab ファイルを変更します。

• ソースの exports ファイルを変更して、ターゲットに対するマウントパーミッ
ションを追加します。

マウントの作成は、share_link プロダクト属性を調べることで実行されます。すべて
の製品が linkinstall をサポートしているわけではありません。一部の製品は、
古いマウントの下に存在していれば、新しいマウントを作成しなくても参照可能で
す。

-p インストールタスクをプレビューします。すなわち、セッションを解析フェーズだけ
実行します。

-r swinstall コマンドが代替ルートディレクトリで動作するようになります。代替
ルートディレクトリは、@ target_selections オプションで指定する必要があります。
構成スクリプトは、代替ルートでは動作しません (代替ルート操作にはこのオプショ
ンは必須ではありませんが、旧製品との互換性のために維持されています。詳細につ
いては、sd(5) にある代替ルートディレクトリとデポディレクトリの項を参照してく
ださい)。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします (swinstall または swcopy のロ
グファイルは、このオプションの影響を受けません)。デフォルトでは、出力は冗長
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形式となっています。下記の verbose オプションを参照してください。

-c catalog 要求スクリプトによって作成された１つまたは複数の応答ファイルのコピーを保存す
る、エクスポートされたカタログのパス名を指定します (-x ask=true または -x

ask=as_needed の場合)。応答ファイルは、インストール処理が完了した後、イン
ストール済み製品データベースの中にも保存されます。

-C session_file 現在のオプションとオペランドを session_file に保存します。ファイル名に相対パス
および絶対パスを指定することができます。セッションファイルのデフォルトのディ
レクトリは、$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用して、セッショ
ンファイルを再び呼び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-J jobid 前にスケジュールされたジョブを実行します。これは、デーモンがジョブを起動する
ときに使用する構文です。

-Q date この日付でジョブをスケジュールします。/var/adm/sw/getdate.templ ファイ
ルを修正して、日付形式を変更できます。

-s source ソフトウェアをインストールまたはコピーしてくる元のソースデポ (またはテープ)

を指定します (SD は tar および cpio の両形式のテープデポを読み取ることがで
きます)。デフォルトのソースタイプは directory です。構文は次のとおりです。

[host][:][/directory]

ホストは、ホスト名、ドメイン名、またはインターネットアドレスによって指定する
ことができます。ディレクトリは絶対パスで指定しなければなりません。

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションで保存されたオプションとオペラン
ドに基づいて swinstall または swcopy を実行します。-C session_file オプショ
ンを使用して、コマンド行セッションからのセッション情報を保存できます。

-t target_file target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだ
けでなく)、target_file から (も) 読み取ります。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。
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オペランド
swinstall および swcopy コマンドは、ソフトウェアセレクション、およびその後に続くターゲットセレ
クションという２種類のオペランドをサポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文
は、コマンドが「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェアセレクション
selections オペランドはソフトウェアセレクションで構成されます。

swinstall および swcopy は、それぞれのソフトウェアセレクションに対して次の構文をサポートしま
す。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子を使用すると、次のシェルワイルドカードおよびパターンマッチの表記法を
使って選択を指定できます。

[ ]、*、?

たとえば、次の式はタグが "man" で終了するバンドルと製品をすべてインストールします。

swinstall -s sw_server *man

• bundles と subproducts は再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。たとえば、

swinstall bun1.bun2.prod.sub1.sub2.fset,r=1.0

または (ワイルドカードを使って)、

swinstall bun[12].bun?.prod.sub*,a=HP-UX

• ¥* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location はインストールされているソフトウェアのみに適用され、デフォルトのプロダクト
ディレクトリ以外の場所にインストールされているソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa は、ファイルセットにのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。
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• <op> (関連演算子)には次の項目を指定できます。

=、==、>=、<=、<、> または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択
することを意味します。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜しま
す。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ]、*、?、!

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12, r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したも
のだけが選択対象となります。

• 完全修飾ソフトウェア仕様では、文字列が空であっても、r=、a= および v= というバージョン構
成要素が含まれています。インストール済みのソフトウェアの場合は、l= も含まれています。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数
です。

¥* というソフトウェア仕様は、すべての製品を選択します。ルートディレクトリ / からソフトウェアを削除
する場合には、指定しないでください。

ターゲットセレクション
swinstall および swcopy コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。ホストと
ディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

[host][:][/directory]

ホストは、ホスト名、ドメイン名、またはインターネットアドレスによって指定することができます。ディレ
クトリは絶対パスで指定しなければなりません。

複数のターゲットが指定されている場合は、リスト内の最初のターゲットが選択の基準として使用されます。
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HP-UX 10.X システムの場合、linkinstall モードでは、セレクション指定の [directory] 部分が相対パスであ
る場合、default.shared_root=true の値がソースの前に付加され、default.private_root=true の値がターゲッ
トの前に付加されます。通常、これらの値はそれぞれ /export/shared_roots および /export/pri-

vate_roots です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つであることを示します。この接頭辞を使用する
と、デフォルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適
用されます。

デフォルト値は、-x または -X オプションをコマンド行で指定することで無効にすることができます。

command -x option=value

command -X option_file

次の項では、swinstall および swcopy コマンドがサポートするすべてのキーワードのリストを記載しま
す。デフォルト値が存在する場合は = の後に示しています。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を $HOME/path に設定すると、$HOME が実行ユーザーのホーム
ディレクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレ
クトリの相対パスが決定します。たとえば、$HOME/my_admin と指定すると、ホーム
ディレクトリにある my_admin ディレクトリになります。
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• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

agent_auto_exit=true

実行フェーズの終了後、または解析フェーズの異常終了後に、ターゲットエージェントを
自動的に終了させます。このオプションは、コントローラが対話型 UI を使用している場
合、または -p (プレビュー) を使用している場合は、強制的に false に設定されます。
これにより、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上します。デフォルトは true

です (すなわち、状況に応じて、ターゲットエージェントは自動的に終了します)。false

に設定すると、ターゲットエージェントはコントローラがセッションを終了するまで終了
しません。

agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが指定された時間中アクティブでない場合に、そのターゲット
エージェントを終了させます。これは、RPC が消失したネットワーク接続を検知するのに
130 分間かかる場合があるため、ターゲットエージェントがより速く消失したネットワー
ク接続を検知できるようにするために使用されます。お薦めできる値は、使用環境で予測
されるアクティブでない最長の期間です。コマンド行の呼び出しの場合、10 分から 60 分
の間の値が適切です。GUI が使用される場合には、60 分以上の値をお薦めします。デフォ
ルト値の 10000 は、７日間よりもわずかに短い期間です。

allow_downdate=false

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションは、ターゲットにすでに存在してい
るファイルセットの古いリビジョンのインストールを禁止します(多くのソフトウェア製品
は「ダウンデート」機能をサポートしていません)。このオプションが true に設定されて
いる場合は、古いリビジョンをインストールできます。

allow_incompatible=false

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションは、インストールするソフトウェア
製品がターゲットセレクションとの「互換性」を備えていなければならないことを指定し
ます (すなわち、すべてのターゲットセレクションが、選択された各製品で定義されている
サポート対象システムのリストと一致していなければなりません )。このオプションが
true に設定されている場合、ターゲットとの互換性は要求されません。
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allow_multiple_versions=false

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションは、ある特定の製品がすでにインス
トールされているとき、それと異なるバージョンのインストールを禁止します。

このオプションが true に設定されている場合は、既存製品の別のバージョンを新しい位
置にインストールできます。複数のバージョンをインストールできるのは、製品を任意の
場所に配置できる場合だけです。複数のバージョンを同時に構成して正しく動作するの
は、製品が複数バージョン構成をサポートしている場合だけです。

allow_split_patches=false

「親が同じ」ファイルセットのない単一パッチファイルセットを使用できるようにしま
す。デフォルト状態である false では、マルチファイルセットパッチから１つのファイ
ルセットをインストール、コピー、または削除すると、ターゲットファイルセットの祖先
のファイルセットに基づいて、パッチに含まれる他のファイルセットが自動的に操作の対
象になります (この動作は、ユーザーが直接選択したファイルセットおよび SD がソフト
ウェアの依存関係から自動選択したファイルセットに適用されます)。

true に設定すると、親が同じファイルセットを操作に含めないで、１つのパッチファイ
ルセットをインストール、コピー、または削除できます。これにより、構成要素である
ファイルセットに「分割」したパッチをターゲットに含めることができます。警告: パッチ
を分割すると、親が同じグループの１つのファイルセットを更新または削除しても、他の
ファイルセットが旧リリースのままの状態に残ったり削除に失敗したりすることがありま
す。

ask=false

(swinstall にのみ適用されます。) ask=true の場合、ユーザーの応答を要求する要求
スクリプトを実行します。ask=as_needed の場合、swinstall は、最初に応答ファイ
ルが -c オプションで指定したカタログまたはソースデポにすでに存在しているかどうか
を調べて、応答ファイルがない場合にだけ要求を実行します。

ask=true または ask=as_needed に設定した場合は、-c catalog オプションを使
用して、要求スクリプトによって作成された１つまたは複数の応答ファイルのコピーを保
存する、エクスポートされたカタログのパス名を指定することができます。

要求スクリプトの詳細については、swask(1M) を参照してください。

autoreboot=false

(swinstall にのみ適用されます。) 非対話型インタフェースで、リブートを要求するソ
フトウェアをインストールしないようにします。true に設定した場合、このソフトウェ
アがインストールされ、ターゲットシステムが自動的にリブートされます。

対話型セッションでは、リブートを必要とするソフトウェアをインストールする前に常に
確認を行います。
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autorecover=false

このオプションは、インストールエラーが発生した場合に、元のファイルセットを自動回
復できるようにします。ただし、ディスクスペースの使用量が一時的に増え、性能が低下
するという不都合もあります。デフォルト値の false では、swinstall はファイル
セットの更新時に元のファイルを削除します。インストール時にエラー (ネットワーク障害
など) が発生すると、元のファイルは失われてしまうので、ファイルセットを再インストー
ルしなければなりません。

true に設定すると、現在のファイルセットのロードが完了するまで、すべてのファイル
がバックアップコピーとして保存されます。インストール時にエラーが発生すると、ファ
イルセットの元のファイルに置き換えられ、swinstall は製品内の次のファイルセット
または製品の postinstall スクリプトを引き続き処理します。

true に設定すると、スクリプトにも影響を及ぼします。たとえば、preinstall スクリプト
が失敗すると、対応する unpreinstall スクリプトが実行されます。詳細については『Soft-

ware Distributor 管理者ガイド』を参照してください。

autorecover_product=false

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションにより、インストール時にエラーが
発生した場合に元のプロダクトファイルを自動復元できます。ただし、一時的にディスク
スペースが消費されてパフォーマンスが低下します。デフォルトの false の場合、
swinstall は存在するアップデート対象のプロダクトファイルをすべて削除します。イ
ンストールの際にエラー (ネットワーク障害など) が発生すると、元のファイルは失われる
ので、インストールを再実行しなければなりません。

このオプションが true に設定されている場合は、そのときロードしているプロダクト内
の全ファイルセットをロードし終わるまで、すべてのファイルがバックアップコピーとし
て保存され、完了後に削除されます。インストール中にエラーが発生すると swinstall

は、元のプロダクトファイルを復元して終了します。

true に設定すると、スクリプトにも影響を及ぼします。たとえば、preinstall スクリプト
が失敗すると、対応する unpreinstall スクリプトが実行されます。詳細については『Soft-

ware Distributor 管理者ガイド』を参照してください。

autoremove_job=false

完了したジョブに対する、自動ジョブ削除を制御します。ジョブが自動削除された場合、
ジョブ情報 (ジョブステータスまたはターゲットログファイル) を swjob で問い合わせる
ことはできません。

autoselect_dependencies=true

ソフトウェアを選択するときに、依存関係にあるソフトウェアを自動的に選択します。こ
の値を true に設定した場合に、他のソフトウェアへの依存性があるソフトウェアをイン
ストール対象として選択すると、swinstall または swcopy はその依存条件が満たされ
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るように処理します。すなわち、条件がまだ満たされていない場合は、必要なソフトウェ
アを自動的に選択します。false に設定すると、必須ソフトウェアは、明示的に選択され
ていない限り、操作対象として自動的には選択されません。as_needed に設定すると、
ターゲットで依存条件が満たされていない場合にのみ、必要なソフトウェアが自動的に選
択されます。

GUI および TUI の [Change Options] 画面には、autoselect_dependencies オプ
ションを as_needed に設定するためのインタフェースはありません。ただし、オプショ
ン設定が swinstall または swcopy のコマンド行で指定された場合には、GUI および
TUI はその設定を保持します。

このオプションを false に設定すると、autoselect_minimum_dependencies オプ
ションは無視されます。

autoselect_minimum_dependencies=false

要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係をユーザーが明示的に選択した
場合に、そのリストの左端にある最初の依存関係を自動的に選択するかどうかを制御しま
す。

true に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係が明示的
に選択された場合、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に選択されることは
ありません。false に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存
関係が明示的に選択された場合でも、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に
選択されます。

autoselect_dependencies オプションを false に設定すると、このオプションは無
視されます。

autoselect_patches=true

swinstall または swcopy 操作の対象にユーザーが選択したソフトウェアオブジェクト
への最新のパッチ (置き換わる先祖の属性に基づいた) を自動的に選択します。false に
設定されている場合は、選択するオブジェクトに対応するパッチが自動的に選択されるこ
とはありません。

patch_filter= オプションは、autoselect_patches とともに使用することができ
ます。

autoselect_reference_bundles=true

この値が true に設定されている場合は、スティッキー (sticky) バンドルが、その構成
要素であるソフトウェアに自動的に付随してインストールまたはコピーされます。false

の場合は、ソフトウェアを単体でインストールまたはコピーできるようになり、そのソフ
トウェアが属するスティッキー (sticky) バンドルが自動的には付随しなくなります。
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codeword=

保護された HP CD-ROM ソフトウェアのロックを解除するために必要な「コードワード」
を定義します。

一部の HP ソフトウェア製品は、「プロテクト付き」の CD-ROM 製品として出荷されて
います。これは、「コードワード」と「顧客 ID」を入手しないとインストールやコピーが
できない製品です。このコードワードは、HP から受け取る CD-ROM 使用許可証明書に記
載されています。このデフォルト指定構文をコマンド行または SD-UX 対話型ユーザーイ
ンタフェースで使用すれば、コードワードを入力することができます。

このデフォルトは、コードワードを将来の参照のために保存します。コードワードの入力
は１回だけ行うことが必要です。新しい HP 製品を購入した際、その CD-ROM に対して
前のコードワードがすでに入力されている場合は、新しいコードワードを普通に入力すれ
ば、それらのコードワードが内部で結合されます。

注意: HP-UX B.10.10 以降のシステムでは、SD は .codewords ファイルを、プロテクト
付きソフトウェアを他のホストに提供しているサーバー上で捜します。SD は customer_id

とコードワードの有効なペアを捜します。この方式により、SD ではソフトウェアを「受け
取る」すべてのホスト上でコードワードと customer_id を入力する必要性が解消されてい
ます。

CD-ROM の customer_id とコードワードを正しく格納するためには、その CD-ROM に対
応するホスト上で swinstall -p または swcopy -p を実行してください。コードワー
ドが格納されると、それ以後、そのホストと CD-ROM をソースとして使用してソフト
ウェアをインストール (またはコピー) するクライアントは、コードワードと customer_id

を必要としなくなります。

compress_files=false

true に設定すると、圧縮されていないファイルを圧縮した上でソースから転送します。
これにより、低速ネットワークでの swcopy および swinstall の性能が向上し、
uncompress_files オプションを true に設定していない限り、swcopy および
swpackage のデポは小規模なものになります。

compress_index=false

SD コマンドがターゲットデポまたはルートへの書き込み時に圧縮された INDEX と INFO

カタログを作成するかどうかを決定します。デフォルトの false では圧縮ファイルを作
成しません。true に設定すると、SD は INDEX と INFO ファイル、およびそれぞれを
圧縮したファイルの両方を作成します。圧縮ファイルは、INDEX.gz、INFO.gz という名
前で圧縮されてないファイルと同じディレクトリに作成されます。

圧縮ファイルにより低速ネットワークで性能が改善します。ただし、インストール済み製
品データベースのディスクスペースの使用量とデポカタログのスペースの使用量は、それ
ぞれ増加します。HP-UX 11.01 以降では次の場合に、SD コントローラとターゲットエー
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ジェントが自動的にソースエージェントから圧縮された INDEX と INFO ファイルをロー
ドします。

• ソースエージェントがこの機能をサポートしている

• ソースデポに INDEX.gz あるいは INFO.gz が存在する

• INDEX.gz と INFO.gz が対応する圧縮されてない INDEX および INFO ファイルよ
り古くない

INDEX.gz または INFO.gz のアクセス中、転送中、あるいは解凍中に何らかの問題が発
生すると、ソースエージェントは圧縮されてない INDEX や INFO ファイルを使用しま
す。

controller_source=

選択対象を決定するためにコントローラがアクセスするデポの位置を指定します。このオ
プションを設定すると、コントローラとターゲット間のネットワーク通信量を減少させる
ことができます。この位置を指定するには、次のように、ターゲットセレクション構文を
使用します。

[host][:][/directory]

controller_source_option は、-s source オプションと同じ構文をサポートします。
このオプションは、ターゲットがどのソースを使用するかについては影響しないので、対
話型ユーザーインタフェースで使用された場合には無効です。

create_target_path=true

エージェントにターゲットディレクトリを作成させます (まだ存在していない場合)。この
オプションが false に設定されている場合、新しいターゲットディレクトリは作成され
ません。このオプションにより、新しいターゲットデポや新しい代替ルートディレクトリ
が誤って作成されるのを防ぐことができます。

create_time_filter=0

累積ソースデポの場合、このオプションを指定すると、swlist、swcopy および swin-

stall によるソフトウェアセレクションを長期的に一貫して行うことができます。デフォ
ルトのゼロでは、ソフトウェアセレクションおよび他のオプションに基づいて、ソースデ
ポにあるすべてのバンドル、製品、サブ製品、ファイルセットが選択 (依存ソフトウェアや
パッチの自動選択も含む) の対象になります。時間 (ゼロ時間からの秒数で指定) に設定す
ると、create_time が指定値以下となっているバンドル、製品、ファイルセット (製品内の
サブ製品を含む) のみが選択 (または自動選択) の対象になります。バンドル、製品、およ
びファイルセットの create_time を表示するには、次のように指定します。

swlist -a create_time -a create_date
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customer_id=

この番号もソフトウェア使用許諾書に記載されており、保護されたソフトウェアを「ロッ
ク解除」するために使用されます。これにより、このソフトウェアのインストール権限が
特定のサイトやオーナーだけに限定されます。この値の入力は、-x customer_id= オプ
ション、または対話型ユーザーインタフェースを使用して行います。customer_id は、HP-

UX 10.X 以降のどのシステムにも使用できます。

defer_configure=false

(swinstall にのみ適用されます。) swinstall は、software_selections をインストー
ルした後で、その構成スクリプトを自動的に実行します (代替ルートディレクトリは構成さ
れません)。

true に設定すると、swinstall は構成スクリプトを実行しません。ソフトウェアを後で
構成するときには、swconfig コマンドを実行します。

注記:

• 製品に複数のバージョンがある場合は、別のバージョンが構成済みであると、自動的に
は構成されません。複数のバージョンを個別に構成するには、swconfig コマンドを
使用します。

• システムのリブートが必要なソフトウェアをインストールする場合は、このオプション
は無視されます。

distribution_source_directory=/var/spool/sw

source_type がディレクトリの場合に、ソースデポのデフォルト位置を定義します。
host:path という構文も使用できます。-s オプションの方がこの値より優先されます。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

(swcopy にのみ適用されます。) ターゲットデポのデフォルトの配布ディレクトリを定義
します。

enforce_dependencies=true

software_selections によって指定されているすべての依存条件が、指定されたソースの中
か、または target_selections 自体のどちらかで解決されていなければならないことを指定
します。

swinstall および swcopy コマンドは、依存関係にあるソフトウェアも選択されている
か、すでにターゲット内に適切な状態 (INSTALLED または AV AILABLE) で存在してい
る場合に限って、処理を続行します。これにより、使用不可能なソフトウェアがシステム
にインストールされることが防止されます。また、デポの中に保存されているソフトウェ
アセットが使用可能であることが保証されます。

このオプションが false に設定されている場合、依存条件のチェックは行われますが、
条件の満足は強制されません。実行時の依存条件 (corequisite) が満たされていない場合に

680 Hewlett-Packard Company − 17 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swinstall(1M) swinstall(1M)

は、選択されたソフトウェアが正しく動作しないことがあります。インストール時の依存
条件 (prerequisite) が満たされていない場合には、インストールや構成が正しく実行でき
ないことがあります。

enforce_dsa=true

必要なディスクスペースが使用率の高いファイルシステムの未使用スペースを超えている
場合に、コマンドが解析フェーズの先に進まないようにします。このオプションが false

に設定されている場合は、インストールまたはコピーの処理でファイルシステムの最小フ
リー (minfree) スペースを使用しますが、この処理はファイルシステムの最終的な限界に
達することによって異常終了する可能性があります。

enforce_kernbld_failure=true

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションは、カーネル生成プロセスが異常終
了した場合は swinstall がカーネル生成フェーズの先の処理を実行しないように指示し
ます。このオプションが false に設定されている場合は、システム生成準備プロセスま
たはカーネル生成プロセスのどちらかで障害や警告が発生した場合でも、インストール処
理が (対話型モードでは一時停止せずに) 続行されます。

このオプションをデフォルト値の true に設定すると、再配置不可能なファイルセットを
再配置しようとしたときにエラーが発生します (再配置可能なファイルセットは is_relo-

catable 属性を true に設定してパッケージ化します)。false に設定すると、通常の
エラー処理が変更され、コマンドはファイルセットを再配置できるようになります。

enforce_scripts=true

スクリプトで発生したエラーの処理を制御します。true に設定したときにスクリプトか
らエラーが戻されると、コマンドは中断し、実行が失敗したことを示すエラーメッセージ
が表示されます。false に設定すると、swinstall は操作を続行します。警告メッセー
ジが表示され、解析または実行が終了したことが示されます。エラーのあった swinstall

フェーズ (checkinstall、preinstall、postinstall、またはconfigure) がメッセージに含まれ
ます。

installed_software_catalog=products

(swinstall にのみ適用されます。) インストール済み製品データベース (IPD) が保存さ
れているディレクトリパスを定義します。この情報は、インストール済みのソフトウェア
について説明しています。このオプションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義で
きます。このオプションに相対パスを指定すると、SD コントローラは admin_direc-

tory オプションで指定されている値に相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。
代替ルートの場合には、このパスが代替ルートの位置を示す相対パスになります。このオ
プションは、ソフトウェアのインストール場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。
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注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述を複数扱
うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/jaにある『Software Distributor 管理者ガイド』を参
照してください)。

job_title=

これはジョブのタイトルを指定する ASCII 文字列です。これは swjob または sd の起動
時にジョブ ID とともに表示されるので、ジョブを識別するための追加の情報として参照で
きます。デフォルト値はタイトルなしです。タイトルを指定する場合は、タイトル文字列
を引用符で囲んでください。

layout_version=1.0

(swcopy にのみ適用されます。) 記述子および swlist 出力を書き込む際に SD コマン
ドが準拠する POSIX の layout_version を指定します。サポートされている値
は、"1.0" (デフォルト値) および "0.8" です。

SD オブジェクトおよび属性構文は、IEEE POSIX 1387.2 Software Administration 標準
の layout_version 1.0 仕様に準拠します。SD コマンドは、まだ以前のレイアウト
バージョンに対応するキーワード名 layout_version=0.8 も受け入れますが、これを使
用するのは、以前のバージョンの SD によって読み取り可能な記述子を作成するためだけ
にしてください。

詳細については、sd(5) の layout_version オプションを参照してください。

logdetail=false

logdetail オプションは、ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true

に設定すると、このオプションは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行したス
テートメント、およびほかの要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ロ
グ情報とともに、loglevel オプションにより制御されます。

詳細については、loglevel=1 を参照するか、man 5 sd と入力して sd(5) マンページ
を参照してください。

logfile=/var/adm/sw/swremove.log

swinstall コマンドのデフォルトのコマンドログファイルです。
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loglevel=1

コマンドのログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエー
ジェントのログファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は、詳
細情報とともに、logdetail オプションにより制御されます。 (詳細については、
logdetail=false および sd(5) マンページを参照してください。) 以下の値を指定する
ことができます。
0 ログファイルに何も情報が記録されません。
1 冗長なログがログファイルに記録されます。
2 ファイル毎のメッセージを含む、非常に冗長なログがログファイルに記録されます。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。

match_target=false

(swinstall にのみ適用されます。) この値が true に設定されている場合、ソース上の
ファイルセットの中からターゲットシステムのインストール済みファイルセットと一致す
るものを捜すことでソフトウェアの選択が行われます。複数のターゲットが指定されてい
る場合は、リストの最初のターゲットが選択の基準として使用されます。

max_targets=25

このオプションを正の整数に設定すると、インストールまたはコピーの並列操作が指定の
数までに制限されます。１つのコピー操作またはインストール操作が終了した時点で、次
のターゲットが選択され操作が開始されます。すべてのターゲットが終了するまでこれが
繰り返されます。

最適な設定は、サーバーとネットワークの性能によって決まります。まずはデフォルト値
の 25 を使用することを推奨します。このオプションに１より小さい値を指定すると、すべ
てのターゲットに対して同時にインストールまたはコピーが行われます。

mount_all_filesystems=true

解析フェーズの開始時に、/etc/fstab ファイルに記述されているすべてのファイルシス
テムをマウントしようとします。これにより、処理を進める前に、リストされているすべ
てのファイルシステムが必ずマウントされるようになります。この操作方針により、将
来、マウントポイントの下になる可能性があるディレクトリにファイルがロードされるの
を防止できます。
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このオプションが false に設定されている場合、マウント操作は実行されず、現在のマ
ウントのチェックも実行されません。

os_name (swinstall にのみ適用されます。) このオプションを os_release とともに使用する
と、HP-UX のアップデート中に希望の OS 名を指定することができます。os_name オプ
ションは、コマンド行からだけ指定することができます。適切な構文については、SD の
readme ファイルを参照してください。この readme ファイルは、次のように入力して表
示することができます。

swlist -a readme -l product SW-DIST

os_release

(swinstall にのみ適用されます。) このオプションを os_name とともに使用すると、
HP-UX アップデート中に希望の OS のリリースを指定することができます。os_release

オプションは、コマンド行からだけ指定することができます。適切な構文については、SD

の readme ファイルを参照してください。この readme ファイルは、次のように入力し
て表示することができます。

swlist -a readme -l product SW-DIST

patch_filter=software_specification

このオプションを autoselect_patches または patch_match_target オプションと
ともに使用すると、software_specification で指定した基準を満足するように選択したパッ
チをフィルタリングすることができます。このオプションのデフォルト値は *.* です。

複数のターゲットが指定されている場合は、リスト内の最初のターゲットがパッチ選択の
基準として使用されます。

patch_match_target=false

true に設定すると、このオプションは、ターゲットルートまたはデポ上のソフトウェア
に対応する最新のパッチ
(is_patch=true 属性によって指定されるソフトウェア) を選択します。複数のターゲットが
指定されている場合は、リスト内の最初のターゲットがパッチ選択の基準として使用され
ます。

patch_filter= オプションは、patch_match_target とともに使用することができ
ます。

patch_save_files=true

(swinstall にのみ適用されます。) パッチされたファイルを保存して、以後のパッチの
ロールバックを可能にします。パッチされたファイルは /var/adm/sw/save に保存され
ます。false に設定すると、パッチによって変更された基本ソフトウェアを同時に削除し
なければ、パッチをロールバック (削除) することはできません。
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該当する保存ファイルを削除してパッチをコミットする場合は、swmodify コマンドの
patch_commit オプションを使用してください。

polling_interval=2

コントローラの対話型 GUI および TUI で使用するポーリング間隔 (分単位) を定義しま
す。これは、実行中のタスクに関するステータス情報を得るために各ターゲットエージェ
ントに対してポーリングを行う頻度を指定します。広域ネットワークにまたがって動作し
ている場合は、ポーリング間隔を大きくすることによってネットワークのオーバーヘッド
を減らすことができます。

preserve_create_time=false

(swcopy にのみ適用されます。) デポをコピーする際に本来の作成日時を保持します。こ
れによって、そのコピーを使用するときに、一貫性のある結果を得ることができます。デ
フォルトは false で、ソフトウェアのバンドル、プロダクト、およびファイルセットの
create_time はオブジェクトがデポで作成された日時となります。true に設定すると、ソ
フトウェアのバンドル、プロダクト、およびファイルセットの create_time はソースデポ
に指定されている日時となります。マスターデポにコピーする際にこのオプションを使用
すると、create_time_filter オプションを使用した場合に現れるオブジェクトを変更
できます。

recopy=false

(swcopy にのみ適用されます。) ターゲット上で、すでに使用可能になっているファイル
セットが同じバージョンの場合、コピーを行ないません。recopy=true とすると、どん
な場合でもファイルセットのコピーが行われます。

register_new_depot=true

(swcopy にのみ適用されます。) このオプションは、swcopy に対して、新たに作成され
たデポをローカルな swagentd に登録するように指示します。このアクションにより、他
の SD コマンドがこのデポを自動的に認識できるようになります。このオプションが
false に設定されている場合、新しいデポは自動的には登録されません (これは後で
swreg コマンドで登録できます)。

register_new_root=true

(swinstall にのみ適用されます。) swinstall の中で代替ルートを登録するように指
示します。登録されたルートは swlist でリストできます。

reinstall=false

再インストール (または再コピー) するファイルセットが既存のバージョンである場合はそ
のファイルセットを除外するように (つまり、再インストールしないように) 指示します。
true に設定すると、ファイルセットは再インストールされます。recopy=false を参
照してください。
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reinstall_files=false

ファイルを上書きするかどうかを制御します。上書きすることによって、速度の遅いネッ
トワークまたはディスク上での性能が高まることがあります。デフォルト値の false では、
SD はソースファイルセット中の各ファイルをターゲットシステム上の対応する各ファイル
と比較します。ファイルの比較は、サイズ、タイムスタンプ、および (オプションで )

checksum (reinstall_files_use_cksumを参照) に基づいて行われます。ファイルセッ
ト中のファイルがターゲットシステム上のファイルと同一であれば、上書きは行われませ
ん。

true に設定すると、SD はファイルの比較を行わず、ターゲットシステム上のファイルが
同一であってもすべて上書きします。

reinstall_files_use_cksum=true

reinstall_files オプションが false の設定となっているときに、チェックサムによる
比較を行うかどうかを制御します。デフォルト値である true に設定すると、SD はチェッ
クサムを算出した上で比較を行い、古いファイルを新しいファイルで上書きする必要があ
るかを判定します。チェックサムを使用すると比較に要する時間が長くなりますが、サイ
ズとタイムスタンプだけ比較するチェックよりもはるかに確実なチェックが行われます。

false に設定すると、SD はチェックサムを計算せず、サイズとタイムスタンプだけを使用
してファイルを比較します。

remove_obsolete_filesets=false

(swcopy にのみ適用されます。) swcopy が、ターゲットのデポ中のターゲットプロダク
トから、使用されなくなったファイルセットを自動的に削除するかどうかを制御します。
true に設定されている場合、swcopy はコピー処理中に書き込まれたターゲットプロダ
クトから、使用されなくなったファイルセットを削除します。削除は、コピーが完了して
から行われます。ファイルセットは、ソースデポ上にあるそのプロダクトの最新パッケー
ジの一部でない場合に、使用されなくなったと定義されます。

retry_rpc=1

swinstall または swcopy で、ファイル転送の間に切断されたソースとの接続を再試行
する回数を定義します。接続の切断は通信のタイムアウトによって起こります。このオプ
ションを rpc_timeout オプションと組み合わせて使用すると、低速なネットワークや利
用度の高いネットワークを通じたインストールが成功する可能性が高くなることがありま
す。この回数としてゼロを設定した場合は、rpc_timeout の指定に応じてソースへの
RPC 接続がタイムアウトになると必ずタスクが打ち切られます。1 から 9 までの値を設定
すると、各ファイルセットのインストールがその回数だけ試みられます。その際、すでに
正常にインストールされたファイルセット内のファイルがインストールされるのを避ける
には、reinstall_files オプションも false に設定する必要があります。

このオプションはエージェントとやり取りするコントローラにも適用されます。エージェ
ントセッションの開始が何らかの理由で失敗した場合、コントローラは retry_rpc に指
定 さ れ て い る 回 数 だ け エー ジェ ン ト へ の 接 続 を 試 み ま す。 そ の 際 に、
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retry_rpc_interval オプションの値を使用して次回の再試行までの待機時間を判定し
ます。

retry_rpc_interval={0}

ターゲットとの最初の接続に失敗した後で繰り返す再試行の間隔を分単位で指定します。
このオプションは、retry_rpc オプションとともに使用します。このオプションの値の
個数が retry_rpc の値と等しいと、SD は retry_rpc に指定されている回数だけソー
ス接続を確立しようと試みます。retry_rpc_interval の値の個数が retry_rpc の値
よりも少ないと、SD は再試行の回数が retry_rpc の値となるまで、最後の間隔値を繰
り返し使用します。

たとえば、エージェントセッションの開始に失敗したときに、retry_rpc が９に設定さ
れており、一時的なネットワーク障害に対応するために長時間待機できるよう
retry_rpc_interval が {1 2 4 8 15} に設定されているとすれば、SD コントローラは
エージェントへの接続の１回目の再試行まで１分間待機し、その後で２分間待機して２回
目の再試行、その後で４分間待機して３回目の再試行、その後で８分間待機して４回目の
再試行、そして９回目の再試行まではそれぞれ 15 分ずつ待機します。このように値が設定
さ れ て い る と、 ファ イ ル の ロー ド 障 害 に よっ て 操 作 は 90 分 間
(1+2+4+8+15+15+15+15+15) 休止することになります。retry_rpc が 5 に設定されて
おり、retry_rpc_interval が {1 2 4 8 15} に設定されていると、コントローラは 30

分間の中で５回ターゲットへの接続を再試行することになります。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンがリスンし、他のコマンドがデーモンとやり取りする際に使用するプロトコル
シーケンスとエンドポイントを定義します。１つのプロトコルシーケンスでの接続に失敗
すると、次のシーケンスで接続が試みられます。SD はほとんどのプラットフォームで
tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコル
シーケンスをサポートします。詳細については、man 5 sd と入力して sd(5) マンページ
を参照してください。

rpc_binding_info_source=

コマンドがソースアクセスだけのためにデーモンとやり取りするプロトコルシーケンスと
エンドポイントを定義します。プロトコルシーケンスとの接続に失敗すると、再試行され
ます。値を指定しなければ (デフォルト)、rpc_binding_info の値を使用して、ソース
アクセスのためにデーモンとやり取りします。詳細は上述の rpc_binding_info を参照
してください。

rpc_binding_info_target=

コマンドがターゲットアクセスだけのためにデーモンとやり取りするプロトコルシーケン
スとエンドポイントを定義します。プロトコルシーケンスとの接続に失敗すると、再試行
されます。値を指定しなければ (デフォルト)、rpc_binding_info の値を使用して、
ター ゲッ ト ア ク セ ス の た め に デー モ ン と や り 取 り し ま す。 詳 細 は 上 述 の
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rpc_binding_info を参照してください。

rpc_timeout=5.

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 ～ 9 の範囲の値で、DCE RPC によっ
て解釈されます。値が大きいほど時間は長くなります。大きい値が必要になるのは、低速
なネットワークや利用度の高いネットワークの場合です。小さい値を指定すると、停止中
のホストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速く検知すること
が可能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す秒数の約２倍になりま
す。5 という値は ncadg_ip_udp では約 30 秒に相当します。このオプションは
ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスが使用されている場合は特に影響を与えないことが
あります。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

run_scripts=true

(swinstall にのみ適用されます。) インストールセッション中に制御スクリプトを実行
するかどうかを制御します (swinstall の際に実行される代表的な制御スクリプトのリス
トについては、前述の説明を参照)。制御スクリプトは、ソフトウェアパッケージの重要な
部分であり、これを false に設定するとソフトウェアが正しくインストールされないおそれ
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があります。

select_local=true

target_selections の指定がない場合に、ローカルホスト上のデフォルトルートディレクトリ
/ (swinstall の場合 ) か、またはデフォルト ターゲットディレクトリ target_direc-

tory (swcopy の場合) を、コマンドのターゲットとして選択します。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありま
せん。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、空白で区切って指定しなければな
りません。

software_view=all_bundles

GUI で表示されるソフトウェアのソフトウェアビューを、デフォルトレベルで指定しま
す。この値として指定できるのは、all_bundles、products またはバンドルカテゴリ
タグ (そのカテゴリのバンドルのみを表示するように指定) です。

source= GUI および CLI ソース選択ダイアログボックスを自動的にバイパスするソースを指定しま
す。このオプションは、-ssource コマンド行オプションと同じ効力を持っています。ソー
スを指定するには、次の構文を使用します。

[ path]

source_cdrom=/SD_CDROM

ソースとなる CD-ROM のデフォルト位置を定義します。構文は [host]:[path] です。

source_tape=/dev/rmt/0m

ソースとなるテープのデフォルト位置を定義します。通常は、ローカル テープデバイスの
キャラクタ型特殊ファイルです。 [host]:[path] の構文も使用できますが、その場合は、
host をローカルホストと一致させなければなりません。-s オプションの方がこの値より
優先されます (SD は tar と cpio の両形式のテープデポを読み取ることができます)。

source_type=directory

デフォルトのソースタイプを定義します。これは cdrom、directory または tape のい
ずれかです。-s オプションで指定されたソースタイプの方がこの値より優先されます
(SD は tar と cpio の両形式のテープデポを読み取ることができます)。

targets=

デフォルトの target_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありませ
ん (上記の select_local を参照)。複数のターゲットセレクションがある場合は、空白
で区切って指定しなければなりません。

uncompress_files=false

(swcopy にのみ適用されます。) true を設定すると、ソースから転送されるファイルが
swcopy によりターゲットデポに保存される前に、ファイルが圧縮解除されます。
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use_alternate_source=false

各ターゲットエージェントに対して、ユーザーが指定したソースの代わりに、そのエー
ジェント固有に設定された代替ソースを使用する権限を与えます。値が false の場合、
各ターゲットエージェントは同一のソース、すなわちユーザーによって指定され、コマン
ドによって承認されたソースを使用することになります。値が true の場合、各ターゲッ
トエージェントはこれの代わりに、各エージェントごとに設定された固有のソースを使用
することになります。

verbose=1

標準出力 (stdout) の冗長性を制御します。
0 標準出力 (stdout) への出力が抑止されます (エラーおよび警告メッセージは常に標準
エラー (stderr) に書き込まれます)。

1 冗長メッセージが標準出力に出力されるようになります。

write_remote_files=false

リモートファイルシステム上に存在するターゲットへのファイルのインストールまたはコ
ピーを抑止します。リモートファイルシステム上にインストールされる予定のファイル
は、すべてインストールの対象から除外されます。

このオプションが true に設定され、しかもスーパーユーザーがリモートファイルシステ
ムへの書き込みパーミッションを持っている場合は、リモートファイルは操作から除外さ
れず、インストールやコピーが行われます。

セッションファイル
swinstall または swcopy コマンドを起動するたびに、インストールまたはコピーのセッションが定義さ
れます。インストールまたはコピーのセッションが実際に開始される前に、起動オプション、ソース情報、ソ
フトウェアセレクション、およびターゲットホストが保存されます。これによって、セッションが異常終了し
た場合でもコマンドを再実行することができます。

各セッションは、ファイル $HOME/.sw/sessions/swinstall{swcopy}.last に保存されます。この
ファイルは、swinstall または swcopy を起動するたびに上書きされます。

対話型またはコマンド行セッションからセッション情報を保存することもできます。対話型セッションから、
File メニューの Save Session または Save Session As オプションを選択することによって、いつでもファイ
ルにセッション情報を保存することができます。コマンド行セッションから、-C session__file オプションを
指定して、swinstall または swcopy を実行することによって、セッション情報を保存することができま
す。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには、絶対パスを
指定しますが、ディレクトリを指定しない場合、デフォルトの位置として $HOME/.sw/sessions/ が指定さ
れます。

保存したセッションファイルを対話型セッションから再実行するには、File メニューの Recall Session オプ
ションを使用します。コマンド行から再実行するには、swinstall または swcopy の -S session__file オ

690 Hewlett-Packard Company − 27 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swinstall(1M) swinstall(1M)

プションの引き数としてセッションファイルを指定します。

セッションファイルを再実行するとき、セッションファイル内の値はシステムデフォルトファイルの値より優
先されます。同様に、swinstall または swcopy を呼び出すとき、コマンドオプションまたはパラメータ
はセッションファイル内の値より優先されます。

ソフトウェアおよびターゲットリスト
ほとんどの SD コマンドでは、別個の入力ファイルからソフトウェアセレクションとターゲットセレクション
の指定を入力できます (-f および -t のコマンド行オプションを参照してください)。これらのファイルに指
定されているソフトウェアとターゲットが選択され、操作対象となります。swinstall と swcopy では、
ターゲットグループとソフトウェアグループを対話型で読み取り、保存することができます。ターゲットグ
ループとソフトウェアグループをファイルに保存しておくと (デフォルト位置は $HOME/.sw/targets/ およ
び $HOME/.sw/software/)、後続の swinstall や swcopy の操作で選択できるようになります。

さらに swinstall および swcopy コマンドの対話型インタフェースは、操作対象となるデフォルトのホス
トのリストを読み取ります。リストは次のファイル内に指定されています。

/var/adm/sw/defaults.hosts システム全体のデフォルトのホストリスト

$HOME/.swdefaults.hosts ユーザー固有のデフォルトのホストリスト

それぞれの対話型コマンドごとに、ルートおよびデポを含んでいるターゲットホストが別々のリストに示され
ます (順に hosts と hosts_with_depots)。ホストのリストは、中括弧 {} で囲まれ、空白 (ブランク、タ
ブ、および改行) で区切って指定されます。たとえば、

swinstall.hosts={hostA hostB hostC hostD hostE hostF}

swcopy.hosts_with_depots={hostS}

swinstall および swcopy の対話型ユーザーインタフェースは、パッチソフトウェアに対する選択基準と
して使用できるパッチフィルターのデフォルトリストを読み取ります。このリストは次のファイル内に保存さ
れています。

/var/adm/sw/defaults.patchfilters

システム全体のデフォルトのパッチフィルターリスト

$HOME/.sw/defaults.patchfilters ユーザー固有のデフォルトのパッチフィルターリスト
パッチフィルターリストは、中括弧 {} で囲まれ、空白 (ブランク、タグ、または改行) で区切って指定されま
す。例:

swinstall.patch_filter_choices={

*.*,c=enhancement

*.*,c=critical

}

swcopy.patch_filter_choices={

Product.Fileset,c=halts_system

}
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環境変数
swinstall コマンドに影響を与える環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 sd を入力して lang(5) を参照してください。

注意: SD エージェントおよびデーモンログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ントおよびデーモンログメッセージを日本語で表示するには、 /etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

スクリプトに影響を与える環境変数は次のとおりです。

SW_CATALOG インストール済み製品データベース (IPD) へのパスを、環境変数 SW_ROOT_DIREC-

TORY で設定されているパスの相対パスで保持します。 IPD のパスは、
installed_software_catalog のデフォルトオプションを使用して指定できます。

SW_CONTROL_DIRECTORY

スクリプトが実行される現在のディレクトリを定義します。これは、一時的なカタログ
ディレクトリか、またはインストール済み製品データベース (IPD) の中のディレクトリ
のどちらかです。この変数は、そのソフトウェア用の他の制御スクリプト (たとえば、
サブスクリプト) がどこに存在しているかをスクリプトに指示します。

SW_CONTROL_TAG

実行中の control_file のタグ名を保持します。ソフトウェアをパッケージ化する際に
は、デポにある制御ファイルの物理名とパスを定義できます。そのため、control_file

をタグとは別の名前で定義でき、１つの同じファイルを指すのに複数の制御ファイル定
義を使用することができます。control_file は SW_CONTROL_TAG 変数を照会して実行
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中のタグを判断できます。

SW_LOCATION

製品の位置を定義しますが、位置は、デフォルトのディレクトリから変更されることも
あります。SW_ROOT_DIRECTORY と組み合わせると、この値はスクリプトに製品ファ
イルの位置を通知します。

SW_PATH これは、制御スクリプト内で使用できる最小限のコマンドセットを定義する PATH 変数
です (たとえば、/bin:/usr/bin)。

SW_ROOT_DIRECTORY

セッションが実行されるルートディレクトリを定義します。これは "/" か、または代替
ルートディレクトリのどちらかです。この変数は、製品がインストールされるルート
ディレクトリを制御スクリプトに指示します。スクリプトは、製品のインストールされ
たファイルの位置を決定するために、このディレクトリを SW_LOCATION の接頭辞と
して使用しなければなりません。構成スクリプトは、SW_ROOT_DIRECTORY が / の
場合にだけ実行されます。

SW_SESSION_OPTIONS

ソフトウェアセレクションおよびターゲットセレクションを含めて、特定のコマンドの
すべてのオプションの値を含むファイルのパス名を保存します。これにより、スクリプ
トは、他の環境変数によって明示的に指定されるオプションおよび値以外の、任意のコ
マンドのオプションや値を検索することができます。たとえば、 SW_SES-

SIONS_OPTIONS が指すファイルが要求スクリプトで使用可能になると、targets オプ
ションには、そのコマンド用に指定されているすべてのターゲットの software_collec-

tion_specs のリストが含まれます。SW_SESSIONS_OPTIONS が指すファイルが他のス
クリプトで使用可能になると、 targets オプションには、そのスクリプトが実行中の
ターゲットの software_collection_spec だけが含まれます。

SW_SOFTWARE_SPEC

この変数は、現在の製品もしくはファイルセットの完全修飾ソフトウェア仕様です。こ
のソフトウェア仕様によって製品もしくはファイルセットが一意に識別されます。

さらに、swinstall のスクリプトに影響する環境変数は次のとおりです。

SW_DEFERRED_KERNBLD

通常、この変数は未設定です。これが設定されるのは、システムファイル
/stand/system を作成するのに必要なアクションが postinstall スクリプトの中から
は実行できず、configure スクリプトによって実行されなければならない場合です。こ
れが起こるのは、ソフトウェアが / 以外のディレクトリにインストールされている場
合 (たとえば、クラスタ クライアントシステムの場合など) です。この変数を読み取る
のは、カーネルファイルセットの configure および postinstall スクリプトだけに限る必
要があります。swinstall コマンドは、カーネル生成準備スクリプトとカーネル生成
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スクリプトが使用できるようにこれらの環境変数を設定します。

SW_INITIAL_INSTALL

この変数は、通常設定されません。設定されると、swinstall セッションは初期シス
テムソフトウェアのインストール (「コールド」インストール) のバックエンドとして
実行します。

SW_KERNEL_PATH

カーネルへのパスです。デフォルト値は /stand/vmunix で、swagent のオプショ
ンまたは kernel_path で定義されます。

SW_SESSION_IS_KERNEL

インストールまたはセッションを削除している間、カーネル生成をスケジュールしてい
るかどうかを示します。TRUE は、カーネルファイルセットがカーネル生成をスケ
ジュールし、/stand/system への変更が必要であることを示します。ヌル値は、
カーネル生成がスケジュールされていないため、/stand/system への変更が必要で
ないことを示します。

この変数の値は、常に SW_SESSION_IS_REBOOT の値と等しくなっています。

SW_SESSION_IS_REBOOT

インストールするように選択したファイルセットがリブートをスケジュールしているか
どうかを示します。HP-UX カーネルファイルセットはすべてリブートファイルセット
でもあるので、この変数の値は、常に SW_SESSION_IS_KERNEL の値と等しくなりま
す。

SW_SESSION_IS_UPDATE

この変数に 1 を設定すると、オペレーティングシステムのアップデート時に update-

ux コマンドによって SD コマンドが実行されます。この変数は update-ux コマンド
によって設定されます。

SW_SYSTEM_FILE_PATH

カーネルのシステムファイルへのパスです。デフォルト値は /stand/system です。

シグナル
swinstall および swcopy コマンドは SIGQUIT、SIGINT、および SIGUSR1 の各シグナルをキャッチし
ます。コマンドはこれらのシグナルを受け取ると、メッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエー
ジェントにリモートプロシージャコール (RPC) を送信してから終了します。

エージェントは SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。エージェントを抹消すると、
壊れたソフトウェアがシステムに残ることがあるので、絶対に必要なときにだけ抹消するようにします。SD

コマンドを抹消しても、進行中のタスクが完了するまでエージェントは終了しないことに注意してください。

デーモンは SIGHUP、 SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、 SIGTERM または
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SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。また、SIGUSR1 を受け取ると、必要であればデ
ポの登録または登録解除ができるように、デポセッションからのコピーや削除の完了を待ってから終了しま
す。この待ち状態の間、新しいセッションの起動要求は拒否されます。

ロック
SD コマンドは、インストール済み製品データベース (IPD) とソフトウェアデポの両方について、それらの読
み取りと変更に共通のロック機構を使用しています。この機構により、IPD やデポの読み取りを複数のユー
ザーに許しながら、書き込みは１人だけに限定することが可能になっています。

書き込みロック
swinstall コマンドは、同時変更ができないように制限されています。これは、fcntl() のロック機能を
次 の ファ イ ル に 対 し て 適 用 す る こ と で 実 現 さ れ て い ま す。 <IPD location>/swlock ( 例 :

/var/adm/sw/products/swlock)

ソフトウェアデポを変更する swcopy コマンドは、同時変更ができないように制限されています。これは、
fcntl() のロック機能を次のファイルに対して適用することで実現されています。 <depot direc-

tory>/catalog/swlock (例: /var/spool/sw/catalog/swlock)

読み取りロック
swinstall および swcopy コマンドは、両者とも上記の swlock ファイルを使用して fcntl() の読み取
りロックをソースデポに対して設定します。読み取りロックが設定されると、すべての SD コマンドはそれら
を変更すること (すなわち、書き込みロックを設定すること) ができなくなります。

ターミナルサポート
ターミナルサポートに関する詳細を参照するには次のようにしてください。

• 『Software Distributor 管理者ガイド』マニュアルを参照してください。
• GUI または TUI を起動して Help メニューを選択します。その後 Keyboard... オプション
を選択し、キーボードリファレンスガイドにアクセスしてください。

戻り値
対話型の swinstall または swcopy セッションは常に 0 を返します。非対話型の swinstall または
swcopy セッションは次の値を返します。

0 software_selections が正常にインストール/コピーされました。
1 インストール/コピーの操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 インストール/コピーの操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swinstall および swcopy コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および特定のログファイ
ルに書き込みを行います。

標準出力
対話型の swinstall または swcopy セッションは標準出力への書き込みを行いません。非対話型の swin-

stall または swcopy セッションは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示しま
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す。

• セッション開始および終了メッセージ
• target_selection ごとの選択、解析、および実行タスクのメッセージ

標準エラー
対話型の swinstall または swcopy セッションは標準エラーへの書き込みを行いません。非対話型の
swinstall または swcopy セッションはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラー
に書き込みます。

ロギング
対話型と非対話型の swinstall および swcopy セッションは両者とも、コマンドが起動されたホスト上の
要約イベントをログに記録します。また、詳細イベントを各 target_selection に対応する swagent ログファ
イルに記録します。

コマンドログ
swinstall および swcopy コマンドは、標準出力と標準エラーへのすべてのメッセージをログファ
イル /var/adm/sw/swinstall.log (/var/adm/sw/swcopy.log) に記録します。対話型の
swinstall および swcopy セッションも同様のメッセージを記録します (logfile オプションを
変更すれば別のログファイルを指定できます)。

ターゲットログ
swagent プロセスは、実際のインストール/コピー処理を各 target_selection で実行します。インス
トールの場合、swagent はルートディレクトリ (たとえば、/ または代替ルートディレクトリ) の下
にある var/adm/sw/swagent.log ファイルにメッセージを記録します。コピーの場合、swagent

はデポディレクトリ (たとえば、/var/spool/sw) の下にある swagent.log ファイルにメッセージ
を記録します。

swjob または sd コマンドを使用すると、コマンドおよびターゲットログファイルを表示できます。

ソースデポ監査ログ
ソースおよびターゲットのマシンが両方とも SD バージョン B.11.00 以降にアップデートされた場
合、ソースデポマシンのシステム管理者は、どのユーザーがどのソフトウェアをソースマシン上のデ
ポからいつ受け取るかを記録することができます。(ターゲットマシンから swinstall/swcopy を
実行しているユーザーは、このオプションを設定できないことに注意してください。つまり、このオ
プションを設定できるのは、ソースデポマシンのシステム管理者だけです。swagent(1M) マンページ
の source_depot_audit オプションを参照してください。)

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。
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例
swinstall

swinstall の対話型セッションを起動します。

swinstall

ネットワークソースソフトウェアサーバー (sw_server) から C 製品と
Pascal 製品を選択して、対話型セッションを起動します。

swinstall -i -s sw_server cc pascal

C 製品と Pascal 製品をいくつかのリモートホストにインストールします。

swinstall -s sw_server cc pascal @ hostA hostB hostC

HP Omniback 製品を /cd にマウントされた CD-ROM からアップデートします。

swinstall -s /cd/swmedia Omniback

HP Omniback の非互換バージョンをディレクトリ /exports にインストールします。

swinstall -x allow_incompatible=true -s/products Omniback,a=arch ¥

@ /exports

カートリッジテープ /dev/rmt/0 から全製品をインストールします。

swinstall -s /dev/rmt/0 ¥*

ファイル /tmp/install.hosts にリストされたホスト上に、ファイル /tmp/install.products にリス
トされた software_selections を再インストールします。

swinstall -x reinstall=true -f/tmp/install.products ¥

-t/tmp/install.hosts

セッションファイル /tmp/case.selections に基づいて、swinstall を対話型で実行します。

swinstall -i -S /tmp/case.selections

要求スクリプトにより生成された応答ファイルを使用して、すべてのソフトウェアをローカルデポ
/tmp/sample.depot.1 からインストールします。

swinstall -s /tmp/sample.depot.1 -x ask=true ¥*

ホスト swposix 上にローカルデポ /tmp/sample.depot.1 から Product1 をインストールして、
/tmp/bar.depot にある既存の応答ファイル (swask コマンドによって以前に生成された) を使用します。

swinstall -s swposix:/tmp/sample.depot.1 -c /tmp/bar.depot Product1

ホスト swposix 上のリモートデポ /tmp/sample.depot.1 にあるすべての製品をインストールして、要
求スクリプトによって生成された応答ファイルを使用し、カタログ /tmp/bar.depot を作成して、すべての
応答ファイルをこの新しいカタログにコピーします。
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swinstall -s swposix:/tmp/sample.depot.1 -c /tmp/bar.depot ¥

-x ask=true ¥*

ホスト swposix 上のリモートデポ /tmp/sample.depot.1 にある製品をすべてインストールして、応答
ファイルを使用し、応答ファイルがない場合だけ要求スクリプトを実行し、カタログ /tmp/bar.depot を作
成し、すべての応答ファイルをこの新しいカタログにコピーします。

swinstall -s swposix:/tmp/sample.depot.1 -c swposix:/tmp/bar.depot ¥

-x ask=as_needed ¥*

デポ内の、現在インストールされているソフトウェアに対応し critical カテゴリのパッチをすべてインス
トールします。

swinstall -s /tmp/sample.depot.1 -x patch_match_target=true ¥

-x patch_filter=¥"*.*, c=critical¥"

次の例は、HP-UX 10.X のみに該当します。

TEST という製品をサーバーからクライアント clientA, clientB にリンクインストール (linkinstall) し
ます。

swinstall -l -r -s :OS_700 TEST @ clientA clientB

次の例は、HP-UX 10.X のみに該当します。

"serve" 上のアプリケーションサーバーから自分の "/" ディレクトリに TEST2 という製品をリンクインストー
ル (linkinstall) します。

swinstall -l -s serve TEST2

swcopy
swcopy の対話型セッションを起動します。

swcopy

対話型セッションを起動し、hostX にあるデフォルトデポをソースとして使用します。

swcopy -i -s hostX

カートリッジテープ /dev/rmt/0m から全製品を取り出して、ローカルホスト上のデフォルトデポにコピー
します。

swcopy -s /dev/rmt/0m ¥*

デフォルトのソース/デポを使用して、ファイル /tmp/load.products にリストされている software_selec-

tions をロードします。

swcopy -f /tmp/load.products
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C 製品と Pascal 製品をローカルデポとリモートデポにコピーします。

swcopy -s sw_server cc pascal @ /var/spool/sw hostA:/tmp/sw hostB

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。このファ
イルが存在しない場合、SD は $HOME/.swdefaults.hosts 内にあるユーザー固有のデフォルト
リストを検索します。

$HOME/.sw/defaults.hosts

管理対象のホストのユーザー固有のデフォルトリストを保存します。

$HOME/.sw/defaults.patchfilters

ユーザー固有のパッチフィルターのデフォルトリストを保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現行の SD オプションとそのデフォルト値のマスターリストを保存します。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成不可能な) すべてのデータが入っているディレクトリです。このディ
レクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体の現行のデフォルト値を保存します。

/var/adm/sw/defaults.hosts

管理対象のホストのシステム全体のデフォルトリストを保存します。

/var/adm/sw/defaults.patchfilters

システム全体のパッチフィルターのデフォルトリストを保存します。

/var/adm/sw/getdate.templ

ジョブをスケジュールするときに使用される日付/時刻のテンプレートを保存します。

/var/adm/sw/products/

インストール済み製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品
のカタログ (一覧) です。

/var/adm/sw/queue/

SD コマンドによって起動されたすべてのアクティブなジョブと完了したジョブ (インストールやコ
ピーなど) に関する情報が入っているディレクトリです。
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/var/spool/sw/

ソースおよびターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swinstall と swcopy は HP および Mark H. Colburn で開発されました。 ( pax(1) 参照)

参照
swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swjob(1M), swlist(1M), swmodify(1M), swpack-

age(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), update-ux(1M), sd(4), swpackage(4), sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swjob, sd − ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成と削除、ジョブ情報の表示と監視およびジョブの作成
と削除のためのグラフィカルユーザーインタフェースの呼び出し

構文
swjob [-i] [-R] [-u] [-v] [-a attribute ] [-C session_file ] [-f jobid_file ] [-S session_file ]

[-t target_file ] [-x option=value ] [-X option_file ] [ jobid(s)] [@ target_selections ]

sd [XToolkit Options] [-x option=value ] [-X option_file ]

特記事項
• sd コマンドは、swjob が持つ機能を対話型インタフェースで呼び出します。詳細は後述の「対
話型操作」を参照してください。

• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操
作」の項を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swjob コマンドは、ジョブの情報の表示、およびジョブの削除を行います。次の機能がサポートされます。

• 現在のインストールジョブ、コピージョブ、および SD コマンドで開始されたSDジョブを表示し
ます。

• リストに対して特定のジョブを指定、または削除します。

• 特定のジョブに対するコマンドログファイルを表示します。

• 特定のターゲットに対するターゲットログファイルを表示します。

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。
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• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

注記: swacl コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステムか
らルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

対話型操作
sd コマンドは、ソフトウェアジョブの監視とスケジューリングを行うための対話型インタフェースです。こ
のコマンドは、swjob コマンドと同じ機能を提供します。また、sd を使用して swinstall、copy および
swremove GUI を呼び出すこともできます。

SD のリモート操作機能を使用可能にすると、swinstall、swcopy および swremove は、拡張 GUI を提
供してリモートターゲットでの操作をサポートします。リモート操作と拡張 GUI を使用可能にする場合の詳
細については、「リモート操作」の項を参照してください。

オプション
オプション、またはオペランドの指定を省略すると、swjob は、ローカルホストに存在するジョブをリスト
します。これらのジョブは保留中であっても、アクティブであってもかまいません。またバックグラウンドに
あっても、完了していてもかまいません。swjob コマンドでは、次のオプションがサポートされます。

XToolKit Options

sd コマンドでは、標準 XToolkit オプションのサブセットを使用して、システム
GUI の表示を制御できます。サポートされているオプションは、 −bg、
−background、−fg、−foreground、−display、−name、−xrm および −syn-

chronous です。これらのオプションの定義については、man X と入力して X (1)

マンページを参照してください。

-i コマンドを対話モードで実行します (GUI を起動します)。 (このオプションの使用
は、sd コマンドを使用するのと同じです。) 詳細については「対話型操作」および
「リモート操作」の項を参照してください。

-R @ *::* の簡略指定としてターゲットリストに適用されます。

-u swjob は指定されたジョブを削除します。

-v swjob は、使用可能な全属性を１行ずつリストします。このオプションは、デフォ
ルトリストに限って適用されます。

-a attribute 各ジョブには、独自の属性セットが割り当てられます。これらの属性には、ジョブタ
イトル、スケジュール、結果などがあります。-a オプションは、表示する属性を選
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択します。複数の -a オプションを指定することにより、複数の属性を表示すること
ができます。各属性の詳細については、sd(4) を参照してください。このオプション
は、デフォルトリストに限って適用されます。

-a log を指定し、その他の属性の指定を省略すると (その他の属性は指定できませ
ん)、ジョブの要約、またはターゲットアクションの詳細を記録したログファイルが
-a log を使って表示されます。

-C session_file 現在のオプションとオペランドを session_file に保存します。ファイル名として、相
対パスと絶対パスのどちらでも指定できます。セッションファイルのデフォルトディ
レクトリは $HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用して、セッション
ファイルを再び呼び出すことができます。

-f jobid_file コマンド行の代わりに (またはコマンド行に加えて)、jobid_file から jobids のリスト
を読み取ります。

-t target_file コマンド行の代わりに (またはコマンド行に加えて)、target_file から target_selec-

tions のリストを読み取ります。

-x option=value

セッションの option を value にセットし、デフォルト値 (または -X オプションで
指定される代替の option_file ファイルの値) の指定を変更します。複数の -x オプ
ションを指定することができます。

-S session_file session_file の定義を使用して、前回のセッションで保存されたオプションとオペラ
ンドに基づき、swjob を実行します。-C オプションを使用して、セッション情報
を保存できます。

-X option_file option_file からセッションのオプションと動作仕様を読み取ります。

オペランド
swjob コマンドは、２種類のオペランド、jobid と target selections をサポートします。jobid の
後ろに target selections を指定します。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマン
ドが「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意味します。

• jobid swjob コマンドでは、各 jobid に対して次の構文がサポートされます。

jobid

• target_selections swjob コマンドでは、各 target_selection に対して次の構文がサポートされま
す。

[host][:][directory]

他の設定による影響
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デフォルトオプション
標準オプション以外に、次のデフォルト値を変更することにより、SD の動作とポリシーのオプションをいく
つか指定することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー指定のデフォルト値

値は、次の構文によってデフォルトファイルで指定されていなければなりません。

[command_name.]option=value

接頭辞 command_name は省略可能で、SD のコマンドを表します。接頭辞を指定すると、デフォルト値の変
更がそのコマンドに限定されます。接頭辞を指定しないと、変更はすべてのコマンドに適用されます。

コマンド行で -x または -X オプションを指定することで、デフォルト値を無効にすることもできます。

command -x option=value

command -X option_file

以下に、swjob コマンドがサポートしているキーワードを示します。デフォルト値が存在する場合は = の後
に示しています。

swjob に適用されるポリシーオプションは、次のとおりです。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対 パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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run_as_superuser オプションも併せて参照してください。

agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが一定の時間にわたって動作しなければ、ターゲットエージェン
トを終了させます。RPC は切断を検出するまでに 130 分かかる可能性があるため、このオ
プションを指定して、ターゲットエージェントでの切断の検出を迅速にすることができま
す。推奨値は、ユーザーの環境で発生する可能性がある最長の無活動時間です。コマンド
行から起動する場合は、10 ～ 60 分が適切です。GUI を使用する場合は、60 分以上をお
勧めします。デフォルトの 10000 は、７日間弱に相当します。

one_liner={jobid operation state progress results title}

-a オプションが指定されていない場合に、各ジョブについてリストする属性を定義しま
す。one_liner 定義に指定する各属性は、それぞれ <tab> または <space> で区切りま
す。log を除き、属性はすべて one_liner 定義の中に記述することができます。あるオ
ブジェクトに対する特定の属性が存在しない場合、この属性は暗黙のうちに無視されま
す。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンがリスンし、他のコマンドがデーモンに接続するために使用するプロトコルシー
ケンスとエンドポイントを定義します。１つのプロトコルシーケンスで接続に失敗する
と、次のプロトコルシーケンスで接続を試みます。SD はほとんどのプラットフォームで
tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコル
シーケンスをサポートします。詳細は、man 5 sd と入力して sd(5) マンページを参照し
てください。

rpc_timeout=5

通信タイムアウトの期間を相対値として指定します。この値は、0～9 の範囲にあり、DCE

RPC が解釈できなければなりません。値を大きくすると、時間が長くなります。低速、ま
たはビジーなネットワークでは、大きい値を指定する必要がある場合があります。値を小
さくすると、起動されていないホスト、または swagentd が実行されていないホストへの
コンタクトが、より高速に認識されます。各値は、先行する値の約２倍になります。
ncadg_ip_udp プロトコルシーケンスでは、5 を指定すると期間は約 30 秒になります。
ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスを使用している場合、このオプションを指定しても
あまり改善されません。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。
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false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションを参照してください。

targets=

デフォルトの target-selections を定義します。デフォルトはありません。複数のターゲッ
トを選択する場合は、それぞれをスペースで区切る必要があります。

verbose=0

出力 (stdout) の冗長性を制御します。次の値を指定します。
0 stdout への出力を抑制します。 (エラーと警告は常に stderr に書き込まれます。)

1 stdout に冗長なメッセージが出力されます。

セッションファイル
swjob コマンドを呼び出すたびに、ジョブ表示セッションが定義されます。インストールやコピーが開始す
る前に、呼び出しオプション、ソース情報、ソフトウェア選択、およびターゲットホストが保存されます。こ
れにより、セッションが正常に終了しなくても、コマンドを再実行できます。

各セッションは自動的にファイル $HOME/.sw/sessions/swjob.last に保存されます。このファイルは
swjob を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swjob を実行することによって、指定したファイルにセッション情
報を保存することもできます。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには絶対パス名を
指定します。ディレクトリを指定しなかった場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションファイルを再実行するために、swjob の -S session__file オプションの引き数としてセッション
ファイルを指定してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
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値よりも優先されることに注意してください。同様に、swjob を呼び出すときに指定したコマンド行オプ
ションあるいはパラメータもセッションファイルにある値よりも優先されます。

環境変数
SD プログラムは、外部環境変数の影響を受けます。

制御スクリプトを実行する SD プログラムは、制御スクリプトで使用するための環境変数を設定します。
swjob は環境変数を設定しませんが、環境変数を使用します。

SD コマンドに影響する環境変数は、次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細は、man 5

lang と入力して lang(5) マンページを参照してください。

注記: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エー
ジェントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、/etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
swjob コマンドは、SIGQUIT とSIGINT のシグナルを捕捉します。これらのシグナルを受け取ると、
swjob は、メッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにデーモンにリモートプロシージャコール
(RPC) を送信してから終了します。

各エージェントは、リストタスクを完了してから、終了します。

動作
ジョブ情報に関する各種のビューが表示されます。以下に、選択可能なリストのタイプを示します。
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• デフォルトリスト
• ターゲットリスト
• ログファイルリスト

デフォルトリスト
オプションやオペランドを指定せずに、swjob を呼び出すと、ローカルホストにあるジョブがすべてリスト
されます。このリストには、各ジョブが１行ずつ表示されます。各行には、ジョブタグ属性のほか、
one_liner オプションで選択された属性がすべて表示されます。

リモートコントローラのジョブはリストされません。jobid を指定すると、このジョブに関する情報だけが表
示されます。

ステータスリスト
-R または @ target_specification を指定すると、このジョブに対するターゲットとステータスが表示されま
す。デフォルトの場合、ステータス情報には、タイプ、状態、進捗状況、および結果が示されます。

ログファイルリスト
１つの属性ログにより、各種のログファイルタイプが統合されます。-a log attribute を指定したときに返
されるログファイルのタイプは、指定するオペランドによって異なります。ログファイルのタイプは次のとお
りです。

target_sections なし コントローラのログファイル (デフォルト) を表示します。

@ target ログファイルのエージェントを表示します。

戻り値
swjob コマンドの戻り値は次のとおりです。

0 ジョブ情報のリスト、またはジョブの削除が正しく行われました。
1 全 jobids に対するリスト/削除が失敗しました。
2 一部の jobids に対するリスト/削除が失敗しました。

診断
swjob コマンドは、stdout, stderr またはエージェントログファイルに書き込みます。

標準出力
全リストが stdout にプリントされます。

標準エラー
swjob コマンドは、あらゆる警告、およびエラーに関するメッセージを stderr に書き込みます。
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ロギング
swjob コマンドは、要約イベントをログに記録しません。各 target_selection に対応する swagent ログ
ファイルに、各読み取りタスクに関するイベントがログされます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
ローカルホストにあるジョブをすべてをリストします。

swjob

hostA-0001 ジョブにスケジュールされた日付を表示します。

swjob -a schedule hostA-0001

hostA-0001 ジョブについて、ターゲットとステータスをリストします。

swjob -R hostA-0001

または
swjob hostA-0001 @ *::*

hostA-0001 ジョブについて、コントローラログをリストします。

swjob -a log hostA-0001

hostA-0001 ジョブについて、targetA エージェントログをリストします。

swjob -a log targetA-0001 @ targetA

ファイル
$HOME/.swdefaults

一部、または全部の SD オプションに関するユーザー指定のデフォルト値が格納されます。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプションのマスターリストがデフォルト値とともに格納されます。

/var/adm/sw/

SD に対して設定可能な (または設定できない) データをすべて含むディレクトリです。このディレク
トリは、ログファイルのデフォルトの位置になります。

/var/adm/sw/defaults

一部、または全部の SD オプションに関するアクティブなシステム全体のデフォルト値が格納されま
す。
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/var/adm/sw/queue/

アクティブで完了したインストールジョブ、コピージョブ、および SD コマンドで開始されたその他
のジョブに関する情報が格納されるディレクトリです。

著者
swjob は HP で開発されました。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swlist(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swlist − ソフトウェア製品に関する情報の表示

構文
swlist [-d|-r] [-i] [-R] [-v] [-a attribute ] [-C session_file ] [-f software_file ] [-l level]

[-s source ] [-S session_file ] [-t target_file ] [-x option=value ] [-X option_file ]

[software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操
作」の項を参照してください。

• swlist は、swlist -i コマンドにより対話型ユーザーインタフェースをサポートします。後述
の対話型操作を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swlist コマンドは、指定された target_selections にインストールされている (または指定されたターゲット
からロード可能な) ソフトウェア製品に関する情報を表示します。このコマンドは以下の機能をサポートして
います。

• 指定されたバンドル、プロダクト、サブプロダクト、およびファイルセットをリストします。

• 各ファイルセットに含まれているファイルを表示します。

• ソフトウェアソースの内容の一覧を表示します。

• 各ソフトウェアオブジェクトについて、指定された属性を表示します。

• バンドル、プロダクト、サブプロダクト、ファイルセット、およびファイルについて、すべての属
性を表示します。

• ソフトウェアセレクションで使用される完全な software_spec を表示します。

• プロダクトの readme ファイルを表示します。

• 指定されたホスト上のデポを表示します。

• プロダクト、サブプロダクト、およびファイルセットのリストを作成します。これは他のコマンド
への入力として使用できます。

• 使用可能なパッチまたは適用されているパッチのカテゴリをリストします。

• 適用されているパッチおよびそれぞれの状態 (適用またはコミット) をリストします。
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リモートシステムでの操作
swlist はリモートシステムでの操作をサポートしています。デフォルトでは、任意のユーザーが、利用でき
るデポやリモートターゲットにインストールされているソフトウェアをリスト表示できます。

swacl を使用してアクセス制御リスト (ACL) を変更し、システムがリモートからアクセスされるのを防ぎま
す。たとえば、次のコマンドを実行します。

swacl -D any_other -l root

swacl -M other:r -l root

ルートファイルシステムを保護するデフォルトの ACL が、ローカルユーザーにインストールされたソフト
ウェアのリスト表示のみを許可する ACL に置き換えられます。

対話型操作
swlist は、オプションでグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) をサポートしています (端末または
ディスプレイが GUI をサポートしていない場合は、コマンドに備わっているターミナルユーザーインタ
フェースから、マウスを使用せずキーボードで画面のナビゲーションを行います)。

GUI を呼び出すには、

swlist -i と入力するか、swlist 起動時に、他のコマンド行オプションとともに -i オプション
を指定します。

プロダクトおよび OS のアップデート情報のプレビュー
デポ内にある新しいソフトウェアに関する情報をプレビューするためには、swlist を使用すると、SD (SW-

DIST プロダクト) の readme に含まれている OS のアップデート情報とともにそれぞれのプロダクトの
readme ファイルを表示することができます。たとえば、次のようにして最新の OS アップデート情報を表示
します。

swlist -d -a readme -l product SW-DIST @ hostA:/depot11

オプション
オプションとオペランドが何も指定されない場合、swlist はローカルホストにインストールされているソフ
トウェアバンドル (およびバンドルに含まれない製品) をリストします。swlist コマンドは以下のオプショ
ンをサポートします。

-d (ルートファイルシステムにインストールされているソフトウェアではなく)、デポからロー
ド可能なソフトウェアをリストします。

-i swlist の対話型ユーザーインタフェースを呼び出します。この対話型のインタフェース
によって、ユーザーは SD ソフトウェアオブジェクトを参照できます。swlist -i -d

を呼び出すと、デポソフトウェアを参照できます。詳細については、「対話型操作」およ
び「リモート操作」の項を参照してください。
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-r コマンドが代替ルートディレクトリで動作するようになります。代替ルートディレクトリ
は、@ target_selections オプションで指定する必要があります。 (代替ルート操作にはこの
オプションは必須ではありませんが、旧製品との互換性のために維持されています。詳細
については、sd(5) の「代替ルートディレクトリとデポディレクトリ」の項を参照してくだ
さい。)

-R -l bundle -l product -l subproduct -l fileset の簡略形式です。

-v -a オプションが指定されていない場合は、オブジェクトのすべての属性をリストします。
(ベンダー定義属性は含まれません。-a オプションを参照。) 属性は次のように１行に１
属性でリストされます。

attribute_name attribute_value

(すべての SD 属性の詳細は、sd(4) を参照してください。)

-a attribute

リビジョン、説明、ベンダー定義属性、サイズなど指定した attribute を表示します。(す
べての SD 属性の詳細は、sd(4) を参照してください。) 属性は次のように１行に１属性で
リストされます。

attribute_name attribute_value

複数の -a オプションを指定して複数の属性を表示することもできます。

あるソフトウェアオブジェクトの属性を全部リストしたい場合は、-v オプションを使用で
きます。

なお、プロダクト、サブプロダクト、およびファイルセットのオブジェクトの場合、tag

属性 (識別子) は常に表示されます。また、ファイルオブジェクトの場合、path 属性 (

ファイル名) は常に表示されます。

-c catalog

完全なカタログ構造情報を catalog 修飾子によって指定されたディレクトリに書き込みま
す。配布用にエクスポートされたこのカタログ構造を使用して、インストール済みソフト
ウェアカタログ情報をリストすることができます。

-c catalog オプションを使用する場合は、-a attribute および -l level は適用されませ
ん。ファイルレベル以上のすべての属性と制御スクリプトが、カタログに書き込まれま
す。

-C session_file

現在のオプションとオペランドを session_file に保存します。ファイル名に相対パスまたは
絶対パスを指定できます。セッションファイルのデフォルトのディレクトリは、
/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用して、セッションファイルを再び呼び出
すことができます。 (セッション管理は、-i オプションによって実行される swlist の
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対話型ユーザーインタフェースには適用されないことに注意してください。)

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだけで
なく)、software_file から (も) 読み取ります。

-l level 指定された level 以上のすべてのオブジェクトをリストします。ここで指定したレベルと、
software_selections で指定した深さは、両方とも swlist 出力の深さを制御します。

-s source

リストするソフトウェアソースを指定します。これは、ソースデポをリストする方法の１
つです。ソースをターゲットデポとして指定し、-d オプションでリストすることもできま
す。

-S session_file

session_file での定義に従って、前のセッションで保存されたオプションとオペランドに基
づいて swlist を実行します。-C オプションを使用して、セッション情報をファイルに
保存することができます。 (セッション管理は、-i オプションによって呼び出される
swlist の対話型ユーザーインタフェースには適用されないことに注意してください。)

-t target_file

target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだけでな
く)、target_file から (も) 読み取ります。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプションで
指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプションを指定で
きます。

-X option_file

セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
swlist は、software selections と、その後に続く target selections の２種類のオペランドを
サポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマンドが「ターゲットでのソフト
ウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェアセレクション
swlist は、それぞれの software_selection に対して次の構文をサポートします。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。
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[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• \* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,l=location][,fr <op> revision]

[,fa <op> arch]

• location はインストールされているソフトウェアのみに適用され、デフォルトのプロダクトディレ
クトリ以外の場所にインストールされているソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa はファイルセットのみに適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• <op> (関係演算子) は次のように指定できます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択
することを意味します。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜しま
す。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ]、*、?、!

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。

• 完全修飾ソフトウェア仕様には、r=、a= および v= というバージョン項目が含まれます。これら
のバージョン項目は空の文字列でもかまいません。インストールされているソフトウェアの場合
は、l= も含まれます。
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• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数で
す。

ターゲットセレクション
swlist コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。

[host][:][/directory]

ホストとディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

次のように、コマンド行から -x または -X オプションを使用してデフォルト値を無効にすることもできま
す。

command -x option=value

command -X option_file

次の項では、swlist コマンドがサポートするすべてのキーワードのリストを記載します。デフォルト値が存
在する場合は、"=" の後に示します。

swlist に適用される操作方針オプションは次のとおりです。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)
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admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対 パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが指定された時間中アクティブでない場合に、そのターゲット
エージェントを終了させます。これは、RPC が消失したネットワーク接続を検知するのに
130 分間かかる場合があるので、ターゲットエージェントがより速く消失したネットワー
ク接続を検知できるようにするために使用されます。お薦めできる値は、使用環境で予測
されるアクティブでない最長の期間です。コマンド行の呼び出しの場合、10 分から 60 分
の間の値が適切です。GUI が使用される場合には、60 分以上の値をお薦めします。デフォ
ルト値の 10000 は、７日間よりもわずかに短い期間です。

codeword=

保護された HP CD-ROM ソフトウェアをロツク解除するために必要な「コードワード」を
定義します。

一部の HP ソフトウェア製品は、「プロテクト付き」の CD-ROM 製品として出荷されて
います。つまり、これは「コードワード」と「顧客 ID」を入手しないとインストールやコ
ピーができない製品です。このコードワードは、HP から受け取る CD-ROM 使用許可証明
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書に記載されています。このデフォルト指定構文をコマンド行または SD-UX 対話型ユー
ザーインタフェースで使用すれば、コードワードを入力することができます。

このデフォルトは、コードワードを将来の参照のために保存します。コードワードの入力
は１回だけ行う必要があります。新しい HP 製品を購入した際、その CD-ROM に対して
前のコードワードがすでに入力されている場合は、新しいコードワードを普通に入力すれ
ば、それらのコードワードが内部で結合されます。

注記: HP-UX B.10.10 以降のシステムでは、SD は.codewords ファイルを、プロテクト
付きソフトウェアを他のホストに提供しているサーバー上で捜します。SD は customer_id

とコードワードの有効なペアを捜します。この方式により、SD ではソフトウェアを「受け
取る」すべてのホスト上でコードワードと customer_id を入力する必要性が解消されてい
ます。

CD-ROM の customer_id とコードワードを正しく格納するためには、その CD-ROM が対
応するホスト上で swinstall -p または swcopy -p を実行してください。コードワー
ドが格納されると、それ以後、そのホストと CD-ROM をソースとして使用してソフト
ウェアをインストール (またはコピー) するクライアントは、コードワードと customer_id

を必要としなくなります。

create_time_filter=0

累積ソースデポの場合、このオプションを指定すると、swlist、swcopy および swin-

stall によるソフトウェアセレクションを長期的に一貫して行うことができます。デフォ
ルトのゼロでは、ソフトウェアセレクションおよび他のオプションに基づいて、ソースデ
ポにあるすべてのバンドル、製品、サブ製品、ファイルセットが選択 (依存ソフトウェアや
パッチの自動選択も含む) の対象になります。時間 (ゼロ時間からの秒数で指定) に設定す
ると、create_time が指定値以下となっているバンドル、製品、ファイルセット (製品内の
サブ製品を含む) のみが選択 (または自動選択) の対象になります。バンドル、製品、およ
びファイルセットの create_time を表示するには、次のように指定します。

swlist -a create_time -a create_date

customer_id=

この数値もソフトウェアの使用許諾書に記載されています。これは保護されたソフトウェ
アを「ロック解除」して、そのインストールを特定のサイトまたは所有者に限定するため
に使用されます。-x customer_id= オプションを使用するか、または対話型ユーザーイン
タフェースを使用することによって、この値を入力します。customer_id は、HP-UX 10.X

以降のシステムで使用できます。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

ターゲットデポのデフォルトの場所を定義します。
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installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス
を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー
ル場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を
参照してください)。

layout_version=1.0

配布媒体および swlist 出力を書き込む際に、SD コマンドが準拠する POSIX の lay-

out_version を指定します。サポートされている値は、"1.0" (デフォルト値 ) および
"0.8" です。

SD オブジェクトおよび属性構文は、IEEE POSIX 1387.2 Software Administration 標準
の layout_version 1.0 仕様に準拠します。SD コマンドは、まだ以前のレイアウト
バージョンに対応するキーワード名 layout_version=0.8 も受け入れますが、これを使
用するのは、以前のバージョンの SD によって読み取り可能な配布媒体を作成するためだ
けにしてください。

詳細については、sd(5) の layout_version オプションを参照してください。

level= リストするオブジェクトの level を指定します。

サポートされているソフトウェアのレベルは、次のとおりです。
bundle バンドルレベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。
product プロダクトレベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。バンド

ルを表示する場合は、-l bundle -l product も使用してください。
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subproduct サブプロダクトレベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。
fileset ファイルセットレベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。サ

ブプロダクトを表示する場合は、-lfileset-lsubproduct も使用してくだ
さい。

file ファイルレベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。
control_file control_file レベル以上のすべてのオブジェクトを表示します。
category 使用可能なパッチのカテゴリをすべて表示します。
patch 適用されているパッチをすべて表示します。

サポートされているデボおよびルートレベルは、次のとおりです。
depot デポレベルのみ (すなわち、指定されたターゲットホストに存在するデ

ポ) を表示します。
root すべてのルートをリストします。
shroot 登録されている共有ルートをすべてリストします (HP-UX 10.X の

み)。
prroot 登録されているプライベートルートをすべてリストします (HP-UX

10.X のみ)。

one_liner=revision title

-a と -v オプションがどちらも指定されない場合に、各オブジェクトについてリストす
る属性を定義します。one_liner 定義に含める各属性は「タブ」または「スペース」で
区切って指定します。one_liner 定義には任意の属性を含めることができます。あるオ
ブジェクトに特定の属性が存在しない場合、その属性は通知なしで単に無視されます。た
とえば、description 属性はプロダクト、サブプロダクト、およびファイルセットに対
して有効ですが、architecture 属性はプロダクトにのみ有効です。

patch_one_liner=revision title patch_state

-l patch オプションを実行した場合、および、-a または -v オプションを指定しない
場合に、リストされる各オブジェクトに対して表示される属性を指定します。デフォルト
の表示属性は、title および patch_state です。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンが従い、他のコマンドがデーモンと接続するために使用するプロトコルシーケン
スおよびエンドポイントを定義します。あるプロトコルシーケンスで接続に失敗した場
合、次のプロトコルシーケンスが試されます。SD はほとんどのプラットフォームで tcp

(ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコルシーケ
ンスをサポートします。詳細については、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と
入力) を参照してください。

rpc_timeout=5

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 ～ 9 の範囲の値で、DCE RPC によっ
て解釈されます。値が大きいほど時間は長くなります。ネットワークが低速だったり混雑
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している場合に大きな値を指定する必要があります。小さい値を指定すると、停止中のホ
ストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速く検知することが可
能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す秒数の約２倍になります。5

という値は、 ncadg_ip_udp では約 30 秒に相当します。このオプションは、
ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスを使用している場合、特に影響を与えない可能性が
あります。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

show_superseded_patches=false

修正用パッチを swlist の コマンドライン出力に表示するか、表示しないかを設定しま
す。デフォルトの状態である false では、ユーザーが修正用パッチに対して swlist を
実行した場合であっても、出力には表示されません。このオプションを true に設定する
と、修正用パッチを出力に表示できます。このオプションはコマンドラインからの
swlist でのみ使用できます。swlist -i による対話型セッションでは、オプションに
関わらず修正用パッチが表示されます。
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select_local=true

target_selections の指定がない場合に、ローカルホスト上のデフォルトの tar-

get_directory を、コマンドの target_selection として選択します。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありま
せん。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、空白で区切って指定しなければな
りません。

software_view=all_bundles

GUI上でソフトウェア表示のデフォルトレベルとして使用するソフトウェアビューを指定
します。この値として指定できるのは、all_bundles、products またはバンドルカテ
ゴリタグ (そのカテゴリのバンドルのみを表示するように指定) です。

targets=

デフォルトの target_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありませ
ん (上記の select_local を参照)。複数のターゲットセレクションがある場合は、空白
で区切って指定しなければなりません。

verbose=0

属性値の表示方法を制御します。
0 属性値だけを表示します。
1 は属性のキーワードと値の両方を表示します (上記の -v オプションを参照)。

セッションファイル
swlist を起動するたびに、タスクセッションが定義されます。このコマンドは、タスクが実際に開始する前
に、オプション、ソース情報、ソフトウェアセレクション、およびターゲットセレクションを自動的に保存し
ます。これにより、タスクが終了する前にセッションが終了しても、コマンドを再実行できます。セッション
情報は、対話型またはコマンド行のセッションから保存することもできます。

セッション情報はファイル $HOME/.sw/sessions/swlist.last に保存されます。このファイルはコマン
ドを呼び出すたびに上書きされます。このファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。

対話型セッションでは、File メニューから Save Session または Save Session As を選択することによって、
いつでもセッション情報をファイルに保存することができます。

コマンド行セッションでは、
-Csession__file オプションを指定してコマンドを実行することによって、セッション情報をファイルに保存す
ることができます。セッションファイルには絶対パス名を指定できます。ディレクトリを指定しなかった場
合、セッションファイルのデフォルトの位置は $HOME/.sw/sessions/ になります。

対話型セッションから、保存されたセッションを再実行するためには、File メニューから Recall Session オプ
ションを選択します。

コマンド行から、セッションを再実行するためには、-S オプションの引き数としてセッションファイルを指
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定してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されます。同様に、コマンド行のオプションおよびパラメータはセッションファイルにある値よ
りも優先されます。

環境変数
swlist コマンドに影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
lang(5) を参照してください。

注記: SD エージェントおよびデーモンログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ントおよびデーモンログメッセージを日本語で表示するには、 /etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
swlist コマンドは、シグナル SIGQUIT と SIGINT をキャッチします。これらのシグナルを受け取ると、
swlist コマンドはメッセージをプリントし、エージェントにリモートプロシージャコール (RPC) を送信し
て処理の終了を指示し、そして終了します。

各エージェントは、実行フェーズがすでに開始されている場合は、リストタスクを完了させてから終了しま
す。

操作
swlist からの出力には、すべてのオプションで一定の規則が適用されています。すなわち、リストの対象と
なった最も低いレベル (プロダクト、サブプロダクト、ファイルセット、またはファイル) だけは非コメント文
としてリストされるという規則です。これにより、swlist からの出力を他のコマンドへの入力として使用す
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ることが可能になります。ただし、ファイルを含むリストは例外です。ファイルレベルの出力は他のコマンド
への入力として使用されないからです。

選択できるリスト表示のタイプを以下に示します。これらのリスト表示の一部は併用できるので、出力の量を
適当に制御しながらオブジェクトを表示することができます。

• デフォルト表示
• ソフトウェア表示
• ルート表示
• デポ表示
• 複数ターゲット表示
• 冗長表示

デフォルト表示
software_selections と target_selections を指定せずに swlist を実行すると、ローカルホスト上にあるすべ
てのインストール済み製品のリストが表示されます。このリストには各製品 (プロダクト) について１行が表示
されます。各行には、プロダクトのタグ属性と、one_liner オプションで指定されたその他の全属性が表示
されます。

target_selections (すなわち、ターゲットホスト) が指定された場合は、指定された各ホストにあるインストー
ル済みソフトウェアのリストがこれと同じフォーマットで表示されます。

ソフトウェア表示
ソフトウェアオブジェクトのリスト表示は、指定された software_selections によって制御されるほか、-l オ
プション
(swlist.level=) によっても制御されます。software_selections に指定された各ソフトウェアオブジェクト
について、swlist はそれぞれの内容をリストします。たとえば、ソフトウェアセレクションとしてプロダク
トを指定すると、各プロダクトの直下のレベルに含まれているサブプロダクトやファイルセットがリストされ
ます。また、ファイルセットを指定すると、各ファイルセットに含まれているファイルがリストされます。

リストされるオブジェクトの深さは -l オプションで制御されます。このオプションでは、指定されたソフト
ウェアセレクションと組み合わせて深さを拡大または制限することができます。デフォルトの場合、指定され
たソフトウェアセレクションの内容は常にリストされます (上の説明を参照)。しかし、-l オプションを使用
して、software_selections で指定したオブジェクトのレベルと等しいレベルを指定することにより、このデ
フォルトの表示を無効にすることができます。たとえば、特定のプロダクトをリストしたい一方でその内容は
リストしたくない場合は、-l product のように指定します。また、特定のファイルセットをリストしたい
一方でそれに含まれるファイルはリストしたくない場合は、-l fileset のように指定します。 soft-

ware_selection オプションは、レベルが bundle、product、subproduct、fileset、file、または patch の場合
のみ適応されます。

デポ表示
swlist が表示できるオブジェクトクラスとして、さらにソフトウェアデポがあります。たとえば、ユーザー
は特定のホスト上にある登録済みのすべてのデポをリストすることができます。-l depot オプションと
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target_selections オペランドを組み合わせれば、さまざまな形式のデポリストを表示できます。

複数ターゲット表示
複数の target_selections (すなわち、ルートファイルシステム、代替ルート、またはデポ) が順番にリストされ
ます。すなわち、最初の target_selection からすべての要求されたオブジェクトと属性をリストし、次に第２
の target_selection について同様にリストするという形で、最後のターゲットまでリストします。

冗長表示
-v オプションを指定すると、冗長リスト表示が生成されます。冗長表示には、オブジェクトに対して定義さ
れているすべての属性が含まれます。swlist コマンドは、各属性についてキーワードと値をプリントしま
す。属性は１行に１つずつリストされます。ユーザーは、この出力を grep、awk、あるいは sed によって後
処理 (フィルター処理) して、特定のフィールドだけを取り出すことができます。

デポの属性が表示されるのは、-v オプションと -l depot オプションを指定し、さらに target_selection で
特定のデポを指定して swlist を実行した場合です。

特定のソフトウェアレベル (product/subproduct/fileset/file) の属性は、指定された software_selec-

tions の深さに基づいて表示されます。たとえば、swlist -v product1.fileset1 を実行すると、fileset1 のすべて
のファイルセット属性が表示されます。-v オプションを -l オプションとともに使用すると、次のようなリ
ストを表示できます。

• すべてのプロダクトの属性を表示するには、swlist -v -l product を使用します。

• すべてのプロダクトとサブプロダクトの属性を表示するには、swlist -v -l subproduct を
使用します。

• すべてのプロダクト、およびファイルセットの属性を表示するには、swlist -v -l fileset

を使用します。

• すべてのプロダクト、ファイルセット、およびファイルの属性を表示するには、swlist -v -l

file を使用します。

戻り値
swlist コマンドは次の値を返します。

0 software_selections および target_selections が正常にリストされました。
1 リスト操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 リスト操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swlist コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、およびエージェントのログファイルに書き込
みを行います。

標準出力
すべてのリスト表示は標準出力にプリントされます。
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標準エラー
swlist コマンドは、すべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ロギング
swlist コマンドは要約イベントをログに記録しません。このコマンドは、各読み取りタスクに関するイベン
トを各 target_selection に対応する swagent ログファイルに記録します。

swlist の対話型インタフェース (swlist -i -d) を使用して、swaudit.log ファイルを表示することが
できます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
swlist の対話型インタフェースを実行します。

swlist -i @ host1

対話型の swlist を使用して、デポを表示します。

swlist -i -d @ /tmp/depot

ローカルホスト上にインストールされているプロダクトをすべてリストします。

swlist

プロダクト NETWORKING のすべてのファイルセットを含む網羅リストを生成します。

swlist -v -l fileset NETWORKING

ARPA-RUN ファイルセットのすべての属性をリストします。

swlist -v NETWORKING.ARPA.ARPA-RUN

いくつかのリモートホスト上にインストールされている C 製品をリストします。

swlist cc @ hostA hostB hostC

ホスト host1 上のディレクトリ /opt に移動された FRAME プロダクトをリストします。

swlist FRAME,1=/opt @ host1

ホスト toolserver 上にインストールされた FRAME 製品の全バージョンをリストします。

swlist FRAME @ toolserver

共有ルート内の全製品をリストします (HP-UX 10.X のみ)。

swlist -r @ /export/shared_roots/OS_700
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クライアントのプライベートルート内にある製品をリストします (HP-UX 10.X のみ)。

swlist -r @ /export/private_roots/client

ローカルテープ /dev/rmt/0m の内容をリストします。

swlist -d @ /dev/rmt/0m

または、次の指定も可能です。

swlist -s /dev/rmt/0m

ローカルテープ /dev/rmt/0m 上の全製品の tag 属性および revision 属性をリストします。

swlist -d -a revision @ /dev/rmt/0m

または、次の指定も可能です。

swlist -a revision -s /dev/rmt/0m @

FRAME プロダクトの README ファイルを表示します。

swlist -a readme FRAME

リモートデポに格納されている製品をリストします。

swlist -d @ hostA:/depot

ホスト上のすべてのデポをリストします。

swlist -l depot @ hostA

/CD にマウントされているデポ内に定義されているカテゴリをリストします。

swlist -d -l category @ /CD

出力 :

critical_patch 1.0 Patches to fix system hangs or data corruption

S747_upgrade 2.0 Patches needed to upgrade to an S747

security_patch 2.0 Patches affecting system security

タグ critical_patch によって指定されるカテゴリオブジェクトの特定の属性をリストします。

swlist -a description -l category critical_patch

swlist -l オプションおよび patch レベルを使用して、ファイルセットの applied_patches 属性の値を表
示します。

swlist -l patch BogusProduct

出力 :

BogusProduct 1.0 This is a Bogus Product
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BogusProduct.FakeFS Fake fileset

PHZX-0004.FakeFS Patch for defect X superseded

PHZX-3452.FakeFS Patch for defect Y applied

パッチを表示するもう一つの例です。

swlist -l patch PHZX-0004

出力 :

PHZX-0004 1.0 Patch product

PHZX-0004.FakeFS Patch for defect X superseded

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現行の SD オプションとそのデフォルト値のマスターリストを保存します。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。この
ディレクトリは、ログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体の現行のデフォルト値を保存します。

/var/adm/sw/host_object

ローカルホストに登録されているデポのリストを保存するファイルです。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品の一覧
(カタログ) です。

/var/spool/sw/

ソースおよびターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swlist は HP および Mark H. Colburn で開発されました ( pax(1) 参照)。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swjob(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),
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sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swmodify − ターゲットルートまたはデポ内のソフトウェア製品の変更

構文
swmodify [-d|-r] [-p] [-u] [-v] [-V] [-a attribute=[value]] [-c catalog ] [-C session_file ]

[-f software_file ] [-P pathname_file ] [-s product_specification_file| [-S session_file ]

[-x option=value ] [-X option_file ] [software_selections] [@ target_selection]

特記事項
すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照してください。

説明
swmodify コマンドは、一次ルートまたは代替ルートの中にインストールされているソフトウェアオブジェク
ト (あるいは、ソフトウェアデポからロード可能なソフトウェアオブジェクト) の定義を変更します。このコマ
ンドは以下の機能をサポートしています。

•

新しいオブジェクトの追加 - ユーザーは、新しいバンドル、プロダクト、サブプロダクト、ファイ
ルセット、制御ファイル、およびファイルを、それぞれの上位レベルにある既存のオブジェクトに
追加することができます。

•

既存のオブジェクトの削除 - ユーザーは、既存のバンドル、プロダクト、サブプロダクト、ファイ
ルセット、制御ファイル、およびファイルを、それらが入っているオブジェクトから削除すること
ができます。

•

属性の値の変更 - ユーザーは、任意の既存オブジェクトについて、属性の追加、属性の削除、およ
び属性の既存の値の変更を行うことができます。新しいオブジェクトを追加するとき、ユーザーは
同時にその属性を定義できます。

•

ソフトウェアパッチのコミット - ユーザーは、ソフトウェアパッチをコミットして、保存されてい
るバックアップファイルを削除することができます。

コントロールファイルの例外を除けば、swmodify コマンドは、プロダクト (ファイルセット) を構成する実
際のファイルを操作するコマンドではありません。ファイルを記述しているカタログ情報を操作するだけで
す。しかし swmodify はコントロールファイルの内容を置き換えることが可能です。

swmodify の一般的な用途は次のとおりです。

• ファイルセット内の既存のファイル定義リストにファイル定義を追加します。たとえば、ファイル
セットの制御スクリプトが新しいファイルをインストール済みのファイルシステムに追加する場
合、そのスクリプトは swmodify を呼び出してそれらの新規ファイルの「レコードを作成」する
ことができます。
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• 既存の属性の値を変更します。たとえば、製品が特別に複雑な構成プロセス (SD 構成用スクリプト
で扱えないようなプロセス) を提供している場合、そのスクリプトは正常終了時にファイルセット
の状態を CONFIGURED に設定することができます。

• 新しいオブジェクトを定義します。たとえば、SD によってインストールされなかった既存アプリ
ケーションについて、その定義を「インポート」し、その製品を記述する簡単な PSF を作成して
から、swmodify を呼び出してその既存アプリケーションの定義を IPD の中にロードすることが
できます。

オプション
swmodify コマンドは以下のオプションをサポートします。

-d 一次ルートまたは代替ルートではなく、デポに対して変更を実行します。target_selection

にはデポを指定しなければなりません。

-p 変更セッションをプレビューします。target_selection 内の項目は何も変更されません。

-r SD コマンドが代替ルートディレクトリで動作するようになります。代替ルートディレクト
リは、
@ target_selections オプションで指定する必要があります (代替ルート操作にはこのオプ
ションは必須ではありませんが、旧製品との互換性のために維持されています。詳細につ
いては、sd(5) の「代替ルートディレクトリとデポディレクトリ」の項を参照してくださ
い)。

-u -a attribute=value オプションが何も指定されていない場合は、指定された software_selec-

tions を指定された target_selection の中から削除します。このアクションは、ソフトウェ
アオブジェクトの定義をデポカタログまたはインストール製品データベースから削除しま
す。

-a attribute オプションが指定されている場合は、これらの属性定義を指定された soft-

ware_selections から (指定された target_selection の中から) 削除します。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします。

-V このコマンドがサポートするデータモデルリビジョンをリストします。

-a attribute[=value]

指定された attribute の value を追加、変更、または削除します。-u オプションが指定さ
れている場合は、attribute を指定された software_selections から削除します (または
value を attribute に対して現在定義されている値のセットから削除します)。-u オプショ
ンが指定されていない場合は、各 software_selection の attribute を追加/変更します (指定
された value をその属性の値として設定します)。

複数の -a オプションを指定できます。指定された各属性の変更はすべての soft-

ware_selection に適用されます。
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-s オプションと -a オプションは互いに排他です。-a オプションが指定されていると
きに -s オプションは指定できません。

-c catalog

swmodify によって追加、変更、または使用されるカタログのパス名を指定します。

-c オプションと -a オプションは互いに排他的であり、-a オプションが指定されてい
る場合に、-c オプションを指定することはできません。

-C session_file

現在のオプションおよびオペランドを session_file に保存します。ファイル名は相対パスで
も絶対パスでも入力できます。セッションファイルのデフォルトのディレクトリは
$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用してセッションファイルを再度呼
び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいは コマンド行からだけ
でなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-P pathname_file

IPD に追加するファイルまたは IPD から削除するファイルのパス名をリストしたファイル
を指定します。この方法を使用すると、コマンド行にファイルを個々に指定する必要がな
くなります。

-s product_specification_file

ソースの製品仕様ファイル (PSF) には、swmodify によって入力されたように追加、変
更、または使用されるプロダクト、サブプロダクト、ファイルセット、あるいはファイル
定義が記述されています。

-s オプションと -u オプションは互いに排他です。-u オプションを指定した場合は、
-s オプションを指定できません。

-S session_file

session_file での定義に従って、前のセッションから保存されたオプションとオペランドに
基づいて swmodify を実行します。-C オプションを使用して、セッション情報を保存す
ることができます。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプションで
指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプションを指定で
きます。

-X option_file

セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。
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オペランド
swmodify コマンドは、software selections、およびその後に続く target selections という２種
類のオペランドをサポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマンドが「ター
ゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェアセレクション
product_specification_file が指定された場合、swmodify は PSF の中で定義されている項目全体から soft-

ware_selections を選択します。そして、PSF から選択されたソフトウェアが target_selection に適用されま
す。すなわち、選択されたソフトウェアオブジェクトがそのターゲットに追加されるか、またはそのターゲッ
ト内で変更されます。PSF が指定されない場合、swmodify は指定された (またはデフォルトの ) tar-

get_selection の中で定義されているソフトウェアから software_selections を選択します。

The swmodify コマンドは、software_selection ごとに以下の構文をサポートしています。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• ¥* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目の形式は次のとおりです。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location は、インストールされたソフトウェアに対してのみ適用され、デフォルトの製品ディレク
トリ以外の場所にインストールされたソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa は、ファイルセットに対してのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• <op> (関係演算子) には次のいずれかが指定できます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドに対して比較演算を実行します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 733



swmodify(1M) swmodify(1M)

たとえば、r>=B.10.00 は B.10.00 以上のすべてのリビジョンを選択することを意味します。
ドットで区切られた各フィールドを比較して一致するものが求められます。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ], *, ?, !

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• 同一仕様内であればバージョン項目を繰り返すことができます (たとえば、r>=A.12 および
r<A.20)。複数の項目を指定した場合は、すべての項目と一致したものが選択対象となります。

• 完全修飾ソフトウェア仕様には、r=、a= および v= というバージョン項目が含まれます。これら
のバージョン項目は空の文字列でもかまいません。インストール済みのソフトウェアの場合は、l=

も含まれます。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数
です。

ターゲットセレクション
swmodify コマンドは、単一のローカルな target_selection の指定を次の構文でサポートしています。

[@ /directory]

一次ルートを対象とする操作の場合は、target_selection を指定する必要はありません (ターゲットとして /

が指定されたものと見なされます)。ソフトウェアデポを対象とする操作の場合は、target_selection にはその
デポへのパスを指定する必要があります。-d オプションが指定され、target_selection が指定されていない場
合は、デフォルトの distribution_target_directory が使用されます (下記を参照)。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。
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[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

次のように、コマンド行から -x または -X オプションを使用して、デフォルト値を無効にすることもできま
す。

command -x option=value

command -X option_file

以下のキーワードが swmodify によってサポートされています。デフォルト値が存在する場合は = の後に示
しています。このオプションが適用されるコマンドも指定します。swmodify に適用される操作方針オプショ
ンは次のとおりです。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。
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allow_large_files=false

ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルを変更することを許可するかどうかを決定しま
す。デフォルトの false では、ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルを変更すること
を許可しません。

この値が true の場合には、ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルを変更することを許
可します。デポ内のファイルに対しては、December 2005 リリース以降の HP-UX 11i v1

および HP-UX 11i v2 上の SD でのみ使用することができます。

このバージョンの SD では、2 TB (2048 GB) までのファイルがサポートされています。

compress_index=false

SD コマンドがターゲットデポまたはルートへの書き込み時に圧縮された INDEX と INFO

カタログを作成するかどうかを決定します。デフォルトの false では圧縮ファイルを作
成しません。true に設定すると、SD は INDEX と INFO ファイル、およびそれぞれを
圧縮したファイルの両方を作成します。圧縮ファイルは、INDEX.gz、INFO.gz という名
前で圧縮されてないファイルと同じディレクトリに作成されます。

圧縮ファイルにより低速ネットワークで性能が改善します。ただし、インストール済み製
品データベースのディスクスペースの使用量とデポカタログのスペースの使用量は、それ
ぞれ増加します。HP-UX 11.01 以降では次の場合に、SD コントローラとターゲットエー
ジェントが自動的にソースエージェントから圧縮された INDEX と INFO ファイルをロー
ドします。

• ソースエージェントがこの機能をサポートしている

• ソースデポに INDEX.gz あるいは INFO.gz が存在する

• INDEX.gz と INFO.gz が対応する圧縮されてない INDEX および INFO ファイルよ
り古くない

INDEX.gz または INFO.gz のアクセス中、転送中、あるいは解凍中に何らかの問題が発
生すると、ソースエージェントは圧縮されてない INDEX や INFO ファイルを使用しま
す。

control_files=

制御ファイルオブジェクトを追加または削除するとき、それらの制御ファイルのタグをリ
ストします。このオプションにデフォルト値はありません。複数のタグがある場合は、空
白で区切り全体を引用符で囲んでください。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

ターゲットデポのデフォルトの位置を定義します。target_selection オペランドは、このデ
フォルト値を無効にします。

files= ファイルオブジェクトを追加または削除するとき、このオプションでそれらのファイルの
パス名をリストできます。このオプションにデフォルト値はありません。複数のパス名が
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ある場合は、空白で区切り全体を引用符で囲んでください。

installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス
を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー
ル場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を
参照してください)。

layout_version=1.0

配布媒体および swlist 出力を書き込む際に、SD コマンドが準拠する POSIX の lay-

out_version を指定します。サポートされている値は、"1.0" (デフォルト値 ) および
"0.8" です。

SD オブジェクトおよび属性構文は、IEEE POSIX 1387.2 Software Administration 標準
の layout_version 1.0 仕様に準拠します。SD コマンドは、まだ以前のレイアウト
バージョンに対応するキーワード名 layout_version=0.8 も受け入れますが、これを使
用するのは、以前のバージョンの SD によって読み取り可能な配布媒体を作成するためだ
けにしてください。

詳細については、sd(5) の layout_version オプションを参照してください。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
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2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。

logdetail=false

logdetail オプションは、ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true

に設定すると、このオプションは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行中のス
テートメント、およびほかの要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ロ
グ情報とともに、loglevel オプションにより制御されます。

logfile=/var/adm/sw/sw<modify>.log

swmodify コマンドのデフォルトのコマンドログファイルを定義します。

loglevel=1 (直接呼び出し)

loglevel=0 (制御スクリプトによる呼び出し)

swmodify のログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエー
ジェントのログファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は、詳
細情報とともに、logdetail オプションにより制御されます。詳細については、logde-

tail を参照してください。

次の値を指定することができます。
0 ログファイルへの記録が停止されます。
1 ログファイルへの記録が冗長モードで行われます。
2 ログファイルへの記録が高冗長モードで行われます。

制御スクリプトが起動した swmodify によるロギングを有効にするには、以下の行をシス
テムのデフォルトファイルに追加します。

swmodify.loglevel=1

patch_commit=false

パッチのロールバックのために保存されているファイルを削除することにより、パッチを
コミットします。true に設定すると、パッチが変更した関連基本ソフトウェアを削除し
なければ、パッチをロールバック (削除) することはできません。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。
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false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありま
せん。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、それぞれを空白で区切らなければ
なりません。ソフトウェアは通常コマンド行のオペランドまたは GUI から、ソフトウェア
入力ファイルに指定します。

source_file=

ソースの製品仕様ファイル (PSF) のデフォルトの場所を定義します。指定できるのは適切
な path だけです。host:path 構文を使用することはできません。-s オプションの方
がこの値より優先されます。

targets=

デフォルトの target_selection を定義します。このオプションにデフォルト値はありません
(前述の select_local を参照)。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、それ
ぞれを空白で区切らなければなりません。ターゲットは通常コマンド行のオペランドまた
は GUIから、ターゲット入力ファイルに指定します。

verbose=1

非対話式コマンド出力の冗長性を制御します。
0 標準出力 (stdout) への出力が抑止されます (エラーおよび 警告メッセージは常に標準

エラー (stderr) に書き込まれます)。
1 冗長メッセージが標準出力に出力されるようになります。
2 swmodify では、非常に冗長なメッセージが標準出力に出力されるようになります。
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セッションファイル
swmodify コマンドは変更セッションを定義します。インストールやコピーが開始する前に、呼び出しオプ
ション、ソース情報、ソフトウエア選択、およびターゲットホストが保存されます。これにより、セッション
が正常に終了しなくても、コマンドを再実行できます。

各セッションは自動的にファイル $HOME/.sw/sessions/swmodify.last に保存されます。このファイル
は swmodify を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swmodify を実行することによって、指定したファイルにセッショ
ン情報を保存することもできます。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには絶対パス名を
指定します。ディレクトリを指定しなかった場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションファイルを再実行するために、swmodify の -S session__file オプションの 引き数としてセッ
ションファイルを指定してください。PSF 構文の詳細は man 4 swpackage を入力して swpackage(4) を参
照してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されることに注意してください。同様に、swmodify を呼び出すときに指定したコマンド行オプ
ションあるいはパラメータはセッションファイルにある値よりも優先されます。

環境変数
swlist に影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 lang を入力して lang(5) を参照してください。

注記: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エー
ジェントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、/etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。
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LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
swmodify コマンドは SIGHUP、SIGTERM、SIGUSR1、および SIGUSR2 を無視します。swmodify コ
マンドは、SIGINT と SIGQUIT をキャッチします。これらのシグナルを受け取ると、swmodify はメッ
セージをプリントして終了します。実際のデータベースを変更している間、swmodify はこれらのシグナルを
ブロックします (データベースの破壊を防ぐため)。その他のシグナルについては、すべてそのデフォルトアク
ションが実行されます。

戻り値
swmodify コマンドは次の値を戻します。

0 追加、変更、または削除の操作が、指定された software_selections に対して正常に実行されまし
た。

1 セッションの途中でエラーが発生しました (たとえば、PSF の中の構文エラー、無効な soft-

ware_selection など)。詳細については、標準エラー (stderr) またはログファイルを調べてくださ
い。

診断
swmodify コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および特定のログファイルに書き込みを行
います。

標準出力
冗長モードの場合、swmodify コマンドは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示し
ます。

• セッション開始および終了メッセージ
• 選択、解析、およびタスク実行メッセージ

標準エラー
swmodify コマンドはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ログファイル
swmodify コマンドは、イベントをコマンドのログファイルに記録するほか、各 target_selection に対応する
swmodify ログファイルに記録します。

コマンドログ
swmodify コマンドは、すべてのメッセージをログファイル /var/adm/sw/swmodify.log に記録
します (logfile オプションを変更すれば別のログファイルを指定できます)。
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ターゲットログ
インストール済みのソフトウェアを変更するとき、swmodify はメッセージをルートディレクトリ (

たとえば、/ または代替ルートディレクトリ) の下にあるログファイル var/adm/sw/swagent.log

に記録します。配布可能ソフトウェア (デポ内のソフトウェア) を変更するとき、swmodify はメッ
セージをデポディレクトリ (たとえば、/var/spool/sw) の下にあるログファイル swagent.log に
記録します。

例
既存のファイルセットに追加のファイルを入れます。

swmodify -xfiles=’/tmp/a /tmp/b /tmp/c’ PRODUCT.FILESET

既存のファイルセット内の既存のファイルの定義を置き換えます (たとえば、ファイルの属性の現在の値を変
更するため)。

chown root /tmp/a /tmp/b

swmodify -x files=’/tmp/a /tmp/b’ PRODUCT.FILESET

既存のデポ内のファイルセットから制御ファイルを削除します。

swmodify -d -u -x control_files=’checkinstall subscript’ ¥

PRODUCT.FILESET @ /var/spool/sw

新しいファイルセット定義を作成します。その記述は PSF ファイル new_fileset_definition に含まれ
ています。

swmodify -s new_fileset_definition

不要になったファイルセット定義を削除します。

swmodify -u PRODUCT.FILESET

パッチをコミットします (パッチのロールバックで保存されたファイルを削除します)。

swmodify -x patch_commit=true PATCH

既存のデポ内のプロダクトに対して新しいバンドル定義を作成します。

swmodify -d -s new_bundle_definitions ¥* @ /mfg/master_depot

ファイルセットの属性の値を変更します。

swmodify -a state=installed PRODUCT.FILESET

デポの属性を変更します。

swmodify -a title=’Manufacturing’s master depot’ ¥

-a description=</tmp/mfg.description @ /mfg/master_depot
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警告
target_selection がソフトウェアデポの場合に、特定の software_selections からファイル定義を削除しても、
ファイルの内容はデポから削除されません。

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD のオプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプション (およびそのデフォルト値) のマスターリストを保存します。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。この
ディレクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD のオプションの一部または全部に適用されるアクティブなシステム全体のデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品の一覧
(カタログ) です。

/var/spool/sw/

ターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swmodify は HP で開発されました。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swjob(1M), swlist(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swpackage − ソフトウェア製品をターゲットデポまたはテープにパッケージ化

構文
swpackage [-p] [-v] [-V] [-C session_file ] [-d directory|device ] [-f software_file ]

[-s product_specification_file|directory ] [-S session_file ] [-x option=value ] [-X option_file ]

[software_selections] [@ directory|device]

特記事項
• swpackage コマンドに指定される製品仕様ファイル (PSF) の詳細については swpackage(4) マンページ (

コマンド行で man 4 swpackage と入力) を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照してくださ
い。

• すべての SD オブジェクト、属性、データフォーマットについては、sd(4) マンページ (コマンド行で man

4 sd と入力) を参照してください。

説明
swpackage コマンドは分散型では動作しません。ローカルホスト上でのみ動作します。このコマンドは、ソ
フトウェア製品を次の場所にパッケージ化します。

• 配布ディレクトリ (直接アクセス、または CD-ROM へのコピーが可能)

• DDS、９トラックまたはカートリッジテープなど、配布テープ

注記: swpackage は、-d および @ の後に続くものをすべて directory|device へのパスとして扱います。

swpackage -d string1:/string2 -s <psf>

または

swpackage -s <psf> @ string1:/string2

のように入力しても、swpackage は、他の Software Distributor コマンドのように string1 をホスト名
として扱うことはありません。string1 はパスの一部と見なされます。

ソフトウェアプロダクトは３つのレベルから成る階層構造として編成されています。すなわち、プロダクト、
サブプロダクト、およびファイルセットから構成されます。プロダクトを構成する実際のファイルはファイル
セットとしてパッケージ化されています。サブプロダクトは、ファイルセットを論理的なグループごとに区分
するために使用できます (サブプロダクトは必須ではありません)。プロダクト、サブプロダクト、およびファ
イルセットには、それぞれ対応する属性が定義されています。

配布ディレクトリと配布テープは両者とも同じフォーマットを使用します。swpackage コマンドの機能は次
のとおりです。

• ソフトウェアを編成して、プロダクト、サブプロダクト、およびファイルセットとしてパッケージ化しま
す。
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• ソースファイルをファイルセットとしてパッケージ化する柔軟な機構を提供します。

• 配布ディレクトリ内の既存の製品を変更します。

• 配布ディレクトリ内のプロダクトを配布テープにコピーします。

swpackage および swcopy は、両者ともターゲットデポを作成または変更するコマンドです。この２つの
コマンドの違いは次のとおりです。

• swcopy コマンドは、製品を既存のデポから別のデポにコピーします。swpackage コマンドは、ユー
ザーが指定した仕様に基づいて製品を作成し、それらの製品をデポの中にパッケージ化します。

• swpackage を使用すると、software_selections を既存の配布ディレクトリから配布テープに再パッケー
ジ化することができます。

• swcopy コマンドは、１つのローカルまたはリモートソースから１つ以上のローカルまたはリモートター
ゲットにコピーできます。swpackage コマンドは、ローカルファイルシステムからソースファイルを取
り出して１つの製品としてパッケージ化し、それをローカルな配布ディレクトリ または配布テープの中に
入れます。

• ターゲットデポの作成後、swcopy はそのディレクトリをローカルな swagentd に登録し、swlist や
swinstall などから使用できるようにします。swpackage では、デポは登録されません。ユーザーが
明示的に swreg コマンドを実行しなければなりません。

レイアウトバージョン
デフォルトでは、SD オブジェクトおよび属性構文は IEEE POSIX 1387.2 Software Administration 標準の
layout_version 1.0 に準拠しています。旧版の SD layout_version=0.8 もサポートされています
が、これは旧版の SD で読み込み可能な記述子を作成される場合にのみお使いください。

どの layout_version を SD コマンドが書き込むかは、PSF ファイル内の layout_version の属性で指
定される layout_version オプションが制御します。

次の章に記述されている layout_version オプションに関する詳細は sd(4) および sd(5) を参照してくださ
い。また、PSFファイルに関する詳細は sd(4) を参照してください。

オプション
swpackage コマンドは以下のオプションをサポートします。

-p 実際に配布テープを作成または変更せずに、パッケージセッションをプレビューします。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします。デフォルトの場合、出力は冗長形式と
なっています。下記の verbose オプションを参照してください。

-V swpackage がサポートするデータモデルリビジョンをリストします。デフォルトでは、
swpackage は常に最新のデータモデルリビジョンを使ってパッケージします。
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-C session_file

現在のオプションおよびオペランドを session_file に保存します。ファイル名は相対パスで
も絶対パスでも入力できます。セッションファイルのデフォルトのディレクトリは
$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用してセッションファイルを再び呼
び出すことができます。

-d directory|device

(廃止されていますが、旧製品との互換性のために指定可です。代わりに、@ directory |

device オペランドを使用してください。)

配布ディレクトリを作成する場合、このオプションは directory のパス名を定義します。配
布テープを作成する場合、このオプションは配布の書き込み先である デバイスファイルを
定義します。配布テープを作成する際には、テープデバイス (ファイル) が存在していなけ
ればならず、-x media_type=tape オプションを指定する必要があります (以下を参
照)。

swpackage 出力が以下を使って外部コマンドに「連結」されるように指定することもで
きます。

swpackage -d "| <command>"-x media_type=tape -s <source>

| 記号およびコマンドはシェルではなく swpackage に解釈されるため、引用符で囲まな
ければなりません。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行からだけで
なく)、software_file から (も) 読み取ります。

-s product_specification_file|directory

ソースとして PSF を指定します。これは、プロダクト、サブプロダクト、ファイルセッ
ト、およびファイルの定義を記述したファイルです。これらの定義に従って、一式のソー
スファイルからソフトウェア製品が作成されます。

ソースとして、既存の directory デポ (すでに製品が入っているディレクトリ) を指定する
こともできます。

-S session_file

session_file での定義に従って、前のセッションから保存されたオプションとオペランドに
基づいて swpackage を実行します。-C オプションを使用して、ファイルにセッション
情報を保存できます。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプションで
指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプションを指定で
きます。
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-X option_file

セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

ソフトウェアセレクション
software_selections が指定された場合、swpackage は、ソースの product_specification_file の中で定義され
ているすべての製品構成要素のうち、指定されたソフトウェアセレクションだけを (再) パッケージ化します。
software_selections が何も指定されない場合、swpackage はソースの product_specification_file の中で定義
されたすべてのプロダクトを (再) パッケージ化します。

swpackage コマンドでは、各 software_selection の指定に次の構文を使用します。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]

product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• \* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location はインストールされているソフトウェアのみに適用され、デフォルトのプロダクトディレ
クトリ以外の場所にインストールされているソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa は、ファイルセットに対してのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• <op> (関係演算子)には、次のようにセットできます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択
することを意味します。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜しま
す。
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• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ], *, ?, !

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。

• 完全修飾ソフトウェア仕様には、r=、a= および v= というバージョン項目が含まれます。これら
のバージョン項目は空の文字列でもかまいません。インストールされているソフトウェアの場合
は、l= も含まれます。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数
です。

ターゲットセレクション
swpackage コマンドでは、directory|device の指定に次の構文を使用します。

@ /path

配布ディレクトリを作成する場合には、このオプションがそのディレクトリへのパスを定義します。配布テー
プを作成する場合には、このオプションが分散が書き込まれるデバイスファイルへのパスを定義します。配布
テープを作成する場合には、テープデバイス (ファイル) が必ず必要で、さらに -x media_type=tape オプ
ションを指定しなければなりません (以下を参照)。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value
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オプションの command_name 接頭辞は、SD コマンドの１つであることを表します。

デフォルト値は、-x または -X をコマンド行で指定することで無効にすることができます。

command -x option=value

command -X option_file

次の項では、swpackage および swcopy がサポートするすべてのキーワードのリストを記載します。デ
フォルト値が存在する場合は = の後に示しています。このオプションが適用されるコマンドも示します。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

allow_large_files=false

ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルをパッケージすることを許可するかどうかを決定
します。デフォルトの false では、ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルをパッケー
ジすることを許可しません。

この値が true の場合には、ファイルサイズが 2 GB 以上のファイルをパッケージするこ
とを許可します。December 2005 リリース以降の HP-UX 11i v1 および HP-UX 11i v2 上
の SD でのみ使用することができます。
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このバージョンの SD では、2 TB (2048 GB) までのファイルがサポートされています。

allow_large_serial_depot=false

2 GB 以上のシリアルデポを作成できるかどうかを決定します。デフォルト値である
false の場合、swpackage はデポサイズの上限を 2 GB に設定します。

true に設定すると、swpackage は 2 GB 以上のシリアルデポを作成することができま
す。このオプションを利用できるのは、HP-UX 11i v1 (11.11) 2004 年 12 月のアップデー
トリリースか HP-UX 11i v2 (11.23) 2005 年 3 月のアップデートリリース以降に含まれる
SD に限ります。

allow_partial_bundles=true

警告と注記をつけずに部分バンドルを処理するかどうかを決定します。デフォルトの true

状態では、このオプションは PSF で使用可能なものをパッケージングするように
swpackage に指示します。存在しなかったり、あいまいなバンドル内容は無視され、警
告と注記は発行されません。

false に設定されている場合、このオプションは、すべてのバンドル内容が PSF に存在
し、PSF 内で一意であるように swpackage に指示します。あいまいであったり、存在し
ないオブジェクトは注記を生成し、存在しなかったり、あいまいな内容をもつバンドルは
すべて警告を生成します。 (注記と警告が生成される場合でも、swpackage は正常に終了
します。)

compress_cmd=/usr/contrib/bin/gzip

インストール、コピー、またはパッケージングを実行する前にファイルを圧縮するために
コールされるコマンドを定義します。compression_type オプションが gzip または
compress, 以外のオプションに設定されている場合は、このパスを変更する必要がありま
す。

compress_files=false

true に設定すると、圧縮されていないファイルを圧縮した上でソースから転送します。
これにより、低速ネットワークでの swcopy および swinstall の性能が向上し、
uncompress_files オプションも true に設定していない限り、swcopy および
swpackage のデポが小規模なものになります。

compress_index=false

SD コマンドがターゲットデポまたはルートへの書き込み時に圧縮された INDEX と INFO

カタログを作成するかどうかを決定します。デフォルトの false では圧縮ファイルを作
成しません。true に設定すると、SD は INDEX と INFO ファイル、およびそれぞれを
圧縮したファイルの両方を作成します。圧縮ファイルは、INDEX.gz、INFO.gz という名
前で圧縮されてないファイルと同じディレクトリに作成されます。

圧縮ファイルにより低速ネットワークで性能が改善します。ただし、インストール済み製
品データベースのディスクスペースの使用量とデポカタログのスペースの使用量は、それ
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ぞれ増加します。HP-UX 11.01 以降では次の場合に、SD コントローラとターゲットエー
ジェントが自動的にソースエージェントから圧縮された INDEX と INFO ファイルをロー
ドします。

• ソースエージェントがこの機能をサポートしている

• ソースデポに INDEX.gz あるいは INFO.gz が存在する

• INDEX.gz と INFO.gz が対応する圧縮されてない INDEX および INFO ファイルよ
り古くない

INDEX.gz または INFO.gz のアクセス中、転送中、あるいは解凍中に何らかの問題が発
生すると、ソースエージェントは圧縮されてない INDEX や INFO ファイルを使用しま
す。

compression_type=gzip

転送中または転送後にエージェントがファイルを圧縮する際に使用するデフォルトの圧縮
の種類を定義します。uncompress_files が false に設定されている場合には、com-

pression_type は、圧縮されたそれぞれのファイルごとに記録されるので、後に swin-

stall または uncompress_files が true に設定されている swcopy を実行する間、
適切な圧縮解除が適用されます。指定した compress_cmd は、指定した compres-

sion_type のファイルを作成するはずです。uncompress_cmd は、フォーマットが内
部の圧縮解除機能 (funzip) によって圧縮解除された gzip でなければ、指定した com-

pression_type のファイルを処理できるはずです。

create_target_acls=true

ターゲットデポを作成している場合、swpackage は、そのデポ (新規の場合) およびその
デポにパッケージ化されるすべてのプロダクトのアクセス制御リスト (ACL) を作成しま
す。 false に設定されている場合、およびユーザーがスーパーユーザーの場合、
swpackage は ACL の作成を行ないません。 (ソフトウェアを配布テープ上にパッケージ
化する場合には、swpackage コマンドは一切 ACL の作成を行ないません。

distribution_source_directory=/var/spool/sw

source_type が ディレクトリの場合に、ソースデポのデフォルト位置を定義します。
host:path という構文も使用できます。-s オプションの方がこの値より優先されます。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

製品をパッケージ化するデフォルトの配布ディレクトリを定義します。directory|device オ
ペランドは、このデフォルトより優先されます。

distribution_target_serial=/dev/rmt/0m

ターゲットのテープ デバイスファイルのデフォルト位置を定義します。directory|device

オペランドは、このデフォルトより優先されます。
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enforce_dsa=true

必要なディスクスペースが使用率の高いファイルシステムの未使用スペースを超えている
場合に、コマンドが解析フェーズの先に進まないようにします。このオプションが false

に設定されている場合は、インストール、コピー、またはパッケージ化の処理で、ファイ
ルシステムの最低限のフリースペース (minfree) を使用しますが、この処理はファイルシ
ステムの最終的な限界に達することによって異常終了する可能性があります。

follow_symlinks=false

パッケージソースファイルの中にあるシンボリックリンクをたどらずに、シンボリックリ
ンクをパッケージ化製品 (複数 ) に入れます。このキーワードの値が true の場合、
swpackage はパッケージソースファイルの中にあるシンボリックリンクをたどって、そ
のリンクが参照している実際のファイルをパッケージ化製品 (複数) に入れます。

include_file_revisions=false

パッケージ化するプロダクト内に、それぞれのソースファイルのリビジョン属性を含めま
せん。この操作は時間を浪費するので、デフォルトではリビジョン属性は含まれません。
true に設定されていると、swpackage は、what および、おそらく ident を (この
順序で) を実行して、ファイルのリビジョン属性を決定しようとします。

layout_version=1.0

記述子および swlist 出力を書き込む際に SD コマンドが準拠する POSIX の lay-

out_version を指定します。サポートされている値は、"1.0" (デフォルト値 ) および
"0.8" です。

SD オブジェクトおよび属性構文は、IEEE POSIX 1387.2 Software Administration 標準
の layout_version 1.0 仕様に準拠します。SD コマンドは、まだ以前のレイアウト
バージョンに対応するキーワード名 layout_version=0.8 も受け入れますが、これを使
用するのは、以前のバージョンの SD によって読み取り可能な記述子を作成するためだけ
にしてください。

詳細については、sd(5) の layout_version オプションを参照してください。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。
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logdetail=false

logdetail オプションは、ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true

に設定されていると、このオプションは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行
中のステートメント、およびほかの要約情報など) をログファイルに追加します。この情報
は、ログ情報とともに loglevel オプションにより制御されます。

logfile=/var/adm/sw/sw<package>.log

swpackage コマンドのデフォルトのログファイルを定義します。

loglevel=1

コマンドのログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエー
ジェントのログファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は、詳
細情報とともに、logdetail オプションにより制御されます。詳細については、logde-

tail を参照してください。
次の値を指定することができます。
0 情報のログは作成されません。
1 ログファイルに冗長なログが作成されます。
2 ログファイルに非常に冗長なログが作成されます。

media_capacity=1330

CD-ROM のように複数のディレクトリを持つ媒体や配布テープを作成する場合は、このオ
プションにテープの容量を百万バイト単位 (メガバイトではありません) で指定します。媒
体が DDS テープやディスクファイル以外のときには、このオプションを必ず設定しなけれ
ばなりません。このオプションを省略すると、swpackage がテープに対してサイズをデ
フォルトの 1,330 メガバイトに設定し、ディスクファイルに対してはディスク上の空きス
ペースを minfree の量まで残した上でサイズ設定します。SD はファイルセットを正し
いサイズでパーティショニングする計算法や media_sequence_number 属性の設定など
複数のシリアル媒体に対して採用しているフォーマットと同じフォーマットを複数ディレ
クトリ媒体にも使用します。

media_type=directory

作成する配布のタイプを定義します。指定できるタイプは、directory と tapeです。

package_in_place=false

このキーワードの値が true の場合、swpackage は、製品を構成するファイルをター
ゲットデポの中に入れないような形で、指定された製品のパッケージ化を行います。すな
わち、swpackage は、製品の作成に使用するオリジナルソースファイル への参照をデポ
に入れるので、ディスクスペースを節約できます。

remove_obsolete_filesets=false

swpackage が、ターゲットデポ内のターゲット製品から、廃止予定のファイルセットを
自動的に削除するかどうかを制御します。true に設定すると、swpackage は、パッ
ケージプロセスの際に書き込まれるターゲット製品から、廃止予定のファイルセットを削
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除します。削除は、パッケージ化の完了後に行われます。ファイルセットは、製品をデポ
に入れるための最新のパッケージ化の際、またはソース psf で定義された製品の現行パッ
ケージ化の際に製品の一部となっていない場合、廃止予定と定義されます。

reinstall_files=false

ファイルを上書きするかどうかを制御します。上書きすることによって、速度の遅いネッ
トワークまたはディスク上での性能が高まることがあります。デフォルト値の false では、
SD はソースファイルセット中の各ファイルをターゲットシステム上の対応する各ファイル
と比較します。ファイルの比較は、サイズ、タイムスタンプ、および (オプションで )

checksum (reinstall_files_use_cksumを参照) に基づいて行われます。ファイルセッ
ト中のファイルがターゲットシステム上のファイルと同一であれば、上書きは行われませ
ん。

true に設定すると、SD はファイルの比較を行わず、ターゲットシステム上のファイルが
同一であってもすべて上書きします。

reinstall_files_use_cksum=false

reinstall_files オプションが false の設定となっているときに、チェックサムによる
比較を行うかどうかを制御します。デフォルト値である true に設定すると、SD はチェッ
クサムを算出した上で比較を行い、古いファイルを新しいファイルで上書きする必要があ
るかを判定します。チェックサムを使用すると比較に要する時間が長くなりますが、サイ
ズとタイムスタンプだけ比較するチェックよりもはるかに確実なチェックが行われます。

false に設定すると、SD はチェックサムを計算せず、サイズとタイムスタンプだけを使用
してファイルを比較します。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。
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SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションを参照してください。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。デフォルト値は用意されていません。ソ
フトウェアの選択肢が２つ以上ある場合は、間をスペースで区切らなければなりません。
ソフトウェアは通常コマンド行のオペランドまたは GUI からのソフトウェアの入力ファイ
ルで指定されます。

source_file=psf

ソースの製品仕様ファイル (PSF) のデフォルトの場所を定義します。指定できるのは適切
な path のみで、host:path 構文を使用することはできません。-s オプションの方が
この値より優先されます。

source_type=directory

デフォルトのソースタイプを定義します。指定できる値は cdrom、file、directory

および tape です。-s オプションにより指定されるソースタイプは、このデフォルトよ
り優先されます。

targets=

デフォルトの target_selection を定義します。このオプションにデフォルト値はありませ
ん。複数のターゲットセレクションがある場合は、それぞれを空白で区切らなければなり
ません。ターゲットは通常コマンド行のオペランドまたは GUIからのターゲット入力ファ
イルで指定されます。

uncompress_cmd=

インストール、コピー、またはパッケージ化する際、ファイルの圧縮解除のためのコマン
ドを定義します。このコマンドは、圧縮フォーマットでメディア上に格納されたファイル
の処理を行います。格納されているファイルの compression_type が gzip である場
合は、外部の uncompress_cmd ではなく内部解凍ルーチン (funzip) が使用されます。

verbose=

非対話式の出力の冗長性を制御します。
0 標準出力 (stdout) への出力が抑止されます。エラーおよび警告メッセージは、常に標
準エラー (stderr) に書き込まれます。

1 冗長メッセージが標準出力に出力されるようになります。
2 swpackage および swmodify に対して、非常に冗長なメッセージが標準出力に出力
されるようになります。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 12 −  Hewlett-Packard Company 755



swpackage(1M) swpackage(1M)

0 が設定された場合、-v オプションはこのデフォルトを無効にします。これはすべてのコ
マンドに適応されます。

write_remote_files=false

リモート (NFS) ファイルシステム上でのファイル操作を禁止します。リモート (NFS) ファ
イルシステム上のターゲットでパッケージ化が指示されているファイルはすべてスキップ
されます。

true に設定すると、スーパーユーザーがリモートファイルシステムに対する書き込みパー
ミッションを持っている場合に限り、リモートファイルはスキップされません。

セッションファイル
swpackage コマンドは、実行するごとにパッケージ化セッションを定義します。インストールやコピーが開
始される前に、起動オプション、ソース情報、ソフトウェアセレクション、およびターゲットホストが保存さ
れます。これにより、セッションが正常に終了しなくても、コマンドを再実行できます。

各セッションは自動的にファイル $HOME/.sw/sessions/swpackage.last に保存されます。このファイ
ルは swpackage を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swpackage を実行することによって、指定したファイルにセッショ
ン情報を保存することもできます。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには絶対パス名を
指定します。ディレクトリを指定しなかった場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションファイルを再実行するために、swpackage の -S session__file オプションの 引き数としてセッ
ションファイルを指定してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されることに注意してください。同様に、swpackage を実行するときに指定したコマンド行オ
プションあるいはパラメータは、すべてセッションファイルにある値よりも優先されます。

環境変数
swpackage に影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 lang を入力して lang(5) のマンページを参照してください。

注意: SD エージェントおよびデーモンログメッセージで表示される言語は、システム設
定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エージェ
ントおよびデーモンログメッセージを日本語で表示するには、 /etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。
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LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
swpackage コマンドは、シグナル SIGQUIT と SIGINT をキャッチします。これらのシグナルを受け取る
と、このコマンドはメッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエージェントにリモートプロシージャ
コール (RPC) を送信してから終了します。

エージェントは、SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取った後、ただちに正常終了します。エージェントを抹消すると、シス
テム上に破壊されたソフトウェアが残る可能性があるので、どうしても必要な場合だけにしてください。SD

コマンドが抹消された場合、処理中のタスクを完了するまでは、エージェントが終了しないことに注意してく
ださい。

デーモンは、SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、SIGTERM および
SIGUSR2 を受け取った後、ただちに正常終了します。SIGUSR1 を受け取った後、エージェントは、終了す
る前にデポセッションからのコピーまたは削除が完了するのを待つので、必要な場合はデポの登録または登録
解除を行なうことができます。この待ちの間、新しいセッションの開始要求は拒絶されます。

ロック
SD コマンドは、ルートディレクトリおよびソフトウェアデポの両方について、それらの読み取りと変更に共
通のロック機構を使用しています。この機構により、ルートやデポの読み取りを複数のユーザーに許しなが
ら、書き込みは１人だけに限定することが可能になっています。

(代替) ルートディレクトリにあるソフトウェアを変更する SD コマンドは、同時変更ができないように制限さ
れています。これは、fcntl() のロック機能を次のファイルに対して適用することで実現されています。

var/adm/sw/products/swlock

これはルートディレクトリに関連するファイルです (例 : /var/adm/sw/products/swlock)。

デポにあるソフトウェアを変更する SD コマンドは、同時変更ができないように制限されています。これは、
fcntl() のロック機能を次のファイルに対して適用することで実現されています。
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catalog/swlock

これはルートディレクトリに関連するファイルです (例 : /var/spool/sw/catalog/swlock)。

すべてのコマンドは、上記の swlock ファイルを使用して、fcntl() の読み取りロックをルートおよびデポ
に対して設定します。読み取りロックが設定されると、他のすべての SD コマンドはそれらを変更すること (

たとえば書き込みロックを設定すること) ができなくなります。

製品仕様ファイル
本項では、swpackage セッションを制御する製品仕様ファイル product_specification_file (PSF) について概
説します。PSF の構文と機能の詳しい説明については、swpackage(4) を参照してください。

PSF の構造は次のとおりです。

[デポ仕様]

[ベンダー仕様]

[カテゴリ仕様]

[バンドル仕様]

[プロダクト仕様]

[制御スクリプト仕様]

[サブプロダクト仕様]

[ファイルセット仕様]

[制御スクリプト仕様]

[ファイル仕様]

[ファイルセット仕様]

...

[プロダクト仕様]

...

PSF の構文解析中にエラーが検出されると、swpackage は有効な製品定義を何も生成せずに終了します。エ
ラーはすべて標準エラーとログファイルの両方に書き込まれます。swpackage のユーザーが指定できるオブ
ジェクトの概要は次のとおりです。

• １つ以上のプロダクト
• 各プロダクトについて、１つ以上のファイルセット
• 各ファイルセットについて、１つ以上のファイル
• (オプション) ターゲットデポ/テープの属性
• (オプション) １つ以上のバンドルと、そのバンドルの内容の定義
• (オプション) プロダクトおよびバンドルについてのベンダー情報
• (オプション) プロダクト、バンドルおよびパッチについてのカテゴリ情報
• (オプション) 各プロダクトについて、１つ以上のサブプロダクトと、そのサブプロダクトの内容の
定義
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• (オプション) 各プロダクトまたはファイルセットについて、１つ以上の制御スクリプト

戻り値
swpackage コマンドは次の値を戻します。

0 product_specification_file で指定された製品がターゲットデポ/テープの中に 正常にパッケー
ジ化されました。

1 swpackage セッションの途中でエラーが発生しました (たとえば、 product_specifica-

tion_file に構文の誤りがあるなど)。詳細については、標準エラー (stderr) かログファイルを
調べてください。

診断
swpackage コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、およびログファイルに書き込みを行いま
す。

標準出力
swpackage コマンドは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• 選択、解析、パッケージ化、およびテープ作成メッセージ

標準エラー
swpackage コマンドはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ログファイル
swpackage コマンドは、詳細イベントをログファイル /var/adm/sw/swpackage.log に記録します。
logfile オプションを変更すれば別のログファイルを指定できます。

例
products という名前の PSF に定義されている製品をデフォルトのターゲットデポの中にパッケージ化しま
す。

swpackage -s products

上と同じ操作をプレビューして (つまりターゲットデポの作成は行わずに)、非常に冗長な出力を生成します。

swpackage -p -vv -s products

全製品をターゲットデポ no_files 内でパッケージ化し、それらをデポ内にコピーせずにソースファイルへの参
照を挿入します。

swpackage -s products -x package_in_place=true @ no_files

特定のファイルセットを再パッケージします。

swpackage -s products -x package_in_place=true product.fileset @ no_files

デポ /var/spool/sw の内容全体を /dev/rmt/0m: にあるテープに再パッケージします。
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swpackage -s /var/spool/sw -x media_type=tape @ /dev/rmt/0m

ファイル
/dev/rmt/0m

ソースおよびターゲットテープのデフォルト位置です。 (SD は tar と cpio の両形式の
テープデポを読み取ることができます。)

$HOME/.swdefaults

SD のオプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (または ユーザーによって明示的に保存された )

セッションファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプションのマスターリストがそのデフォルト値とともに入っています。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。
このディレクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD のオプションの一部または全部に適用されるアクティブなシステム全体のデフォルト値を
保存します。

/var/spool/sw/

ソースおよびターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swpackage は HP と Mark H. Colburn で開発されました ( pax(1) 参照)。

参照
sd(4), swpackage(4), sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swreg − デポおよびルートの登録または登録解除

構文
swreg -l level [-u] [-v] [-C session_file] [-f object_file] [-S session_file] [-t target_file]

[-x option=value] [-X option_file] [objects_to_(un)register] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操
作」の項を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swreg コマンドは、ソフトウェア管理タスクを実行するユーザーから デポとルートを認識できるかどうかを
制御します。swpackage によって作成されたデポを登録するにはこのコマンドを使用しなければなりませ
ん。

デフォルトの場合、swcopy コマンドは新たに作成されたデポを登録します。デフォルトの場合、swin-

stall コマンドは新たに作成された代替ルートを登録します (ルート / は自動的には登録されません)。
swremove コマンドは、デポが空である場合に (または空になった時点で) そのデポを登録解除します。ユー
ザーが swreg を実行するのは、swcopy、swinstall、swpackage と swremove の自動的な動作だけで
は不十分なときにデポを明示的に登録 (解除) するためです。たとえば、次のような場合です。

• CD-ROM やその他の着脱可能媒体を登録済みのデポとして使用できるようにする場合

• swpackage によって直接作成したデポを登録する場合

• デポを swremove で削除せずに登録解除する場合

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。
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• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください。

注記: swacl(1M) コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステ
ムからルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

オプション
swreg コマンドは以下のオプションをサポートします。

-l level 登録または登録解除するオブジェクトのレベル level を指定します。厳密に１つのレ
ベルだけを指定しなければなりません。サポートされているレベルは次のとおりで
す。
depot 登録するオブジェクトはデポです。
root 登録するオブジェクトはルートです。
shroot 登録するオブジェクトは共有ルートです (HP-UX 10.X のみ)。
prroot 登録するオブジェクトはプライベートルートです (HP-UX 10.X のみ)。

-u swreg に対して、指定されたオブジェクトを (登録ではなく) 登録解除するように指
示します。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします (swreg のログファイルは、このオ
プションの影響を受けません)。デフォルトでは、出力は冗長形式となっています。
下記の verbose オプションを参照してください。

-C session_file 現在のオプションとオペランドを session_file に保存します。ファイル名に相対パス
および絶対パスを指定することができます。セッションファイルのデフォルトのディ
レクトリは、$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用して、セッショ
ンファイルを再度呼び出すことができます。

-f object_file 登録するまたは登録解除するデポまたはルートオブジェクトのリストを、コマンド行
からではなく (あるいはコマンド行からだけでなく)、object_file から (も) 読み取り
ます。

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションで保存されたオプションとオペラン
ドに基づいて swreg を実行します。-C オプションを使用して、セッション情報を
ファイルに保存することができます。
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-t target_file デポまたはルートオブジェクトを登録するターゲットホストのリストを、コマンド行
からではなく (あるいは コマンド行からだけでなく)、target_file から (も) 読み取り
ます。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
swreg コマンドでは、各 object_to_register の指定に次の構文を使用します。

path

各オペランドは登録または解除するオブジェクトを指定します。

swreg コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。

[host]

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

デフォルト値は、-x または -X オプションをコマンド行で指定することで置き換えることができます。

command -x option=value

command -X option_file

以下のリストに、swreg コマンドがサポートするすべてのキーワードを記載します。デフォルト値が存在す
る場合は = の後に示しています。
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admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD

を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

run_as_superuser オプションも併せて参照してください。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

特にオブジェクトが指定されていない場合、または -l オプションが指定されている場合
は、デポオブジェクトの位置を定義します。

level= 登録または登録解除するオブジェクトのデフォルトのレベルを定義します。サポートされ
ているレベルは次のとおりです。
depot 指定したターゲットホストにあるデポが対象となります。
root すべての代替ルートが対象となります。
shroot 共有ルートが対象となります (HP-UX 10.X のみ)。
prroot プライベートルートが対象となります (HP-UX 10.X のみ)。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。
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logfile=/var/adm/sw/swreg.log

swreg コマンドのデフォルトのコマンドログファイルを指定します。

logdetail=false[true]

logdetail オプションは、ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true

に設定すると、このオプションは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行中のス
テートメント、およびほかの要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ロ
グ情報とともに、loglevel オプションにより制御されます。詳細については、man 5

sd と入力して sd(5) マンページを参照してください。

loglevel=1

コマンドのログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエー
ジェントのログファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は、詳
細情報とともに、logdetail オプションにより制御されます。 (logdetail も参照して
ください。) 以下の値を指定することができます。
0 ログファイルには情報が記録されません。
1 冗長なログがログファイルに記録されます。
2 非常に冗長なログがログファイルに記録されます。

objects_to_register=

デフォルトの登録する、または登録解除しようとするオブジェクトを定義します。このオ
プションにデフォルト値はありません (上記の distribution_target_directory を
参照)。複数のオブジェクトがある場合は、空白で区切って指定しなければなりません。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンが従い、他のコマンドがデーモンと接続するために使用するプロトコルのシーケ
ンスおよびエンドポイントを定義します。あるプロトコルシーケンスで接続に失敗した場
合、次のプロトコルシーケンスが試されます。SD はほとんどのプラットフォームで tcp

(ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコルシーケ
ンスをサポートします

このオプションの詳しい指定方法については、man 5 sd と入力して、sd(5) を参照して
ください。

rpc_timeout=5

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 ～ 9 の範囲の値で、DCE RPC によっ
て解釈されます。値が大きいほど 時間は長くなります。大きい値が必要になるのは、低速
なネットワークや利用度の高いネットワークの場合です。小さい値を指定すると、停止中
のホストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速く検知すること
が可能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す 秒数の約２倍になりま
す。5 という値は ncadg_ip_udp プロトコルシーケンスでは約 30 秒に相当します。この
オプションは ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスが使用されていない場合は特に影響
を与えないことがあります。
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run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションを参照してください。

select_local=true

target_selections が指定されていない場合は、ローカルホストのデフォルトの distribu-

tion_target_directory をコマンドの target_selection として指定します。

targets=

指定されたルートオブジェクトまたはデポオブジェクトを登録する、または登録解除する
デフォルトのターゲットホストを定義します。デフォルト値はありません (上記の
select_local を参照)。ターゲットの指定先が２つ以上ある場合は、間にスペースを入
れて区切ります。

verbose=1

swreg 出力 (stdout) の冗長性を制御します。次のような値が設定されます。
0 標準出力への出力が抑止されます。 (エラーメッセージと警告メッセージは常に stderr

に書き出されます。)

1 冗長なメッセージが標準出力に出力されるようになります。

セッションファイル
swreg コマンドを起動するたびに、登録セッションが定義されます。インストールまたはコピーが行われる
前に、起動オプション、ソース情報、ソフトウェア選択、およびターゲットホストが保存されます。これによ
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り、セッションが異常終了してもコマンドを再実行することができます。

各セッションは、ファイル $HOME/.sw/sessions/swreg.last に保存されます。このファイルは swreg

を起動するたびに上書きされます。

-C session__file オプションを指定して swreg を実行することによって、セッション情報を指定したファイ
ルに保存することもできます。

セッションファイルでは、デフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには、絶対パ
スを指定しますが、ディレクトリを指定しない場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ となります。

セッションファイルを再実行するには、swreg の -S session__file オプションの引き数としてセッション
ファイルを指定します。

セッションファイルを再実行するとき、セッションファイル内の値はシステムデフォルトファイルの値より優
先されます。同様に、swreg を呼び出すときに指定するコマンド行オプションまたはパラメータは、セッ
ションファイル内の値より優先されます。

環境変数
SD プログラムは、外部環境変数の影響を受けます。

制御スクリプトを実行する SD プログラムは、その制御スクリプトで使用するために環境変数を設定します。

さらに、swinstall は、HP-UX オペレーティングシステムをアップデートしたり HP-UX の構成を変更し
たりする際に使用する環境変数を設定します。

swreg コマンドに影響を与える環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 lang と入力して lang(5) を参照してください。

注意: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エー
ジェントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、/etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。
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LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

シグナル
swreg コマンドは、シグナル SIGQUIT と SIGINT をキャッチします。これらのシグナルを受け取ると、
swreg コマンドはメッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエージェントにリモートプロシージャ
コール (RPC) を送信してから終了します。

戻り値
swreg コマンドは次の値を返します。

0 objects_to_register が正常に登録 (解除) されました。
1 登録または解除の操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 登録または解除の操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swreg コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、およびデーモンのログファイルに書き込みを行
います。

標準出力
swreg コマンドは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• 各 target_selection ごとの選択および実行タスクのメッセージ

標準エラー
swreg コマンドはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ロギング
swreg コマンドは、コマンドが起動されたホスト上の要約イベントをログに記録します。また、各登録 (解
除) 操作に関するイベントを、各 target_selection に対応する swagentd ログファイルに記録します。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
新しいデポを swpackage で作成し、次にそれを swreg で登録します。

swpackage -s psf -d /var/spool/sw
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swreg -l depot /var/spool/sw

いくつかのホストでデフォルトのデポの登録を解除します。

swreg -u -l depot /var/spool/sw @ hostA hostB hostC

ローカルホストにある特定のデポを登録解除します。

swreg -u -l depot /cdrom

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプションのマスターリストをデフォルト値と共に保存します。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成不可能な) すべてのデータが入っているディレクトリです。このディ
レクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体のアクティブなデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/host_object

ローカルホストに登録されているデポのリストを保存するファイルです。

著者
swreg は HP で開発されました。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swjob(1M), swlist(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swremove(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/
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名称
swremove − ソフトウェア製品の構成解除と削除

構文
swremove [XToolkit Options] [-d|-r] [-i] [-p] [-v] [-C session_file] [-f software_file]

[-J jobid] [-Q date] [-S session_file] [-t target_file] [-x option=value] [-X option_file]

[software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• swremove は、単独で、または sd コマンドを実行して呼び出すことのできる対話型ユーザーイ
ンタフェース (GUI) をサポートしています。後述の「対話型操作」の項を参照してください。

• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操
作」の項を参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照して
ください。

説明
swremove コマンドは software_selections を target_selections (たとえば、ルートファイルシステム) から削
除します。インストール済みのソフトウェアを削除するとき、swremove はそのソフトウェアを削除する前に
構成解除も実行します。ただし、代替ルートディレクトリから削除するときはソフトウェアの構成解除を行い
ません (代替ルートディレクトリ内のソフトウェアは、インストール時に自動構成されていないからです)。配
布可能ソフトウェア (デポ内のソフトウェア) を削除するときも、swremove は構成解除タスクを実行しませ
ん。

注記: 削除のためにバンドルを選択しても、そのバンドル内のすべてのファイルセットが削除されるとは限り
ません。特定のファイルセットが別のバンドルによって必要とされている場合には、そのファイルセットは削
除されません。たとえば、バンドル Pascal と FORTRAN の両方がファイルセット Debugger.Run を使用し
ている場合に、FORTRAN を削除しようとすると、バンドル Pascal もファイルセット Debugger.Run を使
用しているので、このファイルセットは削除されません。これにより、１つのバンドルを削除したために、他
のバンドルが必要とするファイルセットが誤って削除されてしまうというトラブルを防止できます。

リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:
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• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。

• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

注記: swacl コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステムか
らルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

対話型操作
swremove は、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) をサポートしています。また、端末またはディ
スプレイが GUI をサポートしていない場合でも、ターミナルユーザーインタフェース (マウスを使用せずキー
ボードで画面のナビゲーションを行います) をサポートしています。

GUI を呼び出すには、コマンド行に (コマンド行引き数を指定せずに)

swremove と入力するか、コマンド行から swremove を呼び出すときに他の必要なコマンド行オプ
ションと共に -i を指定します。

sd コマンドは、ソフトウェアジョブを監視する際の対話型インタフェースとして機能します。また、このコ
マンドを使って swinstall、swcopy または swremove の各 GUI を呼び出すこともできます。

SD の中央管理機能を使用可能にすると、swinstall、swcopy および swremove は、リモートマシンでの
操作をサポートする拡張 GUI を提供します。前述の「リモート操作」の項を参照してください。

パッチまたはパッチロールバックファイルの削除
パッチソフトウェアを削除するには、そのパッチに対応するロールバックファイルがロールバックのために使
用可能でなければなりません 。パッチによって変更される基本ソフトウェアを削除する必要があります (基本
ソフトウェアの削除によって、そのソフトウェアに対応するパッチも削除されます)。

パッチをコミットする (恒久的なものにする) には、swmodify コマンドの patch_commit オプションを使
用してパッチのロールバックのために保存されているファイルを削除するか、swinstall コマンドの
save_patch_files オプションを使用して最初にこれらのファイルを保存しないようにします。詳細について
は、swmodify(1M) および swinstall(1M) を参照してください。

制御スクリプト
インストール済みソフトウェアを削除するとき、swremove コマンドは、ベンダーから提供されたスクリプト
があれば、software_selections を削除する処理の中でそれらのスクリプトを実行します。swremove コマン
ドは以下のスクリプトをサポートしています。
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checkremove

各 target_selection の解析時に実行されるスクリプトで、削除を正しく実行できるかどうかを
チェックします。このチェックで問題が見つかった場合、ソフトウェア製品は削除されませ
ん。

preremove

ソフトウェアのファイルが削除される直前に実行されるスクリプトです。

postremove

ソフトウェアのファイルが削除された直後に実行されるスクリプトです。

unconfigure

各 target_selection の構成解除時に実行されるスクリプトで、そのソフトウェア対応のホスト
構成を解除します (また、そのホスト対応のソフトウェア構成を解除します)。preremove お
よび postremove スクリプトは構成解除タスクに使用することを目的とはしていません。こ
れらのスクリプトは、インストール時に移動されたファイルを元に戻すなどの単純なファイル
管理を実行するために使用するものです。unconfigure スクリプトにより、swremove コ
マンドは、指定されたソフトウェアを削除する前に、そのソフトウェアが動作していたホスト
を構成解除することができます。

オプション
swremove コマンドは以下のオプションをサポートします。

XToolKit Options

swremove コマンドは、GUI の表示形式を制御する標準 X ツールキットオプション
の一部をサポートしています。サポートしているオプションは、-bg、
-background、-fg、-foreground、-display、-name、
-xrm および -synchronous です。これらのオプションの定義については、X (1)

マンページを参照してください。

-d インストール済みソフトウェアではなく、デポを操作対象とします。

-r コマンドが代替ルートディレクトリで動作するようになります。代替ルートディレク
トリは、
@ target_selections オプションで指定する必要があります。構成解除スクリプトは、
削除するソフトウェアが代替ルートディレクトリにある場合、実行されません。 (代
替ルート操作にはこのオプションは必須ではありませんが、旧製品との互換性のため
に維持されています。詳細については、sd(5) の「代替ルートディレクトリとデポ
ディレクトリ」の項を参照してください。)

-i コマンドを対話型モード (グラフィカルユーザーインタフェース) で実行します。詳
細については、前述の「対話型操作」および「リモート操作」の項を参照してくださ
い。
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-p 削除タスクをプレビューします。すなわち、セッションを解析フェーズだけ実行しま
す。

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします (swremove のログファイルは、この
オプションの影響を受けません)。冗長出力はデフォルトの verbose=x で制御され
ます。

-C session_file 現在のオプションとオペランドを session_file に保存します。ファイル名には相対パ
スおよび絶対パスを指定することができます。セッションファイルのデフォルトの
ディレクトリは、$HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用して、セッ
ションファイルを再び呼び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-J jobid 前にスケジュールされたジョブを実行します。これは、デーモンがジョブを起動する
ときに使用する構文です。

-Q date 指定された日付にジョブをスケジュールします。ファイル /var/adm/sw/get-

date.templ を編集して、日付形式を変更することができます。

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションで保存された オプションとオペラン
ドに基づいて swremove を実行します。-C オプションを使用して、セッション情
報をファイルに保存することができます。

-t target_file target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいは コマンド行からだ
けでなく)、target_file から (も) 読み取ります。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
swremove コマンドは、software selections 、およびその後に続く target selections という２
種類のオペランドをサポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマンドが
「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェアセレクション
selections オペランドはsoftware_selections で構成されます。

swremove コマンドでは、各 software_selection の指定に次の構文を使用します。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]
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product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

たとえば、*man という表現は、タグ名が "man" で終了しているすべてのバンドルと製品を削除
します。

swremove sw_server *man

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。たとえば、

swremove bun1.bun2.prod.sub1.sub2.fset,r=1.0

または (ワイルドカードを使って)、

swremove bun[12].bun?.prod.sub*,a=HP-UX

• \* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は次の形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location はインストールされたソフトウェアに対してのみ適用され、デフォルトの製品ディレクト
リ以外の場所にインストールされたソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa はファイルセットに対してのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• <op> (関係演算子) には次の式を指定できます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択す
ることを意味します。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜します。
これらの演算子とともにシェルのパターンを使用することはできません。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。
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[ ], *, ?, !

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。

• 完全に有効なソフトウェア仕様には、r=、a=、v= のバージョン項目が含まれ、これらの項目は
空の文字列でもかまいません。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つ製品およびバンドルのバージョンを区別する整数です。

ターゲットセレクション
swremove コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。

[host][:][/directory]

ホストとディレクトリの両方を指定する場合は、コロン (:) が必要です。

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、swremove

のいくつかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

デフォルト値は、-x または -X オプションをコマンド行で指定することで無効にすることができます。

command -x option=value

command -X option_file
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次の項では、swremove コマンドがサポートするすべてのキーワードのリストを記載します。デフォルト値が
存在する場合は、"=" の後に示します。

swremove に適用される操作方針オプションは次のとおりです。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレ
クトリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw で
す。SD を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプション
を true に設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行
ユーザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホーム
ディレクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディ
レクトリの相対パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、
ホームディレクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定
すると、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理
するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそ
のパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照して
ください。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて
参照してください。

agent_auto_exit=true

実行フェーズの終了後、または解析フェーズの異常終了後に、ターゲットエージェント
を自動的に終了させます。このオプションは、コントローラが対話型ユーザーインタ
フェースを使用している場合、または -p (プレビュー) を使用している場合は、強制的
に false に設定されます。これにより、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向
上します。デフォルトは true です (すなわち、上記の条件の場合、ターゲットエー
ジェントは自動的に終了します)。false に設定すると、ターゲットエージェントはコ
ントローラがセッションを終了するまで終了しません。
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agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが指定された時間中アクティブでない場合に、そのターゲット
エージェントを終了させます。これは、RPC が消失したネットワーク接続を検知する
のに 130 分間かかる場合があるので、ターゲットエージェントがより速く消失したネッ
トワーク接続を検知できるようにするために使用されます。お薦めできる値は、使用環
境で予測されるアクティブでない最長の期間です。コマンド行の呼び出しの場合、10

分から 60 分の間の値が適切です。GUI が使用される場合には、60 分以上の値をお薦
めします。デフォルト値の 10000 は、７日間よりもわずかに短い期間です。

allow_split_patches=false

「親が同じ」ファイルセットのない単一パッチファイルセットを使用できるようにしま
す。デフォルト状態である false では、マルチファイルセットパッチから１つのファ
イルセットを削除すると、ターゲットファイルセットの祖先のファイルセットに基づい
て、パッチに含まれる他のファイルセットが自動的に操作の対象になります (この動作
は、ユーザーが直接選択したファイルセットおよび SD がソフトウェアの依存関係から
自動選択したファイルセットに適用されます)。

true に設定すると、親が同じファイルセットを含めないで、１つのパッチファイル
セットを削除できます。これにより、一部の構成要素であるファイルセットに「分割」
したパッチをターゲットに含めることができます。警告: パッチを分割すると、親が同
じグループの１つのファイルセットを削除しても、同時に削除すべき他のファイルセッ
トが残ることがあります。

auto_kernel_build=true

通常、true に設定します。カーネルファイルセットを削除する際、カーネルの再生成を
行うかどうかを指定します。カーネルの再生成が正しく行われた場合、システムは自動
的にリブートします。false に設定した場合、システムは現在のカーネルの実行を継続
します。

auto_kernel_build オプションを true に設定した場合、autoreboot オプショ
ンも true に設定しなければなりません。auto_kernel_build オプションを
false に設定した場合、autoreboot オプションの値は無視されます。

autoreboot=false

非対話型インタフェースからのリブートを必要とするソフトウェアの削除を禁止しま
す。true に設定された場合、このソフトウェアは削除することができ、ターゲットシ
ステムは自動的にリブートされます。

対話型セッションは、リブートを必要とするソフトウェアを削除する際には必ず確認を
要求します。

auto_kernel_build オプションが true に設定された場合、autoreboot オプ
ションも true に設定しなければなりません。auto_kernel_build オプションが
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false に設定された場合、autoreboot オプションの値は無視されます。

autoremove_job=false

このオプションは、ジョブの自動削除を制御します。ジョブが自動的に削除されると、
ジョブ情報 (ジョブステータスや コントローラ /エージェントのログファイル ) を
swjob で照会することはできなくなります。

autoselect_dependents=false

指定されたソフトウェアに依存するすべてのソフトウェアを自動的に選択します。値と
して true が設定され、削除対象として選択されたソフトウェアに依存する他のソフト
ウェアがある場合は、swremove はその依存するソフトウェアも自動的に選択しま
す。値として false が設定されている場合は、自動選択は行われず、依存条件は解決
されません。

autoselect_reference_bundles=true

この値が true に設定されている場合、is_sticky 属性が true に設定されているバン
ドルは、その最後の内容が削除された時点で自動的に削除されます。false に設定さ
れている場合、スティッキーバンドルは自動的には削除されません。

compress_index=false

SD コマンドがターゲットデポまたはルートへの書き込み時に圧縮された INDEX と
INFO カタログを作成するかどうかを決定します。デフォルトの false では圧縮ファ
イルを作成しません。true に設定すると、SD は INDEX と INFO ファイル、および
それぞれを圧縮したファイルの両方を作成します。圧縮ファイルは、INDEX.gz、
INFO.gz という名前で圧縮されてないファイルと同じディレクトリに作成されます。

圧縮ファイルにより低速ネットワークで性能が改善します。ただし、インストール済み
製品データベースのディスクスペースの使用量とデポカタログのスペースの使用量は、
それぞれ増加します。HP-UX 11.01 以降では次の場合に、SD コントローラとターゲッ
トエージェントが自動的にソースエージェントから圧縮された INDEX と INFO ファ
イルをロードします。

• ソースエージェントがこの機能をサポートしている

• ソースデポに INDEX.gz あるいは INFO.gz が存在する

• INDEX.gz と INFO.gz が対応する圧縮されてない INDEX および INFO ファイ
ルより古くない

INDEX.gz または INFO.gz のアクセス中、転送中、あるいは解凍中に何らかの問題
が発生すると、ソースエージェントは圧縮されてない INDEX や INFO ファイルを使
用します。
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controller_source=

選択対象を決定するためにコントローラがアクセスするデポの位置を指定します。この
オプションを設定すると、コントローラとターゲット間のネットワーク通信量を減少さ
せることができます。この位置を指定するには、次のように、ターゲットセレクション
構文を使用します。

[host][:][path]

このオプションは、ターゲットがどのソースを使用するかについては影響しないので、
対話型ユーザーインタフェースで使用する場合には無効です。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

ターゲットデポのデフォルト位置を定義します。

enforce_dependencies=true

software_selections によって指定されているすべての依存条件が、target_selections で
解決されていなければならないことを指定します。swremove は、選択されたファイ
ルセットに依存するソフトウェアがあり (すなわち、他のソフトウェアがそのファイル
セットに依存しており)、しかも そのソフトウェアが選択されていない場合は、選択さ
れたファイルセットを削除しません。しかし、このオプションを false に設定した場
合は、依存条件のチェックは行われますが、その条件の解決は保証されません。

enforce_scripts=true

スクリプトで発生したエラーの処理を制御します。true に設定したときにスクリプト
からエラーが戻されると、swremove は中断し、実行が失敗したことを示すエラー
メッセージが表示されます。false に設定すると、スクリプトで発生したエラーは警
告として扱われ、swremove は処理を続行します。警告メッセージが表示され、コマ
ンドの処理続行を示します。メッセージには、エラーが発生したフェーズ
(configure/unconfigure、checkremove、preremove/postremove など) が含まれます。

installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義し
ます。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオ
プションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対
パスを指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されて
いる値に相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、この
パスが代替ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェア
のインストール場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異な
る IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェ
アアプリケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。
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注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_cata-

log を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述
をいくつも扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプ
リケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティン
グシステムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD

の詳細については、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者
ガイド』を参照してください)。

job_title =

ジョブのタイトルを指定する ASCII 文字列です。これは swjob の起動時にジョブ ID

とともに表示されるので、ジョブを識別するための追加の情報として参照できます。

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識
別番号を付けます。

logdetail=false

ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true に設定すると、このオプ
ションは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行中のステートメント、およ
びほかの要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ログ情報ととも
に、loglevel オプションにより制御されます。

詳細については、loglevel オプションおよび sd(5) マンページを参照してくださ
い。

logfile=/var/adm/sw/swremove.log

swremove コマンドのデフォルトのコマンドログファイルです。

loglevel=1 コマンドのログファイルとターゲットエージェント、およびソースエージェントのログ
ファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は logdetail オプ
ションを追加することにより、さらに細かく設定できます。

0 ログファイルに何も情報が記録されません。
1 冗長なログがログファイルに記録されます。
2 非常に冗長なログがログファイルに記録されます。
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詳細は logdetail オプションと sd(5) マンページを参照してください。

mount_all_filesystems=true

デフォルトの場合、swremove コマンドは、解析フェーズの開始時に /etc/fstab

ファイルに記述されているすべてのファイルシステムを自動的にマウントしようとしま
す。これにより、処理を進める前に、リストされているすべてのファイルシステムが必
ずマウントされるようになります。この操作方針により、削除対象のファイルがまだマ
ウントされていないファイルシステム上にあった場合でも、そのファイルを削除するこ
とが可能になります。

このオプションが false に設定されている場合、マウント操作は実行されず、現在の
マウントのチェックも実行されません。

polling_interval=2

コントローラの対話型ユーザーインタフェースで使用する ポーリング間隔を定義しま
す。これは、実行中のタスクに関するステータス情報を得るために 各ターゲットエー
ジェントに対してポーリングを行う頻度を指定します。広域ネットワークにまたがって
動作している場合は、ポーリング間隔を大きくすることによってネットワークのオー
バーヘッドを減らすことができます。

remove_empty_depot=true

最後のプロダクト/バンドルが削除された時点でデポを削除するかどうかを制御します。
デポが削除されても、デフォルトではデポの swagent.log もディレクトリ構造も削
除されません。swagent.log やディレクトリ構造を削除する必要がある時は、
remove_empty_depot_directory オプションに true を設定しなければなりませ
ん。既存のデポの ACL を後でそのデポを再使用するときのために残しておきたい場合
は、このオプションを false に設定すると便利です。

remove_empty_depot_directory=false

デポを削除するときに、デポの swagent.log ファイルやディレクトリも削除するか
どうかを制御します。このオプションに true、remove_empty_depot オプションに
true を設定し、デポから最後のプロダクト /バンドルが削除されていると、swa-

gent.log とディレクトリも削除されます。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンが従い、他のコマンドがデーモンと接続するために使用するプロトコルのシー
ケンスおよびエンドポイントを定義します。あるプロトコルシーケンスで接続に失敗し
た場合、次のプロトコルシーケンスが試されます。SD はほとんどのプラットフォーム
で tcp (ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロト
コルシーケンスをサポートします。

詳細については、man 5 sd と入力して sd(5) マンページを参照してください。
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rpc_timeout=5

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 ～ 9 の 範囲の値で、DCE RPC に
よって解釈されます。値が大きいほど 時間は長くなります。大きい値が必要になるの
は、低速なネットワークや利用度の高いネットワークの場合です。小さい値を指定する
と、停止中のホストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速
く検知することが可能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す秒数
の約２倍になります。5 という値は ncadg_ip_udp プロトコルシーケンスでは約 30

秒に相当します。このオプションは ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスが使用され
ている場合は特に影響を与えないことがあります。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、この
オプションは無視されます (true とみなします)。

デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、
操作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によっ
て設定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではな
いときに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決
定されます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理
するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそ
のパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照して
ください。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

run_scripts=true

削除セッション中に制御スクリプトを実行するかどうかを制御します (swremove の際
に実行される代表的な制御スクリプトのリストについては、前述の説明を参照してくだ
さい)。制御スクリプトは、ソフトウェアを削除する際に重要なクリーンアップを行い
ます。これを false に設定すると、手動のクリーンアップが必要になることがありま
す。
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software= デフォルトの software_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はあり
ません。複数のソフトウェアセレクションがある場合は、空白で区切って指定しなけれ
ばなりません。

software_view=products

コントローラの対話型ユーザーインタフェースで使用するソフトウェアビューを指定し
ます。この値として指定できるのは、products、all_bundles またはバンドルカテ
ゴリタグ (そのカテゴリのバンドルのみを表示するように指定) です。

targets= デフォルトの target_selections を定義します。このオプションにデフォルト値はありま
せん (上記の select_local を参照)。複数のターゲットセレクションがある場合は、
空白で区切って指定しなければなりません。

target_shared_root=

このオプションは HP-UX 10.X のみに適用されます。

代替ルートディレクトリのデフォルト位置を定義します。

verbose=1 標準出力 (stdout) の冗長性を制御します。次のような値があります。
0 標準出力 (stdout) への出力が抑止されます (エラーおよび警告メッセージは常に標
準エラー (stderr) に書き込まれます)。

1 冗長メッセージが標準出力に出力されるようになります。

write_remote_files=false

リモート (NFS) ファイルシステムからのファイルの削除を抑止します。false が設定
された場合、リモートファイルシステム上のファイルは、削除対象から除外されます。

このオプションが true に設定され、しかもスーパーユーザーがリモートファイルシス
テムへの書き込みパーミッションを持っている場合は、リモートファイルは操作から除
外されず、削除が行われます。

セッションファイル
swremove を起動するたびにタスクセッションが定義されます。このタスクが実際に開始される前に、オプ
ション、ソース情報、ソフトウェアセレクション、およびターゲットセレクションが自動的に保存されます。
これによって、このタスクの完了前にセッションが異常終了した場合でもコマンドを再実行することができま
す。対話型またはコマンド行セッションからセッション情報を保存することもできます。

セッション情報は、ファイル $HOME/.sw/sessions/swremove.last に保存されます。このファイルは、
このコマンドを起動するたびに上書きされます。このファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用しま
す。

対話型またはコマンド行セッションからセッション情報を保存することもできます。対話型セッションから
File メニューの Save Session または Save Session As オプションを選択することによって、いつでもセッ
ション情報をファイルに保存することができます。
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コマンド行セッションから、-C session__file オプションを指定して swremove を実行することによって、
セッション情報を保存することができます。セッションファイルには、絶対パスを指定しますが、ディレクト
リを指定しない場合、デフォルトの位置として $HOME/.sw/sessions/ が指定されます。

保存したセッションを対話型セッションから再実行するには、File メニューの Recall Session オプションを使
用します。

コマンド行からセッションを再実行するには、swremove の -S session__file オプションの引き数として
セッションファイルを指定します。

セッションファイルを再実行するとき、セッションファイル内の値はシステムデフォルトファイルの値より優
先されます。同様に、あらゆるコマンド行オプションまたはパラメータは、セッションファイル内の値より優
先されます。

ソフトウェアおよびターゲットのリスト
swinstall および swcopy コマンドでは、別個の入力ファイルからソフトウェアセレクションとターゲッ
トセレクションの指定を入力できます。

-f および -t オプションを使用して、ソフトウェアおよびターゲットセレクションのリストを指定すること
ができます。これらのファイルの中で指定されるソフトウェアおよびターゲットは、コマンド行にリストされ
るファイルの代わりに (またはそのファイルに合わせて) 操作対象として選択されます。 (詳細については、-f

および -t オプションを参照してください。)

さらに、swremove 対話型インタフェースは、操作対象となるホストのリストを次のファイル内に指定された
値から読み取ります。

/var/adm/sw/defaults.hosts システム全体のデフォルトのホストリスト

$HOME/.swdefaults.hosts ユーザー固有のデフォルトのホストリスト

各対話型コマンドごとに、ルートを含むターゲットホストとデポを含むホストが、別々のリストとして指定さ
れます (それぞれ、hosts および hosts_with_depots です)。ホストのリストは中括弧 {} で囲まれてお
り、空白 (ブランク、タブ、および改行) で区切られています。次に例を示します。

swremove.hosts={hostA hostB hostC hostD hostE hostF}

swremove.hosts_with_depots={hostS}

環境変数
swremove コマンドに影響する環境変数は以下のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 sd を入力して lang(5) を参照してください。

注意: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エー
ジェ ン ト お よ び デー モ ン ロ グ メッ セー ジ を 日 本 語 で 表 示 す る に は、

784 Hewlett-Packard Company − 15 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swremove(1M) swremove(1M)

/etc/rc.config.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に
設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。

LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

スクリプトに影響する環境変数は以下のとおりです。

SW_CATALOG インストール製品データベース (IPD) へのパスを、環境変数 SW_ROOT_DIRECTORY で
設定されているパスの相対パスで保持します。 IPD のパスは、installed_soft-

ware_catalog のデフォルトオプションを使用して指定できます。

SW_CONTROL_DIRECTORY

実行中のスクリプトの現在のディレクトリが一時カタログディレクトリであるか、イン
ストール製品データベース (IPD) 内のディレクトリであるかを定義します。この変数は
スクリプトに対し、ソフトウェアの他の制御スクリプト (サブスクリプトなど) がどこ
にあるかを指示します。

SW_CONTROL_TAG

実行中の control_file のタグ名を保持します。ソフトウェアをパッケージ化する際に
は、デポにある制御ファイルの物理名とパスを定義できます。そのため、control_file

をタグとは別の名前で定義でき、１つの同じファイルを指すのに複数の制御ファイル定
義を使用することができます。control_file は SW_CONTROL_TAG 変数を照会して実行
中のタグを判断できます。

SW_LOCATION

デフォルトの製品ディレクトリから変更された、製品の位置を定義します。
SW_ROOT_DIRECTORY と組み合わせて使用すると、この変数はスクリプトに製品ファ
イルがどこにあるかを通知します。

SW_PATH 制御スクリプトで使用できる最小限のコマンドセットを定義する PATH 変数です (たと
えば /sbin:/usr/bin)。
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SW_ROOT_DIRECTORY

セッションが実行するルートディレクトリ "/" あるいは代替ルートディレクトリを定義
します。この変数は、製品がインストールされるルートディレクトリを制御スクリプト
に通知します。スクリプトは、製品のインストールされたファイルの位置を決定するた
めに、このディレクトリを SW_LOCATION の接頭辞として使用しなければなりませ
ん。構成スクリプトは、SW_ROOT_DIRECTORY が / の場合にだけ実行されます。

SW_SESSION_OPTIONS

特定のコマンド (ソフトウェアおよびターゲットのセレクションを含む) の各オプショ
ンの値を含むファイルのパス名を定義します。これによりスクリプトは、他の環境変数
によって明示的には渡されなかったコマンドオプションおよび値を取り出すことができ
ます。たとえば、SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを request スクリ
プトから使用できるようにした場合、targets オプションには、コマンドで指定したす
べてのターゲットについて software_collection_specs のリストが含まれます。
SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを他のスクリプトから使用できるよう
にした場合、targets オプションには、スクリプトが実行されるターゲットについて
software_collection_spec が１つ含まれます。

SW_SOFTWARE_SPEC

この変数は、現在の製品もしくはファイルセットの完全修飾ソフトウェア仕様です。こ
のソフトウェア仕様によって製品もしくはファイルセットが一意に識別されます。

swremove のスクリプトに影響を与える他の環境変数は次のとおりです。

PRE_UNIX95 この変数は、UNIX95 変数に基づいた処理ではなく、「従来の」 swremove コマンド
による処理を強制する値が設定された状態で、UNIX95 変数とともにエクスポートされ
ます。HP-UX 10.30 以降では、この変数は "1" に設定されています。

SW_SESSION_IS_KERNEL

現在インストールまたは削除対象となっているセッションに対して、カーネル生成がス
ケジュールされているかどうかを示します。TRUE は、カーネルファイルセットがカー
ネル生成をスケジュールし、/stand/system への変更が必要であることを示しま
す。ヌル値は、カーネル生成がスケジュールされていないため、/stand/system へ
の変更も必要でないことを示します。

この変数の値は、常に SW_SESSION_IS_REBOOT の値と等しくなっています。

SW_SESSION_IS_REBOOT

削除を選択したファイルセットがリブートをスケジュールしているかどうかを示しま
す。HP-UX カーネルファイルセットはすべてリブートファイルセットでもあるため、
この変数の値は、常に SW_SESSION_IS_KERNEL の値と等しくなります。
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SW_SESSION_IS_UPDATE

この変数に 1 を設定すると、オペレーティングシステムのアップデート時に SD コマ
ンドが実行されます。この変数は update-ux コマンドによって設定されます。

UNIX95 この変数は、UNIX95 変数に基づいた処理ではなく、「従来の」 swremove コマンド
による処理を強制する値が設定された状態で、PRE_U95 変数とともにエクスポートさ
れます。HP-UX 10.30 以降のリリースでは、この変数はクリアされます。

シグナル
swremove コマンドは SIGQUIT、SIGINT、および SIGUSR1 の各シグナルをキャッチします。コマンドは
これらのシグナルを受け取ると、メッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエージェントにリモート
プロシージャコール (RPC) を送信してから終了します。

エージェントは SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。エージェントを抹消すると、
壊れたソフトウェアがシステムに残ることがあるので、絶対に必要なときにだけ抹消するようにします。SD

コマンドを抹消しても、進行中のタスクが完了するまでエージェントは終了しないことに注意してください。

デーモンは SIGHUP、 SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、 SIGTERM または
SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。また、SIGUSR1 を受け取ると、必要であればデ
ポの登録または登録解除ができるように、デポセッションからのコピーや削除の完了を待ってから終了しま
す。この待ち状態の間、新しいセッションの起動要求は拒否されます。

各エージェントは、実行フェーズがすでに開始されている場合は、削除タスクを完了させてから終了します。
これは、ソフトウェアが正しくない状態で残されるのを防ぐためです。

ターミナルサポート
ターミナルサポートに関する詳細を参照するには次のようにしてください。

• 『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してください。
• GUI または TUI を起動して、Help メニューを選択します。その後 Keyboard... オプション
を選択し、「キーボードリファレンスガイド」にアクセスしてください。

戻り値
対話型の swremove セッションは常に 0 を返します。非対話型の swremove セッションは次の値を返しま
す。

0 software_selections が正常に削除されました。
1 削除操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 削除操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swremove コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および特定のログファイルに書き込みを行
います。
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標準出力
対話型の swremove セッションは標準出力への書き込みを行いません。非対話型の swremove セッション
は重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• target_selection ごとの選択、解析、および実行タスクのメッセージ

標準エラー
対話型の swremove セッションは標準エラーへの書き込みを行いません。非対話型の swremove セッショ
ンはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ロギング
対話型と非対話型の swremove セッションは両者とも、コマンドが起動されたホスト上の要約イベントをロ
グに記録します。また、詳細イベントを各 target_selection に対応する swagent ログファイルに記録しま
す。

コマンドログ
非対話型の swremove セッションは、標準出力と標準エラーへのすべてのメッセージをログファイル
/var/adm/sw/swremove.log に記録します。対話型の swremove セッションも同様のメッセージ
を記録します (logfile オプションを変更すれば別のログファイルを指定できます)。

ターゲットログ
swagent プロセスは、実際の削除操作を各 target_selection で実行します。インストール済みソフト
ウェアの削除の場合、swagent はルートディレクトリ (たとえば、/ または代替ルートディレクト
リ) の下にあるファイル var/adm/sw/swagent.log にメッセージを記録します。配布可能ソフト
ウェア (デポ内のソフトウェア ) の削除の場合、swagent はデポディレクトリ (たとえば、
/var/spool/sw) の下にあるファイル swagent.log にメッセージを記録します。

コマンドとターゲットのログファイルは、sd または swjob コマンドを使用して表示できます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
ローカルホストにインストールされている C 製品と Pascal 製品の削除をプレビューします。

swremove -p cc pascal

C 製品と Pascal 製品をいくつかのリモートホストから削除します。

swremove cc pascal @ hostA hostB hostC

HP Omniback の特定バージョンを削除します。
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swremove Omniback,l/opt/Omniback_v2.0

ローカルデポの内容全体を削除します。

swremove -d \* @ /var/spool/sw

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。このファ
イルが存在しない場合、SD は $HOME/.sw/defaults/defaults で、ユーザー固有のデフォルト
値を検索します。

$HOME/.sw/defaults.hosts

管理対象のホストのユーザー固有のデフォルトリストを保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現行の SD オプションとそのデフォルト値のマスターリストを保存します。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成不可能な) すべてのデータが入っているディレクトリです。このディ
レクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体の現行のデフォルト値を保存します。

/var/adm/sw/defaults.hosts

管理対象のホストのシステム全体のデフォルトリストを保存します。

/var/adm/sw/getdate.templ

ジョブをスケジュールするときに使用される日付/時刻のテンプレートを保存します。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品のカ
タログ (一覧) です。

/var/spool/sw/

ターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swremove は HP で開発されました。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 20 −  Hewlett-Packard Company 789



swremove(1M) swremove(1M)

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swjob(1M), swlist(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swverify(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/

790 Hewlett-Packard Company − 21 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swverify(1M) swverify(1M)

名称
swverify − ソフトウェア製品の検証

構文
swverify [-d|-r] [-F] [-v] [-C session_file] [-f software_file] [-J jobid ] [-Q date]

[-S session_file] [-t target_file] [-x option=value] [-X option_file]

[software_selections] [@ target_selections]

特記事項
• このコマンドは、リモートシステムの操作をサポートしています。詳細は、後述の「リモート操作」の項を
参照してください。

• すべての SD コマンドの概要は、sd(5) マンページ (コマンド行で man 5 sd と入力) を参照してくださ
い。

説明
swverify コマンドは、１つまたは複数の target_selections (たとえば、ルートファイルシステム) に存在す
る software_selections を検証します。インストール済みのソフトウェアを検証するとき、swverify はベン
ダー提供の検証用スクリプトを実行するほか、ソフトウェアの状態、依存関係、ファイルの有無と完全性を
チェックします。

一方、配布可能ソフトウェア (デポ内のソフトウェア) を検証するとき、swverify コマンドも１つまたはそ
れ以上のデポで software_selections を検証します。ターゲットデポについては、swverify が上記のチェッ
クをすべて行いますが、検証用スクリプトは実行しません。

注記: swverify は、テープデポではサポートされません。

swverify コマンドは次のような機能も実行します。

• 特定のホストに存在するインストール済みまたは構成済みのソフトウェアが、そのホストと互換で
あるかどうかを検証します。

• すべての依存条件 (prerequisites、corequisites、exrequisites) が満たされているか (インストール
済みソフトウェアの場合)、満たすことができる (使用可能なソフトウェアの場合) ことを検証しま
す。

• ソフトウェア製品が正しく構成されているかどうかをチェックするベンダー固有の検証スクリプト
を実行します。

• 特定の問題を訂正して報告するベンダー固有の修正スクリプトを実行します。

• 不足しているファイルを通知し、すべてのファイル属性をチェックします (一時的なファイルは無
視します)。これらの属性としては、パーミッション、ファイルタイプ、サイズ、チェックサム、
最終変更日時、リンクソース、major/minor 属性などがあります。
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リモート操作
SD を使用可能にすると、リモートシステム上のソフトウェアを管理できます。ルートユーザーが中央の SD

コントローラ (中央管理サーバーまたはマネージャノードとも呼びます) からリモートターゲット (ホストまた
はエージェントとも呼びます) で操作を実行できるようにするには、次のようにします。

1) ルート、ホスト、テンプレートのアクセス制御リスト (ACL) を設定し、コントローラシステムからのルー
トアクセスを許可します。許可するには、それぞれのリモートシステムで次のコマンドを実行します。

/usr/lib/sw/mx/setaccess controller

注記:

• controller は、中央管理サーバーの名前です。

• リモートシステムが 11.00 の場合は、setaccess を実行する前に、SD パッチ PHCO_22526、また
は累積パッチがシステムにインストール済であることを確認してください。

• リモートシステムが 11.00 より前のものであったり、何らかの理由で setaccess が存在しない場合
は、11.11 以降のシステムからリモートシステムへ setaccess スクリプトをコピーしてください。

2) swinstall、swcopy および swremove は、リモート操作のための拡張 GUI インタフェースを用意し
ています。コントローラで .sdkey ファイルを作成して、リモート操作用の GUI インタフェースを使用
可能にします。これには、次のコマンドを使用します。

touch /var/adm/sw/.sdkey

対話型操作の詳細については、sd(5)、swinstall(1M)、swcopy(1M)、swjob(1M)、swlist(1M) または
swremove(1M) を参照してください。

注記: swacl(1M) コマンドをリモートマシンで直接実行してリモートアクセスを設定し、コントローラシステ
ムからルートアクセスまたは非ルートアクセスをユーザーに許可する方法もあります。

オプション
swverify コマンドは以下のオプションをサポートします。

-d インストール済みソフトウェアではなく、デポを操作対象とします。

-F ベンダー固有の修正スクリプトを実行して、インストール済みソフトウェアの問題を
訂正し、報告します。修正スクリプトは不足しているディレクトリを作成し、ファイ
ル属性 (モード、所有者、グループ、メジャー、マイナー) を訂正して、シンボリッ
クリンクを再作成することができます。

-r コマンドが代替ルートディレクトリで動作するようになります。代替ルートディレク
トリは、
@ target_selections オプションで指定する必要があります。検証スクリプトは、検証
するソフトウェアが代替ルートディレクトリにある場合、実行されません。 (代替
ルート操作にはこのオプションは必須ではありませんが、旧製品との互換性のために
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維持されています。詳細については、sd(5) の「代替ルートディレクトリとデポディ
レクトリ」の項を参照してください。)

-v 標準出力 (stdout) への出力を冗長形式にします
(swverify のログファイルは、このオプションの影響を受けません)。デフォルトの
場合、出力は冗長形式となっています。下記の verbose オプションを参照してくだ
さい。

-C session_file 現在のオプションおよびオペランドを session_file に保存します。ファイル名は相対
パスでも絶対パスでも入力できます。セッションファイルのデフォルトのディレクト
リは $HOME/.sw/sessions/ です。-S オプションを使用してセッションファイル
を再び呼び出すことができます。

-f software_file

software_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいはコマンド行から
だけでなく)、software_file から (も) 読み取ります。

-J jobid すでに作成したジョブスケジュールを実行するために使います。このシンタックス
は、デーモンがジョブを開始するために使います。

-Q date ジョブをこの日付でスケジュールします。/var/adm/sw/getdate.templ ファイル
を編集して、日付形式を変更することができます。

-S session_file session_file での定義に従って、前のセッションから保存された オプションとオペラ
ンドに基づいて swverify を実行します。-C オプションを使用して、ファイルに
セッション情報を保存できます。

-t target_file target_selections のリストを、コマンド行からではなく (あるいは コマンド行からだ
けでなく)、target_file から (も) 読み取ります。

-x option=value

セッションの option の値として value を設定し、デフォルト値 (または -X オプ
ションで指定された代替の option_file の中の値) を無効にします。複数の -x オプ
ションを指定できます。

-X option_file セッションのオプションと動作を option_file から読み取ります。

オペランド
大部分の SD コマンドは、software selections 、およびその後に続く target selections という２
種類のオペランドをサポートします。オペランドは "at" (@) 文字で区切ります。この構文は、コマンドが
「ターゲットでのソフトウェアセレクション」で動作することを意味します。

ソフトウェア選択
swverify コマンドは、software_selection ごとに以下の構文をサポートしています。

bundle[.product[.subproduct][.fileset]][,version]
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product[.subproduct][.fileset][,version]

• = (等号) 関係演算子では、シェルのワイルドカードおよびパターンマッチ表記による選択を指定で
きます。

[ ]、*、?

• bundles と subproducts は、再帰的に指定できます。bundles は、他の bundles を含むことがで
き、subproducts は、他の subproducts を含むことができます。

• ¥* というソフトウェア指定では、すべての製品が選択されます。ただし、この指定は注意して使
用する必要があります。

version 項目は以下のいずれかの形式で指定します。

[,r <op> revision][,a <op> arch][,v <op> vendor]

[,c <op> category][,q=qualifier][,l=location]

[,fr <op> revision][,fa <op> arch]

• location は、インストールされたソフトウェアに対してのみ適用され、デフォルトの製品ディレク
トリ以外の場所にインストールされたソフトウェアのみを参照します。

• fr および fa は、ファイルセットに対してのみ適用されます。

• r、a、v、c および l は、バンドルとプロダクトだけに適用されます。また、ソフトウェア仕様
の一番左のバンドルまたはプロダクトに適用されます。

• <op> (関係演算子)には次の式を指定できます。

=, ==, >=, <=, <, >, または !=

これらの演算子は、ドットで区切られた各フィールドについて個別に比較を実行します。

たとえば、r>=B.10.00 は、B.10.00 より大きいリビジョンと等しいリビジョンすべてを選択
することを意味します。システムは、ドットで区切られた各フィールドを比較して一致を捜しま
す。

• = (等号) 比較演算子を使用して、以下のシェルワイルドカードおよびパターンマッチング表記法に
より選択対象を指定することができます。

[ ], *, ?, !

たとえば、式 r=1[01].* は、バージョン 10 または バージョン 11 の中のすべてのリビジョン
を返します。

• バージョン項目はすべて１つのソフトウェア仕様の中で繰り返し指定することができます (たとえ
ば、r>=A.12、r<A.20)。複数のバージョン項目を指定した場合は、すべての項目と一致したもの
だけが選択対象となります。
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• 完全に有効なソフトウェア仕様には、r=、a=、v= のバージョン項目が含まれ、これらの項目は
空の文字列でもかまいません。インストールされているソフトウェアには l= も含まれています。

• ソフトウェアセレクションの中で、空白またはタブ文字を使用することはできません。

• バージョン項目の代わりに、ソフトウェア instance_id を指定することができます。これは、
エクスポートされたカタログのコンテキスト内に次の形式で指定します。

[instance_id]

この instance_id は、同じタグを持つプロダクトおよびバンドルのバージョンを区別する整数
です。

ターゲットセレクション
swverify コマンドでは、各 target_selection の指定に次の構文を使用します。ホストとディレクトリの両方
を指定する場合は、コロン (:) が必要です

[host][:][/directory]

他の設定による影響
デフォルトオプション

標準オプションのほかに、以下のファイルに指定されているデフォルト値を編集することにより、SD のいく
つかの動作と操作方針オプションを変更することができます。

/var/adm/sw/defaults システム全体のデフォルト値

$HOME/.swdefaults ユーザー固有のデフォルト値

デフォルトファイルでは、次の構文を使用して値を指定しなければなりません。

[command_name.]option=value

任意指定の command_name 接頭辞は、SD のコマンドの１つを示します。この接頭辞を使用すると、デフォ
ルト値の変更がそのコマンドに制限されます。接頭辞を付けないと、変更はすべてのコマンドに適用されま
す。

デフォルト値は、-x または -X をコマンド行で指定することで無効にすることができます。

command -x option=value

command -X option_file

次の項では、swverify コマンドがサポートするすべてのキーワードのリストを記載します。デフォルト値が
存在する場合は = の後に示しています。このオプションが適用されるコマンドも示します。

admin_directory=/var/adm/sw (標準モード)

admin_directory=/var/home/LOGNAME/sw (非特権モード)

インストール済みのソフトウェアカタログの SD ログファイルとデフォルトの親ディレク
トリの位置を指定します。標準の SD 操作でのデフォルト値は /var/adm/sw です。SD
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を非特権モードで操作する場合 (run_as_superuser デフォルトオプションを true に
設定) は、次のようになります。

• デフォルト値は強制的に /var/home/LOGNAME/sw になります。

• パス要素 LOGNAME は、SD がシステムのパスワードファイルから読み取る実行ユー
ザー名に置き換えられます。

• このオプションの値を HOME/path に設定すると、HOME が実行ユーザーのホームディ
レクトリ (システムのパスワードファイルから取得) に置き換えられ、そのディレクト
リの相対パスが決定します。たとえば、HOME/my_admin と指定すると、ホームディ
レクトリにある my_admin ディレクトリになります。

• installed_software_catalog のデフォルトオプションの値を相対パスに設定する
と、このオプション値に相対するパスになります。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

installed_software_catalog および run_as_superuser オプションも併せて参照
してください。

agent_auto_exit=true

実行フェーズの終了後、または解析フェーズの異常終了後に、ターゲットエージェントを
自動的に終了させます。このオプションは、コントローラが対話型 UI を使用している場
合、または -p (プレビュー) を使用している場合は、強制的に false に設定されます。
これにより、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上します。デフォルトは true

です (すなわち、上記の条件の場合、ターゲットエージェントは自動的に終了します )。
false に設定すると、ターゲットエージェントはコントローラがセッションを終了するま
で終了しません。

agent_timeout_minutes=10000

ターゲットエージェントが指定された時間中アクティブでない場合に、そのターゲット
エージェントを終了させます。これは、RPC が消失したネットワーク接続を検知するのに
130 分間かかる場合があるので、ターゲットエージェントがより速く消失したネットワー
ク接続を検知できるようにするために使用されます。お薦めできる値は、使用環境で予測
されるアクティブでない最長の期間です。コマンド行の呼び出しの場合、10 分から 60 分
の間の値が適切です。GUI が使用される場合には、60 分以上の値をお薦めします。デフォ
ルト値の 10000 は、７日間よりもわずかに短い期間です。
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allow_incompatible=false

このオプションは、インストールするソフトウェア製品がターゲットセレクションとの
「互換性」を備えていなければならないことを指定します (すなわち、すべてのターゲット
セレクションが、選択された各製品で定義されているサポート対象システムのリストと一
致していなければなりません)。このオプションが true に設定されている場合、ターゲッ
トとの互換性は要求されません。

allow_multiple_versions=false

ある特定の製品がターゲットにすでにインストールまたは構成されているとき、それと異
なるバージョンのインストールまたは構成を禁止します。

このオプションが true に設定されている場合は、既存製品の別のバージョンを新しい位
置にインストールしたり、その新しい位置に構成したりすることができます。複数のバー
ジョンをインストールできるのは、製品を任意の場所に配置できる場合だけです。複数の
バージョンを同時に構成してそれらが正しく動作するのは、製品が複数バージョン構成を
サポートしている場合だけです。

autoremove_job=false

自動ジョブ削除の制御を行います。ジョブが自動的に削除された後は、swjob を使って
ジョブ情報 (ジョブの状態またはターゲットのログファイル) を問い合わせることはできま
せん。

autoselect_dependencies=true

前提 (prerequisite)、並列 (corequisite)、除外 (exrequisite) の依存関係にあるソフトウェ
アを SD で自動選択するかどうかを制御します。true に設定すると、構成のために必要
なソフトウェアが自動的に選択されます。false に設定すると、構成のために必要なソフ
トウェアは明示的に指定されない限り選択されません。

このオプションを false に設定すると、autoselect_minimum_dependencies オプ
ションは無視されます。

autoselect_minimum_dependencies=false

要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係をユーザーが明示的に選択した
場合に、そのリストの左端にある最初の依存関係を自動的に選択するかどうかを制御しま
す。

true に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存関係が明示的
に選択された場合、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に選択されることは
ありません。false に設定すると、要件を満たす OR 依存関係のリストの中で、他の依存
関係が明示的に選択された場合でも、そのリストの左端にある最初の依存関係が自動的に
選択されます。

autoselect_dependencies オプションを false に設定すると、このオプションは無
視されます。
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check_contents=true

swverify に対して、ファイルのタイムスタンプ、サイズ、チェックサム属性を検証する
ように指示します。このオプションの値が false の場合、これらの属性の検証は行われ
ません。

check_contents_uncompressed=false

(このオプションは、check_contents を false に設定した場合には無視されます。)

swverify が圧縮ファイルのサイズとチェックサムを検証するかどうかを制御します。デ
フォルト状態の false では、swverify は圧縮ファイルの mtime、size および cksum

属性のみをチェックします。true に設定すると、swverify はファイルをメモリー内で
解凍し、解凍した内容の size および cksum 属性を検証します。

swverify の操作では、SD に組み込まれている圧縮プログラムで圧縮したファイルのみ
が解凍の対象になります。詳細については、 swpackage(1M) コマンドの com-

press_files オプションを参照してください。

check_contents_use_cksum=true

(このオプションは、check_contents を false に設定した場合には無視されます。)

swverify がファイルの内容に対してチェックサムを計算するかどうかを制御します。デ
フォルト状態の true では、swverify はチェックサムを含むすべてのファイル属性を
チェックします。false に設定すると、swverify はファイルのタイムスタンプとサイ
ズしかチェックしません。

check_permissions=true

swverify に対して、インストールされているファイルのモード、所有者、UID、グルー
プ、および GID 属性を検証させます。このオプションの値が false の場合、これらの属
性は検証されません。

check_requisites=true

swverify は、ソフトウェアセレクションにおける前提 (prerequisite)、並列
(corequisite)、除外 (exrequisite) の各依存条件が満たされていることを検証します。
false に設定すると、チェックは行われません。

check_scripts=true

swverify に対して、インストール済みソフトウェアのファイルセット/プロダクト検証用
スクリプトを実行させます。このオプションの値が false の場合、これらのスクリプト
は実行されません。

check_volatile=false

swverify に、変動型 (volatile) としてマークされたファイル (つまり 変更可能なファイ
ル) の検証を実行させません。このオプションの値が true の場合は、変動型ファイルも
チェックされます (インストール済みソフトウェアの場合)。
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controller_source=

選択対象を決定するためにコントローラがアクセスするデポの位置を指定します。このオ
プションを設定すると、コントローラとターゲット間のネットワーク通信量を減少させる
ことができます。この位置を指定するには、次のように、ターゲットセレクション構文を
使用します。

[host][:][directory]

このオプションは、ターゲットがどのソースを使用するかについては影響しません。

distribution_target_directory=/var/spool/sw

ターゲットデポのデフォルト位置を定義します。target_selection オペランドがこのデフォ
ルト値を上書きします。

enforce_dependencies=true

software_selections によって指定されたすべての依存条件が 指定されたソースまたは tar-

get_selections で解決されることを要求します。

false に設定されている場合、依存条件のチェックは行われますが、強制はされません。
実行時の依存条件(corequisite)が満たされていない場合には、選択されたソフトウェアが正
しく動作しないことがあります。インストール時の依存条件(prerequisite)が満たされてい
ない場合には、インストールや構成が正しく実行できないことがあります。

enforce_locatable=true

(現在、swverify はこのオプションを認識しますが、動作には影響しません。詳細は、
swinstall(1M) または sd(5) を参照してください。) 配置不能なファイルセットを再配置し
たときのエラー処理を制御します。true の場合には、配置不能なファイルセットを配置
しようとしたときにエラーが生成されます。false の場合には、常にファイルセットを配
置しようとします。

fix=false

true の場合には、ベンダー固有のスクリプトを実行して、インストール済みソフトウェ
アの問題を訂正し、報告します。修正スクリプトは不足しているディレクトリを作成し、
ファイル属性 (モード、所有者、グループ、メジャー、マイナー) を訂正して、シンボリッ
クリンクを再作成することができます。false の場合には、修正スクリプトは実行されま
せん。

installed_software_catalog=products

インストール済み製品データベース (IPD) が保存されているディレクトリパスを定義しま
す。この情報は、インストール済みのソフトウェアについて説明しています。このオプ
ションを絶対パスに設定すると、IPD の位置を定義できます。このオプションに相対パス
を指定すると、SD コントローラは admin_directory オプションで指定されている値に
相対パスを追加して、IPD のパスを決定します。代替ルートの場合には、このパスが代替
ルートの位置を示す相対パスになります。このオプションは、ソフトウェアのインストー

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 9 −  Hewlett-Packard Company 799



swverify(1M) swverify(1M)

ル場所には何ら影響を及ぼしません。

このオプションでは、個々のアプリケーションまたはアプリケーショングループで異なる
IPD を使用することで、複数のユーザーまたは複数のプロセスで複数のソフトウェアアプ
リケーションを同時にインストールおよび削除できるようになります。

注意: 特定のアプリケーションを管理するには、特定の installed_software_catalog

を使用してください。SD では、いくつもの IPD で同じアプリケーションの記述をいくつ
も扱うことができません。

SD の非特権モードを制御する admin_directory および run_as_superuser オプ
ションも参照してください (このモードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリ
ケーションを管理するときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシス
テムまたはそのパッチの管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細に
ついては、http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を
参照してください)。

job_title=

これは、ジョブに表題を付ける ASCII 文字列です。ジョブの表題は、ジョブが swjob の
場合に、さらに正確にジョブを識別できるようにジョブ ID とともに表示されます。

logdetail=false[true]

ログファイルに書き込む詳細情報の量を管理します。true に設定すると、このオプショ
ンは、詳細のタスク情報 (指定されたオプション、進行中のステートメント、およびほかの
要約情報など) をログファイルに追加します。この情報は、ログ情報とともに、loglevel

オプションにより制御されます。

logfile=/var/adm/sw/sw<command>.log

各 SD コマンドのデフォルトのコマンドログファイルを定義します。 (エージェントのログ
ファイルは、たとえば、/var/spool/sw/swagent.log および /var/adm/sw/swa-

gent.log のように、常に、ターゲットデポまたはターゲットルートに関連した位置に置
かれます。)

loglevel=1

コマンドのログファイル、ターゲットエージェントのログファイル、およびソースエー
ジェントのログファイルに記録するイベントのログレベルを制御します。この情報は、詳
細情報とともに、logdetail オプションにより制御されます。詳細については、上記の
logdetail、および、sd(5) マンページ (man 5 sd と入力) を参照してください。以下
の値を指定することができます。
0 情報のログは作成されません。
1 ログファイルに冗長なログが作成されます。
2 ログファイルに非常に冗長なログが作成されます。

800 Hewlett-Packard Company − 10 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



swverify(1M) swverify(1M)

log_msgid=0

SD のログファイルメッセージの前に識別番号を付けます。
0 (デフォルト) メッセージに識別番号は割り当てられません。
1 エラーメッセージのみに識別番号を付けます。
2 エラーメッセージと警告メッセージに識別番号を付けます。
3 エラー、警告、および注記の各メッセージに識別番号を付けます。
4 エラー、警告、および注記の各メッセージに加えて、一部の情報メッセージにも識別番
号を付けます。

mount_all_filesystems=true

デフォルトによって、SD コマンドは、解析フェーズの開始時に、/etc/fstab ファイル
に記述されているすべてのファイルシステムをマウントしようとします。これにより、処
理を進める前に、リストされているすべてのファイルシステムが必ずマウントされるよう
になります。この操作方針により、将来、マウントポイントの下になる可能性があるディ
レクトリにファイルがロードされないこと、および、希望するファイルが削除処理または
検証処理のために使用可能であることが保証されます。

値が false に設定されている場合は、マウント動作は実行されず、現在のマウントの
チェックも行われません。

rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]

デーモンが従い、他のコマンドがデーモンと接続するために使用するプロトコルのシーケ
ンスおよびエンドポイントを定義します。あるプロトコルシーケンスで接続に失敗した場
合、次のプロトコルシーケンスが試されます。SD はほとんどのプラットフォームで tcp

(ncacn_ip_tcp:[2121]) と udp (ncadg_ip_udp:[2121]) の両方のプロトコルシーケ
ンスをサポートします。詳細については、man 5 sd と入力して sd(5) マンページを参照
してください。

rpc_timeout=5

通信のタイムアウトの相対的な長さです。これは 0 から 9 までの 範囲の値で、DCE RPC

によって解釈されます。値が大きいほど 時間は長くなります。大きい値が必要になるの
は、低速なネットワークや利用度の高いネットワークの場合です。小さい値を指定する
と、停止中のホストや swagentd を実行していないホストに対する接続試行をより速く検
知することが可能になります。各値が表す秒数は、それぞれ１つ前の値が表す 秒数の約２
倍になります。5 の値は、ncadg_ip_udp プロトコルシーケンスの場合は約 30 秒です。
このオプションは ncacn_ip_tcp プロトコルシーケンスが使用されている場合は、特に
効果がないことがあります。

run_as_superuser=true

SD の非特権モードを制御します。実行ユーザーがスーパーユーザーの場合には、このオプ
ションは無視されます (true とみなします)。
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デフォルト値の true に設定すると、SD の操作は通常どおりに実行されます。つまり、操
作のパーミッションはローカルのスーパーユーザーに与えられるか、SD ACL によって設
定されます (ACL の詳細については、swacl(1M) を参照してください)。

false に設定すると、実行ユーザーがローカルユーザーでかつスーパーユーザーではないと
きに、非特権モードで実行されます。

• 操作のパーミッションはユーザーのファイルシステムパーミッションに基づいて決定さ
れます。

• SD ACL は無視されます。

• SD で作成されたファイルには実行ユーザーの uid と gid が付き、実行ユーザーの
umask に応じてファイルのモードが設定されます。

SD の非特権モードは、設計とパッケージ化が特別に行われるアプリケーションを管理する
ときにのみ使用するためのものです。HP-UX オペレーティングシステムまたはそのパッチ
の管理には、このモードを使用できません。非特権の SD の詳細については、
http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

また、admin_directory オプションおよび installed_software_catalog オプ
ションを参照してください。

select_local=true

target_selections が指定されている場合は、コマンドの target_selections として、ローカ
ルホストのデフォルトである target_directory を選択します。

software=

デフォルトの software_selections を定義します。デフォルト値はありません。２つ以上の
ソフトウェアセレクションがある場合は、間をスペースで区切ります。ソフトウェアは通
常コマンド行のオペランドまたは GUI からのソフトウェアの入力ファイルで指定されま
す。

targets=

デフォルトの target_selections を定義します。デフォルト値はありません。 (select_local

参照) ２つ以上のターゲットセレクションがある場合は、間をスペースで区切ります。ター
ゲットは通常コマンド行のオペランドまたはターゲットセレクションの入力ファイルで指
定されます。

verbose=1

非対話式コマンドの出力の冗長性を制御します。
0 標準出力への出力が禁止されます。 (エラーメッセージおよび警告メッセージは常に

stderr に書き込まれます。)
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1 冗長なメッセージが標準出力に出力されます。
2 swpackage および swmodify に対して、非常に冗長なメッセージが標準出力に出力

されます。

-v オプションは、0 が設定された場合のデフォルト設定を無効にします。

セッションファイル
swverify コマンドは検証セッションを定義します。インストールやコピーが開始される前に、呼び出しオプ
ション、ソース情報、ソフトウエア選択、およびターゲットホストが保存されます。これにより、セッション
が正常に終了しなくても、コマンドを再実行できます。

各セッションは自動的にファイル $HOME/.sw/sessions/swverify.last に保存されます。このファイル
は swverify を呼び出すたびに上書きされます。

-C session__file オプションを使用して swverify を実行することによって、指定したファイルにセッショ
ン情報を保存することもできます。

セッションファイルはデフォルトのファイルと同じ構文を使用します。セッションファイルには絶対パス名を
指定します。ディレクトリを指定しなかった場合、セッションファイルのデフォルトの位置は
$HOME/.sw/sessions/ になります。

セッションファイルを再実行するために、swverify の -S session__file オプションの 引き数としてセッ
ションファイルを指定してください。

セッションファイルを再実行する場合、セッションファイルにある値はシステムのデフォルトファイルにある
値よりも優先されることに注意してください。同様に、swverify を実行するときに指定したコマンド行オプ
ションあるいはパラメータは、すべてセッションファイルにある値よりも優先されます。

環境変数
制御スクリプトを実行する SD プログラムは、その制御スクリプトで使用するために環境変数を設定します。

swverify コマンドに影響する環境変数は次のとおりです。

LANG メッセージの表示で使用する言語を決定します。LANG が指定されていないか、空白の
文字列が設定されている場合、デフォルトの値 C を使用します。詳細については、
man 5 sd と入力して lang(5) を参照してください。

注意: SD エージェントおよびデーモン ログメッセージで表示される言語は、システム
設定変数スクリプト /etc/rc.config.d/LANG で設定されます。たとえば、エー
ジェントおよびデーモン ログメッセージを日本語で表示するには、/etc/rc.con-

fig.d/LANG を LANG=ja_JP.SJIS または LANG=ja_JP.eucJP に設定します。

LC_ALL LANG 環境変数または LC_ で始まる環境変数の設定値で指示されているロケールカテ
ゴリのすべての値よりも優先して使用するロケールを決定します。
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LC_CTYPE テキストデータのバイトシーケンスを文字としてどのように解釈するかを決定します (

たとえば、ベンダー定義の属性の値が単一バイト文字とマルチバイト文字のどちらであ
るかなど)。

LC_MESSAGES

メッセージを書き込む際の言語を決定します。

LC_TIME swlist で表示される日付のフォーマット (create_date と mod_date) を決定します。
日付と時刻を stdout、stderr および logging に出力する際にすべてのユーティ
リティで使用されます。

TZ 日付と時刻を表示する際に使用するタイムゾーンを決定します。

スクリプトに影響する環境変数は次のとおりです。

SW_CATALOG インストール製品データベース (IPD) へのパスを、環境変数 SW_ROOT_DIRECTORY で
設定されているパスの相対パスで保持します。 IPD のパスは、installed_soft-

ware_catalog のデフォルトオプションを使用して指定できます。

SW_CONTROL_DIRECTORY

実行中のスクリプトの現在のディレクトリが一時カタログディレクトリであるか、イン
ストール製品データベース (IPD) 内のディレクトリであるかを定義します。この変数は
スクリプトに対し、ソフトウェアの他の制御スクリプト (サブスクリプトなど) がどこ
にあるかを指示します。

SW_CONTROL_TAG

実行中の control_file のタグ名を保持します。ソフトウェアをパッケージ化する際に
は、デポにある制御ファイルの物理名とパスを定義できます。そのため、control_file

をタグとは別の名前で定義でき、１つの同じファイルを指すのに複数の制御ファイル定
義を使用することができます。I control_file は SW_CONTROL_TAG 変数を照会して実
行中のタグを判断できます。

SW_LOCATION

デフォルトの製品ディレクトリから変更された、製品の位置を定義します。
SW_ROOT_DIRECTORY と組み合わせて使用すると、この変数はスクリプトに製品ファ
イルがどこにあるかを通知します。

SW_PATH 制御スクリプトで使用できる最小限のコマンドセットを定義する PATH 変数です (たと
えば /sbin:/usr/bin)。

SW_ROOT_DIRECTORY

セッションが実行するルートディレクトリ "/" あるいは代替ルートディレクトリを定義
します。この変数は、製品がインストールされるルートディレクトリを制御スクリプト
に通知します。スクリプトは、製品のインストールされたファイルの位置を決定するた
めに、このディレクトリを SW_LOCATION の接頭辞として使用しなければなりませ
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ん。構成スクリプトは、SW_ROOT_DIRECTORY が / の場合にだけ実行されます。

SW_SESSION_OPTIONS

特定のコマンド (ソフトウェアおよびターゲットのセレクションを含む) の各オプショ
ンの値を含むファイルのパス名を定義します。これによりスクリプトは、他の環境変数
によって明示的には渡されなかったコマンドオプションおよび値を取り出すことができ
ます。たとえば、SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを request スクリ
プトから使用できるようにした場合、targets オプションには、コマンドで指定したす
べてのターゲットについて software_collection_specs のリストが含まれます。
SW_SESSIONS_OPTIONS で指定されたファイルを他のスクリプトから使用できるよう
にした場合、targets オプションには、スクリプトが実行されるターゲットについて
software_collection_spec が１つ含まれます。

SW_SOFTWARE_SPEC

この変数は、現在の製品もしくはファイルセットの完全修飾ソフトウェア仕様です。こ
のソフトウェア仕様によって製品もしくはファイルセットが一意に識別されます。

シグナル
swverify コマンドは SIGQUIT、SIGINT、および SIGUSR1 の各シグナルをキャッチします。コマンドは
これらのシグナルを受け取ると、メッセージを出力し、処理の完了を知らせるためにエージェントにリモート
プロシージャコール (RPC) を送信してから終了します。

エージェントは SIGHUP、SIGINT、および SIGQUIT を無視します。エージェントは、SIGTERM、
SIGUSR1、または SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。エージェントを抹消すると、
壊れたソフトウェアがシステムに残ることがあるので、絶対に必要なときにだけ抹消するようにします。SD

コマンドを抹消しても、進行中のタスクが完了するまでエージェントは終了しないことに注意してください。

デーモンは SIGHUP、 SIGINT、および SIGQUIT を無視します。デーモンは、 SIGTERM または
SIGUSR2 を受け取ると、ただちに猶予付きで終了します。また、SIGUSR1 を受け取ると、必要であればデ
ポの登録または登録解除ができるように、デポセッションからのコピーや削除の完了を待ってから終了しま
す。この待ち状態の間、新しいセッションの起動要求は拒否されます。

戻り値
swverify セッションは次の値を戻します。

0 software_selections が正常に検証されました。
1 検証操作がすべての target_selections について失敗しました。
2 検証操作が一部の target_selections について失敗しました。

診断
swverify コマンドは、標準出力 (stdout)、標準エラー (stderr)、および特定のログファイルに書き込みを行
います。
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標準出力
swverify セッションは重要なイベントに関するメッセージを書き込みます。次に例を示します。

• セッション開始および終了メッセージ
• target_selection ごとの選択、解析、およびタスク実行メッセージ

標準エラー
swverify コマンドはすべての警告およびエラー状態に関するメッセージを標準エラーに書き込みます。

ロギング
swverify コマンドは、コマンドが起動されたホスト上の要約イベントをログに記録します。また、詳細イベ
ントを各 target_selection に対応する swagent ログファイルに記録します。

コマンドログ
swverify コマンドは、標準出力と標準エラーへのすべてのメッセージをログファイル
/var/adm/sw/swverify.log に記録します (logfile オプションを変更すれば別のログファイル
を指定できます)。

ターゲットログ
swagent プロセスは、実際の検証処理を各 target_selection で実行します。インストール済みソフト
ウェアの検証の場合、swagent はルートディレクトリ (たとえば、/ または代替ルートディレクト
リ) の下にあるファイル var/adm/sw/swagent.log にメッセージを記録します。配布可能ソフト
ウェア (デポ内のソフトウェア ) の検証の場合、swagent はデポディレクトリ (たとえば、
/var/spool/sw) の下にあるファイル swagent.log ファイルにメッセージを記録します。

コマンドおよびターゲットログファイルは、swjob コマンドを使ってみることができます。

停止中の swagentd
ホスト上で swagentd デーモンが停止している場合、ホストシステムの管理者が /etc/rc.con-

fig.d/swconfig 内の SW_ENABLE_SWAGENTD エントリーを 1 に設定し、/usr/sbin/swagentd -r

を実行すると、デーモンが起動します。

例
ローカルホストにインストールされている C 製品と Pascal 製品を検証します。

swverify cc pascal

HP Omniback の特定バージョンを検証します。

swverify Omniback,1=/opt/Omniback_v2.0

ローカルデポの内容全体を検証します。

swverify -d ¥* @ /var/spool/sw

システムのすべてのコンテンツを検証します。
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swverify ¥*

リモートホスト上の C および Pascal 製品を検証します。

swverify cc pascal @ hostA hostB hostC

ファイル
$HOME/.swdefaults

SD オプションの一部または全部に適用されるユーザー固有のデフォルト値を保存します。

$HOME/.sw/sessions/

SD コマンドによって自動的に保存された (またはユーザーによって明示的に保存された) セッション
ファイルが格納されるディレクトリです。

/usr/lib/sw/sys.defaults

現在の SD オプション (およびそのデフォルト値) のマスターリストが格納されます。

/var/adm/sw/

SD 用の構成可能な (および構成可能でない) すべてのデータが入っているディレクトリです。この
ディレクトリはログファイルのデフォルト位置でもあります。

/var/adm/sw/defaults

SD オプションの一部または全部に適用されるシステム全体のアクティブなデフォルト値を保存しま
す。

/var/adm/sw/getdate.templ

ジョブのスケジュールを作成するときに使われる日付と時間のテンプレートを格納します。

/var/adm/sw/products/

インストール製品データベース (IPD)、すなわち、システム上にインストールされている全製品の一覧
(カタログ) です。

/var/spool/sw/

ターゲットソフトウェアデポのデフォルト位置です。

著者
swverify は HP で開発されました。

参照
install-sd(1M), swacl(1M), swagentd(1M), swask(1M), swconfig(1M), swcopy(1M), swinstall(1M),

swjob(1M), swlist(1M), swmodify(1M), swpackage(1M), swreg(1M), swremove(1M), sd(4), swpackage(4),

sd(5)

http://docs.hp.com/ja にある『Software Distributor 管理者ガイド』

SD の Web サイト: http://docs.hp.com/en/SD/

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 17 −  Hewlett-Packard Company 807



sync(1M) sync(1M)

名称
sync − ファイルシステムの同期化

構文
sync [-l]

説明
sync は、 sync() システムコールを実行します ( sync(2) を参照)。システムを停止する場合、ファイルシ
ステムの完全性を保証するために、 sync コマンドを呼び出す必要があります。

sync は、変更済みのスーパーブロック、変更済みの iノード、およびディスクへ I/O された遅延ブロックを
含めて、以前に書き込みが済んでいなかったすべてのシステムバッファーをフラッシュします。これは、シス
テムシャットダウンのような、必ず行う必要のある操作を実行する前に、確実にすべてのファイルの変更を正
しくセーブします。また、電源異常やシステムクラッシュから保護するためにも、 syncer を使用して、定
期的な間隔で自動的に sync を実行します ( syncer(1M) を参照)。

著者
sync は、AT&T および HP が開発しました。

参照
syncer(1M), sync(2)

標準準拠
sync: SVID2, SVID3
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名称
syncer − ファイルシステムの完全性を保つための定期的な同期化

構文
/usr/sbin/syncer [ seconds ] [-s] [-d directory ... ]

説明
syncer は、入力引き数 seconds によって決定される間隔で定期的に sync() を実行するプログラムです (

sync(2) を参照)。 seconds を指定しない場合、デフォルトの間隔は、30秒となります。これによって、ファイ
ルシステムがクラッシュした場合でも比較的新しい状態で保持されます。このコマンドは、直接実行する必要
はありませんが、システムブート時に起動スクリプト /sbin/init.d/syncer を介して実行してください。

syncer は、現在のカーネルマウント情報に一致しない場合、 /etc/mnttab ファイルもアップデートしま
す。

オプション
syncer には、以下のオプションがあります。

-s syncer が /etc/mnttab ファイルをアップデートしないようにします。このオプション
は、旧製品との互換性という特別な場合にのみ使用するものなので、その他の場合は、極
力使用しないようにしてください。このオプションは、将来のリリースでは削除される可
能性があります。

-d キャッシュで使用するためにディレクトリをオープンします。ディレクトリは、すべてそ
の絶対パス名で指定する必要があります。 -d オプションを使用しない場合、ディレクト
リは、オープンされません。

著者
syncer は、カリフォルニア大学バークレー校と HP が開発しました。

参照
brc(1M), init(1M), sync(1M), sync(2).
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廃止予定

名称
sysdef − システム定義の解析

構文
/usr/sbin/sysdef [kernel [master] ]

説明
注記: sysdef は HP-UX の将来のリリースでは、サポートされません。(警告の項を参照) したがって、カー
ネル調整パラメータの補足情報を提供する kctune(1M) ユーティリティを使うことをお勧めします。

sysdef コマンドは現在動作中のシステムを解析して、カーネル調整パラメータに関するレポートを出力しま
す。 kernel および master は使用されませんが、標準準拠の目的で指定することができます。

各設定パラメータごとに、次の記述がプリントされます。

NAME パラメータ名と説明

VALUE パラメータの現在値

BOOT 起動時のパラメータ値 (現在の値と異なる場合)

MIN パラメータの最低許容値 (該当する場合)

MAX パラメータの最大許容値 (該当する場合)

UNITS パラメータの測定に使用する単位 (該当する場合)

FLAGS パラメータを詳しく記述するフラグ。次のフラグが定義されます。

M パラメータは、リブートなしで修正できます。

警告
sysdef の出力のフィールド幅と間隔は、システム、HP-UX のリリース、および表示されるデータによって
異なるので注意が必要です。

sysdef は互換性のためだけに提供されていて、将来の HP-UX リリースでは廃止予定のため、最新のパラ
メータには対応していません。 sysdef で出力される、 msgmap, sema, や shmem などのカーネル調整パラ
メータの値は正しくありません。

参照
kctune(1M)
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名称
syslogd − システムメッセージのログ

構文
/usr/sbin/syslogd [−a] [−d] [−D] [−f configfile] [−m markinterval] [−N] [−p logfile] [−r] [−s] [−v]

説明
syslogd コマンド は、メッセージを読み取り、それらを構成ファイル /etc/syslog.conf 内に記述され
ているファイルのセットにログします。

オプション
syslogd には、以下のオプションがあります。

−a 連続した重複メッセージを除き、すべてのメッセージを並べ替えずにログしま
す。

−d デバッグ機能をオンにします。

−D カーネルがメッセージを直接システムコンソールに出力しないよう、指定しま
す。この場合、syslogd はすべてのカーネルメッセージが適切なあて先に経路
指示されるようにする役割を果たします。

−f configfile /etc/syslog.conf の代わりに configfile を使用します。

−m markinterval 20分間ではなく、マークメッセージ間で markinterval 分待機します。

−N ソケットをリスンしません。

−p logfile /dev/log の代わりに logfile を使います。

−r 重複メッセージを省略しません。

−s リモートシステムからのメッセージの場合に、ホスト名ではなく IPアドレスを
ログします。

−v メッセージ行の２番目のフィールドに、優先順位と機能コードを追加します。
優先順位と機能コードについては、syslog(3C) を参照してください。

syslogd は、可能ならば、そのプロセス ID を含んだ１行のファイル /var/run/syslog.pid を作成しま
す。これは、syslogd の抹消または再構成に使用できます。

syslogd を抹消するには、それに終了シグナルを送信します。

kill ‘cat /var/run/syslog.pid‘

syslogd でその構成ファイルを再読み取りするには、HANGUP シグナルを送信してください。

kill −HUP ‘cat /var/run/syslog.pid‘

syslogd は、 UNIX ドメインソケット /dev/log.un、/etc/services で指定されているインターネッ
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トドメインソケット、名前付きパイプ /dev/log、およびカーネルログデバイス /dev/klog からメッセー
ジを収集します。デフォルトでは、syslog() を呼び出すローカルプログラムがログメッセージを UNIX ド
メインソケットに送信します (syslog(3C) を参照)。UNIX ドメインソケットがシステム上で構成されていない
場合には、代わりに名前付きパイプに書き込みます。INET ドメインソケットが構成されていない場合、sys-

logd は他のホストからフォワードされたメッセージを受信せず、メッセージのフォワードも行いません (以
下参照)。

各メッセージは、１行です。メッセージには優先順位コードが付けられています。行の２番目のフィールドと
して機能コードが付けられています。優先順位と機能は、ヘッダーファイル <syslog.h> に定義されます。

/sbin/init.d/syslogd スクリプトを使って syslogd を起動する場合は、/etc/rc.config.d/sys-

logd ファイル中に指定されている必要なオプションを更新できます。/etc/rc.config.d/syslogd に
は、デフォルトで -D オプションが含まれています。/sbin/init.d/syslogd スクリプトは、syslogd

コマンドを起動する前に、/var/adm/syslog/syslog.log について、その内容を /var/adm/sys-

log/OLDsyslog.log ファイルに移動してから、再作成します。デフォルトで OLDsyslog.log は sys-

log.log の内容で上書きされます。以前の OLDsyslog.log ファイルの内容を残しておきたい場合は
/etc/rc.config.d/syslogd で PREV_OLDSYSLOG_LINES を設定してください。以前の OLDsys-

log.log ファイルから残す行数 (1000 行単位) を設定できます。たとえば、現在の syslog.log に加え
て、 以 前 の OLDsyslog.log の 20,000 行 を 残 す に は、 /etc/rc.config.d/syslogd で、
PREV_OLDSYSLOG_LINES=20 を指定します。デフォルトでは、PREV_OLDSYSLOG_LINES は０に設定され
ています。

syslogd の構成は、起動時、およびハングアップシグナルを受信するたびに行われます。設定ファイル内の
行は、その行が対応するメッセージの優先順位を決定する「セレクタ」と「アクション」から構成されます。
アクションフィールドとセレクタは、１個または複数のタブによって区切られます。

セレクタは、セミコロンで区切られた優先順位指示子のリストです。各優先順位には、メッセージを生成した
サブシステムを示す「機能」、ドット、およびメッセージの重要度を示す「レベル」が付いています。記号名
を使用することができます。アスタリスクは、すべての機能を選択します。指定されたレベルまたはそれ以上
の (より重要度が高い) レベルの全メッセージが選択されます。

コンマで区切って、複数の機能を選択することができます。次に例を示します。

*.emerg;mail,daemon.crit

上のセレクタは、emerg レベルのすべての機能と、crit レベルの mail 機能と、daemon 機能を選択しま
す。

syslogd がサポートしている機能とレベルは、頭に LOG_ が付かない小文字に変換されて、syslog(3C) にリ
ストされています。追加の機能 mark は、20 分ごと (−m フラグを使用して変更可能) にそれ自体に優先順位
LOG_INFO のメッセージを送信します。 mark 機能は、アスタリスクを含んだ機能フィールドによって使用
可能にされていません。レベルを none に指定して、特定の機能を使用不能にすることができます。次に例を
示します。
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*.debug;mail.none

上記のセレクタは mail メッセージ以外のすべてのメッセージを選択します。

各行の２番目の部分は、この行を選択する場合にメッセージがログされる場所を記述します。次のように、４
つの形式があります。

• (スラッシュで始まる) ファイル名。ファイルは、追加モードでオープンされます。ファイルがない
場合には、作成されます。

• @ 文字が頭に付くホスト名。選択したメッセージは、指定ホストの syslogd にフォワードされ
ます。

• コンマで区切られたユーザーのリスト。選択したメッセージは、ユーザーがログインしている場合
には、ユーザーの端末に表示されます。

• アスタリスク。選択したメッセージは、ログインしている全ユーザーの端末に出力されます。

空白行と # 文字で始まる行は、無視されます。

たとえば以下の構成ファイルは、

kern,mark.debug /dev/console

mail.debug /var/adm/syslog/mail.log

*.info;mail.none /var/adm/syslog/syslog.log

*.alert /dev/console

*.alert root,eric,kridle

*.emerg *

*.emerg @admin

すべてのカーネルメッセージと 20 分マークをシステムコンソールに、すべてのメールシステムメッセージを
/var/adm/syslog/mail.log に、メールメッセージを除く info とそれ以上のレベルのすべてのメッセー
ジをファイル /var/adm/syslog/syslog.log にログします。 alert とそれ以上のレベルのメッセージ
は、コンソールと、ログインしている場合にはユーザー root、eric、および kridle にログされます。
emerg メッセージは、ログインしている全ユーザーの端末に出力され、ホスト admin にフォワードされま
す。

syslogd を呼び出せるのはスーパーユーザーだけです。

注記
syslogd は一連のファイルの中にログのメッセージを入れます。ファイルのサイズが 2GB になると、sys-

logd はそのファイルへのロギングを停止します。 /etc/default/syslogd で設定されている LOG_SIZE

の値を変更することで、syslogd のログファイルについて、サイズの上限を構成することができます。
LOG_SIZE には、GB 単位の最大ファイルサイズとして、 2 より大きな正の整数を設定できます。
LOG_SIZE=NOLIMI を設定すると、syslogd はファイルシステム上のファイルサイズの上限値を使用しま
す。
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デフォルトでは、 syslogd は、最初の改行文字に到達するまでメッセージをログに記録します。
/etc/default/syslogd で変数 NEWLINE_NO_TRUNCATE に１を設定すると、 syslogd はメッセージ中
の最後の改行文字以外の改行文字を空白で置き換えます。

syslogd は、デフォルトで "C" ロケールを仮定します。 /etc/default/syslogd で MULTI-

BYTE_ENABLE に１を設定することで、 syslogd は、ロケールに依存しない方法で、バイトストリームとし
てメッセージをログに記録します。 syslogd のサービスを利用するアプリケーションは、この機能を使っ
て、メッセージを異なるロケールでログすることができます。ただし、同じログファイルに異なるロケールか
らのメッセージがログされないように、syslogd の構成では注意が必要です。

警告
構成ファイルセレクタは、指定レベルまたはそれ以上のレベルで全メッセージを選択します。構成行

user.debug /tmp/logfile

user.info /tmp/logfile

によって、logfile にはレベル info とそれ以上のレベルの user メッセージのコピー 2 つが書き込まれま
す。

カーネルパニックメッセージは syslogd には送信されません。

HP-UX カーネルメッセージはすべて crit 優先レベルをもつものとして扱われます。

syslogd を −D オプションを指定して呼び出した場合に syslogd が異常終了すると、カーネルメッセージ
はシステムコンソールに出力されなくなります。この場合には、−D オプションを指定せずにもう一度 sys-

logd を呼び出して、カーネルがメッセージをシステムコンソールに送れるようにしてください。

syslogd は「名前付きパイプ」へのログ出力はサポートしていません。したがって、構成ファイルに名前付
きパイプを指定した場合の syslogd の動作は定義されていないため、 syslogd が SIGPIPE でブロック
または終了した場合には、メッセージが消える可能性があります。

/etc/default/syslogd で NEWLINE_NO_TRUNCATE または MULTIBYTE_ENABLE が有効になっている
と、 syslogd は、マルチバイトロケール文字を構成するバイトの中に、ASCII 制御文字が含まれることはな
いと仮定します。

/etc/default/syslogd で NEWLINE_NO_TRUNCATE を変更した場合は、 syslogd およびこの機能に依
存するすべてのアプリケーションを必ず再起動する必要があります。

NEWLINE_NO_TRUNCATE および MULTIBYTE_ENABLE の機能は、 syslog に対する引き数として渡された
メッセージにのみ適用されます。

将来のリリースでは、 NEWLINE_NO_TRUNCATE の選択的な有効化は利用できなくなる可能性があります。

著者
syslogd は、カリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。
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ファイル
/dev/klog カーネルログデバイス
/dev/log syslogd がログメッセージを読み取る名前付きパイプ
/dev/log.un syslogd がログメッセージを読み取る UNIX ドメインソケット
/etc/syslog.conf 構成ファイル
/etc/default/syslogd syslogd の調整パラメータの構成ファイル。
/var/run/syslog.pid プロセス ID

参照
logger(1), syslog(3C)
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名称
talkd − リモートユーザー通信サーバー

構文
talkd

説明
talkd は、誰かが会話を始めたいことをユーザーに知らせるサーバーです。会話を始めたいクライアントの
要求に応えて、招待状置き場として動作します。クライアント ( talk コマンド )が会話を始めるには、
LOOK_UP 型のメッセージをサーバーに送信します( /usr/include/protocols/talkd.h を参照)。これ
により、そのサーバーは招待状テーブルを検索して、発信者がメッセージで指定した着信者と話すための招待
状が存在するかどうかを調べます。検索できない場合、発信者は ANNOUNCE 型のメッセージを送信し、こ
れによりサーバーは着信者のターミナルに告知を表示して連絡を要求します。着信者が応答すると、ローカル
のサーバーは記録された招待状を使用して適切な待合せアドレスで応答し、発信側および着信側のクライアン
トプログラムは、会話が発生するためのストリーム接続を確立します。

会話サービスをアクティブにするには、 /etc/inetd.conf ファイルに次のエントリーを追加しなければな
りません。

ntalk dgram udp wait root /usr/lbin/ntalkd ntalkdA

参照
talk(1), write(1)
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名称
tcpd − インターネットサービスに対するアクセス制御機能

説明
tcpd プログラムは、 telnet、 finger、 ftp、 exec、 rsh、 rlogin、 tftp、 talk や、実行可能
ファイルに１対１でマッピングされるその他のサービスの受信要求を監視するように設定できます。

このプログラムは、4.3BSD スタイルのソケットと System V.4 スタイルの TLI の両方をサポートしていま
す。この機能は、TLI の下層のプロトコルがインターネットプロトコルでない場合には、制限されます。

動作は次のように行われます。サービス要求を受信すると、 inetd デーモンは、要求されたサーバーの代わ
りに tcpd プログラムを実行します。 tcpd は要求を記録します。そして、アクセス制御ファイルを確認
し、一致する (デーモン、クライアント) ペアエントリーが、要求されたサービスへのアクセスを許可されてい
るか拒否されているかを調べます。要求されたサービスへのアクセスが許可されている場合、 tcpd は適切な
サーバープログラムを起動して終了します。ロギング動作、ユーザー名検索や逆引き検索の失敗時の動作など
の構成パラメータは、構成ファイル /etc/tcpd.conf で定義できます。詳細は tcpd.conf (4) を参照してく
ださい。

tcpd には、パターンベースのアクセス制御、RFC 931 を使ったクライアントユーザー名検索、ホストが他の
ホストのホスト名を詐称しないようにする保護、ホストが他のホストのネットワークアドレスを詐称しないよ
うにする保護などの機能があります。

ロギング
tcpd が監視している接続は、 syslog(3C) 機能を通じて通知されます。各レコードには、タイムスタンプ、ク
ライアントのホスト名、要求されたサービスの名前が含まれています。この情報は、不要な動作 (特に複数の
ホストからのログファイル情報がマージされた場合) の検出に使うことができます。

情報がどこに記録されているかを確認するには、syslog 構成ファイル /etc/syslog.conf を調べます。

アクセス制御
tcpd は、パターンマッチングに基づく簡単な形式のアクセス制御をサポートしています。アクセス制御ソフ
トウェアには、パターンに応じてシェルコマンドを実行するフックが用意されています。詳細は
hosts_access(5) を参照してください。

ホスト名の検証
一部のプロトコル (rlogin、rsh) の認証方法は、ホスト名に依存しています。実装によっては、任意のラン
ダムなネームサーバーから得たホスト名を信頼します。より注意深く処理を行っていても、欠陥のあるアルゴ
リズムを使っている実装もあります。

tcpd は、クライアントのアドレスで「アドレスから名前」の検索を行った結果返されたクライアントホスト
名を検証します。このデーモンは、クライアントのアドレスと、「結果として取得した名前からアドレス」の
検索により返されたアドレスを比較します。一致しない場合、 tcpd は、ホストが他のホスト名を詐称してい
ると判断します。

/etc/tcpd.conf 内の構成パラメータ on_reverselookup_fail に deny が設定されている場合、ホス
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ト名とアドレスに不一致があれば、 tcpd は接続を終了します。一致する場合、ホスト名を PARANOID ワイ
ルドカードと照合した後、適切な動作を行います。

ホストアドレスのスプーフィング
tcpd は、処理しているすべての接続で、ソース経路指定ソケットのオプションを無効にします。これで、ア
ドレスが他のネットワークに属しているように見せかけるホストからの大半の攻撃から保護することができま
す。 UDP サービスには、この保護による利点があります。

注記: この機能は IPv6 接続には適用できません。

RFC 931
RFC 931 検索が (/etc/tcpd.conf ファイル内で) 有効になっている場合、 tcpd はクライアントユーザー
の名前を確立しようとします。これは、クライアントホストが RFC 931 に準拠したデーモンを実行している
場合にのみ成功します。クライアントユーザー名検索は、データグラム指向の接続では動作せず、PC からの
接続では大幅に遅延する可能性があります。構成ファイル /etc/tcpd.conf にはタイムアウト値を設定する
オプションがあります。 tcpd はそのファイル内で、リモートユーザー名を取得しなければなりません。詳細
は tcpd.conf (4) を参照してください。

例
選択したサービスへのアクセスを tcpd を使って監視するようにシステムを構成する方法は、２通りありま
す。以下の例では、ftp および telnet デーモンを使った２通りの構成を示しています。

例１
オリジナルのデーモンを /usr/lbin/wrapper ディレクトリに移動して、オリジナルのデーモンの代わりに
tcpd をインストールします。 inetd 構成ファイル /etc/inetd.conf を変更する必要はありません。

# mkdir /usr/lbin/wrapper

# mv /usr/lbin/ftpd /usr/lbin/wrapper

# cp /usr/lbin/tcpd /usr/lbin/ftpd

例２
次のように、 inetd 構成ファイルを編集します。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd

上記の行を、次のように変更します。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/tcpd /usr/lbin/telnetd telnetd

パス名の最後のコンポーネント (telnetd) のみが、アクセス制御とロギングに使われます。

kill -HUP を inetd プロセスに送信して、変更を有効にします。

上記のエントリーが telnetd の絶対パスを使わずに指定された場合、 tcpd は、 /usr/lbin/wrapper

ディレクトリ内で telnetd のバイナリを探します。

注記: アクセス制御のメカニズムをサービスの IPv6 接続に適用するには、 /etc/inetd.conf ファイル内
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で、そのサービスに対する IPv6 接続を有効にします。詳細は inetd.conf (4) のマンページを参照してくださ
い。

警告
UDP (および RPC) のデーモンには、他の要求に備えて、作業が終わってもしばらく残っているものがありま
す。 inetd 構成ファイルでは、これらのサービスに wait オプションが登録されています。このようなデー
モンを起動した要求のみがログに記録されます。

このプログラムは、TCP 上の RPC サービスでは動作しません。これらのサービスは、 inetd 構成ファイル
内では rpc/tcp として登録されています。この制限の影響を受ける重要なサービスは、 rexd のみです。
このサービスは、 on コマンドが使います。ほとんどのシステムでは、 rexd を使うと、
/etc/hosts.equiv 内でワイルドカードを使った場合よりも安全性が低くなります。

RPC ブロードキャスト要求 (たとえば rwall、 rup、 rusers) は必ず、応答側ホストから送られます。実際
の動作では、クライアントがネットワーク上にあるすべての portmap デーモンに要求をブロードキャスト
し、各 portmap デーモンはその要求をローカルデーモンに転送します。デーモン (rwall など) から見る
と、要求はローカルホストから来ているように見えます。

著者
Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl)

Department of Mathematics and Computing Science,

Eindhoven University of Technology

Den Dolech 2, P.O. Box 513,

5600 MB Eindhoven, The Netherlands

ファイル
ホストのアクセス制御テーブルのデフォルトの場所は、次のとおりです。

/etc/hosts.allow アクセスを許可する (デーモン、クライアント) ペア

/etc/hosts.deny アクセスを拒否する (デーモン、クライアント) ペア

参照
inetd(1M)、インターネットサービスデーモン

syslogd(1M)、 syslogd 制御ファイルのフォーマット

inetd.conf (4)、 inetd 制御ファイルのフォーマット

hosts_access(5)、 tcpd アクセス制御テーブルのフォーマット
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名称
telnetd − TELNET プロトコルサーバー

構文
/usr/lbin/telnetd [−A ] [−a authmode] [−b [bannerfile] ]  [−e] [−f] [−n] [−s] [−t] [−y] [−z]

[−TCP_DELAY]

説明
telnetd デーモンは、DARPA 標準 TELNET 仮想端末プロトコルをサポートするサーバーを実行します。
インターネットデーモン (inetd) は、tcp プロトコルを使用して、telnet に対するサービスデータベース
にリストされたポートでサービス要求を受け取った時点で telnetd を実行します (inetd(1M) および ser-

vices(4) 参照)。

telnetd は、クライアントに対して Telnet 疑似端末装置 (tels(7) 参照 ) を割り当て、さらに stdin、
stdout、stderr として Telnet 疑似端末のスレーブ側となるログインプロセスを作成することによって動
作します。telnetd は、Telnet 疑似端末のマスター側を操作して、TELNET プロトコルを実現し、クライ
アントとログインプロセスの間でキャラクタを転送します。

注記: telnetd は pty(7) デバイスを使用しなくなりました。代わりに TELNET セッション専用に
作成された特別のデバイスを使用します。詳細については tels(7) を参照してください。

TELNET セッションが開始されると telnetd はクライアント側に TELNET オプションを送り、キャラク
タの remote echo と suppress go ahead を行ない、 terminal speed , terminal type ,

authentication (kerberos が有効になっている場合) 情報をリモートクライアントから受け取る用意のある
ことを示します。リモートクライアント側の準備ができていれば、作成されたログインプロセスの環境にリ
モート端末タイプが伝達されます。クライアントに割り当てられる疑似端末は、文字がエコーされる点を除
き、ログイン用の通常の端末として設定されます (tty(7) 参照)。

telnetd は、次の処理を行います。 echo , binary , suppress go ahead , timing mark

telnetd はリモートクライアントに次の処理を行わせます。 binary , flow control , ter-

minal speed 、 terminal type , suppress go ahead , authentication (kerberos が
有効になっている場合)

フロー制御オプションを使うと、リモートホスト上で実行するアプリケーションがローカルホスト上のフロー
制御を切り替えることができます。telnet セッションのフロー制御をプログラムで切り替えるには、最初
に、tcgetattr 関数を呼び出して現在の termios 設定情報を取得する必要があります。たとえば、次のよ
うに呼び出します。

tcgetattr(filedes, &termios_p)

次に、termios 構造体の c_iflag に IXON を設定 (再設定) してフロー制御を可能 (不可) にする必要があ
ります。

最後に、tcsetattr 関数で変更を実現することができます。たとえば、次のように呼び出します。
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tcsetattr(filedes, TCSANOW, &termios_p)

ユーザーは stty コマンドを使ってフロー制御を対話形式に切り替えることができ、フロー制御をオフにする
には入力オプション −ixon を、オンにするには ixon を使用します。詳細については stty(1) のマンページ
を参照してください。

端末スピードオプションを使うと、リモートホスト上で実行しているアプリケーションは ioctl または stty を
使ってローカルホストの端末スピードを得ることができます。

また、telnet は、TAC User ID (TAC Access Control System または TACACS User ID ともいう ) オプ
ションをサポートしているので、それを使用して２つ以上のホストに許可を得てログオンするユーザーは２回
目のログインシーケンスを回避することができます。下記の −t オプションを参照してください。

インターネットデーモンから telnetd を起動するには、設定ファイル /etc/inetd.conf に、次のエント
リーが記述されていなければなりません。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd

上記の構成は、IPv4 環境だけに適用できます。telnetd が IPv6 環境で動作するためには、構成ファイル
/etc/inetd.conf には、以下のような tcp6 エントリーが必要です。

telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd

注記: IPv6 環境で動作するように tcp が tcp6 に変更されています。

telnet は rlogin と同じファイル (hosts.equiv および .rhosts) を使って参加システムおよび承認
ユーザーを検証します (構成の詳細については hosts.equiv(4) および 『システム/ワークグループの管理』マ
ニュアルを参照)。

オプション
telnetd には、次のようなオプションがあります。

−b [bannerfile] 固有のバナーが格納されているファイルを指定します。このオプションは、標準の
telnetd ログインバナーより優先されます。たとえば、ログインバナーとして
/etc/issue を使用する場合は、/etc/inetd.conf に次の行を入れて inetd から
telnetd を開始させます (\ は行の継続を示す)。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd \

telnetd -b/etc/issue

IPv6 環境で動作させるには /etc/inetd.conf のエントリーは、次のようにします。

telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd \

telnetd -b/etc/issue

注記: IPv6 では tcp が tcp6 に変更されています。

bannerfile を指定しない場合は、telnetd はログインバナーを出力しません。
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−e 環境変数をすべて telnetd に渡して login を起動します。

−n /etc/inetd.conf ファイル内の初期オプションネゴシエーションのタイムアウト値
を、次のように設定します。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd \

telnetd -n240

このオプションは telnetd に対して、初期オプションネゴシエーションの段階で、肯
定応答も否定応答も受信しなかった場合に、タイムアウトとして終了させるまでに待つ
時間を指示します。タイムアウト値は、秒単位です。このオプションは整数値で指定し
ます。値の範囲は１～21474836 で、デフォルト値は 120 秒です。

-n オプションとタイムアウト値の間に空白を入れることはできません。たとえば、
-n240 のように指定します。

IPv6 環境で動作させるには /etc/inetd.conf のエントリーを次のようにします。

telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd \

telnetd -n240

注記: IPv6 では tcp が tcp6 に変更されています。

−s このオプションによって、BUFFERSIZE 値を設定することができます。このオプショ
ンを指定すると、TCP に送る前に連結するユーザーデータのバイト数を telnetd に
指示できます。このオプションには、整数値を指定します。デフォルト値はありませ
ん。

-t TAC User ID オプションを有効にします。システム管理者は参加ホストに指定された
サーバー上で、inetd を telnetd -t オプションを使って /etc/inetd.conf 内
で開始して TAC User ID オプションを使用可能とすることができます。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -t

IPv6 で TAC User ID オプションを使用可能とするためには、以下のように
/etc/inetd.conf 内で inetd が -t オプション付きで telnetd を起動する必要
があります。

telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -t

注記: IPv6 では tcp が tcp6 に変更されています。

TAC User ID を指定どおりに動作させるために、システム管理者はオプションの許可
ユーザーすべてに対して、TAC User ID アクセスが許されている各参加システム上で同
一のログイン名とユニークなユーザーID (UUID) を割り当てなければなりません。同じ
UUID を非許可ユーザーに割り当ててはいけません。

822 Hewlett-Packard Company − 3 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



telnetd(1M) telnetd(1M)

ローカルおよびリモート UUID が異なる場合、ユーザーはシステム上の機能を利用でき
ませんが、通常の telnet ログインシーケンスを使うことができます。また１つの
UUID を持ったユーザーが参加システムおよびアカウントへのエントリーを許され、そ
こでは同じ UUID に別のユーザーが割り当てられているとすれば、上の制約が守られな
いかぎりセキュリティブリーチの可能性があります。

典型的な構成では、１つ以上の安全なフロントエンドシステムと、参加ホストのネット
ワークで構成されます。フロントエンドシステムへのログオンに成功したユーザーは、
どの参加システムに対しても別のログインプロンプトなしに直接 telnet 接続するこ
とができます。

−y シェルコマンド stty 0 を受けたとき、または telnetd と通信する telnet クライ
アントが TELOPT_TERMSPEED に対して０ボーの通信速度で到着したときに telnetd

が接続を切断するよう、設定します。

−z このオプションで BUFFERTIMEOUT 値を設定することができます。このオプションを
指定すると、タイムアウトして、TCP への連結されたユーザーデータを初期化するまで
にどれくらい待つべきかを telnetd に指示できます。TIMEOUT の値は時計単位時間
(10 ms) で測られ、秒ではないことに注意してください。このオプションには、整数値
を指定します。デフォルト値はありません。

-TCP_DELAY このオプションによって、TCP_NODELAY ソケットオプションを無効にできます。この
オプションを指定して telnetd を起動すると、telnetd への小さな書き込みが TCP

レベルで連結され、より大きな TCP パケットが少ない頻度でクライアントへ送られる
ようになります。

注記: -TCP_DELAY オプションを -z や -s オプションと一緒に使用することは推奨
されません。

telnetd が -TCP_DELAY オプションを使用するように構成するには、設定ファイル /etc/inetd.conf

のエントリーに、次のように記述します。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -TCP_DELAY

IPv6 環境で -TCP_DELAY オプションを使用するように構成するには、設定ファイル /etc/inetd.conf の
エントリーに、次のように記述します。

telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -TCP_DELAY

注記: IPv6 では tcp が tcp6 に変更されています。

BUFFERSIZE を 100 バイトに、BUFFERTIMEOUT を 100 単位時間にして telnetd を構成するには、設定
ファイル /etc/inetd.conf のエントリーに、次のように記述します。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -s100 -z100

IPv6 環境では、/etc/inetd.conf のエントリーに、次のように記述します。
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telnet stream tcp6 nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -s100 \

-z100

注記: IPv6 では tcp が tcp6 に変更されています。

Kerberos 固有のオプション
Kerberos モードでは、/etc/inetd.conf 内に以下の行があると inetd が telnetd を起動できます。

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -A

または

telnet stream tcp nowait root /usr/lbin/telnetd telnetd -a valid

-A オプションを使うと、セキュアでないシステムがサーバーにアクセスすることを拒否できます。authmode

が debug になっている場合以外は、-a オプションで指定した値より優先されます。詳細については sis(5)

のマンページを参照してください。

-a authmode オプションは、Kerberos 認証で使うモードを指定します。詳細については sis(5) のマンページ
を参照してください。authmode の値は、次のとおりです。

debug 認証のデバッグを開始します。

valid デフォルトの値です。リモートユーザーが正当な Kerberos 認証情報を提示し、指定したア
カウントへのアクセスが認可されたときにのみ、接続が許可されます。

none 認証情報は必要ありません。Kerberos 認証情報がなかったり不十分な場合は login(1) プロ
グラムが必要なユーザー検証を行います。詳細については login(1) のマンページを参照し
てください。

-f オプションは、telnetd に対して、認証オプションのネゴシエーションで telnet クライアントが NULL

タイプで通信する場合は、通常の認証モードを使うように指示します。

デフォルトでは、telnet サーバーは Kerberos V5 に基づいた認証を行うリモート実行機能を備えていま
す。詳細については sis(5) のマンページを参照してください。

診断
telnetd が接続の設定中にエラーを検出すると、エラーメッセージを返した後、接続がクローズし、サー
バーが終了します。ログインプロセス、あるいは子プロセスで生成されるエラーはすべて、通常のデータとし
て転送されます。

telnetd は次の診断メッセージを表示します。

unable to allocate Telnet device

サーバーが、ログインプロセスに使用する Telnet 疑似端末を確保できませんでした。Telnet

疑似端末がすべて使用中であるか、telm ドライバが正しくセットアップされていません
(tels(7) 参照)。
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次の手順 : telnetd が実行されているホストの Telnet 疑似ドライバの設定をチェックして
ください。

fork: No more processes

telnetd が着信接続を処理するプロセスを分岐できませんでした。

次の手順 : しばらく待って、再度試してください。まだこのメッセージが表示される場合
は、サーバーのホストが、プロセステーブルの全エントリーを使用して、プロセスが暴走して
いる可能性があります。

/usr/bin/login: ...

表示された理由によって、ログインプロセスが exec*() から開始できませんでした (exec(2)

参照)。

警告
リモートクライアントから送られる端末タイプ名は小文字に変換されます。

telnetd は、TELNET の go ahead コマンドを転送しません。

著者
telnetd は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

参照
login(1), rlogin(1), stty(1), telnet(1), inetd(1M), inetsvcs_sec(1M), exec(2), ioctl(2), hosts(4), hosts.equiv(4),

inetd.conf(4), inetd.sec(4), services(4), sis(5), pty(7), tels(7), tty(7)

DOD MIL_STD 1782

RFC 854 for the TELNET protocol specification
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名称
tftpd − トリビアルファイル転送プロトコルのサーバー

構文
/usr/lbin/tftpd [-l ] [-R retran-seconds] [-r blksize|timeout|tsize] [-s]

[-T total-seconds] [ path ...]

説明
tftpd は、インターネットのトリビアルファイル転送プロトコル (RFC783) をサポートしているサーバーで
す。 TFTP サーバーは、 tftp サービスの説明 (services(4) を参照) で示したポートで動作します。サーバー
は通常、 /etc/inetd.conf ファイルの働きにより inetd によって起動されます (inetd(1M) と
inetd.conf (4) を参照)。

オプション
tftpd は次のオプションをサポートしています。

-l このオプションを指定するとデバッグ情報を syslog ファイルに書き込みます。

-R このオプションは、パケットごとの再転送タイムアウトを秒単位で指定します。デフォル
ト値は5秒です。

-r blksize|timeout|tsize

このオプションによりクライアント側オプション (blksize ( ブロックサイズ )、
timeout (再送タイムアウト)、 tsize (転送ファイルサイズ) ) がそれぞれ無効になりま
す。デフォルトではこれらのオプションは有効になっています。たとえば、クライアント
とサーバー間のタイムアウトネゴシエーションを無効にするには次のコマンドでサーバー
を起動します。

tftpd -r timeout

-s このオプションは、 tftpd Service Guard 環境で動作できるようにします。 tftp クライ
アントが、サーバーのインタフェースが別名の IP アドレスで構成されたときに要求された
アドレスと異なる IP アドレスから受信した tftp 応答を拒否するような、 tftp クライ
アントでは、このオプションが必要です。

-T このオプションは、再転送タイムアウトの合計を秒単位で指定します。デフォルト値は、
25秒です。

path パラメータは次のような効果を持ちます。

• tftpd は2つのモードのいずれかまたは両方の組み合せで動作します。1つ目のモードは、疑似ユー
ザー tftp, 用に定義されたホームディレクトリを必要とし、そのパスを基準にしてファイルを捜しま
す。2つ目のモードではコマンド行で1つまたは複数の paths を指定することが必要であり、コマンド
行で指定されたいずれかのパスに一致するかそのパスを起点とするパスを持つファイルに対するアクセ
スのみが許可されます。1つ目のモードはHP-UXの旧リリースと後方互換性があり、セキュリティはい
くらか厳重になっています。2つ目のモードは他のベンダによる tftpd のインプリメンテーションと
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互換性があり、より柔軟にファイルにアクセスすることができます。

• コマンド行で path が指定されていない場合、 tftpd が動作するには、 /etc/passwd データベース
(passwd(4) 参照) に tftp というアカウント(擬似ユーザー)のためのエントリーが必要です。パスワー
ドフィールドに *, 所属するグループに guest, そしてログインシェルに /usr/bin/false を指定す
る必要があります。例えば (ゲストグループ ID を101として)、次のように指定します。

tftp:*:510:101:tftp server:/home/tftpdir:/usr/bin/false

tftpd は chroot() を呼び出すことにより、ルートディレクトリを変更して疑似ユーザー tftp の
ホームディレクトリと同じにします。これにより tftp クライアントによるアクセスが tftp ホーム
ディレクトリの下のファイルのみに制限されます (chroot(2) を参照)。さらに、 tftp クライアントは
そのディレクトリの中のファイルで疑似ユーザー tftp が読み取れるもののみを読み込むことができ、
tftp クライアントはそのディレクトリの中にファイルが存在しそれが疑似ユーザー tftp が書き込め
るものである場合のみ書き込むことができます。

• コマンド行で path が指定されている場合、 tftpd は tftp という名前の疑似ユーザーが
/etc/passwd に存在することを必要としません。指定された path が、 tftp クライアントによる
ファイルアクセスを制御します。各 path は (tftp ホームディレクトリではなく) / を基準にしたもの
として扱われ、ディレクトリであってもファイルであってもかまいません。 tftpd は、制限 path の
1 つに完全に一致するか最初の部分が一致するファイル以外についてはクライアントのアクセスを禁止
します。また、 ‘‘..’’ を含むファイルパスへのアクセスも禁止します。ただしアクセス対象のファイル
は制限パスの外部をポイントするシンボリックリンクであってもかまいません。

• コマンド行で path が指定されていて、かつ tftp ホームディレクトリが定義されており、それが /,

ではない場合、 tftpd はまずホームディレクトリを基準にして (ホームディレクトリの下で) ファイル
を捜します。そこにファイルがなかった場合、 tftpd は / を基準にし、パス制限を適用してファイ
ルを捜します。したがって両方の位置に同名の2つのファイルが存在する場合、 tftpd は tftp の
ホームディレクトリの下のファイルだけにアクセスします。

inetd では、行末にバックラッシュを付けることによって、 inetd.conf の中のコマンド行を継続できる
ことに注意してください。

path が指定されている場合でも、 tftp 疑似ユーザーを定義することを強くお勧めします。なぜなら、クラ
イアントのアクセスがこの疑似ユーザーによる読み書きが可能なファイルだけにさらに制限されるからです。
この場合は、 tftp 疑似ユーザーのホームディレクトリを / に設定することが安全です。

診断
次項の診断は、 err ログレベル (syslogd(1M)を参照) で syslogd デーモン機能にログされます。

No security mechanism exists

パスワードデータベース (/etc/passwd) に疑似ユーザー tftp が見つからず、 tftpd が
path 引き数なしで実行されました。
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パスワードデータベース /etc/passwd の疑似ユーザー tftp のエントリーを追加するか修
正してください。あるいは、 inetd 設定ファイル /etc/inetd.conf の tftpd 引き数に
アクセスリスト ( path 引き数)を追加してください。 inetd をコマンド inetd -c で再設
定してください。

Unknown option option ignored

inetd の設定ファイル /etc/inetd.conf の tftpd 引き数に、誤ったオプションが指定
されました。

オプションを削除するか訂正し、コマンド inetd -c で inetd を再起動してください。

Invalid total timeout value

-T オプションに、数値以外の値か負の数が指定されました。

-T オプションに指定した値を修正し、コマンド inetd -c を使用して inetd を再設定し
てください。

Invalid retransmission timeout value

-R オプションに、数値以外の値か負の数が指定されました。

-R オプションに指定した値を修正し、コマンド inetd -c を使用して inetd を再設定し
てください。

system call:

指定された system call が異常終了しました。システムコールの説明は、対応するマニュアル
エントリーを参照してください。実行できない原因は、システムコールに追加したエラーメッ
セージで説明しています。

警告
path 引き数なしで実行された場合、 tftpd は疑似ユーザー tftp のホームディレクトリの外部のパスを参
照するシンボリックリンクをサポートする能力はありません。これは chroot() を実行するためです。

著者
tftpd は、カリフォルニア大学バークレー校と HP が開発しました。

参照
tftp(1)、 inetd(1M)、 syslogd(1M)、 chroot(2)、 inetd.conf(4)、 passwd(4)

標準準拠
tftpd: RFC783、 RFC2347、 RFC2348、 RFC2349
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名称
tic − terminfo コンパイラ

構文
tic [-v [n] ] [-c] file ...

説明
tic terminfo ファイルをソースフォーマットからコンパイル済みのフォーマットに変換します。処理結果
は、 /usr/share/lib/terminfo ディレクトリに入れます。

-vn tic の処理状況を、(冗長)トレース情報に詳しく書き出します。この int 型のオプション n に、1

から 10 までを指定して、情報の詳細レベルを設定することができます。 n を省略すると、デフォ
ルトで 1 が設定されます。 n に、1 より大きい値を指定すると、情報は更に詳しくなります。

-c エラーのファイルのみチェックします。 use=links のエラーは検出されません。

tic は、terminfo の全記述をコンパイルして指定したファイルに入れます。 use= フィールドが見つかった
場合は、 tic は最初に現在のファイルを検索し、次に ./terminfo.src であるマスターファイルを検索し
ます。

環境変数 TERMINFO を設定した場合の処理結果は、 /usr/share/lib/terminfo ではなく TERMINFO が
指定した位置に入ります。

制限事項 : コンパイルされたエントリーの全長は、4096バイト以内でなければなりません。名称フィールド
は、128バイト以内でなければなりません。

ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/* コンパイルされた端末機能のデータベース

参照
untic(1M), terminfo(4), captoinfo(1M)

バグ
tic が、 ./terminfo.src を検索せずに、既存のコンパイル済みのエントリーをチェックしてしまうこと
があります。

標準準拠
tic: SVID2, SVID3
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名称
tsm.lpadmin − tsm とともに使用するプリンターの追加または削除

構文
/usr/tsm/bin/tsm.lpadmin -p printer -m model

/usr/tsm/bin/tsm.lpadmin -x printer

説明
tsm.lpadmin は、ターミナル セッションマネージャが走行している端末を介してプリンターがシステムに
接続されている場合に、LP スプーリングシステムにそのプリンターを追加 (または、システムから削除) しま
す (tsm(1) を参照)。tsm.lpadmin は、通常の方法で lpadmin を使用し、しかも LP の出力先の、指定さ
れたパイプを作成するシェルスクリプトです (lpadmin(1) を参照)。この指定されたパイプは TSM がオープン
します。このパイプから出力されたデータは端末を介してプリンターに送信されます。 LP スプーラがクラス
タサーバーで走行している場合でも、tsm.lpadmin を設定したプリンターは、(端末を介して) cnode に接続
します。

オプション
tsm.lpadmin には、以下のオプションがあります。

-p printer 関連するパイプとともに作成するプリンターを指定します。-p を使用する場合は、
必ず一緒に -m を指定する必要があります。

-m model プリンターに、モデルインタフェースプログラムを選択します。model は、LP ソフ
トウェアが提供するモデルインタフェース名の 1つです (lpadmin(1) マンページのモ
デルについての説明を参照してください)。-m を使用する場合は、必ず一緒に -p

を指定する必要があります。

-x printer LP システムから printer を削除します。-x は、他のオプションと一緒に指定する
ことはできません。

制限
tsm.lpadmin を使用するには、ログイン名 lp または root をもつユーザーでなければなりません。

著者
tsm.lpadmin は、HP が開発しました。

ファイル
/var/spool/lp/tsm.pipes/*

参照
tsm(1), lpadmin(1M)
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名称
ttsyncd − nis+ 高信頼性テーブルと同期する nis+ パスワードテーブルの保守デーモン

構文
/usr/lbin/ttsyncd [-D] [-v] [-t synchour] [-i interval]

説明
ttsyncd は、nis+ 高信頼性テーブルに対し、nis+ パスワード (passwd) テーブルにあるそれぞれのログ
イン名の存在を調べます。パスワードテーブルに存在していて高信頼性テーブルには存在して「いない」すべ
てのユーザーについて、高信頼性テーブルにユーザーエントリーを作成します。それぞれの nis+ ユーザーは
HP 高信頼性システムにログインする可能性があります。したがって、ttsyncd は、nis+ ユーザーがログ
インする前に高信頼性テーブルにエントリーを作成して、高信頼性システムを支援します。一方、システム管
理者は、nis+ ユーザーが nis+ ネーム空間の一部である高信頼性システムにログインする前に、それぞれの
nis+ ユーザーのグローバルなセキュリティの属性を変更できます。

オプション
ttsyncd は以下のオプションを認識します。

−D ttsyncd のデバッグに使用します。すべての出力が、画面と syslog へ出力されます。

−v ttsyncd のデバッグに使用する詳細出力モードです。

−t 以下のように、毎日の同期開始時間として、０から 23 の値を設定します。

-t10 同期開始時間は、午前 10 時です。

-t23 同期開始時間は、午後 11 時です。

-t0 同期開始時間は、午前０時です。

指定省略時の同期開始時間は午前０時です。

−i 以下のように、同期間隔として０から 23 の値を１時間単位で設定します。

-i0 継続的に同期をとります (以下の注記を参照してください)。

-i4 ４時間ごとに同期をとります。

-i20 20 時間ごとに同期をとります。

指定省略時には、24 時間ごとに同期をとります。

操作
nis+ ネーム空間内で高信頼性モードを集中的に運用することが望ましい場合、ttsyncd をすべての HP

nis+ サーバー上で実行しなければなりません。また、/etc/rc.config.d/comsec で TTSYNCD=1 を設
定すると、ttsyncd をブート時に自動的に起動できます。また、ttsyncd は、nis+ サーバー (ルートま
たはマスター) 上でのみ実行され、nis+ が立ち上げられて実行中である場合だけ起動できます。
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注記
同期間隔を -i0 に指定すると、ttsyncd は、パスワードテーブルの変更を継続的にチェックし、変更が
あった場合は、同期がとられます。このように設定しておくと、パスワードテーブルの変更後、すぐに高信頼
性テーブルの同期をとる必要がある場合に便利です。ただし CPU がパスワードテーブルのチェックを行うた
めの時間がかかります。

例
コマンドフォーマット

同期開始時間は午前０時で、２時間ごとに同期をとります。

/usr/lbin/ttsyncd -t0 -i2

同期開始時間は午前 10 時で、２時間ごとに同期をとります。

/usr/lbin/ttsyncd -t10 -i2

同期開始時間は午前０時で、４時間ごとに同期をとります。

/usr/lbin/ttsyncd -i4

午前０時のみに同期をとります。

/usr/lbin/ttsyncd

午前０時から継続的に同期をとります。

/usr/lbin/ttsyncd -i0

依存関係
NIS+ (ネットワーク情報ネームサービス)

ttsyncd には、NIS+ が構成され実行されていることが必要です。これは、nis+ サーバー上でのみ実行で
きます。また、パスワードテーブルが存在しない場合、ttsyncd は自己終了します。

著者
ttsyncd は、HP で開発されました。

ファイル
/etc/rc.config.d/comsec

/etc/sbin/init.d/comsec

参照
getprpwent(3)
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名称
tunefs − 既存の HFS ファイルシステムの調整

構文
/usr/sbin/tunefs [-A] [-v] [-a maxcontig ] [-d rotdelay ] [-e maxbpg ] [-m minfree ]

[-r advanced read-ahead ] special−device

説明
tunefs は、HFS ファイルシステムのレイアウトの方針に影響を及ぼす動的パラメータの値を変更します。
変更するパラメータは、次に説明するコマンド行上のオプションと引き数に指定します。

tunefs は、ファイルシステムブロックをディスク上にレイアウトする方法に影響を及ぼします。 newfs お
よび mkfs (newfs(1M) および mkfs(1M) 参照) コマンドによって設定されるデフォルトの rotdelay の値は０
ミリ秒で、この場合ファイルシステムブロックは逐次的に読み書きされます。一般的には、この設定がもっと
も効率的であり、 tunefs -d を使う必要はありません。

オプション
tunefs に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

-a maxcontig maxcontig には、循環待ち時間を強制的に入れる前にレイアウトされる連続する最大
ブロック数を設定します (次の -d を参照)。ほとんどのデバイスドライバは、ディス
ク転送について１回の割込みを発生させる必要があるため、デフォルト値は 1 で
す。１回のディスク転送で、バッファーをいくつか連鎖することができるデバイスド
ライバには、 maxcontig にチェーンの最大長を設定してください。

-d rotdelay rotdelay には、転送完了割込みを起こして、同じディスク上で新しい転送動作を始め
るまでに必要な時間を (ミリ秒単位で) 設定します。この値を使用して、ファイル内
の連続するブロックの間に入れる循環スペースの大きさを決定します。

-e maxbpg maxbpg には、単一のファイルが、強制的に別のシリンダグループからブロックの割
り当てを開始させられる前に、１つのシリンダグループから割り当てられるブロック
数の最大値を指定します。通常この値は、１つのシリンダグループのブロック総数の
約４分の１に設定します。このように設定する目的は、単一のファイルで１つのシリ
ンダグループのブロックを使い尽くさないようにし、続いてこのシリンダグループに
割り当てられるすべてのファイルへのアクセス回数を減らすことにあります。他の箇
所を検索する前にブロック数を制限することで、大きなファイルが１つのシリンダグ
ループの全ブロックに割り当てられる場合よりも、長く検索する時間を多くとること
ができます。極端に大きなファイルシステムの場合は、このパラメータの値を大きく
してください。

-m minfree minfree には、通常のユーザーが使用できないスペースのパーセンテージ、つまり最
小の空きスペースを示す起点を指定します。デフォルト値は 10%です。この値はゼロ
に設定することもできます。ゼロに設定した場合、スループットパフォーマンスは、
起点を 10% に設定した場合に予想される効率の３分の１に低下します。 minfree を
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現在使用中のレベルよりも上に設定した場合、ユーザーは、新しいしきい値に見合う
ようにファイルが削除されるまで、ファイルを割り当てることはできませんので注意
してください。

-r advanced read-ahead

advanced read-ahead は、ファイルシステムで高度予測先読み機能を使用するかどう
かを指定します。この機能を使用すると、そのためのシステムリソースがさらに必要
となります。認識可能なパターンは、順方向順次アクセス、逆方向順次アクセス、順
方向ストライド、および逆方向ストライドです。この値は、ゼロ (無効) または１ (有
効) に設定できます。デフォルトでは、ファイルシステムの作成時に advanced read-

ahead が有効に設定されます。

-v １次スーパーブロックに入っている現在の値を標準出力に表示します (visual)。

-A 設定用のオプションや引き数に明示したとおりに、１次スーパーブロックと冗長な
スーパーブロックを変更します (all)。

special-device 調整するファイルシステムの名称を指定します。ファイルシステムがマウントされて
いない場合は、ブロック特殊ファイルまたはキャラクタ特殊ファイルで、ファイルシ
ステムがマウントされている場合は、ブロック特殊ファイルです。

警告
ルートファイルシステムの調整は、通常最初にシステムソフトウェアをインストールするときに行います。イ
ンスタレーションが完了した後にルートファイルシステムを調整しても、すでに多数のファイルの書き込みが
終わっているため、効果はほとんどありません。

著者
tunefs は、カリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

参照
dumpfs(1M), mkfs(1M), newfs(1M)
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名称
udpublickey − パブリックキーデータベースファイルとNISマップのアップデート

構文
udpublickey

特記事項
ネットワーク情報サービス(NIS)は、以前はイエローページ(yp)と呼ばれていました。名称は変わりましたが、
サービスの機能は同じです。

説明
udpublickey は、 newkey または rpc.ypupdated が /etc/publickey データベースファイルをアッ
プデートする時点で updaters(1M) メークファイルから実行されます。

udpublickey は newkey または rpc.ypupdated から以下の情報を受け取ります。

Requestor’s name (a string)

Type of update

Number of bytes in key

Key

Number of bytes in data

Data

情報を受け取った後、 udpublickey はパブリックキーデータベースファイル /etc/publickey のアップ
デートを試みます。

アップデートが正常に実行されると、 udpublickey はNISマップ publickey.byname を作成します。

アップデートが完全に終わると、 udpublickey はゼロのステータスで終了しますが、それ以外の場合には
udpublickey は有効なNISエラーを伴って終了します。

このコマンドは対話型で実行してはなりません。

著者
udpublickey は Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

ファイル
/etc/publickey

参照
newkey(1M), rpc.ypupdated(1M), updaters(1M), publickey(4)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 835



untic(1M) untic(1M)

名称
untic − terminfo の逆コンパイラ

構文
untic [term] [-f file]

説明
untic は、terminfo ファイルをコンパイル済みフォーマットからソースフォーマットに変換します。パス名
に環境変数 TERMINFO を設定すると untic は、 /usr/share/lib/terminfo をチェックする前に、
TERMINFO によって指定されるパスにある端末のコンパイル済み terminfo の記述をチェックします。その他
の場合は、 /usr/share/lib/terminfo だけをチェックします。

通常、 untic は、 TERM 環境変数から得られるターミナルタイプを使用します。ただし、 term (ターミナル
タイプ) 引き数を指定すると、ユーザーは使用されるターミナルタイプを指定することができます。

file 引き数を指定すると、ユーザーは変換用に使用するファイルを指定することができます。このオプション
は、 TERM 環境変数と TERMINFO 環境変数の使用をバイパスします。

untic は、逆コンパイルされた terminfo の記述の結果を標準出力に送ります。

著者
untic は、HP が開発しました。

ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/*

コンパイルされた端末機能データベースです。

参照
tic(1M), terminfo(4)
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名称
update-ux − 新規 HP-UX 媒体からの HP-UX オペレーティングシステムのアップデート

構文
update-ux -s source_location [-?] [-n|-y] [-i] [-x option=value] [-f software_file] [sw_spec]

説明
update-ux コマンドは、HP-UX オペレーティングシステムを新しいバージョンにアップデートします。

オペレーティングシステム(OS) のアップデート、OS のワード幅の変更、およびオペレーティング環境(OE)

のインストールや変更を行う場合に update-ux を使用します。update-ux は、HP-UX 11i OE DVD な
ど、OE と OS を含むソースデポを使用する場合のみ正常に動作します。その他の媒体をソースとして使用す
る場合は swinstall を使用します。

update-ux は常に OS のアップデートを試みます。以下のバンドルは、HP-UX 11i OE DVD から常にイン
ストールされます。

HPUXBaseOS

HPUXBaseAux

B9073BA

B8465BA

WBEMP-LAN-00

NPar

Base-VXVM

OnlineDiag

SysMgmtBase

FDDI-00

FibrChanl-00

FibrChanl-01

IEther-00

GigEther-00

GigEther-01

USB-00

scsiU320-00

インストールされている CDE に対応する CDE 言語バンドル
OE バージョンに対応するバンドル
インストールされているソフトウェアに必要なネットワークドライバ

オペレーティング環境をインストールするためには、対応する OE バンドルがコマンド行で指定されていなけ
ればなりません (後述の sw_spec を参照)。

HPUX11i-OE

HPUX11i-OE-Ent
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HPUX11i-OE-MC

/dvd にマウントされた DVD 内のすべてのバンドルを表示するには、次のように入力します。

/usr/sbin/swlist -s /dvd

同一バージョンの OS で OE を変更する場合には、update-ux は OS のアップデートを試みます。ただし、
システムにインストールされていないソフトウェアのみがインストールされ、システムにすでに存在するソフ
トウェアは、解析フェーズで選択解除されます。

現在の OS バージョンが 11.11 または 11.22 の場合には、まず update-ux をシステムにインストールしま
す。たとえば、次のようにします。

swinstall -s source_location Update-UX ¥@ ¥

ここで、source_location は 11i Update-UX プロダクトを含むデポの絶対パスです。

オプション
update-ux は、以下のオプションをサポートしています。

−s source_location ソースを指定します。ローカルディレクトリ、SD デポを含むマウントされた
DVD、またはリモートマシンとデポの組合せが指定可能です。source_location

で使用するパスはすべて、絶対パスで指定する必要があります。source_loca-

tion が DVD の場合、update-ux は１枚の DVD からインストールするもの
とみなします。source_location がリモートマシンとデポの組合せの場合は、最
初にリモートマシンを指定し、コロンで区切って次にリモートデポの絶対パス
を指定します。 (例: swperf:/var/spool/sw)

-? 使用法を出力します。

-n|-y デフォルトでは、エラーが検出されると継続するかどうかを確認するために
update-ux が一時停止します。「いいえ」 (-n) または 「はい」 (-y) を指定
して、エラーが検出された場合に続行するかどうかを指示します。最初に、-n

(またはこのオプションを省略) を指定して、エラーが検出されると update-ux

が中断するようにします。次に、/var/adm/sw/swagent.log に記録された
エラーをレビューします。すべてのエラーをレビューおよび解決したあとで、
-y を指定して update-ux がその他のエラーをすべて無視するようにしま
す。

-i swinstall の対話型インタフェースを起動します。詳細については、swin-

stall(1M) マンページを参照してください。

−x option=value swinstall オプションを設定します。swinstall -p (プレビュー ) はサ
ポートされていません。詳細については、swinstall(1M) マンページを参照して
ください。
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−f software_file デフォルトでインストールされるバンドルのリストをファイル
/usr/lib/sw/update-ux.selections ではなくファイル software_file か
ら読み取ります。

sw_spec OE またはネットワークドライバのバンドルなどの任意のソフトウェア選択を指
定します。

戻り値
update-ux コマンドは、正常に終了しなかった場合に、以下の値を返します。

1 実行中のエラー。アップデートは中断されました。
2 ユーザーの要求 (-n オプション)、またはキーボートによってアップデートが中断されました。

診断
標準出力:

update-ux セッションは、以下の重要なイベントに関するメッセージを出力します。

• セッション開始およびセッション終了メッセージ。
• 主要タスクのメッセージ。

ログ:
エラーは /var/adm/sw/update-ux.log および /var/adm/sw/swagent.log に記録されます。

例
/dvd にマウントされた HP-UX 11i OE DVD の OS デポからアップデートする場合、次のように入力しま
す。

/usr/sbin/update-ux -s /dvd HPUX11i-OE

この例では、OS をアップデートして HP-UX 11i オペレーティング環境(OE) をインストールします。

OE はインストールせずに、エラーメッセージを無視して /dvd から OS のアップデートを行う場合は、次の
ように入力します。

/usr/sbin/update-ux -s /dvd -y

OS と共に、システム上の他のソフトウェアも /dvd のソースデポ内の新バージョンにアップデートするに
は、次のように入力します。

/usr/sbin/update-ux -s /dvd -x match_target=true

著者
update-ux は、HP により開発されました。
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ファイル
/usr/sbin/update-ux update-ux コマンド

/var/adm/sw/swagent.log swagent ログファイル

/var/adm/sw/update-ux.log update-ux ログファイル

参照
sd(4), sd(5), swinstall(1M)

以下のマニュアルは、HP-UX 11i Instant Information CD および http://docs.hp.com/ (英文) または
http://docs.hp.com/ja (和文) で参照できます。

• 『HP-UX 11i Installation and Update Guide (HP-UX 11i インストール/アップデートガイド)』
• 『Software Distributor Administration Guide (Software Distributor 管理者ガイド)』
• 『Managing Systems and Workgroups (システム/ワークグループの管理)』
• 『Managing SuperDome Complexes, A Guide for HP-UX System Administrator (SuperDome システム管
理)』
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名称
updaters − NISアップデートのための構成ファイル

構文
updaters

特記事項
ネットワーク情報サービス(NIS)は、以前はイエローページ(YP)と呼ばれていました。これら2つの機能は同じ
で、名称が変わっただけです。

説明
updaters は、ネットワーク情報サービス(NIS)データベースのアップデートに使用されるメークファイルで
す。データベースは、ネットワークが保護されている場合にのみ、すなわちNIS publickey データベース(

publickey.byname )が存在する場合にのみ、アップデートすることができます。デフォルトの updaters

スクリプトは、 publickey.byname マップだけをアップデートします。

ファイルのエントリーは、特定のNISデータベースのメークターゲットです。例えば passwd.byname をこ
のスクリプトに追加したい場合、そのデータベースをアップデートするコマンドでpasswd.bynameという名前
のメークターゲットを作成します。 udpublickey(1M) を参照してください。

アップデートに必要な情報は、標準入力をとおしてアップデートコマンドに渡されます。渡される情報には次
のような説明があります。 Actual bytes of key と Actual bytes of data 以外のすべての項目の末尾に、改行が
ついています。

Network name of client wishing to make the update (a string)

Kind of update (an integer)

Number of bytes in key (an integer)

Actual bytes of key

Number of bytes in data (an integer)

Actual bytes of data

特定のデータベースをアップデートするコマンドは、標準入力からこの情報を受け取った後、ユーザーが要求
の変更を許可されているかどうかを判別する必要があります。

許可されていなければ、コマンドはステータス YPERR_ACCESS を伴って終了します。

ユーザーが変更を許可されていれば、コマンドは変更を実行してから、ステータス0で終了します。

アップデートのための変更を妨げるエラーがある場合には、 <rpcsvc/ypclnt.h> で説明されている有効な
NISエラーコードに一致するステータスを伴って終了します。
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著者
updaters は Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
make(1), newkey(1M), rpc.ypupdated(1M), udpublickey(1M), publickey(4)
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名称
ups_mond − HP PowerTrust 無停電電源システムモニターデーモン

構文
/usr/lbin/ups_mond [-f configfile ] [-s ] [-t ]

説明
ups_mond は、一定の限界を超えて AC 電源の損失が検出されると、 HP-UX をシャットダウンして、ファイ
ルシステムの保全性を保証します。これを行うために ups_mond は、設定ファイル (デフォルトでは
/etc/ups_conf) で指定されたデバイススペシャルファイルを使用して、システムに接続された各 HP Pow-

erTrust 無停電電源システム (UPS) の状態をモニターします。

-f オプションを使用して、/etc/ups_conf 以外の設定ファイルを指定します。設定ファイルのフォーマッ
トについては、ups_conf (4) を参照してください。

デフォルトの場合、ups_mond はメモリーにロックされます ( plock(2) 参照)。すなわち ups_mond はスワッ
プできないということです。ただし、スワップディスクをすべて、無停電電源システム (主要電源装置が故障
した場合の代替電源) から駆動すれば、ups_mond をスワップ可能にできます (この場合は、十分に注意して
ください)。ups_mond をスワップ可能にするには、-s オプションを使用してください。

ups_mond がシステムをシャットダウンする場合、/sbin/shutdown コマンドが優先度リアルタイムで実
行されます (デフォルトの動作)。ups_mond は -t オプションを使って、/sbin/shutdown コマンドが優
先度タイムシェア (リアルタイムではなく) で実行されるように設定することができます。

ups_mond は、/etc/inittab ファイル (inittab(4) 参照) のエントリーを使用して、init (init(1M) 参照)

により起動できます。ups_mond が kill コマンド (kill(1) 参照) によって強制終了されると、inittab エ
ントリーは、respawn オプションを使用して、ups_mond を自動的に再開始します。このエントリーは、次
のエントリーに続けて記述します。

sqnc::wait:/sbin/rc </dev/console >/dev/console 2>&1

# system initialization

したがって、ups_mond は、システムロギングデーモン (syslogd) の後に開始することになります。正しく
実行されるように、リアルタイムの優先順位で実行する必要があります (rtprio(1) 参照)。

ups_mond はメッセージログを記録し、必要に応じ、-h オプションを指定した /sbin/shutdown または
/usr/sbin/reboot を呼び出します。設定された各 UPS ごとに、ups_mond に指示 (/etc/ups_conf

により) して、shutdown や reboot の動作を行わずに、メッセージだけを記録するように指定できます。
ups_conf (4) の MSG_ONLY を参照してください。デフォルトの場合、ups_mond は、シャットダウンと リ
ブートの動作を行います。

シャットダウンを行うと、AC 入力電圧を失った UPS は、shutdown_timeout_mins の時間が過ぎた時点で電
源がオフになります (ups_conf (4) 参照)。デフォルトでは、AC 入力電圧が復元された時点でシステムの電源
が投入されます。AC 入力電圧が復元されても UPS をオンに戻さないようにするために、ups_conf に
kill_after_shutdown の行を追加できます (ups_conf (4) を参照)。
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ups_mond は、syslog メッセージログ機能を使用して、これらの状況を記録します (syslog(3C) 参照)。
ups_mond がメッセージを syslogd に転送できない場合、メッセージはコンソールに書き込まれます。重
要なメッセージ (「診断」の項参照) もコンソールに出力されます。

戻り値
ups_mond は、次の値を返します。

ゼロ (0) 正常終了
非ゼロ エラーが検出されました。「エラー」の項を参照してください。

例
/etc/inittab のエントリーは次のようになります。

ups::respawn:rtprio 0 /usr/lbin/ups_mond -f /etc/ups_conf

診断
正常な動作で出力されるメッセージ

UPS Monitor daemon starting; using configuration file <configfilename>.

UPS <tty special file name> OK: AC Power back on.

AC Power to all recognized, system critical UPS’s OK! System will not shut-

down.

デーモンの終了により出力されるメッセージ

usage: ups_mond [-f configfile].

cannot exec /usr/lbin/ups_mond -f <configfilename> -e ups_monchild due to

<error>.

permission denied; must be superuser.

exiting; unable to lock process in memory: <errno>.

aborted, configfile <configfilename> open received error: <errno>.

aborted, configfile <configfilename> fseek error: <errno>.

aborted, malloc error: <errno>.

terminated by signal <decimal value of signal>.

shutdown が実行される可能性のあるメッセージ (UPS の設定に依存します)

UPS <tty special file name> AC POWER FAILURE - running on UPS battery.

If power is not returned within previously configured time period, your sys-

tem will automatically go to graceful shutdown.
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If power is not returned within previously configured time period, your sys-

tem will automatically go to graceful shutdown. System will not come back

up after shutdown.

reboot が実行される可能性のあるメッセージ (UPS の設定に依存します)

UPS <tty special file name> battery low.

UPS <tty special file name> no output - either switch setting wrong on UPS or bad

UPS.

UPS <tty special file name> failed - requires repair.

UPS <tty special file name> current overload; UPS turned itself off - either UPS

bad or too many devices connected.

UPS <tty special file name> ambient temperature too high; UPS turned itself off -

reduce heat in area.

UPS <tty special file name> output voltage too high; UPS turned itself off -

requires repair.

UPS <tty special file name> output voltage too low; UPS turned itself off -

requires repair.

cannot exec shutdown due to <errno>.

上記のメッセージの後には、次のメッセージが続きます。

reboot -halt invoked due to UPS error cited in previous syslog message.

単にログされるだけのメッセージ (shutdown/reboot の動作は行われません)

warning - no upstty: UPS’s found in configfile <configfilename>; daemon running

for no purpose.

warning - shutdown delay or shutdown timeout parameter in configfile <config-

filename> missing or not greater than zero; using default.

UPS <tty special file name> in bypass-mode; no AC Power-loss protection.

UPS <tty special file name> interrupted, but read of ups status failed - possible

UPS hardware problem.

upstty <tty special file name> failed open: <errno>; ignoring that tty and continu-

ing.

UPS <tty special file name> ioctl(TCGETA) failed: <errno>; ignoring that UPS.
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UPS <tty special file name> ioctl(TCSETAF) failed <errno>; ignoring that UPS.

UPS <tty special file name> line too noisy; ignoring that UPS.

UPS <tty special file name> could not enable; loss of power would not be

detectable.

UPS <tty special file name> read failed: <errno>; Uninterruptible Power Supply has

not been connected correctly; loss of power would not be detectable.

UPS <tty special file name> write failed: <errno>; ignoring that UPS.

UPS <tty special file name> read of status received ILLEGAL CMD or NOISY LINE.

UPS <tty special file name> read of status received <number> bytes of unexpected

data (octal: <octal returned>): <string returned>.

UPS <tty special file name> read of status failed: <errno>.

UPS <tty special file name> write failed: <errno>.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Failure Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Inverter Failure Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off No Battery Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Battery Charger Fault Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Current Overload Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off High Ambient Temperature Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Battery Failure Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off High Battery Voltage Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Low Battery Voltage Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off High Output Voltage Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off Low Output Voltage Alarm.

UPS <tty special file name> OK; turned-off UPS Communication Lost Alarm.

UPS <tty special file name> Inverter Failure requires repair.

UPS <tty special file name> No Battery - ensure UPS battery installed.

UPS <tty special file name> Battery Charger Fault- requires repair.

UPS <tty special file name> Current Overload - either UPS bad or too many devices

connected.

846 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



ups_mond(1M) ups_mond(1M)

UPS <tty special file name> High Ambient Temperature-reduce area temperature.

UPS <tty special file name> Battery Failure- requires repair.

UPS <tty special file name> High Battery Voltage - requires repair.

UPS <tty special file name> Low Battery Voltage - requires repair.

UPS <tty special file name> Communication Lost - At least one or more components

of the UPS subsystem has lost communications.

UPS <tty special file name> UNKNOWN status/alarm <hex number> - may require repair.

write to UPS <tty special file name> of command <cmd string> Failed: <errno>.

read from UPS <tty special file name> after sending command <cmd string> to it

failed; <errno>.

UPS <tty special file name> could not execute command <cmd string>; returned

(octal: <octal returned>): <string returned> - possible bad signal cable.

タイマー制御の電源オン/オフに関するメッセージ

Timer Controlled On/Off information invalid; ignored.

mknod error: <errno> for Timed On/Off fifo file /var/tmp/timed_off; continu-

ing without.

open error: <errno> for Timed On/Off fifo file /var/tmp/timed_off; continuing

without.

Timer Controlled On value exceeds UPS <tty special file name> maximum. The maximum

value of <maximum supported decimal value> will be used for this UPS.

エラー
ups_mond は、次のエラー値を返します。

EINVAL ups_mond 不当なパラメータが検出されました。
EPERM 特権が不当です。ups_mond は、スーパーユーザーが開始しなければなりません。
EINTR ups_mond が signal() または kill() により割り込まれ (または強制終了され) まし

た。signal(2) および kill(1) を参照してください。
one (1) その他すべてのエラー条件に適用されます。

ファイル
/dev/tty*

/etc/ups_conf

/var/tmp/timed_off

/var/adm/syslog/syslog.log

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 847



ups_mond(1M) ups_mond(1M)

参照
kill(1), init(1M), plock(2), signal(2), syslog(3C), inittab(4), ups_conf(4)
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名称
useradd − 新しいユーザーログインをシステムに追加

構文
useradd [-u uid [-o] ] [-g group] [-G group [, group ... ] ] [-d dir] [-s shell] [-c comment]

[-m [-k skel_dir] ]  [-f inactive] [-e expire] [-r update_homedir_ownership] login

useradd -D [-g group] [-b base_dir] [-f inactive] [-e expire] [-r update_homedir_ownership]

説明
useradd コマンドは、ユーザーログインをシステム上に作成します。すなわち、適切なエントリーを
/etc/passwd ファイルと安全運用ファイルに追加し、/etc/group ファイルを必要に応じて変更し、ホー
ムディレクトリを作成し、ホームディレクトリの中にコマンド行オプションに従って適切なデフォルトファイ
ルをコピーします。新しいログインは、passwd コマンド (passwd(1)を参照) が実行されるまで、ロックされ
た状態になります。システムが高信頼性モードの場合、useradd は、標準出力にランダムパスワードを返し
ます。新しいログインは、passwd コマンドが実行されるまでロックされたままです。

新しい機能
一次グループがコマンド行に指定されている場合でも、/etc/group ファイル内の一次グループエントリー
に login は追加されません。ただし、login は、/etc/group ファイル内の、対応する補足グループに追加さ
れます。

オプション
useradd コマンドには以下のオプションを指定できます。

-u uid 新しいユーザーの UID を指定します。 uid は負でない 10進整数でなければならず、
<param.h> ヘッダーファイルで定義された MAXUID より小さくなければなりませ
ん。 uid のデフォルトは、現在割り当てられている最大の値の次に大きい固有の有効
な値です。ただし、0 から 99 までの UID は予約されています。

-o UID が固有でない番号 (重複した番号) でもエラーと見なしません。

-g group 既存グループのグループ ID (整数) または名前 (文字列) を指定します。これは新しい
ログインが所属する一次グループを定義します。 useradd -D -g group を呼び出
すと、このオプションのデフォルト値が設定されます。

-G group 既存グループのグループ ID (整数) または名前 (文字列) を指定します。これは新しい
ログインが所属する副次グループを定義します。複数のグループをコンマで区切った
リストで指定できます。 group の中に -g オプションと -G オプションで重複して
いる指定がある場合、その項目は無視されます。

-d dir 新しいログインのホームディレクトリを指定します。デフォルトは base_dir/login

です。また、login は新しいログイン、base_dir は新しいログインのホームディレク
トリのベースディレクトリです。
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ディレクトリの作成を指示するには -m オプションを使います。

-s shell 新しいログインシェルの絶対パス名を指定します。デフォルトは空のフィールドで、
その場合、システムは /sbin/sh をログインシェルとして使用します。 shell の値
は有効な実行可能ファイルでなければなりません。

-c comment このログインの /etc/passwd エントリーの中に存在するコメントフィールドを指
定します。これには任意のテキスト文字列を指定できます。このフィールドには新し
いログインの短い説明を書くことをお勧めします。

-m 新しいログインのホームディレクトリが存在していなければ、新たに作成します。
ホームディレクトリがすでに存在している場合、そのディレクトリには group (新し
いログインの一次グループ) による読み取りおよび実行のパーミッションがなければ
なりません。ホームディレクトリを作成するには -m オプションを使う必要がありま
す。

-k skel_dir 新しいログインのホームディレクトリにコピーできる情報を格納しているスケルトン
ディレクトリを指定します。このディレクトリは既存でなければなりません。システ
ムは、この目的のために使用できるスケルトンディレクトリとして /etc/skel を提
供しています。

-f inactive ログインが一定の期間、連続して非アクティブであった場合、そのログインは無効で
あると宣言されます。このオプションは、無効宣言されるまでの最長の非アクティブ
日数を指定します。通常は正の整数を指定しますが、値として −1 を指定するとこの
状態が解除されます。このオプションは、高信頼性システムと、 TrustedMigration

製品がインストールされている shadow パスワードシステムでサポートされていま
す。

-e expire このログインを使用できなくする日付を指定します。 expire の日付を過ぎると、どの
ユーザーもこのログインにアクセスできなくなります。このオプションは一時的なロ
グインを作成するために使用されます。 expire の日付は任意のフォーマットで入力で
きますが、旧太陽暦は使用できません。たとえば、次のフォーマットのどちらでも日
付を入力できます。

July 13, 1993

7/13/93

’’’’ という値を指定すると、失効状態が解除されます。

-D 各種オプションのデフォルトを制御します。このオプションだけを指定して user-

add を実行すると、group、base_dir、skel_dir、shell、inactive、expire および
update_homedir_ownership のデフォルト値が表示されます。このオプションとその
他の使用可能オプションを指定して useradd を実行すると、それらのオプションの
デフォルト値が設定されます。
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注記: inactive のデフォルト値は、高信頼性システムでのみ使用されます。

-b base_dir システムのデフォルトのベースディレクトリを指定します。 -d dir が指定されてい
なければ、base_dir と新しいログイン名が連結され、それが新しいホームディレクト
リのパスとなります。 base_dir は既存でなければなりません。

-r update_homedir_ownership

新規ユーザーのホームディレクトリが既存で共有ホームディレクトリではない場合、
デフォルトでは、useradd は、ホームディレクトリの所有者を再帰的に更新するこ
とはしません。 useradd のこの動作を -r [yes|no] オプションで変更できます。
−D オプションと一緒に指定された場合は、デフォルトの動作に設定されます。この
オプションは、yes または no の引き数を取ります。

yes 新規ユーザーのホームディレクトリが既存で共有ホームディレクトリではない
場合に、useradd は、ホームディレクトリとその下のファイル/ディレクトリ
の所有者をその新規ユーザーに、再帰的に更新します。

no useradd は、ホームディレクトリとその下のファイル/ディレクトリの所有者
を更新しません。

useradd コマンドは login 引き数とともに使用します。 login は新しいログインの名前で、プリント可能文
字の文字列として指定します。ただし、コロン (:) と改行 (\n) は使用できません。

安全運用拡張機能がインストールされている場合を除いて、-e オプションと -f オプションはサポートされ
ていません (エラーが返されます)。

ネットワーク機能
NIS

このコマンドは NIS のユーザーおよびグループエントリーを認識します。このコマンドで変更できるのは、
ローカルなユーザーとグループだけです。 NIS ユーザーまたはグループを変更しようとするとエラーになり
ます。 NIS ユーザーおよびグループの管理は、NIS サーバーから実行しなければなりません。 NIS ユーザー
は、新しい UID または新しいユーザー名の固有性を検証するときにチェックされます。その結果、ユーザー
または UID がローカルな /etc/passwd ファイルの中に存在していない場合でも、エラー

login x not unique

(戻り値 9) か、またはエラー

UID # is not unique (when -o is not used)

(戻り値 4) が返されることがあります。次のエラー

Cannot modify /etc/group file, /etc/passwd was modified

(戻り値 10) が返されるのは、 -g オプションまたは -G オプションのどちらかで指定されたグループが NIS

グループである場合です (group(4) を参照)。
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NFS
-m または -k オプションを使用したとき、指定のディレクトリが NFS マウント上での root ユーザー権限を
許可していない NFS マウントファイルシステムの中に存在し、しかもそのディレクトリやそのディレクトリ
の中にあるファイルに十分なパーミッションがない場合は、エラーが起きることがあります。

戻り値
useradd は以下のいずれかの値で終了します。

0 正常に終了しました。

2 コマンド構文が無効です。

3 オプションに対して指定された引き数が無効です。

4 uid が重複しています (-o を使用していない場合)。

6 -g オプションで指定された group が存在していません。

9 login が固有ではありません。

10 /etc/group ファイルを変更できません。ログインは /etc/passwd ファイルに追加されまし
たが、/etc/group ファイルには追加されていません。

12 ホームディレクトリを作成できません (-m オプションを使用した場合)。または skel_dir を新し
いホームディレクトリにコピーできません。

13 /etc/ptmp ファイルまたは /etc/default ファイル、あるいは /etc/passwd が存在せ
ず、オープンできません。

14 /etc/passwd、または /etc/ptmp、または /etc/default ファイルは使用中です。他のコ
マンドで /etc/passwd ファイルを修正できます。

16 /etc/passwd ファイルにエントリーを追加できません。

54 １つのグループに属することができる最大メンバー数を超えました。 /etc/group ファイルは
変更されていません。

例
ユーザー otto をシステムに追加します。属性はすべてデフォルトにします。

useradd otto

ユーザー otto をシステムに追加します。 UID として 222 を、一次グループとして staff を指定しま
す。

useradd -u 222 -g staff otto

一次グループ、ベースディレクトリ、非アクティブタイムアウト、およびスケルトンディレクトリのデフォル
トをリストします。
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useradd -D

デフォルトの一次グループを staff に変更します。

useradd -D -g staff

警告
ユーザー間で共有可能なディレクトリは、同じグループに属します。共有不可のホームディレクトリに新しい
ユーザーを割り当てる場合、そのホームディレクトリに 775 のパーミッションを設定して共有モードにしま
す (共有ディレクトリには、グループに対する書き込みパーミッションも与えられています)。また、そのディ
レクトリには 読み取りおよび 実行パーミッションも与えられます。それ以外は useradd がエラーを報告し
ます。

passwd ロック機構によって、たくさんのユーザーが /etc/passwd ファイルを同時に書き込むことができる
ようになりました。次の再試行の後にこのロックに失敗した場合、useradd は終了します。

/etc/group ファイル内のグループエントリーは、最大 LINE_MAX バイトの値を持つことができます。
LINE_MAX バイトの限界に近いグループにユーザーが追加されると、同じグループの別のエントリーが作成さ
れ、そこにユーザーが追加されます。また、警告メッセージが出されます。

ファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/etc/skel スケルトンディレクトリ
/etc/group システムグループファイル
/etc/ptmp パスワードファイルのアップデート時に使われるロックファイル

参照
passwd(1), users(1), groupadd(1M), groupdel(1M), groupmod(1M), logins(1M), userdel(1M), usermod(1M),

pwconv(1M), group(4), shadow(4)

標準準拠
useradd: SVID3
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名称
userdbck − ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内のデータの検証と修復

構文
/usr/sbin/userdbck [-a] [-u] [-r] [-f] [file]

説明
userdbck コマンドは、ユーザーデータベース (/var/adm/userdb) 内のデータを検証し、不整合を報告
し、それを訂正します。

オプションも引き数も指定されていない場合、userdbck は /var/adm/userdb ディレクトリ内のすべての
ファイルのデータ破損を報告します。

-r オプションが指定されていれば、報告された不整合が修復されます。

file 引き数 (16進数 00～ff) が指定されていれば、/var/adm/userdb ディレクトリ内のそのファイルだけが
検証されます。

オプション
次のオプションを指定できます。

−a 属性を検証します。/etc/security.dsc ファイルの情報を使用して、有効ではない属性、
ユーザーデータベースでは許可されていない属性、無効な値を持つ属性、ローカルユーザー
だけに許可されている属性が /etc/passwd に存在しないユーザーに設定されている属性が
検証されます。

−f 通常は、ユーザーデータベースが使用不可 (userdb(4) を参照) に設定されていると、userd-

bck は、データベースの検証や修復を行わずに直ちに終了します。-f オプションを指定す
ると、この場合でも強制的に userdbck はデータベースの検証や修復を行います。

−u ユーザー名を検証します。ユーザーデータベース内で使用されているユーザー名の中で、
/etc/nsswitch.conf で定義されているレポジトリのいずれにも存在しないユーザー名を
報告します。このオプションを指定すると、多数のユーザーが存在するシステムでは時間が
掛かることがあります。

−r 検出されたすべてのデータ不整合を修復します。このオプションが指定されていない場合
は、問題点が報告されますが修復は行われません。

注記
userdbck コマンドを実行できるのは、/var/adm/userdb の読み取りと書き込みパーミッションを持つ
ユーザーだけです。

戻り値
userdbck 次のいずれかの値で終了します。
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0 成功。不整合は見つかりませんでした。
1 不整合が見つかり、修復されました。
2 構文が無効です。
3 データベースが使用不可に設定されています。userdb(4) を参照してください。
4 不整合が見つかりましたが、-r オプションが指定されていないため修復されませんでした。
5 修復できない不整合が見つかりました。

例
この例では、ユーザーデータベース内のすべての問題点が報告されますが、修復は行われません。

/usr/sbin/userdbck

この例では、/var/adm/userdb/7f ファイル内のすべての問題点が報告され、修復されます。

/usr/sbin/userdbck -r 7f

ファイル
/var/adm/userdb ユーザーデータベース
/etc/default/security セキュリティのデフォルト設定ファイル
/etc/security.dsc セキュリティ属性記述ファイル

参照
userdbget(1M), userdbset(1M), security(4), userdb(4)
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名称
userdbget − ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内の情報の表示

構文
/usr/sbin/userdbget [-i] -u name [attr]...

/usr/sbin/userdbget [-i] -a [attr]...

説明
userdbget コマンドは、ユーザーデータベース内のユーザーごとの情報を attribute=value の形式で表示し
ます。ユーザー名が先頭に付き、１行に１エントリーが表示されます。ユーザーデータベース
/var/adm/userdb 内のユーザーごとの値は、/etc/default/security で設定されたシステム全体のデ
フォルト設定に優先されます。ユーザーデータベースとシステム全体のデフォルトについては、それぞれ
userdb(4) と security(4) を参照してください。

コマンド行で attr 引き数が指定されていない場合、userdbget は、ユーザーデータベース内のユーザーの設
定可能な属性を表示します。 attr 引き数が指定されている場合、userdbget はそれらの属性だけを表示しま
す。

オプション
次のオプションを指定できます。

−a ユーザーデータベース内のすべてのユーザーの属性を表示します。

−i 設定可能な属性だけではなく、内部属性も表示します。内部属性はユーザーが設定できず、通常、
この属性は、システムのセキュリティを強化するプログラムでのみ変更可能です。 /etc/secu-

rity.dsc ファイルには、どの属性が設定可能でどの属性が内部属性かが定義されています。

-u name 指定されたユーザー name に対する属性だけを表示します。

注記
userdbget コマンドを実行できるのは、/var/adm/userdb の読み取りと書き込みパーミッションを持つ
ユーザーだけです。

戻り値
userdbget は次のいずれかの値で終了します。

0 成功。
1 ユーザー名が無効です。
2 構文が無効です。
3 ユーザーデータベースのアクセスに必要なパーミッションがありません。
4 ファイルシステムのエラーが発生しました。
5 属性が無効です。 /etc/security.dsc でユーザーごとの設定が許可されていません。
6 属性の値が /etc/security.dsc で指定されている値の範囲外です。
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7 ブロックオーバーフローが発生しました。
8 エントリーオーバーフローが発生しました。
9 データベースのロックに失敗しました。

10 データベースが使用不可に設定されています。 userdb(4) を参照してください。
11 ユーザー名が無効です。
12 ローカルユーザーではありません。

例
この例では、ユーザー joe のすべての属性が表示されます。 joe の監査フラグは ON、直前のログインを
表示する機能は OFF に設定されています。

/usr/sbin/userdbget -u joe

joe AUDIT_FLAG=1

joe DISPLAY_LAST_LOGIN=0

この例では、指定された属性だけが表示されます。 joe の監査フラグは ON に設定されています。
MIN_PASSWORD_LENGTH 属性は、joe ユーザーに対しては設定されていないため、その属性は表示されま
せん。この場合、ユーザー joe のパスワード長の最小値として、/etc/default/security で設定されて
いるデフォルト値が適用されます (security(4) を参照)。

/usr/sbin/userdbget -u joe AUDIT_FLAG MIN_PASSWORD_LENGTH

joe AUDIT_FLAG=1

この例では、ユーザーデータベース内のすべての設定可能な属性が表示されます。

/usr/sbin/userdbget -a

joe AUDIT_FLAG=1

joe DISPLAY_LAST_LOGIN=0

jane ALLOW_NULL_PASSWORD=0

mike AUDIT_FLAG=0

ファイル
/var/adm/userdb ユーザーデータベース
/etc/default/security セキュリティのデフォルト設定ファイル
/etc/security.dsc セキュリティ属性記述ファイル

参照
userdbck(1M), userdbset(1M), security(4), userdb(4)
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名称
userdbset − ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内の情報の変更

構文
/usr/sbin/userdbset -u name attr=value [attr=value ...]

/usr/sbin/userdbset -d -u name [-i]

/usr/sbin/userdbset -d -u name attr [attr...]

/usr/sbin/userdbset -d -a attr [attr...]

/usr/sbin/userdbset [-u name] -f filename

説明
userdbset コマンドは、ユーザーデータベース , /var/adm/userdb 内のユーザーごとの情報を変更しま
す。ユーザーデータベース /var/adm/userdb 内のユーザーごとの値は、/etc/default/security で設
定されたシステム全体のデフォルト設定に優先されます。ユーザーデータベースとシステム全体のデフォルト
については、それぞれ userdb(4) と security(4) を参照してください。

コマンド行で１つ以上の attr=value 形式の引き数が指定されている場合は、userdbget は、指定された
ユーザー name に対して、指定されたそれぞれの属性 attr を value で初期化あるいは変更します。

オプション
次のオプションを指定できます。

−a 指定されている属性をすべてのユーザーに対して変更します。

−d ユーザーごとの設定を削除します。/etc/default/security (security(4) を参照) で設
定されているシステム全体のデフォルト値が適用されるようになります。１つ以上の attr

引き数が指定されている場合は、それらの属性だけが削除されます。attr 引き数が指定さ
れていない場合は、指定されたユーザー name に対して設定可能なすべての属性が削除さ
れます。

-f filename

filename の内容をユーザーデータベースにインポートします。データファイル filename

内の各行は、 username attr=value という形式になっていなければなりません。userd-

bget の出力はこの形式になっているため、入力ファイルとして使うことができます。
「例」の項の −f の例を参照してください。

−i 設定可能な属性だけではなく、内部属性も削除します。内部属性はユーザーが設定でき
ず、通常は、システムのセキュリティを強化するプログラムでのみ変更可能です。
/etc/security.dsc ファイルには、どの属性が設定可能でどの属性が内部属性かが定義
されています。
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-u name name で指定されたユーザーに対して、属性の初期化、変更、削除を行います。

権限
userdbset を起動するには、ユーザーがルート (実効ユーザー ID が 0 で動作 ) であるか、Role-Based

Access Control (RBAC) バージョン B.11.23.04 がインストールされている場合は、適切な権限を持っている必
要があります。適切な権限を持つユーザーは、userdbset を使って、他のユーザーのセキュリティ属性を追
加、変更または削除することができますが、ローカルルートユーザーのセキュリティ属性の変更は禁止されて
います。ローカルルートユーザーのセキュリティ属性を追加、変更、または削除できるのは、ルートユーザー
だけです。RBAC B.11.23.04 製品がインストールされている場合、userdbset を特定のオプション付きで実
行するには、以下に示す権限が必要です。

hpux.security.attribute.write,*

userdbset の起動を許可します。ユーザーデータベース中のさまざまな属性を変更または削除するため
の権限も必要です。

hpux.security.attribute.delete, attr

権限ペアのオブジェクトで名前が付けられたユーザーごとの属性 (attr) を削除することができます。 "*"

のオブジェクトは、ユーザーにどのような属性も削除することを許可します。

hpux.security.attribute.modify, attr

権限ペアのオブジェクトで名前が付けられたユーザーごとの属性 (attr) を初期化または変更することがで
きます。 "*" のオブジェクトは、ユーザーにどのような属性も初期化または変更することを許可します。

hpux.security.attribute.import,*

-f オプションを使って、ユーザー属性をユーザーデータベースにインポートすることができます。この
権限を持つユーザーは、ローカルルートユーザーを含め、すべてのユーザーの属性をインポートできま
す。

注記
userdbset は、/etc/security.dsc ファイル内の情報に基づいて、属性名とその値を検証します。次の
場合には、属性の検証が失敗します。

• 指定された attr 属性のいずれかが /etc/security.dsc に記載されていない。
• /etc/security.dsc で、attr 属性に対してユーザーごとの設定が許可されていない。
• name が有効なユーザー名ではない。
• /etc/security.dsc で、attr 属性はローカルユーザーに対してのみ許可されていて、ユーザー
名 name が /etc/passwd に存在しない。

• attr 属性の値が /etc/security.dsc で指定されている範囲内ではない。

戻り値
userdbset は次のいずれかの値で終了します。

0 成功。
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1 ユーザー名が無効です。
2 構文が無効です。
3 ユーザーデータベースのアクセスに必要なパーミッションがありません。
4 ファイルシステムのエラーが発生しました。
5 属性が無効です。/etc/security.dsc でユーザーごとの設定が許可されていません。
6 属性の値が /etc/security.dsc で指定されている値の範囲外です。
7 ブロックオーバーフローが発生しました。
8 エントリーオーバーフローが発生しました。
9 データベースのロックに失敗しました。

10 データベースが使用不可に設定されています。userdb(4) を参照してください。
11 ユーザー名が無効です。
12 ローカルユーザーではありません。

例
この例では、１つ目のコマンドでユーザー joe のすべての属性が削除されます。この時点で、
/etc/default/security で設定されているシステム全体のデフォルト値が適用されます。１つ目のコマン
ドでユーザー joe のパスワード長の最小値を 7 に、UMASK を 0022 (最初の 0 は８進数を意味します) に設
定します。

/usr/sbin/userdbset -d -u joe

/usr/sbin/userdbset -u joe MIN_PASSWORD_LENGTH=7 UMASK=0022

次のコマンドは、パスワード長の最小値の設定を削除し、システム全体のデフォルト値が適用されるようにな
ります。

/usr/sbin/userdbset -d -u amy MIN_PASSWORD_LENGTH

次の例では、すべてのユーザーに対して、ユーザーごとの監査フラグの設定が削除され、システム全体のデ
フォルト値がすべてのユーザーに適用されます。

/usr/sbin/userdbset -d -a AUDIT_FLAG

次の例では、userdbget コマンドを使って、すべてのユーザー (-a オプション) の構成可能な属性を、ファ
イル saved_attributes.txt に保存します。必要であれば、userdbset を使ってこのファイルをイン
ポートし、これらの属性を後で復元することができます。２番目のコマンドは、構成可能な属性をユーザー
データベースにインポートします。

/usr/sbin/userdbget -a > saved_attributes.txt

/usr/sbin/userdbset -f saved_attributes.txt

ファイル
/var/adm/userdb ユーザーデータベース
/etc/default/security セキュリティのデフォルト設定ファイル
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/etc/security.dsc セキュリティ属性記述ファイル

参照
userdbck(1M), userdbget(1M), security(4), userdb(4), rbac(5)
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名称
userdel − ユーザーログインをシステムから削除

構文
userdel [-r] login

説明
userdel コマンドは、該当するログイン関連のファイルを変更することにより、システムからユーザーログ
インを削除します。

userdel コマンドでは login 引き数の指定が必須です。login は削除する名前で、プリント可能文字の文字
列として指定します。ただし、コロン (:) と改行 (\n) を含めることはできません。

TrustedMigration 製品がインストールされている場合は、userdel コマンドは、ユーザーデータベースから
ユーザー情報も削除します。

オプション
このコマンドには以下のオプションを指定できます。

-r login のホームディレクトリがシステムから削除されます。このディレクトリは既存でなけ
ればなりません。このコマンドが正常に実行された後は、ホームディレクトリの下にある
ファイルとディレクトリがすべて使用できなくなります。

ユーザーが削除されホームディレクトリが他のユーザー間で共用可能になると、このディ
レクトリは -r オプションを付けても削除されません。

同じグループのユーザーが共有するディレクトリを変更すると、そのディレクトリの所有権はディレクトリを
共有している別のユーザーに移ります。新しい所有者は、このディレクトリを共有しているユーザーの中から
/etc/passwd ファイルに記述されている順番に従って決定します。ユーザーが１人しか存在しない場合は
パーミッションを 775 から 755 に再設定すると共有不可に戻ります。

ネットワーク機能
NIS

このコマンドは NIS のユーザーおよびグループエントリーを認識します。このコマンドで削除または変更で
きるのは、ローカルなユーザーとグループだけです。NIS ユーザーまたはグループを削除または変更しようと
するとエラーになります。NIS ユーザーおよびグループの管理は、NIS サーバーから実行しなければなりませ
ん。指定されたユーザーが NIS ユーザーの場合、userdel コマンドはエラー

login x does not exist

(戻り値６) で失敗することがあります ( passwd(4) を参照)。ローカルユーザーが NIS グループに属している
場合は、エラー

Cannot modify /etc/group file, /etc/passwd was modified

(戻り値 10) が返されることがあります (group(4) を参照)。
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NFS
-r オプションを使用したとき、影響を受けるディレクトリが NFS マウントを通じたルート権限を許可して
いない NFS マウントファイルシステムの中に存在し、しかもそのディレクトリやそのディレクトリの中にあ
るファイルに十分なパーミッションがない場合は、エラーが起きることがあります。

戻り値
userdel は以下のいずれかの値で終了します。

0 正常に終了しました。

2 コマンド構文が無効です。

3 オプションに対して指定された引き数が無効です。

6 削除対象の login が存在していません。

8 削除対象の login は使用中です。

10 /etc/group ファイルを変更できません。しかし、ログインは /etc/passwd ファイルから削
除されました。

12 ホームディレクトリを削除または変更できません。

13 /etc/ptmp ファイルまたは /etc/passwd ファイルが存在せず、オープンできません。

14 /etc/passwd ファイルまたは /etc/ptmp ファイルは使用中です。他のコマンドで
/etc/passwd ファイルを修正します。

17 /etc/passwd ファイルからエントリーを削除できません。

例
ユーザー otto をシステムから削除します。

userdel otto

ユーザー bob をシステムから削除し、bob のホームディレクトリをシステムから削除します。

userdel -r bob

警告
passwd ロック機構によって、たくさんのユーザーが /etc/passwd ファイルを同時に書き込むことができる
ようになりました。次の再試行の後にこのロックに失敗した場合、は終了します。userdel は終了します。

ファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/etc/group システムグループファイル
/etc/ptmp パスワードファイルのアップデート時に使われるロックファイル
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/var/adm/userdb ユーザーデータベース

参照
passwd(1), users(1), groupadd(1M), groupdel(1M), groupmod(1M), logins(1M), useradd(1M), usermod(1M),

group(4), passwd(4), shadow(4)

標準準拠
userdel: SVID3
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名称
usermod − システム上のユーザーログインの変更

構文
usermod [-u uid [-o] ] [-g group] [-G group [, group ... ] ] [-d dir [-m] ] [-s shell]

[-c comment] [-f inactive] [-l new_logname] [-e expire] login

説明
usermod コマンドは、該当するログイン関連のファイルを変更することにより、システム上のユーザーログ
インを変更します。

usermod コマンドでは login 引き数の指定が必須です。 login は新しいログインの名前で、プリント可能文
字の文字列として指定します。これにコロン (:) と改行 (\n) を含めることはできません。

新機能
ユーザーの一次グループが変更されている場合、ユーザー名は /etc/group ファイルの一次グループエント
リーに追加されません。ただし、 -G オプションを指定すると、そのユーザーは対応する補足グループに追加
されます。

オプション
usermod コマンドには以下のオプションを指定できます。

-u uid 新しいユーザーの UID を指定します。 uid は負でない 10 進整数でなければな
らず、 <param.h> ヘッダーファイルで定義された MAXUID より小さくなけ
ればなりません。

-o UID が固有でない番号 (重複した番号) でもエラーと見なしません。

-g group 既存グループのグループ ID (整数) または名前 (文字列) を指定します。これは
新しいログインが所属する一次グループを再定義します。

-G group 既存グループのグループ ID (整数) または名前 (文字列) を指定します。これは
新しいログインが所属する副次グループを再定義します。 group の中に -g オ
プションと -G オプションで重複している指定がある場合、その項目は無視さ
れます。

-d dir このログインの新しいホームディレクトリを指定します。デフォルトは
base_dir/login です (login は新しいログイン、 base_dir は新しいログインの
ホームディレクトリのベースディレクトリです)。

-m ユーザーのホームディレクトリを -d オプションで指定されたディレクトリに
移動します。ホームディレクトリがすでに存在している場合、そのディレクト
リには group (このログインの一次グループ) による読み取り、および実行の
パーミッションがなければなりません。 Restricted Movement of Home Direc-

tories (ホームディレクトリの移動の制限) 機能がインストールされている場合
は、ユーザーのホームディレクトリがルートディレクトリであるか、構成ファ
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イル /etc/default/usermod で指定されている場合には、この操作を実行
できません。構成ファイル /etc/default/usermod の形式については、
usermod(4) を参照してください。

-s shell ログインシェルの絶対パス名を指定します。 shell の値は有効な実行可能ファイ
ルでなければなりません。

-c comment このログインの /etc/passwd エントリーの中に存在するコメントフィールド
を指定します。これには任意のテキスト文字列を指定できます。このフィール
ドには新しいログインの短い説明を書くことをお勧めします。

-f inactive ログインが一定の期間、連続して非アクティブ状態であった場合、そのログイ
ンは無効であると宣言されます。このオプションは、無効宣言されるまでの最
長の非アクティブ日数を指定します。通常は正の整数を指定しますが、値とし
て −1 を指定するとこの状態が解除されます。このオプションは、高信頼性シス
テムと、 TrustedMigration 製品がインストールされている shadow パスワー
ドシステムでサポートされています。

-l new_logname ユーザーの新しいログイン名を指定します。これはプリント可能文字の文字列
として指定できます。ただし、コロン (:) と改行 (\n) を含めることはできませ
ん。TrustedMigration 製品がインストールされている場合は、ユーザーデータ
ベース内のログイン名も更新します。

-e expire このログインを使用できなくする日付を指定します。 expire の日付を過ぎる
と、どのユーザーもこのログインにアクセスできなくなります。このオプショ
ンは一時的なログインを作成するために使用されます。 expire の日付は任意の
フォーマットで入力できますが、旧太陽暦は使用できません。たとえば、次の
フォーマットのどちらでも日付を入力できます。

July 13, 1993

7/13/93

’’’’ という値を指定すると、失効状態が解除されます。

安全運用拡張機能がインストールされている場合を除いて、 -e オプションと -f オプションはサポートされ
ていません (エラーが返されます)。

同じグループに属するユーザーはディレクトリを共有できます。共有可能なホームディレクトリに新しいユー
ザーを割り当てる場合、そのホームディレクトリのパーミッションを 775 に設定すると、共有モードにする
ことができます (共有ディレクトリには、グループに対する書き込みパーミッションも与えられています)。ま
た、共有モードに設定されたディレクトリはグループへの書き込みや実行パーミッションも与えられます。

同じグループのユーザーが共有するディレクトリを変更すると、そのディレクトリの所有権はディレクトリを
共有している別のユーザーに移ります。新しい所有者は、このディレクトリを共有しているユーザーの中から
/etc/passwd ファイルに記述されている順番に従って決定します。ユーザーが１人しか存在しない場合は
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パーミッションを 775 から 755 に再設定すると共有不可に戻ります。

複数のユーザーがディレクトリを共有している場合は、どのユーザーも、ホームディレクトリが変更されるま
で一次グループを変更することはできません。

ネットワーク機能
NIS

usermod コマンドは NIS のユーザーおよびグループエントリーを認識します。このコマンドで変更できるの
はローカルなユーザーとグループだけです。 NIS ユーザーまたはグループを変更しようとするとエラーにな
ります。 NIS ユーザーおよびグループの管理は、 NIS サーバーから実行しなければなりません。指定された
ユーザーが NIS ユーザーの場合、このコマンドはエラー

login x does not exist

(戻り値６) で失敗することがあります ( passwd(4) を参照)。ただし、 NIS ユーザーは、新しい UID または
新しいユーザー名の固有性を検証するときにチェックされます。また、 -g オプションまたは -G オプション
のどちらかで指定されたグループが NIS グループである場合は、エラー

Cannot modify /etc/group file, /etc/passwd was modified

(戻り値 10) が返されることがあります (group(4) を参照)。

NFS
-m オプションを使用したとき、ソースまたはターゲットディレクトリが NFS マウント上での root ユーザー
権限を許可していない NFS マウントファイルシステムの中に存在し、しかもそのディレクトリやそのディレ
クトリの中にあるファイルに十分なパーミッションがない場合は、エラーが起きることがあります。

戻り値
usermod は以下のいずれかの値で終了します。

0 正常に終了しました。

2 コマンド構文が無効です。

3 オプションに対して指定された引き数が無効です。

4 uid が重複しています (-o を使用していない場合)。

6 変更対象の login か、または -g オプションで指定された group が存在していません。

8 変更対象の login は使用中です。

9 new_logname が固有ではありません。

10 /etc/group ファイルを変更できません。それ以外の変更要求は実行されます。

11 ホームディレクトリを移動するスペースが不足しています (-m オプションの使用時)。それ以外
の変更要求は実行されます。
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12 ホームディレクトリを新しいホームディレクトリに移動できません。

13 /etc/ptmp ファイル、または /etc/passwd ファイルが存在せず、オープンできません。

14 /etc/passwd ファイルまたは /etc/ptmp ファイルは使用中です。他のコマンドで
/etc/passwd ファイルを修正します。

15 /etc/passwd ファイルのエントリーを修正できません。

54 グループに属することのできる最大メンバー数を超えました。 /etc/group ファイルは変更さ
れていません。

例
ユーザー otto の一次グループを staff に変更します。

usermod -g staff otto

ユーザー otto のユーザーID を 333 に変更し、ログイン名を bob に変更します。

usermod -u 333 -l bob otto

警告
多くのユーザーは、同時に /etc/passwd ファイルに書き込もうとするので、パスワードロッキング機構が
考え出されました。次の再試行の後にこのロックに失敗した場合、 usermod は終了します。

ユーザーログインの変更中は、ユーザー名は /etc/group ファイル内の一次グループエントリーには追加さ
れません。補足グループが指定されている場合、そのユーザーはその補足グループに追加されます。
/etc/group ファイル内のグループエントリーのサイズが LINE_MAX より大きくなると、同じグループの新
しいエントリーが作成され、警告メッセージが発行されます。

ファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/etc/group システムグループファイル
/etc/ptmp パスワードファイルのアップデート時に使われるロックファイル
/var/adm/userdb ユーザーデータベース

参照
passwd(1), users(1), groupadd(1M), groupdel(1M), groupmod(1M), logins(1M), pwconv(1M), useradd(1M),

userdel(1M), group(4), shadow(4), usermod(4)

標準準拠
usermod: SVID3
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名称
userstat − ローカルユーザーアカウントのステータスのチェック

構文
/usr/sbin/userstat [−q] −u name [ parm]...

/usr/sbin/userstat [−q] −a [ parm]...

説明
userstat は、ローカルユーザーアカウントのステータスをチェックし、アカウントロックのような異常状態
について報告します。

parm 引き数を指定した場合は、そのパラメータについての異常ステータスだけが表示されます。指定しな
かった場合は、すべてのパラメータについての異常ステータスが表示されます。「パラメータ」の項では、
parm に指定できる各種のパラメータ値について説明しています。

異常ステータスを持っているアカウントは１行に１つずつ表示されます。各行には、ユーザー名に続けて１つ
以上のパラメータが表示され、当該アカウントにどのような異常状態があるかが示されます。「パラメータ」
の項では、表示できる各種のパラメータについて説明しています。

オプション
以下のオプションがサポートされています。

−a /etc/passwd にリストされているすべてのユーザーのステータスを表示します。

−q (メッセージなし) 標準出力には何も出力されません。userstat の戻り値だけが必要な場合
に、このオプションを使うことができます。

-u name 指定したユーザー name についてのみステータスをチェックします。ユーザーは
/etc/passwd にリストされているローカルユーザーである必要があります。

パラメータ
異常なアカウントステータスを表示するために使われるパラメータと、parm に指定するパラメータには、以
下のものがあります。

admlock 管理者が当該アカウントをロックしている場合に、admlock が表示されます。このロックは、
/etc/passwd または /etc/shadow 内の暗号化されたパスワードが * で始まっていること
を示しています。管理者ロックは、たとえば、passwd -l を使って設定することができま
す。

expacct アカウントの有効期限に到達したためアカウントがロックされている場合に、expacct=days

が表示されます。days はアカウントの有効期限が切れてから経過した日数を示します。
shadow(4) の expiration フィールドについての説明を参照してください。

exppw アカウントのパスワードの有効期限が切れた場合に、exppw=days が表示されます。days はパ
スワードの有効期限が切れてから経過した日数を示します。days は、日数が確認できた場合に
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だけ、表示されます。

inactive 許されている最大の日数を越えてアカウントに対するログインがなかったためにアカウントが
ロックされている場合に、inactive=days が表示されます。days はアカウントがアクティブ
ではなくなってから経過した日数を示します。security(4) の INACTIVITY_MAXDAYS 属性につ
いての説明を参照してください。

maxtries 連続した認証失敗の許されている最大の回数を超えたためにアカウントがロックされている場合
に、maxtries=num が表示されます。num は、連続した認証失敗の回数です。security(4) の
AUTH_MAXTRIES 属性についての説明を参照してください。

nullpw アカウントに null パスワードが指定されていて、null パスワードを持つことは許されていない
ためにアカウントがロックされている場合に、nullpw が表示されます。 security(4) の
ALLOW_NULL_PASSWORD 属性についての説明を参照してください。

tod アカウントがログインの時間帯制限を持っている場合に、tod=times が表示されます。times

は、ユーザーがログインすることができる時間帯を示しています。 security(4) の
LOGIN_TIMES 属性についての説明を参照してください。

セキュリティ上の制限事項
このコマンドを起動するユーザーは、hpux.security.check による認可を受けている必要があります。
authadm(1M) を参照してください。

userstat は、高信頼性システムではサポートされていません。

戻り値
userstat は、以下のいずれかの値で終了します。

0 異常ステータスは検出されませんでした。
1 異常ステータスを検出しました。
2 無効な使用法です。またはユーザーが見つかりませんでした。

例
次の例では、すべてのローカルアカウントについて、すべての異常ステータスを報告します。

/usr/sbin/userstat -a

joe nullpw

mary admlock maxtries=5

次の例では、ユーザー joe のアカウントが、多数の連続した認証失敗でロックされていないことを示してい
ます。

/usr/sbin/userstat -q -u joe maxtries ; echo $?

0
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ファイル
/etc/passwd 標準のパスワードファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル
/var/adm/userdb ユーザーデータベース

参照
authadm(1M), passwd(4), security(4), shadow(4), userdb(4)
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名称
utmpd − ユーザーアカウンティングデータベースデーモン

構文
/usr/sbin/utmpd

説明
utmpd (ユーザーアカウンティング データベースデーモン)は、新しくログインしたユーザーのアカウンティ
ングデータベースを管理します。これは以前は、HP-UXの /etc/utmp と /etc/utmpx ファイルで保守さ
れていました。

utmpd は、起動時にその pid を /etc/useracct/utmpd_pid ファイルに書き込みます。アプリケーショ
ンは、 getuts() API を使って、データベースにエントリーの追加や更新や照会を行うことが出来ます。詳
細情報については、 getuts(3C) のマンページを参照してください。

utmpd(1M) は、既存の /etc/utmpx ファイルとインメモリー データベースの同期をとる役割を果たしてい
ます。同期は、 utmpd のデータベースから /etc/utmpx ファイルへ、そして /etc/utmpx ファイルから
utmpd データベースへと双方向に行われます。しかし、この同期はリアルタイムでは行われません。負荷の
軽いシステムでは数秒、負荷の重いシステムでは数分程度の時差が生じます。

シグナル処理
SIGTERM 正常なシャットダウンの実行

これによって、デーモンはメモリー上のユーザーアカウンティング データベースを
/etc/utmps ファイルに書き込み、終了します。

診断
utmpd は、 syslog(3C) を使って、システムにエラーメッセージを残します。

警告
SIGTERM を使用して utmpd がシャットダウンされた場合、 /etc/utmpx ファイルと /etc/utmps ファ
イルの同期は行われません。 utmpd は、デバッグの目的以外でシャットダウンしないでください。再起動す
ると、 utmpd(1M) を再起動すると、 /etc/utmps ファイルからデータベースを再構築します。

著者
utmpd は、HPで開発されました。

ファイル
/etc/utmps

/etc/useracct/utmpd_read

/etc/useracct/utmpd_write

/etc/useracct/utmpd_pid

/sbin/init.d/utmpd

/etc/rc.config.d/utmpd
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参照
rlogind(1), telnetd(1), who(1), init(1M), bwtmps(3C), getuts(3C), getutx(3C), btmps(4), utmp(4), utmpx(4),

wtmps(4)
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廃止予定

名称
uucheck − uucp ディレクトリとパーミッションファイルのチェック

構文
/usr/lbin/uucp/uucheck [-v] [-x debug_level ]

説明
uucheck も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参
照してください。

uucheck は、 uucp で必要となるファイルとディレクトリの有無をチェックします ( uucp(1) を参照)。
uucheck は、インストールを行う前に、 UUCP makefile から実行されます。 uucheck は、
/etc/uucp/Permissions ファイル内に明らかに存在するさまざまなエラーのチェックも行います。

オプション
uucheck に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

-v (冗長) uucp プログラムがどのように Permissions ファイルを解釈するのかにつ
いての詳細な説明をプリントします。

-x debug_level

デバッグします。 debug_level は、1 桁の数字で指定します。数字が大きいほど、よ
り詳細な情報が返されます。

スーパーユーザーまたは uucp だけが uucheck を使用できることに注意してください。

警告
HP-UX から削除することが予定されているので、 uucheck も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧
めしません。代わりに、 ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。

ファイル
/etc/uucp/Systems

/etc/uucp/Permissions

/etc/uucp/Devices

/etc/uucp/Maxuuxqts

/etc/uucp/Maxuuscheds

/var/spool/uucp/*

/var/spool/locks/LCK*

/var/spool/uucppublic/*

参照
uucp(1)、 uustat(1)、 uux(1)、 uucico(1M)、 uusched(1M)
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廃止予定

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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廃止予定

名称
uucico − uucp システム用のファイルの転送

構文
/usr/lbin/uucp/uucico -r1 -s system [-x debug_level ] [-d spool_directory ]

/usr/lbin/uucp/uucico [-x debug_level ] [-d spool_directory ]

説明
uucico も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参照
してください。

uucico は、作業ファイルを探して /var/spool/uucp ディレクトリを走査します。このようなファイルが
存在すると、ファイル /etc/uucp/Systems に指定されるリモートシステム用のラインプロトコルを使用し
て、リモートシステムへの接続を行います。その後で、 uucico は作業に対するすべての要求を実行し、そ
の結果をログします。

オプション
uucico には、以下のオプションがあります。

-r1 uucico を MASTERモードで起動します。デフォルトは、 SLAVEモードです。

-s system system で指定するシステムに対する作業のみを実行します。ローカルスプールディ
レクトリに system に対する作業が存在しない場合には、 system への接続を開始
し、 system にローカルシステムに対する作業があるかどうかを調べます。 -r1 を
指定すると、このオプションを使用しなければなりません。

-d spool_directory

デフォルトのスプールディレクトリ (通常は、 /var/spool/uucp/*) の代わりに、
ディレクトリ spool_directory を検索します。

-x debug_level デバッグオプションを使用します。 debug_level は、1～9 の整数です。 debug_level

により大きな値を指定すると、それだけ多くのデバッグ情報が表示されます。

uucico は、通常、 cron、 uucp、または uuxqt などのローカルプログラムによって起動されます
(cron(1M)、 uucp(1)、および uuxqt(1M) を参照)。デバッグ時には、ユーザーが直接 uucico を起動させま
す。

ローカルプログラムが起動する場合、 uucico は MASTER モードとみなされ、リモートシステムへの接続を
行います。 uucico をリモートシステムが起動する場合、 SLAVEモードにあるとみなされます。

リモートシステムへの uucico の接続を正常に行うには、リモートシステムの /etc/passwd ファイルに次
の形式のエントリーが必要となります。

uucp::5:5::/var/spool/uucppublic:/usr/lbin/uucp/uucico
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警告
HP-UX から削除することが予定されているため、 uucico も含め uucp コマンドを使うことはお勧めしま
せん。代わりに ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。

ファイル
/etc/uucp/Systems

/etc/uucp/Permissions

/etc/uucp/Devices

/etc/uucp/Maxuuxqts

/etc/uucp/Maxuuscheds

/var/spool/uucp/*

/var/spool/locks/LCK*

/var/spool/uucppublic/*

参照
uucp(1)、 uustat(1)、 uux(1)、 cron(1M)、 uusched(1M)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uuclean − uucp スプールディレクトリのクリーンアップ

構文
/usr/lbin/uucp/uuclean [ options ]

説明
uuclean も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参
照してください。

uuclean は、スプールディレクトリを走査し、指定したプリフィックスが付いたファイルを探し出して、指
定された時間以上経過したすべてのファイルを削除します。

オプション
uuclean には、以下のオプションがあります。

-ddirectory スプールディレクトリの代わりに directory を整理します。 directory が有効なス
プールディレクトリではない場合、それに「作業ファイル」、つまりその名称が C

で始まるファイルを入れることはできません。これらのファイルは、 uucp ジョブ統
計値に関する uuclean に特別な意味をもちます。

-ppre ファイルプリフィックスとして pre を指定したファイルを走査します。最高 10個の
-p 引き数を指定することができます。 pre を指定しないで -p を使用すると、指定
した時間以上経過したすべてのファイルが削除されます。

-ntime プリフィックステストの結果が正常であった場合、 time に指定した時間以上経過し
たファイルは削除されます (デフォルトの時間は 72 時間です )。

-wfile uuclean のデフォルトのアクションは、指定した時間以上経過したファイルを削除
することです ( -n オプションを参照)。 -w オプションは、 time に指定した時間以
上経過したファイルを見つけるために使用されます。ただし、ファイルは削除されま
せん。引き数 file が存在する場合、警告は file に格納されます。存在しない場合に
は、警告は標準出力に書き込まれます。

-ssys 指定したシステム sys が宛先のファイルのみを調べます。最高 10 個の -s 引き数を
指定することができます。

-mfile -m オプションは、ファイルの削除時にファイルの所有者にメールを送信します。
file を指定する場合、エントリーが file に格納されます。

このプログラムは、一般的には cron によって起動されます (cron(1M) を参照)。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、 uuclean も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧
めしません。代わりに ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。
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ファイル
/var/spool/uucp/* スプールディレクトリ

参照
uucp(1)、 uux(1)、 cron(1M)、 uucleanup(1M)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uucleanup − uucp スプールディレクトリのクリーンアップ

構文
/usr/lbin/uucp/uucleanup [-C time ] [-D time ] [-W time ] [-X time ] [-m string ] [-o time ] [-s sys-

tem ] [-x debug_level ]

説明
uucleanup も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を
参照してください。

uucleanup は、スプールディレクトリを走査し、古いファイルを探し出して、それらを削除するために適切
な処理を行います。選択するオプションに応じて、uucleanup は以下を実行します。

• アクセス不能なシステムに対する送信/受信の要求について、その要求を出したユーザーーに知らせ
ます。

• 配信できないメールを送信に戻します。

• 他のすべてのファイルを削除します。

さらに、uucleanup は、要求を出したユーザーのうち指定した日数が経過しているユーザーに対して警告を
出します (デフォルトは 1 日です)。time が明示的に設定されていない限り、次のオプションのデフォルトの
time の値が使用されます。

オプション
uucleanup には、以下のオプションがあります。

-Ctime time に指定した日数以上経過した C. ファイルは、要求に適切な情報を提供した上
で削除されます。デフォルトの time は 7 日間です。

-Dtime time に指定した日数以上経過した D. ファイルは削除されます。適宜に、メール
メッセージを配信し、news を実行します。デフォルトの time は 7 日間です。

-Wtime time に指定した日数が経過した任意の C. ファイルによって、メッセージを要求し
たユーザーに送信され、リモートへの連絡で遅れが生じた場合、警告を出します。
メッセージには、 JOBID が含まれ、メールの場合には、メールメッセージが含まれ
ます。管理者は、問題点を訂正するために連絡する相手を知らせるメッセージ行を含
めることができます (-m オプションを参照)。デフォルトの Time は 1日です。

-Xtime time に指定した日数以上経過した X. ファイルはすべて削除されます。D. ファ
イルはおそらく存在していません (存在していれば、X. を実行できます)。ただ
し、D. ファイルが存在する場合、それらは、D. 処理によって取り扱われます。
デフォルトの time は 2 日間です。

-mstring この文字列は、-W オプションによって生成される警告メッセージに含まれていま
す。デフォルトの文字列は、See your local administrator to locate the

880 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



uucleanup(1M) uucleanup(1M)
廃止予定

problem. です。

-otime time に指定した日数以上経過した他のファイルは削除されます。デフォルトの time

は 2 日間です。

-ssystem system に対してだけスプールディレクトリをクリーンアップします。デフォルト
は、全スプールディレクトリをクリーンアップすることです。

-xdebug_level デバッグレベルは 0～9 の 1 桁の数字です。数字が大きいほど、より詳細なデバッグ
情報が返されます。

このプログラムは、一般的には、cron によって起動する必要のあるスクリプト uudemon.cleanu によって
開始されます (cron(1M) を参照)。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、uucleanup も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお
勧めしません。代わりに ftp(1)、rcp(1) をお使いください。

ファイル
/var/spool/uucp/* スプールディレクトリ

参照
cron(1M), uucp(1), uux(1), uuclean(1M)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

『Managing UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

『Using UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uucpd − TCP/IP を介した UUCP サーバーデーモン

構文
/usr/sbin/uucpd

説明
uucpd は、TCP/IP ネットワークを介した UUCP の接続をサポートするサーバーです。

uucpd は UUCP の接続 ("uucp" サービス仕様で示されたポートへの接続、services(4) を参照) が確立された
時点で inetd (inetd(1M)) によって呼び出され、以下のプロトコルを実行します。

1) サーバーは "login:" のプロンプトを出し、相手側の uucico プロセスはユーザー名を入力し
なければなりません。

2) ユーザー名がパスワードのないアカウントを示している場合を除いて、サーバーは次に "Pass-

word:" のプロンプトを出します。相手側の uucico プロセスは、そのアカウントのパスワー
ドを入力しなければなりません。

ユーザー名が有効でない場合や、有効でもログインシェルとして /usr/lbin/uucp/uucico をもたないア
カウントを示している場合、またアカウントのパスワードが正しくないか /etc/default/security の設
定によってパスワードの認証が失敗した場合は、接続が切られます。このコマンドの動作に影響する構成可能
なパラメータの詳細については、security(4) のマンページを参照してください。接続に成功すると、uucico

が実行されます (uucico(1M) を参照 )。/var/adm/wtmps の中にエントリー作成され、who コマンドと
last コマンドでトレースできるようになります (who(1) と last(1) を参照)。

プロトコルの制約
uucico 用の ’g’ プロトコルのみがサポートされています。

診断
診断メッセージはすべて接続を介して返され、その後で接続がクローズされます。

user read

ユーザー名の読み取り中にエラーが発生しました。

passwd read

パスワードの読み取り中にエラーが発生しました。

login incorrect

パスワードが無効か、このアカウントのユーザーのログインシェルが /usr/lbin/uucp/uucico で
はありません。

高信頼性システムでは、以下のいずれかの条件が真の場合、uucpd が uucico の始動を禁止します。

• ログインアカウントがロックされている場合 (いくつかの原因が考えられます)。
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• 現在の時刻が、このアカウントの既存の日時の制約に一致していない場合。

これらの条件のもとでは、uucpd は接続に対して login incorrect のメッセージを返します。その後、
接続は切断されます。

著者
uucpd は、カリフォルニア大学バークレイ校および HP によって開発されました。

ファイル
/etc/inetd.conf inetd 用の構成ファイル
/var/adm/inetd.sec inetd 用のオプションの安全運用ファイル
/etc/services サービス名データベース
/var/adm/wtmps ログインデータベース
/etc/default/security デフォルトのセキュリティ構成ファイル

参照
inetd(1M), uucico(1M), updatebwdb(3C), services(4), pam(3), security(4)
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名称
uugetty − ターミナルタイプ、モード、伝送速度、および回線規則の設定

構文
/usr/lbin/uucp/uugetty [-h] [-t timeout ] [-r] line [ speed [ type [ linedisc ] ] ]

/usr/lbin/uucp/uugetty -c file

説明
uugetty も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参
照してください。

uugetty は、ターミナルタイプ、モード、伝送速度および回線規則を設定します。これは、 uugetty が双
方向の回線の使用をサポートする (getty(1M) を参照) 点を除いて、 getty とほぼ同じです。これによって、
ユーザーはログインすることができますが、回線が空いている場合には、 uucico 、 cu 、 ct がダイアル
呼び出しできます (uucico(1) 、 cu(1) 、 ct(1) を参照)。デバイスを uucico 、 cu 、 ct と使用するとロッ
クファイルが作成されます。したがって、 open() への呼び出しが戻ると (open(2) を参照) (あるいは -r オ
プション使用時に最初の文字が読み取られると)、ロックファイルの状態が、回線が uucico 、 cu 、 ct に
よって使用中であるか、あるいはだれかがログインしているかどうかを示します。詳細は、 getty(1M) を参照
してください。

-r オプションを使用する場合、ログインメッセージの出力以前に、複数の改行文字を入力する必要があるこ
とに注意してください。 uucico がログインする場合、次のログインスクリプトで多数の改行文字を入力す
るように命令することができます。

\r\d\r\d\r\d\r in:-in: ...

この場合、...はログインシーケンスに通常使用されるものを示します。

両端で uugetty を使用するインテリジェントモデムまたは直接回線では、エントリーに -r オプションを指
定しなければなりません (これによって、 uugetty はログインメッセージを入力する前に待機して文字を読み
取るので、 uugetty の 2 つのインスタンスがループしないようになります )。直接回線の一方の端で
uugetty を使用する場合には、もう一方の端にも uugetty が必要です。

例
次の行は、インテリジェントモデムまたは直接回線で uugetty を使用する /etc/inittab エントリーで
す。

30:2:respawn:/usr/lbin/uucp/uugetty -r -t 60 tty12 1200

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、 uugetty も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧
めしません。代わりに ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。

ct は、 uugetty を Penril や Ventel などのインテリジェントモデムと使用する場合には、動作しません。
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ファイル
/etc/gettydefs

/etc/issue

/var/spool/locks/LCK*

参照
ct(1)、 cu(1)、 login(1)、 uucico(1M)、 getty(1M)、 init(1M)、 ioctl(2)、 gettydefs(4)、 inittab(4)、 tty(7)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uuls − トランザクションがグループ化する uucp スプールトランザクションのリスト

構文
uuls [−m ] [ directories ...]

uuls [−s ] [−m ] [ directories ...]

uuls [−k ] [−m ] [ directories ...]

説明
uuls も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参照し
てください。

このコマンドは、各ディレクトリ内のファイルを次の 3 つのカテゴリーにグループ化し、 UUCPスプールディ
レクトリ (デフォルトは /var/spool/uucp/*) の内容をリストします。

• トランザクション
• 親なしファイル
• その他のファイル

トランザクション
各出力行は、トランザクションコントロールファイル名で始まり、コントロールファイル (後述) によって参照
される各ローカル (同一ディレクトリ) サブファイルの名称をインクルードします。各出力行の後ろには、トラ
ンザクション (後述) のバイト単位 (−s オプション) または K バイト単位 (−k オプション) の合計サイズが続
く可能性があります。−m (meanings) オプションは、ノード名、ユーザー、および commandline 情報 (後述)

でサブファイル名を置き換えます。

親なしファイル
どのコントロールファイルによっても参照されないすべてのサブファイルです。

その他のファイル
ディレクトリ内の他のすべてのファイル (上記のカテゴリーの内の 1 つにリストされていない全ファイル) で
す。

ファイル名はカラムにフォーマットされているので、1 行に複数のファイルが存在することがあります。トラ
ンザクションが 1 行に入りきらない数のサブファイルを使用する場合、その後には字下げした継続行が続きま
す。

−s (バイト単位のサイズ) オプションと −k (Kバイト) オプションを使用すると、トランザクションのセク
ションの各トランザクションとそのトランザクション内にあるすべての stat-able 送信可能ファイルの合計サ
イズの後にコマンドが続きます。これには、D.∗ ファイルだけが含まれ、C.∗ ファイルや X.∗ ファイルは含
まれません。これは、C.∗ ファイルによって間接的に参照されるスプールディレクトリ外の stat-able ファイ
ルを含むということです。サイズは、それぞれバイト単位で示されるか、最も近い K バイト (1024バイト) に
切り上げられます。合計行も、トランザクションのセクションの終わりに追加されます。
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−m (meanings) オプションを指定すると、サブファイル名の代わりに、 nodename!username commandline

行のある C.∗ ファイルと X.∗ ファイルの後にコマンドが続きます。C ファイルの場合には、リモート実行
(D∗X∗) サブファイルごとに、それを参照する 1 行がプリントされます。nodename は 7 文字で、username

は 8 文字で切り捨てられ、commandline は 1 行以内におさまるように切り捨てられます。

−m を指定すると、リモート実行ファイルの付いていない各 C ファイル用にリモート実行ファイルの代わり
に、コマンドが 1 行または複数行にわたって C ファイル自体の意味を示します。各行はユーザー名、R (受
信) または S (送信)、さらに転送するファイル名から構成されています。詳細は、以下を参照してください。

最初のセクションがコントロールファイル名によってだけソートされるという点を除いて、ファイル名は各セ
クション (後述の「環境変数」を参照) で昇順照合順序でリストされています。. と .. を除くディレクト
リ内の各ファイルは、−m を使用していない限り、リスト全体では厳密には 1 度表示されるだけです。

詳細
トランザクションファイルとは、その名称が C. または X. で始まるファイルです。通常は D. で始まる
サブファイル名は、以下に示すように、空白で区切ったフィールドから、1 行あたり最高 1 ファイルずつコン
トロールファイル行から抽出されます。

C.∗: R <remotefrom> <localto> <user> -<options>

C.∗: S <localfrom> <remoteto> <user> -<options> <subfile> <mode>

X.∗: F <subfile>

適切な文字 (R、S、または F) で始まらない行は無視されます。

R (受信) の場合、<remotefrom> が Cファイルの意味をプリントするために使用され、そのトランザクション
サイズはゼロ (未定義) とみなされます。

S (送信) の場合、<subfile> が D.0 だと、<localfrom> は、−C (コピー) オプションを使用しない一般的な
uucp 呼び出しの結果、スプールディレクトリ内にはないファイルになります。この場合、 <localfrom> は、
stat-able であれば、トランザクションサイズ用、あるいは Cファイルの意味を出力するために使用されます。

uucp −C と uux の両方が <subfile> を真の (スプール済み) サブファイル名にセットします。

親なしファイルとは、その名称が D. で始まり、コントロールファイルによって参照されないファイルのこ
とです。

このアルゴリズムは、トランザクションがアクティブに処理されていない場合に、スプールディレクトリ内に
存在しなければならない全サブファイルの名称をコントロールファイルから抽出します。ユーザーが uucico,

uucp, uux, または uuxqt がアクティブな間にスプールディレクトリを uuls する場合、「ミッシングサブ
ファイル」や「親なしファイル」が見つかることがあります。

各 C.∗ ファイルで参照される各 D∗X∗ サブファイルを読み取り、X∗X∗ ファイルを読み取ると、meanings

情報を入手することができます。 nodename!username が次の形式のファイルの最後の行から取り出されま
す。

U <username> <nodename>
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同様に、commandline は以下の形式の最後の行から取り出されます。

C <commandline>

サブファイル名を 2 回以上参照する場合、2 回目以降の参照はサブファイルをミッシングとして示します。サ
ブファイル名が (破損した) ディレクトリに 2 度以上表示されると、その名称は 1 回だけしか見つかりません
が、親なしファイルにもう一度リストされます。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、出力のソート順を決定します。

LC_COLLATE を環境に指定しない場合、または空文字列が設定されている場合は、LANG の値はデフォルト
として使用されます。LANG を指定しない場合、または空文字列が設定されている場合は、LANG の代わりに
デフォルトの "C" が使用されます (lang(5) を参照)。多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、uuls

は、多言語対応変数がすべて "C" に設定されている場合と同じように動作します (environ(5) を参照)。

診断
プログラムは、ヒープスペースを得ることができないという問題を含めて、指定されたファイル (ディレクト
リ) の処理に問題がある場合は、適切なメッセージを標準エラーに書き込みます。プログラムは、その終了値
として常にゼロを戻します。

コントロールファイルがオープン不可能な (間違ったパーミッションであるか、uuls 実行中に消えてしまっ
た) 場合、そのファイル名には先頭に ∗ が付き、トランザクションのサイズはゼロになります。サブファイル
が見つからない (ファイル名がリストされているディレクトリにない) 場合、あるいは (−s や −k に必要とさ
れている場合) サブファイルが stat-able ではない場合、その名称には先頭に ∗ が付き、トランザクションの
サイズはゼロバイトになります。

−m を指定し、D∗X∗ ファイルが見つからない、または読み取り不能の場合、その名称は通常どおり先頭に ∗
を付けて指定します。

バグ
このコマンドは chdir(2) を使用し、順番に各ディレクトリに変更します。複数のディレクトリを指定する場
合、2 番目から最後のディレクトリまでは (相対パス名ではなく) 絶対パス名でなければなりません。そうしな
いと、chdir () が実行できない可能性があります。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、uuls も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧めし
ません。代わりに ftp(1)、rcp(1) をお使いください。

著者
uuls は、HP で開発されました。
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参照
mail(1), uucp(1), uuto(1), uux(1), uuxqt(1M), stat(2)
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名称
uusched − uucp 転送ファイルのスケジュール

構文
/usr/lbin/uucp/uusched [-u debug_level ] [-x debug_level ]

説明
uusched も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参
照してください。

uusched は、 UUCP ファイル転送スケジューラです。これは通常、デーモン uudemon.hour によって開始
され、このデーモンは /var/spool/cron: 内の次のエントリーから cron (cron(1M) を参照) によって起動
されます。

39 * * * * /usr/bin/su uucp -c */usr/lbin/uucp/uudemon.hour > /dev/null*

オプション
uusched には、デバッグの目的のみに提供される次の 2 つのオプションがあります。

-x debug_level デバッグメッセージを出力します。

-u debug_level -x として uucico に渡します (uucico(1M) を参照)。 debug_level は 0～9 の
数字です。数字が大きいほど、より詳細な情報が返されます。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、 uusched も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧
めしません。代わりに ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。

ファイル
/etc/uucp/Systems

/etc/uucp/Permissions

/etc/uucp/Devices

/var/spool/uucp/*

/var/spool/locks/LCK*

/var/spool/uucppublic/*

参照
cron(1M)、 uucico(1M)、 uusched(1M)、 uucp(1)、 uustat(1)、 uux(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uusnap − UUCP システムのスナップショットの表示

構文
uusnap

説明
uusnap も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の「警告」を
参照してください。

uusnap は、表形式で現在の UUCP状況の構文を表示します。各行のフォーマットは、次のとおりです。

site N Cmds N Data N Xqts Message

site が作業中のサイトの名称の場合、N は 3つの作業タイプ (コマンド、データ、またはリモート実行) のそ
れぞれのカウントとなり、Message は STST ファイルに存在するそのサイトの現在の状態メッセージとなり
ます。

Message にインクルードされるのは、 UUCP が呼び出しを再実行する前に残された時間と UUCP がそのサイ
トにアクセスしようとした回数のカウントが含まれる場合があります。 TALKING 状態にある場合、uucico

のプロセス id も表示される可能性があります。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、uusnap も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧め
しません。代わりに ftp(1) 、rcp(1) をお使いください。

著者
uusnap は、カリフォルニア大学バークレー校が開発しました。

参照
uucp(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
uusnaps − uusnap 出力のソートおよび装飾

構文
uusnaps

説明
uusnaps も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の 警告を参
照してください。

uusnaps は uusnap (uusnap(1M) を参照) を実行し、その出力をより有効な形式に後処理します。出力行を
「パレート形式」でソートし、最初に Cmds ファイルの最大数が設定されたリモートシステムを示し、次に
Data ファイル、それから Xqts ファイルを示します。

uusnaps は、Data が (2 × Cmds) + Xqts に等しくない行の Xqts ファイルの番号の後ろに、* を挿入し
ます。これが、ミッシングまたは親なしトランザクションの部分を示している可能性があります。uuls を使
用してチェックします (uuls(1) を参照)。

uusnaps は、uusnap の全出力の後に要約情報を追加します。最初の行は、Cmds, Data, および Xqts

ファイルの合計です。2 行目はトランザクションファイルの総合計数で、これが表すディレクトリバイト数が
後に続きます。これは、すべての空エントリーを取り除いた後のディレクトリ自体の真のサイズを示していま
す。最後に、トランザクションファイルがミッシングまたは親なしのように見える場合には、uusnaps が
ミッシングファイルまたは余分なファイルの数を戻します。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、uusnaps も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧
めしません。代わりに ftp(1)、rcp(1) をお使いください。

uusnaps は、各ディレクトリのエントリーが 24 バイトを使用するものとみなします。

参照
uuls(1), uusnap(1M)
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名称
uusub − uucp ネットワークの監視

構文
/usr/lbin/uucp/uusub [ options ]

説明
uusub も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の警告を参照し
てください。

uusub は、uucp サブネットワークを定義し、サブネットワークのメンバー間の接続とデータ通信量を監視
します。

オプション
uusub には、以下のオプションがあります。

-asys sys をサブネットワークに追加します。

-dsys サブネットワークから sys を削除します。

-l 接続に関する統計値をレポートします。

-r データ通信量に関する統計値をレポートします。

-f 接続統計値を表示します。

-uhr 過去 hr 時間にわたるデータ通信量の統計値を収集します。

-csys システム sys への接続を実行します。sys が all と指定されている場合、サブネット
ワークの全システムに対する接続を実行します。

接続レポートは、次のとおりにフォーマットされます。

sys #call #ok time #dev #login #nack #other

フォーマットの解釈:

sys リモートシステム名

#call ローカルシステムが最後の表示実行後に sys を呼びだそうとした回数

#ok 正常に終了した接続の数

time 最後に正常終了した接続時刻

#dev 使用可能なデバイス (例えば、 ACU) がないために、正常に行われなかった接続の
回数

#login ログイン障害のために正常に行われなかった接続の回数

#nack 応答 (例えば、回線使用中、システムダウン) がないために正常に行われなかった
接続の回数
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#other 他の理由のために正常に行われなかった接続の回数

データ通信量の統計値は、次のようにレポートされます。

sfile sbyte rfile rbyte

フォーマットの解釈:

sfile 送信されたファイルの数

sbyte -uhr オプションで最後の uusub コマンドに示される期間に送信されたバイト数

rfile 受信されたファイルの数

rbyte 受信されたバイト数

次のコマンド

uusub -c all -u 24

は、一般的には、1 日に 1 度 cron で起動されます。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、uusub も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧め
しません。代わりに ftp(1) 、rcp(1) をお使いください。

ファイル
/var/uucp/.Admin/L_sub 接続の統計値
/var/uucp/.Admin/R_sub データ通信量の統計値
/var/uucp/.Log/* システムログファイル

参照
uucp(1), uustat(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

『Managing UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

『Using UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.

894 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



uuxqt(1M) uuxqt(1M)
廃止予定

名称
uuxqt − uucp コマンド要求または uux コマンド要求の実行

構文
/usr/lbin/uucp/uuxqt [−s system ] [−x debug_level ]

説明
uuxqt も含め uucp 関連のコマンドは HP-UX から削除することが予定されています。後述の警告を参照し
てください。

uuxqt は、 uux コマンド (uux(1) を参照) を使用して生成したリモートジョブ要求を実行します。 uux は
X. ファイルを生成し、 uuxqt がそれらを検索するスプールディレクトリにこれらのファイルを格納しま
す。各 X. ファイルに対して、 uuxqt は、必要なデータファイルが使用可能でアクセス可能であるかどう
か、およびファイルコマンドが要求しているシステムに許可されるかどうかを判断します。 Permission

ファイルは、ファイルのアクセス可能性とコマンドの実行パーミッションを確認するために使用されます。そ
の後で、 uuxqt はコマンドの実行を行います。

uuxqt コマンドの実行前に、2 つの環境変数を設定します。1つは UU_MACHINE で、以前のジョブを送信し
たマシンです。もう 1 つは UU_USER で、そのジョブを送信したユーザーです。リモートシステムが実行可能
なコマンドを書き込む場合に、これらの環境変数を使って、情報、監査、および制限を提供することができま
す。

uuxqt には、以下のオプションがあります。

-s system 指定された system で、コマンドを実行します。

-x debug_level 標準出力でデバッグ出力を作成します。 debug_level は、0～9 の 1 桁の数字で
す。数字が大きいほど、より詳細なデバッグ情報が返されます。

警告
HP-UX から削除することが予定されているため、 uuxqt も含め uucp 関連のコマンドを使うことはお勧め
しません。代わりに ftp(1) 、 rcp(1) をお使いください。

ファイル
/etc/uucp/Permissions

/etc/uucp/Maxuuxqts

/var/spool/uucp/*

/var/spool/locks/LCK*

参照
uucp(1)、 uustat(1)、 uux(1)、 uucico(1M)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.
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名称
vgcfgbackup − LVM ボリュームグループ設定バックアップファイルの作成またはアップデート

構文
/usr/sbin/vgcfgbackup [-f vg_conf_path] [-u] vg_name

説明
vgcfgbackup コマンドは、ボリュームグループに関するLVM設定をデフォルトまたは代替の設定バック
アップファイルに保存します (-f を参照)。

デフォルトでは、LVM コマンドが LVM 設定を変更するたびに vgcfgbackup が自動的に実行されます。そ
の場合には、常にデフォルト設定バックアップファイルが使われます。既存のデフォルト設定バックアップ
ファイル名は、 ".old" が付けられます。

オプションと引き数
vgcfgbackup は、次のオプションと引き数を認識します。

vg_name ボリュームグループのパス名。

-f vg_conf_path vg_conf_path で指定された代替ファイル名を使って、設定を保存します。

-f を省略すると、デフォルトファイル名は次の形になります。

/etc/lvmconf/base_vg_name.conf

base_vg_name は、 vg_name のベースネームです。例えば vg_name を
/dev/vg00 と指定すると、base_vg_name は vg00 です。

-u 設定バックアップファイルを LVM の最新設定にアップデートします。オンライ
ンでなければならないのは、設定バックアップファイルが前回修正されてから
追加された物理ボリュームだけです。

-u を省略すると、vg_name に対する全物理ボリュームがオンラインでなけれ
ばなりません。

戻り値
vgcfgbackup は、次の値のうちの 1つを戻して終了します。

0 正常に終了しました。
>0 異常終了。ボリュームグループからの情報アクセス中にエラーが発生しました。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照してください)。
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例
ボリュームグループ /dev/vg00 の LVM 設定情報を、デフォルトのバックアップファイル /etc/lvm-

conf/vg00.conf にバックアップします。

vgcfgbackup /dev/vg00

ボリュームグループ /dev/vg00 に対応する LVM 設定情報をアップデートして、デフォルトファイル
/etc/lvmconf/vg00.conf に入れます。

vgcfgbackup -u /dev/vg00

ボリュームグループ /dev/vg00 の LVM 設定情報を代替設定バックアップファイル /tmp/vg00.backup

にバックアップします。

vgcfgbackup -f /tmp/vg00.backup vg00

警告
代替設定バックアップファイル (デフォルトパス名と同じ) は、ルートファイルシステム内に作成することが推
奨されます。これによって、システムクラッシュ後などのメンテナンスモードで、ボリュームグループ回復が
簡単になります。

著者
vgcfgbackup は HP で開発されました。

参照
vgcfgrestore(1M)
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名称
vgcfgrestore − LVM ボリュームグループの構成情報をバックアップファイルから表示/復元

構文
/usr/sbin/vgcfgrestore -n vg_name -l [-v]

/usr/sbin/vgcfgrestore [-R] [-F] -n vg_name [-o old_pv_path] pv_path

/usr/sbin/vgcfgrestore -f vg_conf_path -l [-v]

/usr/sbin/vgcfgrestore [-R] -F -f vg_conf_path [-o old_pv_path] pv_path

特記事項
ボリュームグループが共用モードでアクティブ化されている場合は vgcfgrestore を実行することができま
せん。

アクティブ化されているボリュームグループに接続されているデバイスでは vgcfgrestore を実行すること
ができません。バックアップ構成をディスクに復元する前に、pvchange(1M) コマンドを使用してボリューム
グループからその PV を切り離すか、vgchange(1M) コマンドを使用してボリュームグループを非アクティブ
化してください。

説明
vgcfgrestore コマンドは、デフォルト (-n オプション) または代替 (-f オプション) の構成バックアップ
ファイルから、pv_path で指定される物理ボリュームに、LVM 構成データを復元します。構成データを標準
出力に表示することもできます (-l オプション)。

物理ボリューム old_pv_path に保管された構成は、別の物理ボリューム pv_path にコピーすることができま
す (-o オプション)。

オプションと引き数
vgcfgrestore には、次のオプションと引き数があります。

pv_path 現在オンラインとなっている物理ボリュームの raw (キャラクタ) デバイスのパ
ス名

-o オプションを省略する場合は、 pv_path は構成が構成バックアップファイ
ルに保管されている物理ボリュームを指定しなければなりません。

-f vg_conf_path 代替構成バックアップファイル vg_conf_path から構成情報を得ます。

-F このオプションはユーザーデータエリア内に物理ボリュームが代替ブロックを
割り当てていても、LVM構成データを復元させてしまいます。データが破壊さ
れる可能性があるため、使用時は細心の注意を払ってください。

-l 指定した構成バックアップファイルに保存された構成情報をリストします。

-n vg_name デフォルト構成バックアップファイル
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/etc/lvmconf/base_vg_name.conf

から構成情報を得取得します。vg_name は、ボリュームグループのパス名で
す。

base_vg_name は vg_name のベース名です。たとえば vg_name が
/dev/vg00 と指定されると base_vg_name は vg00 となります。

-o old_pv_path 物理ボリューム old_pv_path に対して保存された構成情報を、物理ボリューム
pv_path 上で復元します。

構成バックアップファイルが作成または更新されてから物理ボリューム名が変
わっている場合には、このオプションが有用です。

old_pv_path は、構成が構成バックアップファイルに保管されている物理ボ
リュームのパス名でなければなりません。このパスは、現在オンラインである
必要はありません。

pv_path は、現在オンラインである物理ボリュームのパス名でなければなりま
せん。その構成が構成バックアップファイルに保管されている必要はありませ
ん。

-R このオプションは、ボリュームグループがアクティブな状態でカーネルと構成
バックアップファイルの間で物理ボリュームの不一致がある場合でも、強制的
に LVM 構成データを復元します。構成ファイルが完全に正しく最新のものでな
いかぎり、このオプションを使用してはいけません。間違った構成データを復
元すると、後でデータが破壊される可能性があります。

システム内に代替物理ボリュームのリンクが構成されているときに、代替物理
ボリュームのリンクがないためにカーネル内の物理ボリュームの総数が構成
バックアップファイルと一致しない場合は、次のメッセージが表示されます。

Mismatch between the backup file and the running kernel:

Kernel indicates X disks for /dev/vgname; /etc/lvmconf/vgname

indicates Y disks. Cannot proceed with the restoration.

Deactivate the Volume Group and try again.

この場合、ユーザーは最初にボリュームグループを非アクティブ化した後、
vgcfgrestore コマンドを使用して、ボリュームグループが使用不可能なとき
に構成データを復元するようにお勧めします。ただし、ボリュームグループを
使用可能にしておく必要があり、構成ファイルが正しいことをユーザーが絶対
的に確信している場合には、このオプションは、ボリュームグループが使用可
能にしたまま構成ファイルからデータを復元します。

-v −l オプションと共に指定すると、追加情報が表示されます。
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それぞれのパスに対し、次の情報が追加表示されます。

• ディスクサイズ (キロバイト単位)

• ユーザーデータの開始ブロック番号 (KB)

• PVkey (lvdisplay -kを参照)。同じキーを持つパスは、同じデバイスへの
リンクである点に注意してください。

それぞれのボリュームグループに対し、次の値が表示されます。

• max_pv

• max_pe

• max_lv

戻り値
vgcfgrestore は、次のいずれかの値を返します。

0 正常終了。
>0 失敗。復元操作中にエラーが発生しました。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に不正な設定が含まれていると、すべての多言語対応変数はデフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照してください)。

例
デフォルトファイル /etc/lvmconf/vg00.conf に保存されている LVM 構成情報を物理ボリューム
/dev/rdsk/c0t7d0 に復元します。

vgcfgrestore -n /dev/vg00 /dev/rdsk/c0t7d0

ボリュームグループがアクティブな状態で、LVM 構成データを強制的に復元します。

vgcfgrestore -R -n /dev/vg00 /dev/rdsk/c0t7d0

代替構成ファイル /tmp/vg00.backup を使用して、物理ボリューム /dev/rdsk/c0t4d0 に LVM 構成情
報を復元します。

vgcfgrestore -f /tmp/vg00.backup /dev/rdsk/c0t4d0

デフォルトの構成ファイル /etc/lvmconf/vg00.conf に保存されているバックアップ情報を表示します。

vgcfgrestore -n /dev/vg00 -l

次のような内容が表示されます。
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Volume Group Configuration information in "/etc/lvmconf/vg00.conf"

VG Name /dev/vg00

---- Physical volumes : 2 ----

/dev/rdsk/c0t6d0 (Bootable)

/dev/rdsk/c0t5d0 (Non-bootable)

デフォルト構成ファイル /etc/lvmconf/vg01.conf に保存されている /dev/rdsk/c0t7d0の LVM 構成
情報を、物理ボリューム /dev/rdsk/c0t6d0 上に復元します。

vgcfgrestore -n /dev/vg01 -o /dev/rdsk/c0t7d0 /dev/rdsk/c0t6d0

警告
vgchange -a n vg_name を使用して、vgcfgrestore を実行するまでボリュームグループを使用不能に
しておくことを推奨します。

著者
vgcfgrestore は HP で開発されました。

参照
vgcfgbackup(1M), pvchange(1M), vgchange(1M)
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名称
vgchange − LVM ボリュームグループの可用性の設定

構文
ボリュームグループのアクティブ化

/usr/sbin/vgchange -a availability [-l] [-p] [-q quorum] [-s] [-P resync_daemon_count]

[vg_name ... ]

高可用性クラスタの指定と共有可能なボリュームグループのマーク
/usr/sbin/vgchange -c cluster -S sharable vg_name

共有ボリュームグループのアクティブ化モードの変更
/usr/sbin/vgchange -a availability -x {vg_name...}

特記事項
MC/Serviceguard クラスタの操作のためには、オプションの MC/Serviceguard ソフトウェアをインストール
しておかなければなりません。このソフトウェアは、標準の HP-UX オペレーティングシステムには組み込ま
れていません。

ミラーディスク操作のためには、オプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアをインストールしておかなけ
ればなりません。このソフトウェアは、標準の HP-UX オペレーティングシステムには組み込まれていませ
ん。

説明
-a オプションを指定した vgchange コマンドは、１つまたは複数のボリュームグループをアクティブ化ま
たは非アクティブ化します。

-a オプションを -x オプションと共に使うと、 vgchange コマンドは、共有可能ボリュームグループの、
高可用性クラスタ内の目的のアクティブ化モードへのクロスアクティブ化を可能します。

-c オプションを指定した vgchange コマンドは、高可用性クラスタ内にある１つまたは複数のボリューム
グループのメンバーシップを制御します。 -c および -S オプションを指定した vgchange コマンドは、ボ
リュームグループのメンバーシップを制御し、共有可能としてマークします。

-P resync_daemon_count オプションを (デフォルトで) 指定しない vgchange コマンドによってアクティブ
な各 NOMWC/NONE ボリュームグループの nomwcsyncd プロセスが開始します。こうして多くの
NOMWC/NONEVolume ボリュームグループがアクティブ化されオーバロードしているときに、同時に複数実行
できる nomwcsyncd プロセスを作成することができます。

-P resync_daemon_count オプションでは、 nomwcsyncd プロセスを同時に実行できる数を制御します。
count は推奨される数であり、ロードバランスまたは他の理由により内部で他の数を選択することもできま
す。指定すると、 resync_daemon_count + 1 の数だけ nomwcsyncd プロセスが存在しますが、そのうちの
いずれかはその他のプロセスを制御します。 -P 0 を設定すると、システムのデフォルト (現在は４に定義さ
れている) を使用します。

vg_name は、ファイル /etc/lvmtab でボリュームグループとして定義されていなければなりません。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 903



vgchange(1M) vgchange(1M)

vg_name を省略すると、 -x オプションを指定しなかった場合は、 /etc/lvmtab で定義された全ボリュー
ムグループが影響を受けます。

高可用性クラスタの概要
ボリュームグループは、高可用性クラスタ内で２つ以上のシステムに接続されているディスクボリューム上で
定義できます。この状態では、より高いレベルのソフトウェアを使用して調整し、すべてのシステムが同じボ
リュームグループに共有アクセスしない限り、データが破壊される可能性が高まります。

ボリュームグループは、クラスタの一部としてマークできます。このようなグループを排他モードでアクティ
ブ化すると、一度に１つのシステムしか読み取り / 書き込み動作にアクセスできなくなります。他のシステム
は、データの読み取り専用アクセスしかできません。ボリュームグループを共有可能としてマークすると、ク
ラスタ内のすべてのノードが読み取り / 書き込みアクセスできる共有モードでアクティブ化することができま
す。

共有ボリュームグループの構成は、排他モードでアクティブ化されている場合にだけ変更できます。
vgchange で -x オプションを指定すると、共有モードと排他モードの共有ボリュームグループの間でクロ
スアクティブ化を行うことが可能です。

オプションと引き数
vgchange には、次のオプションと引き数があります。

vg_name ボリュームグループのパス名。

-a availability ボリュームグループ可用性を設定します。 availability は、次の値のいずれかを取る
ことができます。

y 指定された各ボリュームグループと、関連する物理および論理ボリュー
ムを、すべて読み込み書き出しアクセスのためにアクティブ化します。
ボリュームグループが高可用性クラスタの一部としてマークされている
場合は、 -a e オプションの場合と同様、排他読み込み書き出しモード
でアクティブ化されます。

e 指定された各ボリュームグループと、関連する物理および論理ボリュー
ムを、すべて排他読み込み書き出しアクセスのためにアクティブ化しま
す。ボリュームグループは、高可用性クラスタの一部としてマークし、
可用性ソフトウェアをシステム上で実行します。そうでなければ、ボ
リュームグループはアクティブ化されません。

-x オプションを指定すると、共有ボリュームグループのアクティブ化
モードが排他モードに変更されます。操作の間ボリュームグループはア
クティブなままとなります。ボリュームグループが複数のノードでアク
ティブになっている場合や、現在共有モードになっていない場合は、操
作は実行されません。
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s 指定された各ボリュームグループと、関連する物理および論理ボリュー
ムを、すべて共有読み込み書き出しアクセスのためにアクティブ化しま
す。ボリュームグループは、高可用性クラスタの一部としてマークし、
共有可能としてマークします。そうでなければ、ボリュームグループは
アクティブ化されません。

HP MirrorDisk/UX ソフトウェアは、最大２つのノードが構成されてい
るクラスタ環境でのみサポートされる点に注意してください。

-x オプションを指定すると、共有ボリュームグループのアクティブ化
モードが共有モードに変更されます。操作の間ボリュームグループはア
クティブなままとなります。操作は、ボリュームグループの現在のアク
ティブ化モードが排他モードの場合にだけ実行されます。

現在アクティブなボリュームグループ上で、 -x オプションを指定せずに、 -a y

オプションや -a e オプションを実行すると、 vgchange は、前回不明としてリス
トされていた物理ボリュームを含めようとします。この機能は、物理ボリュームがオ
ンラインに戻っている場合に役立ちます。ただし、ミラー化された論理ボリュームの
自動同期化は行われません。同期化が必要な場合は、 vgsync コマンドを実行して
ください (vgsync(1M) を参照)。

r 指定された各ボリュームグループと、関連する物理および論理ボリュー
ムを、すべて読み込み専用アクセスのためにアクティブ化します。ボ
リュームグループがすでにアクティブ化されている場合、このオプショ
ンは無視されます。

ボリュームグループが高可用性クラスタの一部としてマークされている
場合は、高可用性ソフトウェアがシステム上で実行されていなければな
りません。そうでなければ、ボリュームグループはアクティブ化されま
せん。

n 指定された各ボリュームグループと、関連する論理ボリュームを、非ア
クティブ化します。このオプションを実行する前に、論理ボリュームを
閉じなければなりません。たとえば、論理ボリュームにファイルシステ
ムが含まれている場合、このファイルシステムはアンマウントされなけ
ればなりません。

-c cluster 高可用性クラスタ内にあるボリュームグループのメンバーシップを制御します。 clus-

ter は次の値のいずれかを取ることができます。

y ボリュームグループを高可用性クラスタの一部としてマークします。高
可用性ソフトウェアを実行していなければなりません。そうでなけれ
ば、ボリュームグループはマークされません。 1 ノードに対してのみ実
行する必要があります。
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n 指定された各ボリュームグループを、高可用性クラスタのメンバーシッ
プから取り除きます。高可用性ソフトウェアが実行されている必要はあ
りません。

-c y n オプションを実行する前に、ボリュームグループを -a n オプションで非ア
クティブ化しなければなりません。

-S sharable 高可用性クラスタ内のボリュームグループの共有可能性を制御します。 sharable は
次の値のいずれかを取ることができます。

y 指定の各ボリュームグループを共有可能としてマークします。高可用性
ソフトウェアを実行していなければなりません。そうでなければ、ボ
リュームグループはマークされません。 1 ノードに対してのみ実行する
必要があります。

n ボリュームグループから共有属性を削除します。高可用性ソフトウェア
が実行されている必要はありません。

-S y n オプションを実行する前に、ボリュームグループを -a n オプションで非ア
クティブ化しなければなりません。

-l 指定された各ボリュームグループに属する論理ボリュームを開けないようにします。
-l オプションが設定されていると、それ以降論理ボリュームを開くことができなく
なります。論理ボリュームを開けるようにするには、 lvchange -a y を実行しま
す。

-p 指定された各ボリュームグループを、それに属する全論理ボリュームが使用可能の場
合だけアクティブ化します。

-q quorum 指定された各ボリュームグループに最低限必要なボリューム数の設定を有効にするか
どうかを設定します。 quorum は、次の値のいずれかを持つことができます。

y 最低限必要な数の設定が有効です。これはデフォルトです。

n 最低限必要な数の設定を無視します。

-q n は、失われたディスクが多すぎて最低限必要な数の設定が維持されていない場
合に、ボリュームグループをアクティブ化するために使うことができます。これは
LVM 設定情報を完全性を保証するので、最低限必要な数の設定を上書きすることは
通常推奨されません。

-s vg_name で指定されたボリュームグループ内にある古い物理範囲の同期を無効にしま
す。このオプションは、 -a y オプションまたは -a e と同時に使ったときだけ有
効です。

-x 共有ボリュームグループを、異なるアクティブ化モードにクロスアクティブ化しま
す。このオプションは、 -a availability オプションと共に使用した場合にだけ有効

906 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



vgchange(1M) vgchange(1M)

です。

-Presync_daemon_count

ボリュームグループをアクティブ化するときに、 nomwcyncd プロセスの数を制御す
るために推奨される数を指定します。

ミラーディスクのアクティブ化
オプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアが実行されていて、ボリュームグループがアクティブ化されて
いる場合、LVM は、ボリュームグループ内の各論理ボリュームに対して、ミラー書き込みキャッシュおよび
ミラー一貫性回復の状態に基づいて必要なミラー一貫性の回復を実行します (lvdisplay(1M) の一貫性回復を参
照)。非共有環境では、LVM は MWC、 NOMWC および NONE 回復をサポートします。ただし、共有環境で
は、LVM は NOMWC および NONE 回復だけをサポートします。

MWC ミラー書き込みキャッシュおよびミラー一貫性レコードを使って、ミラー一貫性を回復します。
このモードは、ミラー書き込みキャッシュがオンになっていることを意味します。

NOMWC 全論理範囲を検索し、古くないコピーから他のミラーコピーにデータをコピーすることで、ミ
ラー一貫性を回復します。このモードは、ミラー書き込みキャッシュがオフになっていることを
意味します。

NONE システムクラッシュ後に、この論理ボリューム上でボリュームグループがアクティブ化されてい
る間は、ミラー一貫性を回復しません。このモードは、ミラー書き込みキャッシュがオフになっ
ていることを意味します。

次に、ミラー同期化が、古いコピーに古くないコピーからデータをコピーしてリフレッシュします。 -s オプ
ションがコマンド行で指定されていると、ミラー同期化は起こりません。しかし、ミラー書き込みキャッシュ
がオフになっている論理ボリュームでは、 -s オプションがコマンド行に現われるかどうかにかかわらず、ミ
ラー同期化が行なわれます。

一般アクティブ化
vgchange は、物理ボリュームにアクセスできないと、そのボリュームの状態を紛失としてリストします。ボ
リュームグループ内に失われた物理ボリュームが多くなり過ぎると、 vgchange は、このグループに最低限
必要な数の設定がないのでアクティブ化できないことを報告します。最低限必要な数の設定がない場合は、
-q n で上書きすることができます。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照してください)。
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例
ボリュームグループ /dev/vg03 をアクティブ化します。

vgchange -a y /dev/vg03

ボリュームグループ /dev/vg03 を非アクティブ化します。

vgchange -a n /dev/vg03

ボリュームグループ /dev/vg03 をアクティブ化しますが、ミラー書き込みキャッシュをオンにした論理ボ
リューム上に存在しない範囲は同期化されません。

vgchange -a y -s /dev/vg03

排他アクティブ化
ボリュームグループ /dev/vg03 を、高可用性クラスタで使うためにセットアップします。

vgchange -a n /dev/vg03 # Deactivate volume group

vgchange -c y /dev/vg03 # Enable volume group for HA cluster

vgchange -c y -S y /dev/vg03 # Enable volume group for HA cluster

and mark as sharable

vgchange -a e /dev/vg03 # Activate volume group in exclusive mode

vgchange -a s /dev/vg03 # Activate volume group in shared mode

すべてのボリュームグループをアクティブ化します。共有モードの高可用性クラスタのメンバーシップに対す
るマークのあるものがアクティブ化されます。

vgchange -a y

排他モードの高可用性クラスタのメンバーシップに対するマークのあるすべてのボリュームをアクティブ化し
ます。

vgchange -a e

クロスアクティブ化
ボリュームグループ /dev/sh_vg を、高可用性クラスタで使うように設定します。

共有モードでアクティブ化されたボリュームグループの構成を変更するために、１つを除いた各クラスタノー
ドで次のコマンドを実行してボリュームグループを非アクティブ化します。

vgchange -a n sh_vg

ボリュームグループがアクティブなシングルノードでは、次のコマンドを実行します。

vgchange -a e -x sh_vg # Change mode to exclusive

vgchange -a s -x sh_vg # After configuration change, change

mode back to shared
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警告
通常操作

通常の操作では (つまりオプションの高可用性ソフトウェアがない場合)、ボリュームグループをアクティブ化
して、物理的に接続された２つ以上のシステムから読み込み書き出しアクセスすることができるので、データ
破壊の可能性が高くなります。したがって、１つのボリュームグループに対して２つ以上のシステムからのア
クセスが必要な場合は、ボリュームグループを読み込み書き出しのためにアクティブ化するシステムを１つだ
けにし、他のシステムは読み込み専用アクセスができるようにすることが重要です。全システムが読み込み専
用アクセスのためにボリュームグループをアクティブ化する場合は、まったく問題がありません。

さらに、ボリュームグループ情報は、ボリュームグループアクティブ化時にディスクから読み込まれるので、
次のようなボリュームグループに対する動的な変更は、ボリュームグループを共有する他のシステムには伝わ
りません。

論理ボリューム設定の変更。

ミラー化された範囲の状態の変更。

書き込み操作中に起こる不良ブロック再配置。

これらの制限のため、システム間でボリュームグループを共有する場合は、一度に１つのシステムのみが論理
ボリュームにアクセスできるようにすることが推奨されます。論理ボリュームへの同時アクセスが必要な場合
は、論理ボリュームがミラー化されてはならず、不正ブロック再配置をオンにしてはなりません。そうでなけ
れば、論理ボリュームに対して全システムが読み込み専用アクセスを使わなければなりません。

2 TB を超える論理ボリュームをアクティブ化するためには、この機能をサポートするようにカーネルをアッ
プデートし、対応する機能サポートパッチをインストールする必要があります。

ストライプ付きミラー論理ボリュームをアクティブ化するためには、この機能をサポートするようにカーネル
をアップデートし、対応する機能サポートパッチをインストールする必要があります。

参照
mount(1M), vgcreate(1M), vgextend(1M), vgreduce(1M), vgdisplay(1M)

MC/Serviceguard がインストールされている場合 : cmcheckconf(1M)、 cmquerycl(1M)、および Managing

MC/Serviceguard
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名称
vgchgid − 所定の物理デバイス一組のボリュームグループ ID (VGID) の変更

構文
/usr/sbin/vgchgid PhysicalVolumePath [PhysicalVolumePath] ...

説明
vgchgid コマンドは、組み込まれたディスクセットの LVM ボリュームグループ ID (VGID) を変更するため
に作られました。vgchgid は、どのようなストレージでも機能しますが、ミラー化された LUN のスナップ
ショットやクローンを作成できるディスクアレイを主な対象としています。vgchgid コマンドは、VGID を
変更する前に一連の物理デバイスを受け入れ、以下の基準をチェックします。

• コマンド行のすべての raw 物理ボリュームデバイスは、次のようにディスクタイプが同じである。

1) BCV 属性を持つ EMC Symmetrix ディスク (EMC のドキュメントを参照)。
2) BC_SVOL または CA_SVOL 属性を持つ XP ディスクアレイ ファミリ (XP256/XP512 の関連ドキュメ
ントを参照)。

• コマンド行のすべての raw 物理ボリュームデバイスは、同じ VG に属している (「警告」の項を参照)。

一度チェックが成功すると、同じ VGID がすべてのディスクに設定されます。複数の PV ボリュームグループ
のために、すべての物理ボリュームは分割され、vgchgid コマンドの単一の呼び出しで供給されることに注
意してください。

オプション
vgchgid は以下のオプションと引き数を認識します。

PhysicalVolumePath 物理ボリュームの raw デバイスパス名

バックグラウンド
EMC および XP ディスクアレイには、ちょうど LVM が lvsplit コマンドで論理ボリュームを分割するよ
うに、ユーザーが一組のミラー化された物理ボリュームのコピー (BCV または BC と呼ばれる) を分割する機
能があります。「分割」 の結果、分割されたデバイスはオリジナルディスクと同じ VGID を持ちます。
vgchgid コマンドは、BCV デバイスの VGID を変更するために必要です。VGID が変更されてしまうと、
BCV ディスクは vgimport コマンドの使用により、新規のボリュームグループにインポートされることが可
能です。

警告
一度 VGID が変更されてしまうと、オリジナルのディスクデバイスとともにデバイスが再度ミラー化されるま
で、オリジナルの VGID は失われます。vgchgid コマンドが、ディスクデバイスのサブセット (例えば、４
つのディスクデバイスのうち２つ) に使用されている場合は、ディスクデバイスの２つのグループは、別の
VGID を持つため同じ VG にインポートできないでしょう。この解決策は、４つのディスクデバイスすべてを
再度ミラー化し、vgchgid を同時に４つのディスクデバイスすべてに再実行した後、vgimport を使用して
新規の同じ VG にそれらをインポートすることです。

既存のボリュームグループにディスクが新しく追加され、その後、構造を変更する LVM 操作 (すなわち、自
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動的に vgcfgbackup(1M) を実行するような操作) が行われていない場合は、その後に vgchgid を実行すると
異常終了することがあります。ディスクがボリュームグループに属していないという通知が行われます。これ
は、ボリュームグループ上で構造を変更する操作を行うことで (例えば lvcreate などを用いて) 回避できま
す。

コマンド行で指定するデバイスがすべて、既存の標準物理ボリュームの Business Copy ボリュームであり、
ready 状態かつ書き込み可能であることを、システム管理者の責任で確認してください。同一のボリューム内
に、標準のボリュームと BC ボリュームを混在させると、データが破壊されることがあります。

戻り値
vgchgid は、以下の値を返します。

0 VGID は正常に変更されました。
1 VGID は変更されませんでした。

例
vgchgid の使い方の例を以下に示します。

1. システム管理者が、次のコマンドを用いて Business Continuity (BCV または BC) コピーを作成します。

1) EMC Symmetrix ディスクの場合、コマンドは BCV establish と BCV split です。

2) XP ディスクアレイの場合、コマンドは paircreate と pairsplit です。

BCV ディスクが３つ作成されます。

2. BCV ディスクの VGID を変更します。

vgchgid /dev/rdsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d1 /dev/rdsk/c0t0d2

3. BCV ディスクを使用して新規のボリュームグループを作成します。

mkdir /dev/vgbcv

mknod /dev/vgbcv/group c 64 0x040000

4. 新規のボリュームグループに BCV ディスクをインポートします。

vgimport /dev/vgbcv /dev/dsk/c0t0d0 /dev/dsk/c0t0d1 /dev/dsk/c0t0d2

5. 新規のボリュームグループをアクティブにします。

vgchange -a y /dev/vgbcv

6. 新規のボリュームグループの LVM データ構造をバックアップします。

vgcfgbackup /dev/vgbcv

7. 結合した論理ボリュームをマウントします。
mkdir /bcv/lvol1 /bcv/lvol2

mount /dev/vgbcv/lvol1 /bcv/lvol1
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mount /dev/vgbcv/lvol2 /bcv/lvol2

参照
vgimport(1M), vgscan(1M), vgcfgbackup(1M)
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名称
vgcreate − LVM ボリュームグループの作成

構文
/usr/sbin/vgcreate [-f] [-A autobackup] [-x extensibility] [-e max_pe] [-l max_lv] [-p max_pv]

[-s pe_size] [-g pvg_name] vg_name pv_path ...

説明
vgcreate コマンドは、新しいボリュームグループを作成します。vg_name は、ボリュームグループの文字
による名称であり、このボリュームグループを参照する場合には必ず使用する必要があります。vg_name は、
必ず group という名称のキャラクタ型スペシャルファイルが格納されている /dev の下のディレクトリエン
トリーへのパスです。ディレクトリ vg_name には、group エントリー以外に何も入っていてはいけいませ
ん。vg_name ディレクトリおよび group ファイルは、ユーザーが作成しなければなりません (lvm(7) を参
照)。

vgcreate は、ボリュームグループをアクティブ状態にして終了します。

物理ボリュームをボリュームグループに割り当てる前に、pvcreate コマンドを使用して、物理ボリュームを
作成する必要があります ( pvcreate(1M) を参照)。

vgcreate が、最初に指定されている物理ボリュームをボリュームグループにインストールできない場合、そ
のボリュームグループは作成されません。指定した物理ボリュームのうちの未処理のものの１つがボリューム
グループにインストールできない場合は、どのような理由であっても、エラーメッセージがプリントされま
す。ただし、インスタレーションは物理ボリュームのリストの最後まで続行します。

オプションと引き数
vgcreate は、次のオプションと引き数を認識します。

pv_path 新しいボリュームグループに割り当てられる物理ボリュームのブロックデバイ
ス パス名。PA-RISC システムでは、pv_path には 全体ディスクレイアウトの
パス名を、Itanium(R)ベース システムでは、pv_path には HP−UX パーティ
ションを持つディスクセクションのパス名を指定します。Itaniumベース シス
テムのブート可能でない物理ボリュームの場合は、pv_path には、全体ディス
クレイアウトのパス名、またはHP−UX パーティションを持つディスクセク
ションのパス名を指定できます。物理ボリュームに対して物理ボリュームリン
ク pv-links を指定すると、pv_path リストで同じ物理ボリュームを参照する異
なるパスが示されます。この場合、パスのリスト順序が重要です。最初のパス
は、物理ボリュームへの 一次リンク、２番目のパスは物理ボリュームへの代替
リンクになります。一次リンクは、物理ボリュームへのアクセスに使用するデ
フォルトのパスです。一次リンクが使用できない場合、LVM は自動的に代替リ
ンクに切り替えて、物理ボリュームにアクセスします。現在、LVM は物理ボ
リュームへのパスを最大で８本までサポートしています (代替が７本、一次が１
本)。
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vg_name /dev ディレクトリのサブディレクトリのパス名。vg_name には、キャラクタ
スペシャルファイル group の他には何も入っていてはいけません。普通この
ディレクトリ名は、 /dev/vgNN の形をしています。ここで NN は、00 から
始まる順序数です。

-A autobackup このコマンドの起動に対して自動バックアップを設定します。autobackup は、
次の値の何れかを取ることができます。

y 論理ボリュームに加えた設定の変更を自動的にバックアップしま
す。これはデフォルトです。

このコマンドが実行された後で、論理ボリュームの属するボ
リュームグループに対して vgcfgbackup コマンド (vgcfg-

backup(1M) を参照) が実行されます。

n ここでは、設定の変更をバックアップしません。

-e max_pe ボリュームグループ内のどの物理ボリュームからも割り当てることのできる物
理範囲の数の最大値を設定します。max_pe のデフォルト値は、1016 です。
ただし、物理ボリュームのサイズが pe_size の 1016 倍を超えた場合は、
max_pe のデフォルト値は、物理ボリュームのサイズに合うように調整されま
す。物理範囲数の最大値には、1 ～ 65535 の範囲の数を設定してください。

-f 代替ブロックがすでに割り当てられている物理ボリューム (すなわち、この物理
ボリュームは pvcreate -f で初期化されていない) のボリュームグループを
強制的に拡張します。使用時には細心の注意を払って下さい。もし異なる物理
エクステントのボリュームグループに拡張されると、代替ブロックがユーザー
データエリア内に存在し、データが破壊される恐れがあります。

-g pvg_name pvg_name に指定した名称で新しい物理ボリュームグループを作成します。
pv_path パラメータに指定した物理ボリュームのすべてが、新しく作成される
物理ボリュームグループのメンバーになります。

物理ボリュームグループ情報は、/etc/lvmpvg という ASCII ファイルに保存
します。vgcreate コマンドを使用する代わりに、このファイルを編集して物
理ボリュームグループを作成することができます。ただし、物理ボリュームグ
ループを作成する前に、使用する物理ボリュームがすでにボリュームグループ
にインストールされていることを確認してください。

物理ボリュームグループ名は、ボリュームグループ内でユニークでなければな
りません。ただし、別のボリュームグループで同じ物理ボリュームグループ名
を使用することはできます (フォーマットについての詳細は、lvmpvg(4) を参
照)。
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-l max_lv ボリュームグループに入れられる論理ボリュームの数の最大値を設定します。
max_lv のデフォルト値は、255 です。論理ボリュームの最大数は、1 から
255 までの値を取ることができます。

-p max_pv ボリュームグループに入れられる物理ボリュームの数の最大値を設定します。
max_pv のデフォルト値は、16 です。物理ボリュームの最大数は、1 から 255

までの値を取ることができます。

-s pe_size 各物理範囲ないのメガバイト数を設定します。ここで、pe_size はメガバイト
(MB) 単位で表わされ、範囲は 1 から 256 です。pe_size は、2 のべき乗 (1、
2、4、8 等) でなければなりません。pe_size のデフォルト値は、4 (4 メガバ
イト) です。

-x extensibility pv_path で指定される物理ボリューム上に物理範囲を追加するための割り当て
許可を設定します。extensibility は、次の値の何れかを取ることができます。

y 物理ボリューム上への追加物理範囲の割り当てを許可します。こ
れはデフォルトです。

n 物理ボリューム上への追加物理範囲の割り当てを禁止します。物
理ボリューム上にある論理ボリュームは、ボリュームグループが
vgchange -a y コマンドで活性化された後でもアクセスするこ
とができます。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、または空白文字列の場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照)。

例
範囲の大きさが 2Mバイトに設定された２つの物理ボリュームが入った /dev/vg00 という名称のボリューム
グループを、最初から作成します。

まず、group というキャラクタスペシャル ファイルを持ったディレクトリ /dev/vg00 を作成しま
す。

mkdir /dev/vg00

mknod /dev/vg00/group c 64 0x030000

group ファイルに対するマイナー番号は、システム上の全ボリュームグループ中でユニークでなけれ
ばなりません。そのフォーマットは 0xNN0000 の形で、NN の範囲は 00 から ff までです。NN

の最大値は、カーネル調整可能パラメータ maxvgs で制御されます。
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pvcreate(1M) を使ってディスクを初期化します。

pvcreate /dev/rdsk/c1t0d0

pvcreate /dev/rdsk/c1t2d0

ボリュームグループを作成します。

vgcreate -s 2 /dev/vg00 /dev/dsk/c1t0d0 /dev/dsk/c1t2d0

範囲の大きさが 8MB に設定されており、３つまでの論理ボリュームを含むことができる /dev/vg01

という名称のボリュームグループを作成します。

vgcreate -l 3 -s 8 /dev/vg01 /dev/dsk/c3t4d0

/dev/vg00 という名称のボリュームグループ、および２つの物理ボリュームが入っている PVG0 と
いう名称の物理ボリュームグループを作成します。

vgcreate -g PVG0 /dev/vg00 /dev/dsk/c1t0d0 /dev/dsk/c2t0d0

PVリンク機能を使用して、/dev/vg00 という名称の、2種類のパスによって参照される物理ボ
リュー ム が 入っ て い る ボ リュー ム グ ルー プ を 作 成 し ま す。 /dev/dsk/c3t0d0 と
/dev/dsk/c4t0d0 は同じ物理ボリュームを参照しますが、異なるコントローラのハードウェアパス
を介してアクセスします。この例では、/dev/dsk/c3t0d0 が物理ボリュームへの 一次リンクにな
ります。/dev/dsk/c4t0d0 は物理ボリュームへの代替リンクになります。

vgcreate /dev/vg00 /dev/dsk/c3t0d0 /dev/dsk/c4t0d0

参照
idisk(1M)、pvcreate(1M), vgchange(1M), vgdisplay(1M), vgextend(1M), vgreduce(1M), lvm(7)
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名称
vgdisplay − LVM ボリュームグループに関する情報の表示

構文
/usr/sbin/vgdisplay [-v] [vg_name ...]

説明
vgdisplay コマンドは、ボリュームグループに関する情報を表示します。 vgdisplay は、指定された各
vg_name に対してのみ、そのボリュームグループに関する情報を表示します。 vg_name を指定しない場合、
vgdisplay は定義されているすべてのボリュームグループの名称と関連する情報を表示します。

ボリュームグループは、表示する前に活性化しなければなりません (vgchange(1M) を参照)。

オプションと引き数
vgdisplay には、次のオプションと引き数があります。

vg_name

例えば /dev/vg00 等、ボリュームグループのパス名。

-v 各ボリュームグループに対して、各論理ボリューム、物理ボリューム、および物理ボリューム
グループに関する追加情報を表示します。

−v オプションなしの表示
-v オプションを省略すると、次の情報のみが表示されます。

--- ボリュームグループ ---

VG 名 (VG Name) ボリュームグループのパス名。

VG 書き込みアクセス (VG Write Access)

ボリュームグループの現在のアクセスモード。可能な値は、リード/ライト
(read/write) および書き込み不可 (read-only) です。

VG ステータス (VG Status)

ボリュームグループの状態。 非活性化されたボリュームグループは表示されな
いので、vgchange -a y コマンドを実行したときと同様に、常に 使用可能
(available) です。

Max LV ボリュームグループに入れることのできる論理ボリューム数の最大値

Cur LV ボリュームグループに現在存在している論理ボリュームの数

オープン LV (Open LV)

ボリュームグループで現在オープンされている論理ボリュームグループの数

Max PV ボリュームグループに入れることのできる物理ボリューム数の最大値

Cur PV ボリュームグループに現在存在している物理ボリュームの数
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Act PV 現在アクティブ状態にある物理ボリュームの数

PV 当たりの Max PE (Max PE per PV)

ボリュームグループの物理ボリュームから割り当てることのできる物理エクス
テント数の最大値 (上限)

VGDA ボリュームグループ内のボリュームグループ記述子領域の数。

PE サイズ (PE Size)

各物理エクステントのサイズ。

PE の合計 (Total PE)

ボリュームグループ内の物理エクステントの総数。ボリュームグループ内の使
用可能な各物理ボリュームに属する物理エクステントの数の合計です。 (この中
には、待機中の予備の物理ボリュームに属する物理エクステントは含まれませ
ん。ただし、ミラー化ディスクを使用している場合にはこれらの物理エクステ
ントが存在する可能性があります。以下を参照してください。)

Alloc PE 論理ボリュームに現在割り当てられている物理エクステントの数

Free PE 割り当てられていない物理エクステントの数 (待機中の予備の物理ボリュームに
属する物理エクステントは含みません。)

PVG 合計 (Total PVG)

ボリュームグループにある物理ボリュームグループの総数

Spare PV の合計 (Total Spare PVs)

このボリュームグループの予備の物理ボリュームとして指定される物理ボ
リュームの総数。この中には、待機中の予備の物理ボリュームとアクテイブ状
態にある予備の物理ボリュームの両方が含まれます。以下を参照してくださ
い。

使用中の Spare PV の合計 (Total Spare PVs in use)

失敗した物理ボリュームに代わって (そのデータをすべて含む) アクテイブ状態
にある予備の物理ボリュームの総数。

-v オプションを指定した場合の表示
-v オプションを指定すると、vgdisplay は、ボリュームグループ内の各論理ボリューム、各物理ボリュー
ム、および各物理ボリュームグループに関連して、次の追加情報をリストします。

--- 論理ボリューム ---

vg_name に属する論理ボリュームに関する情報。

LV 名 (LV Name) ボリュームグループ内にある論理ボリュームのブロック型デバイスパス名。
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LV ステータス (LV Status)

論理ボリュームの状態 :

使用可能/古い (available/stale)

論理ボリュームは使用可能ですが、現在のボリュー
ムに存在しない物理エクステントを含んでいます。

使用可能/syncd (available/syncd)

論理ボリュームが使用可能であり、同期がとれてい
ます。

使用不能 (unavailable) 論理ボリュームは使用することができません。

LV サイズ (Mbytes) (LV Size)

論理ボリュームのサイズ

カレント LE (Current LE)

論理ボリューム内の論理エクステントの数

アロケートされた PE (Allocated PE)

論理ボリュームで使用される物理エクステントの数

使用された PV (Used PV)

論理ボリュームで使用される物理ボリュームの数

--- 物理ボリューム ---

vg_name に属する物理ボリュームに関する情報。

PV 名 (PV Name) グループ内の物理ボリュームのブロック型デバイスパス名。物理ボリュームへ
の代替リンクが追加されたときは、Alternate Link がデバイスパス名の次
に表示されます。 (定義については、vgextend(1M) を参照してください。)

PV ステータス (PV Status)

物理ボリュームの状態: (注記 : 予備の物理ボリュームは、HP MirrorDisk/UX

ソフトウェアをインストールしている場合にだけ関係します。):

使用可能 (available) 物理ボリュームが使用可能であり、予備の物理ボ
リュームではありません。

available/data spared

物理ボリュームは、使用可能です。ただし、その
データはまだアクティプ状態にある予備の物理ボ
リューム上にあります。
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available/active spare

物理ボリュームは使用可能であり、アクティプ状態
にある予備の物理ボリュームです。 (アクティプ状
態にある予備の物理ボリュームとは、失敗した物理
ボリュームの代わって働く予備の物理ボリュームこ
とです。)

available/standby spare

物理ボリュームは予備の物理ボリュームであり、こ
のボリュームグループ上の別の物理ボリュームが失
敗した場合に備えて待機しています。失敗した物理
ボリュームからデータを入手するためにだけ、この
物理ボリュームを使用することができます。

使用不能 (unavailable) 物理ボリュームは使用不可能であり、予備の物理ボ
リュームではありません。

unavailable/data spared

物理ボリュームは使用不可能です。ただし、その
データはまだアクティブ状態にある予備の物理ボ
リューム上にあり、この予備の物理ボリュームが使
用可能であればそのデータは使用可能です。

unavailable/active spare

物理ボリュームは使用不可能であり、アクティブ状
態にある予備の物理ボリュームです。つまり、この
物理ボリューム上のデータは使用不可能です。

unavailable/standby spare

物理ボリュームは、失敗した物理ボリュームから
データを入手するために現在は使用することのでき
ない待機中の予備の物理ボリュームです。

PE の合計 (Total PE)

物理ボリューム上の物理エクステントの総数

Free PE 物理ボリューム上の割り当てられていない物理エクステントの数

Spared from PV 物理ボリュームがアクティブ状態にある予備の物理ボリュームである場合に
は、このフィールドには、現在この予備の物理ボリューム上にデータが存在す
る失敗した物理ボリュームの名前が表示されます。この情報を使用すると、失
敗した物理ボリュームを修復した後、手作業でデータをその元の物理ボリュー
ムに戻すことができます (pvmove(1M) を参照)。データがどの物理ボリューム
から来たものであるかを決定することができない場合には、このフィールドに
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は代わりに Missing PV と表示されます。 "Missing PV" (PV がない) という
のは、ボリュームグループを最後にアクティブにしたりアクティブにし直した
り (vgchange(1M) を参照) したときに、この「失敗した」物理ボリュームをボ
リュームグループに入れることができなかったことを示します。

Spared to PV 物理ボリュームが失敗した物理ボリュームを表す場合、このフィールドには、
このボリューム上に元々存在していたデータを現在含んでいる、アクティブ状
態にある予備の物理ボリュームの名前が表示されます。この情報を使用する
と、失敗した物理ボリュームを修復した後、手作業でデータをその元の物理ボ
リュームに戻すことができます (pvmove(1M) を参照)。

Autoswitch 複数のパスからアクセスされるマルチポートデバイスの場合、このフィールド
は物理ボリュームに対する autoswitch の動作を指定します (pvchange(1M) を
参照)。

オン (On) LVMは、物理ボリュームへのパスを使用可能な限り
最適なものに自動的に切り替えます。LVMは、より
適したパスが(使用不能だった後で)使用可能になっ
た場合は、こちらに切り替えるかまたは、現在使用
しているパスに障害が起きた場合は、別の使用可能
なパスに切り替えます。これはデフォルトです。

オフ (Off) LVM は、現在使用しているパスが使用不能な場合
にのみ、自動的に使用可能な限り最適なパスに切り
替えます。LVM は、物理ボリュームへのパスとし
て使用可能な限り一定のものを継続して使用しま
す。この場合、別のより適したパスが障害から回復
しているかどうかは無関係です。

--- 物理ボリュームグループ ---

vg_name に属す物理ボリュームグループについての情報をリストします。

PVG 名 (PVG Name)

ボリュームグループ内の物理ボリュームグループ名。

PV 名 (PV Name) 物理ボリュームグループ内にある物理ボリュームのブロック型デバイスパス
名。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語のメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
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(environ(5) を参照)。

例
システム内のすべてのボリュームグループについての情報を表示します。

vgdisplay

１つのボリュームグループについての情報をすべて表示します。これには、ボリュームグループの論理エクス
テントと物理エクステントの両方の特性とステータスが含まれます。

vgdisplay -v /dev/vg02

参照
lvdisplay(1M), pvdisplay(1M), vgchange(1M), vgcreate(1M)
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名称
vgexport − LVM ボリュームグループおよびこれに関連する論理ボリュームのエクスポート

構文
/usr/sbin/vgexport [-m mapfile] [-p] [-v] [-f outfile] vg_name

/usr/sbin/vgexport -m mapfile -s -p -v vg_name

説明
vgexport コマンドは、上記 構文の１番目のコマンド行形式に従ってシステムからボリュームグループを削
除するのに使用できます。物理ボリューム上にある論理ボリューム情報を修正せずに、システムからボリュー
ムグループを削除できます。

vg_name で指定されるボリュームグループが /etc/lvmtab ファイルから削除され、vg_name ディレクトリ
と group ファイルを含む、このグループに関連するデバイスファイルをシステムから削除します。

物理ボリューム上に存在するボリュームグループ情報とデータに対しては、処理を行えません。これらのディ
スクは、vgimport コマンドを使用して、他のシステムにインポートすることができます (vgimport(1M) を
参照)。

共有可能なオプション (800 シリーズ専用)
vgexport コマンドは、上記の 構文の２行目のコマンド行のフォーマットを使用すると、高可用性クラス
ターの一部として他のシステムにコピーすることができる mapfile を生成するので、vgimport コマンド
(vgimport(1M) を参照) を使用して、ボリュームグループを作成し直すことができます。vgchange(1M) も参
照してください。mapfile には、ボリュームグループの説明および関連する論理ボリューム (あれば) が含まれ
ます。物理ボリューム上にある論理ボリューム情報は変更されません。このオプションによって、ボリューム
グループがシステムから削除されることはないことに注意してください (後述の２番目の例を参照)。

マップファイルに示されたボリュームグループは、インポートシステムと共有できます。ボリュームグループ
はエクスポートシステムから削除されません。

オプションと引き数
vgexport には、次のオプションと引き数があります。

vg_name ボリュームグループのパス名。

-m mapfile デフォルトの場合、mapfile という名前のファイルが現在のディレクトリ内に作成
されます。このファイルには、ボリュームグループの説明および関連する論理ボ
リューム (あれば) が含まれます。このオプションを使用すると、ファイルの別の名
前 mapfile を指定することができます。このファイルは、vgimport (vgimport(1M)

を参照) への入力として使用することができます。-s オプションとともに使用する
と、mapfile に指定されているボリュームグループは高可用性クラスター内の他のシ
ステムと共有されます。

-p 行なわれる動作をプレビューしますが、/etc/lvmtab ファイルを更新したりデバイ
スファイルを取り除いたりしません。このオプションは、-v オプションと同時に使
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うのが最適です。

-v このボリュームグループに関連した物理ボリューム名を含む冗長なメッセージをプリ
ントします。

-s 共有可能オプション (800 シリーズ専用)。-s オプションを指定する場合は、-p, -v,

および -m オプションも指定しなければなりません。高可用性クラスター内の他のシ
ステム上にボリュームグループエントリーを作成するために使用する (vgimport コ
マンドを使用) ことができる mapfile が作成されます。

-f outfile ボリュームグループに対する現在の pv_paths のセットを outfile に書き込みます。こ
の後、outfile ファイルは vgimport -f オプションの infile として使用できます。
-p オプションとともに使用すると、ボリュームグループはエクスポートされません
が、pv_paths のリストは outfile に書き込まれます。これは、ボリュームグループの
pv_paths のリストを入手したい場合や、ボリュームグループを共有している同一構
成の他のシステムで使用する場合に便利です。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、または空白の文字列が設定されている場合は、デフォルトの "C" が使われます。
(lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数にデフォルトの "C" が設定されてい
るかのように振る舞います (environ(5) を参照)。

例
ボリュームグループ /dev/vg01 をマップファイル vg01.mymap にエクスポートします。エクスポートして
いるシステムからボリュームグループが削除されます。

vgexport -m vg01.mymap /dev/vg01

ボリュームグループ /dev/vg01 をエクスポートして、ディスク名を vg01.outfile ファイルに書き込み
ます。

vgexport -v -f outfile /dev/vg01

ボリュームグループ /dev/vg02 に関するボリュームグループ情報を作成するために、高可用性クラスター内
の他のシステムにコピーされる mapfile を作成します。なお、このボリュームグループはエクスポートシステ
ムから削除されません。インポートシステムは、vgimport コマンドに -s および -m オプションを使用し
てボリュームグループにアクセスします。

vgexport -s -p -m -v vg02.mymap /dev/vg02
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参照
vgimport(1M), vgscan(1M)
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名称
vgextend − 物理ボリュームの追加による LVM ボリュームグループの拡張

構文
/usr/sbin/vgextend [-f] [-A autobackup] [-g pvg_name] [-x extensibility] [-z sparepv] vg_name

pv_path ...

特記事項
vgextend は、ボリュームグループを共有モードでアクティブ化している場合は使用できません。

説明
vgextend コマンドは、追加する物理ボリュームをボリュームグループ vg_name に割り当てます。ボリュー
ムグループは、アクティブでなければなりません。

pv_path .... に指定した 1つ、または複数の物理ボリュームを追加して、ボリュームグループを拡張します。

物理ボリュームをボリュームグループに追加するのに成功した後、その中のディスクスペースを論理ボリュー
ムに割り当てることができます。

追加する物理ボリュームをボリュームグループに割り当てる前に、pvcreate コマンドを使って物理ボリュー
ムを作成してください ( pvcreate(1M) を参照 )。その後、最低でも 1つの物理ボリュームを割り当てて、
vgcreate コマンドによってボリュームグループを作成してください (vgcreate(1M) を参照)。

指定した物理ボリュームの 1つがボリュームグループにインストールできない場合は、どのような理由であっ
ても、エラーメッセージが表示されます。ただし、インスタレーションは物理ボリュームのリストの最後まで
続行します。

別の pv_path 名でボリュームグループ内にすでにある物理ボリュームの 1つを pv_path が参照して別のコン
トローラの使用を指示する場合には、この新しいパスは物理ボリュームへの代替リンクになります。同じディ
スクを参照する 2つのパスが pv_path リストに指定された場合、パスの順序が重要です。最初のパスは物理ボ
リュームへの「一次リンク」、2 番目のパスは物理ボリュームへの「代替リンク」になります。一次リンク
は、物理ボリュームへのアクセスに使用するパスです。一次リンクが使用できない場合、LVM は自動的に代
替リンクに切り替えて、物理ボリュームにアクセスします。現在、LVM は物理ボリュームへのパスを最大で
8 本までサポートしています (代替が 7 本、一次が 1 本)。

オプションと引き数
vgextend には、次のオプションと引き数があります。

pv_path 物理ボリュームのブロックデバイスパス名。

vg_name ボリュームグループのパス名。

-A autobackup このコマンドの起動に対して自動バックアップを設定します。autobackup は、
次の値のいずれかを取ることができます。

y 論理ボリュームに加えた構成の変更を自動的にバックアップしま
す。これはデフォルトです。
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このコマンドが実行された後で、論理ボリュームの属するボ
リュームグループに対して vgcfgbackup コマンド (vgcfg-

backup(1M) を参照) が実行されます。

n ここでは、構成の変更をバックアップしません。

-f 代替ブロックがすでに割り当てられている物理ボリューム (すなわち、この物理
ボリュームは pvcreate -f で初期化されていない) のボリュームグループを
強制的に拡張します。使用時には細心の注意を払って下さい。もし異なる物理
エクステントのボリュームグループに拡張されると、代替ブロックがユーザー
データエリア内に存在し、データが破壊される恐れがあります。

-g pvg_name 既存の物理ボリュームを拡張します。ボリュームグループは、pv_path パラ
メータの物理ボリュームのすべてを pvg_name に指定した物理ボリュームグ
ループに追加することによって拡張されます。

指定した物理ボリュームグループが存在しない場合には、そのボリュームグ
ループを作成します。したがって、このオプションは、ボリュームグループを
作成した後で新しく物理ボリュームグループを作成するための 1つの方法とし
て利用できます。物理ボリュームグループを拡張したりこれにボリュームを追
加するには、vgcreate(1M) の説明にあるように、/etc/lvmpvg ファイルを編
集する方法もあります (フォーマットについての詳細は、lvmpvg(4) を参照して
ください)。

-x extensibility pv_path の指定する物理ボリューム上の追加物理範囲の割り当て許可を設定し
ます。extensibility は、次の値のいずれかを取ることができます。

y 物理ボリューム上の追加物理範囲の割り当てを許可します。

n 物理ボリューム上の追加物理エクステントに対する割り当てを禁
止します。物理ボリューム上にある論理ボリュームには、アクセ
スすることができます。

-z sparepv このオプションを使用するには、別売の HP MirrorDisk/UX ソフトウェアをイ
ンストールしておくことが必要です。このオプションによって、ユーザーは
pv_path で指定した物理ボリュームに予備の物理ボリュームまたは通常の、予
備でない物理ボリュームのどちらであるかをマークすることができます。 (ボ
リュームグループ内の既存の物理ボリュームで障害が発生したとき、ミラー化
が有効である場合には、その既存の物理ボリュームを置き換えるために予備の
物理ボリュームを使用することができます。 ) sparepv には、次の値のどちらか
を指定することができます。

y 物理ボリュームは予備の物理ボリュームとして使用されます。予
備の物理ボリュームからの物理エクステントをボリュームグルー
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プ内の「未使用の」予備のエクステントの一部として使用するこ
とはできません。予備の物理ボリュームは、このボリュームグ
ループ内の別の物理ボリュームが使用不可能になった (障害が発生
した) 場合にだけ使用されます。

n 物理ボリュームは、ボリュームグループの通常の、予備でないメ
ンバーとして使用されます。これがデフォルトです。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照)。

例
物理ボリューム /dev/dsk/c0t1d0 と /dev/dsk/c0t2d0 をボリュームグループ /dev/vg03 に追加しま
す。

vgextend /dev/vg03 /dev/dsk/c0t1d0 /dev/dsk/c0t2d0

物理ボリュームグループ PVG0 を拡張します。この場合は、物理ボリューム /dev/dsk/c0t3d0 と
/dev/dsk/c0t4d0 をボリュームグループ /dev/vg03 に追加する方法を用います。

vgextend -g PVG0 /dev/vg03 /dev/dsk/c0t3d0 /dev/dsk/c0t4d0

ボリュームグループ内の物理ボリュームの 1 つに代替リンクを追加します。ここで、/dev/dsk/c0t4d0 お
よび /dev/dsk/c1t4d0 は、同じ物理ボリュームを参照します (異なるコントローラを介して参照)。また、
このボリュームグループには /dev/dsk/c0t4d0 がすでに含まれています。/dev/dsk/c0t4d0 は一次リ
ンク (使用中) のままで、/dev/dsk/c1t4d0 は代替リンクになります。

vgextend /dev/vg03 /dev/dsk/c1t4d0

予備の物理ボリュームをボリュームグループに追加します。

vgextend -z y /dev/vg03 /dev/dsk/c2t4d0

警告
ボリュームグループに追加された新しい物理ボリュームは、すでにそのボリュームグループにある物理ボ
リュームと異なるブロックサイズを持つ可能性があります。

異なるブロックサイズを持つ 2つ以上の物理ボリューム上で論理ボリュームが作成された場合、このような論
理ボリュームをファイルシステムを目的として用いることはできません。extendfs(1M) を参照してください。

たとえば、ある論理ボリュームがすべてが 1k のブロックサイズをもつ物理ボリュームを含んでいる場合、そ
して、それが 2k のブロックサイズをもつ物理ボリュームを含むよう拡張された場合、このボリュームグルー
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プのブロックサイズは 2k に拡張されます。

追加警告
vgextend コマンドは、10.20 で登場し、EMC Symmetrix ディスク製品機能をサポートしています
(vgchgid(1M) を参照)。vgextend コマンドは、ボリュームグループに拡張されることになっている物理デバ
イスがそのボリュームグループ内に既に存在する物理ボリュームと同じ EMC Symmetrix 属性を持っていなけ
ればならないといった新しい規則を適用しています。明らかに、この検査は、その操作にかかわるディスク (

そのボリュームグループ内に既にあるディスクおよび追加されるディスク) が EMC Symmetrix である場合に
適用されます。互換性がないことをこのコマンドが検出した場合には、次の種類のメッセージが作成されま
す。

「互換性のない EMC Symmetrix ディスクの種類を混在させようとして失敗しました。ボリュームグ
ループには標準ディスクが含まれていますが、物理ボリューム /dev/dsk/cxtxdx には EMC BCV DISK

が含まれています。適用できるなら、EMC Symmetrix のマニュアルを参照してください。」

参照
pvchange(1M), pvcreate(1M), vgchange(1M), vgcreate(1M), vgdisplay(1M)
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名称
vgimport − LVM ボリュームグループのシステムへのインポート

構文
/usr/sbin/vgimport [-m mapfile] [-p] [-v] [-f infile] vg_name pv_path ...

/usr/sbin/vgimport -m mapfile -s [-v] [-p] vg_name

説明
vgimport コマンドは、指定されたボリュームグループをシステムに追加します。 pv_path ... で指定した物
理ボリュームを走査して、ボリュームグループ情報と論理ボリューム情報を収集します。このコマンドは、実
行の前にボリュームグループのデバイスディレクトリと group という特殊ファイルを作成する必要がある点
で、 vgcreate とよく似た働きをします (vgcreate(1M) を参照)。 vg_name は、 /etc/lvmtab ファイルに
追加されます。また、関連する論理ボリュームのデバイスファイルがシステムに追加されます。

vgimport は、物理ボリューム上にすでにボリュームグループ情報が作成されているものとみなします。

このコマンドは、 vgexport コマンド (vgexport(1M) を参照) とともに使用すると有効で、ボリュームグ
ループを高可用性クラスタ内のあるシステムから別のシステムに移動することができます。

vgimport は、 mapfile に入っている命名規則または lvcreate コマンドが使用するデフォルトの命名規則
に従って、 vg_name ディレクトリの下で論理ボリュームのデバイスファイルを作成します (lvcreate(1M) を参
照)。

vgimport コマンドは、新たにインポートしたボリュームグループエントリーを /etc/lvmtab ファイル内
で再構成します。新たにインポートしたボリュームグループに属するディスクの順序は、以前と異なる可能性
があります。

ブート可能なボリュームをインポートすると、 /etc/lvmtab ファイル内のディスクの順序が変更されるた
め、ブートディスクに存在するブート情報が不正確になる可能性があります。これは、ブートディスク上の
ブート情報では、 /etc/lvmtab 内のディスクの特定の順序を想定しているため、新たにインポートした
ブート可能ボリュームグループを最初にアクティブ化した後、この情報を同期し直す必要があるためです。新
たにインポートしたブート可能ボリュームグループを最初にアクティブ化した後に、ブートディスクの情報を
同期し直すには、 lvlnboot コマンドを回復モード (-R オプション) で実行します。

「共有」オプション (800 シリーズ専用)
構文の項に記述されたコマンド行の２番目の形式では、 mapfile に指定されたボリュームグループで共有され
ます。

vgimport では、ボリュームグループがアクティブ化されるときに、指定可能な数多くのオプションがあるた
め、インポートされたボリュームグループはアクティブにしません。正常にインポートされた後にボリューム
グループをアクティブにするには、 vgchange コマンドを使用してください (vgchange(1M) を参照)。
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オプションと引き数
vgimport には、次のオプションと引き数があります。

pv_path 物理ボリュームのブロックデバイス パス名。この引き数は、 -s およびその関連の
オプションとともには使用できません。

vg_name ボリュームグループのパス名。

-m mapfile 論理ボリュームの名称と番号を読み取るファイルの名称を指定します。このオプショ
ンは、構文の１番目のコマンド行形式を使用する場合は指定する必要はありません。
このオプションを指定しないと、論理ボリューム名は、デフォルトの命名規則
lvolnn (nn は論理ボリュームのミラー番号) に従って作成されます。 -s オプショ
ンとともに使用すると、 mapfile に指定されたボリュームグループをエクスポートシ
ステムおよびインポートシステム間で共有できます。

-s 「共有」オプション (800 シリーズ専用)。システムに接続されている各物理ボリュー
ムをスキャンし、mapfile 内のボリュームグループ情報と一致する物理ボリューム
で、 /etc/lvmtab を更新します。このオプションは、必ず -m オプションと共に
使用します。指定された mapfile は、 vgexport コマンドに -m オプションと -s

オプションを指定して実行することで生成されたファイルです。

-p 行われる動作をプレビューしますが、 /etc/lvmtab を更新したり論理ボリューム
デバイスファイルを追加したりしません。このオプションは、 -v オプションと同時
に使うのが最適です。

-v 論理ボリュームを含む詳細メッセージをプリントします。

-f infile infile に保存されている pv_path のセットをボリュームグループにインポートしま
す。このオプションは、コマンド行で pv_path を指定する方法の代替として使用しま
す。 infile では、 pv_path をそれぞれ独立した行に記述します。このオプションを
-s と同時に使用することはできません。

警告
2 TB を超える論理ボリュームをインポートするには、この機能をサポートするようにカーネルをアップデー
トし、対応する機能サポートパッチをインストールする必要があります。

ストライプ付きミラー論理ボリュームをインポートするには、この機能をサポートするようにカーネルをアッ
プデートし、対応する機能サポートパッチをインストールする必要があります。

以下の警告は、(NIKE) などのデバイスまたは代替パスを持つディスクをインポートする際に、 -s オプショ
ンにだけ適用されます。

vgimport コマンドは、ボリュームグループをエクスポートしてインポートするときに、パスの順序を保ちま
せん。これにより、インポート先のシステムと、エクスポート元のシステムで、一次パスと代替パスが変わる
可能性があります。また、エクスポート元のシステムで構成されていなかった追加の代替パスがインポート先
のシステムで検出され、構成されることもあります。
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ボリュームグループをインポートした後で、ディスクの元の一次パスが代替パスとして構成される場合には、
vgreduce を使用して順序を前の状態に戻して一次パスを削除し、 vgextend を使用して同じパスを代替パ
スとして再構成します。追加の代替パスが新しくインポートされたボリュームグループに追加された場合に
は、 vgreduce を使用して、追加されたけれども必要のない代替パスを削減します。

追加警告
vgimport コマンドは、 10.20 で登場し、EMC Symmetrix ディスク製品機能をサポートしています
(vgchgid(1M) を参照)。 vgimport コマンドは、インポートされるディスクのグループが同じ EMC Sym-

metrix 属性を持っていなければならないといった新しい規則を適用しています。明らかに、この検査は、その
操作にかかわるディスクが EMC Symmetrix である場合に適用されます。互換性がないことをこのコマンドが
検出した場合には、次の種類のメッセージが作成されます。

互換性のない EMC Symmetrix ディスクの種類を混在させようとして失敗しました。物理ボリューム
/dev/dsk/cxtxdx は EMC BCV ディスクであるのに、物理ボリューム /dev/dsk/cxtxdx は標準ディスク
です。適用できるなら、EMC Symmetrix のマニュアルを参照してください。

vgimport −s 操作の際に異なるタイプの EMC Symmetrix ディスクに同じ VGID (ボリュームグループ ID)

が見つかると、上記のエラーメッセージが表示され、コマンドの実行は失敗します。 EMC Symmetrix ディス
クの VGID を変更する方法については、 vgchgid(1M) を参照してください。

追加属性を持たない EMC Symmetrix ディスクは、非EMC ディスクとともに一つのボリュームグループ内に
混在させることができることに注意してください。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照)。

例
物理ディスク /dev/dsk/c0t1d0 と /dev/dsk/c0t3d0 に位置するボリュームグループ /dev/vg01 をイ
ンポートします。

vgimport -v /dev/vg01 /dev/dsk/c0t1d0 /dev/dsk/c0t3d0

インポートが正常終了した後で、ボリュームグループを活性化します。

vgchange -a y vg01

マップファイル (mapfile) /tmp/vg01.mymap を使用して、ボリュームグループ /dev/vg01 をインポート
します。 mymap は、別のシステム上の vgexport コマンドですでに指定されています。ボリュームグルー
プ /dev/vg01 は、 mymap に指定されており、インポートシステムのみで使用されます。

vgimport -v -m /tmp/vg01.mymap /dev/vg01 ¥
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/dev/dsk/c0t5d0 /dev/dsk/c0t7d0

マップファイル (mapfile) /tmp/vg02.mymap を使用して、ボリュームグループ /dev/vg02 をインポート
します。 mymap は、別のシステム上の vgexport コマンドで mymap にすでに指定されています。ボ
リュームグループ /dev/vg02 は、 mymap に指定されており、２つのシステム間で共有しています。

vgimport -v -s -m /tmp/vg02.mymap /dev/vg02

infile として /tmp/vg02.infile を用いて、ボリュームグループ /dev/vg02 をインポートします。
infile は、以前に別のシステムで vgexport コマンドで出力されており、 /tmp/vg02.infile の
pv_paths が、両方のシステムで同じであると仮定します。

vgimport -v -f /tmp/vg02.infile /dev/vg02

参照
vgexport(1M), vgscan(1M)
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名称
vgmodify − 物理ボリュームのサイズ変更対応、既存の LVM ボリュームグループの構成パラメータの変更

構文
指定したパラメータの設定

/usr/sbin/vgmodify [-B bootable] [-e max_pe] [-l max_lv] [-n] [-p max_pv] [-r] [-v] vg_name

[ pv_path ... ]

ボリュームグループ設定の最適化
/usr/sbin/vgmodify -o [-B bootable] [-r] [-v] vg_name [ pv_path ... ]

最適となりうるボリュームグループ設定のテーブル表示
/usr/sbin/vgmodify -t [-B bootable] [-n] [-v] vg_name [ pv_path ... ]

特記事項
• ディスクへの構成変更を行っているときに vgmodify が中断されると、すべての物理ボリュームに構成を
適用し直すことが必要になる場合があります。そのためには、 /etc/lvmconf/VG_restore スクリプト
を使う必要があります。新しい構成を適用するには、次のコマンドを実行します。

/etc/lvmconf/VG_restore /etc/lvmconf/VG.conf

古い、元の構成を適用するには、次のコマンドを実行します。

/etc/lvmconf/VG_restore /etc/lvmconf/VG.conf.old

• ルートボリュームグループまたはブートボリュームグループを変更するには、保守モードでブートする必要
があります (boot(1M) を参照)。

• 変更の前に、ボリュームグループを高可用性クラスタのメンバーから削除する必要があります
(vgchange(1M) を参照)。

• LVM 構成データをその最大サイズに拡張するには、各物理ボリュームの最初の物理エクステントを、ユー
ザーデータから LVM 構成データに再配置する必要があります。これは、最初のエクステントが解放されて
いて ( pvmove(1M) を参照)、また、PE の番号割り当てが -n オプションで有効化されている場合にのみ
可能です。

• LVM 構成データサイズは、ボリュームグループのエクステントサイズに制限されます。そのため、そのボ
リュームグループに対して vgmodify を何度実行しても、各物理ボリュームでユーザーデータから再配置
できる物理エクステントは１つまでです。

• lvmconfファイルの属性は、 vgcfgrestore の -v オプションで参照できます (vgcfgrestore(1M) を参
照)。

• 物理ボリュームサイズの増加を活用するためには、 vgmodify を実行して、ボリュームグループの物理エ
クステントの最大数を増やす必要があります。
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• 一般に、物理ボリュームの数が少ないと、物理エクステントの数が多くなります。同様に、物理ボリューム
の数が多いと、物理エクステントの数が少なくなります。

• 物理ボリュームサイズの変更の検出 (LUN サイズの拡張または縮小) は自動であり、 -r オプションか -t

オプションを使わない限り実行されます。

• 物理ボリュームの種類を変更 (ブートから非ブート、またはその逆) するには、 -B オプションを選択し、
物理ボリュームのリストを指定します。そうしないと、物理ボリュームの種類は変更されません。

説明
vgmodify コマンドを使うと、既存のボリュームグループ (vg_name) を変更できます。以下の処理が実行可
能です。

• 物理ボリュームのサイズ変更の検出と処理。

• 物理ボリュームあたりに割り当てることができる物理エクステント (max_pe 設定 ) の最大数の変更
(vgcreate(1M) -eを参照)。

• ボリュームグループに属することのできる最大物理ボリューム数 (max_pv 設定) の変更 (vgcreate(1M) -p

を参照)。

• ボリュームグループに属することのできる最大論理ボリューム数 (max_lv 設定) の変更 (vgcreate(1M) -l

を参照)。

• 物理ボリュームの種類をブートから非ブートまたはその逆に変更 ( pvcreate(1M) -Bを参照)。物理ボリュー
ムをブート不可能にすると、そのデバイスで LVM 構成データ用に使用できる領域が増えます。しかし、ボ
リュームグループ内の１つのブート可能物理ボリュームでも、 max_pv 設定と max_pe 設定によって制限
されます。

vgmodify コマンドを実行するには、ボリュームグループに関連付けられているすべての物理ボリュームが使
用可能であることが必要です。

構成をレポートするとき (-r) や使用可能な設定のテーブルを表示するとき (-t) には、ボリュームグループは
アクティブでかまいません。 vgmodify で構成を変更するときは、ボリュームグループを非アクティブにし
ておく必要があります (vgchange(1M)を参照)。

コマンドが完了する前に中断された場合は、復元の手順が必要になります。詳細は、「特記事項」の項を参照
してください。

オプションと引き数
vgmodify コマンドは以下のオプションと引き数を認識します。

vg_name ボリュームグループのパス名。

pv_path -B オプションに従ってブート可能またはブート不能にする物理ボリュームの
キャラクタ型 (raw) デバイスのパス名。種類の変更が不要な場合は、 pv_path

リストを空にし、 -B オプションは指定しません。
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-B bootable pv_path リストで指定された物理ボリュームを、ブート可能またはブート不能
にします。 bootable は、次のいずれかの値です。

y pv_path リストで指定された物理ボリュームをブート不能から
ブート可能に変更します。

n pv_path リストで指定された物理ボリュームをブート可能から
ブート不能に変更します。

pvcreate(1M) の -B オプションの説明を参照してください。

物理ボリュームをブート不能にすると、そのデバイス上で LVM 構成データ用に
使用できる領域が増えます。ただし、その領域をすべて使用するには、ボ
リュームグループ内のすべての物理ボリュームがブート不能である必要があり
ます。ボリュームグループ内の１つのブート可能物理ボリュームでは、使用可
能な構成設定は制限されます。

物理ボリュームをブート可能にできるのは、その上のすべてのエクステントが
未使用の場合か、物理ボリュームが以前ブート可能デバイスから変換され、領
域がまだ使われていない場合だけです。

物理ボリュームをブート可能にするには、 lvlnboot と mkboot を使って、
処理を完了させます (lvlnboot(1M) および mkboot(1M) を参照)。

-e max_pe ボリュームグループ内のいずれかの物理ボリュームから割り当てることができ
る物理エクステントの最大数を設定します (vgcreate(1M)) -eを参照)。

物理エクステントの最大数は、ボリュームグループ内の任意の物理ボリューム
で使われている現在の最も大きな物理エクステント番号 (使われているエクステ
ントがない場合は１) から、65535 までです。

-t オプションは、 vg_name で可能な max_pe の値のテーブルを表示します。

-l max_lv ボリュームグループに属することのできる論理ボリュームの最大数を設定しま
す (vgcreate(1M) -lを参照)。

最大論理ボリューム数は、現在使われている最も大きな論理ボリューム番号 (論
理ボリュームが使われていない場合は１) から 255 までです。

この値を変更しても、LVM 構成データのサイズにはほとんど影響がありませ
ん。

-n 物理ボリュームの物理エクステントの番号再割り当てを許可します。これは、
割り当てられたエクステントを保持する物理ボリュームにのみ適用されます。
デフォルトでは、物理エクステント番号は vgmodify で変更されません。
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物理エクステントの番号再割り当てを行うと、最初の物理エクステントが解放
されていれば、ユーザーデータから LVM 構成データまたはその逆に割り当てが
変更されます。この再割り当てにより、各物理ボリューム上で LVM 構成データ
用に使用可能な領域が大きな影響を受け、そこに設定できるボリュームグルー
プパラメータにも影響を与えます。

この処理の間ではユーザーデータは移動されません。物理エクステントの LVM

の番号付けだけが変わります。

最初のエクステントがユーザーデータから LVM 構成データに再割り当てされる
と、物理エクステント番号が小さくなります。これが起きるのは、最初のエク
ステントが空いている場合だけです。たとえば、物理ボリュームから物理エク
ステント 10 ～ 20 を使っている論理ボリュームで、その最初のエクステントを
LVM 構成データに再割り当てすると、変更後には物理エクステント 9 ～ 19 が
使われます。ユーザーデータは移動されません。

最初のエクステントが LVM 構成データからユーザーデータに再割り当てされる
と、物理エクステント番号は大きくなります。たとえば、物理ボリュームから
物理エクステント 10 ～ 20 を使っている論理ボリュームで、最初のエクステン
トをユーザーデータに再割り当てすると、変更後は物理エクステント 11 ～ 21

が使われます。ユーザーデータは移動されません。

すべての構成で番号の再割り当てが可能なわけではありません。再割り当てが
できない場合は、エラーが報告され、 -n オプションなしで再度実行すること
を推奨するメッセージが出力されます。

-o ボリュームグループ設定を最適化します。可能であればエクステントと物理ボ
リュームの最大数が増やされ、各物理ボリューム上で予約されている領域を
LVM 構成データ用に最大限に利用できます。

このオプションは、 -l、 -p、 -n、 -t、または -eと同時に使用できません。

注記: 番号の再割り当てが必要な場合は、 -o ではなく -e および -p を指定
して実行します。

-p max_pv ボリュームグループに属することのできる最大物理ボリューム数を設定します
(vgcreate(1M) -pを参照)。設定できる最大物理ボリューム数は、ボリュームグ
ループ内の現在の物理ボリュームの数から 255 までです。

-t オプションを指定すると、 vg_name で可能な max_pv の値のテーブルが表
示されます。

-r 指定されている他のオプションの効果を報告します。ボリュームグループは変
更されません。
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このオプションは、アクティブなボリュームグループに対して使用できます。

-t ボリュームグループに対して最適となりうる設定 (max_pe、 max_pv、および
最大ディスクサイズ) を示すテーブルを生成します。

このオプションは、 -n 指定あり、なしのそれぞれで最適となりうる設定の完
全な一覧を表示します。最適な設定がエクステント番号の再割り当て (-n) によ
る影響を受けない場合には、適切なメッセージが表示されます。

max_pv の値と最大 max_pe が同じになる場合は、最大 max_pv だけが表示さ
れます。そのため、テーブルに空白がある場合があります。テーブルに表示さ
れるよりも少ない max_pv または max_pe を設定することは可能ですが、LVM

構成領域のいくつかが使われなくなります。

-t は、一般に vgmodify コマンドの −e オプションまたは −p オプション
の引き数を取得するために使います。

-v 冗長モード。詳細を報告します。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、多言語対応変数はデフォルトですべて "C" となります (envi-

ron(5) を参照)。

戻り値
vgmodify 以下のいずれかの値を返します。

0 正常終了。
>0 エラーが発生しました。

例
ボリュームグループに最大物理ボリューム数を６に設定した場合の影響を確認します。

vgmodify -p 6 -r /dev/vg02

物理ボリュームあたりの最大物理エクステント数を 4000 に設定し、最大物理ボリューム数を 50 に設定し、
エクステント番号の再割り当てを実行し、その効果を取得します。

vgmodify -p 50 -e 4000 -n /dev/vg02

ボリュームグループの最適となりうる設定のテーブルを表示します。

vgmodify -t /dev/vg02

エクステント番号の再割り当てによる効果を適用して、ボリュームグループの最適となりうる設定のテーブル

938 Hewlett-Packard Company − 5 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



vgmodify(1M) vgmodify(1M)

を表示します。

vgmodify -t -n /dev/vg02

ボリュームグループの物理ボリューム /dev/rdsk/c1t2d0 をブート不能にした結果に対しての最適となり
うる設定のテーブルを表示します。

vgmodify -t -B n /dev/vg02 /dev/rdsk/c1t2d0

最大 16 の物理ボリューム、物理ボリュームあたり 8000 の物理エクステント、 /dev/rdsk/c1t2d0 をブー
ト不能にした場合 (これらの値は上記のテーブルから選択しました。) の影響を、冗長モードで確認します (変
更はしません)。

vgmodify -p 16 -e 8000 -v -r -B n /dev/vg02 /dev/rdsk/c1t2d0

上で確認した設定を適用します。

vgmodify -p 16 -e 8000 -v -B n /dev/vg02 /dev/rdsk/c1t2d0

ボリュームグループ設定を最適化することの影響を、冗長モードで確認します (変更はしません)。

vgmodify -v -r -o /dev/vg02

ボリュームグループ設定を最適化した結果の変更を適用し、冗長モードで出力します。

vgmodify -v -o /dev/vg02

vgmodify コマンドが中断された場合は、次のコマンドを入力して、ボリュームグループ内のすべての物理ボ
リュームに新しい構成を復元します。

/etc/lvmconf/vg02_restore /etc/lvmconf/vg02.conf

警告
• ブート可能物理ボリュームの種類を変更すると、このデバイスからブートできなくなるため、システムが
ブートできなくなる可能性があります。

• vgmodify による最新の変更以前に作成したバックアップファイル (lvmconf) から物理ボリュームを復元
しないでください。さもないと、デバイスをボリュームグループファシリティにアタッチしようとして失敗
し、アクティブ化に失敗するおそれがあります。 lvmconf ファイル内の構成が疑わしい場合は、 vgcf-

grestore -lv -f /etc/lvmconf/VG.conf を使って、ファイル中の設定を表示してください。

• vgmodify コマンドがその操作を完了する前に中断された場合は、ボリュームグループ内のすべての物理
ボリュームの復元が必要になることがあります。それには、復元スクリプトを使ってください。詳細は、
「特記事項」の項を参照してください。

ファイル
/etc/lvmconf/VG.conf

ボリュームグループの最新の (新しい) 構成が格納されます。
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/etc/lvmconf/VG.conf.old

vgmodify が正常に終了すると、このファイルには /etc/lvmconf/VG.conf と同じ新しい構成が
格納されます。 vgmodify が中断された場合は、このファイルには以前の (古い) 構成が格納されて
います。

/etc/lvmconf/VG_restore

vgmodify により、更新を行う前に作成されたスクリプトです。物理ボリュームに対する構成変更を
行っているときに vgmodify コマンドが中断された場合に使います。使い方については、「特記事
項」の項を参照してください。

参照
boot(1M), lvlnboot(1M), mkboot(1M), pvcreate(1M), pvmove(1M), vgcfgbackup(1M), vgcfgrestore(1M),

vgchange(1M), vgcreate(1M), vgdisplay(1M), vgextend(1M), vgreduce(1M), lvm(7)
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名称
vgreduce − LVM ボリュームグループからの物理ボリュームの削除

構文
/usr/sbin/vgreduce [-A autobackup] vg_name pv_path ...

/usr/sbin/vgreduce [-A autobackup] [-l] vg_name pv_path

/usr/sbin/vgreduce [-A autobackup] [-f] vg_name

特記事項
vgreduce は、ボリュームグループを共有モードでアクティブ化している場合は使用できません。

説明
vgreduce コマンドは、 pv_path 引き数で指定された物理ボリュームを、ボリュームグループ vg_name か
ら削除します。

vgreduce コマンドで -f オプションを使用すると、不明な物理ボリュームはすべてボリュームグループか
ら削除されます。

１つを除く他のすべての物理ボリュームを削除することができます。論理ボリュームのドライバが動作するた
めには、最後の物理ボリュームを、ボリュームグループに残しておかなくてはなりません。ボリュームグルー
プの最後の物理ボリュームは、 vgremove コマンドを使って削除することができます (vgremove(1M) を参
照)。

vgreduce を実行する前に、 lvremove を実行して、 pv_path で指定された各物理ボリューム内に存在す
るすべての論理ボリュームを削除しなければなりません (lvremove(1M) を参照)。

pv_path リストにある物理ボリュームのうち、物理ボリュームグループのメンバーでもある物理ボリューム
(/etc/lvmpvg に定義したもの) は、その物理ボリュームグループからも削除します。物理ボリュームが物理
ボリュームグループの最後の物理ボリュームである場合、その物理ボリュームグループもボリュームグループ
から削除されます。

pv_path リスト内の物理ボリュームに複数の PV リンクがある場合、物理ボリュームは、そのボリュームへの
リンクをすべて削除しないかぎりボリュームグループから 削除されません。 pv_path リスト内の物理ボ
リュームが物理ボリュームへの一次リンク (使用中) であるとき、リンクを削除すると強制的に LVM は代替
リンクに切り替えて物理ボリュームにアクセスします。削除された pv_path がデバイスへの 代替リンクであ
るときは、このリンクだけが削除されます。そうでない場合、ボリュームグループと物理ボリュームは変化し
ません。

オプションと引き数
vgreduce は、次のオプションと引き数を認識します。

-A autobackup

このコマンドの実行時に自動バックアップを行うことを指定します。 autobackup に
は、次のいずれかの値を指定します。
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y ボリュームグループに対して行われた構成の変更を自動的にバックアップし
ます。これはデフォルトです。

このコマンドの実行後、ボリュームグループに対して vgcfgbackup コマン
ド (vgcfgbackup(1M)) を参照) が実行されます。

n ここでは構成の変更をバックアップしないことを指定します。

-f vg_name 不明な物理ボリュームを、指定されたボリュームグループから強制的に削除します。
vgreduce は、ボリュームグループに属する各物理ボリューム (PV) の名前を取得し
ます。次に、カーネル PV 構造を読み取り、どの PV が不明であるかを調べます。不
明な PV は削除対象となります。

不明な PV 上のすべての物理エクステントが未使用である場合、ボリュームグループ
から削除されます。そうでない場合には、 vgreduce は物理エクステントから論理
エクステントへのマッピングをレポートします。不明な PV に使用されているエクス
テントがある場合は、 lvreduce または lvremove を使用してすべてのエクステ
ントを解放し、 vgreduce に -f オプションを指定して再実行する必要がありま
す。このオプションは、"Cur PV" の数が "Act PV" の数より多く、ボリュームグルー
プに属するすべての PV がアタッチされていることを、 vgdisplay コマンドが示
した場合によく使用されます。このオプションは、PV でのみ動作し、リンクでは動
作しません。

不明なリンクの処理についての詳細は、 -l オプションを参照してください。

-l pv_path このオプションは、指定された pv_path を lvmtab ファイルから削除します。この
動作は、 pv_path がボリュームグループで見あたらないというマークが付けられてい
る場合にのみ実行されます。このオプションは主に、 vgscan または vgimport コ
マンドが、 lvmtab ファイルで許可されている最大値を超える数のリンクを配置す
るという問題に対応するために用意されています。現在、PV へのパスは最大で８本
までサポートされています (代替が７本、一次が１本)。このような状況では、 -f オ
プションを付けずにコマンドを起動しても、状況は解決されません。パスがボリュー
ムグループにアタッチされていないためです。同じように、PV ではなくリンクに対
して -f オプションを付けて起動しても、この状況は解決されません。

pv_path 物理ボリュームのブロック型デバイスパス名。

vg_name ボリュームグループのパス名。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語のメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
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(environ(5) を参照)。

例
ボリュームグループ /dev/vg01 から物理ボリューム /dev/dsk/c0t1d0 を削除します。

vgreduce /dev/vg01 /dev/dsk/c0t1d0

ボリュームグループ vg01 から不明な PV を強制的に削除します。

vgreduce -f /dev/vg01

次のメッセージは、不明な PV が正しく削除されたときに表示されます。

PV with key 0 successfully deleted from vg /dev/vg01

Repair done, please do the following steps.....:

1. Save /etc/lvmtab to another file.

2. Remove /etc/lvmtab.

3. Use vgscan -v to recreate /etc/lvmtab.

4. NOW use vgcfgbackup to save the LVM setup.

物理ボリュームがまだ lvmtab ファイル内にあり、現在のボリュームグループ vg01 で見あたらないという
マークが付けられている場合に、そのボリュームを削除します。

vgreduce -l /dev/vg01

参照
vgchange(1M), vgcreate(1M), vgdisplay(1M), vgextend(1M)
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名称
vgremove − LVM ボリュームグループ定義をシステムから削除します。

構文
/usr/sbin/vgremove vg_name ...

説明
vgremove コマンドは、ボリュームグループの最後の物理ボリュームおよび vg_name .... で指定されたボ
リュームグループ、またはグループの定義をシステムから削除します。ボリュームグループについてシステム
がもつ知識とボリュームの内容がすべて削除されるため、そのボリュームグループをアクセスすることはでき
なくなります。

ボリュームグループをシステム間で移動させるには、代わりに vgexport コマンドを使います (vgex-

port(1M) を参照)。

vgremove を実行する前に、lvremove を実行して、最後の物理ボリューム内にある全論理ボリュームを削
除します (lvremove(1M) を参照)。

vgremove は、１つの物理ボリュームに対して vgcreate を実行する場合と逆の機能をもちます (vgcre-

ate(1M) を参照)。

ボリュームグループを削除する前に、次の２つのステップを行う必要があります。

1. lvremove コマンドを使用して (lvremove(1M) を参照)、グループに属する全論理ボリュームを
削除してください。

2. vgreduce コマンドを使用して (vgreduce(1M) を参照 )、ボリュームグループに属する物理ボ
リュームを、1 つを除いて全て削除してください。

vg_name ... に示した名称で作成した物理ボリュームグループがある場合は、同時に物理ボリュームグループ
情報もファイル /etc/lvmpvg から削除されます。

引き数
vgremove は、次の引き数を認識します。

vg_name ボリュームグループのパス名。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照してください)。
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例
/dev/vg02 というボリュームグループをシステムから削除します。

vgremove /dev/vg02

参照
lvremove(1M), vgchange(1M), vgreduce(1M)
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名称
vgscan − LVM ボリュームグループ検索用の物理ボリューム走査

構文
/usr/sbin/vgscan [−a] [−p] [−v]

説明
vgscan コマンドは、 /etc/lvmtab ファイルと、関連するボリュームグループのデバイスファイルの再作
成を可能にします。このコマンドは、 /etc/lvmtab ファイルを削除してしまったときや、 /etc/lvmtab

ファイルの物理ボリュームの名称が実際の物理ボリュームパスの設定と一致していないときなどの、致命的な
エラーが発生した場合にのみ実行するようにしてください。 /etc/lvmtab ファイルが存在する場合は、こ
のファイルに入っている情報をファイルの再作成に利用します。ただし、既存のファイルは、新しく修正した
構成に基づいてアップデートされます。

vgscan は、システムに接続されている各物理ボリュームを走査して、論理ボリュームを捜します。二重化コ
ントローラーデバイスがある場合は、 −a オプションを指定して全パスへのアクセスを可能にしない限り、一
次コントローラーデバイスパスのみが走査されます。これらの物理ボリュームは、物理ボリューム上のボ
リュームグループ情報と一致するように、リュームグループとしてグループ化されます。次に vgscan は、
LVM のメジャー番号を持つすべての group デバイスファイルを /dev ディレクトリ上で探し、デバイス
ファイルを物理ボリューム上にある論理ボリューム情報に一致させようとします。

これが一致すると、デバイスパス名からボリュームグループ名が決定され、ボリュームグループ名およびその
ボリュームグループに含まれる物理ボリュームパスのリストを使って、 /etc/lvmtab が更新されます。デ
バイスファイルが一致しないボリュームグループについては、各ボリュームグループに対して物理ボリューム
のリストが表示されます。

vgscan が正常に終了した後で、一致しない物理ボリュームの組に vgimport コマンドを実行してください
(vgimport(1M) を参照)。

オプション
vgscan には、以下のオプションがあります。

−a すべてのディスクのすべてのコントローラーデバイスパスを走査します。

−p 可能性のある動作をプレビューしますが、ファイル /etc/lvmtab の更新はしません。この
オプションは、 −v オプションとともに指定すると最も有効に使用できます。

−v 冗長メッセージを表示します。

警告
次の警告は、デュアルコントローラーデバイス (NIKE) または代替パスのディスクに適用します。

vgscan は、システム上の各ディスクをそれらが構成されている順序で検索します。 vgscan が
/etc/lvmtab ファイルを再構築するとき、ファイル内のディスクの順序が以前と異なることがあります。こ
の場合、次のような問題が発生します。
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指定した一次リンクと代替リンクは以前に構成されたものと異なる場合があります。

代替リンクは、初期にボリュームグループ内に構成されなかったとしても /etc/lvmtab ファイルに
追加されることがあります。

ブート情報は、新しい /etc/lvmtab ファイル内でディスクの順序が変わったために、正しくなくな
ることがあります。

以上の問題を解消するために、次のことを行ってください。

-a オプションを指定して vgchange を使用し、すべてのボリュームグループをアクティブ化しま
す。

-R オプションを指定して lvlnboot オプションを使用し、ディスク上のブート情報を訂正します。

vgreduce を使用して、 vgscan が /etc/lvmtab ファイルに加えた不必要な代替リンクを縮小し
ます。

ディスクの元々の一次パスが、 /etc/lvmtab ファイルの再構成後に、代替パスになるときは、
vgreduce を使用して一次パスを削除し、 vgextend を使用して再びパスを追加すれば、順序は簡
単に戻ります。

/etc/lvmtab が消去されたとき、アプリケーションによってシステムに過度の負荷がかかっている場合、
/etc/lvmtab を再構成するために vgscan を使用してはいけません。使用すると、 vgscan は
NIKE/LVM の制限により不完全な /etc/lvmtab を作成します。 /etc/lvmtab を再構成する前に論理ボ
リュームの I/O を止めることが重要です。

何らかの理由で、システム上でアプリケーションが稼動しているときに、 /etc/lvmtab を再構成する必要
がある場合は、 vgscan は部分的な /etc/lvmtab を作成します。この場合、ほとんどの一次パスは
/etc/lvmtab に組み込まれます。 vgextend を使用して、VGの中で足りない代替パスを組み込みます。

EMC ディスクに関する警告
vgscan コマンドは、 10.20 で登場し、EMC Symmetrix ディスク製品機能をサポートしています
(vgchgid(1M) を参照)。 vgscan コマンドは、同じ属性を持つ EMC ディスクだけが同じボリュームグループ
に属することができるといった新しい規則を適用しています。追加属性を持たない EMC ディスクは、非EMC

ディスクとともに同じボリュームグループ内に混在させることができることに注意してください。適用できる
なら、使用中の EMC Symmetrix ドキュメンテーションを参照してください。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語のメッセージを表示するかを指定します。

LANG が設定されていない場合、または空白文字列が設定されている場合は、デフォルトで "C" が使われま
す。 (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数にデフォルトの "C" が設定されてい
るかのように動作します。 (environ(5) を参照)。
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例
システム上の全物理ボリュームに対する一次コントローラー デバイスパスを走査しますが /etc/lvmtab

ファイルはアップデートしません。

vgscan −p −v

システム上の全物理ボリュームに対するコントローラーデバイスパスをすべて走査します。

vgscan −a −v

システム上のすべての物理ボリューム用の一次コントローラー デバイスパスを走査して、 /etc/lvmtab

ファイルを再生成します。

vgscan −v

/etc/lvmtab ファイルが再生成された後、次のメッセージが表示されます。

*** LVMTAB has been created successfully.

*** If PV links are configured in the system

*** Do the following to resync information on disk.

*** #1. vgchange -a y

*** #2. lvlnboot -R

参照
vgexport(1M), vgimport(1M)
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Requires Optional HP MirrorDisk/UX Software

名称
vgsync − LVM ボリュームグループ上の古い論理ボリュームミラーの同期化

構文
/usr/sbin/vgsync vg_name ...

特記事項
このコマンドを使用するには、前もってオプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアをインストールする必
要があります。このソフトウェアは、 HP-UX オペレーティングシステムには含まれていません。

説明
vgsync コマンドは、vg_name ... で指定されたボリュームグループの、ミラー化された各論理ボリュームの
物理範囲を同期化します。同期化は、元の論理範囲の古いミラーである物理範囲でのみ行われます。

同期化のプロセスは、ハードウェアの特性やデータの量によっては、時間がかかることがあります。使用不能
に設定していない場合、ボリュームグループのミラーは、ボリュームグループが vgchange -a y コマンド
によって活性化されたときに、自動的に同期化されます。

引き数
vgsync は、次の引き数を認識します。

vg_name ボリュームグループのパス名。

多言語化対応
環境変数

LANG は、どの言語によるメッセージを表示するかを指定します。

LANG を指定しない場合、またはヌルの場合は、デフォルトで "C" となります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語対応変数は、デフォルトの "C" となります
(environ(5) を参照してください)。

例
ボリュームグループ /dev/vg04 のミラーの同期化を行います。

vgsync /dev/vg04

警告
vgsync プロセスを中断することは推奨されません。

参照
lvsync(1M), vgchange(1M), vgdisplay(1M)
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名称
vhardlinks − 複数のハードリンクを持つファイルのコンパートメントルールの一貫性チェック

構文
vhardlinks [−m mount_point...]

説明
vhardlinks は、複数ハードリンクに指されているファイルのコンパートメントルールの一貫性をチェック
します。１つのファイルが複数のハードリンクを持っている場合、ファイルへのアクセスを制御するための矛
盾する複数のルールをファイルに持たせるようなコンパートメントルールを作成することも可能です。

引き数を指定せずに vhardlinks を実行すると、１行に１つずつ記述されたシステムマウントポイントのリ
ストを含むデフォルトファイル /etc/cmpt/hardlinks/hardlinks.config からマウントポイントのリ
ストが取得されます。行が # でコメント化されている場合、およびマウントポイントが絶対パスになってい
ない場合、その行はスキップされます。

出力は、/var/adm/syslog/cmpt.log ファイルにログ記録されます。

オプション
vhardlinks は、以下のオプションを認識します。

−m mount_point

マウントポイントを指定します。mount_point には、-m オプションも指定した場合に複
数のハードリンクを持つファイルがないかチェックする対象となるマウントポイントを指
定します。複数のマウントポイントを指定する場合は、空白で区切ったリストを指定しま
す。

ファイル
/etc/cmpt/hardlinks/hardlinks.config

デフォルトファイル。システムマウントポイントのリストが格納されています。

/var/adm/syslog/cmpt.log

vhardlinks からの出力の出力先となるログファイル。

参照
cmpt_tune(1M), compartments(4), compartments(5)
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名称
vipw − パスワードファイルの編集

構文
vipw

説明
vipw は、適切なロックを設定しながらパスワードファイルを編集し、パスワードファイルがアンロックされ
た後にも必要な処理を行います。パスワードファイルがすでに編集中の場合は、後で再実行するようにユー
ザーに知らせます。環境変数 EDITOR に別のエディターが示されていなければ、vi エディターが使用されま
す。

vipw は、root のパスワードエントリーに対していくつかの整合性チェックを行います。また、ルートエン
トリーのフォーマットが正しくないパスワードファイルがインストールされないようにします。システムが起
動できない状態になる可能性を減らすために、ルートエントリーのユーザーID がゼロでないか、またはシェ
ルが /sbin/sh、/usr/bin/csh、/usr/bin/ksh、/usr/bin/sh のいずれでもない場合に、ルートエン
トリーは正しくフォーマットされていないと見なされます。

パスワードファイルのフォーマットについての詳細は、passwd(4) と 『システム/ワークグループの管理』マ
ニュアルを参照してください。

警告
システムクラッシュが発生したときに /etc/ptmp ファイルを削除しないでおくと、システムを再起動した後
で、vipw を使用して、さらに /etc/passwd ファイルを編集することができません。 /etc/ptmp は、意
識的に /etc/passwd を変更するすべてのコマンドで使用される標準的なロックです。

vipw が正常に実行できても、システムが正常に動作するとは限りません。他のシステムデータベースとの整
合性を保つため、vipw でパスワードファイルを編集することは、通常は避けてください。 /etc/passwd

の編集には、sam、useradd、usermod、userdel、chfn、chsh、passwd を使用してください。

著者
vipw は、カリフォルニア大学バークレイ校が開発しました。

ファイル
/etc/ptmp

参照
chfn(1), chsh(1), passwd(1), sam(1M), useradd(1M), usermod(1M), userdel(1M), passwd(4)
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名称
volcopy, labelit − ラベルチェック付きのファイルシステムのコピー

構文
/usr/sbin/volcopy [options] fsname special1 volname1 special2 volname2

/usr/sbin/labelit [options] special [ fsname volume [−n] ]

説明
volcopy コマンドは、デバイスに合ったブロックサイズで、ファイルシステムの正確なコピーを行います。

オプション
volcopy は次のオプションを認識します。

−F FStype 作動するファイルシステムのタイプを指定します ( fstyp(1M) および fs_wrapper(5)

参照)。コマンド行にこのオプションを指定しなければ、ファイルシステムタイプは
/etc/fstab ファイルのエントリーと special とのマッチングにより決定します。
/etc/fstab に エ ン ト リー が な け れ ば、 ファ イ ル シ ス テ ム タ イ プ は
/etc/default/fs ファイルから決定します。

−a 通常の待ち時間なしで、オペレーターが肯定応答してからコピーを行う検査シーケン
スを実行します。

−o specific_options

ファイルシステムタイプに特定のオプションを指定します。 specific_options は、
FStype 固有のコマンドモジュール向けのサブオプションおよび (または) キーワード/

属性のペアのリストです。サポートされる specific_options の詳細については、ファ
イルシステム用のマニュアルエントリーを参照してください。

−s 検査シーケンスが正しくないときに DELを実行します (デフォルト)。

−y 全質問に対する応答を yes とみなします。

−V 完了したコマンドラインをエコーしますが、他の動作は何も実行しません。コマンド
ラインは、ユーザーの指定したオプションおよび引き数と /etc/fstab から得られ
る他の情報を組み合わせて生成されます。このオプションではユーザーがコマンドラ
インを検証することができます。

9トラックの磁気テープを使用する場合は、次のオプションを使用します。

−bpi 密度 インチあたりのビット数

−feet サイズ フィートで表したリールのサイズ

−reel 番号 コピーを再起動したときの先頭のリール番号

−buf 二重バッファー付き I/O の使用

volcopy コマンドは、長さおよび密度情報がコマンドライン上で与えられず、入力テープラベルに記録され
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ていない場合、これらの情報を要求します。ファイルシステムが大きすぎて 1 つのリールに固定できない場
合、 volcopy コマンドは追加リールに対するプロンプトを出します。全リールのラベルはチェックされま
す。テープは 2 つ以上のドライブに交互にマウントすることができます。 volcopy コマンドは割り込みがあ
ると、ユーザーが終了したいのかコマンドインタプリタにエスケープしたいのかを確認します。後者の場合
は、他のオペレーション (labelit コマンドの実行など) を実行した後でコマンドインタプリタを抜けて
volcopy コマンドに戻ることができます。

fsname コピー元のデバイスのファイルシステム名 (例えば、 root) を表します。

special には、物理ディスクのセクションまたはテープ ( 例えば、 /dev/rdsk/1s3 または
/dev/rmt/c0t0d0BEST) を設定します。

volname には、物理ボリューム名を設定します。この名称は、装置の外側のステッカに一致しなければなり
ません。このようなラベルの名称は、6文字以下の長さに制限します。引き数 volname に - を設
定すると、既存のボリューム名を使用することができます。

special1 ファイルシステムのコピーを抽出する元のデバイスを設定します。

volname1 ファイルシステムのコピーを抽出する元のボリュームを設定します。

special2 ターゲットデバイスを設定します。

volname2 ターゲットボリュームを設定します。

labelit コマンドは、マウントを外したディスクまたはテープのファイルシステムに最初のラベルを作成し
ます。オプションの引き数を指定しない場合、 labelit コマンドは、ラベルの現在の設定値をプリントしま
す。 −n オプションは、新しいテープの最初のラベルのみを作成します (このオプションを指定すると、以前
の内容は破壊されます)。 −F, −V, および −o オプションは labelit コマンドにも指定できます。 −F, −V,

および −o オプションの動作は、 volcopy コマンドの場合と同様です。

ファイル
/etc/default/fs デフォルトのファイルシステムのタイプを指定するファイル。
/etc/fstab ファイルシステムに関する統計情報。

参照
volcopy_hfs(1M), volcopy_vxfs(1M), fs_wrapper(5)
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名称
volcopy_hfs: volcopy、labelit − ラベルチェッキングを使った HFS システムファイルのコピー

構文
/usr/sbin/volcopy [options] fsname special1 volname1 special2 volname2

/usr/sbin/labelit [options] special [ fsname volume [−n] ]

説明
volcopy コマンドは、デバイスに一致したブロックサイズを使用して、 HFSファイルシステムのリテラルコ
ピーを作成します。

オプション
volcopy は、次のオプションを認識します。

−F hfs HFSファイルシステムのタイプを指定します。

−a コピーを作成する前に、標準の遅延でなくオペレータの肯定の応答を必要とする確認
シーケンスを呼び出します。

−s (デフォルト) 誤りが検出された場合は削除する確認シーケンスを呼び出します。

−y 全質問に対する応答を yes とみなします。

−V 完了したコマンドラインをエコーしますが、他の動作は何も実行しません。コマンド
ラインは、ユーザーの指定したオプションおよび引き数と /etc/fstab から得られ
る他の情報を組み合わせて生成されます。このオプションではユーザーがコマンドラ
インを検証することができます。

その他のオプションは9トラック磁気テープで使用されます。

−bpi density 1インチあたりのビット数。

−feet size リールのサイズ (フィート単位)。

−reel num コピー再開時の開始リール番号。

−buf ダブルバッファー I/O を使用。

volcopy コマンドは、長さおよび密度情報がコマンドライン上で与えられず、入力テープラベルに記録され
ていない場合、これらの情報を要求します。ファイルシステムが大きすぎて 1 つのリールに固定できない場
合、 volcopy コマンドは追加リールに対するプロンプトを出します。全リールのラベルはチェックされま
す。テープは 2 つ以上のドライブに交互にマウントすることができます。 volcopy コマンドは割り込みがあ
ると、ユーザーが終了したいのかコマンドインタプリタにエスケープしたいのかを確認します。後者の場合
は、他のオペレーション (labelit コマンドの実行など) を実行した後でコマンドインタプリタを抜けて
volcopy コマンドに戻ることができます。

fsname コピーするデバイス上のファイルシステム名 (例: root)。
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special 物理ディスクセクションまたはテープ (例: /dev/rdsk/1s3 または /dev/rmt/c0t0d0BEST)。

volname 物理ボリューム名。これは外部ステッカーと一致している必要があります。このラベル名の長さは
6文字以内に制限されています。引き数 volname を - にして、既存のボリューム名を使用するこ
ともできます。

special1 ファイルシステムのコピーの取り出し元デバイス。

volname1 ファイルシステムのコピーの取り出し元ボリューム。

special2 ターゲットデバイス。

volname2 ターゲットボリューム。

labelit コマンドを使用すると、マウントを外すディスクやテープファイルシステムに初期ラベルをつける
ことができます。オプションの引き数を指定しなければ、 labelit コマンドは現在のラベル値をプリントし
ます。 −n オプションは、新規テープの初期ラベル指定にのみ使用します(これは以前の内容を消去します)。
labelit コマンドにも −F および −V オプションを指定することができます。 −F および −V オプション
の動作は volcopy コマンドに指定した場合の動作と同じです。

参照
fstyp(1M)、 volcopy(1M)、 fs_wrapper(5)
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名称
volcopy_vxfs: volcopy、labelit − ラベルチェックを行う VxFS ファイルシステムのコピー

構文
/usr/sbin/volcopy [−F vxfs] [−V] [−a] [−s] [−y] fsname special1 volname1 special2 volname2

/usr/sbin/labelit [−F vxfs] [−V] [−n] special [ fsname volume]

説明
volcopy デバイスに合ったブロックサイズで、VxFS ファイルシステムを正確にコピーします。

オプション
volcopy に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

−F vxfs ファイルシステムタイプ (vxfs) を指定します。

−V コマンド行オプションが正しいかどうかの確認をするだけで、コマンドは実行しませ
ん。指定したオプションが有効なものであれば、コマンド行全体をエコーします。指
定したオプションが無効であれば、エラーメッセージをプリントします。

−a 通常、 volcopy はファイルシステムのコピーを行う前に、ユーザーからの割り込み
を待ちます。しかし、このオプションの指定があると、オペレータが肯定応答してか
ら直ちに検査シーケンスを実行します。

−s ファイルシステムのコピーを行う前にメッセージを表示し、ユーザーからの割り込み
を待ちます (デフォルト)。

−y 全質問に対する応答を yes とみなします。

9トラックの磁気テープを使用する場合は、以下のオプションを使用します。

−bpi density インチあたりのビット数

−feet size フィートで表したリールのサイズ

−reel num コピーを再起動したときの先頭のリール番号

−buf 二重バッファー付き入出力の使用

volcopy コマンドは、長さと密度の情報がコマンド行に指定されていない場合や、入力テープラベルに記録
されていない場合に、これらの情報を入力するよう要求します。ファイルシステムが大きすぎて 1巻のリール
に収まらないときは、リールを追加するよう求めます。すべてのリールのラベルがチェックされます。テープ
は、複数のドライブに順々に装てんすることができます。 volcopy への割り込みがあると、実行を終了する
か、コマンドインタプリタにエスケープするかをユーザーに尋ねます。後者の場合は、コマンドインタプリタ
を終了した後 volcopy に戻る前に、他の操作 ( labelit など) を行うことができます。

fsname 引き数は、コピー元のデバイス上にあるファイルシステム名 (例えば、 root) を表します。

special には、物理ディスクのセクションまたはテープ ( /dev/rdsk/c0t4d0s0 、 /dev/rmt/0mb など)
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廃止予定

を指定します。

volname には、物理ボリューム名を指定します。この名称は、装置の外側にあるステッカーと同じでなければ
なりません。このようなラベルの名称は、6 文字以下の長さに制限します。引き数 volname として − を指定
すると、既存のボリューム名を使用できます。

special1 と volname1 の引き数には、ファイルシステムのコピーを取り出してくるデバイスとボリュームをそ
れぞれ指定します。 special2 と volname2 の引き数には、コピー先のデバイスとボリュームをそれぞれ指定し
ます。

labelit コマンドを使用すると、マウントを解除したディスクまたはテープのファイルシステムにラベルを
新しく作り直すことができます。オプションの引き数の指定がないと、 labelit は、ラベルの現在の設定値
をプリントします。 labelit には、 −F と −V の各オプションを指定することができます。 −F と −V の
それぞれのオプションの動作は、 volcopy の場合と同じです。 labelit の −n オプションは、新しい
テープにラベルを最初から作成します (このオプションを指定すると、以前の内容が破壊されます)。

警告
volcopy と labelit は、将来のリリースではサポートされません。バックアップおよびリストアには、
vxdump(1M) と vxrestore(1M) を使用するか、各アプリケーション固有のユーティリティを使用してくださ
い。ファイルシステムの正確なコピーを作る場合は、 dd(1) を使用してください。

参照
dd(1)、 volcopy(1M)、 vxdump(1M)、 vxrestore(1M)
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名称
vtdaemon − vt の要求への応答

構文
vtdaemon [-g[ngateway]] [-n] lan_device lan_device ...

説明
vtdaemon は、vt (vt(1) 参照) が他のシステムから (ローカルエリアネットワークを使用して) 送信した要求
に応答します。

オプション
vtdaemon が認識できるコマンド行オプションと引き数は、次のとおりです。

-g[ngateway]

vtdaemon は、１つの LAN デバイスが受信したすべての要求を、コマンド行で指定した
その他すべての LAN デバイスに再度送信します。オプションのパラメータ ngateway に
は、並列操作可能な vtgateway サーバーの台数の最大値を指定します。ngateway を指定
しない場合は、vtgateway サーバーを何台でも同時に操作することができます。

-n これにより、vtdaemon はゲートウェイを介して入ってきた要求をすべて無視します。

最後の引き数は、vtdaemon が要求を検索する LAN デバイスの完全パス名です。LAN デバイスを指定しな
い場合は、デフォルトの LAN デバイスを使用します。

このデバイスのメジャー番号は、 IEEE802.3 ローカルエリアネットワークデバイスに対応していなければなり
ません。

この他、vtdaemon は、ポータルとサービスポータル要求を作成する機能を備えています。ポータルとは、
ローカルエリアネットワークを通じて他のマシンと通信する際に、uucico が使用できる、コールアウトデバ
イスのことです (uucico(1M) 参照)。ポータルは、/usr/lib/uucp/L-vtdevices ファイルにある設定情報
に従って、vtdaemon が作成します。L-vtdevices の各行は、次のフォーマットを使用します。

<calldev>[,<lan device>] <nodename>

vtdaemon は、行ごとに calldev という名称のポータルを作成して /dev に入れます。このデバイスをオー
プンすれば vtdaemon は必ず、サーバーが、指定された LAN デバイスを介して、nodename に指定された
システムと接続するように機能します。LAN デバイスを指定しない場合は、vtdaemon を起動するときにコ
マンド行に指定した最初のデバイスを使用します (または、コマンド行に何も LAN デバイスを指定していな
かった場合は、デフォルトの LAN デバイスを使用します)。

vtdaemon を終了するには、シグナル SIGTERM をこのデーモンに送信します。vtdaemon がこのシグナル
を受信すると、/dev に作成したポータルをすべて削除してから終了します。

診断
vtdaemon が作成した診断メッセージは、/var/adm/vtdaemonlog に書き込まれます。
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警告
vtdaemon は、 HP ネットワークドライバへの HP LLA (リンクレベルアクセス) ダイレクトインタフェース
を使用します。また、vtdaemon は、マルチキャストアドレス 0x01AABBCCBBAA を使用します。このアドレ
スは、ネットワークをアクセスしているその他のアプリケーションによって使用されたり削除されたりするこ
とのないようにしなければなりません。vtdaemon が使用する IEEE 802.3 sap (サービスアクセスポイント)

の値は、0x90, 0x94, 0x98, 0x9C, 0xA0, 0xA4, 0xA8, 0xAC, 0xB0, 0xB4, 0xB8, 0xBC, 0xC0, 0xC4, 0xC8,

0xCC, 0xD0, および 0xD4 です。これらの値は、ネットワークをアクセスしているその他のアプリケーション
に使用されないようにする必要があります。

デスクトップ HP-UX
ユーザーのシステムにデスクトップ HP-UX 製品をインストールした場合、ptydaemon と vtdaemon は両
方ともデフォルト設定では起動しません。これらのデーモンを起動するには、それぞれ /etc/rc.con-

fig.d/ptydaemon および /etc/rc.config.d/vt ファイルで PTYDAEMON_START と VTDAE-

MON_START を "0" から "1" に変更してください。システムをリブートしてこれらの変更を有効にするか、
次のように入力して両デーモンを手動で起動します。

/usr/sbin/ptydaemon

/usr/sbin/vtdaemon /dev/lan0

ここで、/dev/lan0 は、 IEEE802.3 ローカルエリアネットワーク デバイスに対応するキャラクタ スペシャ
ルファイルです。

ファイル
/var/adm/vtdaemonlog vtdaemon が使用するログファイル
/dev/lan0 デフォルトの LAN デバイス名

参照
vt(1), uucico(1M).
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名称
vxdiskusg − ユーザー ID ごとの、VxFS ディスクアカウンティングデータの生成

構文
vxdiskusg [−s] [−v] [−i ignlist] [−p password-file] [−u outfile] [ files... ]

説明
vxdiskusg は、 file 内のデータから中間ディスクアカウント情報を生成します。 -s オプションを指定して
file を省略した場合は、標準入力内のデータから生成します。 vxdiskusg は、次のフォーマットで、1行1

ユーザーの形式で標準出力に出力します。

uid login #blocks

ここで、

uid ユーザー ID (数字)

login ユーザーのログイン名

#blocks このユーザーに割り当てられた全ディスクブロック数

-s オプションを指定しない場合は、 file はファイルシステムを含むデバイスの特殊ファイル名になります。
vxdiskusg は、ディスクアカウンティングを行うときにファイルシステムの iノードだけを読み取ります。

vxdiskusg の出力は、通常、他のアカウンティングレコードとマージ可能な総合アカウンティングレコード
を生成する acctdisk (acct(1M) を参照) の入力となります。 vxdiskusg は、通常、 dodisk 内で実行し
ます (acctsh(1M) を参照)。

オプション
vxdiskusg には、以下のオプションがあります。

-i ignlist ignlist にファイルシステム名が記述されているファイルシステムのデータは無視しま
す。 ignlist は、ファイルシステム名のリストで、各ファイルシステム名はコンマで
区切られているか空白で区切られ、引用符で囲まれています。 vxdiskusg は、この
リスト内の各名称を、ボリューム名 volume name (volcopy_vxfs(1M)を参照) に保
存されているファイルシステム名と比較します (存在する場合)。

注意: このオプションは、 volcopy コマンドと一緒に使用するために提供されて
いましたが、 VxFS では volcopy は使用できません。

-p password-file

password-file を、ログイン名を生成するためのパスワードファイルの名称として使
用します。デフォルトでは /etc/passwd を使用します。

-s 入力データがすでに vxdiskusg の出力フォーマットになっているときに使用しま
す。 vxdiskusg はシングルユーザーについての全行を 1つの行にまとめます。
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-u outfile どのユーザーに対しても課金されていないファイルのレコードを outfile に書き込み
ます。レコードは、スペシャルファイル名、 iノード番号、およびユーザーID で構成
されています。

-v 冗長モードです。どのユーザーに対しても課金されていないすべてのファイルについ
て、標準エラーのリストを表示します。

引き数
vxdiskusg は以下の引き数を取ります。

file ファイルシステムを含むデバイスの特殊ファイル名。 -s オプションと一緒に、この
引数を指定してはいけません。

例
次のようにすれば、3 つのディスク上のファイルシステムに対する、毎日のディレクトリアカウンティング情
報を生成することができます。

for i in /dev/vg00/lvol1 /dev/vg00/lvol6 /dev/vg00/lvol7; do

vxdiskusg $i > dtmp.‘basename $i‘ &

done

wait

vxdiskusg -s dtmp.* | sort +0n +1 | acctdisk > disktacct

ファイル
/etc/passwd ユーザーID からログイン名への変換に使用します。

参照
acct(1M), acctsh(1M), diskusg(1M), acct(4)

標準準拠
vxdiskusg: SVID2, SVID3
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名称
vxdump, rvxdump − ローカルまたはネットワーク上での VxFS ファイルシステムの増分ダンプ

構文
vxdump [−cnouwW] [−0123456789] [−b blocksize] [−B records] [−d density] [−f filename] [−s size] [−T

time] filesystem

rvxdump [−cnouwW] [−0123456789] [−b blocksize] [−B records] [−d density] [−f filename] [−s size] [−T

time] filesystem

vxdump option [argument ...] filesystem

rvxdump option [argument ...] filesystem

説明
vxdump は、特定の日付以降に変更されている vxfs filesystem 内の全ファイルを磁気テープにコピーしま
す。この日付の情報は、/etc/fstab ファイルと、タイムスタンプファイル (デフォルトでは /etc/dump-

dates) から導出されます。rvxdump は、リモートシステムのテープドライブへファイルをコピーします。
rvxdump は、プロセス /usr/sbin/rmt、をリモートマシン上で実行し、テープドライブへアクセスしま
す。

vxdump と rvxdump は上に示したとおり、getopt(3C) での実行と従来の dump コマンド行の実行の両方を
サポートしています。オリジナルの dump コマンド行の形式は、vxdump の以前のバージョンとの互換性の
ためと、hfs ファイルシステムで使用する既存の dump プログラムと同じにするためにサポートされていま
す。従来のコマンド行の形式では、option は 0123456789bBdfonsTuWw の中から文字を選択し(複数可)、
間に空白を入れずに構成されます。

ほとんどのデバイスにおいて、充分な空きスペースがない場合は、vxdump で媒体の終端を検出して媒体の変
更を求めるプロンプトを表示します。そのため、デバイスのサイズを指定する必要はありません。ただし、ダ
ンプするのに複数のテープが必要で、そのテープを vxrestore の古いバージョンで読み取る場合、または
テープデバイスが vxdump で認識しない方法で媒体の終端を処理する場合は、オプション −B またはオプ
ション −dと−s の組み合わせを使用してデバイスのサイズを指定する必要があります。

オプション
vxdump には以下のオプションがあります。

引き数が指定されていない場合は、オプションには −9u が想定され、デフォルトのファイルシステムがデ
フォルトのテープへダンプされます。

−number number は [0−9] の範囲でダンプのレベルを表す１桁の数字です。同じファイルシステム
のタイムスタンプファイルに保存されている最後の日付以降に変更されたファイルのう
ち、低いダンプレベルのものがすべてダンプされます。したがって、オプション −0 を指
定すると、ファイルシステム全体がダンプされます。このレベルで日付が決定できない場
合は、開始時間 (UNIX) とみなされます。
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−B records

ボリュームあたりの論理レコードの数。vxdump の論理レコードのサイズは 1024バイト
です。records には、1024バイト以外の長さの単位を後ろに付けて指定することもできま
す。数の後ろに k または K、m または M、あるいは g または G を追加して、その値が
それぞれキロバイト、メガバイト、ギガバイトであることを示すことができます。このオ
プションは、長さと密度をもとに計算されたテープのサイズより優先されます。

−b blocksize

オプションの引き数 blocksize からブロック化係数が計算されます (−b を指定していない
場合のデフォルトは 63)。ブロックサイズは、論理レコードサイズにブロック化係数をかけ
た長さです。vxdump が書き込む論理レコードの長さは 1024バイトです。vxdump の古
いバージョンでは、6250 BPI より低い密度のテープの場合にはブロック化係数 10 を、
6250 BPI 以上の密度のテープの場合には 32 を使用していました。vxrestore は動的に
ブロック化係数を決定します。

−c カートリッジ。標準の 1/2 インチ リールではなく、カートリッジを使うことを指定しま
す。をこのオプションは、テープの記録密度を 1000 BPI に、ブロック化係数を 63 に、
テープ長を 425 フィートに設定します。 −d オプションで記録密度を 1000 BPI に設定し
ている場合を除いて、 −c オプションと −d オプションを同時に指定してはいけません。

−d density

テープの記録密度 (単位は BPI)。この値を使用して、リールごとのテープの使用量を計算
します。オプション −s を指定すると、リールテープのデフォルト密度の値は 1600 とみ
なされます。

−f filename

ダンプをテープではなく、ファイル filename に書き込みます。ファイル名が − (ハイフン)

の場合、vxdump はダンプを標準出力に書き込みます。リモートマシン上のテープデバイ
スを指定する場合は、このオプションを machine:device の形式にすることができます。

−n vxdump がオペレーターの介在を必要とする場合、wall(1M) に説明されている方法でグ
ループ operator 内のユーザーすべてに通知します。

−o タイムスタンプ情報として、/etc/dumpdates ではなく /etc/vxdumpdates を使用し
ます。

−s size size は、フィートで指定するダンプテープのサイズです。vxdump は指定のサイズまで書
き込んだ時点で、リールが交換されるのを待ちます。−d を指定した場合は、リールテープ
のデフォルトのサイズを値 2300 とみなします。

−T date タイムスタンプファイルを参照して決定する時刻の代わりに、指定した日付を開始時刻と
して使用します。date の形式は ctime(3C) の形式と同じです。このオプションは、特定の
期間にわたってダンプする自動的なダンプスクリプトを作成する場合に便利です。
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• 増分ダンプには、−T だけが指定できます。レベル０のダンプに −T を使用すると、エ
ラーが返されます。

• −T はオプション −u とは排他的にはたらきます。

• 日付が正しい形式で入力されていない場合は、−T エラーメッセージが返され、ダンプ
を終了します。

−u ダンプが正常に終了した場合に、タイムスタンプ ファイルにダンプの開始日を書き込みま
す。このファイルには、ファイルシステムおよびダンプレベルごとに個別に日付を記録し
ます。タイムスタンプファイルには、ユーザーが認識できる形式で、1行に 1つのレコード
をフリーフォーマットで書き込みます。レコードの内容は、ファイルシステム名、増分レ
ベル、ctime(3C) 形式のダンプ日付です。必要に応じて、タイムスタンプ ファイルのどの
フィールドもエディタで変更することができます。部分ダンプでは、−u オプションは無視
されます。

−W タイムスタンプ ファイル内の各ファイルシステムについて、最後のダンプ日付とレベルを
表示し、ダンプが必要なファイルシステムを示します。−W を指定すると、vxdump は他
のオプションをすべて無視し、直ちに終了します。

−w −W と同じように機能しますが、ダンプが必要なファイルシステムだけを表示します。

引き数
vxdump は以下の引き数を取ります。

filename テープにダンプする vxfs ファイルシステム内のファイル一覧を入れたファイル名。

オペレーターの介入
以下のいずれかの状態になった場合、vxdump はオペレーターの介入を必要とします。

• テープの終わり
• ダンプの終わり
• テープへの書き込みエラー
• テープのオープンエラー
• ディスクの読み取りエラー (しきい値の 32 を超えた場合)

vxdump は、処理を継続できない状態となった場合や、異常事態を検出した場合に、−n オプションの指定に
従ってオペレーターすべてに通知するだけでなく、制御ターミナルのオペレーターに yes または no の応答
を求める質問を対話型で表示します。

通常、フルダンプの作成にはかなりの時間が必要なので、vxdump は、各テープボリュームの開始時にチェッ
クポイントを設定します。何らかの理由により、ボリュームへの書き込みが正常に動作しなかった場合、前の
テープの巻き戻しと取り外し、および新しいテープのマウントが終わった時点で、vxdump はオペレーターの
了解を得た上でチェックポイントから再開します。

vxdump は、書き込むブロック数、必要なテープ数、終了までに要する時間、テープ交換までの残り時間など
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の推測値(大抵は小さい)をオペレーターに報告します。この出力には、vxdump を制御しているターミナルが
しばらくの間は使用中であることを他のユーザーに知らせる説明も含まれています。

互換性
ダンプテープの形式は VxFS ディスクレイアウトに依存しません。バージョン 4 のディスクレイアウトでの
ファイルシステムのダンプは、以下の例外をのぞいて、バージョン 2 のディスクレイアウトを使用している
ファイルシステム上や、別の種類のファイルシステム上に復元することができます。

• vxrestore の初期バージョンでは 2 GB より大きいファイルは復元できません。2 GB より大き
いファイルを検出すると、vxrestore はそのファイルをスキップして次のようなメッセージを返
します。 Resync restore, skipped num blocks

• ラージファイルをサポートしていないファイルシステム上には、2 GB より大きいファイルを復元
することはできません (mount_vxfs(1m) 参照)。

• 大きな ID をサポートしていないファイルシステム上には、大きな uid (ファイルの所有者のユー
ザーID) や大きな gid (ファイルの所有者のグループID) を持つファイルを復元することはできませ
ん。このような場合は、ファイルの所有者あるいはグループ、またはその両方は vxrestore を起
動したユーザーのものになります (大きな ID とは 65535 より大きい値のことです。VxFS バー
ジョン 2 のディスクレイアウトでは大きな ID はサポートしていません)。

• VxFS 拡張属性 (setext(1M) を参照) を持つファイルは、拡張属性をサポートしていない種類のファ
イルシステム上には復元できません。

vxdump を使用して vxrestore の初期バージョン用のダンプを作成する場合で、ダンプに複数のテープが
必要な場合は、オプション -s、-d、または -B を使用する必要があります。

vxdump の古いバージョンで作成されたダンプは、vxrestore の現在のバージョンでも読み取ることができ
ます。

注記
ダンプの一貫性を保証するには、ファイルシステムのマウントを解除するか、シングルユーザー環境のシステ
ムでダンプを実行します (init(1M))。HP OnLineJFS 製品がインストールされている場合は、オンライン
バックアップ機能でのスナップショットファイルシステムを使用してマルチユーザー環境でダンプを実行する
ことができます (mount_vxfs(1M) のオプション snapof=file を参照)。

ファイルシステム上の 32 回までの読み取りエラーは無視されます。

各リールには新しいプロセスが必要です。すでに書き込まれたリールに対応する親プロセスはテープ全体が書
き込まれるまでそのままになります。

vxdump はACLに関する情報をダンプしません。そのため、vxrestore はACLに関する情報を復元しませ
ん。

vxdump と vxrestore は、Storage Checkpoints に対しては機能しません。
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システムがシングルユーザーモードの場合、vxdump のバージョンは /sbin に保存されます。

例
次の例では、ファイルシステム /mnt がファイルツリーのルートディレクトリ (/) に通常は接続されるものと
想定しています。

この例では、ファイルシステム (/mnt) 全体を /dev/rmt/0m にダンプします。また、テープのサイズは 2

GB です。

vxdump -0 -B 2g -f /dev/rmt/0m /mnt

従来のコマンド行構文を使用して、論理レコードの数でテープサイズを指定する場合は次のようにします。

vxdump 0Bf 2097152 /dev/rmt/0m /mnt

オプション文字 B は、オプションの引き数を必要とする最初のオプション文字なので、オプションの引き数
2097152 はオプション文字 B に対応します。また、オプション文字 f は、オプションの引き数を必要とす
る 2 番目のオプション文字なので、オプションの引き数 /dev/rmt/0m はオプション文字 f に対応します。

著者
vxdump と rvxdump は、バークレーソフトウェアディストリビューション第4.4版からのプログラム dump

と rdump をもとに、カリフォルニア大学バークレー校とその投稿者で開発されました。

ファイル
/dev/rmt/0m デフォルトのダンプ先のテープユニット
/etc/dumpdates フォーマットされた新しいダンプ日付レコード VxFS でのデフォルトファイ

ルです。
/etc/vxdumpdates フォーマットされた新しいダンプ日付レコード −o オプションを使って、

/etc/dumpdate を置き換えることができます。
/etc/fstab ダンプテーブル。ファイルシステムおよび頻度
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムのテーブル
/etc/group グループ operator を見つけ出すためのファイル

参照
dump(1M), init(1M), mount(1M), mount_vxfs(1M), open(2), rmt(1M), setext(1M), vxrestore(1M), wall(1M),

close(2), open(2), ctime(3C), getopt(3C), fstab(4), mnttab(4)
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名称
vxenablef − カーネル内でのVxFS DMAPI機能、OnLineJFS機能、または全てのVxFS機能の有効化

構文
/sbin/fs/vxfs/vxenablef [−a]

/sbin/fs/vxfs/vxenablef [−e { dmapi | full | online } ]

説明
vxenablef は、カーネル内でVxFS DMAPI (Data Management Applications Programming Interface)機
能、OnLineJFS機能、または全てのVxFS機能を有効化します。これらの機能に対する有効なライセンスがあ
る場合は、 vxenablef を使うことで、新しいカーネルを再構築してシステムを再起動する必要なしに、これ
らの機能を有効化できます。

引き数を指定しなければ、 vxenablef からは、カーネル内でライセンスを与えられている利用可能な機能が
返されます。

オプション
vxenablef が認識するオプションは以下のとおりです。

−a 適切なライセンスキーが存在しているすべての機能を有効化します。

−e dmapi | full | online

VxFS DMAPI機能、すべてのVxSF機能、またはOnLineJFS機能を有効化します。

dmapi システムにDMAPIのライセンスが与えられている場合は、カーネル内で
DMAPI機能を有効化します。 DMAPIはHP OnLineJFS製品の一部ですが、
このオプションを使用した場合はOnLineJFSなしにDMAPIのみが有効化さ
れます。

full 有効な VERITAS ライセンスキーで機能がライセンスされている場合に、
VERITAS Quick I/O を含むすべての機能を使用可能にします。 HP-

UX/HP_OnLineJFS のユーザーには、このオプションは用意されていませ
ん。

online

システムにOnLineJFSのライセンスが与えられている場合は、カーネル内で
OnLineJFS機能を有効化します。 HP OnLineJFS製品にはDMAPIが含まれ
ます。

注意
vxenablef はシステム起動時に /etc/inittab により自動的に実行されます。またHP OnLineJFS製品の
インストール時にも自動的に実行されて、新しくライセンスを与えられたOnLineJFS機能を、システムを再起
動する必要なしに有効化します。通常コマンド行から実行されることはありません。

vxenablef は特権ユーザーしか実行できません。
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参照
vxlicense(1M)
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名称
vxfsconvert − VxFS ファイルシステムへのファイルシステムの変換と VxFS ディスクレイアウトのバージョ
ンアップ

構文
/sbin/fs/vxfs/vxfsconvert [−l logsize] [−s size] [−efnNvyY] special

説明
vxfsconvert は、サポートされているタイプのファイルシステムを、バージョン４ディスクレイアウトの
VxFS ファイルシステムに変換します。現在 vxfsconvert は、HFS ファイルシステムから VxFS ファイル
システムへの変換のみをサポートしています。すべてのファイルシステムブロックとフラグメントサイズの変
換がサポートされています。 vxfs へのファイルシステム変換のあとでは、そのブロックサイズは返還前のフ
ラグメントサイズの値です。 vxfsconvert も VxFS バージョン２とバージョン３のディスクレイアウトか
ら、バージョン４のディスクレイアウトに変換します。

vxfsconvert を実行する前に、ファイルシステムのフルバックアップを行ってください。ファイルシステム
の変換は複雑です。たいていのファイルシステムは問題なく変換できますが、問題が起きることがあります。
バックアップを行っていない場合は、データが失われます。「警告」の項を参照してください。

vxfsconvert は、既存のメタデータを VxFS メタデータに変換するための十分なディスクスペースを必要と
します。このスペースは、ファイルシステム内の空きスペースか、ファイルシステムの終わりの直後にある利
用可能なスペースから取得されます。どちらの場合も、ファイルシステムと同じデバイスまたはボリュームの
スペースが利用できなければなりません。 vxfsconvert が必要とする空きスペースは、ディレクトリおよ
びファイルの数により異なりますが、総ファイルシステムサイズの約 12 ～ 15% です。

special は、キャラクタ型のディスクまたはボリュームマネージャ デバイスです。通常、キャラクタ型デバイ
スに対して vxfsconvert を実行する方が、ブロック型デバイスに対して実行するよりも処理が速くなりま
す。

vxfsconvert は、HFSのアクセス制御リスト (ACL) エントリーを、制限付きで、対応する VxFS ACL エ
ントリーに変換します。 VxFS ACL 標準に準拠するエントリーだけが変換されます。詳細は、下記の変換処
理の説明を参照してください。

vxfsconvert がファイルシステムの変換に要する時間は、HFS ファイルシステム上で fsck を完全に実行
する時間の約２～３倍かかります。

オプション
vxfsconvert には以下のオプションがあります。

−e 変換を実行するために必要なスペース量を見積もります。このオプションを指定すると、ファイル
システムは VxFS に変換されません。ファイルシステムにはデータは書き込まれず、ファイルシス
テムはクリーンなままです。

−e では一般的に、空きスペースが多めに見積もられます。これは、ブロックの割り当てが最悪の
状況 (完全にフラグメントされている場合) を考慮しているためです。
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−f サポートされているファイルシステム タイプを表示します。現在は、HFS、VxFS バージョン２
ディスクレイアウト、および VxFS バージョン３ディスクレイアウトのみです。

−l logsize

ファイルシステム インテントログのサイズを指定します。 logsize の最小値は、256K より大きな
ログを作成するためのブロックの数です。 logsize の最大値は、16384K より小さななログを作成
するためのブロックの数です。 logsize のデフォルトは、通常 1024 ブロックです。小さなファイ
ルシステムでは、空きを無駄遣いしないために、デフォルトが小さくなることがあります。

−n|N vxfsconvert からの質問に対し、すべて no で応答します。このオプションを使用すると、変換
はコミットされず、ファイルシステムは VxFS に変換されません。

−s size vxfsconvert に、現在のファイルシステムの終わりを超えた部分で (インテントログのような)

VxFS メタデータに利用可能な空きディスクスペースを使うように指示します。 size には、ファイ
ルシステムの終わりを超えた部分で利用可能な空きディスクスペースの総量を、キロバイト単位で
指定します。 vxfsconvert には、変換プロセスが、ファイルシステムの終わりの部分で現在利
用可能な空きディスクスペースを指定します。このオプションでは、変換処理に必要なすべての
ディスクスペースが、ファイルシステムの終わりからの部分から取得されます。したがって、ファ
イルシステム内の既存の空きスペースは影響を受けません。デバイスが未加工のパーティションな
ら、ファイルシステムの終わりを超えた部分に十分な空きがある場合に限り、−s を使うことがで
きます。

−s が指定されていなければ、vxfsconvert は、変換しようとするファイルシステムの配置の中
の空きブロックを使います。 −s で変換されたファイルシステムは、最初の変換後のサイズよりも
小さくなることはありません。

−v 冗長モードを指定します。冗長モードを使用すると、変換処理の進行状況が表示されます。変換さ
れた各 iノードに対して、次のいずれかの文字が表示されます。

− iノードは通常のファイルです。

b iノードはブロック型特殊ファイルです。

c iノードはキャラクタ型特殊ファイルです。

d iノードはディレクトリです。

l iノードはシンボリックリンクです。

p iノードは fifo です。

s iノードはソケットです。

? 未知の iノードタイプです。

−y | Y vxfsconvert からの質問に対し、すべて yes で応答します。このオプションを使用すると、
vxfsconvert がディスクスペースの割り当てに失敗しない限り、変換がコミットされます。変換
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中に未知のタイプの iノードが検出された場合、vxfsconvert はそのノードを無視します。

オペランド
vxfsconvert には以下のオペランドがあります。

special 変換するファイルシステムのあるキャラクタ (raw) デバイスの名前。

注記
VxFS ファイルシステムを十分に活用するために、変換後にファイルシステムを再編成する場合は、fsadm

を使用します。 fsadm のオンライン再編成機能は、HP OnLineJFS 製品でのみ利用可能です。

vxfsconvert では、バージョン４ディスクレイアウトからバージョン５ディスクレイアウトに変換できませ
ん。代わりに vxupgrade オンラインアップグレード機能を使います。

マウントされたファイルシステムをアップグレードするには vxupgrade コマンドを使います。

VxFS ファイルシステムの長所を活かすために、fsadm を使って、変換の後にファイルシステムを再編成し
ます。 fsadm のオンライン再編成機能は、HP OnLineJFS 製品でのみ使えます。

変換された VxFS ファイルシステムは、JFS 3.3 とそれ以降のバージョンだでのみ認識される、バージョン４
ディスクレイアウトを使用します。 JFS 3.3 のない HP-UX 10.x や HP-UX 11.00 を実行しているシステムと
共有しているファイルシステムを変換しないようにしてください。

変換後の VxFS ファイルシステムの縮小性は、最初のファイルシステムの空き領域の総量と配置によって決ま
ります。変換したファイルシステムの縮小が失敗するなら、より小さな縮小サイズを指定してみてください。
一般的に、−s オプションを使って変換が実行されると、縮小ができません。 Volume Manager ボリュームの
VxFS ファイルシステムでは、ボリュームを縮小する前には、常にファイルシステムを縮小します。 fsadm

コマンドを使って、ファイルシステムを縮小します。

完全なパス名、/sbin/fs/vxfs/vxfsconvert で vxfsconvert を呼び出さなくてはいけません。

クォータの変換はサポートされていません。

変換処理
ファイルシステムの変換の準備を行うには、次の手順を実行します。

• VxFS 3.2 以降のリリースをシステムにインストールします。 vxfsconvert がバージョン４のディス
クレイアウトを作成します。

• ファイルシステムを変換のために、クリーンにしてマウントを解除します。 vxfsconvert は、マウン
トされたファイルシステムや、ダーティなファイルシステムは変換できません。

• ファイルシステムのマウントを外し、ファイルシステムがクリーンであることを確認します (ファイルシ
ステムをクリーンにするには、fsck を使用します)。 vxfsconvert は、マウントされたファイルシ
ステムや、ダーティなファイルシステムは変換できません。

• 変換処理を開始する前に、ファイルシステムのフルバックアップを行います。

ここで、vxfsconvert を実行します。 vxfsconvert は、次の手順でファイルシステムを変換します。
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1. スーパーブロックを調べて、CLEAN とマークされていることを確認します。

2. ファイルシステムのスーパーブロックの情報に基づいて、VxFS メタデータをセットアップします。この
セットアップには、VxFS バージョン４ディスクレイアウトが必要とするすべてのメタデータ (たとえ
ば、OLT、ログ、構造化ファイルセット) の初期化も含まれます。 −e オプションや −s オプションが
指定されていなければ、この時点で、オリジナルのファイルシステムのスーパーブロックに DIRTY とい
うマークを付けます。

3. ファイルシステム内の各 iノードを読み取り、VxFS の iノードに変換します。

4. vxfsconvert は、通常のファイルの各 iノードに対して、ファイルのデータブロックをすべてマップで
きる十分なエクステントデータを割り当てて初期化します。この処理では、ファイルのデータブロックの
管理情報だけを、古いフォーマットから VxFS のフォーマットに変換します。ユーザー データブロック
のコピーや再配置は行いません。

5. vxfsconvert は、各ディレクトリ iノードに対して、すべてのディレクトリエントリーを保持するのに
十分なディスクスペースを割り当てます。 vxfsconvert は、このディレクトリ内の各ディレクトリエ
ントリーを VxFS ディレクトリエントリーに変換し、変換済みのディレクトリブロックすべてを書き込
みます。

6. すべてのシンボリックリンク、キャラクタ型特殊、ブロック型特殊、fifo、およびソケットの iノード
を、VxFS に変換します。

7. HFS の ACL エントリーを、対応する VxFS の ACL エントリーに変換します。 VxFS ACL 標準に準拠
するエントリーだけが変換されます。準拠するエントリーは、ユーザーとグループの両方ではなく、どち
らか一方だけのパーミッションを指定します。つまり、(user.%) および (%.group) というフォー
マットのエントリーが変換され、(user.group) というフォーマットのエントリーは無視されます。サ
ポートしているエントリーとサポートしていないエントリーの両方があるファイルについは、サポートし
ているエントリーはすべて変換されますが、サポートしていないエントリーは無視されます。

この時点までは、オリジナルのファイルシステムのメタデータはすべて元のままであり、変換処理を中止する
ことができます。オリジナルのファイルシステム固有の fsck を実行すれば、このファイルシステムは使用す
ることができます。 −e オプションまたは −s オプションを指定した場合は、ファイルシステム固有の fsck

を実行する必要はありません。

8. 上記の手順がすべて正常に完了すると、vxfsconvert は変換をコミットしてよいか確認を求めます。
-y オプションまたは -n オプションが指定されていないときには、ユーザーからの応答を待ちます。

9. vxfsconvert は、オリジナルのスーパーブロックを VxFS のスーパーブロックに置き換え、オリジナ
ルのファイルシステムで書き込まれた代替スーパーブロックがあればクリアします。 −n オプションま
たは −e オプションが指定されている場合は、VxFS のスーパーブロックは書き込みません。スーパー
ブロックの上書き後は、オリジナルのファイルシステムにはアクセスできなくなります。 VxFS ファイ
ルシステムに変換済みです。

ここで、mnttab と fstab ファイルを、ファイルシステムが VxFS ファイルシステムになったことを示すよ
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うに、適切な変更をします。

変換済みのファイルシステムに対して、VxFS 固有の完全な fsck を実行しなければなりません。 fsck は
pass 4 の実行中に、エラーメッセージをいくつか表示します。変換処理を完了するためには、これらのエラー
メッセージに対して yes で応答する必要があります。これらのエラーは、vxfsconvert が作成しないメタ
データファイルがあるために発生します。処理を完了するには、fsck を実行しなければなりません。 pass 0

～ pass 3 ではエラーメッセージは表示されません。変換が成功した場合の fsck の出力例を、次に示しま
す。

# fsck -F vxfs -y -o full /dev/vg01/rlvo15

superblock indicates that intent logging was disabled

cannot perform log replay

pass0 - checking structural files

pass1 - checking inode sanity and blocks

pass2 - checking directory linkage

pass3 - checking reference counts

pass4 - checking resource maps

fileset 1 au 0 imap incorrect - fix (ynq)y

fileset 1 au 0 iemap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 imap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 iemap incorrect - fix (ynq)y

corrupted CUT entries, clear? (ynq)y

au 0 emap incorrect - fix? (ynq)y

au 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

au 1 emap incorrect - fix? (ynq)y

au 1 summary incorrect - fix? (ynq)y

au 1 state file incorrect - fix? (ynq)y

fileset 1 iau 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

fileset 999 iau 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

free block count incorrect 0 expected 48878 fix? (ynq)y

free extent vector incorrect fix? (ynq)y

OK to clear log? (ynq)y

set state to CLEAN? (ynq)y

例
次の例では、/dev/vg01/lvol5 のファイルシステム内の利用可能な空きスペースをチェックし、ファイル
システムのマウントを外して、変換に必要な空きスペース量を返しています。利用可能な空きスペースの大き
さは、必要な空きスペース以上でなればなりません。

# df -k /dev/vg01/lvol5
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/usr (/dev/vg01/lvol5) : 43264 total allocated Kb

30785 free allocated Kb

12479 used allocated Kb

28 % allocation used

# umount /dev/vg01/lvol5

# /sbin/fs/vxfs/vxfsconvert -e /dev/vg01/rlvol5

vxfs vxfsconvert: Total of 1219K bytes required to complete the

conversion

ファイルシステムを変換するには、次のように入力します。

# /sbin/fs/vxfs/vxfsconvert /dev/vg01/rlvol5

vxfs vxfsconvert: Do you wish to commit to conversion? (ynq) y

vxfs vxfsconvert: CONVERSION WAS SUCCESSFUL

変換が正常に終了したら、ファイルシステムが正しいか確認し、マウントを行い、ファイルシステムを
(fsadm で) 次の例のように再編成します。

# fsck -F vxfs -y -o full /dev/vg01/rlvol5

super-block indicates that intent logging was disabled

cannot perform log replay

pass0 - checking structural files

pass1 - checking inode sanity and blocks

pass2 - checking directory linkage

fileset 999 directory 3 block 7591 offset 952 has reclen 0 clear

block? (ynq)y

pass3 - checking reference counts

pass4 - checking resource maps

fileset 1 au 0 imap incorrect - fix (ynq)y

fileset 1 au 0 iemap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 imap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 iemap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 imap incorrect - fix (ynq)y

fileset 999 au 0 iemap incorrect - fix (ynq)y

corrupted CUT entries, clear? (ynq)y

au 0 emap incorrect - fix? (ynq)y

au 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

au 1 state file incorrect - fix? (ynq)y

au 1 emap incorrect - fix? (ynq)y
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au 1 summary incorrect - fix? (ynq)y

au 1 state file incorrect - fix? (ynq)y

fileset 1 iau 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

fileset 999 iau 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

fileset 999 iau 0 summary incorrect - fix? (ynq)y

free block count incorrect 0 expected 35764 fix? (ynq)y

free extent vector incorrect fix? (ynq)y

OK to clear log? (ynq)y

set state to CLEAN? (ynq)y

# mount -F vxfs /dev/vg01/lvol5 /usr

# fsadm -ed /mntpt

fsadm: /etc/default/fs is used for determining the file system type

I/O 障害などによって変換に失敗したら、fsck を実行して、オリジナルのファイルシステムに戻します。

fsck -F hfs /dev/vg01/rlvol5

ボリュームマネージャ (たとえば、LVM) ボリューム上のファイルシステムを、ファイルシステムの最後の部
分にあるディスクスペースのみを用いて (-s オプションで) 変換するには、ボリュームサイズを大きくして、
変換のために必要なスペースを追加する必要があります。 LVM を使用しているときには、次の手順で変換で
きます。

vxfsconvert -e /dev/vg01/rlvol5

lvextend -L new_size /dev/vg01/rlvol5

vxfsconvert -s required_space /dev/vg01/rlvol5

変換の完了後、追加したボリュームスペースは、変換された VxFS ファイルシステムの一部となります。

注意: 変換後、ボリュームを縮小しないでください。

変換に失敗したら、オリジナルのファイルシステムを引き続き使用してください。 fsck を実行する必要はあ
りません。 LVM では、次のコマンドを入力すると、ディスクスペースが復活します。

lvreduce /dev/vg01/rlvol5 old_size

警告
/stand または全体ディスク (whole-disk) のブート可能ファイルシステム上では、vxfsconvert を実行し
ないでください。

まれに変換の失敗によって、データの紛失や破壊が発生する危険性があります。変換の前には、必ずフルシス
テムバックアップを行ってください。
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診断
すべてのエラーメッセージ、I/O の障害、および終了メッセージは、標準出力に表示されます。

FILES
/etc/fstab ファイルシステムについての静的な情報

/etc/mnttab マウントされたファイルシステムの一覧

参照
fsck(1M), fsck_vxfs(1M), fsck_hfs(1M), mkfs_vxfs(1M), fsadm_vxfs(1M), vxupgrade(1M), fs_vxfs(4),

fstab(4), mnttab(4), lvm(7)

VERITAS Volume Manager Administrator’s Guide
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名称
vxfsstat − VxFS ファイルシステムの統計情報の表示

構文
vxfsstat [−aCgsvxz] [−e columns] [−c sample_count] [−t seconds] mount_point

vxfsstat [−abi] [−c sample_count] [−t seconds] mount_point

vxfsstat [−w outfile] [−c sample_count] [−t seconds] mount_point

vxfsstat −r infile [−aCgsvxz] [−e columns]

説明
vxfsstat は、パフォーマンスチューニングの実行とパフォーマンスの異常の判別に役立つ統計情報をレポー
トします。 vxfsstat は、バッファーキャッシュ、 i ノードキャッシュ、ディレクトリ名検索キャッシュ
(DNLC)、CPU ごとの統計情報、ローカルまたはクラスタにマウントされたファイルシステムごとの統計情
報、およびクラスタファイルシステムのグローバルなカウンター情報を収集します。

mount_point は、VxFS ファイルシステムのマウントポイントを指定します。 mount_point は、VxFS カー
ネルが維持する統計情報にアクセスするための、ioctl のエントリー点として使用されます。

オプション
−a 絶対値を表示します。

−b バッファーキャッシュの統計情報を表示します。

−c sample_count

取得するサンプル数を指定します。

−C CPU ごとの統計情報を表示します。

−e columns 出力行１行に表示するエントリーの数を選択します。デフォルトは２列です。 −e は、すべて
の出力フォーマットに影響を与えるわけではありません。

−g クラスタファイルシステムのグローバルな統計情報を表示します。クラスタ以外 (ローカル) に
マウントされたファイルシステムでは無効です。

−i i ノードキャッシュおよび DNLC の統計情報を表示します。 −i はデフォルトの出力フォー
マットです。

−r infile 指定のファイル infile に保存された情報を再表示します。出力ファイルは −w オプションを
使って作成することができます。

−s クラスタファイルシステムの、ファイルシステムごとの統計情報を表示します。クラスタ以外 (

ローカル) にマウントされたファイルシステムでは無効です。

−t seconds サンプリング間隔の継続時間を秒数で指定します。
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−v VxFS の共有カウンターと統計情報を表示します。

−w outfile 指定のファイル outfile に出力を追加します。同じファイルを使用して vxfsstat を複数回実
行し、複数のサンプルを収集することができます。 −w オプションと一緒に使用できるのは、
−c および −t オプションのみです。

−x ファイルシステムごとの VxFS 統計情報を表示します。

−z ゼロ以外の値のみを表示します。

引き数
vxfsstat は以下の引数を取ります。

mount_point VxFS ファイルシステムのマウントポイント名。 mount_point は、VxFS カーネルが保持して
いる統計情報にアクセスするための ioctl エントリーポイントとして使用されます。

注記
vxfsstat コマンドは、知識の豊富な VxFS ファイルシステムユーザーに診断およびチューニングのツール
を提供する目的で導入されたものです。このコマンドはまだ開発中であるため、大幅な追加や変更が行われる
可能性があります。将来のバージョンで導入および修正される機能は、以前のバージョンとの完全な互換性を
持たない可能性も大いに考えられます。このコマンドの使用やスクリプトへの組み込みを始める際は、この点
を考慮してください。

クラスタファイルシステムの問題
オプションの中には、クラスタにマウントされたファイルシステムでのみ使用できるものがあります。オプ
ションがローカルマウントで有効かどうかについての詳細は、各オプションの説明を参照してください。

例
以下の例では、さまざまなオプションを使用した vxfsstat の出力を紹介します。

バッファーキャッシュの統計情報を表示するには、次のコマンドを実行します。

vxfsstat −b −c 5 /mount_point

0:43:44.091 Mon Apr 15 2002 -- absolute sample

buffer cache statistics

36992 Kbyte current 377456 maximum

688187425 lookups 99.98% hit rate

37165 sec reuse age [not limited by maximum]

10:43:54.121 Mon Apr 15 2002 -- delta (10.029 sec sample)

buffer cache statistics

36992 Kbyte current 377456 maximum
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29793 lookups 99.10% hit rate

37175 sec reuse age [not limited by maximum]

10:44:04.131 Mon Apr 15 2002 -- delta (10.010 sec sample)

buffer cache statistics

36992 Kbyte current 377456 maximum

29199 lookups 99.15% hit rate

37185 sec reuse age [not limited by maximum]

VxFS が保持する共有カウンターおよび統計情報を表示するには、次のコマンドを実行します。

vxfsstat −v /mount_point

10:49:10.791 Mon Apr 15 2002 -- absolute sample

vxi_alloc_emap 127699050 vxi_alloc_expand_retry 891125

vxi_alloc_find_retry 153857 vxi_alloc_findfail 225394263

vxi_alloc_findfix 889319 vxi_alloc_mapflush 2

vxi_alloc_prev 14581575 vxi_alloc_search 59147260

vxi_alloc_smap 0 vxi_alloc_sumclean 0

.

.

.

vxi_cbuf_cache_hit 0 vxi_cbuf_cache_miss 0

vxi_cgetblk_pbhit 0 vxi_cgetblk_pbmiss 0

vxi_cbuf_initlock 0 vxi_send_vrtinit 0

vxi_send_vrtmnt 0 vxi_send_vrtunmnt 0

vxi_send_vrtremnt 0

i ノードキャッシュおよび DNLC の統計情報を表示するには、次のコマンドを実行します。

vxfsstat −i /mount_point

10:52:54.051 Mon Apr 15 2002 -- absolute sample

Lookup & DNLC Statistics

174944 maximum entries in dnlc

22798260 total lookups 88.02% fast lookup

24065082 total dnlc lookup 83.39% dnlc hit rate

2649796 total enters 7.57 hit per enter
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inode cache statistics

127577 inodes current 127577 peak 174931

maximum

3764456 lookups 43.72% hit rate

127757 inodes alloced

921 sec recycle age [not limited by maximum]

4294967295 sec free age

ゼロ以外のすべての共有カウンターを表示するには、次のコマンドを実行します。

vxfsstat −vz /mount_point

10:53:56.471 Mon Apr 15 2002 -- absolute sample

vxi_alloc_emap 127970901 vxi_alloc_expand_retry 891135

vxi_alloc_find_retry 153918 vxi_alloc_findfail 25474427

vxi_alloc_findfix 889319 vxi_alloc_mapflush 2

vxi_alloc_prev 14598090 vxi_alloc_search 59282134

vxi_alloc_sumsum 31483425 vxi_alloc_try 73892402

.

.

.

vxi_write_dio 4030035 vxi_write_donetran 645551

vxi_write_logged 5708641 vxi_write_only 75826

vxi_write_rand 145197162 vxi_write_seq 9729784

vxi_clone_create 73 vxi_clone_remove 120

vxi_clone_convnodata 33 vxi_clone_dispose 32

10 秒間隔で取得したファイルシステムごとのカウンターの２つのサンプルを、 statfile という名前のファ
イルに保存してから、ゼロ以外の値のみを１行に１つずつ表示するには、次のコマンドを実行します。

vxfsstat −w /tmp/statfile −t 10 −c 2 /mount_point

vxfsstat −vz −e 1 −r /tmp/statfile

11:01:42.481 Mon Apr 15 2002 -- absolute sample

vxi_bawrite 4

vxi_bcache_curkbyte 128

vxi_bcache_maxkbyte 37898

vxi_bcache_recycleage 3569

vxi_bc_hits 41
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vxi_bc_lookups 74

vxi_bc_reuse 29

vxi_bc_waits 2

vxi_bdwrite 3

vxi_bmap 438

vxi_bmap_cache 407

vxi_bread 29

vxi_brelse 5

vxi_bwrite 3

vxi_dnlc_size 19940

vxi_eau_unexpand 1

vxi_iaccess 9

vxi_icache_allocedino 27

vxi_icache_curino 27

vxi_icache_inuseino 27

vxi_icache_maxino 19937

vxi_icache_peakino 27

vxi_ifree_timelag 600

vxi_iget 28

vxi_iget_loop 55

vxi_inopage 1

vxi_log 1

vxi_log_blks 6

vxi_log_flush 1

vxi_log_idle 1

vxi_log_write 3

vxi_lread 57

vxi_lwrite 6

vxi_physmem_mbyte 511

vxi_superwrite 3

vxi_tran_commit 1

vxi_tran_low 1

vxi_tran_space 5

vxi_tran_subfuncs 2

vxi_tranlogflush 2

04:09:48.804 Sun Apr 14 2002 -- delta (10.010 sec sample)

vxi_bcache_curkbyte 128
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vxi_bcache_maxkbyte 37898

vxi_bcache_recycleage 3569

vxi_dnlc_size 19940

vxi_icache_curino 27

vxi_icache_maxino 19937

vxi_icache_peakino 27

vxi_ifree_timelag 600

参照
iostat(1), vmstat(1), sar(1M)
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名称
vxlicense − VxFS および VxVM ライセンスキーユーティリティ

構文
/sbin/vxlicense {−p | −t feature}

説明
vxlicense は、VxFS および VxVM ライセンスキーファイルを保守します。

オプション
vxlicense には、以下のいずれかのオプションを必ず指定しなければなりません。

−p システム内の利用可能なVxFS および VxVM ライセンスおよび機能をプリントします。

−t feature システム内のVxFS および VxVM ライセンスをテストします。 feature には、
HP_OnLineJFS、 HP_DMAPI、または VxVM のいずれかを指定します。

例
システムで利用可能な機能の一覧を調べるには、以下のように入力します。

vxlicense -p

vrts:vxlicense: INFO: Feature name: HP_OnLineJFS [50]

vrts:vxlicense: INFO: Number of licenses: 1 (non-floating)

vrts:vxlicense: INFO: Expiration date: Sun Sep 10 04:00:00 2000

vrts:vxlicense: INFO: Release Level: 22

vrts:vxlicense: INFO: Machine Class: All

vrts:vxlicense: INFO: Feature name: VxVM [95]

vrts:vxlicense: INFO: Number of licenses: 1 (non-floating)

vrts:vxlicense: INFO: Expiration date: Sun Sep 10 04:00:00 2000

vrts:vxlicense: INFO: Release Level: 31

vrts:vxlicense: INFO: Machine Class: All

注意
vxlicense は、HP OnLineJFS製品のインストール時に自動的に実行されます。

ファイル
/etc/vx/elm/*.lic ライセンスファイル

参照
vxenablef(1M)
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名称
vxrestore, rvxrestore − ローカルまたはネットワーク上でのファイルシステムの増分復元

構文
vxrestore [−chimrRtvxy] [−b blocksize] [−e opt] [−f file] [−s number] [ filename ... ]

rvxrestore [−chimrRtvxy] [−b blocksize] [−e opt] [−f file] [−s number] [ filename ... ]

vxrestore key [ filename ... ]

rvxrestore key [ filename ... ]

説明
vxrestore および rvxrestore は、 vxdump コマンドまたは rvxdump コマンドで以前にダンプした
テープを読み取ります (vxdump(1M) を参照)。 vxrestore はローカルシステムのテープから復元します。
rvxrestore はリモートシステムのテープから復元します。 rvxrestore はリモートマシン上で
/usr/sbin/rmt を実行し、テープデバイスへアクセスします。

vxrestore と rvxrestore は上に示したとおり、 getopt(3C) での実行と従来の restore コマンド行の
実行の両方をサポートしています。オリジナルの restore コマンド行の形式は、 vxrestore の以前の
バージョンとの互換性のためと、 hfs ファイルシステムで使用する既存の restore プログラムと同じにする
ためにサポートされています。

オリジナルの restore コマンド行の形式の場合は、実行する動作を引き数 key で制御します。 key は文字列
で構成され、グループ irRtx の中から機能を表す文字を１つだけ、またグループ befhmsvy の中から機能
の修飾キーを０個以上指定できます。引き数 filename には、復元するファイル名またはディレクトリ名を１
つまたは複数指定できます。 h 修飾キー (以下を参照) を指定しない限り、ディレクトリ名を指定すると、そ
のディレクトリ内のファイルとサブディレクトリ (再帰的) が対象となります。

/dev/rmt/0m がデフォルトのテープデバイスです。

オプション
vxrestore には、以下のオプションがあります。

−i ダンプテープからファイルを復元する場合に、対話型で行えるようになります。 vxrestore

は、テープからディレクトリ情報を読み取った後、シェルとよく似たインタフェースを提供し
ます。そのため、ユーザーはディレクトリツリーの中を移動しながら、抽出するファイルを選
択できます。使用できるコマンドは以下のとおりです。引き数を必要とするコマンドでは、デ
フォルトとして現在のディレクトリが使用されます。

add [arg] 現在のディレクトリまたは指定した引き数を、抽出対象のファイルリストに追
加します。ディレクトリを指定した場合、そのディレクトリおよびサブディレ
クトリのすべてを抽出リストに追加します (コマンド行で h キーを指定してい
ない場合)。 ls でファイル名をリストすると、抽出リスト内にあるファイル
は、ファイル名の前に ∗ が付きます。
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cd [arg] 現在の作業ディレクトリを指定の引き数に変更します。

delete [arg] 現在のディレクトリまたは指定の引き数を、抽出対象のファイルリストから削
除します。ディレクトリを指定した場合、そのディレクトリおよびサブディレ
クトリのすべてを抽出リストから削除します (コマンド行で h キーを指定して
いない場合)。ディレクトリ内のほとんどのファイルを抽出するには、抽出リ
ストにディレクトリを追加してから、不要なファイルを削除すると効率的で
す。

extract 抽出リストに表示されているファイルすべてをダンプテープから抽出します。
vxrestore は、マウントするボリュームを尋ねるプロンプトが表示されま
す。数個のファイルを抽出するには、最後のボリュームから始め、最初のボ
リュームに向かって作業すると効率的です。

help 使用可能なコマンドの要約をリストします。

ls [arg] 現在または指定のディレクトリをリストします。ディレクトリエントリーは、
後に / を付けて表示します。抽出対象のエントリーは、前に ∗ を付けて表示
します。冗長キーが指定してあると、各エントリーのiノード番号もリストし
ます。

pwd 現在の作業ディレクトリの完全パス名をプリントします。

quit 抽出リストが空でなくても、 vxrestore は直ちに終了します。 ctl-D

(control-D) は quit と同義のコマンドです。

set-modes 抽出リストに追加したディレクトリすべての所有者、モード、および時間を設
定します。テープからは何も抽出しません。この設定は、復元が途中で停止し
た後のクリーニングアップに役立ちます。

verbose v 修飾キーの意味を切り替えます。これを冗長キーに指定すると、 ls コマ
ンドはエントリーすべてのiノード番号をリストするようになります。また、
vxrestore はそれぞれのファイルを抽出する際にファイル情報をプリントし
ます。

−r テープを読み取り、現在のディレクトリにロードします。 −r オプションを使用する場合は、
注意が必要です。このオプションは、完全なダンプテープを新しく作成したファイルシステム
に復元する場合や、完全なレベル 0 の復元をした後に増分ダンプテープを復元する場合に使用
してください。完全なダンプを復元する代表的な手順は、以下のとおりです。

/usr/sbin/newfs -F vxfs /dev/rdsk/c0t0d0

/usr/sbin/mount -F vxfs /dev/dsk/c0t0d0 /mnt

cd /mnt

vxrestore -r
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VERITAS Volume Manager を使っている場合の、完全なダンプを復元する代表的な手順は、
以下のとおりです。

mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/vol1 80m

mount -F vxfs /dev/vx/dsk/vol1 /mnt

cd /mnt

vxrestore -r

次いで、この上に増分ダンプを、 vxrestore をもう一度実行して復元することができます。
ここで、 vxrestore は、 vxrestore の増分パスの間で情報を受け渡すために、ファイルシ
ステムのルートディレクトリにファイル restoresymtab を残しておくことに注意してくださ
い。最後の増分テープを復元し終わった時点で、このファイルを削除します。

−R 完全復元を再起動します。 vxrestore は、完全復元中に生成されたチェックポイントから再
開します (−r を参照)。マルチボリュームセットの完全復元を再開する場合には、特別なテー
プが必要です。そのため、マルチボリュームの vxrestore を中断したり再開したりできま
す。

−s number

number は、復元対象のダンプファイル番号です。テープ上に複数のダンプファイルがある場
合に使用すると便利です。

−t コマンド行で指定した名前 filename (複数可) がテープ中にあれば、その名前をリストします。
引き数 filename の指定がないと、ルートディレクトリをリストします。つまり、 −h の指定が
ない限り、テープの内容すべてをリストすることになります。

−x 指定されたファイルをテープから抽出します。指定されたファイル名が、テープに内容がダン
プされているディレクトリ名と一致し、かつ、オプション −h の指定がない場合は、ディレク
トリの内容を再帰的に抽出します。可能であれば、所有者、変更時間、およびモードも復元し
ます。引き数 filename の指定がない場合は、ルートディレクトリを抽出します。つまり、 −h

の指定がない限り、テープの内容すべてを抽出することになります。

主要機能を指示するための文字の他にも、以下のオプションを使用できます。

−b blocksize

テープのブロックサイズをKバイト単位で指定します。 −b オプションの指定がないと、
vxrestore はテープのブロックサイズを動的に判断します。 (このオプションは、 vxre-

store の旧バージョンとの互換性のためにあります。)

−c デフォルトで vxrestore は、ディスクに直接データを書き込みし、データの復元にシステム
バッファー キャッシュを使いません。そのため、操作するシステム上で、一般的にシステムの
性能を向上させるバッファーキャッシュは変化しません。しかしながら、同期的にディスクへ
データを書き込むと、若干復元処理が遅くなります。もし、 −c オプションを指定すると、
vxrestore は、ディスクに書き込む前にデータをキャッシュします。これにより、以前の
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バージョンの vxrestore と互換性が保つことができます。

−e opt

エクステント属性情報を持つ vxfs ファイルの操作方法を指定します。エクステント属性には、
確保したスペース量、固定のエクステントサイズ、およびエクステントの整列があります。復
元先のファイルシステムがエクステント属性をサポートしていない、復元先のファイルシステ
ムのブロックサイズがソースのファイルシステムと違っている、エクステント属性の要件を満
たす未使用エクステントが復元先のファイルシステムにないなどの場合は、情報が保持されな
いことがあります。 opt には、以下の値を指定できます。

force エクステント属性情報を保持できない場合は、ファイルの復元をエラーにします。

ignore エクステント属性情報をすべて無視します。

warn エクステント属性情報を保持できない場合は、警告メッセージを表示します (デフォ
ルト)。

−f file

/dev/rmt/0m の代わりに、アーカイブファイルの名称を指定します。ファイルの名称が − (

ハイフン) の場合、 vxrestore は標準入力から読み取ります。したがって、次のコマンドの
ように vxdump と vxrestore をパイプラインでつなぐことによって、ファイルシステムの
ダンプと復元を行うことができます。

vxdump 0f − /usr | (cd /mnt; vxrestore xf −)

machine:device の形式のアーカイブ名を使用してリモートマシン上のテープデバイスを指定すること
ができます。

−h ディレクトリ内のファイルではなく、ディレクトリそのものを抽出します。これによって、サ
ブツリー全体を階層的に復元することを避けることができます。

−m ファイル名ではなく、 iノード番号で抽出します。これは、数個のファイルだけを抽出し、
ファイルの完全パス名の再生成を避けたい場合に使用すると便利です。

−v は、冗長出力を指定します。指定すると、復元する各ファイルのタイプと名称を表示します。

−y vxrestore はテープエラーを検出しても、処理をそのまま続行します。 vxrestore は通
常は、読み取りエラーを検出した後に継続するかどうかを尋ねます。このオプションを指定す
ると、 vxrestore は尋ねずに継続し、無効なテープブロックをスキップしてできる限り処
理を続行します。

オペランド
vxrestore には次のオペランドがあります。

filename

復元するファイルを指定する、ファイルやディレクトリ名を含む、ひとつ以上のファイル。
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key vxrestore が実行する動作を制御する文字列。この文字列には irRtx の中から機能を表す
文字を１つとグループ befhmsvy の中からの０個以上の修飾子が含まれています。

互換性
大きな ID をサポートしていないファイルシステム上には、大きな uid (ファイルの所有者のユーザーID) や大
きな gid (ファイルの所有者のグループID) を持つファイルを復元することはできません。このような場合は、
ファイルの所有者あるいはグループ、またはその両方は、 vxrestore を起動したユーザーのものになります
(大きな ID とは 65535 より大きい値のことです。VxFS バージョン２のディスクレイアウトでは、大きな ID

はサポートしていません)。

注意
ダンプテープに 2 GB より大きいファイルがある場合で、復元先のファイルシステムでは 2 GB より大きい
ファイルをサポートしていない場合には、そのファイルは正しく復元されません。そのファイルは 2 GB に切
り捨てられます。

vxdump の古いバージョンで作成されたダンプは、 vxrestore の現在のバージョンでも読み取ることがで
きます。別のプラットホーム上の vxdump で作成されたテープもまた vxrestore で読み取ることができる
ということは、 vxdump のバージョンからのものではなく、それより最新の vxrestore のバージョンが使
用されたことになります。

vxrestore は、VxFS 以外の種類のファイルシステムにファイルを復元することができます。ファイルシス
テムの種類がエクステント属性をサポートしていない場合は、そのエクステント属性は復元されません (−e

オプションを参照)。

システムがシングルユーザーモードの場合に備えて、 vxrestore の別バージョンが /sbin に用意されてい
ます。

診断
vxrestore は、読み取りエラーを検出した時点でメッセージを出力します。オプション −y を指定した場
合、またはメッセージに対してユーザーが y と応答した場合、 vxrestore は復元を続行しようとします。

ダンプが複数のテープにわたる場合、 vxrestore はテープを交換するようユーザーに求めます。オプション
−x または −i を指定した場合も、 vxrestore はマウントするボリュームを尋ねてきます。数個のファイル
だけを抽出するには、最後のボリュームから始め、最初のボリュームに向かって作業すると効率的です。

エラー処理
一般に、継続が困難になるほどにエラーの状態が深刻になると vxrestore は動作を終了します。終了する
と、一般に、バックアップメディアや、ダンプ/復元の管理手続きの深刻な問題があることを表示します。

対話モードや vxrestore を呼び出す際の −y オプションの指定によって、終了手続きを無効にすることが
できます。終了手続きを無効にすると、 vxrestore は不良データをとばして、復元を継続しようとします。
特別な事情でないかぎり、これはよい措置とは言えません。普通のダンプ/復元の処理としては、潜んでいる問
題の原因を特定し、修繕することが最善です。
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エラー状態
復元を終了させるエラーの状態は、次の一般分類にグループ分けできます。

• メディアの問題

• リソースかパーミッションの問題

• 整合性チェックの失敗

ダンプ/復元 メディアにアクセスしている間にメディアエラーが発生する場合があります。また、復元手続き
に誤ったボリュームを指定したために発生することもあります。テープのダメージのような物理的な問題を確
認し、テープドライブが掃除されていることを確認してください。代表的なメディアの問題のメッセージを挙
げます。

no header after volume mark!

ran off end of tape

not at beginning of a file

unknown tape header type number

unexpected tape header

partial block read: size should be size

Changing volumes on pipe input?

active file into volume 1

vxrestore の内部処理に必要なメモリーの空きやファイルの配置かアクセスの間に、リソースの配置かパー
ミッションの問題が発生することがあります。共通の問題を回避するために、ターゲットファイルに書き込み
パーミッションのある、正しい UID で実行していることと、十分なメモリーがあることを確認します。代表
的なリソース配置やパーミッションのエラーメッセージを挙げます。

no memory to extend symbol table

no memory directory table

no space for string table

no memory for entry table

cannot allocate space for symbol table

no memory for file removal list

no memory for file dump list

cannot create save file filename for symbol table

output error to file filename writing symbol table

cannot open symbol table file filename

cannot stat symbol table file filename

cannot read symbol table file filename

一貫性チェック失敗は、一般に、ダンプ/復元メディア上のデータを検査している間に発生します。このような
問題は、メディアの障害、マウントされた使用中のファイルシステムのダンプ、あるいはメディアのエラーか
パラメータの選択によって引き起こされます。代表的な一貫性チェック失敗のエラーメッセージを挙げます。
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Root directory is not on tape

cannot find directory inode inumber

error setting directory modes

Cannot find directory inode inumber named name

corrupted symbol table

state name impossible state

inumber bad first

unknown file on tape

missing inumber inumber

addino: out of range inumber

deleteino: out of range inumber

deleteino: inumber not found

name is not a directory

name path name too long

bad name to addentry name

link to non-existent name

duplicate entry

bad name

hole in map

gethead: bad bitmap encountered

gethead: unknown inode type number

linkit: unknown type number

initsymtable called from command n

unextracted directory name

bad entry entry details

vxrestore は、種々の整合性検査を行い、エラーをリストします。検査で検出されるエラーはメッセージを
読めば意味がわかるようになっているか、ほとんど発生しません。一般的なエラーは、以下のとおりです。

filename: not found on tape

このファイル名は、テープディレクトリにはありますが、テープ中にはありません。このエ
ラーは、ファイルを検索している途中で読み取りエラーが発生した場合や、使用中のファイル
システムに対して作成したダンプテープを使用した場合に発生します。

expected next file inumber, got inumber

ディレクトリにはないファイルが存在しています。このエラーは、使用中のファイルシステム
に対して作成したダンプテープを使用した場合に発生します。ダンプの一貫性を保証するに
は、ファイルシステムのマウントを外すか、シングルユーザーモードのシステムでダンプを実
行する必要があります (init(1M)を参照)。 HP OnLineJFS 製品がインストールされている場
合は、オンラインバックアップ機能でのスナップショットファイルを使用してマルチユーザー
環境でダンプを実行することができます (mount_vxfs(1M) のオプション snapof=file を参
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照)。

Incremental tape too low

増分復元を行っている際に、前回の増分テープより前に書き込まれたテープ、つまり、増分レ
ベルが低すぎるテープがロードされました。

注記: このエラーが発生した場合は、障害のあるテープを復元しているか、 −T オプション
を使って作成されたダンプファイルから vxdump へ復元しているかのどちらかです。この時
点で、 vxrestore は警告メッセージを表示し、復元を続けるかどうかを尋ねます。 −T オ
プションで作成したダンプファイルから復元する場合のみ、 y で答えます。復元を中止する
には、 n を入力します。

Incremental tape too high

増分復元を行っている際に、前回の増分テープで残された部分から始まっていないテープ、つ
まり、増分レベルが高すぎるテープがロードされました。

注記: このエラーが発生した場合は、障害のあるテープを復元しているか、

−T オプションを使って作成されたダンプファイルから vxdump へ復元しているかのどちら
かです。この時点で、 vxrestore は警告メッセージを表示し、復元を続けるかどうかを尋
ねます。 −T オプションで作成したダンプファイルから復元する場合のみ、 y で答えます。
復元を中止するには、 n を入力します。

Tape read error while restoring filename"

Tape read error while skipping over inode inumber

Tape read error while trying to resynchronize

テープの読み取りエラーが発生しました。ファイル名が指示されている場合、復元したファイ
ルの内容に誤りがある可能性があります。 vxrestore がiノードをスキップしている場合
や、テープの同期を取り直そうとしている場合は、抽出したファイルは破壊されていません。
ただし、テープ中にファイルが見つからない可能性もあります。

Resync restore, skipped num blocks

テープの読み取りエラーが発生した後で、 vxrestore 自体が同期を取り直すことが必要な
場合があります。このメッセージは、その際にスキップしたブロック数を示しています。この
メッセージは、新しいバージョンの vxdump でダンプされた 2 GB より大きいファイルを、
古いバージョンの vxrestore がスキップする際にも表示されます。

警告
vxrestore は、使用中のファイルシステムに対して作成されたダンプテープから増分復元を行う場合に、正
常に動作しないことがあります。

完全に復元した後でレベル０のダンプ (vxdump(1M) を参照) を行う必要があります。 vxrestore はユー
ザーコードで実行するので、iノードの割り当てを制御することはできません。したがって、ファイルの内容に
変化がなくても、フルダンプを行って、新しいiノード番号をディレクトリに反映させるようにしなければなり
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ません。

vxrestore は、アクセス制御リスト(ACL)を復元しません。

著者
vxrestore と rvxrestore は、バークレー ソフトウェアディストリビューション第4.4版からのプログラ
ム restore をもとに、カリフォルニア大学バークレー校とその投稿者で開発されました。

ファイル
/dev/rmt/0m デフォルトのテープドライブ

/tmp/rstdr∗ テープ上のディレクトリが入っているファイル

/tmp/rstmd∗ ディレクトリの所有者、モード、およびタイムスタンプ

./restoresymtab 増分復元間で渡される情報

参照
ls(1), extendfs_vxfs(1M), fsadm_vxfs(1M), init(1M), mkfs(1M), mkfs_vxfs(1M), mount(1M),

mount_vxfs(1M), newfs_vxfs(1M), restore(1M), rmt(1M), vxdump(1M), getopt(3C)
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名称
vxtunefs − VxFSファイルシステムの調整

構文
vxtunefs [−ps] [−f tunefstab] [−o parameter=value] [{mount_point|block_special}] . . .

説明
vxtunefs は、マウントされているファイルシステム用の調整可能なI/Oパラメータを設定またはプリントし
ます。 vxtunefs を使うと、マウント先デバイスのI/Oプロパティを指定するパラメータや、I/O処理をどの
ような場合にDirect I/Oとして処理するかを示すパラメータ、指定されたファイルシステムのエクステント割
り当て方針を制御するパラメータなどを設定できます。

オプションを指定しなければ、 vxtunefs からは、指定したファイルシステムに対する設定済みのVxFSパラ
メータが返されます。

vxtunefs はコマンド行に指定されたマウントポイントの一覧、または tunefstab ファイルに指定されて
いるすべてのマウントファイルシステムに対して機能します。デフォルトの tunefstab ファイルは
/etc/vx/tunefstab です。 −f オプションを使うとデフォルトファイルを変更できます。

vxtunefs は、マウントされているファイルシステムに対していつでも実行でき、パラメータの変更内容は直
ちに適用されます。コマンド行に指定されているパラメータは、 tunefstab ファイルに指定されているパラ
メータに優先します。

/etc/vx/tunefstab ファイルが存在する場合は、VxFS固有の mount コマンドにより vxtunefs が呼び
出されて、 /etc/vx/tunefstab に指定されているデバイスパラメータが設定されます。

VERITAS Volume Manager (VxVM) ボリュームにファイルシステムが構築されている場合、VxFS 固有の
mount_vxfs コマンドは、調整パラメータのデフォルト値を得るために、VxVM と相互作用するので、
VxVM デバイスのデフォルト値を変更したいものだけ、調整パラメータを指定します。

特権ユーザーだけ vxtunefs を実行できます。

オプション
vxtunefs には、以下のオプションがあります。

−f filename 調整パラメータを格納したファイルとして、 /etc/vx/tunefstab の代わりに file-

name を使用します。

−o parameter=value

コマンド行に指定したファイルシステムの一覧に対するパラメータを指定します。こ
の節の "VxFS 調整パラメータとガイドライン" のトピックを参照してください。

−p コマンド行に指定したすべてのファイルシステムに対する調整パラメータをプリント
します。

−s コマンド行または tunefstab ファイル内に指定したVxFSファイルシステムに対す
る調整パラメータを新たに設定します。
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オペランド
vxtunefs には、以下のオペランドがあります。

mount_point マウントされた VxFS ファイルシステムのディレクトリの名前。

block_special VxFS ファイルシステムを収容する block_special デバイスの名前。

注記
vxtunefs はストレージ チェックポイントと共に動作します。が、しかし、VxFS 調整パラメータは全ファ
イルシステムに適用されます。従って、調整パラメータはプライマリファイルセットだけでなく、そのファイ
ルシステムにあるあらゆるストレージチェックポイントにも影響します。

調整パラメータの buf_breakup_sz、 qio_cache_enable、 pref_strength、 read_unit_io、と
write_unit_io は HP-UX 上でサポートされません。

VxFS 調整パラメータとガイドライン
read_nstream と write_nstream を除き、以下に示す各パラメータは、数値の後に単位を表す以下の文
字を付加することで、バイト、KB、MB、またはセクタ(1024 バイト)単位で指定できます。付加できる単位
は、 k、 K、 m、 M、 s、または S です。バイト単位で指定する場合は、これらの文字は必要はありません。

ハードウェアディスクアレイや、(VxVM のような)別のボリュームマネージャーでファイルシステムを使って
いるなら、論理ディスクの区画設定が適合するようにパラメータを配置します。ディスクストライプと
RAID-5 の構成には、 read_pref_io をストライプユニットサイズかインタリーブ要素にセットして、
read_nstream を列要素の数にセットします。ディスクストライプの構成には、 write_pref_io と
write_nstream を、 read_pref_io と read_nstream に同じ値にセットしますが、RAID-5 の構成で
は、 write_pref_io を最大ストライプサイズにセットし、 write_nstream を 1 にセットします。

Direct I/OまたはDiscovered Direct I/Oを効率よく実行するには、各アプリケーションは、 read_nstream

と read_pref_io の積に等しいサイズの読み取り要求を発行しなければなりません。一般に、
read_nstream の倍数または約数に read_pref_io をかけたサイズが性能上優れています。書き込みの場
合も write_pref_io パラメータと write_nstream パラメータについて、同様の一般規則が適用されま
す。ファイルシステムを調整するときは、実際の作業負荷の下で調整パラメータを設定すると最良の結果が得
られます。

アプリケーションが大容量ファイルに対する順次I/Oを実行する場合は、 discovered_direct_iosz より
も大きい要求を発行しなければなりません。この場合はI/O要求がDiscovered Direct I/O要求として処理され
ます。この方法では、Direct I/Oの場合と同様にバッファーは使われませんが、ファイルの拡張時に同期iノー
ド更新を行う必要はありません。キャッシュに格納するにはファイルが大きすぎる場合は、バッファーなしの
I/Oを使うと有益なデータをキャッシュから失わずに済み、CPUのオーバーヘッドを軽減できます。

VxFS調整可能パラメータは以下のとおりです。

default_indir_size

VxFS上では、各ファイルはiノード内に保存される可変サイズのエクステントを最大10個まで保有でき
ます。これらのエクステントを使い切った後は、ファイルは間接エクステントを使用しなければなりませ
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ん。これは固定サイズであり、ファイルが間接エクステントを最初に使用するときに設定されます。間接
エクステントのデフォルトサイズは 8KB です。間接エクステントと同じサイズの利用可能なエクステン
トがなければ、書き込みは失敗してENOSPCが返されるため、ファイルシステムがより大きいサイズの
間接エクステントを使用することはありません。多数の大容量ファイルを持つファイルシステムでは、
8KB の間接エクステントサイズでは小さすぎます。そのためファイルで間接エクステントが必要になっ
た場合に、少数の大きいサイズのエクステントではなく、非常に多くの小さいサイズのエクステントが使
われることになります。このパラメータを使ってデフォルトのエクステントサイズを大きくすると、大容
量ファイルで間接エクステントが必要になった場合に、少数の大きいサイズの間接エクステントが使われ
るようになります。

この調整可能パラメータの使用には注意が必要です。この値を大きくしすぎると、ここに指定したサイズ
の間接エクステントをファイルに割り当てられなかった場合に、書き込み処理が失敗します。一般に、
ファイルシステム上のファイル数が少なく、個々のファイルサイズが大きい場合ほど、より大きい値の
default_indir_size を指定できます。このパラメータの値は、通常は read_pref_io パラメータ
の倍数にします。

この調整可能パラメータは、バージョン４のディスクレイアウトには適用できません。

discovered_direct_iosz

discovered_direct_iosz を超えるサイズのファイルI/O要求は、Discovered Direct I/Oとして処理
されます。 Discovered Direct I/Oでは、Direct I/Oの場合と同様にバッファーは使われませんが、ファ
イルの拡張やブロックの割り当て時にiノードの同期コミットは必要ありません。大きいサイズのI/O要求
については、データをバッファーキャッシュにコピーするのにかかるCPU時間と、I/Oをバッファーに入
れるためのメモリー使用コストが、ディスクI/Oを実行するコストよりも高くつきます。そのためこれら
のI/O要求については、通常のI/OよりもDiscovered Direct I/Oを使う方が効率的です。このパラメータ
のデフォルト値は256KBです。

hsm_write_prealloc

階層型ストレージ管理 (HSM) アプリケーションで管理されているファイルでは、 hsm_write_preal-

loc によって、ファイルシステムにデータが復帰移動してしまう前に、ディスクブロックを事前に割り
当てます。 HSM アプリケーションは、通常、ファイルへの連続書き込みによって、それぞれ、２、３
ブロックを割り当てられるファイルデータブロックを復帰移動させます。 hsm_write_prealloc

(hsm_write_prealloc=1) をセットすると、空のファイルへの最初の書き込みに、十分な数のディスク
ブロックが割り当てられるので、後続の書き込みへのディスクブロックの割り当てが不要になり、移動の
書き込み性能を向上させます。

hsm_write_prealloc パラメータは DMAPI 規格の外部で実装されており、HSM で管理されたファ
イルの中で空間がどのように管理されているかによって、使用方法が制限されます。ファイルシステムを
制御する HSM アプリケーションが推奨している場合に限定して hsm_write_prealloc を使うのが賢
明です。
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initial_extent_size

最初のエクステントのデフォルトサイズを変更します。

VxFSでは新しいファイルに対する最初の書き込みのサイズに基づいて、ファイルに割り当てる最初のエ
クステントのサイズが決定されます。通常、最初のエクステントのサイズには、２の累乗値のうち、最初
の書き込みサイズよりも大きくなる最小の値が使用されます。この２の累乗値が 8KB よりも小さい場合
は、最初のエクステントとして 8KB が割り当てられます。この最初のエクステントの割り当て後、ファ
イ ル シ ス テ ム で は、 後 続 の エ ク ス テ ン ト の サ イ ズ を 徐 々 に 大 き く し て い き ま す
(max_seqio_extent_size を参照)。

階層型ストレージ管理 (HSM) アプリケーションで管理されているファイルでは、 hsm_write_preal-

loc によって、ファイルシステムにデータが復帰移動してしまう前に、ディスクブロックを事前に割り
当てます。 HSM アプリケーションは、通常、ファイルへの連続書き込みによって、それぞれ、２、３
ブロックを割り当てられるファイルデータブロックを復帰移動させます。 hsm_write_prealloc

(hsm_write_prealloc=1) をセットすると、空のファイルへの最初の書き込みに、十分な数のディスク
ブロックが割り当てられるので、後続の書き込みへのディスクブロックの割り当てが不要になり、移動の
書き込み性能を向上させます。

大部分のアプリケーションは、ファイルへの書き込み時に 8KB 以下のバッファーサイズを使用するた
め、エクステントサイズの増加はまず小さい初期値を２倍にすることから開始されます。 ini-

tial_extent_size を使うと最初のエクステントのデフォルトサイズを変更できるため、サイズの倍
化処理がより大きい初期値から開始されるようになります。そのためファイルシステムにより、一連の小
さいエクステントが最初に割り当てられることがなくなります。

このパラメータは、平均的なファイルサイズが非常に大きいファイルシステムでのみ使用してください。
このようなファイルシステムでは、ファイルあたりのエクステント数が少なく、断片化の割合も低くなっ
ています。

initial_extent_size はファイルシステムブロック数で指定します。

max_buf_data_size

ファイルデータに割り当てる最大のバッファーサイズを指定します。 8KBまたは64KBのいずれかを指
定できます。大きい方の値は、大きいサイズの読み書きが順次形式で実行される場合に適しています。小
さい方の値は、I/Oがランダムに実行される場合や、I/Oのサイズが小さい場合に適しています。デフォ
ルト値は 8KB です。

max_direct_iosz

ファイルシステムが発行するダイレクトI/O要求の最大サイズを指定します。この値より大きいI/O要求
は、 max_direct_iosz に指定したサイズに分割されます。このパラメータにより、I/O要求が１度に
ロックできるメモリーサイズが決定されます。メモリーの20%を超える値は設定しないでください。

max_diskq

単一ファイルにより生成されるディスク待ち行列の最大サイズを制限します。ファイルシステムがある
ファイルのデータをディスクに書き込むときに、書き込みページ数が max_diskq を超える場合は、書

996 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



vxtunefs(1M) vxtunefs(1M)

き込みデータ量が少なくなるまでプロセスは処理をブロックします。このパラメータは、実際のディスク
待ち行列のサイズを制限するものではありませんが、同期プロセスによりシステムの応答速度が低下する
のを防止できます。デフォルト値は 1MB です。

ディスク待ち行列は制限されませんが、 max_diskq は fsync のような、データをディスクにフラッ
シュする処理が、システムの応答を悪くするのを防止します。

ページとシステムメモリーの詳細情報は write_throttle の記述を参照してください。

max_seqio_extent_size

エクステントの最大サイズを増加または減少します。ファイルシステムが、ファイルへの順次書き込みに
対するデフォルトの割り当て方針に従っている場合は、最初のエクステントとして、ファイルへの最初の
書き込みに十分なだけのサイズのエクステントが割り当てられます。後続のエクステントの割り当て時に
は、徐々に大きいエクステントが割り当てられていきます(アルゴリズムは新しいエクステントを作成す
る都度、そのサイズを２倍にしようとします)。そのため、後続のエクステントは複数の書き込みデータ
を保持できるサイズになります。この方法は、順次書き込みが続行されるという前提の下で、エクステン
トの総数を減らすことができます。ファイルへの書き込みがなくなった時点で、他のファイルで使用でき
るように未使用スペースは開放されます。

一般に、この割り当てサイズの増加は最大で2,048ブロックまでとなっており、１つのファイルで大量の
未使用スペースが確保されるのを防止しています。

max_seqio_extent_size はファイルシステムブロック数で指定します。

read_ahead

指定されたキャッシュアドバイザリがない場合、デフォルトで、すべての VxFS の読み込み操作が順次
先読みとなります。拡張された先読み機能によって、単純な連続読み取りに加え、より複雑なパターン (

たとえば、読み取りオフセットを増減したり、マルチスレッドのファイルアクセスなど) の先読みを可能
にするアルゴリズムが実装されます。 read_ahead には、次の値を指定することができます。

0 先読み機能を使用不可能にします。
1 従来からの連続先読み動作を維持します。
2 すべての読み取りに拡張された先読みを使用可能にします。

デフォルトで、 read_ahead は１にセットされ、VxFS は連続したパターンだけ検出します。

read_ahead は、最大 vx_era_nthreads にいたるまで、スレッド毎の基準でパターンを検出しま
す。スレッドのデフォルト値は５ですが、システム構成ファイル /etc/system の vx_era_nthreads

パラメータをセットすることで、デフォルト値を変更することができます。

read_nstream

同時並行的に処理する必要がある read_pref_io サイズの並列読み取り要求の数。ファイルシステム
は read_nstream と read_pref_io の積に基づいて、先読みのサイズを決定します。
read_nstream のデフォルト値は 1 です。
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read_pref_io

優先される読み取り要求サイズです。ファイルシステムはこの値と read_nstream の値を組み合わせ
て、先読みするデータ量を決定します。デフォルト値は64KBです。

write_nstream

同時並行的に処理する必要がある write_pref_io サイズの並列書き込み要求の数。ファイルシステム
は write_nstream と write_pref_io の積に基づいて、書き込み処理の背後でディスクへの書き込
みをするタイミングを決定します。 write_nstream のデフォルト値は 1 です。

write_pref_io

優先される書き込み要求サイズです。ファイルシステムはこの値と write_nstream の値を組み合わせ
て、書き込み処理の背後でディスクへの書き込みをするタイミングを決定します。デフォルト値は64KB

です。

write_throttle

バッファーされた書き込みを介してデータがファイルに書き込まれるとき、ファイルシステムは、参照さ
れているものを ダーティー バッファーとして生成しつつ、メモリー内にあるファイルのイメージだけを
更新しています。ダーティー バッファーは、あとでファイルシステムがそのバッファーをディスクに書
き込んだときに 消去されます。 (ダーティー バッファーがディスクに書き込まれる前にシステムがク
ラッシュすると、データが失われることに注意してください。)

最近のコンピュータシステムは、一般に、より多くのメモリーを搭載しています。より多くの物理メモ
リーがシステムに搭載されていると、ファイルシステムはダーティー バッファーをディスクに書き込ん
でメモリーを解放するまでの間に、大きなのダーティー バッファーを生成する可能性があります。よっ
て、大きなダーティーバッファーによって sync や fsync のような、ダーティーバッファーをディス
クに書き込む操作の復帰待ち時間が長くなる可能性があります。遅いストレージ装置と巨大なメモリーの
組み合わせのシステムなら、sync 操作が完了するまでに、まるでシステムがハングしたかのような、長
い時間をかけることがあります。

システムがこの挙動を示す場合、 write_throttle の値を変更することが出来ます。 write_throt-

tle で、ファイルシステムがディスクに書き込む前に生成する、ファイル毎のダーティーバッファーの
数を減らすことができます。あるファイルのダーティー バッファーの数が、しきい値 write_throt-

tle に達すると、ファイルシステムは、たとえ空きメモリーがあっても、ディスクへのフラッシュを開
始します。ストレージ装置のスピードによっては、ユーザー書き込みの性能は悪くなりますが、ダー
ティーバッファーの数が制限されるので、sync 操作がかなり早く完了するようになります。

write_throttle のデフォルト値は 0 (ゼロ) です。このデフォルト値では、ファイル毎のダーティー バッ
ファーの数が制限されません。そうすると、通常、数多くのダーティー バッファーが生成されますが、
高速の書き込みを維持でします。 write_throttle がゼロ以外の場合、VxFS は、ファイル毎のダー
ティー バッファーの数を write_throttle バッファーに制限します。場合により write_throttle

によって、書き込み要求の遅延が発生することがあります。例えば、 write_throttle の値を小さく
すると、ファイルディスク待ち行列が、ディスク待ち行列が減るまでユーザー書き込みを遅延させる
max_diskq の値まで増加することがあります。よって、システムが巨大なメモリーと遅いストレージ
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装置の組み合わせになっていないかぎり write_throttle の値を変更しないことをお勧めします。

ファイル
/etc/vx/tunefstab VxFSファイルシステムの調整パラメータテーブル。

参照
mkfs_vxfs(1M), mount(1M), mount_vxfs(1M), sync(2), tunefstab(4), vxfsio(7)

VERITAS File System 管理ガイド

VERITAS Volume Manager Administrator’s Guide
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名称
vxumount − VxFS ファイルシステムのマウント解除

構文
vxumount [−o [force] ]  {special|mount_point}

説明
vxumount は、現在マウントされている VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。その際、ファイ
ルシステムが存在するデバイスを mount_point または special として指定することができます。

注記ファイルシステムのマウントを解除できるのは特権ユーザーだけです。

オプション
vxumount は、次のオプションを認識します。

−o VxFS 固有のオプションを、コンマで区切ったリストで指定します。使用できる引き数は以下のと
おりです。

force VxFS ファイルシステム内に使用中のファイルがある場合でも、このファイルシステム
のマウントを解除します。

force が指定されていない場合は、ファイルシステム内に使用中のファイルがある
と、 vxumount はこのファイルシステムのマウントを解除しません。ファイルシステ
ムのマウントが強制的に解除された後でファイルにアクセスしようとしたプログラム
は、EIO エラーを受け取ります。

注意: force オプションを使用すると、オープンしているファイルのデータが失われ
ることがあります。

引き数
vxumount は、次の引き数を認識します。

mount_point

VxFS ファイルシステムのマウントポイントの名前

special ファイルシステムが置かれているデバイス

ファイル
/etc/mnttab マウントされているファイルシステムのテーブル。

参照
fsadm_vxfs(1M), mkfs_vxfs(1M), mount(1M), mount_vxfs(1M), setmnt(1M), fsync(2), setuid(2), fs_vxfs(4),

mnttab(4), vxfsio(7)
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名称
vxupgrade − VxFSファイルシステムのディスクレイアウトのアップグレード

構文
vxupgrade [−n new_version] [−r rawdev] mount_point

説明
vxupgrade は、VxFS ファイルシステムの現在のディスクレイアウトのバージョン番号を出力したり、ファ
イルシステムを新しいディスクレイアウトにアップグレードします。vxupgrade は、読み取り/書き込みアク
セスのためにマウントされたファイルシステムで動作します。mount_point は、マウントされた VxFS ファイ
ルシステムを指定する必要があります。特権ユーザーだけが、VxFS ファイルシステムを照会またはアップグ
レードすることができます。

−n オプションを指定して実行すると、vxupgrade はディスクレイアウトを指定のバージョンにアップグ
レードします。 −n オプションを指定しないで実行すると、vxupgrade はファイルシステムのディスクレイ
アウトのバージョン番号を出力します。

アップグレードを行うために、vxupgrade は、ファイルシステムを凍結させ、新しい構造を割り当てて初期
化し、古い構造で使用していた空間を空け、それからファイルシステムを解凍します。このプロセスは、数秒
を超えてファイルシステムを凍結しません。

vxupgrade は、vxupgrade のインスタンスがいつでも1つだけ実行するように、ファイルシステムでロッ
クファイル (lost+found/.fsadm) を利用します。vxupgrade と fsadm は同時に実行できないので、
ロックファイルはファイルシステムの再編成中に vxupgrade が実行されないようにもします。アップグレー
ドするために vxupgrade を実行するとき、mount_point で指定されたファイルシステムのルートでロック
ファイルを開きます。ロックファイルが存在しない場合には作成されます。ファイルの書き込みロックを取得
するには、システムコール fcntl(2) を使用しています。書き込みロックを取得できない場合、vxupgrade は
別の vxupgrade または fsadm が実行中であるとみなして実行できません。

オプション
vxupgrade は、以下のオプションを認識します。

−n new_version new_version へディスクレイアウトをアップグレードします。new_version の
値は 3、4 または 5 です。

−r rawdev raw デバイスのパス名として rawdev を使用します。このオプションは、
mount_point にどの raw デバイスが対応するのか、vxupgrade で決定できな
いときに (例えば /etc/mnttab が破壊されている場合) 使用できます。

引き数
vxupgrade は、以下の引き数を認識します。

mount_point マウントされている VxFS ファイルシステム。
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空きスペース条件
vxupgrade はアップグレードを行うためにはファイルシステム上に空きスペースを必要とし、十分な空きス
ペースがない場合にはアップグレードを実行できない可能性があります。VxFSファイルシステムをアップグ
レードするために必要な空き容量を正確に判断するのは困難です。ただし、必要な最大空き容量を見積もるこ
とはできます。

n ∗ 1024個の iノード (割り当てのみ) と m ∗ 32768個のブロックを持つディスクレイアウト バージョン 2 の
ファイルシステムをディスクレイアウトバージョン 3 にアップグレードするとき、最悪の場合の最小値は、少
なくとも 8K バイト以上のエクステントにおいて n ∗ 2432 バイト + m ∗ 8220 バイト + 115K バイトになりま
す。8K バイトを超える未使用エクステントが必要な可能性もあるので、この値は最悪の場合の必要最小値の
下限にすぎません。この値は最悪の場合の最小値なので、これより少ない空きスペースを使用できる場合でも
アップグレードできる可能性があります。新しいディスクレイアウトへのアップグレードが完了した後で、こ
の空きスペースすべてといくらかの追加空きスペースが再生されます。

バージョン 2 のディスクレイアウトは、直接バージョン 4 へはアップグレードできません。最初にディスクレ
イアウトをバージョン 2 からバージョン 3 にアップグレードし、次にバージョン 4 へアップグレードしま
す。各段階において空きスペースが不足していると、アップグレードできない可能性があります。

注記
ファイルシステムがバージョン 3 へアップグレードされると、HP-UX 10.01および10.10上にはマウントでき
なくなります。

ファイルシステムがバージョン 4 へアップグレードされると、以下のシステムにはマウントできなくなりま
す。

• HP-UX 10.x

• アプリケーション CD から JFS 3.3 がインストールされていない HP-UX 11.0

バージョン 4 のファイルシステムは以下のシステムにマウントできます。

• アプリケーション CD から JFS 3.3 をインストールした HP-UX 11.0

• HP-UX 11.1x

ルートの (/) または /usr ファイルシステムをアプリケーション CD から、JFS 3.3を実行している 11.0 シ
ステム上のバージョン 4 へはアップグレードできません。加えて、/var または /opt ファイルシステムを
11.0 上のバージョン 4 へアップグレードすることはお勧めしません。これらのコアファイルシステムはシステ
ム回復にとって重要です。HP-UX 11.0 のカーネルおよび緊急回復メディアは、バージョン 4 ディスクレイア
ウトを認識しない旧バージョンのJFSで組み込まれています。これらのファイルがバージョン 4 へアップグ
レードされた場合、引き渡された 11.0 カーネルまたは緊急回復メディアを使用したブートに失敗する可能性
があります。ただし、これらのコアファイルシステムは HP-UX 11.1x システム上のバージョン 4 へはアップ
グレードできます。

ディスクレイアウトのバージョンはダウングレードできません。例えば、ディスクレイアウトバージョン 4 か
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らバージョン 3 への変更はできません。

インテントログサイズが 256K バイト以下の場合、ファイルシステムをバージョン 3 のディスクレイアウトか
らバージョン 4 にアップグレードすることはできません。

バージョン 2 のディスクレイアウトからアップグレードした後、 fsadm -c mount-point を実行して、iノー
ドのフォーマットを変換し 2GB のオフセットを超えるファイルを作成できるようにします。

戻り値
vxupgrade は、以下の値のいずれかを返します。

0 正常終了。
1 空きスペース不足のためにアップグレードが失敗。
2 その他のエラーが発生。

32 指定された mount_point が VxFS ファイルシステムではない。

ファイル
mount_point/lost+found/.fsadm ロックファイル

mount_point/quotas 外部クォータファイル

参照
fsadm_vxfs(1M), mkfs_vxfs(1M), quotaon(1M), vxfsconvert(1M), fcntl(2), fs_vxfs(4), vxfsio(7)
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名称
wall − 全ユーザーへのメッセージ送信

構文
/usr/sbin/wall [-ggroupname] [file]

/usr/sbin/cwall [-ggroupname] [file]

説明
引き数を指定した場合、 wall コマンドは、EOF を検出するまで標準入力からメッセージを読み取ります。
その後、このメッセージの前に次の行を付加して、現在ログインしているすべてのユーザーに送信します。

Broadcast Message from ...

-ggroupname オプションを指定した場合、 wall は、メッセージの前に次の行を付加して、現在ログインし
ている groupname の全メンバー ( /etc/group に指定したメンバー) に送信します。

Broadcast Message from ... to group groupname

file を指定した場合、 wall は、標準入力の代りに、 file を読み取ります。

wall は通常、システムをシャットダウンする前に、全ユーザーに対して警告を発するために使用されます。

送り手はユーザーの起動した任意の保護を無効にするために適切な特権を持たなければなりません。
( mesg(1) を参照)

wall にはタイミング上の遅延があり、実行が完了するまでに少なくとも30秒かかります。

宛先ユーザーが何らかの保護機構を設定している場合、送信側はそれを無効にするために適切な特権を持って
いなければなりません ( mesg(1) を参照)。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル/マルチバイトの文字コードセットをサポートしています。

診断
Cannot send to ...

ユーザーの tty ファイルをオープンできません。

警告
wall コマンドは、X/Open標準から廃止されます。異機種のプラットフォームへは移植できない可能性があ
ります。

著者
wall は、AT&T社とHPが開発しました。

ファイル
/dev/tty*
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参照
mesg(1), write(1).

標準準拠
wall: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
whodo − どのユーザーがどのようなプロセスを実行しているかについての出力

構文
/usr/sbin/whodo [-h] [-l] [user]

説明
whodo コマンドは、who コマンドと ps コマンドおよび acctcom コマンドの処理結果をマージした上
で、フォーマットを変更し、日付を付けて出力します (who(1)、ps(1)、および acctcom(1M) を参照)。

ユーザーを指定すると、そのユーザーが実行しているすべてのセッションが出力されます。

以下のオプションが使用できます。

−h ヘッダーを出力しません。

−l 長い形式で出力します。各フィールドに出力される情報は、次のとおりです: ユーザーのログ
イン名、ユーザーが使用している tty 名、ユーザーがログインした日にち (時間:分)、アイド
ル時間、すなわち、ユーザーが最後にデータを入力してから経過した時間 (時間:分)、すべて
のプロセスおよびその子プロセスが各端末の CPU を使用する時間 (分:秒)、現在アクティブ
なプロセスが CPU を使用する時間 (分:秒)、および現在実行中のプロセスの名前および引き
数

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、出力をソートする順序を決定します。

LC_COLLATE を環境に指定していない場合、または空の文字列に設定した場合は、LANG をデフォルト値と
して使用します。LANG を指定しなかった場合、または空の文字列に設定した場合は、LANG の代わりにデ
フォルトの "C" が使用されます (lang(5) を参照)。 多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、whodo

は、多言語対応変数がすべて "C" に設定されている場合と同じように動作します (environ(5) を参照)。

ファイル
/etc/passwd

/var/adm/pacct

参照
ps(1), who(1), acctcom(1M).

標準準拠
whodo: SVID2, SVID3
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名称
xntpd − ネットワークタイムプロトコルデーモン

構文
xntpd [−abdm] [−c conffile] [−e authdelay] [−f driftfile] [−k keyfile] [−l logfile] [−p pidfile]

[−r broadcastdelay] [−s statsdir] [−t key] [−v variable] [−V variable] [−x]

説明
xntpd は、インターネット標準時サーバーと同時に、システムの日時を設定保守するオペレーティングシス
テムのデーモンです。xntpd は、RFC 1305 で定義されているネットワークタイム プロトコル (NTP) バー
ジョン 3 を完全に実装していますが、RFC 1059 で定義されているバージョン 1 および RFC 1119 で定義さ
れているバージョン 2 との互換性も保っています。

xntpd は、すべての計算を 64ビット固定小数点演算で処理し、浮動小数点サポートは必要としません。約
232 ピコ秒という、このデザインの最も高い精度は、今日の通常のワークステーションやネットワークで達成
できないが、将来のナノ秒の CPU クロックやギガビットの LAN で求められる可能性があります。

デーモンは、RFC 1305 で定義されている対称的なアクティブ/パッシブ、クライアント/サーバー、およびブ
ロードキャスト/マルチキャストを含む、いくつかのモードで作動することができます。ブロードキャスト/マ
ルチキャストのクライアントは、リモートサーバーを発見し、サーバーとクライアントの間の伝播遅延補正率
を計算し、自動的に構成を行うことができます。このことで、ローカル環境に特有な構成詳細を指定せずに
ワークステーションを一括して配備することができます。

通常、xntpd は、同期ソースと作動モードを決めるために、起動時に、/etc/ntp.conf 構成ファイルを読
み取ります。構成ファイルを必要とせず、制限されている作業構成をコマンド行に指定することもできます。
これは、ローカルホストがブロードキャストまたはマルチキャストのクライアントとして構成され、実行時間
にブロードキャストをリスンすることによってすべての対等システムが決定される場合に特に適しています。
いろいろな内部 xntpd 変数が表示され、構成オプションは、デーモンが、ntpq および xntpdc ユーティ
リティプログラムを使用しながら実行している間に変更することができます。

コマンド行オプション
−a 認証モードを使用可能にします。デフォルトは使用禁止です。

−b NTP ブロードキャストメッセージを使って同期させます。

−c conffile 構成ファイルの名称とパスを指定します。

−d デバッグモードを指定します。このフラグは数回発生し、そのたびに、より詳細な表示を
指示します。

−e authdelay このコンピュータで NTP 暗号化フィールドを計算するのに必要な時間 (秒) を指定しま
す。

−f driftfile ドリフトファイルの名称とパスを指定します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 1007



xntpd(1M) xntpd(1M)

−k keyfile NTP 認証キーを含むファイルの名称とパスを指定します。

−l logfile ログファイルの名称とパスを指定します。デフォルトはシステムログ機能です。

−p pidfile デーモンのプロセス ID を記録する名称とパスを指定します。

−r broadcastdelay

ブロードキャスト/マルチキャストのサーバーとこのコンピュータからデフォルト伝播遅延
を指定します。遅延がプロトコルによって自動的に計算できない場合のみ使用します。

−s statsdir 統計機能によって作成されたファイルのディレクトリパスを指定します。

−t key 信頼できるキーリストにキーナンバーを追加します。

−v variable システム変数を追加します。

−V variable デフォルトでは、並べられたシステム変数を追加します。

−x SLEW によってすべての調整を行います。

構成ファイル
この xntpd 構成ファイルは、初期起動時に読み取られ、同期ソース、モード、および他の関連情報を指定し
ます。通常、/etc/ntp.conf ディレクトリにインストールされますが、他のところにインストールすること
もできます (-c conffile コマンド行のオプションを参照)。

ファイルのフォーマットは他の UNIX 構成ファイルに類似します。コメントは # 文字で始まり、行の末尾ま
で続きます。空白行は無視されます。構成文は先頭にキーワードを置き、その後に引き数を続けます。引き数
の一部はオプションで、空白スペースで区切られます。１つの構成文は複数行にわたって続けることはできま
せん。引き数には、ホストネーム、数値をドットで区切った形式で書かれたホストアドレス、整数、浮動小数
点数 (秒単位で時間を指定する場合)、テキスト文字列などがあります。以下の説明では、オプションの引き数
を [ ] で区切り、選択肢を | で区切ってあります。[ ... ] という表記は、[ ... ] の前の最後の項目
を何回も自由に繰り返せることを意味しています。

数多くのオプションが使用可能ですが、唯一必要なオプションは「構成オプション」の項に記述された１つま
たはそれ以上のサーバー、対等システム、あるいはブロードキャストの文です。/etc/ntp.conf.example

の例も役立つかもしれません。

構成コマンド
構成コマンドは次のように記述されます。

peer address [key key_id] [version version_id] [prefer]

server address [key key_id] [version version_id] [prefer] [mode mode]

broadcast address [key key_id] [version version_id] [ttl ttl]

これらの３つのコマンドは、タイムサーバーの名称やアドレスおよびタイムサーバーが動作するモードを指定
するのに使用することができます。アドレスは、ドットで区切る表記法で DNS 名称や IP アドレスのどちら
でも構いません。
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この peer コマンドは、ローカルサーバーがリモートサーバーと対称アクティブモードで動作するように指示
します。このモードでは、ローカルサーバーはリモートサーバーに同期することができ、さらに、リモート
サーバーはローカルサーバーに同期することができます。これは、いろいろな故障シナリオ次第で、ローカル
サーバーまたはリモートサーバーのどちらかが良いタイムソースになるサーバーのネットワークで役に立ちま
す。

この server コマンドは、ローカルサーバーが指定されたリモートサーバーとクライアントモードで作動す
るように指示します。このモードでは、ローカルサーバーはリモートサーバーに同期することができますが、
リモートサーバーはローカルサーバーに同期することができません。これがもっとも一般的な作動モードで
す。

この broadcast コマンドは、ローカルサーバーがブロードキャストモードで作動するように指示します。こ
の場合、ローカルサーバーは、指定されたブロードキャスト/マルチキャストアドレスでクライアント母集団に
定期的なブロードキャストメッセージを送ります。通常、この指示は、センダーとして作動するローカルサー
バーにのみ働きます。ブロードキャストのクライアントとしての作動に関しては、次の broadcastclient

または multicastclient コマンドを参照してください。このモードでは、アドレスは通常、ローカルネッ
トワークの (１つの) ブロードキャストアドレス、または NTP に割り当てられたマルチキャストアドレスで
す。224.0.1.1 のアドレスは NTP に割り当てられます。これが現在、使用すべき唯一のアドレスです。マルチ
キャスト機能がマルチキャストカーネルを必要とすることに注意してください。

構成オプション
key key_id アドレスへ送信されるすべてのパケットは、符号なし 32ビット整数の指定されたキー識別子

を使って暗号化された認証フィールドを含むよう指示することができます。デフォルトでは、
暗号化フィールドは含まれません。

version version_id

は、発信 NTP パケットに使用されるバージョン番号を指定します。バージョン番号 1、2、
3 のいずれも選択でき、デフォルトはバージョン 3 です。

prefer は、希望に応じてサーバーに印します。他はすべて同じなので、このホストは正確に作動する
ホストのセットの間で同期するために選択されます。

ttl ttl このオプションはブロードキャストモードでのみ使用され、マルチキャストパケットで使用す
るための ttl (生活時間) を指定します。127 の省略値をとる適切な数値を選択する場合は、
ネットワーク管理者と調整する必要があります。

broadcastclient

このコマンドは、任意のローカルインタフェースでのブロードキャストサーバーメッセージの
受信を有効にします。最初にメッセージを受信したときに、ブロードキャストクライアントは
サーバーと短時間のクライアント /サーバー通信を行って、サーバーの伝播遅延を測定しま
す。そして、クライアントはブロードキャストクライアント モードになります。このモード
では、クライアントは後続のブロードキャストメッセージをリスンし同期させます。このモー
ドでの偶然または故意の破壊を避けるために、サーバーおよびクライアントはともに、対称鍵
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または公開鍵を使って動作する必要があることに注意してください。

driftfile driftfile

このコマンドは、ローカルクロック オシレータの周波数オフセットを記録するために使用す
るファイルの名称を指定します。ファイルが存在する場合、初期周波数オフセットを設定する
ために起動時に読み取ることができ、その後、デーモンによって計算される現在の周波数オフ
セットで１時間につき１回アップデートすることができます。ファイルが存在しない、あるい
はこの文が与えられない場合、初期周波数オフセットはゼロと想定されます。この場合、周波
数が安定し、見逃しタイミング誤りが鎮まるのに、数時間かかります。

enable authbclientmonitorpllppsstats

disable authbclientmonitorpllppsstats

いろいろなサーバーオプションを動作可能にする、あるいは動作不能にする方法を提供しま
す。言及されなかったフラグは変わりません。これらのすべてのフラグは、xntpdc ユー
ティリティプログラムを使って離れたところからコントロールすることができることに注意し
てください。これらのフラグをそれぞれ以下に記述します。

auth は、信頼できるキーとキー識別子を使って対等システムが正確に認証された場合の
み、サーバーが構成されない対等システムと同期させることを可能にします。この
フラグは、デフォルトで使用禁止です。

bclient は、デフォルトアドレスを持つマルチキャストクライアント コマンドにおけるよ
うに、サーバーがブロードキャストサーバーまたはマルチキャストサーバーから送
信されたメッセージをリスンすることを可能にします。このフラグはデフォルトで
使用禁止 (disable) です。

monitor は、監視機能を作動可能にします。詳細は xntpdc monlist コマンドを参照し
てください (xntpdc(1M))。

pll は、サーバーがデフォルトを作動可能にし、そのローカルクロックを調整すること
を可能にします。設定されない場合、ローカルクロックは組み込み時間と周波数オ
フセットでフリーランします。ローカルクロックが他の装置またはプロトコルに
よってコントロールされ、NTP が他のクライアントに同期を提供する目的だけで
使用される場合、このフラグは役に立ちます。この場合、ローカルクロックのドラ
イバが使用されます。詳細は、Reference Clock Drivers を参照してくださ
い。

pps は、周波数と時間が精密時間カーネル変更によって調整される場合、パルスパーセ
コンド (PPS) 信号を作動可能にします。これらの変更が可能なとき、デフォルト
は使用可能となり、そうでないときは使用禁止となります。

stats は、統計機能を作動可能にします。デフォルトによって、このオプションは作動可
能です。
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認証鍵ファイルフォーマット
xntpd NTP 標準は、受信 NTP パケットの認証を確認し、発信パケットの認証指示を提供することができる
拡張機能を指定します。これは、DES 暗号化アルゴリズムを使用して xntpd で実行されます。仕様に基づい
て、32ビット符号なし整数番号の付いた、40 億個と予想されたキーの１つが使用され、アソシエーションを
認証します。アソシエーションに組み込まれるサーバーは、それらのデータを認証するために使用されるキー
について個別に知識を獲得しなければなりません、そのキーの数値で一致する必要があります。キーは標準 56

ビット DES キーです。

さらに、認証記号を計算するために MD5 メッセージダイジェストを使用する認証アルゴリズムが使用できま
す。キーやパスワードの長さは８文字に制限されます。xntpd は、 −k コマンド行のオプションや構成ファ
イルの keys 文を使用して、指示されたファイルからキーを読み取ります。キー番号 0 が NTP 標準によって
決まり (56 ゼロビットとして)、変更ができない一方で、1 から 15 までのキー番号の１つまたはそれ以上が
キーファイルに任意に設定することができます。

キーファイルは、構成ファイルとして同じ注釈の便法を使用します。キー項目は

keyno type key

形式の固定フォーマットを使用します。この場合、keyno は正整数、type はキーが与えられるフォーマットを
定義する単一文字、key はキーそのものです。

キーは、type 文字によってコントロールされる４つの異なるフォーマットの１つで与えられます。４つのキー
タイプとそれに対応するフォーマットの表は下のとおりです。

S この key は、DES 文書で指定されているフォーマットの 64ビット 16進数です。すなわち、各８ビット
の下位ビットが８ビットで奇数パリティーを保持する数値になる間に、各８ビットの上位７ビットを使用
し、56ビットキーを形成します。先行のゼロは指定しなければならず (すなわち、キーは正確に 16進数
字の長さを持っていなければなりません)、奇数パリティーを保持する必要があります。したがって、標
準フォーマットのゼロキーは、0101010101010101 となります。

N この key は、NTP 標準で指定されているフォーマットの 64ビット 16進数です。これは DES フォー
マットと同じですが、各８ビットが１ビットずつ右にずれて、パリティービットが８ビットの最上位の
ビットとなる点だけが異なります。先行のゼロは指定しなければならず、奇数パリティーを保持する必要
があります。NTP フォーマットのゼロキーは 8080808080808080 と指定することができます。

A この key は、1 ～ 8 文字の ASCII 文字列です。キーは、文字列内の各文字の ASCII 表記から下位の７
ビットを使用し、56ビット幅の完全キーを構成するために必要があれば、ゼロを右に追加して構成され
ます。これは Unix パスワードから暗号化キーを構成する場合と同じ方法になります。

M この key は、1 ～ 32 文字の ASCII 文字列で、MD5 認証スキームを使用します。キーおよび認証ス
キーム (DES または MD5) はともに、同じキー番号を共用する対等システムのセット内で等しくなけれ
ばなりません。
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ファイル生成ユーティリティ
構文
filegen name [file filename] [type typename] [link|nolink] [enable|disable]

説明
このコマンドはファイル生成セットを構成する場合に役に立ちます。name. ファイル生成セットは、サーバー
の使用期間中に大きくなり続けるファイルを処理できるようにするものです。このようなファイルの典型的な
例として、サーバー統計があります。ファイル生成セットを使用すると、実際のデータの保存に使用するファ
イルセットにアクセスすることができます。どの時点をとっても、セットの中で書き込み中の要素は１つ以上
にはなりません。type によって、データをセットの新しい要素に入れる時期と方法を指定します。このた
め、現在使用されていないファイルセット要素に保存されている情報を、xntpd の動作に影響を与えること
なく、管理目的に使用することができます。 (重要: これらを削除して、新しく生成されるデータを保存する空
きスペースを作ることができます。) セットメンバーのファイル名は３つの要素で構成されます。name は収
集する統計の名称です。現在サポートされている統計は、loopstats と peerstats の２つだけです。

オペランド
file filename

prefix が statsdir 文で定義されている場合、上記の prefix に (間に (スラッシュ) を入れずに)

直接連結する filename 文字列を定義します。

type typename

この部分はファイルセットの個々の要素を反映するものです。これは以下に説明するファイルセッ
トの type に従って生成されます。ファイル生成セットはタイプによって、それぞれの特性をもち
ます。以下の typenames がサポートされています。

none ファイルセットは、実際には１つの単純なファイルです。

pid ファイルセットの１つの要素が、xntpd サーバーの実現ごとに使用されます。このタ
イプでは、実行中にファイルセットメンバーに変更が生じることはありませんが、異な
る xntpd サーバーの実現に属するファイルを、簡単に分離することができます。セッ
トメンバーのファイル名を構成するには、連結する prefix および filename 文字列の後
にドット . をつけ、その後に xntpd サーバープロセスのプロセスID を表す 10進数
を加えます。 (例: prefix filename.pid)

day １日に１つずつのファイル生成セット要素が作成されます。day は UTC (Coordinated

Universal Time) に基づいた１日で、00:00 UTC から 24:00 UTC までの期間として定
義されます。ファイルセット メンバーの接尾辞は、ドットおよび YYYYMMDD の形式
の日付指定です。YYYY は年を表す４桁の数字です (例: 1992)。MM は月を表す２桁
の数字です。DD は日を表す２桁の数字です。したがって、1992年 12月 10日に書き込
まれた情報はすべて、prefix filename.19921210 という名称のファイルに入ります。

week ファイルセット メンバーには、１週間分のデータが入ります。week は、１年の日数の
モジュロ 7 を計算して定義されます。このタイプのファイル生成セットの要素は、ファ
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イルセットのファイル名ベースに、ドット、年を表す４桁の数字、文字 W、および２桁
の週番号という接尾辞をつけて区別します。たとえば、1992 年１月 10 日の情報はすべ
て、.1992W1 の接尾辞がついたファイルに入ります。

month １カ月に１つずつのファイル生成セット要素が作成されます。ファイル名の接尾辞は、
ドット、年を表す４桁の数字、月を表す２桁の数字です。

year １年に１つずつのファイル生成セット要素が作成されます。ファイル名の接尾辞は、
ドットと年を表す４桁の数字で構成されます。

age このタイプのファイル生成セットは、サーバー動作の 24時間ごとに、ファイルセットの
新しい要素に変わります。ファイル名の接尾辞は、ドット、文字 a、および８桁の数字
です。この数字は、対応する 24 時間の開始時点でサーバーが実行中だった秒数を表し
ます。

enabled/disabled

このファイル生成セットが enabled で使用可能に設定されている場合にのみ、情報がこのセット
に書き込まれます。disabled を指定すると、出力されなくなります。デフォルトは enabled

です。

link/nolink

固定名で、ファイル生成セットの現在の要素にアクセスできると便利です。この機能は link を指
定することによって使用可能になり、nolink で使用不能になります。デフォルトは link で
す。link を指定すると、現在のファイルセット要素から接尾辞のないファイルへのハードリンク
が作成されます。この名称のファイルがすでにあり、このファイルのリンクの数が 1 の場合には、
ドット、文字 C、および xntpd サーバープロセスの PID を加えて名称変更されます。リンクの数
が 2 以上であれば、そのファイルのリンクは切られます。これによって、固定名で現在のファイル
にアクセスできるようになります。

参照クロックドライバ
個々のクロックは構成ファイルのコマンド、特に server および fudge コマンドによって起動することが
できます (xntpdc(1M) マンページに記載された)。以下の記述は、実行中の UNIX システムの中の装置ドライ
バをいかに選択し構成するかについての情報を表します。

規約によって、ラジオクロックとモデムクロックは 127.127.t.u 形式のアドレスを持っています。ここで、
t はクロックタイプで、u は、同じタイプのクロックの多数の実例を区別するために使用する 0 ～ 3 範囲の
装置番号です。これらのクロックの多くは、シリアルポートまたは特別なバス周辺装置の形式でサポートを要
求します。特別な装置は通常、組み込まれた特別のハードウエア装置への /dev/deviceu ソフトリンクを追
加して指定します。ここで、u は上記の装置番号に対応します。

次は、最近実行された各ドライバのタイプや名称を示す表です。コンパイル時間の識別子は、小括弧で示しま
す。

以下の４つのクロックドライバは HP がサポートします。
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タイプ 1 ローカルクロックドライバ (LOCAL_CLOCK)

タイプ 4 Spectracom 8170 およびネットクロック/2 WWVB レシーバー (WWVB)

タイプ 26 ヒューレットパッカード 58503A GPS レシーバー (HPGPS)

タイプ 29 Trimble Palisade GPS レシーバー (PALISADE)

以下のクロックドライバについては、HP はサポートしていません。これらは、使用できる可能性はあります
が、検証されていません。これらは、多様なユーザーの利便性を考慮して、参考用に提供されています。

タイプ 2 Trak 8820 GPS レシーバー (TRAK)

タイプ 3 PSTI/Traconex 1020 WWV/WWVH レシーバー (PST)

タイプ 5 TrueTime GPS/GOES/OMEGA レシーバー (TRUETIME)

タイプ 8 総称参照ドライバ (PARSE)

タイプ 10 Austron 2200A/2201A GPS レシーバー (AS2201)

タイプ 11 * TrueTime OMEGA レシーバー
タイプ 15 * TrueTime TM-TMD GPS レシーバー
タイプ 16 Bancomm GPS/IRIG レシーバー (HP のみ) (BANC)

タイプ 17 データ精密時間システム (DATUM)

タイプ 18 NIST モデム時間サービス (ACTS)

タイプ 20 総称 NMEA GPS レシーバー (NMEA)

タイプ 23 PTB モデム時間サービス (PTBACTS)

タイプ 24 USNO モデム時間サービス (USNO)

タイプ 25 * TrueTime 総称

すべての TrueTime レシーバーは、タイプ 5 の１つのドライバでサポートされています。タイプ 11、15 およ
び 25 は制限時間だけ保持されており、将来再び割り当てられることもあります。

参照クロックドライバのデバッグのヒント
この ntpq および xntpdc ユーティリティプログラムは、サーバー自体で、あるいはネットワークのどこか
にある機械から基準クロックを手直しするのに使用することができます。サーバーは、xntpdc(1M) マンペー
ジに記述されたコマンド行のスイッチを使って、コンパイル、インストール、および起動されます。

まず捜さなくてはならないものはシステムログ上のエラーメッセージです。何も起きない場合、デーモンは起
動し、指定装置を開け、ピアとラジオが起動するのを待ちます。

次に、RS232 メッセージが使用された場合、それがクロックを往復しているかどうか確認します。これを行う
上でもっとも信頼できる方法は、ドライバがクロックをポーリングする、あるいはデータがクロックから届く
とき、RS232 テスタを使ってデータフラッシュを探すことです。インストール中に起きる問題の多くが、この
段階における接続不良のコネクタや不正に構成された装置のリンクなどの問題に起因するということが分かり
ました。

RS232 メッセージがクロックを往復している場合、変数は、ntpq コマンドを使用して検査することができま
す (ntpq(1M) を参照)。先ず、pe および as 文を使用し、対等システム構成、およびラジオクロック対等シ
ステムを含むすべての対等システムのアソシエーション ID を示す掲示板を表示するように指示します。割り
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当てられたクロックアドレスは、pe 掲示板に現れ、そのアソシエーション ID は、as 掲示板の同じ関連行
の位置に現れます。事が正確に作動しない場合、１、２分後にサンプルが、クロックの pe 表示行に現れるも
のとします。

追加情報が、rv および clockvar コマンドで入手できます。同コマンドは、as 掲示板に表示されるアソ
シエーション ID を引き数として取ります。引き数を持たない rv コマンドは、システム変数を示します。一
方、アソシエーション ID を持つ rv コマンドはクロックの対等システム変数、および関連する他の対等シス
テムを示します。引き数を持つ clockvar 文は、クロック状況、装置の名称、最後に受け取った時間コード (

関連する場合)、およびいろいろな事象カウンターを含む、基準クロックの対等システムに特有の対等システム
変数を示します。さらに、不正なパラメータのサブセットも含まれます。

この xntpdc ユーティリティプログラムは、クロックドライバ状況の詳細な検査を行う場合に使用すること
ができます。もっとも役に立つものは、clockstat ファイルと xntpdc (xntpdc(1M) を参照) のコマンドで
す。

ほとんどのドライバは各タイムコードとしてクロック状況ファイルへメッセージを書く、あるいは代理人がラ
ジオクロックから受け取ります。規定では、これがラジオクロックから受け取った最終 ASCII タイムコード (

または バイナリコードの ASCII グロス) です。このファイルは、上述の filegen 機能によって管理され、
構成ファイルの特定のコマンドを要求します。これは、かなり役に立つ記録を形成し、クロックの通常の作動
中に異常を発見します。

SLEW
SLEW は、HP は推奨しません。それは、正確さと安定性に欠けるからです。

この NTP デーモンには、３つの動作状況があります。

オフセット128ミリ秒未満 (offset below 128 milliseconds)

これは、NTP の通常の動作状況です。適正に構成された NTP 階層 (適切なネットワーキングを持つ)

は、128ミリ秒の上限に到達せずに、数年間作動することができます。すべての時間調整は、小さく、か
つ滑らか (SLEWING として有名) です。セシウムクロックや GPS クロックおよび高精度な測定が可能な
高価な測定器 (HP/Agilent 製など) を備えていない限り、SLEW 調整に気がつくことはありません。

オフセット128ミリ超 (offset above 128 milliseconds)

これはパワーオン時にしばしば発生します。それは、コンピュータに入れる電池式リアルタイムクロック
が大きすぎないからです。NTP の動作中はいつでも１ミリ秒以下のオフセットを維持する能力があるの
で、起動時にオフセットが 128ミリ秒以上になっていると、多くのユーザーは早く通常の状況になること
を望みます。したがって、この状況では、NTP が単一の STEP 変更を行い (かなり速く)、128 ミリ秒以
下のオフセットがうまく得られるので、破壊的な STEP 変更はもはやありません。

オフセット1000秒超 (offset above 1000 seconds)

この状況は、通常の作動範囲から大きく逸脱しており、 NTP により、なんらかの重大な問題が発生して
いて、手動で復旧する必要があると判断されます。デーモンは停止します。

問題は、WAN の遅延がしばしば 128ミリ秒よりはるかに大きくなるので、おそらく 1000ミリ秒くらい (ネッ
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トワークによっては) の大きさの (多数の) STEP 変更が発生する可能性があるということです。しかし、デー
タベースや金融取引システムなどの顧客アプリケーションでは、STEP 変更、特に逆方向 STEP (約半数はそ
の可能性があります) が非常に大きな問題となります。

NTP の STEP を禁止することができますが、その代わり、オフセットをゼロにするためにクロックの SLEW

が使われます。この機能はコマンド行の −x オプションで設定します。これにより、中間的な動作状況を効果
的に削減することができます。この方法では、ミリ秒 (もしくはマイクロ秒) の精度は実現困難であり、まず
WAN では実現不能です。

SLEW を使用することが、より根源的な問題 (タイムソースへの接続不良) への対応策であることを認識する
ことは重要ですが、それだけでは問題は解決しません。SLEW の使用は、精度と安定性を損なう原因となり、
非常に紛らわしい振る舞いを引き起こすので、当社では推奨していません。たとえば、システムログに以下の
ようなメッセージが生成されることになります。

: time reset (step) -411.093665 s

: synchronization lost

: synchronized to 15.13.115.194, stratum=1

: Previous time adjustment incomplete; residual -0.022223 sec

: Previous time adjustment incomplete; residual -0.020624 sec

: Previous time adjustment incomplete; residual -0.020222 sec

: Previous time adjustment incomplete; residual -0.020623 sec

: Previous time adjustment incomplete; residual -0.020623 sec

しかし、これは、システムクロックが STEP したということではありません。 NTP デーモンプロセスは、現
在時刻に関して内部状態として STEP を実行すべき状態であったと認識していただけです (そしてそれはクラ
イアントに影響を与えることになります)。システム時間は、繰り返し SLEW を実行することで、ゆるやかに
調整されていきます。その SLEW レートも極めて制限されています。システムクロックが通常の精度に到達
するまでに長い時間が必要であり、それを安定させるには、さらに時間が必要であることに、注意を払う必要
があります。 CPU モデルにより仕様は異なりますが、一般的に SLEW レートの最大値は毎秒あたり約 40ミ
リ秒です。したがって、411 秒の SLEW 調整が完了するまでに 10,000秒 (約３時間) 以上かかることになり
ます。より良い方法として考えられるのは、システムの起動時に１度だけ ntpdate コマンドを実行し、それ
に伴う１回の STEP 変更を許容することです。その後に NTP デーモンプロセス xntpd を起動すると、タイ
ムソースへの接続が良好であれば STEP を行うことはありません。この方法でも 1000秒の問題を解決できま
す。この手順は、/etc/rc.config.d/netdamons 内の変数 NTPDATE_SERVER を構成しておくことで、
NTP 起動スクリプト /sbin/rc2.d/S660xntpd により自動的に実行されるようになります。平均的なネッ
トワーク (10BASE-T など) において適切に構成された NTP 階層では、STEP 変更を一切行わずに数年間の実
行が可能です。

著者
xntpd はトロント大学の Dennis Ferguson によって開発されました。

また、デラウェア大学の David Mills によってテキストに修正が加えられました。
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ファイル
/etc/ntp.conf デフォルト構成ファイル

/etc/ntp.drift デフォルトドリフトファイル

/etc/ntp.keys デフォルトキーファイル

参照
ntpq(1M), ntpdate(1M), xntpdc(1M)
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名称
xntpdc − 特殊 NTP 照会プログラム

構文
xntpdc [ -dilnps ] [ -c command ] [ host ] [ ... ]

説明
xntpdc は、xntpd デーモンの現在の状況を照会し、その状況で変更を要求するために利用されます。プロ
グラムは、コマンド行の引数を使って、インタラクティブモードまたはコントロールモードのいずれかで走り
ます。広範囲にわたる状態や統計情報は、xntpdc インタフェースを通じて利用可能です。さらに、xntpd

設定ファイルを使って始動時に指定することができるオプション設定のほとんど全てが、ランタイムに xnt-

pdc を使って指定することもできます。xntpdc が実行されたときに、コマンド行に1つまたは複数のオプ
ションの要求が含まれていた場合、各要求はコマンド行の引数として与えられている各ホストで動作している
NTP サーバーか、またはデフォルトによってローカルホストで動作している NTP サーバーに送られます。オ
プションの要求がなければ、xntpdc は標準入力からコマンドを読み取ろうとし、コマンド行の最初のホスト
で動作しているNTPサーバーでこれらを実行します。他のホストを指定していなければ、再びデフォルトの
ローカルホストになります。標準入力がターミナルデバイスであった場合、xntpdc がコマンドを要求しま
す。

xntpdc は NTP サーバーとの通信に NTP モード7パケットを使用しているので、ネットワーク上でそれを
認可していて互換性のあるサーバーの照会に使用することができます。NTP は UDP プロトコルであるため
に、この通信は、特にネットワークトポロジの面で、長距離においてはやや信頼性に欠けるということを覚え
ておいてください。xntpdc は要求を再送信しようとはせず、適切なタイムアウト時間内にリモートホスト
に何も指示がなければ、タイムアウトの要求をすることになります。

xntpdc の操作は、xntpd デーモンの特殊インプリメンテーションに特有のもので、これと、おそらくは
デーモンの以前のバージョンのいくつかと共にのみ機能することができます。ローカルサーバーの状態に影響
を与える xntpdc のリモートプログラムからの要求には、確認が必要です。それには、リモートプログラム
とローカルサーバーの両方が共通のキーおよびキーの識別子を共有する必要があります。

コマンド行オプション
-i または -n 以外のコマンド行オプションを指定することにより、指定した照会が即座に指示されたホスト
に送信されます。さもなければ、標準入力から xntpdc が対話形式のコマンドを読み取ろうとします。

-c command 下記の command はインタラクティブ形式のコマンドと解釈され、指定したホストで実行さ
れるコマンドのリストに加えられます。複数の -c コマンドを与えられるかもしれません。

-d デバッグ情報がプリントされます。

-i xntpdc を強制的にインタラクティブモードで操作するようにします。プロンプトは標準出
力に書き込み、コマンドは標準入力から読み取ります。

-l これで、サーバーに既知のピアリストを得ます。このオプションは、-c listpeers コマン
ドと同じものです。後述の「コントロールメッセージコマンド」を参照してください。
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-n 正規のホスト名に変換するよりも、むしろドットで 4 つに区切った数字の形式
(xxx.xxx.xxx.xxx) ですべてのホストアドレスを出力します。

-p サーバーに既知のピアリストならびにピアの状態の要約をプリントします。これは、-c

peers コマンドと同じです。後述の "コントロールメッセージ コマンド" を参照してくださ
い。

-s サーバーに既知のピアリストならびにピアの状態の要約をプリントしますが、-p コマンドと
は少し違う形式です。これは、-c dmpeers コマンドと同じです。以下の "コントロール
メッセージコマンド" を参照してください。

インタラクティブコマンド
対話形式のコマンドは、キーワードと、それに続く0から4の引数から成り立っています。コマンドを一意に識
別するには、キーワードをそのまま入力します。コマンドの出力は、通常は標準出力に送られます。個々のコ
マンドを出力するには、> の後にファイル名をつけて、コマンド行あてのファイルに転送または送信します。

かなりの数の対話形式のコマンドが、xntpdc プログラム自体の中で完全に実行され、結局は NTP モード7

の要求がサーバーに送られません。これらのコマンドは以下のように説明されています。

? [ command_keyword ]

help [ command_keyword ]

? または help は、それ自体で全てのコマンドキーワードのリストをプリントしま
す。ntpq. ? または help に続くコマンドキーワード (command_keyword) によ
り、コマンドに関する機能と用途の情報をプリントします。

delay milliseconds これは、認証を必要とする要求に含まれるタイムスタンプに加えられる時間間隔を指定
します。これは、長いディレイネットワークパスまたは同期化されていないクロックを
持つマシン間における (信頼性のない) サーバーの再設定を有効にするために使用されま
す。

host hostname 今後の照会を送信するホストを設定します。hostname は、ホスト名または数字のアド
レスのどちらかです。

hostnames [yes|no ]

yes を指定すると、情報画面にホスト名が表示されます。no を指定すると、その代わ
りに数値のアドレスが表示されます。コマンド行 -n command を使って変更しない限
り、デフォルトは yes です。

keyid keyid このコマンドにより、キー番号の基準が設定要求の認証に使用できるようになります。
keyid は、サーバーがこの目的で設定したキー番号と一致していなければなりません。

quit xntpdc を終了させます。

passwd このコマンドは、設定要求の認証に使用する (エコーバックされないような) パスワード
をタイプするようプロンプロされます。その要求を成功させるには、このパスワード
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は、NTP サーバーがこの目的で設定したキーと一致しなければなりません。

timeout milliseconds

サーバーの照会に対する応答のタイムアウト期間を指定します。デフォルトは約 8000

ミリ秒です。タイムアウト後に xntpdc が各照会を1度再試行するため、タイムアウト
の総待機時間はタイムアウトの設定値の2倍になるということを覚えておいてくださ
い。

コントロールメッセージコマンド
照会コマンドは、サーバーに送られる情報の要求を含む NTP モード7パケットになります。これらは、サー
バーが設定した状態を全く変更することがないという点で、read−only (読み取り専用の) コマンドとなりま
す。

listpeers これは、サーバーが維持している状態のピアの簡潔なリストを獲得し、プリントしま
す。このリストには、ピア関連の全設定ならびにサーバーが近い将来に同期化する可
能性があると考えているような階層をもつピアが含まれています。

peers これは、サーバーが維持している状態のピアの簡潔なリストを、その状態の要約とと
もに獲得します。要約の情報には、リモートピアのアドレス、ローカルインタフェー
ス アドレス (ローカルアドレスを定義していなければ、0.0.0.0) 、リモートピアの階
層 (階層が16であれば、リモートピアが非同期であることを示す) 、ポーリング間隔 (

秒) 、到達可能性の登録 (8進法) 、および現在のディレイの推測値やピアのオフセッ
トおよびばらつき (全て秒) が含まれています。さらに、左端にある文字が、このピ
アのエントリーが実行できるモードを示しています。

+ は、対称が能動だということを表します。

- は、対称が受動だということを表します。

= は、リモートサーバーがクライアントモードでポーリングされたということを表
します。

ˆ は、サーバーがこのアドレスにブロードキャストしたということを表します。

˜ は、リモートピアがブロードキャストを送信しているということを表します。

* は、サーバーが現在同期化しているピアを表します。

ホストフィールドの内容は、ホスト名、 IP アドレス、パラメータまたは REFCLK (インプリメン
テーション番号、パラメータ) のある基準クロックのインプリメンテーション名となることもありま
す。hostnames no では、IP アドレスだけが表示されます。

dmpeers

少し違うピア要約リストです。出力は、左端の欄にある文字を除いては、peers コマンドの
出力と同じものです。文字は、クロック選択アルゴリズムの最終段階に含まれるピアの側にだ
け現れます。ピリオド (.) は、フォールスチッカの検出により、このピアが捨てられたという
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ことを表します。 (+) のプラスは、ピアがそれを作り終わったということを表します。アスタ
リスク (*) は、現在サーバーが同期化しているピアを指します。

showpeer peer_address [ ... ]

これは、1つかそれ以上のピアに対して、現在のピアの変数を詳しく表示します。こういった
値の多くは、 NTP Version 2の仕様書に述べてあります。

pstats peer_address [ ... ]

指定したピアに関連のあるper−peer (ピアごと) の統計的カウンターを表示します。

clockinfo clock_peer_address [ ... ]

ピアのクロックに関する情報を獲得し、プリントします。入手した値は、補正係数を設定する
情報や、他のクロックのパフォーマンスの情報を提供します。

kerninfo

これは、カーネルの位相ロックループの操作パラメータを獲得し、プリントします。この情報
は、正確なタイムキーピング機能のためにカーネルが特殊変更されたときだけ利用できます。

loopinfo [oneline|multiline ]

選択したループフィルタの変数をプリントします。ループフィルタは NTP の中で、ローカル
システムのクロックの調整を扱う部分です。オフセットは、パケット処理コードがループフィ
ルタに与えた最後のオフセットです。周波数は、ローカルクロックの周波数エラー (ppm) で
す。time_const は、位相ロックループの剛性を制御するので、オシレータのドリフトに適応
できる速度がでるのです。ウォッチドッグタイマ値は、最後のサンプルオフセットがループ
フィルタに与えられてから経過した秒数を表します。oneline および multiline オプショ
ンは、この情報のプリント形式を指定します。multiline はデフォルトです。

sysinfo

様々なシステムの状態の変数 (ローカルサーバーに関連する状態) をプリントします。

system flagsは、様々なシステムフラグを表示し、そのうちのいくつかは enable 設定コマ
ンドで設定し、disable 設定コマンドで解除することができます。設定可能なフラグは以下
のとおりです。auth bclient monitor pll pps stats これらのフラグの説明は、 (xntpd(1M)) を
参考にしてください。

安定性とは、システム周波数の修正が適用された後に残っていて、どうしてもなくせない周波
数エラーであり、メンテナンスおよびデバッグを目的としています。たいていのアーキテク
チャでは、この値は、最初の500ppm から、0.01 ～ 0.1ppm の範囲内のほんのわずかな値に
まで減少します。デーモンを起動してからもしばらく高い値が続いた場合は、ローカルクロッ
クに何らかの故障があるか、またはカーネルの変数のチックが正しくないということです。

broadcastdelay は、broadcastdelay 設定コマンドで設定したブロードキャストの遅延
を表示します。
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authdelay は、authdelay 設定コマンドで設定したデフォルト認証の遅延を表示します。

sysstats

プロトコルモジュールにある統計カウンターをプリントします。

memstats

メモリーの割り当てコードに関連する統計カウンターをプリントします。

iostats

input−output モジュールにある統計カウンターをプリントします。

timerstats

タイマー/イベントキューのサポートコードにある統計カウンターをプリントします。

reslist

サーバーの制約リストを獲得し、プリントします。このリストは (通常は) 順番にプリントさ
れるので、制約がどのように適用されているかがわかります。

monlist [ version ]

モニタ機能が集め、維持しているトラフィックカウントを獲得し、プリントします。通常、
バージョン数を指定する必要はありません。

clkbug clock_peer_address[ ... ]

基準クロックドライバーのデバッグ情報を獲得します。この情報は、いくつかのクロックドラ
イバーによってのみ提供され、ドライバーソースのコピーがなければ、通常はデコードできま
せん。

ランタイム設定要求
サーバーの状態を変える原因となったすべての要求は、設定した NTP キーを使って、サーバーが認証しま
す。この機能は、 NTP キーを設定していなければ無効となります。キー番号と、それに対応するキーも、
xtnpdc が知っていなければなりません。これは、keyid および passwd コマンドを使って行わなければなり
ません。passwd コマンドは、パスワードのターミナルで暗号化のキーとして使用されます。おそらく、最初
にサーバーへの認証を要求するコマンドを与えたときに、自動的にキー番号とパスワードの両方がプロンプト
されます。認証によって、要求者がそのような変更をする許可を受けたということを検証することができるだ
けでなく、送信エラーを防ぐこともできます。

認証を受けた要求は、常にパケットデータにタイムスタンプを含んでいます。それは認証コードの計算に含ま
れています。サーバーは、このタイムスタンプを、受領したタイムスタンプと比較します。もし、その違いが
小さいものではなかった場合、要求は拒否されます。これは2つの理由によります。まず第1に、LAN のトラ
フィックを盗聴できる人によるサーバーへのリプレイアタックがさらに難しいものになるからです。第2に、
それによって配列上のリモートホストからサーバーへ設定変更要求をすることが難しくなるからです。再設定
機能がローカルホスト上のサーバーとうまく機能し、同一LAN上にあるtime−synchronized ホスト間で適正に
動作する一方で、もっと離れたホストではそれほどうまく動作しないからです。そのように、妥当なパスワー
ドを選べば、キーの配分やプロテクションに注意を払い、適正なソースアドレス制約を適用し、ランタイムの
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再設定機能は、適正なレベルのセキュリティを提供します。

以下のコマンドは、すべて認証した要求をします。

addpeer peer_address [ keyid ][ version ][ prefer ]

与えられたアドレスで設定したピアアソシエーションを追加し、対称の能動モードで操作し
ます。同一ピアとの既存のアソシエーションは、このコマンドが適正なものとして実行され
る (または新しい設定に一致させるために単に変換させる) 時に削除される可能性がありま
す。もし、オプションの keyid がゼロでない整数なら、リモートサーバーへの発信パケッ
トはすべて、このキーに添付された (暗号化された) 認証フィールドがあります。その値が0

である (または与えられていない) 場合、認証は行われません。version # は1、 2または3

であり、デフォルトは3までです。prefer キーワードはお勧めするピアを示しています (そ
のために、可能ならば、主にクロックの同期化に使用されます) 。お勧めするピアは PPS シ
グナルの正当性を決定することにもなります。つまり、お勧めするピアが同期化に適してい
れば、PPS シグナルとなります。

addserver peer_address [ keyid ][ version ][ prefer ]

操作がクライアントモードであるということを除いて、addpeerコマンドと同じです。

broadcast peer_address [ keyid ][ version ][ prefer ]

操作がブロードキャストであるということを除いて、addpeer コマンドと同じです。この場
合、有効なキー識別子およびキーが必要です。peer_address パラメータは、ローカルネッ
トワークのブロードキャストアドレスまたは NTP に割り当てられているマルチキャスト グ
ループアドレスです。マルチキャストアドレスを使用すると、multicast−capable のカーネル
が必要です。

unconfig peer_address [ ... ]

このコマンドは、設定したビットを指定したピアから取り除くことになります。多くの場
合、これによってピアのアソシエーションが削除されます。ただし、リモートピアがこの方
法で残っていることを望むなら、適切なところでは、未設定モードで関連は持続します。

fudge peer_address [ time1][ time2 ][ stratum ][ refid ]

このコマンドは、基準クロックの確かなデータを設定する方法を提供します。さらに情報が
必要なら、ソースリストを参照してください。

enable [ flag ][ ... ]

disable [ flag ][ ... ]

これらのコマンドは、xntpd の設定ファイルコマンド enable および disable と同じ方
法で操作します。以下に、サポートしているフラグについて説明します。

auth 信頼できるキーおよびキー識別子を使ってピアを正しく認証したときだけ、サー
バーが未設定ピアと同期化することができます。このフラグはデフォルトで有効に
なっています。
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bclient

デフォルトアドレスについてのマルチキャストクライアント コマンドと同じく、
サーバーがブロードキャストサーバーまたはマルチキャストサーバーからのメッ
セージを聞くことができます。このフラグはデフォルトで無効になっています。

monitor

モニタ機能を有効にします。さらに情報が必要なら、xntpdc プログラムおよび
monolist コマンドを参照してください。このフラグはデフォルトで有効になって
います。

pll サーバーが NTP を使ってローカルクロックを調整することができるようにします。
無効になれば、ローカルクロックは本来備わっている時間と周波数のオフセットで
自走します。ローカルクロックが何か他のデバイスまたはプロトコルに制御されて
いる場合、および他のユーザーに同期化を提供するためだけに NTP が使われた場合
に、このフラグは役立ちます。この場合、ローカルクロック ドライバーが使われま
す。このフラグはデフォルトで有効になっています。

pps 正確な時間カーネルの変更によって周波数や時間の規律が守られると、PPS シグナ
ルが有効になります。このフラグはデフォルトで無効になっています。

stats 統計機能が有効になります。このフラグはデフォルトで有効になっています。

restrict address mask flag [flag]

このコマンドは、xntpd の restrict 設定ファイルコマンドと同じ方法で操作します。

unrestrict address mask flag [flag]

制約リストと合致するエントリーを制約しません。

delrestrict address mask [nttport]

制約リストと合致するエントリーを削除します。

readkeys

現在の認証キーの設定をパージし、 (xntpd 設定ファイルで指定されているはずの ) キー
ファイルを再読み取りすることによって新しい設定を得ることになります。これによって、
サーバーを再始動しなくても暗号キーを変更することができます。

trustkey [ keyid ][ ... ]

untrustkey [ keyid ][ ... ]

これらのコマンドは、xntpd の trustedkey および untrustkey 設定ファイルコマンド
と同じ方法で操作します。

authinfo

既知のキーおよび実行した暗号化および復号化のカウントを含む、認証モジュールに関する
情報を戻します。
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traps サーバーに設定したトラップを表示します。さらに情報が必要なら、ソースリストを参照し
てください。

addtrap [ address ][ port ][ interface ]

非同期メッセージのトラップを設定します。さらに情報が必要なら、ソースリストを参照し
てください。

clrtrap [ address ][ port ][ interface ]

非同期メッセージのトラップを解除します。さらに情報が必要なら、ソースリストを参照し
てください。

reset サーバーの様々なモジュールの統計カウンターを解除します。さらに情報が必要なら、ソー
スリストを参照してください。

著者
xntpdc は、David L. Mills が開発しました。

参照
xntpd(1M), ntpdate(1M), ntpq(1M)
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名称
ypinit − ネットワーク情報サービスデータベースの構築およびインストール

構文
/usr/sbin/ypinit -m [DOM=NIS_domain]

/usr/sbin/ypinit -s NIS_server_name [DOM=NIS_domain]

/usr/sbin/ypinit -c

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypinit は、マスターまたはスレーブ NIS サーバーのどちらかのサーバーでネットワーク情報サービス
(NIS) データベースを作成するシェルスクリプトです。 ypinit は、いくつかの簡単な質問を出し、端末に実
行が正常に行われたか否かをレポートします。ネットワーク情報サービスの概要に関しては、 ypfiles(4) と
ypserv(1M) を参照してください。

オプション
ypinit に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

-m NIS ドメイン内に提供される全マップ (データベース) に対するマスターサー
バーとしてローカルホストを作成します (domainname(1) を参照)。全マップ
は、スクラッチ、実行時に ypinit に提供される情報、または /etc 内の
ASCII ファイルのどちらかから構築されます。このようなファイルは、すべ
て、 NIS クライアントマシン上での状態にかかわらず、省略されない完全な状
態でなければなりません (省略済みのファイルの例に関しては、 passwd(4) を
参照)。

マスターサーバー上での NIS データベースの構築方法についての詳細は、
ypmake(1M) を参照してください。 make の実行時に ypinit が NOPUSH=1

オプションを使用するので、新しく形成されたマップは、すぐにはスレーブ
サーバーにコピーされないことに注意してください (ypmake(1M) を参照)。

-s NIS ドメインを処理する既存の NIS サーバーからデータベースをコピーするこ
とによって、スレーブサーバー上で NIS データベースを作成します。

NIS_server_name 引き数は、全マップ用のマスターサーバー、またはそのサー
バー上のマップが現在のマップおよび最も安定したマップとなるサーバーのど
ちらかでなければなりません。

-c ローカルホストを NIS クライアントとして構成し、その NIS クライアントが
特定の NIS サーバーにバインドできるようにします。 -c オプションを指定し
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て、 ypinit を起動すると、クライアントがバインドしたい順に NIS サー
バーのリストを作り上げるために、ユーザーからの入力が求められます。この
NIS サーバーのリストは /var/yp/binding/<domain_name>/ypservers

ファイルに格納されます。 ypbind がこの NIS サーバーのリストを使えるよ
うにするには、 −broadcast オプションを指定して ypbind を起動してはい
けません (ypserv(1M) 内の ypbind(1M) を参照)。 NIS クライアントが特定の
リスト内の NIS サーバーにバインドする必要がなければ、 ypinit -c インス
トールメカニズムを無視できます。

DOM=NIS_domain 指定した NIS_domain に対して、 ypinit を使用してマップを構築します。
DOM が指定されない場合、 domainname コマンドによって示される NIS ド
メインがデフォルトとして設定されます (domainname(1) を参照)。

戻り値
ypinit は、エラーが発生しない場合には、終了コード 0 を返します。その他の場合には、終了コード 1 を
返します。

著者
ypinit は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/etc/group

/etc/hosts

/etc/netgroup

/etc/networks

/etc/passwd

/etc/protocols

/etc/publickey

/etc/rpc

/etc/services

/etc/auto_master

/etc/mail/aliases

参照
domainname(1), makedbm(1M), ypmake(1M), yppush(1M), ypserv(1M), ypxfr(1M), ypxfrd(1M), group(4),

hosts(4), netgroup(4), networks(4), passwd(4), protocols(4), publickey(4), rpc(4), services(4), ypfiles(4)
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名称
ypmake − ネットワーク情報サービスデータベースの作成および再構築

構文
/var/yp/ypmake [DIR=source_directory ] [DOM=NIS_domain ] \

[NOPUSH=1] [PWFILE=passwd_file ] [ map [ map ... ] ]

cd /var/yp; make [DIR=source_directory ] [DOM=NIS_domain ] \

[NOPUSH=1] [PWFILE=passwd_file ] [ map ... ]

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypmake は、1つまたは複数のネットワーク情報サービス (NIS) マップ (データベース) をマスター NIS サー
バー上で構築するシェルスクリプトです。引き数を指定しない場合、ypmake は、マップがすでに存在してい
ない場合はマップを作成するか、現在のものではないマップを再構築します。これらのマップは、 ASCII ファ
イルから構築されます。その後で ypmake が yppush を実行し、スレーブ NIS サーバーに変更を通知して、
スレーブサーバーがアップデートされたマップをそのマシンにコピーするようにします (yppush(1M) を参
照)。

コマンド行に map を指定すると、ypmake は、その map だけを作成またはアップデートします。map に使
用できる名称は、以下の「ファイル」にリストされている /etc 内のファイル名です。さらに、net-

group.byuser や rpc.bynumber のような特殊な map を指定することができます。

ypmake の代わりに、make コマンドを使用することができます (make(1) を参照)。Makefile は、もう
ypmake スクリプトをコールせず、実際にマップを構築します。全 NIS コマンドは、ypmake ではなく
Makefile を使うように修正されています。Makefile と ypmake を共存させることはできますが、他の
ベンダのマシンでマップを構築する際に標準となっている Makefile の使用が推奨されます。

Makefile スクリプトと ypmake スクリプトの両方は、次の 4つの変数を使用します。

DIR=source_directory マップの構築元の ASCII ソースファイルを格納するディレクトリです。
DIR は、/etc をデフォルトとします。

DOM=NIS_domain ypmake を使用して、指定した NIS_domain にマップを構築することが
できます。DOM が指定されない場合、domainname コマンドで表示され
る NIS ドメインがデフォルトとして設定されます (domainname(1) を参
照)。

NOPUSH=1 null 以外 (デフォルトは、null) の場合、NOPUSH によって、新しいデー
タベースまたはアップデートされたデータベースのスレーブ NIS サーバー
へのコピーを禁止します。NOPUSH が null の場合、指定された domain

のスレーブ NISサーバーだけが yppush 通知を受信します。
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NOPUSH=2 NOPUSH=1 と同じ動作を実行し、ローカルの ypserv プロセスに "clear

current map" 要求を送信します。

PWFILE=passwd_file NIS パスワードマップを構築する場合に、ypmake が使用しなければなら
ない ASCII ファイルの完全パス名を指定します。 PWFILE は、
$DIR/passwd をデフォルトとします。

ypmake に渡される引き数の順序は、重要ではありませんが、マップは、指定された順に (左に指定されたも
のから順番に) 構築またはアップデートされます。

ネットワーク情報サービスの概要に関しては、ypfiles(4) と ypserv(1M) を参照してください。

診断
ypmake は、終了時に次の終了コードの内の 1つを戻します。

0 正常に終了しました。問題は、ありません。
1 1個または複数のサポートされていない引き数が渡されました。
2 NISドメイン名が設定されていません。
3 特殊な NIS ドメイン /var/yp/domain_name 用のマップを格納するのに使用するサブディレ

クトリは、存在しないか、書き込み不可能です。
4 1つ、または複数のマップを構築する場合にエラーが検出されました。
5 1つ、または複数のマップの ASCIIファイルが、存在しないか、読み取り不能です。

例
/etc/passwd からパスワードデータベース (passwd.byname マップと passwd.byuid マップの両方) を
作成または再構築し、yppush を使用して、データベースをデフォルトの NIS domain 内のあらゆるスレーブ
NISサーバーにコピーします。

ypmake passwd.byname

/etc/hosts からホストデータベースを作成または再構築しますが、データベースをスレーブ NIS サーバー
にコピーしません。

ypmake hosts NOPUSH=1

/nis/sourcefiles/networks からネットワークマップを作成または再構築し、そのマップを NIS ドメイ
ン DAE_NIS のあらゆるスレーブ NISサーバーにコピーします。

ypmake DOM=DAE_NIS networks DIR=/nis/sourcefiles

著者
ypmake は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/etc/group

/etc/hosts

/etc/netgroup
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/etc/networks

/etc/passwd

/etc/protocols

/etc/publickey

/etc/rpc

/etc/services

参照
domainname(1), make(1), makedbm(1M), ypinit(1M), yppush(1M), ypserv(1M), group(4), hosts(4), net-

group(4), networks(4), passwd(4), protocols(4), publickey(4), rpc(4), services(4), ypfiles(4)
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名称
yppasswdd − ネットワーク情報サービスパスワードデータベースの変更用デーモン

構文
/usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd passwd_file [-l log_file] [-nogecos] [-noshell]

[-nopw] [-nohome] [-m [ arg1 arg2 ... ] ]

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
yppasswdd デーモンは、 yppasswd からのパスワード変更要求を処理します (yppasswd(1) を参照)。これ
は、 passwd(4) によって定義されるフォーマットを取る必要のある passwd_file のパスワードエントリーを変
更します。この変更は、 yppasswd によって指定した古いパスワードがそのエントリーの暗号化されたパス
ワードに一致する場合にだけ行われます。

yppasswdd は、パスワードデータベース (マップ) 用のマスターネットワーク情報サービス (NIS) サーバー
だけで実行する必要があります。 yppasswdd デーモンは、デフォルトでは実行されず、 inetd によって起
動することもできません (inetd(1M) を参照 )。ブート時に yppasswdd を自動起動可能にするには、
NIS_MASTER_SERVER 変数をマスター NIS サーバー上のファイル /etc/rc.config.d/namesvrs で 1

に設定する必要があります。

オプション
yppasswdd に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

-l log_file 診断メッセージとエラーメッセージを log_file にログします。 -l オプション
を指定しないで yppasswdd を起動すると、これらのメッセージは、使用でき
ません。

ファイルにログされる情報は、エラーが発生した日時、そのエラーを生成した
ホスト名、プロセス ID、ファンクション名、およびエラーメッセージです。ロ
グファイルには、各エラーをユニークなものとして識別できるだけの情報が含
まれているので、いくつもの異なるサービスで 1 つのログファイルを共有でき
ることに注意してください。

-nogecos -noshell -nopw -nohome

これらのオプションを指定すると、これらのフィールドは passwd(1) を用いて
リモートで変更できなくなります。 -nohome は、HP 独自の機能です。

-m [ arg1 arg2 ... ] passwd_file の修正後、 -m オプションを使用すると、 yppasswdd は、
make を実行し、 NIS パスワードデータベースをアップデートします
(make(1M) を参照)。 -m フラグに続くあらゆる引き数が make に渡されま
す。
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パスワードマップが新しいパスワードを含むように再構築され、全スレーブ
NIS サーバーが変更されるように、そのパスワードマップを正しくアップデー
トするためには、常に yppasswdd で -m オプションを指定しますが、 make

に対しては、 NOPUSH=1 引き数を使用してはなりません。

例
yppasswdd デーモンが、以下に示すように、マスター NIS サーバーで起動されると想定します。

/usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd /var/yp/src/passwd \

−l /var/adm/yppasswdd.log \

−m passwd DIR=/var/yp/src

これは、 NIS パスワードデータベースの構築元の ASCII ファイルが /var/yp/src/passwd であることを
示しています。このファイルが yppasswd からの要求によってアップデートされると、 NIS パスワードデー
タベースが再構築され、マスターの NIS ドメインにある全スレーブ NIS サーバーにコピーされます
(domainname(1) を参照)。

ログメッセージは、ファイル /var/adm/yppasswdd.log に書き込まれます。

警告
yppasswdd は、ロックファイル /var/adm/ptmp を使用して、 passwd_file のアップデート時に、その排
他アクセスを得ることができます。 passwd_file がアップデート中で、以下のような場合、 /var/adm/ptmp

ファイルは、残っている可能性があります。

• システムがクラッシュする場合

• SIGKILL を使用して yppasswdd が抹消される場合 (kill(1) と signal(2) を参照)

yppasswdd が再び正しく機能する前に、ファイル /var/adm/ptmp を削除しなければなりません。

vipw も、 /etc/passwd をアップデートする場合に /var/adm/ptmp を使用します (vipw(1M) を参照)。
その結果、 passwd_file が /etc/passwd の場合に yppasswdd が passwd_file をアップデートすると
vipw と競合します。

著者
yppasswdd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/var/adm/ptmp

passwd_file をアップデートする場合に使用されるロックファイル

参照
domainname(1)、 yppasswd(1)、 vipw(1M)、 ypmake(1M)、 yppasswd(3N)、 passwd(4)、 publickey(4)、
ypfiles(4)
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名称
yppoll − NIS マップについての情報に関する NIS サーバーの照会

構文
/usr/sbin/yppoll [-h host] [-d domain] mapname

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
yppoll は、ネットワーク情報サービス (NIS) サーバープロセス ( ypserv(1M) を参照) に、 mapname で指
定した NIS データベースの順序番号 (マップの構築時の秒で表される time − time(2)) とマスター NIS サー
バーのホスト名を返すように要求します。それから、 yppoll がそれらを標準出力に書き込みます。サー
バーがバージョン1の NIS プロトコルを使用すると、 yppoll は、古いバージョンのプロトコルを使用し
て、そのプロトコルと通信します。 yppoll は、また、障害が発生した場合、旧式の診断メッセージを出力
します。

ネットワーク情報サービスの概要に関しては、 ypfiles(4) と ypserv(1M) を参照してください。

オプション
-h host host の ypserv プロセスにマップ情報を返すように依頼します ( ypserv(1M) を参照 )。

−h host を指定しない場合、 ypwhich によって返されるホストが使用されます (

ypwhich(1) を参照)。

-d domain domainname によって返されるドメインの代わりに domain を使用します ( domain-

name(1) を参照)。

著者
yppoll は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
domainname(1), ypwhich(1), ypserv(1M), ypfiles(4)
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名称
yppush − ネットワーク情報サービスデータベースの強制的な反映

構文
/usr/sbin/yppush [-d domain ] [-m maxm ] [-t mint ] [-v] mapname

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
yppush は、 mapname で指定したネットワーク情報サービス (NIS) マップ (データベース) をマップのマス
ター NIS サーバーから各スレーブ NIS サーバーにコピーします。これは、通常、1つ、または複数のマス
ターの NIS データベースに変更が加えられてから、あるいは NIS データベースが最初に作成された時点のど
ちらかで実行されるシェルスクリプト ypmake によって、マスター NIS サーバー上でだけ実行されます。こ
れらのプロセスについての詳細は、 ypmake(1M) と ypinit(1M) を参照してください。

yppush は、 domain 内の NIS マップ ypservers を読み取ることによって、NIS サーバーのホスト名の
リストを作成します。 ypservers マップ内のキーは、NIS サーバーが実行されているマシンのホスト名で
す。その後で、 yppush は、 yppush を呼び戻すために各ホストで転送エージェント (実際にマップを移動
するプログラム) が必要とする情報とともに、「転送マップ」要求を NIS サーバーに送信します。

正常に終了したかどうかには関係なく、転送が完了し、転送エージェントが yppush にステータスメッセー
ジを送信すると、結果を標準出力にプリントすることができます。要求メッセージが送信不能であったり、応
答に対するタイムアウト時間が経過したときに転送が不可能な場合、メッセージがプリントされます。

ネットワーク情報サービスの概要に関しては、 ypfiles(4) と ypserv(1M) を参照してください。

オプション
yppush には、以下のオプションがあります。

-d domain mapname を、 domainname によって返される domain ではなく、 domain 内の NIS

サーバーにコピーします ( domainname(1) を参照)。

-m maxm 同時に多くのサーバーに並行して maxm 転送を実行しようとします。 -m オプションを
使用しないと、 yppush は、一度に 1つずつ各サーバーにマップを転送しようとしま
す。ネットワークが多くのサーバを使用する場合、このような並列転送では、全転送を
終了するのにかなりの時間的な遅れを生ずることになります。1より大きい maxm 値を
設定すると、マスターで CPU 時間を効果的に利用できるので総転送時間が削減されま
す。 maxm には、1からドメイン内の NIS サーバーの数までの任意の値を設定すること
ができます。

-t mint 最小タイムアウト値を mint 秒に設定します。一度に 1つずつスレーブに転送する場合、
yppush は、転送が完了するまで最高 80秒まで待ちますが、それを過ぎると次のスレー
ブに転送を開始します。 -m オプションを使用して複数の並行転送を行うと、並行転送
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におけるネットワーク遅延が原因となるタイムアウトを回避するために、転送タイムア
ウトリミットをデフォルトの 80秒より大きい値に設定することが必要になる場合もあり
ます。

-v 冗長モード:各サーバーが呼び出され、各応答が受信されると、メッセージが出力されま
す。このオプションを省略すると、エラーメッセージだけが出力されます。

警告
現在のインプリメンテーション (バージョン 2 NIS プロトコル) では、転送エージェントは、 yppush の要求
により ypserv(1M) プログラムによって開始される ypxfr(1M) です ( ypxfr(1M) と ypserv(1M) を参照 )。
yppush は、それがバージョン 1 NIS プロトコルサーバーとやりとりをしていることを認めると、バージョン
1 YPPROC_GET 要求を送信するために古いバージョンのプロトコルを使用し、その旨のメッセージを表示しま
す。なお、バージョン1サーバーに対してマップ転送が実行されたのかどうか、あるいは、いつ実行されたの
かについて確認する方法は、ありません。 yppush は、バージョン1メッセージが送信されたことを伝えるコ
メントをプリントします。その後で、システム管理者は、転送が実際に行われたのかどうかを他の方法によっ
て確認する必要があります。

著者
yppush は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/usr/sbin/domain/ypservers.{dir, pag}

/usr/sbin/domain/mapname.{dir, pag}

参照
domainname(1), ypserv(1M), ypxfr(1M), ypfiles(4)
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名称
ypserv, ypbind, ypxfrd − ネットワーク情報サービス (NIS) のサーバー、バインダおよび転送プロセス

構文
/usr/lib/netsvc/yp/ypserv [-l log_file]

/usr/lib/netsvc/yp/ypbind [-l log_file] [-s] [-ypset -ypsetme] [-broadcast]

/usr/sbin/ypxfrd

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ネットワーク情報サービス (NIS) は、データベースとプロセスで構成される単純なネットワーク検索サービス
を提供します。データベースとは、 /var/yp をルートとするディレクトリツリー内のファイルです
(ypfiles(4) を参照)。プロセスとは、 NIS データベース検索サーバー、 /usr/lib/netsvc/yp/ypserv お
よび、 NIS バインダ /usr/lib/netsvc/yp/ypbind のことです。 ypserv と ypbind はシステム開始
時に活性化されるデーモンプロセスで、 ypserv の場合は /etc/rc.config.d/namesvrs ファイル中の
NIS_MASTER_SERVER 変数または NIS_SLAVE_SERVER 変数が 1 に設定されたとき、 ypbind の場合は同
様に NIS_CLIENT 変数が 1 に設定されたとき活性化されます。

NIS プログラマティックインタフェースについては、 ypclnt(3C) に説明されています。管理ツールについて
は、 ypwhich(1)、 yppoll(1M)、 yppush(1M)、 ypset(1M)、および ypxfr(1M) に説明されています。NIS

マップ (データベース) の内容を見るためのツールについては、 ypcat(1) と ypmatch(1) に説明されていま
す。データベースの生成ツールと保守ツールについては、 makedbm(1M), ypinit(1M), および ypmake(1M) に
説明されています。デフォルトの NIS ドメインを設定または表示するためのコマンドについては、 domain-

name(1) に説明されています。

ypxfrd は、NIS マップ全体を効率的な方法で転送します。このデーモンを使うシステムでは、マップによっ
ては、マップ転送が高速になります。 ypxfrd は、HP-UX リリース 10.0 を実行しているサーバー上で実行
しなければなりません。 ypxfr (ypxfr(1M) を参照)は、最初に ypxfrd を使おうとします。それができない
と、古い転送方法が使われます。 ypxfrd デーモンは、システム開始時に /etc/rc.config.d/namesvrs

ファイル中の NIS_MASTER_SERVER 変数または NIS_SLAVE_SERVER 変数が 1 に設定されていると活性化
されます。

ypserv デーモンの主な機能は、NIS マップのローカルな集合体で情報を検索することです。これは、NIS

データベースからデータを提供する NIS サーバーシステム上だけで実行されます。 ypserv との間の通信
は、RPC によって行われます。検索機能は、 ypclnt(3C) で説明します。

Match, Get_first, Get_next, および Get_all という４つの検索機能が、NIS ドメイン内の特殊なマップ
上で実行されます。 Match 操作は、データベース内のレコードに対するキーと一致し、その対応する値を戻
します。 Get_first 操作は、マップから最初の一組のキー値 (レコード) を戻し、 Get_next は、レコー
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ドの残りを列挙し (順次取り出し) ます。 Get_all が、単一の RPC 要求に対する応答として、マップ内の全
レコードを要求者に返します。

その他の２つの機能 Get_order_number と Get_master_name は、通常のマップエントリー以外のマッ
プについての情報を提供します。順序番号は、マップを最後に変更した時刻です。マスター名は、マスター
マップが保存されているマシンのホスト名です。順序番号とマスター名の両方とも、一組の特殊なキー値とし
てマップ内に存在しますが、サーバーは、通常の検索機能を使用した場合、これらを返しません (makedbm

または yppoll でマップを検査する場合 (makedbm(1M) または yppoll(1M) を参照) は、表示されます)。そ
の他の機能は、 NIS システム内で使用され、 NIS のクライアントには、一般的には関係ありません。これに
は次のようなものがあります。

Do_you_serve_this_domain?

Transfer_map

Reinitialize_internal_state

ypbind デーモンは、そのマシン上のクライアントプロセスが ypserv プロセスと通信するための情報を記
憶しています。 ypbind デーモンは、NIS サービスを使用しているすべてのシステム (すなわち、NISサー
バーとクライアントの双方) で実行しなければなりません。 ypserv デーモンは、NIS クライアントマシン
上で実行中の場合もありますし、実行されていない場合もありますが、必ずネットワークのどこかで実行中で
あるか、ゲートウェイを介して使用することができなければなりません。

ypbind が記憶している情報は、バインディングと呼ばれます。すなわち、NIS サーバーの NIS ドメイン名
とインタネットアドレスの関係および ypserv プロセスがサービスリクエストを受信しているホストのポー
トのことです。この情報は、ディレクトリ /var/yp/binding で domainname.version の形のファイル名
を使ってキャッシュされます。

クライアント要求がバインディングプロセスを処理します。バインディングされていないドメインに対する要
求が入ってくると、 /var/yp/binding/domain_name/ypservers ファイルが存在しなければ、 ypbind

プロセスが、その NIS ドメイン内のマップを処理する ypserv プロセスを見つけるためにブロードキャスト
します。バインディングがブロードキャスト処理によって確立できるようにするには、最低１つの ypserv

プ ロ セ ス が 各 ネッ ト ワー ク 上 に 存 在 し な け れ ば な り ま せ ん。 ファ イ ル /var/yp/bind-

ing/domain_name/ypservers が存在するときは、 ypbind は、そのファイルにリストされている順番で
NIS サーバーへのバインドを試みます。 ypbind がリストで示されているどのサーバーとのバインドにも失
敗した場合、ブロードキャストによるバインドの確立を試みます。 NIS サーバーのリストを含むファイル
/var/yp/binding/domain_name/ypservers は、 ypinit を -c オプションを指定して起動すると作
成されます (ypinit(1M) を参照)。 ypbind を -broadcast オプションを指定して起動すると、 ypbind

はファイル /var/yp/binding/domain_name/ypservers が存在するかどうかとは無関係にブロードキャ
ストによるバインドの確立を試みます。すなわち、オプション -broadcast は、ファイル /var/yp/bind-

ing/domain_name/ypservers より優先します。バインドがクライアントに対して確立されると、それ以
降のクライアント要求に使用されます。 ypwhich を実行して、その現在のバインディング用に ypbind プ
ロセス (ローカルとリモート) を照会します (ypwhich(1) を参照)。

バインディングは、クライアントプロセスに指定される前に確認されます。 ypbind がバインディングされ
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ている ypserv プロセスを処理できない場合、そのドメインをバインディングされていないとマークし、ク
ライアントプロセスにそのドメインがバインディングされていないことを知らせ、再びバインディングを試行
します。バインディングされていないドメインに対して受信した要求は、ただちに拒否されます。一般的に、
バインディングされているドメインは、 ypserv を実行しているノードがクラッシュしたり、オーバーロー
ドされると、バインディング未処理とマークされます。このような場合、 ypbind は、ネットワーク上で使
用可能な任意の NIS サーバー (一般的には、負荷の少ないサーバー) にバインディングを行います。

ypbind デーモンは、特定のドメインに対してもそのバインディングの設定要求を受け入れます。 ypset

は、 Set_domain 機能をアクセスしますが、これは、かなり複雑であり、通常使用することはありません。

オプション
ypserv には、以下のオプションがあります。

-l log_file ファイル log_file に、ログ診断メッセージとエラーメッセージをログします。

ypserv を -l オプションなしで開始した場合、ファイル /var/yp/ypserv.log

があれば、 ypserv はその中にメッセージを書き込みます。

ypbind を -l オプションなしで開始した場合、 ypbind は、そのメッセージをシ
ステムコンソール /dev/console に直接書き込みます。

ファイルに記録される情報は、メッセージの日付と時間、ホスト名、メッセージを生
成したプロセスのプロセス ID と関数の名前、およびメッセージそのものです。各
メッセージを特定するために十分な情報が含まれているので、異なったサービスが単
一のログファイルを共有できることに注意してください。

ypbind は、次のオプションを認識します。

-l log_file 診断およびエラーメッセージをファイル log_file に記録します。上の説明を参照して
ください。

-s 機密保護を行ないます。指定すると、予約ポートに接続された NIS サーバーのみが
使われます。これによって、悪意の人物が操作するコンピュータのない完全に制御さ
れた環境では、機密保護が多少改善します。実質的な機密保護の改善はありません。

-ypset ypset を使用して、バインディングを変更できるようにします (ypset(1M) を参
照)。最高レベルの機密保護を実現するためには、リモートシステムからネットワー
クをデバッグする場合にだけ、このオプションを使用しなければなりません。

-ypsetme このシステムから ypset を出せるようにします (ypset(1M) を参照)。機密保護は
IP アドレスチェックに基づいており、悪意の人物がパケットを挿入できるネット
ワーク上では破られてしまいます。このオプションは推奨されません。

-broadcast ypbind をこのオプションを指定して起動すると、 ypbind はファイル
/var/yp/binding/domain_name/ypservers が存在してもブロードキャストに
よるバインドの確立を試みます。すなわち、オプション −broadcast はこのファイ
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ルの存在より優先します。

−broadcast を −ypset または −ypsetme と同時に指定すると、 −broadcast

オプションは無視されます。 ypbind をオプション −ypset または −ypsetme を
指定して起動すると、ファイル /var/yp/binding/domain_name/ypservers 内
の NIS サーバーリストは無視されます。

著者
ypserv、 ypbind、および ypxfrd は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

ファイル
/var/yp/binding/domainname.version

これらのファイルは、与えられたドメインに対して最後にうまく生成さ
れたバインディングをキャッシュして、バインディングプロセスを高速
化します。バインディングが要求されると、これらのファイルは、有効
性をチェックしてから使用されます。

/var/yp/securenets このファイルは、 ypxfrd と ypserv に読み込まれます。これに
は、それらのサーバーによってバインディングが許された IP アドレス
のリストが含まれます。

/var/yp/secureservers このファイルは、 ypbind に読み込まれます。これには、 ypbind

がバインディングを受け取る IP アドレスのリストが含まれます。

/var/yp/binding/domain_name/ypservers

このファイルを ypbind が読み込みます。ここには、 ypbind が
−broadcast オプションを指定して起動しなかったときに ypbind

がバインドを試みる NIS サーバーのリストが入っています。

参照
domainname(1)、 ypcat(1)、 ypmatch(1)、 yppasswd(1)、 ypwhich(1)、 makedbm(1M)、 rpcinfo(1M)、
ypinit(1M)、 ypmake(1M)、 yppasswdd(1M)、 yppoll(1M)、 yppush(1M)、 ypset(1M)、 ypxfr(1M)、
ypclnt(3C)、 yppasswd(3N)、 ypfiles(4)
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名称
ypset − 特定のネットワーク情報サービスサーバーのバインド

構文
/usr/sbin/ypset [-V1] [-h host ] [-d domain ] server

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypset は、 ypbind に、指定した domain に対するネットワーク情報サービス (NIS) を、 server 上で実行
している ypserv プロセスから得るように命令します ( ypserv(1M) と ypbind(1M) を参照)。 server は、
NIS クライアントがバインドを実行する相手の NIS サーバーで、ホスト名または IP アドレスとして指定され
ます。 server がダウン状態にあるか、あるいは ypserv が実行されていない場合、ローカルな NIS クライア
ントプロセスがドメイン用のバインディングを必要とするまで、このサーバーは、発見されません。その後
で、 ypbind デーモンが ypset によって設定されるバインディングをテストします。要求したサーバーに
対してバインディングを実行できない場合、 ypbind は、同じドメインの中で別のサーバーをバインドし直
そうとします。

ブロードキャスト処理とは、 ypbind が、その処理を利用して NIS サーバーの位置を確認する方法なので、
ypset コマンドは、ブロードキャストネットワーク上にないクライアントノードをバインドするのに有効で
す。クライアントノードが NIS サーバーを実行していないブロードキャストネットワーク上に存在し、ゲート
ウェイを介して使用可能な NIS サーバーを持つネットワークが存在する場合には、 ypset は、そのゲート
ウェイを介してバインディングを確立します。 NISマップが単一の NISサーバー上にだけ存在する場合のよう
な、 NISクライアントアプリケーションをデバッグする場合にも、これは、有効です。

ローカルネットワーク上の複数のホストが NIS サービスを行っている場合に、ユーザーが ypset 操作が正常
に終了したかどうかを確かめようとしている間であっても、 ypbind は、別のホストにバインドし直すこと
ができます。例えば、 ypset host1 と入力してから ypwhich を続けて入力し、 host2 の応答を受信す
ると混乱する可能性があります。これは、 host1 が ypbind に対して応答しない場合に起こる可能性があり
ます。これは、その ypserv プロセスが実行中でないか、あるいは、オーバロードされているので ypserv

を実行中の host2 がバインディングされるときに発生します。

ネットワーク情報サービスの概要に関しては、 ypfiles(4) と ypserv(1M) を参照してください。

オプション
C ypset に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。

-V1 (旧) バージョン1 NISプロトコルに対して server をバインドします。

-h host ローカルノードにではなく host にバインディングを設定します。 host は、ホスト名
または IPアドレスとして指定することができます。
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-d domain domainname によって返されるデフォルトのドメインの代わりに domain を使用し
ます ( domainname(1) を参照)。

診断
Sorry, ypbind on host ’name’ has rejected your request.

ユーザーがルートではないか、ypbind が -ypset フラグを使用しないで実行されました。 -ypset

フラグの説明に関しては、 ypserv(1M) を参照してください。

Sorry, I couldn’t send my rpc message to ypbind on host ’name’.

ユーザーがルートではないか、ypbind が -ypset フラグの内の 1つを使用しないで実行されまし
た。 -ypset フラグの説明に関しては、 ypserv(1M) を参照してください。

警告
server は、バインドを行う対象の NIS サーバーで、ホスト名または IP アドレスとして指定されます。 server

がホスト名の場合、 ypset は、 NIS サービスの ホストデータベース (マスターサーバー上の /etc/hosts

から構築される) を使用し、IP アドレスに名称を変換します。現在ノードで問題のドメインに対する有効なバ
インディングが設定されている場合にだけ、このプロセスが動作します。大部分の場合では、 server を IP ア
ドレスとして指定する必要があります。

著者
ypset は、Sun Microsystems, Inc. が開発しました。

参照
domainname(1)、 ypwhich(1)、 ypserv(1M)、 ypfiles(4)
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名称
ypupdated, rpc.ypupdated − NIS情報変更のサーバー

構文
/usr/lib/netsvc/yp/rpc.ypupdated [-is]

特記事項
ネットワーク情報サービス(NIS)は、以前はイエローページ(yp)と呼ばれていました。名称は変わりましたが、
サービスの機能は同じです。

説明
ypupdated は、 ネットワーク情報サービス (NIS) データベース内の情報をアップデートするデーモンで
す。これは、NISマスターサーバー上の /etc/rc.config.d/namesvrs ファイルで NIS_MASTER_SERVER

変数が1に設定されている場合に、システム起動時にアクティブ化されます。 ypupdated はディレクトリ
/var/yp 内のファイル updaters を調べて、アップデートするNISマップおよび変更方法を決定します。

デフォルトでは、このデーモンにはDES(保護)またはUNIX(増補保護なし)のいずれかの、使用可能な中で最
も安全な認証手法が必要です。

オプション
ypupdated は以下のオプションをサポートします。

-i 保護なしのAUTH_UNIX信用証明を用いたRPC呼び出しを受け入れます。これによって、す
べてのネットワークでのNISマップのプログラムによるアップデートが可能になります。

-s 保護RPCメカニズム(AUTH_DES認証)を用いて認証された呼び出しだけを受け入れます。こ
れによって、ネットワークがこれらの呼び出しをサポートしている場合を除き、 NISマップの
プログラムによるアップデートはできなくなります。

著者
ypupdated は Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

ファイル
/var/yp/updaters

参照
keyserv(1M), updaters(1M)
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名称
ypxfr, ypxfr_1perday, ypxfr_1perhour, ypxfr_2perday − サーバーからローカルノードへの NIS データベース
の転送

構文
/usr/sbin/ypxfr [b] [-c] [-d domain] [-f] [-h host] [-s domain] [-C tid prog ipaddr port] mapname

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypxfr は、NIS サービスを使用して、ネットワーク情報サービス (NIS) マップ (データベース) を NIS サー
バーからローカルホストにコピーします。マップは、そのバージョンに関係なくコピー可能であるか、その変
更時刻 (順序番号) がローカルマップの変更時刻より新しいかどうかによってコピー可能です。

ypxfr コマンドは、ディレクトリ /var/yp/domain に一時的なマップを作成します。この場合、domain

とは、NIS ドメインのことです。ypxfr コマンドは、mapname エントリーでマップを満たし、マップパラ
メータ (マスターと順序番号) を取得し、それらをロードします。その後で、このコマンドは、mapname の旧
バージョンをクリアし、テンポラリマップを既存の mapname に移動します。

ypxfr を対話形式で実行する場合、メッセージを標準出力に書き込みます。ypxfr を、端末を制御しないで
実行し、ログファイル /var/yp/ypxfr.log が存在する場合、ypxfr がそのすべてのメッセージをその
ファイルに追加します。ypxfr を通常、ルートの crontab ファイル (crontab(1) を参照) から実行するか、
あるいは yppush (yppush(1M)) 参照)によって実行する場合、ログファイルは、ypxfr が実行した内容とそ
の結果についてのレコードを保存することができます。

NIS サーバー間で整合性を維持するには、NIS 内の各マップに対して ypxfr を定期的に実行する必要があり
ます。さまざまなマップが異なった割合で変更されます。例えば、services.byname マップは、数か月間
の間変更されない可能性があるので、朝早い時間などに、1日に一度だけ変更があったかどうかに関して
チェックされます。ただし、passwd.byname は、1日に複数回変更される可能性があるので、アップデート
が行われたかどうか毎時間チェックする方がより適切な場合があります。

crontab ファイルで、これらの定期的なチェックと転送を自動的に実行することができます。各マップに対
して別個の crontab ファイルを使用するのではなく、ypxfr 要求をシェルスクリプト内でグループ化し、
一度に複数のマップをアップデートすることが可能です。/var/yp: 内にある (ニーモニックで指定された) ス
クリプトの例は、ypxfr_1perday, ypxfr_2perday, および ypxfr_1perhour です。これらは、必要に応
じて変更可能なひな型として使用できます。

ネットワーク情報サービスの概要に関しては、ypfiles(4) と ypserv(1M) を参照してください。

オプション
ypxfr に指定できるオプションとコマンド行引き数は、次のとおりです。
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-b 転送の間、リゾルバフラグを、マップ内に保存します。

-c ローカルな ypserv プロセスに「現在のマップをクリアする」要求を出してはなり
ません。ユーザーが ypxfr を実行しているときに ypserv をローカルに実行して
いない場合、このフラグを使用します。その他の場合、ypxfr は、ローカルの
ypserv にうまく命令を送れないため、転送が実行できません。ypserv がローカ
ルに実行中の場合、このフラグを使用しないでください。

-d domain 引き数の domain にある NIS サーバーからマップをコピーします。ここで用いる
domain は domainname (domainname(1) を参照)が返す値ではありません。

-f リモート NIS サーバーでの順序数がローカルマップの順序数より新しくない場合で
も、マップを強制的にコピーします。

-h host マップを、そのマスターサーバーに関係なく、host から獲得します。このオプション
が使われていないと、ypxfr が NIS サーバーにホスト名を照会してマップを獲得し
ようとします。host として使えるのは、名前または a.b.c.d の形の IP アドレスで
す。

-s domain (services.byname マップのように )ドメイン間で同一でなければならないマップ
の転送元となるソースドメインを指定します。

-C tid prog ipaddr port

このオプションは、ypserv だけが 使用します。ypserv が ypxfr を実行する
と、ypserv は、プログラム番号 prog として登録され、ポート port で受信し、ト
ランザクション tid に対する応答を待っている、IP アドレスが ipaddr のホスト上の
(転送を開始した) yppush プロセスを、ypxfr が呼び戻すことが必要であると指定
します。

著者
ypxfr は Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
/usr/sbin/ypxfr.log ログファイル

cron とともに使用する次のスクリプトが提供されています。

/usr/sbin/ypxfr_1perday 1日に一度転送を実行

/usr/sbin/ypxfr_2perday 1日に二度転送を実行

/usr/sbin/ypxfr_1perhour 「揮発性」マップを毎時間転送

参照
crontab(1), domainname(1), cron(1M), ypinit(1M), yppush(1M), ypserv(1M), ypfiles(4)
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