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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。Web や Instant Information CD では、そのマンページへ

のリンクになっていることがあります。HP-UX コマンド行からマンページを

表示するには、“man audit”か、“man 5 audit”と入力します。man (1)をご

参照ください。

『マニュアル名』 マニュアルの名前です。 web 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。

キーキャップ キーボードのキーの名前です。なお、Return キーと Enter キーは同じキーであ

ることに注意してください。

強調 強調したいテキスト文字列を示します。

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 環境変数を求めます。

用語 重要語句を明示します。

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 1 つを選ぶ必要があります。

{ } 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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序文
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。

この説明書には、マンページというシステム参照文書が含まれています。なお、個別項目は、マ
ニュアルページまたは参照ページと言います。

一般情報

HP-UX の一般的な紹介及びマンページの形式については、 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、 introduction または intro 部分が含まれたセクション別に分けられており、次の

内容について説明します。

intro (1) セクション 1: ユーザー コマンド

(vol. 1 の A~M; vol. 2 の N~Z)

intro (1M) セクション 1M: システム管理コマンド

(vol. 3 の A~M; vol. 4 の 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 の A~M; vol. 7 の 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. 9)

intro (9) セクション 9 : 用語集
(vol. 9)
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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……………………………………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 
authck(1M): authck……………………………………………………………認証データベースの内部的一貫性のチェック 
automount(1M): automount…………………………………………………………自動マウントポイントのインストール 
automountd(1M): automountd……………………………………………autofs のマウント/アンマウントを行うデーモン 
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 
auto_parms(1M): auto_parms………………………………………………システム初期構成/DHCP サポートスクリプト 
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 
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………………………………………………………………………マニュアル用 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 
chargefee: システム使用量に応じたユーザーへの課金……………………………………………………acctsh(1M)参照 
chnlspath(1M): chnlspath……………………………………………………………メッセージカタログのパスを構成する 
chroot(1M): chroot……………………………………………………………コマンド実行用にルートディレクトリを変更 
ch_rc(1M): ch_rc…………………………………………………………………………………システム設定ファイルの変更 
ckpacct: プロセスアカウント ファイルの大きさのチェック………………………………………………acctsh(1M)参照 
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 
convertfs(1M): convertfs…………………………………ファイル名を受け入れるための HFSファイルシステムの変換 
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 
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: df……………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: df…………………………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のコンバーター 
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: ディスクアカウンティングの実行……………………………………………………………………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 
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 
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edquota(1M): edquota………………………………………………………………ユーザーのディスク割当てのエディット 
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………………………………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: extendfs………………………………………HFS ファイルシステムサイズの拡張 
extendfs_vxfs(1M): extendfs_vxfs: 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………………………………………………………TACHYON TL A5158A およびTACHYON XL2 
 A6795A 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 
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fingerd(1M): fingerd………………………………………………………………………リモートユーザー情報用のサーバ 
fixman(1M): fixman………………………………………………man(1) の表示高速化のためのマニュアルページの加工 
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現在の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……………………………………………………………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 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…………………………………CacheFS でキャッシュされ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…………………………………………………………………ファイルシステムのチェックおよび修復 
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………………………………………………………………………HFS ファイルシステムデバッガ 
fsdb_vxfs(1M): fsdb_vxfs………………………………………………………………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 
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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 
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 
getprpw(1M): getprpw……………………………………………………………保護されたパスワードデータベースの表示 
getty(1M): getty……………………………………………ターミナルタイプ、モード、転送速度、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_na(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 
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 
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 
krsd(1M): krsd………………………………………………………………………カーネル レジストリ サービス デーモン 
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 
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: ラベルチェック付きのファイルシステムのコピー…………………………………………volcopy_hfs(1M)参照 
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labelit: ラベル、VxFS ファイルシステムの～………………………………………………………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: 最終ログイン日付の各ユーザーへの表示…………………………………………………………acctsh(1M)参照 
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…………………………………………………………………………………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: 要求スケジューラのプリントの最低優先順位の定義……………………………………………lpsched(1M)参照 
lpmove: LP 要求の移動…………………………………………………………………………………lpsched(1M)参照 
lpsched(1M): lpsched, lpshut, lpmove, lpfence……………………………………………………………………………

 ……………LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの最低優先順位の定義 
lpshut: LP 要求スケジューラの停止…………………………………………………………………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 
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 
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 
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: mkfs………………………………………………………………HFS ファイルシステムの構築 
mkfs_vxfs(1M): mkfs_vxfs: 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 
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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 
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 
modprpw(1M): modprpw…………………………………………………………保護されたパスワードデータベースの変更 
monacct: 定期的アカウンティングサマリ ファイルの作成…………………………………………………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 
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 
mount_cachefs(1M): mount_cachefs………………………………………mount-CacheFS ファイルシステムのマウント 
mount_cdfs(1M): mount_cdfs………………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_hfs………………………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_lofs………………………mount、umount-LOFS ファイルシステムのマウントとマウント解除 
mount_nfs(1M): mount_nfs……………………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_vxfs……………………………………………………mount-VxFS ファイルシステムのマウント 
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最後の部分の表示 
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: 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: 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 
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_hfs: newfs…………………………………………………新しい HFS ファイルシステムの構築 
newfs_vxfs(1M): newfs_vxfs: 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): nfsd, biod………………………………………………………………………………………………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 
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 
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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 
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 
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: モード664で adm に所有される空ファイルの作成 ………………………………………………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…………………………………………………………………………………………………………

 …システム構成データ、パーティション構成データ、ダイナミック構成データ、セルデータのアンロック 
pcnfsd(1M): pcnfsd……………………………………………………………………………………………PC-NFS デーモン 
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) 
pfsd(1M): pfsd, pfsd.rpc…………………………………………………………………………………………PFS デーモン 
pfsd.rpc: PFS デーモン……………………………………………………………………………………………pfsd(1M)参照 
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_mount(1M): pfs_mountd, pfs_mountd.rpc…………………………………………………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 
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 
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 
prctmp: acctcon1 により作成されるセッションレコード ファイルのプリント……………………………acctsh(1M)参照 
prdaily: デイリアカウンティング レポートのプリント……………………………………………………acctsh(1M)参照 
prtacct: 総合アカウンティング(acct) ファイルのプリント…………………………………………………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 
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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 
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 
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 
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 
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: 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: quotacheck…VxFS ファイルシステム割り当て整合性検査プログラム 
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名称
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

説明
本セクションでは、主としてシステムの保守および管理の目的で使用されるコマンドについて説明します。本

セクションのコマンドを使用するにあたっては、本マニュアルの他のセクションならびにユーザーのシステム

の HP-UXシステム管理マニュアルも参考にしてください。

コマンドの文法
特に明記されない限り、本セクションで説明するコマンドは、以下の構文に従って、オプションおよびその他

の引き数を受け付けます。

name

[ option ( s ) ]

[ cmd_arg ( s ) ]

各要素の定義は次のとおりです。

name 実行可能ファイルの名前です。

option コマンド行には、1つまたは複数の option を指定することができます。各オプションは、以

下の形式のいずれかをとります。

-no_arg_letter

引き数をとらないオプションを表す1個の文字です。

-no_arg_letters

1文字のオプションを2個以上つなげた形式の、 1個のコマンド行引き数です。

-arg_letter<>opt_arg

1文字のオプションで、後ろに必須の引き数が付きます。各要素の意味は次のとお

りです。

arg_letter

引き数が必要なオプションを表す1個の文字です。

opt_arg

先行の arg_letter が必要とする引き数 (文字列) です。

<> 空白スペースを表します。これは省略可能です。

cmd_arg 先頭が - ではないパス名 (または他のコマンド引き数) か、あるいは標準入力を表す単独の
- です。 cmd_arg を2個以上指定する場合は、空白スペースで区切らなければなりません。

戻り状態
終了時、各コマンドは2バイトのステータスを戻します。 1バイトは終了の原因を表すもので、システムが戻し

ます。あとの1バイトは (「正常」終了の場合) プログラムが戻します ( 詳細については、 wait(2) および exit(2)
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を参照してください)。システムが戻すバイトは、0が正常終了を表します。プログラムが戻すバイトは慣例で

は、0が処理の成功を表し、 0以外の値がエラーすなわち処理の失敗を表します。エラーの原因としては例え

ば、コマンド行のパラメーター誤り、データ誤り、またはデータへのアクセス不可があります。戻される値は

通常、「終了コード」、「終了ステータス」、または「リターンコード」など、さまざまな名前で呼ばれ、特

別な規約がある場合のみ各項で説明されます。

警告
コマンドの中には、ヌル文字を含むファイルを処理すると、予想外の結果を生じるものがあります。これらの

コマンドの多くは、テキスト入力行を文字列として扱うため、入力行の中でヌル文字 (文字列のターミネー

ター) を検出すると処理に混乱をきたします。

参照
getopt(1), exit(2), wait(2), getopt(3C), hier(5), introduction(9)

次の Web サイトに HP-UXのドキュメントが用意されています。

http://docs.hp.com (英文)、http://docs.hp.com/ja (和文)
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名称
accept, reject −プリント宛先のキュー要求の受け付けおよび拒否

構文
/usr/sbin/accept destination ...

/usr/sbin/reject [−r[reason] ] destination ... [−r[reason] destination ...] ...

説明
accept コマンドは、 lp コマンド (lp(1) を参照) がそれぞれの指定された LP プリンタまたはプリンタクラス
destinationキューに対するプリント要求を受け付けるように許可します。

reject コマンドにより、 lp コマンドは、それぞれの指定された destination キューに対する以降のプリント要求

を拒絶します。すでにキューに入っている要求は、 lpsched スケジューラ (lpsched(1M) を参照) によって引き

続きプリント処理されます。

宛先キューのステータスを調べるには lpstat コマンド (lpstat(1) を参照) を使用してください。

LP コマンドとの相互的なやり取りの概説については、 lp(1) を参照してください。

オプション
rejectコマンドには、以下のオプションがあります。

−r[reason] lp コマンドがなぜ宛先への要求を受け付けないかを説明するのに使用される文字列を

指定します。 reason は、次の −r オプションを指定するまで、現在指定したすべての

キューに適用されます。 reason または −r[reason] を省略すると、デフォルトは "rea-

son unknown" となります。 reason 部分は、最長 80バイトです。 reason メッセージが
80バイトより長い場合は、80バイトに切り捨てられます。

ユーザーが、拒絶されている宛先に要求を送ると、 reason が lpstat コマンド、および
lp コマンドによって報告されます。

多言語化対応
環境変数

LANG 変数は、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

文字列が設定されている場合は、デフォルトは "C" (lang(5) を参照)になります。

多言語対応変数に誤った設定が含まれていると、国際化変数のデフォルトはすべて "C" (environ(5) を参照)とな

ります。

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がサポートされています。

例
以下の例では、使用システムに laser1 および jet2 という名前のプリンタが 2 台と、その 2 台のプリンタを含
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む ljという 1 つのクラスがあるものと仮定します。

例 1
すべての宛先がプリント要求を受け付けるようにするには、

accept laser1 jet2 lj

例 2
ljクラスの宛先に対する要求を拒絶し、ユーザーにプリンタを選択するように要求するには、

reject lj

例 3
個々のプリンタの宛先に対する要求は拒絶し、要求はすべてクラス宛先に送るよう要求するには、

accept lj

reject -r"use the lj destination" laser1 jet2

警告
accept と reject はローカルシステム上でのみ機能します。

ファイル
/etc/lp スプーラ設定データのディレクトリ
/var/adm/lp スプーラログファイルのディレクトリ
/var/spool/lp LP スプールファイルおよびスプールディレクトリのディレクトリ

参照
enable(1), lp(1), lpstat(1), lpadmin(1M), lpsched(1M), rcancel(1M), rlp(1M), rlpdaemon(1M), rlpstat(1M)
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名称
acctdisk, acctdusg, accton, acctwtmp, closewtmp, utmp2wtmp −各種アカウンティングコマンドの概要

構文
/usr/sbin/acct/acctdisk

/usr/sbin/acct/acctdusg [-u file ] [-p file ]

/usr/sbin/acct/accton [ file ]

/usr/sbin/acct/acctwtmp [-X] reason

/usr/sbin/acct/closewtmp

/usr/sbin/acct/utmp2wtmp

説明
アカウンティングソフトウェアは、アカウンティングシステムを構築するときに使用するツールセット (C プ

ログラムとシェルプロシージャから構成されるセット) です。シェルプロシージャについては acctsh(1M) に説

明があります。またシェルプロシージャは、セット内の C プログラムの一番最初に構築されます。

接続時間アカウンティングは、「utmp データベース」にレコードを書き込むさまざまなプログラムにより処

理されます。 acctcon(1M) で説明されているプログラムは、このファイルをセッションレコードと課金レコー

ドに変換し、続いて acctmerg (acctmerg(1M) を参照) がこの２つのレコードを要約します。

プロセスアカウンティングは、HP-UX システムのカーネルによって実行されます。処理の終了時に、１プロセ

スあたり１つのレコードがファイル (通常は /var/adm/pacct) に書き込まれます。 acctprc(1M) で説明されてい

るプログラムが課金処理のためにこのデータを要約します。また、 acctcms は、コマンドの使用状況を要約す

るときに使用されます (acctcms(1M) を参照)。現在の処理データは、 acctcom (acctcom(1M) を参照) を使用し

て調べることができます。

プロセスアカウンティングと接続時間アカウンティング (さらにその他、 acct(4) で説明されるフォーマットで

記述するすべてのアカウンティングレコード) は、 acctmerg を使用して総合アカウンティングレコードにマー

ジし、要約することができます (acct(4) の tacct フォーマットを参照)。 prtacct は、アカウンティングレコー

ドのどれか、または全部をフォーマットするときに使用します (acctsh(1M) を参照)。

acctdisk は、ユーザー ID、ログイン名、およびディスクブロックの数の記述されている行を読み取り、それら

を総合アカウンティングレコードに変換します。この総合アカウンティングレコードは、他のアカウンティン

グレコードとマージすることができます。

acctdusg は、その標準入力を読み取り (普通は find -print から読み取る)、さらにログイン時のディスクリソー

スの消費量 (間接ブロックを含む) を計算します。ログインディレクトリ (パスワードファイルにより決定され

るディレクトリ) の下にあるファイルだけが計算の対象になります。ログインディレクトリの下にあるファイ

ルはすべて、実際の所有者とは無関係に、そのユーザーに属するものとみなされます。 -u を指定すると、
acctdusg が課金対象としないファイルの名称を表すレコードが file に記述されます (このレコードは、ディス

クの課金を避けようとしたユーザーを捜し出すときに利用できます)。 -p を指定すると、 file は、パスワード
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ファイルの名称になります。このオプションは、パスワードファイルが /etc/passwd の場合には不要です (詳細

は diskusg(1M) を参照)。

accton は、オプションである引き数 file が省略されている場合、プロセスアカウンティングをオフにします。
file を指定する場合は、既存のファイルを指定しなければならず、カーネルは、そのファイルにプロセスアカ

ウンティングレコードを追加することになります (acct(2) および acct(4) を参照)。

acctwtmp は、 -X オプションを指定していない場合は、 utmp レコードをその標準出力に書き込みます。 -X オ

プションを指定した場合は、 acctwtmp は、 wtmps に類似したレコードを stdout に書き込みます。このレコー

ドは、現在の時間と、そのレコードを書き込むための条件である reason を記述した文字列から構成されていま

す。 ACCOUNTING のレコードタイプは割り当てられています (utmp(4) および utmps(4) を参照)。文字列引き

数である reason は、 -X オプションを指定しない場合は、11 個以下の文字、数字、 $ 文字、またはスペースで

なければなりません。それ以外の場合には、63 個以下の文字、数字、 $ 文字、またはスペースでなければなり

ません。以下に示すのは、それぞれリブート手続きとシャットダウン手続きに使用するための例です。

acctwtmp ‘uname‘ >> /var/adm/wtmp

acctwtmp "file save" >> /var/adm/wtmp

acctwtmp -X ‘uname‘ >> /var/adm/wtmps

acctwtmp -X ‘uname‘ >> /var/adm/wtmps

closewtmp は、現在ログインしているユーザーごとに、 DEAD_PROCESS レコードを /var/adm/wtmps ファイ

ルに書き込みます。このプログラムは runacct によって呼び出され、新しいファイルを作成する前に既存の
wtmpファイルをクローズします。

utmp2wtmp は、現在ログインしているユーザーごとに、 USER_PROCESS レコードを /var/adm/wtmps ファイ

ルに書き込みます。このプログラムは runacct によって呼び出され、新しく作成された wtmps ファイルを初期

化します。

ファイル
/usr/sbin/acct このマニュアルのセクション (1M) にリストされているすべてのアカウン

ティングコマンドが置かれています。

/var/adm/pacct 現在のプロセスアカウンティングファイルです。

/etc/passwd ログイン名からユーザー ID へ変換するのに使用します。

/var/adm/wtmp ログイン/ログオフの履歴ファイルです。

/var/adm/wtmps 新しいログイン/ログオフの履歴データベースです。

参照
acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), diskusg(1M), fwtmp(1M),

runacct(1M), acct(2), acct(4), utmp(4), utmps(4), wtmps(4)
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標準準拠
acctdisk: SVID2, SVID3

accton: SVID2, SVID3

acctwtmp: SVID2, SVID3
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名称
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

構文
/usr/sbin/acct/acctcms [ options ] files

説明
acctcms は、１つ、または複数の files を読み取ります。このファイルは通常、 acct(4) で説明されている書式で

記述されています。このコマンドは、同一コマンドで実行したプロセスの全レコードを１つに集め、さらにそ

れをソート、標準出力に書き出します。このとき通常は、内部要約形式が使用されます。

オプション
acctcms には、以下のオプションがあります。

-a 内部要約形式ではなく、 ASCII 型式でプリント出力します。この場合、プリント出力には、

コマンド名、実行回数、kcore 使用時間の合計、CPU 使用時間の合計、実使用時間の合計、平

均サイズ (KB)、１回の実行あたりの平均 CPU 使用時間、‘‘hog factor’’、転送文字数、および

読み書きされたブロック (たとえば、 acctcom(1M) による読み書き) が出力されます。出力は

通常、kcore 使用時間の合計の順にソートされます。

-c kcore 使用時間の合計の順ではなく、CPU 使用時間の合計順にソートします。

-j 一度しか実行されなかったコマンドを全部、 ***other にまとめます。

-n コマンド実行回数の順にソートします。

-s これ以降に検出するファイル名は、どれもすでに内部要約形式に含まれています。

-t すべてのレコードを、総合アカウンティングレコードとして処理します。デフォルトの内部

要約形式は、各フィールドをプライム部分と非プライム部分に分けます。このオプション

は、プライム部分と非プライム部分を１つのフィールドにまとめ、両方の総計を求めます。

このオプションでまとめられたフィールドは、古いシステム (UNIX System V を指す) 形式の
acctcms の内部要約形式のレコードに対して上位互換性があります。

以下のオプションは、 -a オプションが指定されている場合のみに使用できます。

-p プライムのみのコマンド一覧を出力します。

-o 非プライム (非プライム時間) のみのコマンド一覧を出力します。

-p と -o を一緒に使用すると、プライムと非プライムについてのレポートがまとめて作成されます。実行回

数、CPU 使用時間、および実際使用時間はプライム、非プライムに分けて出力されますが、それら以外の出力

一覧は、全使用時間についてまとめて出力されます。

例
以下に、毎日行うコマンドアカウンティングと、実行回数合計の保守をするための一般的な手順を示します。

acctcms file ... >today
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cp total previoustotal

acctcms -s today previoustotal >total

acctcms -a -s today

警告
-t を新形式の内部要約形式のファイルに使用したり、旧形式の内部要約形式のファイルがあるのにこのオプ

ションを使用しなかった場合の出力結果は予測不可能です。

プロセス平均メモリーサイズは、 MAXINTを越える値では、オーバーフローすることがあります。

参照
acct(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), fwtmp(1M), runacct(1M), acct(2), acct(4),

utmp(4)

標準準拠
acctcms: SVID2, SVID3
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名称
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

構文
/usr/sbin/acct/acctcom [ [option]... [ file] ]  ...

説明
acctcom コマンドは、 file 標準入力、または /var/adm/pacct を acct(4) に説明されている形式で読み取り、選択

されたレコードを標準出力に書き込みます。１レコードは、１プロセスの実行を表します。出力は、次のコラ

ムタイトルを持ちます。

COMMAND NAME

USER

TTYNAME

START TIME

END TIME

REAL (SECS)

CPU (SECS)

MEAN SIZE(K)

また、オプションで次のコラムも表示することができます。

F fork()/exec() フラグ: exec() なしの fork() の場合は 1

STAT システム終了状態
HOG FACTOR

KCORE MIN

CPU FACTOR

CHARS TRNSFD

BLOCKS READ 読み取り / 書き込みされたブロック数の合計
PRMID PRM プロセスリソースグループ ID

コマンドを実行するのに特権ユーザーでなければならない場合、コマンド名の前には # が付きます。

たとえば、ユーザーが root としてログインし、 date コマンドを実行して時刻をチェックする場合は、特権

ユーザーである必要はないので、 acctcom はライン上に # キャラクタなしで時刻を表示します。もしユーザー

が date 0731180092 コマンドを実行して時刻を設定する場合は、特権ユーザーでなければならないので、 acct-

com が # の印を付けます。

プロセスが使用中の端末に対応付けられない場合は、 TTYNAMEフィールドに ? がプリントされます。

exit の呼び出しによってプロセスを終了した場合、システム終了状態 STAT は 0 です。 0 以外の場合は、プロ

セス終了を引き起こしたシグナル番号です。シグナルの結果としてコアファイルイメージが生成された場合
(signal(5)を参照)、値はシグナル番号に 0200 をプラスしたものです。

file を指定しなかった場合で、標準入力が端末または /dev/null に対応付けられている場合は (シェルで & を使
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用する場合と同様)、 acctcom が /var/adm/pacct を読み取ります。それ以外の場合は、標準入力が読み取られ

ます。

file 引き数を指定すると、それぞれの順序で読み取られます。各ファイルは通常、順方向に読み取られます。

すなわち、プロセス完了時間の順に読み取られます。ファイル /var/adm/pacct が検査対象の現在のファイルで

す。多忙なシステムでは、このようなファイルが複数必要になります。現在のファイルを除くすべてのファイ

ルは /var/adm/ pacct[1-9] にあります。

オプション
acctcom は、オプション引き数に対する次の値を認識します。複数のオプションを同時にリストすると、論理

和 AND の効果が得られます。

−a 選択されたプロセスについての平均統計値を表示します。統計値は、出力レコードの

後にプリントされます。

−b 逆方向に読み取ります。最後に実行したコマンドを最初に表示します。標準入力が読

み取られる場合、このオプションは無効です。

−f F フラグおよびシステム終了状態カラムを８進数でプリントします。

−h 平均メモリーサイズ MEAN SIZE(K) の代わりに、使用可能な合計 CPU 時間と実行中

にプロセスが消費した時間との比を表示します。この「使用率」は、次のように算出

します。

合計CPU時間/経過時間

−i 出力中の I/O カウントを持ったカラムをプリントします。

−k メモリーサイズの代わりに、合計 kcore 分を表示します。

−m 平均コアサイズを表示します (デフォルト)。

−P 各プロセスの PRM プロセスリソースグループ ID (PRMID) を表示します。制約を参

照してください。

−r 次の CPU 係数を表示します。

ユーザー時間/(システム時間+ユーザー時間)

−t システムおよびユーザー CPU 時間を別々に表示します。

−v 出力からカラムヘッダーを取り除きます。

−l line 端末 /dev/line に属するプロセスだけを表示します。

−u user ユーザー ID、後でユーザー ID に変換されるログイン名、特権ユーザーによって実行

されるプロセスのみを示す #、または未知のユーザー ID に関連したプロセスのみを

示す ? によって指定されるユーザーに属するプロセスのみを表示します。シェルに

よって、 # がコメントの開始、あるいは ? がパターンとして解釈されるのを避ける
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ために、 \# および \? のように文字 # および ? の前にバックスラッシュ (\) を指定し

てください。

−g group group に属するプロセスだけを表示します。グループは、グループ ID またはグルー

プ名で指定することができます。

−s time time 時以降に実行されたプロセスを選択します。時刻のフォーマットは、以下のとお

りです。

hour[:minute[:second] ]

−e time time 時以前に存在したプロセスを選択します。 −s を参照してください。

−s と −e に同じ time を指定すると、 time 時ちょうどに存在したプロセスが表示され

ます。 −s を参照してください。

−S time time 時以降に起動したプロセスを選択します。 −s を参照してください。

−E time time 時以前に起動したプロセスを選択します。 −s を参照してください。

−n pattern pattern に一致するコマンドだけを表示します。 pattern は、 ed(1) の場合と同様の正

規表現です。ただし + は、１つまたは複数の文字を意味しています。

−q 出力レコードをなにもプリントしません。 −a オプションの場合と同様に平均統計値

だけをプリントします。

−o ofile 入力データフォーマットからプロセスレコードを選択して ofile にコピーします。標準

出力へのプリントを抑止します。

−H factor factor を超えたプロセスだけを表示します。ここで factor は、 −h オプションで説明

した「使用率」です。

−O time オペレーティングシステムの CPU 時間が time を超えているプロセスだけを表示しま

す。 −s を参照してください。

−C sec システム時間 + ユーザー時間の合計 CPU 時間が sec 秒を超えたプロセスだけを表示

します。

−I chars chars のカットオフ数値を超える数の文字を転送したプロセスだけを表示します。

−R prmgroup プロセスリソースグループ名または ID 番号で指定されるプロセスリソースグループ
prmgroup に属するプロセスのみを表示します。制約を参照してください。

警告
acctcom は終了したプロセスしかレポートしません。活動中のプロセスについては、 ps コマンド ( ps(1) を参

照) を使います。

time が現在のクロック時間を超えると、 time は、前日に起こったものと解釈されます。

アカウンティングフラグがクリアされるのは、プロセスが他のプロセスを実行するときではなく、プロセスが
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他のプロセスをフォークするときだけです。この副作用として、予期しないプロセスが # で印を付けられるこ

とがあります。

たとえば login コマンドを実行するには特権ユーザーでなければならず、ログインするユーザーが同一である

ことを確認し、アカウンティングフラグ内で ASU ビットを設定します (これによって、最終的に acctcom 出力

内の # 記号が生じます) ユーザーの同一性が確認されると、 login がユーザーのシェルを実行します。実行に

よって ASUフラグはクリアされないので、シェルがこれを継承し、 acctcom 出力中で # の印を付けます。

平均メモリーサイズは、 MAXINTを越える値では、オーバーフローすることがあります。

制約
HPプロセスリソースマネジャ

−P および −R オプションでは、オプションの HP プロセスリソースマネジャ (PRM) ソフトウェアがインス

トールされ、コンフィギュレーションされていなければなりません。 HP PRM のコンフィギュレーション方法

については prmconfig(1)、プロセスリソースグループの定義については prmconf (4) を参照してください。

ファイル
/etc/group

/etc/passwd

/var/adm/pacct

参照
ps(1), su(1), acct(1M), acctcms(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), fwtmp(1M), runacct(1M),

acct(2), wait(2), acct(4), utmp(4), signal(5)

HP Process Resource Manager: HP Process Resource Manager User’s Guide の prmconfig(1)、 prmconf(4)

標準準拠
acctcom: SVID2, SVID3
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名称
acctcon, acctcon1, acctcon2 −接続時間アカウンティング

構文
/usr/sbin/acct/acctcon [ options ]

/usr/sbin/acct/acctcon1 [ options ]

/usr/sbin/acct/acctcon2

説明
acctcon1 コマンドは、ログインセッションごとに、このコマンドの標準入力によるログインおよびログオフレ

コードシーケンスをレコードシーケンスに変換します。このコマンドの入力は、通常は /var/adm/wtmp または
/var/adm/wtmps からリダイレクトしなければなりません。このコマンドの出力は ASCII 形式で、デバイス、

ユーザー ID、ログイン名、プライム接続時間 (秒)、非プライム接続時間 (秒)、セッション開始時間 (数字)、

および開始日時を出力します。プライム接続時間は、休日以外の平日 (月曜日から金曜日) の特定のプライム帯

の接続時間として定義します。プライム帯の開始時刻と終了時刻および年間休日はファイル /etc/acct/holidays

に定義します。

acctcon2 は、 acctcon1 によって生成された一連のログインセッションレコードを入力として受け取り、それ

を総合アカウンティングレコードに変換します (acct(4) の tacct フォーマットを参照)。

acctcon は、 acctcon1 と acctcon2 の機能を１つのプログラムにまとめたものです。 acctcon1 と同じ入力フォー

マットを受け取って、 acctcon2 と同じ出力を書き出します。

acctcon1 には、以下の option があります。

-p 入力コマンドの入力のみをプリントします。回線名、ログイン名、および時間 (数字

形式と日時形式) がプリントされます。

-t acctcon1 ユーザーがログインする回線リストを保守します。このコマンドによる入力

が最後まで行われると、まだアクティブ状態である各回線のレコードを出力します。

このコマンドは、通常、現在のファイルを入力として仮定するため、進行中の各セッ

ションの終了時刻として現在の時刻を使用しますが、このコマンドに -t フラグを付け

ると、コマンドの入力のうちから最新の時刻を現在の時刻として使用します。このフ

ラグを付けることで、現在のファイル以外のファイルの適切な値を繰り返して使用で

きるようになります。

acctcon1 と acctcon には、以下の option があります。

-l file file 回線使用の要約として、回線名、使用時間 (分)、経過使用時間の比率、課金済み

セッション回数、ログイン回数、およびログオフ回数が書き込まれた file を作成しま

す。このファイルを参照すると、回線使用の調査、不良回線の識別、ソフトウェアや

ハードウェアの問題の発見に役立ちます。回線が切断されたり、 login を終了したり
(login(1) を参照)、およびログインシェルを終了したりするたびに、ログオフレコード

を生成します。そのためログオフ回数は、セッション数の３倍から４倍になることが
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よくあります。 init(1M) および utmp(4) を参照してください。

-o file この file には、アカウンティング期間全般にわたる記録として、開始時刻、終了時

刻、リブート回数、および日付変更回数が書き込まれます。

-W このオプションを指定すると、タイプが /var/adm/wtmps 内にあるレコードが、指定

した入力から読み込まれます。

例
これらのコマンドは通常、次に示すように使用します。ファイル ctmp は、 acctprc(1M) の項で説明されている

コマンドを使用する場合のみ作成されます。

acctcon1 -t -l lineuse -o reboots < wtmp | sort +1n +2 > ctmp

acctcon2 < ctmp | acctmerg > ctacct

または

acctcon -t -l lineuse -o reboots < wtmp | acctmerg > ctacct

-W オプションを指定した場合は、次のとおりです。

acctcon1 -W -t -l lineuse -o reboots < wtmps | sort +1n +2 > ctmp

acctcon2 < ctmp | acctmerg > ctacct

または

acctcon -W -t -l lineuse -o reboots < wtmps | acctmerg > ctacct

注記
ファイル wtmps は、 /var/adm/wtmps または、タイプが /var/adm/wtmps 内にあるレコードを含むファイルの

いずれかです。

警告
回線使用についてのレポートは、日付の変更によって混乱してしまいます。これは wtmpfix を使用して修正し

てください ( fwtmp(1M) を参照)。

ファイル
/var/adm/wtmp

/var/adm/wtmps

/etc/acct/holidays

参照
login(1), acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), fwtmp(1M), init(1M),

utmpd(1M), runacct(1M), acct(2), getbwent(3C), acct(4), utmp(4)

標準準拠
acctcon1: SVID2, SVID3

acctcon2: SVID2, SVID3
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名称
acctmerg − 総合アカウンティングファイルのマージまたは追加

構文
/usr/sbin/acct/acctmerg [ options ] [ file ] ...

説明
acctmerg は、標準入力を読み込みます。また、 tacct フォーマットのファイル (acct(4) を参照)、またはその
ASCII形式のファイルを最高 9ファイルまで読み込みます。さらに、このコマンドは、これらの入力をキー (通

常はユーザー IDとユーザー名) が同一のレコードでまとめてマージし、さらにこのキーの順で入力をソートで

きるようにします。

オプション
acctmerg には、以下のオプションがあります。

-a 出力を ASCII形式の tacct とします。

-i 入力ファイルを ASCII形式の tacct とします。

-p 入力に対する処理を行わずにプリントします。

-t 全入力を 1つにまとめたレコードを作成します。

-u ユーザー IDとユーザー名ではなく、ユーザー IDのみで要約を作成します。

-v 浮動小数点数の表記法をさらに正確に行う冗長 ASCII形式で出力します。

例
次の手順は、このフォーマットで保存されているファイルを「修復」するときに便利です。

acctmerg -v <file1 >file2

edit file2 as desired ...

acctmerg -i <file2 >file1

参照
acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), fwtmp(1M), runacct(1M), acct(2), acct(4),

utmp(4)

標準準拠
acctmerg: SVID2, SVID3
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名称
acctprc, acctprc1, acctprc2 −プロセスアカウント

構文
/usr/sbin/acct/acctprc

/usr/sbin/acct/acctprc1 [ ctmp ]

/usr/sbin/acct/acctprc2

説明
acctprc1 は、 acct(4) で説明されている形式で入力を読み込み、ユーザー IDに対応するログイン名を追加し、

さらに各プロセスごとにユーザー ID , ログイン名、プライムの CPU 使用時間 (10 ミリ秒単位)、非プライムの
CPU 使用時間 (10 ミリ秒単位)、および平均メモリーサイズ (メモリーセグメント単位) を記述した ASCII 形式

の行を書き出します。 ctmp を指定するときは、 acctcon(1M) で説明されている形式で、ログインセッション

をユーザー ID とログイン名の順でソートされた形のリストがこのファイルに記述されていなければなりませ

ん。このファイルを指定しない場合、このコマンドはパスワードファイルからログイン名を取得します。 ctmp

の情報は、ユーザー IDが同じでログイン名が異なるものを区別するのに便利です。

acctprc2 は acctprc1 で記述したフォームのレコードを読み取り、そのレコードをユーザー ID とログイン名の

順でソートして要約し、さらにその要約を総合アカウンティングレコードとして標準出力に書き出します。

acctprc は、 acctprc1 と acctprc2 の機能を組み合わせて１つのプログラムにしたものです。入力フォーマット

は acctprc1 と同じ (ただし ctmp 引き数は受け付けません) で、 acctprc2 と同じ出力を書き出します。

これらのコマンドは、次のように使用します。

acctprc1 ctmp < /var/adm/pacct | acctprc2 > ptacct

または

acctprc < /var/adm/pacct > ptacct

多言語化対応
環境変数

acctprc2 の出力で、ユーザー IDが同一のときにユーザー名をソートする順序を、 LC_COLLATE を使用して

設定することができます。

環境内に LC_COLLATE が指定されていない場合、または空の文字列が指定されている場合は、 LANG の値

がデフォルトとして使用されます。 LANG を指定しない場合、または空の文字列が指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、 acctprc2 は、多言語対応変数がすべての "C" に設定されている場合と同じように動作します (envi-

ron(5)を参照)。
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警告
通常どおりコマンドを実行する場合、ユーザー IDが同じで、ログイン名が異なるものを区別することはできま

すが、たとえば cron から実行するコマンドでは、うまく区別できません (cron(1M) を参照)。 acct(1M) 内の
acctwtmp プログラムを使用してコンソールでログインセッションを疑似的に実行すると、より正確な変換がで

きます。

平均的なメモリーサイズのメモリーセグメントは、特定のプロセッサ上の論理メモリーセグメント内のバイト

数を測定するときの単位になります。

平均メモリーサイズは、 MAXINTを越えた値ではオーバーフローすることがあります。

ファイル
/etc/passwd

参照
acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctsh(1M), cron(1M), fwtmp(1M), runacct(1M),

acct(2), acct(4), utmp(4)

標準準拠
acctprc1: SVID2, SVID3

acctprc2: SVID2, SVID3
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名称
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

構文
/usr/sbin/acct/chargefee login-name number

/usr/sbin/acct/ckpacct [ blocks ]

/usr/lib/acct/dodisk [ -o ] [ files ... ]

/usr/sbin/acct/lastlogin

/usr/sbin/acct/monacct number

/usr/sbin/acct/nulladm file

/usr/sbin/acct/prctmp

/usr/sbin/acct/prdaily [-l] [-c] [mmdd ]

/usr/sbin/acct/prtacct file [ heading ]

/usr/sbin/acct/shutacct [ reason ]

/usr/sbin/acct/startup

/usr/sbin/acct/turnacct on off switch

説明
chargefee 実行すると、1ユニットに number の値を乗じた値に相当する課金を login-name に対して行い

ます。レコードは /var/adm/fee に書き込まれ、夜間に他のアカウンティングレコードとマージ

されます。

ckpacct cron(1M) により起動しなければなりません。このコマンドは、 /var/adm/pacct のサイズを定

期的にチェックします。このサイズが blocks の値 (デフォルトは 1000) を超えた場合、引き数
switch の指定された turnacct が実行されます。 /var ファイルシステムの未使用ディスクブ

ロックの数が 500 未満になった場合、 ckpacct は引き数 off が指定された turnacct を実行し

て、プロセスアカウンティング レコードの収集を自動的に停止します。ブロックの数が 500

に戻ると、アカウンティングは再び有効になります。この機能は、 ckpacct が実行される頻度
(通常は cron によって実行される) にも依存します。

dodisk ディスクアカウンティング機能を実行するもので、 cron によって呼び出されます。デフォル

トでは、 /etc/fstab 内のスペシャルファイルがディスクアカウンティングの対象になります。
-o フラグが付いている場合は、ログインディレクトリを使用して低速のディスクアカウン

ティングを行います。 files には、ディスクアカウンティングを行う 1つ、または複数のファ

イルシステム名を指定します。 files を指定した場合は、指定したファイルシステムだけが

ディスクアカウンティングの対象になります。 -o フラグが付いている場合は、 files はマウン
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トされるファイルシステムのマウントポイントでなければなりません。省略されている場合

は、マウント可能なファイルシステムのスペシャルファイルの名称でなければなりません。

lastlogin 各ユーザーが最後にログインした日付が掲載されている /var/adm/acct/sum/loginlog をアップ

デートします。このコマンドは、 runacct によって実行されます ( runacct(1M) を参照)。

monacct 毎月 1回または各アカウンティング期間ごとに 1回実行するようにしてください。 number

は、何月か、またはどのアカウンティング期間かを示します。 number が指定されていない場

合は、デフォルトとして現在の月 (01 から 12) になります。このデフォルトは、毎月 1日に
cron によって monacct が実行されるときに利用できます。 monacct は、 /var/adm/acct/fiscal

内に要約ファイルを作成し、 /var/adm/acct/sum 内で要約ファイルを再起動します。

nulladm モード 664 で file を作成し、所有者とグループが確実に adm であるようにします。このコマ

ンドは、さまざまなアカウンティングシェルプロシージャから呼び出されます。

prctmp セッションレコードファイルをプリントするときに使用します (セッションレコードファイ

ルは通常、 acctcon1 が作成する /var/adm/acct/nite/ctmp です。( acctcon(1M) を参照)。

prdaily 前日のアカウンティングデータのレポートを作成します。このコマンドは runacct によって実

行されます ( runacct(1M) を参照)。このレポートは、 /var/adm/acct/sum/rprtmmdd にあります

が、ここで mmdd はレポートの月日です。当日のアカウンティングデータは、 prdaily と入力

するとプリントされます。それより以前の日のアカウンティングデータは、プリントしたい月

日を mmdd オプションで正確に指定すると、プリントされます。 -l フラグを付けると、特定

の月日の各ログインIDによる例外的な使用についてのレポートがプリントされます。毎回
monacct を実行するごとに、以前の日のアカウンティングデータは削除されるのでアクセス不

可能になります。 -c フラグは、当日のアカウンティングデータにだけ使用できるフラグです

が、これを付けると、コマンドによるリソースの例外的な使用についてのレポートがプリント

されます。

prtacct 総合アカウンティング (tacct) ファイルをどれでも作成し、プリントすることができます。

shutacct システムシャットダウン時に実行しなければならないコマンドです。このコマンドはプロセス

アカウンティングをオフにし、さらに ‘‘reason’’のレコードを /var/adm/wtmp に追加します。

startup システムが起動するたびに、アカウンティングをオンにするため、システム起動スクリプトに

よって呼び出されます。

turnacct プロセスアカウンティングをオンまたはオフにするための accton とのインタフェースです (

acct(1M) を参照 )。引き数 switch は、アカウンティングをオフにし、さらに現在の
/var/adm/pacct を /var/adm/pacctincr にある次の未使用の名称に移動してから、再びアカウン

ティングをオンします (incr は、 1 から始まる数字で、 pacct ファイルが 1つ増えるごとに 1

つ増えます)。 turnacct は、 ckpacct によって呼び出されるため、 cron の管理下にあり、
pacct を適切なサイズに保ちます。
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ファイル
/usr/sbin/acct このマニュアルの section (1M) にリストされているすべてのコマ

ンドアカウンティングが記述されています。
/var/adm/fee 料金の累計
/var/adm/acct/nite ワークディレクトリ
/var/adm/pacct プロセスアカウンティングごとに使用する現在のファイル
/var/adm/pacct* pacct が大きくなった場合、および毎日のアカウンティングプロ

シージャの実行中に使用されます。
/usr/sbin/acct/ptecms.awk コマンド名ごとに例外的使用の限界値が記述されています。
/usr/sbin/acct/ptelus.awk ログインIDごとに例外的使用の限界値が記述されています。
/var/adm/acct/sum 要約ディレクトリです。保存してください。
/var/adm/wtmp ログインおよびログオフに関する要約

参照
acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), cron(1M), diskusg(1M), fwtmp(1M),

runacct(1M), acct(2), acct(4), utmp(4)

標準準拠
chargefee: SVID2, SVID3

ckpacct: SVID2, SVID3

dodisk: SVID2, SVID3

lastlogin: SVID2, SVID3

monacct: SVID2, SVID3

prctmp: SVID2, SVID3

prdaily: SVID2, SVID3

prtacct: SVID2, SVID3

shutacct: SVID2, SVID3

startup: SVID2, SVID3

turnacct: SVID2, SVID3
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名称
AM60Srvr − ディスクアレイサーバデーモン

構文
/opt/hparray/bin

説明
AM60Srvr は、Array Manager 60 マネージメントソフトウェアのサーバ部分です。これは、ディスクアレイの

操作および性能をモニターし、ディスクアレイコマンドを実行しているクライアントからの外部要求を処理し

ます。 AM60Srvr がディスクアレイの性能およびステータスをモニターしてログを保存するので、クライアン

トはディスクアレイの構成を調べたり変更したりすることができます。

コマンド行ユーティリティーを使用してディスクアレイの管理を行うには、 AM60Srvr が実行中でなければな

りません。ホストの入出力は、 AM60Srvr とは独立しており、それが実行中であるかどうかに関わらず処理さ

れます。ディスクアレイの管理は重要であるため、システムのブート時には自動的に AM60Srvr が開始されま

す。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。

診断
AM60Srvr により検出されるディスクアレイステータスの重要な変化は、すべて、 /var/adm/syslog/syslog.log

に書き込まれます。これらのデータはディスクアレイ操作の履歴を残すもので、操作の追跡に使用できます。
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著者
AM60Srvr は、HP により開発されました。

ファイル
AM60Srvr の操作をサポートするファイルは次のとおりです。通常、これらのファイルは、 /opt/hpar-

ray/lib/nls/msg/C/内にあります。

AM60Srvr.cat メッセージカタログファイル

am60cl.cat すべてのコマンド行クライアント用のメッセージカタログファイル

fwerrcod.cat コマンド行クライアント用のメッセージカタログファイル

oemmsg01.cat OEM 固有のメッセージ用のメッセージカタログ

参照
amdsp(1M)、amcfg(1M)、amutil(1M)、amlog(1M)、ammgr(1M)
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名称
amcfg −ディスクアレイ上の LUN (論理ドライブ) 構成の管理

構文
amcfg -L cntrlrID:LUN -d channel:ID,channel:ID,...

{-r RAIDlevel [-c capacity] [-s SegmentSize] [-force]} [-V] [-?] ArrayID

amcfg -R cntrlrID:LUN -d channel:ID,channel:ID,...

{-r RAIDlevel [-c capacity] [-s SegmentSize] [-force]} [-V] [-?] ArrayID

amcfg -C -d channel:ID,channel:ID,... {-r RAIDlevel [-s SegmentSize]} [-V] [-?] ArrayID

amcfg -D LUN [-V] [-?] ArrayID

amcfg -M LUN -c cntrlrID [-V] [-?] ArrayID

説明
amcfg は、 ArrayID により識別されるディスクアレイ上の LUN 構成を管理します。管理項目としては、ディ

スクアレイ上にあるすべての LUNの作成、削除、置き換え、および、その所有権の割り当てが含まれます。

警告: LUN を削除すると、その LUN 上にあるすべてのデータが破壊されます。 LUN を削除する前に必要なす

べてのデータをバックアップしてください。

ディスクアレイを指定するために使用される ArrayID は、ディスクアレイのシリアル番号でもかまいません

し、ディスクアレイに名前が割り当てられている場合は名前でもかまいません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内では n:n という形式の数字の対で識別されます。最初の数字は、

ディスクモジュールを格納したエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (またはバス)

を示します。このチャネル番号は、アレイコントローラエンクロージャの背面に示されています。２番目の数

字は、ディスク モジュールの SCSI ID です。このSCSI ID は、ディスク モジュールが取り付けられているス

ロットにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が１でチャネル２にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
amcfg では、以下のオプションをサポートしています。

-c capacity 作成中の LUN の容量を指定します。容量は、値に適切な文字を付けることにより、

メガバイト (M) またはギガバイト (G) で指定することができます。文字を指定しない

場合のデフォルトは、ギガバイトになります。

デフォルトでは、LUN はすべてのディスクの使用可能な容量を割り当てられます。
LUN の容量としてより小さな値を指定することは可能ですが、結果的に未使用のディ

スク容量が発生します。 LUN に含まれない容量には、アクセス不能で、本質的に無

駄な容量となってしまいます。
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-C 指定したディスク、RAID レベル、およびストライプ セグメント サイズを使用して
LUN の容量を計算します。このコマンドは、実際の LUN 作成を行うわけではありま

せん。指定した値を使用して LUN が作成された場合に使用可能な容量を戻すだけで

す。

-d channel:ID,channel:ID

LUN に使用するディスクを指定します。複数のディスクを指定することができます。

それぞれのディスクはチャネル番号 (1-6) および SCSI ID (0-4、8-12) により指定され

ます。複数のディスクは、各ディスクの間にスペースを入れないで指定しなければな

りません。

高可用性を保証するために、異なるディスクエンクロージャのディスクを指定してく

ださい。こうすることで LUN はエンクロージャの障害から保護されます。

注記: RAID 0/1 LUN 用のディスクを選択する場合、ディスクを指定する順序が重要で

す。指定するディスクの前半はプライマリ データ ディスクになり、後半はミラー

ディスクになります。データの可用性を保持するためには、データディスクとは異な

るエンクロージャのディスクをミラー用に指定します。

たとえば、チャネル 1 にあるディスク エンクロージャとチャネル 2 にある別のディ

スクエンクロージャを使用して 4 ディスクの RAID 0/1 LUN を作成するものと仮定し

ます。 1:2、 1:3、 2:2、 2:3 という順序でディスクを指定すると、 1:2/2:2 および
1:3/2:3 というデータとミラー化された対が作成されることになります。こうすると、

データディスクがチャネル 1 に作成されミラーディスクがチャネル 2 に作成される

ので、可用性が保証されます。ところが、 1:2、 2:2、 1:3、および 2:3 という順序で

ディスクを指定すると、 1:2/1:3 および 2:2/2:3 というミラー化された対が作成される

ことになります。これでは、それぞれの対のデータ ディスクとミラー ディスクが同

じエンクロージャ内に作成されるので、LUN はエンクロージャの障害にさらされる

ことになります。

-D LUN LUN により指定される LUN を削除します。

-force 同じエンクロージャ内にある 2 つ以上のディスクを使用して LUN を作成できるよう

にします。このオプションにより、LUN バインドプロセス中に設計されている高可

用性のための保護を無効にできます。このオプションを使用すると、1 つのエンク

ロージャに複数個のディスクを指定できます。さらに、 このオプションを使用する

と、6 個よりも多くのディスクを含む RAID 5 LUN を作成することもできます。

-L cntrlrID:LUN LUN により指定される番号の LUNを作成します。この LUN は cntrlrID で指定される

コントローラにより所有されます。

-M LUN -c cntrlrID

LUN により指定される LUN の所有権を cntrlrID により指定されるコントローラに変

更します。
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-r RAIDlevel LUN に使用する RAID のレベルを指定します。指定できる RAID のレベルは 0、1、

および 5 です。複数のディスクを持つ RAID 1 を選択することにより、RAID 0/1 LUN

が作成されます。 RAID 0 は、ファームウェア HP07 以降でのみ、使用可能です。

注意: RAID 0 には、データの冗長化機能はありません。したがって、データ保護より

も性能が重要な場合にのみ使います。 RAID 0 LUN 内のディスクが 1 つでも故障する

と、LUN 内のすべてのデータが失われます。そのため、ハードウェア障害によって

失われては困るような重要なデータを格納する場合は、RAID 0 を使わないでくださ

い。

-R cntrlrID:LUN cntrlrID で指定されるコントローラ上の LUN で指定される番号の LUN の置き換え (

バインド解除および再バインド) を行います。

-s SegmentSize LUN に使用されるストライプセグメントサイズを指定します。ストライプセグメン

トサイズはキロバイトの単位で指定され、現在のキャッシュページサイズの設定値

の倍数でなければなりません。たとえば、キャッシュページサイズが 4 キロバイト

に設定されている場合、有効な設定値は4、8、16、64 などです。

-V 冗長モードは、コマンド実行、状態、および、ステータスの補足メッセージを表示し

ます。

-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。
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多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語設定を調べるこ

とができます。

戻り値
amcfg により以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。
3 サーバーへの通信中のタイムアウト。 AM60Srvr が実行中でない可能性があります。

診断
amcfg により以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage:amcfg { -L | -R } <CntrlrID>:<LUN>

-d <Channel:Id>[,<Channel:Id>...] -r <RAIDLevel>

[-c <Capacity>] [-s <SegmentSize>] [-force]

[-V] [-S] <ArrayID>

amcfg -C -d <Channel:Id>[,<Channel:Id>...]

-r <RAIDLevel> [-s <SegmentSize>]

[-V] [-S] <ArrayID>

amcfg -D <LUN> [-V] [-S] <ArrayID>

amcfg -M <LUN> -c <CntrlrID>

[-V] [-S] <ArrayID>

Extended help: amcfg -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。

amcfg: The <ArrayID> entered does not identify a known, supported array

指定した ArrayID が存在しないか、またはシステムと通信中でないデバイスを示しています。このア

レイが存在していて操作可能であることを確認してください。

amcfg: The specified controller is not physically installed.

存在しないかまたはアクセス不能なコントローラに対してそのコントローラ固有のコマンドが発行さ

れました。

amcfg: The specified LUN does not exist in this array.

指定したLUNが存在しません。
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amcfg: The capacity specified exceeds total available for disks.

LUN not created.

要求した容量が指定したディスクの使用可能な容量を超えています。

amcfg: Unknown capacity subscript: x

容量の単位指定文字としては、 M または G だけが認識されますが、代わりに x が検出されました。

正しい文字を付けてコマンドを再入力してください。

amcfg: Capacity must be >= 10 MB

10 MB よりも小さい容量の LUN を作成しようとしました。必要な最低限のサイズは 10 MB です。

もっと大きな容量を指定してコマンドを再発行してください。

amcfg: LUN already owned by specified controller

すでに LUN を所有しているコントローラにそのLUN の所有権を変更しようとしました。処理は行わ

れません。

amcfg: LUN 0 may not be deleted. Use -R option to replace LUN 0 instead.

LUN 0 を削除しようとしましたが、この操作は許可されていません。ただし、amcfg -R を使用すれば
LUN 0を再構成できます。処理は行われません。

amcfg: LUN’s owning controller not responding.

Check controller status or bind LUN to the other controller.

応答していないコントローラに LUNをバインドしようとしました。処理は行われません。

amcfg: LUN’s new owning controller not responding.

Check controller status or bind LUN to the other controller.

LUN の置き換え (バインド解除および再バインド) を行おうとしましたが、新しくその LUN を所有す

るコントローラが応答しません。処理は行われません。

amcfg: The specified operation cannot be performed

on a passive controller.

パッシブコントローラ上で LUNのバインドまたは置き換えを行おうとしました。

amcfg: Error in command execution, <Additional Error Info>:

<Error Info Decode>

デバイス エラー、内部エラー、またはシステム エラーによりコマンドが失敗しました。 Additional

Error Info および Error Info Decode フィールドにこの障害とその原因に関する詳細情報が記載されま

す。

amcfg: A RAID 5 LUN with more than one disk on a channel is not a

recommended high availability configuration. Use -force to override.

amcfg: A RAID 5 LUN with more than one disk in an enclosure is not
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a recommended high availability configuration. Use -force to override.

amcfg: A RAID 5 LUN with more than six disks in this array is not

a recommended high availability configuration. Use -force to override.

amcfg: A RAID 0/1 LUN with both mirrors residing on the same channel

is not a recommended high availability configuration. Use -force to override.

amcfg: A RAID 0/1 LUN with both mirrors residing in the same enclosure

is not a recommended high availability configuration. Use -force to override.

amcfg: A RAID 0/1 LUN may contain no more than 30 disks.

RAID 0/1 LUN 内でアレイがサポートするディスクの最大数を超えました。

amcfg: A RAID 5 LUN may contain no more than 20 disks.

RAID 5 LUN 内でアレイがサポートするディスクの最大数を超えました。

例
ディスクアレイ RACK_51 上に５ディスクの RAID 5 LUN をバインドします。このディスクアレイは、それぞ

れ固有のチャネルにある 5 つのディスクエンクロージャを含んでいます。この LUN の容量は、デフォルトで

これら 5 個のディスクの使用可能な総容量に設定します。この LUN は、コントローラ A により所有され、番

号 2 が割り当てられ、16 キロバイトのストライプセグメントサイズを使用します。高可用性を実現するため

にそれぞれのディスクが異なるエンクロージャにあること、個々のディスクパラメータの間にはスペースを指

定しないことに注意してください。

amcfg -L A:2 -d 1:1,2:2,3:1,4:4,5:3 -r 5 -s 16 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上に RAID 0/1 LUN をバインドします。この LUN は、コントローラ B により所有

され、番号 4 が割り当てられ、4 キロバイトのストライプセグメントサイズを使用します。選択したディスク

は別々のエンクロージャ内にミラー化された対 (1:3、2:3 および 1:4、2:4) を作成することに注意してくださ

い。これにより、高可用性が保持されます。 RAID 1 が指定されても、2 個を超えるディスクを含んでいるの

で、ディスクアレイはRAID 0/1 LUN を作成します。

amcfg -L B:4 -d 1:3,1:4,2:3,2:4 -r 1 -s 4 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上の 5 ディスクの RAID 5 LUN から使用可能な容量を計算します。

amcfg -C -d 1:2,2:2,3:2,4:6 -r 5 -s 32 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上の LUN 3を削除します。

amcfg -D 3 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上の LUN 0の所有権をコントローラ B に変更します。

amcfg -M 0 -c B RACK_51
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制約
このコマンドを実行するには、 AM60Srvr が稼動していなければなりません。 AM60Srvr(1M) を参照してくだ

さい。

著者
amcfg は HP により開発されました。

参照
amdsp(1M)、ammgr(1M)、amutil(1M)、amlog(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
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

構文
amdload -D { all | channel:ID,channel:ID,...} codefile ArrayID

amdload -C { all | cntrlrID} codefile ArrayID

amdload -S { all | channel,channel, ...} [-force] codefile ArrayID

amdload -i ArrayID

amdload -?

特記事項
ファームウェアのダウンロードを実行してもよいのは、サービスのトレーニングを受けた要員だけです。

ファームウェアのダウンロードは正しく行われないと、ディスクアレイまたはその構成要素が操作不能になる

可能性があります。

説明
amdload は、新しいファームウェアコードを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、または ArrayID により指定したディスク アレイ内のディスクにコピーします。この新しいコード

は、 codefile により指定されるファイル内に保存されます。

ディスクアレイを指定するために使用される ArrayID は、ディスクアレイのシリアル番号でもかまいません

し、ディスクアレイに名前が割り当てられている場合は名前でもかまいません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内では n:n という形式の数字の対で識別されます。最初の数字は、

ディスクモジュールを格納したエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (またはバス)

を示します。このチャネル番号は、アレイコントローラエンクロージャの背面に示されています。 2 番目の

数字は、ディスクモジュールの SCSI ID です。この SCSI ID は、ディスクモジュールが取り付けられている

スロットにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が 1 でチャネル 2 にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
amdload では、以下のオプションをサポートしています。

-C 新しいファームウェアをディスクアレイのコントローラにダウンロードします。この新し

いコードは、 codefile により指定されるファイル内に保存されます。

all オプションを指定すると、ファームウェアは両方のディスクアレイのコントローラにダ

ウンロードされます。
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cntrlrID オプションを指定すると、ファームウェアは指定したコントローラ (A または B)

にダウンロードされます。

コントローラ ファームウェアのファイルは、3 種類あります。ブートウェア、ファーム

ウェア、そして NVSRAM です。これらのファイルは正しい順序でダウンロードしなければ

なりません。ファームウェアをアップグレードする場合は、最初にブートウェア コード

ファイル、次にファームウェアコードファイル、最後に NVSRAM ファイルをダウンロー

ドしてください。ファームウェアを以前のバージョンに戻す (ダウングレード) 場合の正し

い順序は、最初にファームウェア、次にブートウェア、最後に NVSRAMです。

注記: バージョン HP07 以降のファームウェアは、ブートウェアと一緒に「パッケージ化さ

れた」1 つのファイルとして提供されます。したがって、パッケージ化されたファイルを最

初にダウンロードし、その後 NVSRAM ファイルをダウンロードしてください。この順序

は、アップグレードとダウングレードの両方の場合に、適用されます。

コードファイルの拡張子は、通常、以下のとおりです。

*.bwd ブートウェア
*.apd ファームウェア (または「アプウェア」)

*.dlp パッケージ化されたブートウェアとファームウェア
*.dl または *.dlp NVSRAM

-D 新しいファームウェアをディスクにダウンロードします。この新しいコードは codefile によ

り指定されるファイル内に保存されます。

all オプションを指定すると、ファームウェアはディスクアレイ上のすべてのディスクにダ

ウンロードされます。

channel:ID オプションを指定すると、ファームウェアは指定したディスクにダウンロードさ

れます。ディスクは、チャネル (1-6) および SCSI ID (0-4、8-12) により指定されます。

-i 指定したディスク アレイのハードウェア構成要素すべてに対するファームウェアのリビ

ジョンを表示します。

-S 新しいファームウェアをディスクシステムの BCC コントローラにダウンロードします。こ

の新しいコードは codefile により指定されるファイル内に保存されます。

all オプションを指定すると、ファームウェアはディスク アレイ上のディスク システムの
BCC コントローラすべてにダウンロードされます。

channel オプションを指定すると、ファームウェアは指定したディスクシステムにのみダウ

ンロードされます。ディスク システムは、チャネル (1-6) により指定されます。ファーム

ウェアは、ディスクシステム上の両方の BCC コントローラにダウンロードされます。

-force オプションを指定すると、ディスクの最適でない状態が無視されます。
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-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2)

システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語の設定値を調べ

ることができます。

戻り値
amdload により以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。
3 サーバーへの通信中のタイムアウト。 AM60Srvr が実行中でない可能性があります。

診断
amdload により以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage: amdload -D {all | Chan:ID,Chan:ID,...} <codefile> <ArrayID>

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 3 − Hewlett-Packard Company Section 1M-33



amdload(1M) amdload(1M)

amdload -C { all | <cntrlrID> } codefile <ArrayID>

amdload -S { all | <Chan>,<Chan>,...} [-force] <codefile> <ArrayID>

amdload -i <ArrayID>

Extended help: amdload -?

amdload -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。

amdload: Arg out of range

引き数の 1 つが最大または最小のサイズを超えているか、あるいは形式が間違っています。それぞれ

の引き数のサイズおよび形式を調べてください。

amdload: The <ArrayID> entered does not identify a known, supported array

指定した ArrayID が存在しないか、またはシステムと通信中でないデバイスを示しています。このア

レイが存在していて操作可能であることを確認してください。

amdload: Firmware download has been aborted.

Disk <disk> does not exist in the subsystem.

指定したディスクがサブシステム内に存在しません。すべてのディスクが物理的に存在していること

を確認しながら、ディスクのリストを再入力してください。存在しないチャネルに対しても同様の

メッセージが表示されます。

amdload: Firmware download has been aborted.

There is more than one type of disk mechanism among

the disks selected for update.

特定のファームウェア ファイルは、1 種類のディスク機構に対してだけ有効です。このメッセージ

は、アップデートのために選択したディスクが複数種類の機構である場合に表示されます。 1 種類の

機構のディスクだけを含めるようにして、ディスクのリストを再入力してください。

amdload: The disk <disk> was repeated in your list.

Re-enter the command, listing each item once.

このメッセージは、入力リスト内でディスクまたはチャネルが繰り返して指定された場合に表示され

ます。必ず、各項目の指定は 1 度だけにしてください。

amdload: Firmware download has been aborted.

LUN <lun> is not in an Optimal state. Wait until all LUNs are in

an Optimal state before attempting further firmware downloads.

LUN が最適状態になってからでなければ、ディスクまたはアレイコントローラのダウンロードを行う

ことはできません。このメッセージは、ダウンロードの前に LUN が最適状態でない場合、またはディ

スクのダウンロードの間に LUNが最適でない状態に入った場合に表示されます。

amdload: Error in command execution, <Additional Error Info>:
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<Error Info Decode>

デバイス エラー、内部エラー、またはシステム エラーによりコマンドが失敗しました。 Additional

Error Info および Error Info Decode フィールドにこの障害とその原因に関する詳細情報が記載されてい

ます。

例
新しいファームウェアをファイル coderev2.1 からディスクアレイ RACK_51 上の両コントローラにダウンロー

ドします。

amdload -C all coderev2.1 RACK_51

新しいファームウェアをファイル diskrev3.2 からディスクアレイ RACK_51 内の指定したディスク (チャネル
6、SCSI ID 2 とチャネル 6、SCSI ID 4) にダウンロードします。

amdload -D 6:2,6:4 diskrev3.2 RACK_51

新しいファームウェアをファイル bccrev14 からディスクアレイ RACK_51 上のすべてのディスクシステムの
BCC コントローラにダウンロードします。

amdload -S all bccrev14 RACK_51

制約
このコマンドを実行するには、 AM60Srvr が稼動していなければなりません。 AM60Srvr(1M) を参照してくだ

さい。

著者
amdload は HP により開発されました。

参照
amdsp(1M)、amcfg(1M)、amutil(1M)、amlog(1M)、ammgr(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
amdsp −ディスクアレイのステータスおよび操作構成の表示

構文
amdsp [ -l [LUN ] | -g | -d | -c | -s | -h | -a | -A | -r ] [-V] [-S] [-?] ArrayID

amdsp -p [-V] [-S] [-?] DeviceFile

amdsp -i [-V] [-S] [-?]

amdsp -R [-V] [-?]

説明
amdsp は、 ArrayID により指定されるディスクアレイのステータスおよび構成情報を表示します。 amdsp を

使用すると、論理構成、物理構成、および現在のステータスをすべて表示できます。ホストにより認識される

すべてのディスクアレイのリストを表示することもできます。

ディスクアレイを指定するために使用される ArrayID は、ディスクアレイのシリアル番号でもかまいません

し、ディスクアレイに名前が割り当てられている場合は名前でもかまいません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内では n:n という形式の数字の対で識別されます。最初の数字は、

ディスクモジュールを格納したエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (またはバス)

を示します。このチャネル番号は、アレイコントローラエンクロージャの背面に示されています。 2 番目の数

字は、ディスクモジュールの SCSI ID です。このSCSI ID は、ディスクモジュールが取り付けられているス

ロットにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が 1 でチャネル 2 にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
amdsp では、以下のオプションをサポートしています。

オプションなし ディスクアレイに関する概説を表示します。この中には、製品およびベンダー情報、

アレイのステータス、および、容量の利用状況が表示されます。

-a -c、-d、-g、 -h、-s、-l、および -r オプションにより記述されるすべての情報を表示

します。これは、ディスクアレイに関する構成およびステータス情報をすべて表示す

る手早い方法です。このオプションは、すべての LUN に関する情報を表示します。

-A サーバーと指定したディスクアレイとの間のインタフェースに関する情報を表示しま

す。

-c 両方のディスクアレイのコントローラおよび BCC ディスクシステムコントローラに

関する情報を表示します。
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-d アレイ内に取り付けられているすべてのディスクに関する情報を表示します。それぞ

れのディスクは、 channel:ID という形式の数字の対により指定されます。ディスクが

取り付けられているエンクロージャおよびスロットも表示されます。

-g ディスクグループ情報を表示します。ディスクアレイ上の各ディスクグループごとに

情報が表示されます。それぞれのLUN に対して 1 つのディスクグループがありま

す。

-h ディスクアレイのハードウェアに関する情報を表示します。この中には、ディスクア

レイ サブシステムおよび各ディスクシステム内のハードウェア構成要素が含まれま

す。

-i サーバーに現在接続され認識されているすべてのディスクの ID を表示します。ディ

スクアレイに名前が割り当てられている場合は、その名前も表示されます。このオプ

ションはデバイスに依存しないので、 ArrayID を使用しません。

-l [LUN] LUN により指定される LUN に関する情報を表示します。 LUN を指定しないと、

ディスクアレイ上のすべての LUN に関する情報が表示されます。

-p DeviceFile 指定したデバイスファイルに対応するコントローラのハードウェアパスの情報を表示

します。

-r ディスクアレイ上で現在進行中の再構成すべての進捗を表示します。

-R ディスクアレイを再走査します。ホストは、サポートされているすべてのディスクア

レイを走査して現在のリストを更新します。新しいディスクアレイを追加したけれど

も、 -i オプションにより戻されたディスクアレイリスト内にそのディスクアレイがま

だ表示されない場合に、このオプションが役立ちます。

-s ディスクアレイの状態情報を表示します。この中には、ディスクアレイのキャッシュ

設定値が含まれます。

-S raw 出力の表示。データはコロンで区切った ASCII テキスト文字列として出力されま

す。 raw 出力形式については、このマンページの後半で説明します。

-V 冗長モードは、コマンド実行、状態、および、ステータスの補足メッセージを表示し

ます。

-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。
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コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語の設定値を調べ

ることができます。

戻り値
amdsp により以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。
3 サーバーへの通信中のタイムアウト。 AM60Srvr が実行中でない可能性があります。

診断
amdsp により以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage: amdsp [-l [LUN] | -d | -g | -c |

-s | -h | -r | -a | -A]

[-V] [-S] <ArrayID>

amdsp {-i | -R} [-V] [-S]

amdsp -p [-V] [-S] <DeviceFile>

Extended help: amdsp -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。
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amdsp: Arg out of range

引き数の 1 つが最大または最小のサイズを超えているか、あるいは形式が間違っています。それぞれ

の引き数のサイズおよび形式を調べてください。

amdsp: The <ArrayID> entered does not identify a known, supported array

指定した ArrayID が存在しないか、またはシステムと通信中でないデバイスを示しています。このア

レイが存在していて操作可能であることを確認してください。

amdsp: The specified controller is not physically installed.

存在しないかまたはアクセス不能なコントローラに対してそのコントローラ固有のコマンドが発行さ

れました。

amdsp: The specified LUN does not exist in this array.

指定した LUNが存在しません。

amdsp: No array controllers installed

ソフトウェアがアレイ内にインストールされているコントローラを認識することができませんでし

た。これは、コントローラの障害またはケーブル接続の問題による可能性があります。問題を修正し

てコマンドを再発行してください。

amdsp: No controller hardware path was found for the given device file

存在しないかまたはアクセス不能なコントローラに対してそのコントローラ固有のコマンドが発行さ

れました。

amdsp: Error in command execution, <Additional Error Info>:

<Error Info Decode>

デバイスエラー、内部エラー、またはシステムエラーによりコマンドが失敗しました。 Additional

Error Info および Error Info Decode フィールドにこの障害とその原因に関する詳細情報が記載されま

す。

例
ディスクアレイ RACK_51 に関する概説を表示します。

amdsp RACK_51

RACK_51 という名前のディスクアレイ上の LUN 2に関する情報を表示します。

amdsp -l 2 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上のすべての LUNに関する情報を表示します。

amdsp -l RACK_51

RACK_51 という名前のディスクアレイ内に取り付けられているすべてのディスクに関する情報を表示しま

す。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 4  − Hewlett-Packard Company Section 1M-39



amdsp(1M) amdsp(1M)

amdsp -d RACK_51

ホストにより認識されるすべてのディスクアレイのシリアル番号をリストします。

amdsp -i

raw出力フォーマット
それぞれの表示オプションごとに raw 出力のテキスト文字列の内容を記載します。 -a オプションは、 -l、-d、
-c、 -s、-g、-A、 -r、および -h オプションにより表示される個々の文字列から構成されることに注意してく

ださい。簡単化のため、論理式を評価する際、 TRUE=1 および FALSE=0 としています。

オプション raw 出力の説明

オプションなし D:VendorID:ProductID:ArrayID:ServerName:ArrayType:

MfgProdCode:PhysCapacity:LUNCapacity:

HotSpareCapacity:UnallocatedCapacity:ArrayState:

ArrayAlias

先頭の D は、この出力をデフォルト (D)のレコードとして識別するための文字です。

LUN 容量を除くすべての容量は、GB が単位です。ただし、 1GB=1024ˆ3バイトです。 LUN

容量は raw 出力モードでは常に、MB が単位です。ただし、 1MB=1024ˆ2バイトです。

-c 各ディスクアレイのコントローラに関する出力は次のとおりです。

C:Subsystem:CntrlrID:CompState:CntrlrMode:Quiesced:VendorID:

ModelNum:SerNumber:FWRevision:BootRevision:HPRev:LoopID:ALPA:

PreferredALPA:CntrlrDate:CntrlrTime:CacheBattAge:ArrayID:

NVRAMChecksum

各ディスクエンクロージャのコントローラに関する出力は次のとおりです。

C:Subsystem:CntrlrID:CompState:CntrlrMode:Quiesced:VendorID:

ModelNum:SerNumber:FWRevision:EncSerNum:EncID:SubsysChannel:

SubsysScsiID:ThumbwheelSetting:CntrlrDate:CntrlrTime:

CacheBattAge:ArrayID

先頭の C は、この出力をコントローラ (C) レコードとして識別するための文字です。

上記は、インストールされている各コントローラに対して表示されます。最初に記載した種類

のレコードは、値が 0 の各 Subsystem に対して表示されます。その後に記載した種類のレ

コードは、Subsystem が 0 よりも大きい場合に表示されます。

Quiesced は、コントローラが静止しているかどうかを示す論理フィールドです。

CntrlrMode、 Quiesced、 CntrlrDate、 CntrlrTime、および CacheBattAge は、 Subsystem が 0 (

アレイコントローラエンクロージャ) である場合にだけ定義されます。それ以外の場合は未定
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義になります。

EncSerNum は、ディスクサブシステムエンクロージャのシリアル番号です。

CntrlrTime は、 HH :MM :SS という形式のコロンで区切られたフィールドです。

CompState が GOOD (1) でない場合、または、 CntrlrMode が FAILED (4) の場合には、残りの

フィールド内の情報は未定義であるかまたは存在しません。

ALPA および PreferredALPA は16進数で表示されます。

CacheBattAge は、キャッシュバッテリーが最後にリセットされてから時間を日数 (もっとも近

い 90 日に丸めて) で表しています。

-d 取り付けられている各ディスクに関する出力は次のとおりです。

PD:Channel:ID:EnclosureID:SlotID:DiskState:DiskGroupID:DGType:

Capacity:Manufacturer:Model:FWRevision:SerialNum:ArrayID

または

PD:Channel:ID:EnclosureID:SlotID:DiskState:DiskGroupID:DGType:

Capacity:Manufacturer:Model:FWRevision:SerialNum:ArrayID: SparedChannel:SparedID

先頭の PD は、この出力を物理ディスク (PD) レコードとして識別するための文字です。

上記のレコードは、各ディスクスロットごと表示されます。 LUN にバインドされた後取り外

されたり、あるいは、ホットスペアとして割り当てられた後取り外されたディスクの場合、
Manufacturer、 Model、 FWRevision および SerialNum フィールドは未定義になります。

取り外され割り当てられていないディスクには、PD レコードはありません。

容量は、最も近い GB に丸められて GB の単位で表示されます。

DGType が 1 (ホットスペア) である場合、および、このディスクが現在別のディスクのスペア

である場合には、このディスクをスペアとしているディスクのチャネルおよび SCSI ID を示

す２つのフィールドが余分に表示されます。

-g 1 つまたは複数の LUNレコードが、以下のフォーマットで表示されます。

G:VendorID:ProductID:DiskGroupID:DGType: NumLUns:LUN...:RemCapacity:RAI-

DLevel:SegmentSize:nDisks: Channel-ID,Channel-ID...:ArrayID

先頭の G は、この出力をディスクグループ (G)レコードとして識別するための文字です。

それぞれのディスクグループごとに上記のフィールドが表示されます。

DGType が 1 または 2 の場合には、 NumLUNs、 LUN、 RemCapacity、 RAIDLevel、および
SegmentSize のフィールドが未定義となります。
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raw 出力の場合、容量は常に MB の単位で表されることに注意してください。

-h １つまたは複数の「構成要素状態レコード」が、以下のフォーマットで表示されます。

H:VendorID:ProductID:SubSystem:CntrlrAStatus:CntrlrBStatus:

PS1Status:PS2Status:Fan1Status:Fan2Status:TsensorStatus: BattStatus:EncSerNum:ArrayID

または

H:VendorID:ProductID:SubSystem:CntrlrAStatus:CntrlrBStatus:

PwrSupplyAStatus:PwrSupplyBStatus:FanAStatus:FanBStatus:

TsensorStatus:BattStatus:EncSerNum:ArrayID

先頭の H は、この出力をハードウェアステータス (H) レコードとして識別するための文字で

す。

SubSystem が 0 よりも大きい (ディスクエンクロージャ) 場合、 BattStatus は未定義になりま

す。

SubSystem が 0 よりも大きい (ディスクエンクロージャ) 場合、電源とファンは、1 および 2

ではなく A および B として示されます。ディスクエンクロージャの電源の左から右への向き

はアレイコントローラの電源の向きとは一致しません。

EncSerNum は、ディスクエンクロージャのシリアル番号で、 SubSystem が 0 よりも大きい場

合にだけ定義されます。それ以外の場合は、未定義となります。

-i 次の出力には指定したそれぞれのディスクアレイごとに (ArrayID:Alias) という個々のフィー

ルドが含まれます。

I:ArrayID:Alias:ArrayID:Alias:...

先頭の I は、この出力を識別 (I)レコードとして識別するための文字です。

-l L:VendorID:ProductID:LunNumber:Present:LunState:

CacheState:Capacity:Owner:RaidLevel:SegmentSize:

DiskGroup:nDisks:Channel-ID,Channel-ID,...:ArrayID:

CME:CWOB:RCD:WCA:RCA:IsUtm:UtmLunState

先頭の L は、この出力を LUN (L) レコードとして識別するための文字です。

Present は論理値で、LUNが構成されている場合は TRUE、それ以外の場合は FALSE です。

オプションを一切指定しないと、構成済みおよび未構成の両方の LUN すべてに対して上記の

出力が表示されます。

CacheState は、上位ビットが LUN を所有するコントローラの論理値 CacheMirroringActive

(CMA) 状態で、下位ビットがコントローラの論理値 WriteCacheEnabled (WCE) 状態を示す 2

ビットのフィールドです。
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CME (Cache Mirroring Enabled) 、 CWOB (Cache Without Batteries) 、 RCD (Read Cache

Disabled)、 WCA (Write Cache Active)、および RCA (Read Cache Active) は、キャッシュパラ

メータの状態を示します。

raw 出力内に表示される容量は、常に MB の単位で表示されます。ただし、 1MB=1024ˆ2 バ

イトです。

IsUtm は、現在の LUN が UTM (Universal Transport Mechanism) かどうかを示す論理値です。
IsUtm が TRUE (1) の場合は、 VendorID、 ProductID、 LunNumber、 Present、および UtmLun-

State フィールドも有効です。残りのフィールドは、未定義です。

IsUtm が TRUE (1) の場合、 UtmLunState は、UTM 仕様書で定義されている UTM LUN のス

テータスを示します。

nDisks が "0" の場合は、ドライブリスト (Chan-ID、Chan-ID、...)も "0" になります。

-p P:CntrlrID:SerNumber:ArrayID

P:AltCntrlrID:AltSerNumber:ArrayID

先頭の P は、この出力をハードウェアパス (P) レコードとして識別するための文字です。

最初のハードウェアパスレコードは、指定したデバイスファイルに対応するコントローラのも

のです。 2 番目のレコードは、代替コントローラのものです。代替コントローラが存在しな

い場合は、シリアル番号は 0 となります。

-r R:VendorID:ProductID:CntrlrID:LUN:RebuildProgress:Freq:

Amt:ArrayID

先頭の R は、この出力を LUN再構築 (R) レコードとして識別するための文字です。

再構築レコードは、現在再構築を行っているそれぞれの LUN ごとに 1 つずつ戻されます。再

構築を行っている LUNがない場合には、レコードは戻されません。

上記の RebuildProgress は、完了の割合です。

Fr eq は、10 分の 1 秒の単位で表した再構築の頻度です。

Amt は、ブロック数で表した 1 回の rebuild コマンド当たりの再構築の量です。

-s S:VendorID:ProductID:ValidData-A:ValidData-B:

CacheBlkSize-A:CacheBlkSize-B:CacheFlushThresh-A:

acheFlushThresh-B:CacheFlushLim-A:CacheFlushLim-B:

CacheSize-A:CacheSize-B:ArrayState:ArrayID

先頭の S は、この出力をアレイ状態 (S) レコードとして識別するための文字です。

制約
このコマンドを実行するには、 AM60Srvr が稼動していなければなりません。 AM60Srvr(1M) を参照してくだ

さい。
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著者
amdsp は HP により開発されました。

参照
ammgr(1M)、amcfg(1M)、amutil(1M)、amlog(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
amfmt − ディスクのフォーマット化、サポートされていません。

説明
amfmt コマンドは、データに有害なコマンドなので、サポートされていません。この amfmt コマンドを実行

しようとすると、データが破壊される可能性があります。

著者
amfmtは、HP により開発されました。

参照
ammgr(1M)、amutil(1M)、amcfg(1M)、amdsp(1M)、amlog(1M)、amdload(1M)、 AM60Srvr(1M)
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名称
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

構文
amlog [-s StartTime] [-e EndTime] [-t <RecordType[,RecordType...]>] [-c] [-d LogDir] [-S]

[-V] [-a ArrayID]

amlog -?

説明
amlog は、ホストにより維持されているディスクアレイコントローラのログの内容を表示します。これらのロ

グには、ディスクアレイの診断および不具合の究明と対策に有効な情報が含まれています。ホストはそれぞれ

のディスクアレイごとの記録内容を含む複数のログファイルを維持しています。

ディスクアレイを指定するために使用される ArrayID は、ディスクアレイ ID でなければなりません。別名は

ログ内に記録されないので、別名を使用することはできません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内では n:n という形式の数字の対を使用して識別されます。最初の

数字は、ディスクモジュールのあるエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (または

バス) を示します。このチャネル番号は、アレイコントローラのエンクロージャの背面に示されています。 2

番目の数字は、ディスクモジュールの SCSI ID です。この SCSI ID は、ディスクモジュールが取り付けられ

ているスロットにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が 1 でチャネル 2 にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
amlog では、以下のオプションをサポートしています。

-a ArrayID ログを表示する特定のディスクアレイを指定します。デフォルトの場合、すべての

ディスクアレイに関するログが表示されます。

-c メジャーイベントログの出力を、優先順位がクリティカルなイベントだけに制限しま

す。このオプションは、オプション -t mel と同時に指定しないと、無視されます。

-d LogDir ログディレクトリのパス名を指定します。デフォルトは /var/opt/hparray/log です。

-e EndTime 終了日付および時刻を指定します。これよりも新しい日付および時刻のロギング レ

コードは表示されません。デフォルトは、最新のロギングレコードの日時です。これ

は、 StartTime と同じフォーマットを使用します。

-s StartTime 開始日付および時刻を指定します。これよりも以前の日付および時刻のロギング レ

コードは表示されません。デフォルトは、最も古いロギングレコードの日時です。日

付および時刻を入力するフォーマットは、 MMddhhmm[yy] です。それぞれの意味は

次のとおりです。
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MM = 月 (01-12)

dd = 日 (01-31)

hh = 時 (00-23)

mm = 分 (00-59)

yy = 年 (00-99) [任意指定]。 90 よりも前の年は 2000 + YY として解釈されます。

-S raw 出力の表示。データはコロンで区切った ASCII テキスト文字列として出力されま

す。raw 出力フォーマットについては後で説明します。

-t RecordType 表示されるログレコードタイプを指定します。有効なレコードタイプは、 ctrlr (コン

トローラログセンス) と mel (メジャーイベントログ) です。特に指定しないと、 ctrlr

が選択されます。メジャーイベントロギングは、バージョン HP07 以降のファーム

ウェアで使用できます。

-V 詳細な情報を出力します。表示されるデータは「加工されていない」メジャーイベン

トログデータであり、その解釈には、MEL 仕様書を参照する必要があります。この

オプションは、オプション -t mel. と同時に指定しないと、無視されます。

-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。
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多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語の設定値を調べ

ることができます。

AM60_MAX_LOG_SIZE_MB は、ディスクアレイログファイル用に割り当てるストレージの最大サイズを (メ

ガバイト単位で) 定義します。ログファイルは、個別のファイルとしてそれぞれ /var/opt/hparray/log に格納さ

れます。ログファイルは、ストレージの使用量が最大指定値を超えるまで、すべて保持されます。ログファイ

ルを新しく追加することで最大値を超える場合は、新しいファイルを保存するために、古いファイルから削除

されます (FIFO)。

この変数の有効な範囲は、100 ～ 4096 (100 ～ 4 GB) です。この範囲以外の値を指定すると、その値は無視さ

れ、デフォルトの値が使われます。割り当てられるログストレージ領域のデフォルト値は、100 MB です。こ

の値を設定する際は、 /var ファイルシステムにログファイルを収容できるだけの十分なスペースがあることを

確認してください。この確認を怠ると、ファイルシステムがログファイルによってオーバーフローする可能性

があります。

戻り値
amlog により以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。

診断
amlog により以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage: amlog [-s <StartTime>] [-e <EndTime>]

[-t <RecordType[,RecordType...]>] [-c]

[-d <LogDir>] [-S] [-V] [-a <ArrayID>]

Extended help: amlog -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。

例
ディスクアレイ 000200A0B805E798 に関するコントローラログを表示します。 99 年６月１日以降に入力され

たログ記録内容を表示します。

amlog -s 0601000099 -a 000200A0B805E798

ホスト上のすべてのディスクアレイに関するコントローラ ログを表示します。デフォルトの設定値を使用し

て、すべてのログ記録内容を表示します。
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amlog

raw出力フォーマット
ログ記録内容の raw 出力のテキスト文字列の内容は、次のとおりです。

デフォルトのログ出力
AL:LogFilename:AddSenAvailable:SenseDate:SenseTime:FRUCode:

FRUCodeQual:SK:ASC:ASCQ:ArrayID:LogDate:LogTime:LUN

開始時から終了時までの間の１つのログ記録内容について 1 レコードが表示されます。

LogFilename はレコードが見つかったサーバーログファイルの名前です。

先頭の AL は、この出力を AM60のログ (AL) レコードとして識別するための文字です。

AddSenAvailable は、 SenseDate、 SenseTime および FRUCodeQual がこれらのフィールドを生成する SCSI のセ

ンスデータから使用可能であるかどうかを示す論理値です。 FALSE (0) の場合には、これらのフィールドは未

定義となります。

SenseDate および SenseTime が記録されたイベントの時刻に一致するのに対して、 LogDate および LogTime は

そのイベントがログファイルに書き込まれた時刻に一致します。 SenseDate のフォーマットが MMDDYY であ

るのに対して、 LogDate のフォーマットは MMDDYYYY です。 SenseTime および LogTime のフォーマットは
HHMMSSです。

SCSI のセンスデータフィールドである FRUCode、 SK、 ASC、ASCQ、は、１バイトの 16 進数です。 FRU-

CodeQual フィールドは 2 バイトの 16 進数です。

LUNフィールドは、センスデータの LUN情報が正しいときにだけ、出力に追加されます。

メジャーイベントログ出力
AM:LogFilename:ArrayID:LogMonth:LogDay:LogYear:LogHour:LogMin:

LogSec:SeqNum:EventType:EventMonth:EventDay:EventYear:

EventHour:EventMin:EventSec:EventCategory:CompType:

LocationValid:CompLocation:EventPriority:SK:ASC:ASCQ:FRUCode:

FRUCodeQual:LUN

開始時から終了時までに記録されたログが、エントリーごとに 1 レコードとして表示されます。

LogFilename はレコードが見つかったサーバーログファイルの名前です。

先頭の文字列 AM は、この出力が AM60の LOGレコードであることを表す文字です。

Log* はタイムスタンプで、このイベントがログファイルに書き込まれた時間を示します。

Event* はタイムスタンプで、このイベントが発生した時間を示します。

LocationValid は、 CompLocation フィールドの値が有効かどうかを示す論理値です。
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LocationValid が TRUE (1) の場合、 CompLocation はエンクロージャとスロットを示します (ただし、スロット

はその情報がある場合だけ)。それ以外の場合は、このフィールドの内容は無効です。エンクロージャとスロッ

トの両方が示される場合は、コンマで区切られます。 CompType フィールドは、 CompLocation フィールドにス

ロット番号が含まれているかどうかを示します。

SK、 ASC、および ASCQ は、それぞれが 1 バイトの SCSI センスデータで、16 進数で表されます。

-c オプションを指定すると、 EventPriority が CRITICAL の MEL イベントだけが表示されます。

最後の 3 つのフィールド (FRUCode、 FRUCodeQual、および LUN ) は、 EventType が 0x3101 (非同期イベント

通知、つまり AEN ) のときだけ、表示されます。 FRUCode と FRUCodeQual は、それぞれ 1 バイトと 2 バイ

トの 16 進数で示されます。 LUN フィールドは、AEN センスデータ内に正しい LUN 情報が含まれている場合

にだけ、表示されます。

制約
このコマンドに対する制約はありません。

著者
amlog は HP により開発されました。

参照
amdsp(1M)、amcfg(1M)、amutil(1M)、ammgr(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
ammgr − ディスクアレイの動作特性の管理

構文
ammgr -D ArrayAlias [-V] [-?] ArrayID

ammgr [Options] [-V] [-?] ArrayID

説明
ammgr は、ディスクアレイの動作を制御するために使用される設定値へのアクセスを行うことにより、ディス

クアレイの動作特性を管理します。ほとんどの場合、これらの設定値がディスクアレイ全体の動作を制御しま

す。つまり、ディスクアレイ上のすべての LUN は、このコマンドを使用して行われる変更により影響を受け

ます。パリティ走査だけが例外であり、これは指定した LUN にのみ影響を与えます。

ディスクアレイを指定するために使用される ArrayID は、ディスクアレイのシリアル番号でもかまいません

し、ディスクアレイに名前が割り当てられている場合は名前でもかまいません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内ではという形式の数字の対で識別されます。最初の数字は、ディ

スクモジュールを格納したエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (またはバス) を示

します。このチャネル番号は、アレイコントローラ エンクロージャの背面に示されています。 2 番目の数字

は、ディスクモジュールの SCSI ID です。このSCSI ID は、ディスクモジュールが取り付けられているスロッ

トにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が１でチャネル 2 にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
ammgrでは、以下のオプションをサポートしています。

-b バッテリー年齢をゼロにリセットします。バッテリーを替えたときには、この操作を

行う必要があります。

-c AA コントローラのモードをデュアルアクティブにします。

-d channel:ID アドレス channel:ID にあるディスクに対してホットスペアの役割を外します。ディス

クは、チャネル番号 (1 ～ 6) および SCSI ID (0 ～ 4、8 ～ 12) により指定されます。

-D ArrayAlias ArrayAlias により指定されるテキスト文字列をディスクアレイに割り当てます。この

名前は、コマンドを実行するときにこのディスクアレイを指定するための別のメカニ

ズムです。名前は、長さが 16 文字までで、英字、数字、シャープ記号 (#)、および、

アンダースコア (_)、およびピリオド (.) を含むことができます。

大きなシステム内でのディスクアレイの指定を容易にするために、さまざまな方法で

ディスク名を使用することができます。たとえば、ラックおよびそのラック内の棚の

位置に番号を割り当てることにより、適切な別名を使用してそれぞれのディスクアレ
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イを一意的に指定することができます。あるラックに 12 という番号が割り当てられ

ている場合、そのラックの棚 3 に取り付けられているディスクアレイは、12_03 とい

う別名を使用して指定することができます。この方法により、保守を必要とするディ

スクアレイを簡単に探し出せます。

-h channel:ID ホットスペアの役割をアドレス channel:ID にあるディスクに割り当てます。ディスク

は、チャネル番号 (1 ～ 6) および SCSI ID (0 ～ 4、8 ～ 12) により指定されます。

-H LUN 指定した LUN 上で現在実行中のパリティ走査を中断します。指定した LUN 上でパリ

ティ走査が実行中でない場合は、その LUN に対して最後に完了したパリティ走査の

ステータスを消去します。

-L cntrlrID:percent

cntrlrID により指定されるコントローラのキャッシュ初期化制限を percent により指定

した数値に設定します。書き込みキャッシュページをディスク媒体に排出していると

きに、指定された割合に到達すると、初期化動作は停止されます。この値は、現在の

キャッシュ初期化のしきい値の割合として表されます。

-p {4|16} キャッシュのページサイズを 4 KB または 16 KB に設定します。このキャッシュの

ページサイズは両方のディスクアレイコントローラに設定されます。注記: 存在する

すべての LUN のセグメントサイズが 16 KB の倍数でなければ、キャッシュのページ

サイズを 16 KB に設定することはできません。

-P LUN 指定した LUN上でパリティ走査を実行します。

注記: パリティ走査中にエラーが検出された場合は、ただちに HP サービス担当者に

連絡をとることをお勧めします。パリティエラーが発生するということは、そのディ

スクアレイのハードウェアの潜在的な問題を示している可能性があります。

-s LUN 指定した LUN 上で実行中のパリティ走査のステータスを表示します。最後のステー

タスは、 -H オプションを使用して消去するまで、表示されたままになります。

-t 両方のディスクアレイコントローラの日付およびタイムスタンプをホストのスタンプ

と一致させるように設定します。

-T cntrlrID:percent

cntrlrID により指定されるコントローラのキャッシュ初期化のしきい値を percent によ

り指定される値に設定します。書き込みキャッシュの内容が指定された割合に到達す

ると、ページがディスク媒体に排出 (書き込み) されます。

-V 冗長モードは、コマンド実行、状態、および、ステータスの補足メッセージを表示し

ます。

-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。
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セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。

writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語の設定値を調べ

ることができます。

戻り値
ammgrにより以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。
3 サーバーへの通信中のタイムアウト。 AM60Srvr が実行中でない可能性があります。

診断
ammgrにより以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage: ammgr {-D <ArrayAlias> | -b | -c AA |

-h <Channel:ID> | -d <Channel:ID> |

-T <CntrlrID>:<percent> |

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 3 − Hewlett-Packard Company Section 1M-53



ammgr(1M) ammgr(1M)

-L <CntrlrID>:<percent> |

-p <pagesize> | -P <LUN> |

-H <LUN> | -s <LUN> | -t }

[-V] [-S] <ArrayID>

Extended help: ammgr -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。

ammgr: Arg out of range

引き数の１つが最大または最小のサイズを超えているか、あるいは形式が間違っています。それぞれ

の引き数のサイズおよび形式を調べてください。

ammgr: The <ArrayID> entered does not identify a known, supported array

指定した ArrayID が存在しないか、またはシステムと通信中でないデバイスを示しています。このア

レイが存在していて操作可能であることを確認してください。

ammgr: The specified controller is not physically installed.

存在しないかまたはアクセス不能なコントローラに対してそのコントローラ固有のコマンドが発行さ

れました。

ammgr: The specified LUN does not exist in this array.

指定した LUNが存在しません。

ammgr: Invalid Array alias. Alias name characters must be

alphanumeric, pound (#), underscore (_), or dot (.)

<ArrayID> の構文が間違っています。

ammgr: Invalid array alias. Another array already has the specified alias.

既に指定した別名をホスト上の別のアレイが持っています。重複した別名は許可されません。

ammgr: Invalid array alias. Alias name cannot be longer

than 16 characters.

許可される最大文字数を超える別名を設定しようとしました。

ammgr: A parity scan is already in progress on the specified LUN.

既にパリティ走査が実行中の LUN上でパリティ走査を開始しようとしました。

ammgr: No parity scan in progress on the specified LUN.

パリティ走査が実行中でない LUN上でパリティ走査を中断しようとしました。

ammgr: Cache page size may not be set to 16 KB unless the segment

sizes of all existing LUNs are multiples of 16 KB.

要求したキャッシュページサイズが間違っています。既存の LUN のセグメントサイズは、要求した

キャッシュページサイズの倍数でなければなりません。
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ammgr: Error in command execution, <Additional Error Info>:

<Error Info Decode>

デバイスエラー、内部エラー、またはシステムエラーによりコマンドが実行できません。 Additional

Error Info および Error Info Decode フィールドにこの障害とその原因に関する詳細情報が記載されま

す。

例
ID 0000005EBD20 で指定されるディスクアレイに名前を割り当てます。ディスクアレイが取り付けられている

ラック (この例では 51)、およびディスクアレイがある棚の位置 (この例では 03) を指定する別名を使用しま

す。

ammgr -D RACK_51 0000005EBD20

チャネルが 3 で SCSI ID が 4 のディスクを使用するディスクアレイ RACK_51 にホットスペアを追加します。

ammgr -h 3:4 RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 上の LUN 1のパリティ走査を開始します。

ammgr -P 1 RACK_51

キャッシュ初期化のしきい値 80% をディスクアレイ RACK_51 上のコントローラ A に設定します。

ammgr -T A:80 RACK_51

制約
このコマンドを実行するには、 AM60Srvr が稼動していなければなりません。 AM60Srvr(1M) を参照してくだ

さい。

著者
ammgrは HP により開発されました。

参照
amdsp(1M)、amcfg(1M)、amutil(1M)、amlog(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
amutil −各種のディスクアレイ管理機能の制御

構文
amutil { [ -f channel:ID,channel:ID... ] | [ -F ] | [ -s ] | [ -R LUN -f Fr eq -a Amt ] |

[ -p ] | [ -l ] } [ -V ] ArrayID

amutil -?

説明
amutil は、 ArrayID により指定されるディスクアレイに関する各種の管理動作を制御します。ハードウェア構

成要素の位置の決定および再構成処理の管理は、 amutil を使用して行われます。

ArrayID は、ディスクアレイのシリアル番号でもかまいませんし、ディスクアレイに名前が割り当てられてい

る場合は名前でもかまいません。

ディスクモジュールの指定
ディスクモジュールは、Array Manager 60 内では n:n という形式の数字の対で識別されます。最初の数字は、

ディスクモジュールを格納したエンクロージャにアレイコントローラを接続する SCSI チャネル (またはバス)

を示します。このチャネル番号は、アレイコントローラエンクロージャの背面に示されています。 2 番目の

数字は、ディスクモジュールの SCSI ID です。このSCSI ID は、ディスクモジュールが取り付けられているス

ロットにより決まりますが、物理スロット番号 (0-9) と同じではありません。

たとえば、 2:1 という数字の対は、SCSI ID が 1 でチャネル 2 にあるディスクモジュールを示します。ディス

クモジュールの指定方法の詳細は、『 Disk Array FC/60 ユーザーガイド』を参照してください。

オプション
amutil では、以下のオプションをサポートしています。

-f channel:ID,channel:ID...

指定したディスクの黄色の LED を点灯させます。それぞれのディスクは channel:ID

により指定されます。 Channel:ID は、ディスクエンクロージャのチャネル番号 (1 ～
6) およびディスクの SCSI ID (0 ～ 4、8 ～ 12) により決まります。

-F ディスクアレイ内のディスクすべての黄色の LED を点灯させます。

-l サーバーのログファイルを初期化します。これは、現在のログ記録内容をディスクア

レイコントローラから取り出します。コントローラのログは、消去されます。

-p 最も古いログファイルを取り除きます (ログファイルを削除するとともに、ログファ

イルのカタログからそのエントリーを削除します )。ログファイルを削除するとき

は、必ず、このオプションを使ってください。ログファイルを削除するために rm の

ようなシステムコマンドを使うと、ログカタログのエラーの原因になります。
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-R LUN -f req -a Amt

指定した LUN の再構成の優先順位を設定します。 freq 値は、ディスクアレイが再構

成コマンドの実行を試みる頻度を指定します。この値は、10 分の 1 秒の単位で指定

され、1 から 50 まで、つまり、0.1 秒から 5.0 秒までを指定できます。設定値が低い

と、再構成コマンドが発行される頻度が増加するので、再構成の優先順位は高くなり

ますが、I/O パフォーマンスは下がります。設定値が高いと、再構成コマンドの頻度

は減少しますが、ホストの I/O への優先順位は高くなります。この設定値のデフォル

ト値は、1 つまり 0.1 秒です。

Amt 値は、一度に再構成されるブロックの数を指定します。この値には、1 から 64K

までを指定することができ、それぞれの再構成コマンド中に処理される 512 バイトの

ブロックの数を示します。この設定値が高いと、処理されるブロックの数が増加し

て、I/O パフォーマンスは下がります。この設定値が低いと、ホストの I/O への優先

順位が上がり、再構成の完了は遅れます。この設定値のデフォルトは、64 ブロックつ

まり 32 Kbyte のデータです。

-s ディスクアクティブランプの点灯を中止します。このオプションはすべてのディスク

の点灯を中止するために使用されます。

-V 冗長モードは、コマンド実行、状態、および、ステータスの補足メッセージを表示し

ます。

-? 詳細な使用法を表示します。このオプションは、他のオプションを無効にします。

セキュリティ構成
このコマンドは、すべてのセキュリティ構成に対応できます。

セキュリティに関する動作/制限
このコマンドの使用は、認可されたユーザーだけに限定されます。

コマンドの実行権限
このコマンドを正常に実行するには、 sysadmin 権限が必要です。

権限
このコマンドは、最低限の権限をサポートするように変更されています。このコマンドが所有する潜在的な権

限およびそれぞれの内容は、次のとおりです。

allowdacread デバイスへの任意読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowdacwrite デバイスへの任意書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacread デバイスへの強制読み取りアクセスを行うためにこの権限が必要です。

allowmacwrite デバイスへの強制書き込みアクセスを行うためにこの権限が必要です。

filesysops mknod(2) システムコールを正常に実行するためにこの権限が必要です。
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writeaudit このコマンドが固有の監査レコードを作成してシステムの監査ログに直接書き込みま

す。このコマンドが監査レコードを書き込むときにはいつでもこの権限が必要です。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。 locale(1) により、現在の言語設定を調べるこ

とができます。

戻り値
amutil により以下の値が戻されます。

0 正常終了
1 (I/O、サブシステム、セキュリティなどの) 実行中にエラーが発生しました。
2 コマンド構文のエラーが発生しました。たとえば、認識できないコマンド行オプションが指定さ

れました。
3 サーバーへの通信中のタイムアウト。 AM60Srvr が実行中でない可能性があります。

診断
amutil により以下のメッセージが生成される可能性があります。

Usage: amutil {-f <Channel:ID>[,<Channel:ID>...] |

-F | -l | -s |

-R <LUN> -f <Freq> -a <Amt>}

[-V] <ArrayID>}

amutil -p [-V]

Extended help: amutil -?

コマンド構文内でエラーが発生しました。必要な引き数をすべて指定してコマンドを再入力してくだ

さい。

amutil: Arg out of range

引き数の 1 つが最大または最小のサイズを超えているか、あるいは形式が間違っています。それぞれ

の引き数のサイズおよび形式を調べてください。

amutil: The <ArrayID> entered does not identify a known, supported array

指定した ArrayID が存在しないか、またはシステムと通信中でないデバイスを示しています。このア

レイが存在していて操作可能であることを確認してください。

amutil: The specified controller is not physically installed.

存在しないかまたはアクセス不能なコントローラに対してそのコントローラ固有のコマンドが発行さ

れました。

amutil: The specified LUN does not exist in this array.

指定したLUNが存在しません。
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amutil: Error in command execution, <Additional Error Info>:

<Error Info Decode>

デバイスエラー、内部エラー、またはシステムエラーによりコマンドが実行できません。 Additional

Error Info および Error Info Decode フィールドにこの障害とその原因に関する詳細情報が記載されま

す。

例
ディスクアレイ RACK_51 内のディスクすべての黄色の LED を点灯させます。

amutil -F RACK_51

ディスクアレイ RACK_51 の黄色の LED の点灯を中止します。

amutil -s RACK_51

次の例は、再構成の優先順位の設定値を変更します。これは、再構成コマンドの頻度に５秒の値を割り当て、

ディスクアレイ RACK_51 の LUN 4 のデータブロック量に 16 ブロックを設定します。これは、ホストの I/O

の優先順位をデフォルトの設定値よりも高くします。

amutil -R 4 -f 50 -a 16 RACK_51

制約
このコマンドを実行するには、 AM60Srvr が稼動していなければなりません。 AM60Srvr(1M) を参照してくだ

さい。

著者
amutil は HP により開発されました。

参照
ammgr(1M)、amcfg(1M)、amdsp(1M)、amlog(1M)、AM60Srvr(1M)
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名称
arp −アドレス変換の表示と制御

構文
arp hostname

arp -a[n] [ system ]

arp -a[n] [ system [ core ] ] # PA のみ

arp [-d| -D] hostname

arp -f filename

arp -s hostname hw_address [temp] [pub] [rif rif_address]

arp −sfc hostname nport_id

説明
arp コマンドは、アドレス変換プロトコル (ARP) が使用する、インターネットからイーサネットおよびイン

ターネットからファイバーチャネルへのアドレス変換テーブルを表示および変更します。

オプション
arp には、以下のキー文字オプションがあります。

hostname hostname の現在の ARP エントリーを表示します。ホスト名は、ホスト名データベース
(hosts(4) を参照) になければなりません。または、インターネットの標準「ドット」記法で

表現された DARPAインターネットアドレスでなければなりません。

-a[n] カーネルファイル system (デフォルト /stand/vmunix) に基づいて、 /dev/kmem からテーブ

ルを読み取ることによって、現在の ARP エントリーをすべて表示します。 PA システムの

場合は、 core 引き数を指定すると、 /dev/kmem の代わりに、 core からテーブルが読み取

られます。 -an オプションの情報は -a オプションと同じですが、ネットワークアドレスが

シンボリックに表示されないという点が異なります。

-d hostname という名称のホストに、 ARP エントリーがある場合は、それを削除します。この

オプションを使用して、IP アドレスがローカルシステムのインタフェースである恒久的な
ARPエントリーを削除することはできません。

-D IP アドレスがローカルシステムのインタフェースである恒久的な ARP エントリーを削除し

ます (推奨しません)。このような ARP エントリーを削除すると、リモートマシンとのネッ

トワーク接続が切れたり、接続が制限されたりします。以後、ローカルシステムは、この
IP アドレスに対する ARP リクエストに応答しません。したがって、リモートシステムとの

通信は、ローカルシステムによって通信が開始された場合にのみ可能となります。このオ

プションの使用には、十分な注意が必要です。
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-f ファイル filename を読み取り、 ARP テーブルに複数のエントリーを設定します。このファ

イル内のファイバーチャネルのエントリーは以下の形式でなければなりません。

-sfchostname nport_id

ファイル内のその他のエントリーは以下の形式でなければなりません。

hostname hw_address

[temp]

[pub]

[rif

rif_address ]

引き数の意味は -s オプションの場合と同じです。

-s ハードウェアステーションアドレス hw_address を持った hostname という名称のホストに対

して、ARP エントリーを作成します。ハードウェアステーションアドレスは、６バイト
(16 進数) をコロンで区切って指定します。 hostname に ARP エントリーがすでにある場

合、既存エントリーが新しい情報で更新されます。

temp という語をコマンドに指定しない限り、エントリーは恒久的なものになります。

pub という語を指定すると、エントリーが有効になります。これは、ホストアドレスが独

自のものでなくても、 hostname への要求に応じて、このシステムが ARP サーバーとして

動作することを意味します。

rif という語は、トークンリングネットワークに使用するソース経路指定情報を指定しま

す。この情報を使用すれば、ユーザーはトークンリングパケットを伝送しなければならな

い特定のブリッジ経路を指定することができます。 rif_address は、最大 16 バイト (16 進

数) までをコロンで区切って指定します。

−sfc N_Port アドレス nport_id を持ち、 hostname という名前のファイバーチャネルホストのパー

マネントな ARP エントリーを作成します。 N_Port アドレスは、コロンで区切った３バイ

トの 16 進数で与えます。 hostname に対してすでに ARP エントリーが存在する場合は、既

存のエントリーが新しい情報によって更新されます。

-d, -D, -f, -s および -sfc オプションを使用するには、スーパーユーザー権限が必要です。

IPv6 については、近隣探索プロトコル (ndp(1M)) を参照してください。

著者
arp 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。

参照
ifconfig(1M)、 inet(3N)、 hosts(4)、 arp(7P)、 ndp(1M)
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名称
asecure −ワークステーションから音声機構へのアクセス制御

構文
/opt/audio/bin/asecure [-CdelP +h host -h host +p useri -p user +u user -u user+b host,user -b host,user]

説明
シリーズ 700 のワークステーションでは、音声機構は保護されているので、ローカルワークステーション上の

ユーザーだけが音声機構にアクセスできます。 asecure コマンドを使用してオーディオ機密保護を変更できま

す。このコマンドは、X ステーションには適用できません。X ステーションでは、音声機構に対するアクセス

は制限されていません。

オーディオ機密保護を変更するには、変更を行いたいローカルワークステーション上でルートになってから、

次のように asecure を使用してください。

/opt/audio/bin/asecure -C

システムがパスワードの入力を要求したら、意味のあるパスワードを入力してください。 asecure -C を実行す

ると、ASF (オーディオ機密保護ファイル) が作成されます。ASF には、どのホストおよびユーザーが Aサー

バーにアクセスできるか、および (スーパーユーザー以外の) どのユーザーが ASF を修正できるかを決める情

報が含まれています。

必要なら、このワークステーション上の音声機構へのアクセスの制限をなくすことができます。オーディオ機

密保護を解除するには、次のコマンドを実行してください。

/opt/audio/bin/asecure -d

また、機密保護を変更したい場合には、 asecure を使用して ASF 内の情報を変更してください (ASF はバイナ

リファイルなので、エディターを使ってこのファイルを編集するのはお勧めできません)。 asecure を使って、

次のような変更が行えます。

• リモートホストのすべてのクライアントが Aサーバーにアクセスできるようにする。

• 他のすべてのホストの特定ユーザーが Aサーバーにアクセスできるようにする。

• 特定ホストの特定ユーザーが Aサーバーにアクセスできるようにする。

• ASF の内容を変更しないで、アクセス管理を使用不能にして Aサーバーに対するアクセス制限を完

全になくす。

ASF の作成、再初期化、または内容変更の操作はすべて /var/adm/audio/asecure_log ファイルに記録されるの

で、ASFに対する変更を追跡できます。
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オプション
asecure は次のオプションをサポートします。

+b|-b host,user ホスト名、ユーザー名のペアを追加/削除します。これを実行できるのは、スーパー

ユーザーもしくは 特権ユーザーだけです。複数の ホスト名、ユーザー名のペアを、

空白で区切って指定できます。

+b または -b オプションを使用する場合には、少なくとも 1つのホスト名、ユーザー

名のペアを必ず指定しなければなりません。ペアの指定がないと、このオプションは

機能しません。

-C audio.sec というファイル名の ASF ファイルを新規に作成します。作成されるファイ

ル中のアクセスリストにはエントリーが 1つもなく、デフォルトのアクセス管理が使

用可能になります。この状態では、ホストマシン上のローカルユーザーだけが Aサー

バーにアクセスできます。 audio.sec というファイルが既に存在する場合には、その

ファイルの再初期化を行います。

このオプションを実行できるのは、スーパーユーザーだけです。このオプションは、

他のどのオプションとも一緒に指定することはできません。

このオプションを実行するには、パスワードの入力が必要です。これは ASF が秘密

裏に操作されるのを防ぐためで、これにより、ASF の内容が確実に保護されることに

なります。ASF を新規作成する場合にはパスワードの入力が必要で、作成される ASF

内にはそのパスワードを暗号化したものが保存されます。

ASF が既に存在する場合には、ASF 内に保存されているパスワードの入力が要求され

ます。入力したパスワードが ASF 内に保存されているパスワードと一致した場合に

は、ASFの再初期化が行われます。

-d Aサーバーに対するアクセス管理を使用不能にします。これにより、すべてのクライ

アントから Aサーバーに無制限にアクセスできるようになります。

-e Aサーバーに対するアクセス管理を使用可能にします。これにより、ASF 内にリスト

されているクライアントだけがアクセスできるようになります。この、アクセス管理

が使用可能な状態がデフォルトです。

+h|-h host 「すべての」ユーザーについて、ホスト名を追加/削除します。これを実行できるの

は、スーパーユーザーもしくは 特権ユーザーだけです。複数の ホスト名を、空白で

区切って指定できます。

-l ASF の内容をリストします。このオプションは、Aサーバーにアクセスできるホスト

名またはユーザー名、あるいはその両方の一覧を表示します。

-P audio.sec ファイル用のパスワードを変更します。これを実行できるのは、スーパー

ユーザーだけです。変更前のパスワードの入力を 1回、続いて新しいパスワードの入

力を 2回求められます。
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+p|-p user 特権ユーザーを追加/削除します。これを実行できるのはスーパーユーザーだけで、
ASF 作成時に指定したパスワードの入力が必要です (-C オプションを参照 )。特権

ユーザーの一覧を表示できるのはスーパーユーザーだけで、 -l オプションを使用しま

す。

+u|-u user 「すべての」ホストについて、ユーザー名を追加/削除します。これを実行できるの

は、スーパーユーザーまたは 特権ユーザーだけです。複数の ユーザー名を、空白で

区切って指定できます。

例
アクセスリストのエントリーを一覧表示する。

/opt/audio/bin/asecure -l

アクセス制御を使用不能にする。これにより、誰でも無制限に Aサーバーに接続できるようになる。

/opt/audio/bin/asecure -d

アクセスリスト中のすべてのユーザーに moonbeam ホストを追加する。アクセスリスト中のすべてのユーザー

から plutoホストを削除する。

/opt/audio/bin/asecure +h moonbeam -h pluto

アクセスリスト中の saturn および mercury というホストに comet というユーザーを追加する。

/opt/audio/bin/asecure +b saturn,comet mercury,comet

アクセスリスト中のすべてのホストに comet というユーザーを追加する。アクセスリスト中のすべてのホスト

から venus および neptune というユーザーを削除する。

/opt/audio/bin/asecure +u comet -u venus neptune

新しいアクセスリストを作成する。

/opt/audio/bin/asecure -C

著者
asecure は、 HPで開発されました。

ファイル
/var/opt/audio/asecure_log asecure ログパス名
/etc/opt/audio/audio.sec ASFパス名

参照
audio(5), asecure(1M), aserver(1M), attributes(1), convert(1), send_sound(1)

『 Using the Audio Developer’s Kit 』
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名称
Aserver − 音声サーバの起動

構文
/opt/audio/bin/Aserver -f

説明
Aserver コマンドは、HP-UX 音声サーバを起動します。このサーバは、音声ハードウェアを備えたシステムで

実行できます。どのシステムに音声ハードウェアが備わっているかは、 Audio(5) を参照してください。 -f オプ

ションを指定すると、音声サーバが強制的に起動されます。このオプションは、Aserver の起動に問題がある場

合に限り必要になります。

音声サーバ
「音声エディタ」などの音声ツールを使用する前に、システムまたはXステーションは Aserver という 2つの

音声サーバプロセスを実行していなければなりません。シリーズ 700 では、リモートプロシージャコールデー

モン (rpcd) も実行していなければなりません。

通常は、Aserver プロセスおよび rpcd は、システムがブートされると自動的に起動されます。ENTRIA または
ENVIZEX X ステーションで問題が発生した場合には、Xステーションのオーナーズマニュアルを参照してく

ださい。シリーズ 700 の音声ハードウェアについては、まず次のように入力することにより、 rpcd が実行中

かどうかを調べてください。

ps -e | grep rpcd

rpcd が実行中の場合には、次のような行が表示されます。

604 ? 0:36 rpcd

rpcd が実行中でない場合には、rpcd を再起動する方法について、HP 9000/DCE のドキュメントを参照してくだ

さい。 rpcd が実行中であることが確認できたら、次のように入力することにより、Aserver が実行中かどうか

を確認してください。

ps -e | grep Aserver

Aserver が実行中の場合には、2つの Aserver プロセスの存在を示す次のような 2行が表示されます。

1 ? 0:00 Aserver

224 ? 0:00 Aserver

Aserver が実行中でない場合には、ルートになって Aserver を次のように再起動してください。

/opt/audio/bin/Aserver

Aserver を起動できない場合には、次のようにこのコマンドに -fオプションを指定して実行してください。

/opt/audio/bin/Aserver -f
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ネットワークを介した音声の使用法
ワークステーションからネットワークを介して音声エディタおよび制御パネルを使用できます。ただし、その

リモートシステムで実際の再生および録音を行う場合に限ります。

ローカルワークステーション (または音声クライアント) は、どのシリーズ 700 システムでもかまいません。リ

モートシステム (または音声サーバ) は、音声ハードウェアを備えたシリーズ 700 またはXステーションで、
Aserver プロセスが実行中でなければなりません。さらに、サーバがワークステーションの場合には、リモート

クライアントからのアクセスを受け付けなければならず (asecure(1M) を参照)、 rpcd を実行していなければな

りません。

システムを音声クライアントにするには、 $HOME/.vueprofile ファイルを次のように修正して、 AUDIO 変数

を設定してください。

Kシェルおよび POSIXシェルの場合: AUDIO=system_name; export AUDIO

Cシェルの場合: setenv AUDIO system_name

system_name には、Aserver を実行しているワークステーションまたはXステーションを指定します。

AUDIO 変数が設定されていない場合、音声ライブラリは DISPLAY 変数によって定義されているシステム上の
Aserver を使用しようとします。 DISPLAY と AUDIO のどちらも設定されていない場合、ローカルマシン上の
Aserver が使用されます。

制約
音声サーバは、音声ハードウェアを備えたシステム上で実行しなければなりません。8MB の 705 システム用
HP-UXには音声ソフトウェアが含まれていないことに注意してください。

著者
音声サーバは、 HPで開発されました。

参照
audio(5), asecure(1M), attributes(1), convert(1), send_sound(1)

『Using the Audio Developer’s Kit』
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名称
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

構文
audevent [-P -p] [-F -f] [-E] [ [-e event ] ... ] [-S] [ [-s syscall ] ... ]

audevent [-l]

説明
audevent は、イベントまたはシステムコールの監査状態を変更または表示します。 event を使用して、特定の

自己監査コマンドに対応付けられている名称を指定します。 syscall を使用して、関連するシステムコールを選

択します。

-P, -p, -F, および -f のどれも指定しなかった場合、選択されたイベントまたはシステムコールの現在の状態が

表示されます。

-E オプションを指定する場合、イベントと一緒に -e オプションを指定すると重複してしまいます。 -S オプ

ションと -s オプションの場合も同様です。イベントの指定を省略すると、すべてのイベントが選択されます。

システムコールの指定を省略すると、選択したイベントに関連するシステムコールがすべて選択されます。

audevent はただちに有効になります。ただし、指定したイベントとシステムコールは、現在監査中のユーザー

が呼び出したときに限り監査されます (audusr(1M) を参照してください)。

-l を指定すると、有効なイベントとそれに関連するシステムコール (ある場合) のリストが表示されます。この

オプションは、 -e オプションと -s オプションのどちらを使えばよいか判断する場合に便利です。

注記: 監査されるシステムコールのセットと、それに対応する監査イベントは、HP-UX の進化にとも

なって頻繁に変更されます。監査システムが参照するシステムコール名は、通常は実際のシステム

コール名と一致していますが、いくつか例外があります。重要なものについては、「システムコール

名の例外的なマッピング」の項に記載しています。

監査状態を変更または表示できるのはスーパーユーザーだけです。

オプション
audevent は以下のようなオプションとコマンド行引き数を認識します。

-P 正常終了したイベントまたはシステムコールを監査します。

-p 正常終了したイベントまたはシステムコールは監査しません。

-F 失敗したイベントまたはシステムコールを監査します。

-f 失敗したイベントまたはシステムコールは監査しません。

-E 変更または表示の対象として、すべてのイベントを選択します。

-e event 変更または表示の対象として、 event を選択します。
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-S 変更または表示の対象として、すべてのシステムコールを選択します。

-s syscall 変更または表示の対象として、 syscall を選択します。

-l 有効なイベントとそれに関連するシステムコールのリストを表示します。このオプ

ションは、他のオプションと同時に指定しないでください。

以下に、有効な event のタイプまたはカテゴリをリストします。

create オブジェクトの作成。ファイルの作成、ディレクトリの作成、その他のオブジェクト

の作成などがあります。

delete オブジェクトの削除。ファイルの削除、ディレクトリの削除、その他のオブジェクト

の削除などがあります。

readdac 任意アクセス制御 (DAC)情報の読み込みイベント。

moddac 任意アクセス制御 (DAC)の変更イベント。

modaccess DAC 以外の変更イベント。

open オブジェクトのオープン。ファイルのオープン、その他のオブジェクトのオープンな

どがあります。

close オブジェクトのクローズ。ファイルのクローズ、その他のオブジェクトのクローズな

どがあります。

process プロセスの操作。

removable 着脱可能媒体イベント。たとえば、マウント、マウント解除などのイベントがありま

す。

login ログインとログアウトのイベントで、特定のシステムコールに関連していないもの。

admin すべての管理者イベントおよび特権イベント。

ipccreat プロセス間通信 (IPC) のオブジェクトの作成。

ipcopen IPC オブジェクトのオープン。

ipcclose IPC オブジェクトの削除。

ipcdgram IPC データグラムのトランザクション。

uevent1 ユーザー定義のイベント 1 (自己監査レコード用)

uevent2 ユーザー定義のイベント 2 (自己監査レコード用)

uevent3 ユーザー定義のイベント 3 (自己監査レコード用)
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システムコール名の例外的なマッピング
システムコール名の例外的なマッピングの中で、重要なものを以下に示します。

sem_open() は、 ksem_open() と呼ばれます。

sem_unlink() は、 ksem_unlink() と呼ばれます。

sem_close() は、 ksem_close() と呼ばれます。

gethostname()、
sethostname()、 uname()、 ustat()、 setuname() はすべて、監査システムでは utssys()

と呼ばれます。

警告
監査システムに対して行った変更はすべて、リブート時に失われます。

恒久的に変更するには、 /etc/rc.config.d/auditing 内の AUDEVENT_ARGS1、 AUDEVENT_ARGS2、または
AUDEVENT_ARGS3を設定します。

著者
audevent は、HP が開発しました。

参照
audisp(1M), audomon(1M), audsys(1M), audusr(1M), getevent(2), setevent(2), audit(4), audit(5)
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名称
audisp −パラメータの要求に応じた監査情報の表示

構文
audisp [ −u username ] [ −e eventname ] [ −c syscall ] [ −p ] [ −f ] [ −l ttyid ] [ −t start_time ]

[ −s stop_time ] [ −y2 −y4 ] audit_filename ...

説明
audisp は、指定された audit_filename 監査ファイルに入っている監査情報を分析して表示します。監査ファイ

ルは、時間の順に 1つの監査ログにマージされます。監査ログ全体が分析されますが、 audisp を使用すれば

ユーザーは、オプションを指定することによって、表示する情報を限定することができます。このコマンドの

使用は、特権ユーザーに限定されています。

指定がなかったオプションについては、制限がないものと解釈されます。例えば、 −u username オプションを

省略すると、その他に指定したオプションと矛盾しない限り、監査ログ内の全ユーザーの監査情報が表示され

ます。同様に、 −s stop_time を省略して −t start_time を指定すると、 start_time から始まってファイルの最後ま

で、すべての監査情報が表示されます。

オプションをなにも付けずに audisp だけを指定すると、監査ファイルの最初から最後まで、記録されている情

報のすべてが表示されます。

必須パラメータを省略してオプションだけを指定すると、エラーになります。例えば、 eventname を省略して
−e だけを指定すると、エラーメッセージが表示されます。

オプション
−u username 誰についての情報を表示するか、そのログイン名 (username) を指定します。 (username) を省

略すると、 audisp は監査ファイル内の全ユーザーについての監査情報を表示します。

−e eventname 指定されたイベントタイプの監査情報を表示します。定義されているイベントタイプは、
admin、 close、 create、 delete、 ipcclose、 ipccreat、 ipcdgram、 ipcopen、 login、
modaccess、 moddac、 open、 process、 readdac、 removable、 uevent1、 uevent2、および
uevent3 です (audevent(1M) を参照してください)。

−c syscall 指定されたシステムコールについての監査情報を表示します。

−p 監査ログに記録されたもので正常終了した操作だけを表示します。 username と eventname を

指定しても、異常終了したユーザーイベントは表示されません。

−p オプションと −f オプションは互いに排他的関係にあります。1コマンド行に両方を指定し

てはなりません。正常終了した操作と異常終了した操作の両方を表示したい場合は、 −p オプ

ションと −f オプションの両方を省略します。

−f 監査ログに記録されたもので異常終了した操作だけを表示します。

−l ttyid 監査ログに記録されたもので、指定された端末 (ttyid) 上で発生したすべての操作を表示しま

す。デフォルトでは、すべての端末上の操作を表示します。
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−t start_time mmddhhmm[yy] (月、日、時、分、年) の形式で指定された start_time 以降に発生した監査対象

操作をすべて表示します。指定された年が 70 よりも大きい場合、その年は 20 世紀であると

解釈されます。 70 以下の場合は、21 世紀であると解釈されます。年が省略されると、現在の

年を使用します。監査ログに記録されたもので、指定された時間より前に発生した操作は表示

しません。

−s stop_time mmddhhmm[yy] (月、日、時、分、年) の形式で指定された stop_time 以前に発生した監査対象

操作をすべて表示します。指定された年が 70 よりも大きい場合、その年は 20 世紀であると

解釈されます。 70 以下の場合は、21 世紀であると解釈されます。年が省略されると、現在の

年を使用します。監査ログに記録されたもので、指定された時間より後に発生した操作は表示

しません。

−y2 -y4 −y2 を指定すると年は 2 桁で表示され、 −y4 を指定すると 4 桁で表示されます。デフォルト

は、 −y2 です。ただし、 start_time と stop_time は 2 桁の数で指定しなければなりません。

著者
audisp は、HP で開発されました。

参照
audevent(1M), audit(4), audit(5)
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名称
audomon − 監査オーバフロー監視デーモン

構文
/usr/sbin/audomon [ −p fss ] [ −t sp_freq ] [ −w warning ] [ −v ] [ −o output_tty ]

説明
audomon は、現在の監査ファイルの容量と監査ファイルが存在するファイルシステムの容量を監視し、どちら

かが満杯に近くなると警告メッセージをプリントします。また、監査ファイルおよびファイルシステムを 2つ

の切替え点 FileSpaceSwitch (FSS) および AuditFileSwitch (AFS) と比較し、どちらかの点に達したら、監査記録を

バックアップ監査ファイル (使用可能な場合) に自動的に切り替えます。

FileSpaceSwitch (FSS)は、使用可能なディスク領域の合計のパーセンテージとして指定します。ファイルシステ

ムがこのパーセンテージに達すると、 audomon はバックアップ監査ファイルを捜します。バックアップファ

イルが使用可能な場合、記録は監査ファイルからバックアップファイルに切り替わります。

AuditFileSwitch (AFS) は、 (audsys(1M) を使用して) 監査ファイルのサイズで指定します。監査ファイルが、指

定されたサイズに達すると、 audomon はバックアップ監査ファイルを捜します。バックアップファイルが使

用可能な場合、記録は監査ファイルからバックアップファイルに切り替わります (このパラメータの使用法に

ついての詳細は、 audsys(1M) を参照してください)。

どちらかの切替え点に達しても使用可能なバックアップファイルがない場合、 audomon は警告メッセージを

出します。

audomon は、システムのブート時に (init(1M) 始動プロセスの一部として) /sbin/init.d/auditing が生成されるの

が普通です。いったん呼び出されると、 audomon は、定期的に休眠状態に入ったり「再起動」されたりしな

がら、監視を行います。なお、 audomon は、監査システムが使用禁止のときになにもメッセージを出さない

ことに注意してください。

audomon の使用は、特権ユーザーに限定されています。

オプション
−p fss 0 ～ 100 までの数字で、 FileSpaceSwitch を指定します。監査ファイルのファイルシステムの

空き領域が、 fss パーセントよりも少なくなると、 audomon はバックアップファイルを捜し

ます。バックアップファイルが使用可能なら、新しい監査ファイルとして指定されます。使用

可能なバックアップファイルがなければ、 audomon は警告メッセージを出します。

min_free に達する前に、切替えを確実に行うため、 fss パラメータは、ファイルシステムの
min_free パラメータよりも大きくなければなりません。デフォルトでは、 fss は 20パーセント

です。

−t sp_freq 起動切替え点の頻度が何分かを指定します。その他の時間の起動頻度は、 sp_freq と現在の監

査ファイルおよびファイルシステムの容量に基づいて算出されます。算出された起動頻度は、

切替え点より前の任意の時点では sp_freq よりも高くなります。監査ファイルまたはファイル

システムの空き領域のサイズが切替え点に近づくにつれ、起動頻度が sp_freq に近づきます。
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sp_freq は、任意の正の実数です。デフォルトでは、 sp_freq は 1 (分) です。

−w warning 切替え点の前に警告メッセージを送信することを指定します。 warning は、0 ～ 100 までの整

数です。 warning の値が大きいほど、切替え点により近づいた時点で警告メッセージが出され

ます。例えば、 warning = 50 を指定すると、切替え点に達する中間点で警告メッセージが送

信されます。 warning = 100 を指定すると、指定した切替え点に達した後に警告メッセージが

送信され、バックアップファイルの欠落により切替えは不可能になります。デフォルトでは、
warning は 90 です。

−v audomon をさらに冗長にします。このオプションを指定すると、 audomon は次の起動時間も

プリントします。

−o output_tty 警告メッセージの転送先の tty を指定します。デフォルトでは、警告メッセージはコンソール

に送信されます。なおこれは、監査システムの状態に関して audomon が生成した診断メッ

セージにだけあてはまります。 audomon の誤った使用によって生じたエラーメッセージは、

標準出力 (audomon が呼び出された) に転送されます。

警告
監査システムに対して行った変更はすべて、リブート時に失われます。恒久的に変更するには、 /etc/rc.con-

fig.d/auditing内の AUDOMON_ARGSを設定します。

著者
audomon は、HP が開発しました。

参照
audsys(1M), audit(5)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2  − Hewlett-Packard Company Section 1M-73



audsys(1M) audsys(1M)

名称
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

構文
audsys [ −nf ] [ − c file − s cafs ] [ − x file − z xafs ]

説明
audsys を使用すれば、ユーザーは監査システムを起動または停止することができます。また、監査システムの

「現在の」および「次の」監査ファイル (および切替えサイズ) を指定したり、監査システム状態情報を表示し

たりできます。このコマンドの使用は、スーパーユーザーに限定されています。

「現在の」監査ファイルは、監査システムが監査記録を書き込むファイルです。「現在の」ファイルの大きさ

が、Audit File Switch (AFS) サイズまたは File Space Switch (FSS) サイズ (audomon(1M) を参照) に達すると、監

査システムは書き込みを「次の」監査ファイルに切り替えます。監査システムは、「現在の」ファイル指示を

「次の」ファイルに設定し、新しい「次の」ファイルを NULL に設定することによって、監査ファイルを切り

替えます。「現在の」および「次の」ファイルはそれぞれ、別のファイルシステムにあってもかまいません。

引き数を指定して呼び出されると、 audsys は監査システムの状態を表示します。この状態には、監査のオンま

たはオフについての情報、「現在の」および「次の」監査ファイルの名称、および切替えサイズやファイルが

存在するファイルシステムのサイズをリストしたテーブル、切替えサイズやファイルシステムサイズをパーセ

ンテージで表現した空き領域などがあります。

オプション
audsys には、以下のオプションがあります。

−n 監査システムをオンにします。 −c や −x オプションで特に指定されていない限り、シ

ステムは既存の「現在の」および「次の」監査ファイルを使用します。「現在の」監

査ファイルがない場合 (監査システムを初めてインストールした場合など) は、 −c オ

プションを使用して監査ファイルを指定します。

−f 監査システムをオフにします。 −f オプションと −n オプションは互いに排他的な関係

にあります。 −f と一緒に指定された他のオプションは無視されます。

−c file 「現在の」ファイルを指定します。既存の「現在の」ファイルは、指定された file で

置き換えられます。監査システムはただちに新しい「現在の」ファイルに書き込みま

す。指定された file は、監査システムがすでに使用中の「現在の」ファイルまたは

「次の」ファイルでない限り、空でなければなりません。既存のファイルであっては

なりません。

−s cafs cafs, 「現在の」監査ファイルの切替えサイズ (KB 数) を指定します。

−x file 「次の」監査ファイルを指定します。既存の「次の」ファイルは、指定された file で

置き換えられます。指定された file は、監査システムがすでに使用中の「現在の」

ファイルまたは「次の」ファイルでない限り、空でなければなりません。既存のファ

イルであってはなりません。
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−z xafs xafs, 「次の」監査ファイルの切替えサイズ (KB 数) を指定します。

−c を指定して、 −x を省略すると、「現在の」監査ファイルだけが変更されます。既存の「次の」監査ファイ

ルはそのまま残ります。 −x を指定して、 −c を省略すると、「次の」監査ファイルだけが変更されます。既存

の「現在の」監査ファイルはそのまま残ります。

−c オプションを使用すれば、「次の」ファイルを新しい「現在の」ファイルに指定することによって、手動で

「現在の」ファイルから「次の」ファイルに切り替えることができます。この場合、指定したファイルが新し

い「現在の」ファイルになり、「次の」ファイルは NULL に設定されます。

次のファイルが不要な場合は、 −x オプションを使用して、既存の「現在の」ファイルを新しい「次の」ファ

イルに指定することによって、「次の」ファイルを NULL に設定することができます。

ユーザーは、所望の監査ファイル切替え (AFS) を収容できる十分な大きさのファイルシステム上に存在する監

査ファイルを選択するように注意しなければなりません。次の状況のいずれかが発生した場合、 audsys はゼロ

以外の状態コードを戻し、動作しません。

どちらかの監査ファイルに対して指定された監査ファイル切替えサイズ (AFS) が、そのファイルが存

在するファイルシステム上の空き領域を超える場合

どちらかの監査ファイルに対して指定された AFS サイズが、そのファイルの現在のサイズよりも小さ

い場合

どちらかの監査ファイルが、空きユーザー領域のないファイルシステム上に存在する場合 ( minfree を

超える場合、 tunefs(1M) を参照)

警告
監査システムに対して行った変更はすべて、リブート時に失われます。恒久的に変更するには、 /etc/rc.con-

fig.d/auditing 内の AUDITING、 PRI_AUDFILE、 PRI_SWITCH、 SEC_AUDFILE、および SEC_SWITCH

を設定します。

次のイベントが発生した場合は、ユーザープロセスはカーネル内でブロックされます。

• 現在の監査ファイルが置かれているファイルシステムが満杯になった場合

• 次の監査ファイルがないか、または次の監査ファイルが削除された場合

• ユーザープロセスが監査システムコールを呼び出した場合、または監査イベントを発生させた場合

デッドロックから回復させるためには、管理者がログインできるようにコンソールのセッションリーダーを抹

消します。そのため、重要なアプリケーションは、コンソールのセッションリーダーとして実行しないように

してください。

著者
audsys は、HP が開発しました。
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ファイル
/.secure/etc/audnames audsys が保守するファイルで、「現在の」および「次の」監査ファイルの

名称と切替えサイズが入っています。

参照
audit(5), audomon(1M), audctl(2), audwrite(2), audit(4), setsid(2)
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名称
audusr −監査対象ユーザーの選択

構文
audusr [ [-a user ] ... ] [ [-d user ] ... ] [-A -D]

説明
audusr を使用して、監査対象のまたは監査から除外する user を指定します。引き数を省略すると、 audusr は

それぞれのユーザーの監査設定を表示します。 audusr の使用は、スーパーユーザーに限定されています。

オプション
audusr には、以下のオプションがあります。

-a user 指定された user を監査します。指定された user が監査イベントまたはシステムコー

ルを実行すると、監査システムは、監査レコードを「現在の」監査ファイルに記録し

ます。 audevent を使用して、監査対象のイベントを指定します ( audevent(1M) を参照

してください)。

-d user 指定された user を監査しません。

-A すべてのユーザーを監査します。

-D どのユーザーも監査しません。

-A オプションと -D オプションは互いに排他的な関係にあります。すなわち、 -A を指定する場合、 -d は指定

できません。 -D を指定する場合、 -a は指定できません。

audusr で指定されたユーザーは、次のログインセッションから監査が開始され (または監査から除外され)、以

降の audusr 呼び出しで監査から除外されるまで、監査が続けられます。 audusr 呼び出し時にすでにシステム

にログインしていたユーザーは、影響を受けません。ただし、 audusr 呼び出し以降にログインしたユーザー

は、監査されます (または監査から除外されます)。

著者
audusr は、HP で開発されました。

ファイル
/tcb/files/auth/*/* ユーザーが監査されるかどうかを示すフラグが入っています。

参照
audevent(1M), setaudproc(2), audswitch(2), audwrite(2) audit(5).
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名称
authck −認証データベースの内部的一貫性のチェック

構文
authck [-p] [-t] [-a] [-v] [-d [ domainname ]]

説明
authck は、認証データベースの全コンポーネントについて、全体的構造および内部フィールドの一貫性を

チェックします。検出された問題をすべて報告します。このコマンドを実行できるのは、 superuser 特権を

持っているユーザーだけです。 pwck が -s オプション付きで使用されると、自動的に authck が -p オプション

付きで実行されます。

オプション
authck は、以下のオプションを認識し、次のようなテストを行います。

−p プロテクト付きパスワードデータベースをチェックします。まず、プロテクト付きパスワー

ドデータベースと /etc/passwd の完全性が検証されます (例えば、各エントリは必ず両方に含

まれることがチェックされます )。次に、プロテクト付きパスワードデータベースと
/etc/passwd の相互参照がチェックされ、一致することが確認されます。ただし、使用中のシ

ステム内に Nis+ が構成されている場合には、不一致を報告する前にパスワードテーブルも

チェックされます。これは、 /etc/passwd 内には存在しないけれども、 Nis+ passwd テーブル

だけでなくプロテクト付きパスワードデータベース内にも存在するユーザーについては不一

致として報告しないという意味です。その後、プロテクト付きパスワードデータベース内の

フィールドの値が適切かどうかチェックされます。例えば、過去のイベントの全タイムスタ

ンプがチェックされ、それらの時刻が time(2) から戻される時刻より前であることが確認され

ます。

−t ターミナル制御データベースのフィールドの値が適切かどうかがチェックされます。過去の

イベントの全タイムスタンプがチェックされ、それらの時刻が time(2) から戻される時刻より

前であることが確認されます。

−a −p オプションと −t オプションを一緒に使用した場合と等価な、簡略オプションです。

−v 処理の進行に伴って、実行中診断を出力します。普通でない条件を検出すると、警告を生成

します。ただしこれらの条件は、 login、パスワードおよび su プログラム中でプログラムエ

ラーの原因となるとは限りません。

−d プロテクト付きパスワードデータベースのエントリで、 Nis+ passwd テーブル内には存在し

ないものを削除します。 Nis+ ユーザーは /etc/passwd 内にはなくプロテクト付きパスワード

データベース内にあるエントリを持つ場合があります。つまり、このオプションは、親のな

いプロテクト付きパスワードデータベースのエントリを削除します。これらの親のないエン

トリは、削除された Nis+ ユーザーに対して存在していた可能性があります。任意指定の
domainname には passwd テーブルのために使用する希望の Nis+ ドメインを指定します。
domainname を指定しないと、ローカルドメインが使用されます。
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ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/tcb/files/auth/*/* プロテクト付きパスワードデータベース
/tcb/files/ttys ターミナル制御データベース
/tcb/files/auth/system/default システムデフォルトデータベース
/usr/sbin/authck

著者
SecureWare Inc.

参照
getprpwent(3), getprtcent(3), getprdfent(3), authcap(4)
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名称
automount − 自動マウントポイントのインストール

構文
/usr/sbin/automount [−f master-file] [−t duration] [−v]

説明
automount コマンドは、 autofs マウントポイントをインストールし、 automount マップを各マウントポイント

に結合するコマンドです。 autofs ファイルシステムはそのディレクトリへのアクセスを監視し、 automountd

デーモンに通知します (automountd(1M) を参照)。このデーモンはマップを使用してファイルシステムを配置

し、 autofs ファイルシステム内で参照される位置にマウントします。マップは、 /etc/auto_master マップまた

は直接マップ内のエントリーを使って autofs マウントに割り当てることができます。

ファイルシステムが適切な間隔 (デフォルトは 10 分) でアクセスされない場合、 automountd デーモンはファ

イルシステムのマウントを外します。

ファイル /etc/auto_master はすべての autofs マウントポイントの位置を決定します。デフォルトでは、この

ファイルに次のエントリーが含まれます。

# 自動マウンタのマスターマップ

#

/net −hosts −nosuid,soft,nobrowse

マスターファイル内の最初のフィールドは、 autofs マウントが行われるディレクトリを指定します。２つめの

フィールドは、そのディレクトリに結合される自動マウンタマップを指定します。さらに、エントリーの３つ

めのオプションフィールドでマウントオプションを指定できます。これらのオプションは、マウントオプショ

ンを明示的に指定しないマップ内のエントリーに使用されます。 automount コマンドは、通常、引き数を指定

せずに実行します。このコマンドは、 /etc/auto_master のエントリーを /etc/mnttab 内の autofs マウントの現在

のリストと比較し、 autofs マウントの追加、削除、または更新を行って、 /etc/mnttab の内容を最新の状態に

更新し、 /etc/auto_master の内容と一致するようにします。 automount コマンドは、ブート時にマスターマッ

プから autofs マウントをすべてインストールします。続いてこのコマンドを実行し、マスターマップまたは直

接マップ内の新しいエントリーに autofs マウントをインストールしたり、すでに削除されたエントリーに対し

てマウントを外したりできます。

auto_master マップなどの自動マウンタマップは、NIS または NIS+ を介して配付できます。ネームサービスス

イッチ構成ファイル /etc/nsswitch.confは、 automount コマンドがどこでマップを探すかを決定します。

オプション
−f master-file 初期化用のローカルマスターファイルを指定します。

−f オプションを指定して automount を実行する場合、指定されたマスターファイルが見つか

らないと、 /etc/auto_master マップがデフォルトのマスターファイルとして使用されます。
/etc/auto_master マップも見つからないと、NIS auto_master マップがデフォルトのマスター

ファイルとして使用されます。
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−t duration 使用されていないファイルシステムをマウントされたままにしておく時間 (持続期間) を秒単

位で指定します。デフォルトは 600 (10 分) です。

−v 冗長モード。 autofs のマウント、マウント解除、その他の一般情報を通知します。メッセー

ジは標準エラーに書き込まれます。

マップエントリーフォーマット
マップエントリー (マッピング) の基本書式を次に示します。

key [−mount-options] location...

key にはマウントするディレクトリの絶対パス名 (直接マップの場合)またはサブディレクトリの名前 (間接マッ

プの場合) を指定します。 mount-options にはマウントオプションをコンマで区切って指定します。 location に

は、マウントする元のディレクトリが存在するファイルシステムを指定します。単純な NFS マウントの場合、

使用可能なオプションは mount_nfs(1M) に定義されているとおりで、 location の書式は次のようになります。

host: pathname

host は、マウントするファイルシステムが存在するホストの名前です。 pathname は、マウントするディレク

トリのパス名です。

デフォルトのマウントオプションがマスターマップ内の３めのオプションフィールドで指定される場合には、

このオプションをマップ全体に適用することができます。これらのオプションは、マウントオプションを持た

ないマップエントリーにだけ適用されます。

複製ファイルシステム
複製 NFS ファイルシステムには、複数の location フィールドを指定できます。この場合、その情報は可用性を

高めるために使用されます。マウントするサーバーには、ソート順序に基づいて優先順位が最も高いものが選

ばれます。複製されたファイルシステムを分配して代替のサーバーを選択しない時は、autofs がマウントの状

態を監視していないことに注意してください。

使われるソート順序により、２番目の優先順位のサーバーを与えることのできるローカルサブネットの中で優

先順位が最も高いサーバーが決定されます。重み係数(下記を参照)が使われていない場合、同じぐらい遠くに

離れたサーバーの間では、応答時間はこの順序によって決まります。

もしも location のリストに NFS バージョン２プロトコルを使用するサーバーと NFS バージョン３プロトコル

を使用するサーバーがある場合、 automount は、同じプロトコルのサーバーだけを、リストから選び出しま

す。この選びだされるサーバーの集まりは、NFS バージョン３プロトコルのサーバーがリストに無いか、先に

述べた優先順位が最も高いサーバーが NFS バージョン２プロトコルでなければ、NFS バージョン３プロトコ

ルのサーバーで構成されます。

リスト内の各 location の pathname が同じ場合は、次に示すように、ホスト名をコンマで区切って指定し、
locationを１つだけ指定すればすみます。

hostname,hostname...: pathname

サーバーに対する要求には、サーバー名に加えられる重み係数 (カッコで囲まれた整数) を使用して重みを加え
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ることができます。重みを持たないサーバーは、無条件にゼロになります (選択される可能性が最も高くなり

ます)。値が大きくなるほど、選択される可能性が少なくなります。次に例を示します。

man −ro alpha,bravo,charlie(1),delta(4):/usr/share/man

この例では、優先順位が最も高いのはホスト alpha と bravo で、最も低いのはホスト delta です。

注記: 近い距離にあるサーバーが優先的に選択されます。上記の例では、サーバ delta がクライアントと同じ

ネットワークセグメント上に存在し、他のサーバーが別のネットワークセグメントに存在する場合に

は、 delta が選択されます (重み値は無視されます)。重みは、ネットワーク上で同じ距離にあるサー

バーの中から選択する場合にのみ有効となります。

各サーバーのエクスポートポイントが異なる場合でも、重みを適用できます。次に例を示します。

man -ro alpha:/usr/man bravo,charlie(1):/usr/share/man \

delta(3):/export/man

復帰改行文字をバックスラッシュ (\) でエスケープすれば、マッピングは複数の入力行にまたがって継続する

ことができます。コメントは番号記号 (#) で開始し、復帰改行文字で終了します。

マップキーの置換
アンパサンド (&) 記号は、その記号が存在するエントリーの key フィールドの値に展開されます。次の場合、

amy rowboatserver:/home/&

& は amyに展開されます。

ワイルドカードキー
アスタリスク (*) 記号は、 key フィールドで指定される場合、ワイルドカードとして認識されます。ワイルド

カードを使用したエントリーは、今まで一致しなかったすべての key に一致します。たとえば、次のエント

リーが /config の間接マップに出現する場合、

* &:/export/config/&

位置を次のように指定できる任意のリモートファイルシステムの /config で自動マウントできます。

hostname:/export/config/hostname

変数置換
クライアント固有の変数を、 automount マップ内で使用できます。たとえば、 $HOST がマップ内で出現した

場合、 automount は $HOST をクライアントのホスト名の現在の値に展開します。次に、サポートされる変数

を示します。

CPU プロセッサのタイプ。たとえば IA64。

HOST uname −n の出力。ホスト名。たとえば ro wboat。
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OSNAME uname −s の出力。 OS 名。たとえば HP-UX。

OSREL uname −r の出力。 OS リリース名。たとえば B.11.00。

OSVERS uname −v の出力。 OS バージョン。たとえば C。

リファレンスに隣の文字が付かないようにするため、変数名を中かっこ ({}) で囲みます。

複数のマウント
複数のマウントエントリーを指定する場合は、次の書式を使用します。

key [−mount-options] [ [mountpoint] [−mount-options] location...]...

最初のマウントに対しては、先頭の /[mountpoint] を省略できますが、それ以降のマウントでは必須です。オプ

ションの mountpoint は、 key という名前のディレクトリからの相対パス名となります。最初の指定で mount-

pointを省略した場合、 / (ルート) の mountpoint が暗黙で使用されます。

/srcの間接マップに対するエントリーを指定した場合、

beta −ro \

/ svr1,svr2:/export/src/beta \

/1.0 svr1,svr2:/export/src/beta/1.0 \

/1.0/man svr1,svr2:/export/src/beta/1.0/man

automount は、 /src/beta、 /src/beta/1.0、および /src/beta0/man を、 svr1 または svr2 のどちらか一方 (ホスト

が最も近い場所にあり、最初に応答する方) から、必要に応じて自動的にマウントします。

autofs マウントポイントは同じ階層構造に存在してはなりません。 automount を使用して、 autofs マウントポ

イントを別の autofs マウント内で作成することはできません。

他のタイプのファイルシステム
自動マウンタは、NFS マウントをデフォルトタイプのファイルシステムと見なします。他のタイプのファイル

システムは、 −fstype マウントオプションを使用して指定できます。このタイプのファイルシステムに固有の

他のマウントオプションが、 −fstype オプションと結合できます。 location フィールドには、各タイプのファ

イルシステムに固有の情報を含める必要があります。 location フィールドがスラッシュから始まる場合は、そ

の前にコロンを付ける必要があります。次に、CD ファイルシステムのマウントの例を示します。

cdrom −fstype=hsfs,ro :/dev/sr0

あるいは、 autofs マウントを実行するには次のように指定します。

src −fstype=autofs auto_src

マップ全体にマップのデフォルト設定として適用される場合は、CacheFS を使用したマウントが最も便利です
(cfsadmin(1M)を参照)。マスターマップ内の次のエントリーは、キャッシングされたホームディレクトリマウ

ントを示します。このエントリーは、キャッシュディレクトリのデフォルト位置を /cache と見なします。

/home auto_home −fstype=cachefs,backfstype=nfs
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間接マップ
間接マップを使用すると、 /etc/auto_master マップまたはコマンド行で指定されたディレクトリの下にマウン

トしたいサブディレクトリに対するマッピングを指定できます。間接マップでは、それぞれの key は、必要に

応じてマウントされる１つまたは複数のファイルシステムのサブディレクトリの名前から構成されます。

直接マップと間接マップのエントリーは、いつでも変更できます。 automountd が次にマップエントリーを使

用してマウントを行う場合には、新しい情報が使用されます。

直接マップ
直接マップ内のエントリーは、 autofs マウントポイントに直接結合されています。各 key は、 autofs マウント

ポイントの絶対パス名です。直接マップ全体としては、どのディレクトリにも結合されていません。

各ディレクトリマップエントリーは新しい autofs マウントとなるため、長時間このようなマップを行わないよ

うお勧めします。

ディレクトリに直接マップのマウントポイントが含まれる場合は、そのディレクトリで ls −l を実行すると、す

べての直接マップマウントが表示されます。

直接マップおよび間接マップのエントリーは、いつでも変更できます。 automountd が次にマップエントリー

を使用してマウントを行う場合には、新しい情報が使用されます。

マスターマップまたは直接マップに追加された新しいエントリーは、 automount コマンドが実行されてそれら

のエントリーが新しい autofs マウントポイントとしてインストールされるまでは使用できません。直接マップ

に追加された新しいエントリーは、すぐに使用できます。

インクルードマップ
別のマップの内容を、次の書式のエントリーを使用してマップにインクルードできます。

+mapname

mapname がスラッシュから始まる場合は、ローカルファイルのパス名とみなされます。それ以外の場合、次に

示すような /etc/nsswitch.conf 内の自動マウンタのエントリーに応じたネームサービススイッチのポリシーに

従ってマップの位置が決定されます。

automount: nis files

ネームサービスが files の場合、その名前は /etc 内のローカルファイルの名前とみなされます。インクルード

マップ内に検索対象の key が見つからない場合には、次のエントリーの検索が続行されます。

特殊マップ
2つの特殊マップ、 −hosts と −null を使用できます。 −hosts マップは、 /net ディレクトリと共に使用されま

す。このマップは、マップキーを NFS サーバーのホスト名とみなします。 automountd デーモンは、サーバー

のエクスポート済みファイルシステムの一覧からマップエントリーを動的に構築します。 /net/hermes の下位

ディレクトリへの参照では、 hermes ルートに相対的に、該当ディレクトリが参照されます。

コマンド行に −null マップを入力すると、指定したディレクトリに対する以前のマップが取り消されます。こ

の方法は、 +auto_master インクルードエントリーから継承されるエントリーを取り消す場合に
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/etc/auto_master マップで使用すると便利です。 −null エントリーを有効にするには、インクルードマップエン

トリーの前に挿入する必要があります。

実行可能マップ
ファイルパーミッションに実行ビットセットが設定されたローカルマップは、自動マウンタで実行され、引き

数として検索されるキーが与えられます。実行可能マップは、標準出力上の自動マウンタマップエントリーの

内容を返します。エントリーが決定できない場合は、何も返しません。直接マップを実行可能マップにするこ

とはできません。

構成と auto_masterマップ
automount は、引き数なしで実行されると autofs マウントポイントとそれらのマップの一覧をマスターマップ

から取得します。 automount は、まだマウントされていないすべての autofs マウントをマウントし、マスター

マップまたは直接マップから削除された autofs マウントをマウント解除します。

マスターマップの名前は auto_master とみなされ、その位置はネームサービススイッチポリシーによって決定

されます。通常、マスターマップは、最初ローカルファイル /etc/auto_master として配置されます。

ブラウズ
間接マップのブラウズによって、マウントされているかどうかに関わらずマウントすることのできるマップの

全てのマウントポイントを表示可能になります。 −nobrowse option can be added to any indirect autofs マップに設

定してブラウズを無効にすることができます。例を示します。

/net −hosts −nosuid,soft,nobrowse

この場合、マウントされた後、どのホスト名も /net の下にだけ表示されます。 −browse オプションは autofs

ファイルシステムのブラウズを可能にします。これは、全ての間接マップのデフォルトです。ただし、 −hosts

エントリに −nobrowse オプションを付ける事を推奨します。

間接マップに対応づけられた autofs ディレクトリの一覧は、マウントすることの出来る可能性があるエント

リーを示していますが、いったんファイルシステムがマウントされて実ファイルシステムの属性が表示される

まで、そのエントリーに示されている属性は一時的な値であることに注意してください。

ネットワーク情報サービス (NIS)とイエローページ (YP)
ネットワーク情報サービス (NIS) は、以前に Sun Yellow Pages (YP) と呼ばれていたものです。この２つの機能

は同じです。

戻り値
automount は、次の値を返します。

0 成功
1 失敗
3 マップが見つからない

著者
automount は Sun Microsystems, Inc.で開発されました。
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ファイル
/etc/auto_master マスター automount マップ

/etc/nsswitch.conf ネームサービススイッチ構成ファイル

/usr/sbin/automount autofs automount コマンド。

参照
automountd(1M), cfsadmin(1M), mount(1M)
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名称
automountd − autofs のマウント/アンマウントを行うデーモン

構文
automountd[−TvnL] [−D name=value]

説明
automountd は、 autofs ファイルシステムからのファイルシステムのマウントおよびアンマウント要求に応答

する RPC サーバです。これは、ローカルファイルまたはネームサービスマップを用いて、マウントするファ

イルシステムを探します。これらのマップについては automount コマンドで説明しています (automount(1M)

を参照)。

automountd デーモンは、 AUTOFS 変数が、 /etc/rc.config.d/nfsconf の中で 1 に設定されていれば、自動的に起

動されます。

オプション
−T トレース。 RPC 呼び出しをトレースして /var/adm/automount.log に記録します。

−v 冗長。ステータスメッセージを /var/adm/syslog/syslog.log に記録します。 −n 全 autofs マ

ウントポイントの探索を行ないません。このオプションは、ローカルホストの −browse

autofs オプションに優先されます。

−L ローカルホストへの全マウントを、デフォルトの LOFS ではなく NFS でマウントします。

高可用性システムの NFSマウントでは、このオプションが必要です。

−D name=value value を、指定された automount マップ置換変数に代入します。これらの代入は、マスタ

マップの auto_master の変数を置換するために使用することはできません。

トレース
automountd の実行中、 SIGUSR2 シグナルを automountd に送信して、トレースをオンにすることができま

す。これは、 /var/adm/automount.log にメッセージを記録します。トレースをオフにするには、再度 SIGUSR2

シグナルを送信します。

戻り値
automountd は、次の値を返します。

0 正常終了

1 異常終了

例
トレースをオンにするには、次のように入力します。

/usr/sbin/automountd -T

または
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automountd -T

トレースによって表示されるメッセージはありません。 /var/adm/automount.log で結果を調べてください。

警告
autofs で管理されているファイルシステムを手動でマウント/アンマウントしないでください。マウント/アン

マウント操作が正常に完了したように見えても、 autofs が管理しているファイルシステムの状態が変更される

ことによって、混乱や予測できない結果を招くことがあります。例えば、コマンドがハングしたり予期した結

果を返さなかったり、マウントされていたファイルシステムに依存していたアプリケーションが失敗すること

があります。これらの不具合を解決するにはリブートが必要となることがあります。

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

ファイル
/etc/auto_master automounter のマスタマップ
/var/adm/automount.log automountd のログファイル
/usr/sbin/automountd autofs デーモン

参照
automount(1M)
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名称
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

構文
autopush -f file

autopush -g -M major -m minor

autopush -r -M major -m minor

説明
autopush は、STREAMSデバイスの自動構成に使用されるシステムデータベースを管理します。このコマンド

の使用方法は3通りあり、それぞれ -f, -g, および -r というコマンド行オプションで指定されます。以下で、こ

れらのオプションについて説明します。

オプション
autopush は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

-f file file の中の構成情報を使用して、STREAMSデバイスの名前と各デバイス用のモジュー

ルリストをシステムデータベースにロードします。その後、あるデバイスがオープン

されると、 HP-UX STREAMS サブシステムは、デバイスのストリーム上にそのモ

ジュールをプッシュします。

file には1行または複数の行が格納され、各行には、以下に示すように、スペースで区

切られたフィールドが少なくとも4個なければなりません。

major minor lastminor module1 module2 ... moduleN

第1フィールド major は、整数またはデバイス名です。デバイス名は、 master ファイ

ル中で使用されるデバイスの名前です。次の2つのフィールドは整数です。 minor が
-1に設定されている場合は、指定された major に対するマイナーデバイスがすべて構

成され、 lastminor は無視されます。 lastminor が0の場合は、マイナーデバイスが1個

だけ構成されます。あるメジャーデバイスに対して、ある範囲の複数個のマイナーデ

バイスを構成するには、 minor が lastminor 未満でなければなりません。残りの

フィールドは、1つまたは複数のモジュール名です。各モジュールは、指定された順

番にプッシュされます。最大8個のモジュールがプッシュできます。 file 中で#文字の

後ろのテキストは、その行に対するコメントとして扱われます。

このオプションを使用して、以前 autopush -r で削除されたデバイス構成情報を復元

することもできます。ただし、このような形で使用すると、以前に削除された情報だ

けでなく、データベース全体が復元されます。

-g -M major -m minor

major デバイス番号(または master ファイルで使用されるデバイスの名前)および
minor 番号によって指定されたSTREAMSデバイス用の現在の構成情報を、システム

データベースから取り出して表示します。
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以前に、ある範囲のマイナーデバイスが構成されている場合、 autopush -g は、その

範囲内の最初のマイナーデバイスに関する構成情報を、他の情報とともに戻します。

-r -M major -m minor

major デバイス番号(または master ファイルで使用されるデバイスの名前)および
minor 番号によって指定されたSTREAMSデバイス用の現在の構成情報を、システム

データベースから削除します。削除はデータベース上でのみ実行され、元の構成ファ

イルの内容は削除されません。従って、 -f file オプションを使用すれば、元の構成を

復元することが可能です。データベースからあるSTREAMSデバイスを恒久的に削除

するには、構成ファイルからその情報を削除しなければなりません。

minor が、以前に構成された範囲の最初のマイナー番号に一致する場合、 autopush -r

は構成された範囲全体の構成情報を削除します。

例
ファイル /tmp/autopush.example に次の情報が格納されているとします。

75 -1 0 modA modB

test 0 5 modC modA

autopush -f /tmp/autopush.example を実行すると、メジャーデバイス # 75 のオープン時に必ず modA および
modB がプッシュされ、デバイス test の最初の6個のオープンに対して modC および modA がプッシュされる

ようになります。

次の例は、メジャーデバイス 75 およびそのマイナーデバイス -2 のストリーム情報を表示します。

autopush -g -M 75 -m -2

ファイル
/usr/lib/nls/msg/C/autopush.cat autopush用のNLSカタログ

参照
sad(7), streamio(7).
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名称
auto_parms − システム初期構成/DHCPサポートスクリプト

構文
auto_parms

説明
auto_parms はシステム初期化スクリプトで、主に最初にブートされたときの構成を処理し、DHCP リースを管

理します。 auto_parms はブート時に /sbin/rc スクリプトによって実行されます。まず、使用可能なイーサ

ネットインタフェースをロードします。各インタフェースの DHCP リースを要求し始め、有効なリースが保護

されたりリストが空になると終了します。

それぞれのインタフェースのリースの可用性の検査の一部として、 auto_parms は /etc/rc.config.d/netconf を調

べ、変数 DHCP_ENABLE[index] を検査します。 DHCP_ENABLE[index] が ’1’ に設定されている場合、
auto_parms は ’index’ で指定されたインタフェースのリースを要求します。 DHCP_ENABLE[index] が ’0’ に設

定されている場合 (デフォルトの場合)、または、 /etc/rc.config.d/netconf にない場合、 auto_parms はインタ

フェースを介して DHCP要求を出しません。

いったんリースが保護されると、リースと共に与えられる情報はキーネットワーキングパラメーターを初期化

するために使用されます (dhcpdb2conf (1M) を参照)。

auto_parms は、(システムに対するホスト名が設定されていないことを手がかりとして) システムの「最初の

ブート」が実行されていることを検出すると、DHCP が提供していないパラメータの収集と DHCP が提供した

パラメータを検証するために、 set_parms を呼び出します。

以後のブートでは、DHCP リースが提供するデータは信頼できるものとみなされ、 auto_parms に認識されま

す。 DHCP が IP アドレス管理に使用されている (非可動の) 環境では、通常の状態でリース情報をブートごと

に変更できないことに注意してください。この場合、 dhcpclient が既存のリース情報よりも優先する「リース

保守モード」にあることを auto_parms が確認すると、リース情報が変更されます。

例
コンテキスト呼び出しについては /sbin/rc を参照してください。

ファイル
/sbin/auto_parms

/sbin/set_parms.util

参照
dhcpdb2conf(1M)
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名称
backup − ファイルシステムのバックアップまたはアーカイブ

構文
/usr/sbin/backup [ −A ] [ −archive ] [ −fsck ]

説明
backup command は、 find(1) と cpio(1) を使用して、 /var/adm/archivedate を変更した時刻以降に変更した全

ファイルの cpio アーカイブを、デフォルトのテープドライブ (/dev/update.src) に保存します。 backup は、

ファイルバックアップを確実に行うために定期的に実行するようにしてください。

−A オプションは、オプションのアクセス制御リストのエントリーについての警告メッセージを表示しないよ

うにします。 backup(1M) は、ファイルのアクセス制御リストにはオプションのアクセス制御リストのエント

リーのバックアップをとりません ( acl(5) を参照)。通常、警告メッセージは、オプションのアクセス制御リス

トのエントリーが含まれる各ファイルについて出力されます。

−archive オプションは、 backup がファイルの変更日付にかかわらず全ファイルを保存し、さらに touch(1) を使

用して /var/adm/archivedate をアップデートするようにします。

backup は、現在のテープの残量がなくなると、新しいテープをマウントして作業を継続するようにユーザーに

指示を出します。この機能は、 cron(1M) から backup を実行しているときは働かないので注意してください。

−fsck オプションは、 backup によりバックアップが完了した時点でファイルシステム一貫性チェック (修正は

行わない) を開始するようにします。正しい結果を得るためには、 fsck の実行中はシステムがシングルユー

ザーにより効率的に使用されていることが重要です。特に、 −fsck が矛盾を発見したときに自動的に調整する

ように指定した場合には重要です。 backup は、システムがシングルユーザーであるかどうかは確認しません。

/usr/sbin/backup は、使用中のシステムに合わせてカスタマイズするためにエディットすることができます。例

えば、 backup は cpio を使用して tcio(1) で HP CS/80 ディスクドライブのストリーミングテープ上にファイル

をバックアップします。そのため、標準 HP テープドライブにアクセスする場合は、 backup を変更して、
cpio(1)を使用するようにしなければなりません。

以下に示すローカル値が使用できますが、いずれもカスタマイズできます。

backupdirs 再起的にバックアップするディレクトリを指定します (通常は、 / で、全ディレクト

リを意味します)。

backuplog 開始時刻、終了時刻、ブロック数、およびエラーメッセージのログをとるファイルの

名称です。

archive 日付が最後にアーカイブされた日付になっているファイルの名称です。

remind /etc/profile がチェックするファイルの名称で、これにより次回にログインするユー

ザーは、バックアップテープを換えなければならないことがわかります。

outdev バックアップ済みのファイルの出力デバイスを指定します。
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fscklog 開始時刻、終了時刻、および fsck 出力のログをとるファイルの名称です。

fsck の自動修正を行うかどうか (引き数で決まる)、 cpio の出力先、その他の情報ロギングなど、上に示した以

外の変更をすることもありますが、

いずれの場合でも、 backup の出力は通常の cpio アーカイブファイル (またはボリューム) で、これは tcio およ

び c オプションを指定して cpio で読むことができます。

ファイルの復元
backup は、ルートディレクトリに対して相対的に指定された全ファイルと、全ディレクトリが含まれたアーカ

イブテープを作成します。 backup が作成したアーカイブテープからファイルを回復するときは、ユーザーは

ルートディレクトリにいて、回復したファイルが含まれるディレクトリパス名をルートディレクトリ (/) に対

して相対的に指定します。 tcio および cpio によるファイル回復を行うためにディレクトリパス名を指定すると

きは、ディレクトリ名の直前にはスラッシュを付けないでください。また、回復を行う前に、アーカイブテー

プ内のファイルやディレクトリの名称の付け方を指定する −t オプションを指定して cpio を使用することもで

きます。

警告
cpio(1)の「警告」を参照してください。

cpio の実行中、テープが足りなくなってしまった場合、標準エラー出力が出され、 /dev/tty の中から新しいス

ペシャルファイルの名称の入力が求められます。

作業を継続するには、テープを巻き戻し、新しいテープをマウントし、システムコンソールから新しいスペ

シャルファイルの名称を入力してから、 Return キーを押してください。

backup が cron(1M) の管理の外で実行しているときにテープが足りなくなってしまうと、 backup は終了し、
find プロセスが待ち状態のままになります。システムに戻った時点で、このプロセスを抹消してください。

ファイル
/var/adm/archivedate パラメーター付きファイル名

参照
cpio(1), find(1), tcio(1), touch(1), cron(1M), fbackup(1M), frecover(1M), fsck(1M), acl(5)
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名称
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)

構文
/usr/bin/bdf [-b] [-i] [-l] [-t type [ filesystem file] ... ]

説明
bdf コマンドは、指定された filesystem (例えば/dev/dsk/c0d0s0 ) 、または指定された file (例えば $HOME) のあ

るファイルシステム上で使用可能な未使用ディスク領域の容量をプリントします。ファイルシステムが指定さ

れていない場合は、通常どおりにマウントされた全ファイルシステムの未使用ディスク領域がプリントされま

す。レポートされる数は KB 単位です。

オプション
bdf コマンドには、以下のオプションがあります。

-b スワップしているファイルシステムについての情報を表示します。

-i 使用済みの iノードと未使用の iノードの数をレポートします。

-l ローカルファイルシステムのみに関する情報を表示します(例えば、HFS、CDFSファ

イルシステム)。

-t type 指定した type のファイルシステムについてレポートします (例えば、 nfs や hfs )。

戻り値
bdf コマンドは正常終了の場合 (全ファイルシステムのステータスが得られた場合) は 0 を返します。また、異

常終了の場合 (1 つ以上のファイルシステムのステータスが得られない場合) は 1 を返します。

警告
ファイルシステム名が長すぎる場合、入力したファイル名は 2行にわたって表示されます。

bdf command は、スワップ領域として確保されているディスク領域や以下のものが使用しているディスク領域

はいずれも無視します。無視される領域は、 HFS ブートブロック (8KB、ファイルシステムあたり 1ブロッ

ク)、 HFSスーパーブロック (各 8KB、ディスクシリンダあたり 1ブロック)、 HFSシリンダグループブロック
(各 1～8KB、シリンドグループあたり 1ブロック)、 iノード (各 iノードあたり常に 128バイト確保されてい

る) です。HFS ファイルシステムには、このコマンドではサポートされない項目が含まれている場合がありま

す。

著者
bdf は、カリフォルニア州立大学バークレー校が開発しました。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムの静的情報
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムのテーブル
/dev/dsk/* ファイルシステムのデバイス
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参照
df(1M), fstab(4), mnttab(4)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2  − Hewlett-Packard Company Section 1M-95



boot(1M) boot(1M)

名称
boot − ブートストラップ処理

説明
Itaniumベースシステムハードウェア

Itaniumベースシステムのブートストラップ処理は、以下の 4 つのソフトウェア構成要素を実行します。

• CMOS

• オプション ROM

• EFI

• ブートマネージャ

• hpux.efi

プロセッサがリセットされると、ファームウェアによってプロセッサとプラットフォームが初期化されテスト

されます。ユーザーは初期化中にファームウェアに割り込んで、CMOS とオプション ROM を構成できます。

構成が終わると、EFI (Extensible Firmware Interface) に制御権が移ります。 EFI は EFI のブートとランタイム

サービスを初期化し、ブートマネージャを起動します。ブートマネージャは、HP-UX 固有のブートストラップ

ローダー hpux.efi をロードし、そこへ制御権を移動します (ブートマネージャには、EFI が定義しているファ

イルシステムから EFI アプリケーションやドライバをローディングする機能があります)。 hpux.efi は、HP-

UX のカーネルオブジェクトファイルを HP-UX ファイルシステムからメモリーへロードし、ロードしたカーネ

ルイメージに制御権を移動します。

PA-RISCハードウェア
シリーズ 700と800 のブートストラップ処理は、以下の 3つのソフトウェア構成要素を実行します。

• pdc ( pdc(1M) を参照)、

• isl ( isl(1M) を参照)、および

• hpux

プロセッサを RESET すると、 プロセッサ依存コード (ファームウェア) pdc がセルフテストを実行し、プロ

セッサを初期化します。さらにオペレーティングシステムの独立形である isl 初期システムローダーをロード

し、それに制御権を移動します。そこで isl は、 hpux ユーティリティの HP-UX 用ブートストラップローダー

をロードし、それに制御権を移動します。 hpux は続いて、 HP-UXファイルシステムから HP-UXカーネルオブ

ジェクトファイルをダウンロードし、ロードしたカーネルイメージに制御権を移動します。

参照
efi(4)、 hpux(1M)、 isl(1M)、 pdc(1M)
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名称
bootpd − インターネットブートプロトコルサーバー

構文
/usr/lbin/bootpd [−d debuglevel] [−p ping-timeout] [−t timeout] [−P] [configfile [dumpfile] ]

説明
bootpd デーモンは、 RFC1541 で定義される動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバー、 RFC951 および
RFC1395 で定義されるインターネット ブートプロトコル (BOOTP) サーバー、および RFC1542 で定義される
DHCP/BOOTP リレーエージェントの３つの機能をインプリメントします。また、RFC2132 で定義される便利

なフィールドもいくつか含んでいます。

bootpd は、 inetd (inetd(1M) を参照) によって実行します。 bootpd は、次の行 (または同等のもの) がファイル
/etc/inetd.confに含まれている場合、 /etc/inetdによって実行されます。

bootps dgram udp wait root /usr/lbin/bootpd bootpd

bootpd は、ブート要求の到着時に開始されます。 500 分以内に別のブート要求を受け取らなかった場合、
bootpd は終了します。 −t オプションを使用して、さまざまなタイムアウト値を分単位で指定できます (たとえ

ば、 −t20)。タイムアウト値が０の場合 (−t0)、 bootpd は終了しません。

−d オプションは、 syslog (syslog(3C) を参照) によってデーモンが発したロギングの冗長レベル (1−3) を設定し

ます。性能を上げるためには、このオプションは使用しないでください。このオプションを使用しない場合、
syslogは致命的エラー以外のロギングを行わなくなります。

デフォルトでは、 bootpd デーモンは、クライアントに IP アドレスを割り当てる前に、ping を実行し、その IP

アドレスがすでに使われているかチェックします。 −P オプションは bootpd がこのアドレスに ping を実行す

るのを抑制します。

−p オプションは ping のタイムアウト時間を指定するために使われます。サーバーはこの時間 ping を実行し、

その IP アドレスがすでに使われているかチェックします。 ping-timeout の時間は、ミリ秒を単位として指定

します。最大値は、3000 ミリ秒です。 −P オプションを指定した場合は、 bootpd は IP アドレスに対して ping

を実行しないため、 −p オプションは効果がありません。

bootpd は DHCP/BOOTP 要求を受けると、まずクライアントのハードウェアアドレスが /etc/dhcpdeny データ

ベースにリストされているかチェックします。リストされている場合、このクライアントはリースを拒否され

ます。クライアントが dhcpdeny データベースにリストされていなければ、クライアント情報が /etc/bootptab

データベース内にあるかチェックします。クライアント情報があれば、 bootpd は返答を返します。クライア

ント情報がなければ、 /etc/bootptab データベース内にそのクライアントに一致するリレー情報があるかチェッ

クします。この情報があれば、 bootpd は、要求のリレーを行うべきかを調べるため一連のチェックをかけま

す。一致するリレー情報が見つからない場合、 bootpd は、クライアント情報が /etc/dhcptab データベース内の

プールまたはデバイスグループに一致しているかチェックします。一致が見つかった場合、 bootpd は返答を

返します。一致するグループ情報が見つからない場合、要求は廃棄されます。

DHCP または BOOTP 要求に応答するとき、サーバーは BOOTREPLY メッセージをまとめ、何度もチェックを
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行って、そのメッセージが正しいあて先に確実に送信されるようにします。

まず、 bootpd は DHCP/BOOTP パケットの ciaddr (クライアント IP アドレス) フィールドをチェックします。

このフィールドが非ゼロならば、 BOOTREPLY メッセージは、 ciaddr に指定のある IP アドレスに送信されま

す。

ciaddr フィールドがゼロならば、 bootpd は giaddr フィールドをチェックします。このフィールドがゼロでな

いならば、 bootpd は BOOTREPLY メッセージを、 giaddr フィールドに指定のある relay agent に送り、 relay

agent は BOOTREPLY メッセージをクライアントに伝送します。 giaddr フィールドがゼロならば、 bootpd は
BOOTREPLY メッセージをクライアントに伝送します。どちらの場合も、 BOOTREPLY は yiaddr (自分の IP

アドレス) フィールドに指定のある IP アドレスに送られるか、またはブロードキャストメッセージとして送ら

れます。 HP-UX では、BOOTREPLY をブロードキャストメッセージとして送るように指定する方法は２種類

あります。

1. クライアントが DHCP/BOOTP 要求パケットの flag フィールドのブロードキャストフラグビット (ビット
0) をセットします。

2. bootptab ファイルで ba タグを定義します (以下の「クライアントエントリーのタグ」を参照)。

bootpd が /etc/bootptab のリレーエントリーに一致した場合は、要求を構成済みの DHCP/BOOTP サーバーに転

送しようとします。

bootpd はまず、要求しているクライアントがリレー機能を使用できるかをチェックします。リレー機能は構成

可能です。リレー機能を使用できない場合、要求パケットは廃棄されます。

bootpd は要求をリレーする前に、 giaddr (ゲートウエー IP アドレス) フィールドも調べます。クライアント

は、要求を送り出すとき giaddr フィールドをゼロにセットします。リレーエージェントは、このフィールドが

ゼロであることを発見すると、要求を受け取ったインタフェースの一次 IP アドレスをこのフィールドにセット

します。そうでなければ、リレーエージェントはこのフィールドを変更しません。次に、 bootpd は hops

フィールドの値をインクリメントし、このクライアントに対して構成した DHCP/BOOTP サーバーに要求をリ

レーします。

このクライアントに対しリレー機能が使用可能であれば、 bootpd は DHCP/BOOTP 要求パケットの hops

フィールドをチェックします。クライアントは、DHCP/BOOTP 要求を送り出すときに hops フィールドを０に

セットします。 hops の値は、リレーエージェントが要求パケットをリレーするたびに増加します。最大ホッ

プ数は構成できます。許容最大ホップ数は 16 です。デフォルトの最大数は４にセットされます。ホップ値が

構成した最大値を超えた場合、要求パケットは廃棄されます。

次に、 bootpd は DHCP/BOOTP パケットの secs (クライアントがブートを開始してからの秒数) フィールドの

値を threshold の値と比較します。クライアントは、要求を初めて送り出すときに secs フィールドをゼロに

セットします。応答を受信しない場合、クライアントはその要求を繰り返します。クライアントは、要求を繰

り返すときに secs 値を最初の要求を送信してからの秒数にセットします。 secs フィールドの値が threshold の

値よりも小さい場合、 bootpd は要求をリレーしません。 threshold の値は構成できます。デフォルト値は０で

す。
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設定
起動時に、 bootpd はその内部データベース構築のために設定ファイルを読み取り、次にブート要求パケット

をリッスンします。デフォルトの設定ファイルは /etc/dhcpdeny、 /etc/bootptab および /etc/dhcptab です。
bootptab ファイルはコマンド行から指定することもできます。 boottpd が停止 (ハングアップ ) シグナル
SIGHUP を受信した場合、またはブート要求パケットを受信し、設定ファイルがアップデートされていること

を検出した場合、 bootpd は設定ファイルを再度読み取ります。ホストが追加、削除、または変更された場合

は、設定ファイルが再度読み取られたときに、 bootpdの内部データベースのエントリーが適切にアップデート

されます。 /etc/dhcpdeny データベースには、このサーバーにサービスされないクライアントのハードウェア

アドレスのリストが収められています。

SIGUSR1 シグナルを受信すると、 bootpd は、コマンド行に指定されたファイル /var/tmp/bootpd.dump または
dumpfile にメモリー常駐データベースをダンプします。

設定ファイルには２種類のホストエントリーを入れることができます。

1. クライアントエントリー。この内容はクライアントの情報です。

2. リレーエントリー。この内容は単一または複数のクライアントの DHCP/BOOTP 要求をリレーするための

設定です。

設定は、２文字からなる大文字 / 小文字を区別したタグ記号を使用して、ホストパラメータを表現します。こ

れらのパラメータ宣言は、コロン (:) で区切ります。一般的なフォーマットは、次のとおりです。

hostname:tg=value:...:tg=value:...:tg=value:...

ただし、 hostname はクライアントエントリーにおける DHCP/BOOTP クライアントの実名で、リレーエント

リーの場合、個々のリレーエントリーならばクライアントの実名とするか、またはグループのリレーエント

リーならばクライアントのグループの名前とすることができます。 tg は２文字からなるタグ記号です。上の

フォーマットのように、ほとんどの場合、タグの後には等号と値が続きます。値をとらない論理式で表現する

タグがあります (つまり、 :tg:)。

設定ファイル内の空白行や # で始まる行は、無視されます。ホストエントリーは、改行で区切ります。行の最

後にバックスラッシュ (\) を付ければ、１つのホストエントリーを複数の行に拡張することができます。ま

た、１行は 80 文字を超える長さでもかまいません。次の規則を除けば、タグは任意の順序で指定することが

できます。ホスト名は、エントリーの一番最初のフィールドでなければなりません。ハードウェアタイプタグ
ht は、ハードウェアアドレスタグ ha およびハードウェアマスクタグ、 hm より先行しなければなりません。

IP アドレスは、標準のインターネットドット表記で指定し、10 進数、８進数、または 16 進数が使用できます
(８進数は 0, 16 進数は 0x または 0X で始まります)。特定のタグは、１つまたは複数の IP アドレス (ip-address-

list) のリストを受け付けます。複数の IP アドレスをリストする場合、アドレスは空白で区切らなければなりま

せん。

タグのタイプは３種類あります。

1. クライアントおよびリレーの両エントリーに使用可能なタグ。
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2. リレーエントリーにのみ使用可能なタグ。

3. クライアント情報のエントリーにのみ使用可能なタグ。

タグ ip は、クライアントエントリーとリレーエントリーを区別するのに使用します。タグ ip の定義されたエ

ントリーはクライアントエントリーとして扱われます。リレーエントリーには個々のクライアントのリレー設

定を入れることができます。また、クライアントグループのリレーエントリーを設定できるようにハードウェ

アアドレスマスクのメカニズムが用意されています。グループクライアントのリレーエントリーは bootpd に

よってリニアソート テーブルに保存されます。クライアントが個々のリレー指定を持たない場合は、リニア

テーブルがサーチされ、そのクライアントの該当があるか調べられます。ソートテーブルに複数の該当エント

リーがある場合は、最初のエントリーのみが使用されます。タグ hm は個々のクライアントリレーエントリー

をグループのリレーエントリーと区別するのに使用します。リニアソートテーブルはタグ hm の値に基づいて

ソートされます。サーチとマッチのメカニズムについては、タグ hm の検討に説明があります。

両方の種類のエントリーのタグ
ha=hardware-address

このタグはクライアントのハードウェアアドレスを指定します。 hardware address は 16 進で

指定しなければなりません。オプションにより、読みやすくするためにピリオドおよび前置 0x

を含めることができます。 ha タグの前に ht タグ (暗黙または明示的に。以下の tc を参照) を

置かなければなりません。

ht=hardware-type

このタグはハードウェアタイプコードを指定します。 hardware-type は、RFC1010 に規定のあ

る ARP ハードウェアタイプコードのいずれに相当する符号なし 10 進、８進、または 16 進の

整数とすることができます。また、これはシンボリック名によって指定することもでき、それ

ぞれ 10 Mb イーサネットの場合は ethernet または ether、 3 Mb 実験イーサネットの場合は
ethernet3 または ether3、 IEEE 802 ネットワークの場合は ieee802, tr, または token-ring、プロ

テオン ProNET トークンリングの場合は pronet、そしてケーオスおよびアークネットでは
chaos, および arcnet, と指定することができます。

tc=template-host

このタグはテーブルの継続を指示します。しばしば、特定のタグ (たとえば、ドメインサー

バーなど) に対して共通の値を持つホストエントリーが多くあります。これらのタグを繰り返

し指示するかわりに、あるホストのエントリーについては完全に指定し、他のエントリーでは
tc メカニズムを利用して共有させることができます。

template-host は現実には存在せず、ブート要求を送らないダミーホストです。ホストに対して

明示的に指定された情報は常に、 tc タグシンボルによって暗黙に示される情報に優先しま

す。 template-host の値は、設定ファイルのそれ以前にリストにあった任意のホストエントリー

のホスト名または IP アドレスとすることができます。

特定のタグが tc によって暗黙に示された後、それを削除しなければならないことがありま

す。これは、 tag の効果を消す tag@ という構文を使用して行うことができます。たとえば、
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RFC1034 ドメインネームサーバーの規定を完全に取り消すには、設定エントリーの適当な場所

で :ds@: を使用します。 @ による取り消しの後、タグは tc メカニズムによって再設定するこ

とができます。

リレーエントリーのタグ
bp=bootp-servers

このタグは、DHCP/BOOTP 要求のリレー先となる BOOTP サーバーを指定します。 bootp-

servers の値は単一または複数の個々の IP アドレスおよび単一または複数のネットワーク ブ

ロードキャストアドレス、またはそのいずれかとすることができます。このタグを設定してい

るリレーエントリーは、このエントリーで指定されたクライアントについてリレー機能をオン

にすることを指示します。このシンボルのないリレーエントリーは、このエントリーで指定さ

れたクライアントについてリレー機能をオフにすることを意味します。

th=threshold

このタグはエントリーに対して threshold 値を秒単位で指定します。デフォルト値は０です。

hp=hops

このタグは最大 hops 値を指定します。 hops 値が 16 を超えると、16 に設定されます。デフォ

ルト値は４です。

hm=hardware-address-mask

このタグはハードウェアアドレス ha のマスクを指定します。 hardware-address-mask は 16 進

で指定しなければなりません。読みやすさのため、オプションで前置 0x を含めることができ

ます。 hm タグの前に ht タグ (明示的または暗黙に。上記の tc を参照) を置かなければなりま

せん。 hm における各 0 のビットは、 ha における相当ビットが「無関連」ビットであり、 bit

in hm における 1 のビットは、 ha 値における相当ビットは hm 値と AND をとられることを指

定します。結果が同じで、かつハードウェアタイプも適合した場合は、該当するものがあった

ということです。たとえば、

if (((hm & ha)==(client_hw_addr & hm))

&& (ht == client_hw_type))

then a match is found

else continue the search

クライアントエントリーのタグ
ba このタグは、 bootpd がクライアントへのブート応答をブロードキャストしなければならない

ことを指定します。論理タグとして、このタグは、各ネットワークインタフェースの設定済み

ブロードキャストアドレスで、 bootpd にブート応答を送信させます。また、タグに IP アドレ

ス値を割り当てることもできます。この値は、ブート応答用に特定の IP またはブロードキャ

ストアドレスを指定します。
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bf= filename

このタグは、クライアントがダウンロードすべきブートファイルの filename を指定します。ク

ライアントのブート要求、および hd (以下を参照) および bf シンボルの値がブート応答パケッ

トにおけるブートファイルのフィールドの内容を決定します。

クライアントが (そのブート要求において) 絶対パス名を指定し、そのファイルがサーバーマ

シンでアクセス可能ならば (以下を参照)、 bootpd は応答パケットでそのパス名を返します。

ファイルがアクセス可能でなければ、要求は捨てられ、応答は送られません。クライアントが

相対パス名を指定した場合は、 bootpd は、 hd タグの値に相対パス名を追加することにより

フルパス名を構成し、そのフルパス名がアクセス可能か調べます。フルパス名がアクセス可能

ならば、そのパス名はブート応答パケットで返されます。そうでなければ、要求は破棄されま

す。

ブート要求にブートファイルを指定しないクライアントは、常にサーバーから応答を聞き出し

ます。応答の内容は、 hd および bf タグの値によって異なります。 bf タグが絶対パス名を指

定しており、そのファイルがアクセス可能ならば、そのパス名が応答パケットに返されます。

それ以外の場合で、 hd タグと bf タグが一緒にアクセス可能なファイルを指定している場合、

そのファイル名が応答として返されます。完全なファイル名が判別できない場合、またはファ

イルがパブリックにアクセス可能でない場合、応答にはゼロクリアされたブートファイル

フィールドが入ります。

tftp 疑似ユーザーが存在する場合、 bootpd はすべてのパス名 (絶対および相対) を tftp のホー

ムディレクトリに相対的なものとして扱い、そこからチェックを始めます。ファイルが tftp

ホームディレクトリのもとでアクセス可能でないか、 tftp 疑似ユーザーが存在しない場合、
bootpd は / を起点としてファイルをチェックします。

ファイルが利用できるためには、ファイルが存在し、パブリックに読み出し可能でなければな

りません。

個々のホストごとのブートファイルを提供するため、ファイル名はすべて、まず filename.host-

name の形式で試した後で、単に filename で試します。ただし、 tftp 疑似ユーザーは存在する

が、 filename.hostname および filename が tftp ホームディレクトリのもとでアクセス可能でない

場合は、 filename だけが / を起点としてチェックされます。

/ に相対的にアクセス可能と考えられるファイルは、 tftpd へのコマンド行引き数がそのパスを

禁止している場合は tftp からは実際にはアクセスできない可能性があることに注意してくださ

い。

bs=size このタグは、ブートファイルのサイズを指定します。パラメータ size は、８進数 512 のブロッ

クでブートファイルのサイズを指定する 10 進、８進、または 16 進の整数、またはキーワード
auto です。このキーワードを指定すると、各要求時にサーバーが自動的にブートファイルサイ

ズを算出します。論理式として bs 記号を指定すると、値として auto を指定したのと同じ結果

になります。
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ci=client_ID

このタグは、クライアントのクライアント識別子を指定します。パラメータ client_ID は、16

進の整数か二重引用符で囲んだ文字列のいずれかです。 client_ID は、DHCP クライアントが

サーバーに識別してもらうために使用する重複しない識別子です。これがある場合はクライア

ント識別子がハードウェアアドレスに優先するので、クライアントとエントリーは次の２つの

状況のいずれかでなければ一致しません。１つはクライアントとエントリーが同じクライアン

ト識別子を持っている場合、もう１つはどちらも同じハードウェアアドレスを持っていて、か

つクライアント識別子を持っていない場合です。要求にクライアント識別子が含まれている場

合、これは bootp 構成ファイル内のクライアントエントリーと照合するために使用されます。

共通のクライアント ID を１つ使用して、ハードウェアタイプ (たとえば、イーサーネットに

は 0x01) とハードウェアアドレスを連結させます。

cs=ip-address-list

このタグは、 RFC865 Quote of the Day (cookie)サーバーの IP アドレスを指定します。

dn=domain_name

このタグはドメインネームサーバーを解決するためクライアントのドメインネームを指定しま

す (RFC1034 を参照)。

ds=ip_address_list

このタグは RFC1034 ドメインネームサーバーの IP アドレスを指定します。

ef= filename

拡張ファイルの名前を指定します。 TFTP によって検索可能なこのファイルには、 BOOTP 応

答内で 64 オクテットベンダー拡張フィールドと同じ方法で解釈される情報が含まれていま

す。ファイルの最大長には制約がありません。ファイル内の拡張ファイル名に対する参照は、

すべて無視されます。

gw=ip_address_list

このタグは、クライアントのサブネット用ゲートウェイの IP アドレスを指定します。複数の

ゲートウェイから１つを選択したい場合は、最初にリストしなければなりません。

hd=home-directory

このタグは、ブートファイルを付加するディレクトリ名を指定します (上記の bf タグを参照し

てください)。 hd タグのデフォルト値は、 / です。

hn このタグの指定は、クライアントのホスト名をブート応答に送信しなければならないことを示

しています。 hn タグは論理タグです。 bootpd は、設定ファイルまたはホストデータベース

に指定されているとおりのホスト名全体を送信しようとします。まず設定ファイルをチェック

し、そこでホスト名が見つからなければ、 hosts(4) データベースをチェックします。ホスト名

が応答パケットに入らない場合は、ホストフィールドだけに (ピリオドがあれば、最初のピリ

オドまでに) 名称を短縮して、再試行します。いずれの場合も、任意に切り捨てられたホスト

名が送信されることはありません。パケットに入る適切な名称がない場合は、何も送信されま
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せん。

im=ip-address-list

このタグは、Impress ネットワークイメージサーバーの IP アドレスを指定します。

ip=ip-address

このタグは、DHCP/BOOTP クライアントの IP アドレスを指定します。

lg=ip-address-list

このタグは、MIT-LCS UDP ログサーバーの IP アドレスを指定します。

lp=ip-address-list

このタグは、Berkeley 4BSD プリンターサーバーの IP アドレスを指定します。

md=merit_dump_file

このタグは、クライアントのコアダンプの行うファイルの名前を指定します。

ms=ip_address_list

このタグは、クライアントが使用できる SMTP サーバーの IP アドレスを指定します
(RFC2132)。

na=ip_address_list

このタグは、RFC 1001/1002 NetBIOS ネームサーバーの IP アドレスを優先順位で指定します。

nb=ip_address_list

このタグは、RFC 1001/1002 NetBIOS データグラム分散サーバーの IP アドレスを優先順位で指

定します。

nc=NetBIOS_node_type

NetBIOS ノードタイプコードを指定します。これにより、TCP/IP クライアント上の NetBIOS

を RFC 1001/1002 に記述されたように構成できます。 NetBIOS_node_type は、次のようなクラ

イアントタイプのいずれかに対応する、符号のない 10 進、８進、または 16 進の整数です。

B ノードについては、 0x1 または B-node

P ノードについては、 0x2 または P-node

M ノードについては、 0x4 または M-node

H ノードについては、 0x8 または H-node

nd=string

このタグは、RFC 1001/1002 に指定されたように、クライアントに対する TCP/IP 有効範囲パ

ラメータ上で NetBIOS を指定します。

ns=ip-address-list

このタグは、IEN-116 ネームサーバーの IP アドレスを指定します。
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nt=ip_address_list

このタグは、ネットワークタイムプロトコルサーバーの IP アドレスを指定します。サーバー

は、優先順位でリストします。

pd=NIS+-domain-name

このタグは、クライアントの NIS+ ドメイン名を指定します (RFC2132)。

ps=ip_address_list

このタグは、クライアントが使用できる NIS+ サーバーの IP アドレスを指定します
(RFC2132)。

rl=ip-address-list

このタグは、 RFC887 リソースロケーションプロトコル サーバーの IP アドレスを指定しま

す。

rp=root_path

このタグは、ルートディスクとしてマウントされるパス名を指定します。

sm=subnet-mask

このタグは、クライアントのサブネットマスクを指定します。 subnet-mask は、１つの IP アド

レスとして指定します。

sr=destination_ip_address gateway_ip_address ...

このタグは、クライアントが経路指定キャッシュを配置する静的経路のリストを指定します。

各経路は、２つの IP アドレスからなります。最初のアドレスはあて先アドレスで、もう一方

のアドレスはルーターです。デフォルトのルート (0.0.0.0) を指定するときは、 gw= オプショ

ンを使用しますが、実際は正当なあて先アドレスではありません。

ss=ip_address

このタグは、スワップサーバーの IP アドレスを指定します。

Tnnn=generic-data

これは総称タグです。 nnn は RFC1533 オプションフィールドタグ番号です。現在 bootpd タ

グ名でサポートされていない RFC1533 オプションを構成するときは、このオプションを使用

します。このオプションを使用すれば、将来 RFC1533 への拡張をただちに利用することがで

きます。 generic-data データは、16 進数の文字列としてまたは ASCII 文字の引用符付き文字列

として、表現することができます。総称データの長さは、自動的に判別され、 RFC1541 スタ

イルのブート応答のあてはまるフィールドに挿入されます。

to=offset

このタグは、 UTC からクライアントの時間帯のオフセットを秒で指定します。時間 offset

は、10 進の符号付き整数またはサーバーの時間帯オフセットを使用するキーワード auto で

す。ブール代数として to 記号を指定すると、値として auto を指定したのと同じ結果になりま

す。
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ts=ip-address-list

このタグは、 RFC868 タイムプロトコルサーバーの IP アドレスを指定します。

yd=NIS-domain-name

クライアントの NISドメイン名を指定します。

ys=ip_address_list

クライアントが使用可能な NIS サーバーの IP アドレスを指定します。サーバーは、優先順位

でリストします。

vm=magic-cookie

このタグは、RFC1048 ベンダー情報マジッククッキーを指定します。 magic-cookie は、次の

キーワードの１つです。 auto (ベンダー情報がクライアントの要求によって判別されることを

示す)、 rfc1048 (常に RFC1048 スタイル応答を強制する)、または cmu (常に CMU スタイル応

答を強制する)。

Vnnn=generic-data

これはベンダー固有情報の総称タグで、 nnn はベンダーが定義するオプションフィールドのタ

グ番号です。 generic-data データは、16 進数のストリームとしてまたは ASCII 文字の引用符付

き文字列として、表現することができます。総称データの長さは、自動的に判別され、
RFC1541 スタイルのブート応答のあてはまるフィールドに挿入されます。

xd=ip_address_list

このタグは、X ウィンドウシステムのディスプレイマネージャを実行している、クライアント

が使用可能なシステムの IP アドレスを指定します。アドレスは優先順位でリストします。

xf=ip_address_list

このタグは、クライアントが使用可能な X ウィンドウシステムのフォントサーバーの IP アド

レスを指定します。サーバーは優先順位でリストします。

dhcpdeny設定
設定ファイル /etc/dhcpdeny には、このサーバーによってサービスされないクライアントのハードウェアアド

レスが、１行１アドレスの形式で収められています。ネットワーク内の不良クライアントがわかっており、そ

れに対してサービスを行いたくない場合は、そのクライアントのハードウェアアドレスをこのファイルに追加

します。このファイルでは、他の構成ファイルと同じように、 # 文字がコメントの開始と解釈されます。

dhcptab設定
設定ファイル /etc/dhcptab は、クライアントにリースする IP アドレスのグループを定義します。またこのファ

イルは、これらのグループのアドレスを bootp クライアントに渡すか、あるいは DHCP クライアントにのみ渡

すかなどの、サーバーの特定の動作も指定します。

この設定ファイルは /etc/bootptab 設定ファイルと同じフォーマットで、キーワードの後に１つ以上のタグ記号

が付きます。これらのタグ記号は、コロン (:) によって区切られます。一般的なフォーマットは次のとおりで

す。
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keyword:tg=value: ... :tg=value: ... :tg=value: ...

ここで、 keyword は４つの使用可能な (大文字小文字の区別がない) 記号の１つであり、 tg は２つ以上の (大文

字小文字の区別がある) 文字のタグ記号です。ほとんどのタグの後には、等号と前述のような値が続きます。

値のない論理形式 ( すなわち、 :tg:) で表すこともあります。

空白行および # で始まる行は、設定ファイルでは無視されます。キーワードエントリーは、改行でそれぞれ区

切られます。単一のホストエントリーは、各継続行がバックスラッシュ (\) で終わる場合は複数行に渡っても

かまいません。行は 80 字以上でもよく、タグの順序も特に指定はありません。

IPアドレスは、標準のインターネットの「ドット」表記で指定し、 10 進数、８進数、または 16 進数を使用で

きます (８進数は 0 で、16 進数は 0x あるいは 0X でそれぞれ始まります)。タグのなかには、１つ以上の IPア

ドレスのリスト (ip_address_list) を受け付けるものもあります。２つ以上の IP アドレスがリストされていると

き、アドレス同士は余白で区切られます。

現在認識されるキーワードは次のとおりです。

dhcp_pool_group

このキーワードには、同じサブネット上のクライアントに配布する IP アドレスのグループや、

そのグループの特徴を定義するタグが付きます。 DHCP グループについて定義したタグのほ

か、bootp エントリーの２文字のタグすべてを使用できます (ただし、ハードウェアタイプタグ
ht、ハードウェアアドレスタグ ha、クライアント ID タグ ci は除きます)。必要なタグは次の

とおりです。 subnet-mask、 addr-pool-start-address、および addr-pool-last-address。

dhcp_device_group

このキーワードは、 dhcp_pool_group と同様、１つのサブネット上の IP アドレスのグループを

定義するのに使用しますが、１つだけ例外があります。デバイスグループ内のクライアント

は、すべて同じクライアントクラスでなくてはならないということです (タグ class-id で指定)。

これによって、異なるタイプのクライアントがサーバーから異なるパラメータを受信できま

す。必要なタグは次のとおりです。 class-id、 subnet-mask、 addr-pool-start-address、および
addr-pool-last-address。

dhcp_default_client_settings

このキーワードには、すべてのグループに適用されるタグが付きます。このようなタグの値

は、特定のグループに対しタグが定義されていれば、そのタグについては無効にできます。こ

のキーワードは、各グループに対して同じタグを入力しなくても済むようにしたものです。し

たがって、 dhcp_pool_group および dhcp_device_group で使用されるタグのほとんどがここで

使用できます。タグをここで使用できない場合は、タグの記述で指定します。

dhcp_server_settings

このキーワードの後には、dhcp サーバーに対するいくつかの一般的動作をまとめて指定するタ

グが続きます。

dhcp_server_settings に対して現在サポートされているタグは次のとおりです。
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dhcpdb-write-perf=

このパラメータには、小さい値の整数 (２や５など) を指定します。指定すると、 /etc/dhcpdb

ファイルへの書き込みは、サーバーによって遅延されます。これにより、負荷が高いサーバー

の性能が改善されます。２より大きな数値を指定すると、サーバーが書き込みのために新しい

プロセスを生成するので、性能は大幅に改善されます。

callback-style=OLD|NEW

コールバックは、システム管理者がサーバーの動作をカスタマイズできる、強力な機能です。

ユーザー提供の実行可能ファイル (一般的にはシェルスクリプト) が、メインサーバーの動作 (

例: リースの許可) が１つ行われるたびに実行されます。各クライアントおよびリースの情報と

共に、引き数リストが渡されます。 callback-style= タグは、下記の call-on-xxx 機能で old (古

い、まぎらわしい) 引き数リストを使用するかどうかを指定します。 new (新しい、推奨の) 引

き数リストは使用方法も簡単で、すべての call-on-xxx 機能で同じです。 new スタイルでは、各

コールバックで意味がないフィールドには、値"00"を挿入します。 new 引き数リストは、次の

とおりです。

filename: client-id htype haddr ipaddr subnet-mask lease-expiration hostname gateway

old 引き数リストについては、下記の各コールバックで説明します。

call-on-unrequited= filename

このタグは、サーバーが応答を送信できない要求を受信したときに呼び出される実行可能ファ

イル filename を指定します。特定の引き数が渡されます。実行される呼び出しは次のとおりで

す。

filename: client-id htype haddr [gateway]

ここで、 client-id はクライアント ID がある場合は 16 進で、クライアント ID がない場合は 00

で表します。 htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイ

プです。 haddr は、16 進のハードウェアアドレスです。 gateway は、 bootp リレーエージェン

トの IP アドレスです。パケットがリレーされていない場合、このフィールドはありません。

dhcp_pool_group、 dhcp_device_group、および dhcp_default_client_settings に対して現在サポートされている

タグは次のとおりです。

call-on-assignment= filename

このタグは、新しいクライアントに IP アドレスが割り当てられたときに呼び出される filename (

完全修飾) を指定します。いくつかの引き数が渡され、呼び出しは次のように行われます。

filename: client-id htype haddr ipaddr subnet-mask lease-expiration [hostname]

client-id は、クライアント ID がある場合はクライアント ID (16 進)、ない場合は 00 です。
htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイプです。 haddr

は、16 進のハードウェアアドレスです。 ipaddr は、クライアントに割り当てられた IP アドレ

スです。 subnet-mask はクライアントのサブネットマスクで、IP アドレスで表します。 lease-
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expiration は、リースがいつ満了するかを示す、 bootpd の内部表現 (C の time() 呼び出しに基づ

く) です。値 ffffffff は、無限リースを表します。このアドレスに対応するホスト名がある場合

は、最後の引き数として hostname が付きます。

call-on-decline= filename

このタグは、新しいクライアントが IP アドレスを拒否したときに呼び出される filename (完全修

飾) を指定します。いくつかの引き数が渡され、呼び出しは次のように行われます。

filename: client-id htype haddr ipaddr subnet-mask

client-id は、クライアント ID がある場合はクライアント ID (16 進)、ない場合は 00 です。
htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイプです。 haddr

は、16 進のハードウェアアドレスです。 ipaddr は、クライアントが拒否した IP アドレスで

す。 subnet-mask はクライアントのサブネットマスクで、IP アドレスで表します。

call-on-discard= filename

このタグは、衝突によって IP アドレスが破棄されたときに呼び出される filename (完全修飾) を

指定します。いくつかの引き数が渡され、呼び出しは次のように行われます。

filename: client-id htype haddr ipaddr subnet-mask

client-id は、クライアント ID がある場合はクライアント ID (16 進)、ない場合は 00 です。
htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイプです。 haddr

は、16 進のハードウェアアドレスです。 ipaddr は、衝突によって破棄された IP アドレスで

す。 subnet-mask はクライアントのサブネットマスクで、IP アドレスで表します。

call-on-release= filename

このタグは、クライアントが IP アドレスを解放したときに呼び出される filename (完全修飾) を

指定します。いくつかの引き数が渡され、呼び出しは次のように行われます。

filename: client-id htype haddr ipaddr lease-expiration

client-id は、クライアント ID がある場合はクライアント ID (16 進)、ない場合は 00 です。
htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイプです。 haddr

は、16 進のハードウェアアドレスです。 ipaddr は、クライアントが解放した IP アドレスで

す。 lease-expiration は、リースがいつ満了するかを示す、 bootpd の内部表現です。値 ffffffff

は、無限リースを表します。

call-on-lease-extend= filename

このタグは、クライアントの IP アドレスリースが延長されたときに呼び出される filename (完全

修飾) を指定します。いくつかの引き数が渡され、呼び出しは次のように行われます。

filename: client-id htype haddr ipaddr subnet-mask lease-expiration

client-id は、クライアント ID がある場合はクライアント ID (16 進)、ない場合は 00 です。
htype は、"Assigned Numbers" RFC の ARP セクションに基づくハードウェアタイプです。 haddr
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は、16 進のハードウェアアドレスです。 ipaddr は、リースが延長された IP アドレスです。
subnet-mask はクライアントのサブネットマスクで、IP アドレスで表します。 lease-expiration

は、リースがいつ満了するかを示す、 bootpd の内部表現 (C の time() 呼び出しに基づく) で

す。値 ffffffffは、無限リースを表します。

call-on-discover= filename

このタグは、サーバーが discover を受信したときに呼び出される完全修飾された filename を指

定します。このコールバックは、 callback-style が new に設定されている場合にのみ使用できる

という点に注意してください。このコールバックに渡される引き数のフォーマットは、 call-

back-style=new でのフォーマットと同じです。特定のパラメータがわからない場合、または必要

でない場合、その位置には 00 を使用できます。

call-on-offer= filename

このタグは、サーバーが offer を受信したときに呼び出される完全修飾された filename を指定し

ます。このコールバックは、 callback-style が new に設定されている場合にのみ使用できるとい

う点に注意してください。このコールバックに渡される引き数のフォーマットは、 callback-

style=new でのフォーマットと同じです。特定のパラメータがわからない場合、または必要でな

い場合、その位置には 00 を使用できます。

class-name=classname

このタグは、デバイスグループを参照する名前を指定します。これは dhcp_device_group にし

か適用されません。 bootpd がこのフィールドを使用するのは、グループの構成で見つかったエ

ラーを記録するときだけです。

pool-name= poolname

このタグは、プールグループを参照する名前を指定します。これは dhcp_pool_group にしか適

用されません。 bootpd がこのフィールドを使用するのは、グループの構成で見つかったエラー

を記録するときだけです。

class-id=client-class

このタグは、このグループに対してクライアントが割り当てられるクライアントクラス client-

class を指定します。このタグは dhcp_device_group に対して必要なもので、その他のキーワー

ドには適用されません。 DHCP クライアントによっては、クライアントが属するクラスを識別

する client-class を送信することもあります。デバイスグループのアドレスプールから割り当て

る IP アドレスに対して、クライアントは正しいサブネット上にいるだけではなく、 class-id に

ついて定義したものと一致する client-class で要求を送信しなければなりません。これは、16 進

または ASCII で指定します (ASCII 文字列は二重引用符で囲む必要があります)。

ncid これは、 class-id をクライアントに送り返さないことを bootpd に指示する論理値のタグです。

このタグは、 dhcp_device_group にだけ適用されます。

re これは、クライアントの要求中の class-id を、任意の基本的な正規表現を使った re タグを含

む、任意の dhcp_device_group 内の class-id と照合するように bootpd に指示する論理値のタグ
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です。このタグは dhcp_device_group にだけ適用されます。

subnet-mask=mask

このタグは、定義されたグループ内のアドレスに対するサブネットマスクを指定します。これ

は IP アドレスとして指定されます。このタグは、 dhcp_device_group および dhcp_pool_group

の両方で必要であり、 dhcp_default_client_settingsには適用されません。

addr-pool-start-address=IP-address

このタグは、割り当てられるプールグループ内の最下位アドレスを指定します。このタグは、
dhcp_device_group および dhcp_pool_group の両方で必要であり、 dhcp_default_client_settings

には適用されません。

addr-pool-last-address=ip-address

このタグは、割り当てられるプールグループ内の最上位アドレスを指定します。このアドレス

と addr-pool-start-address は、クライアントに割り当てることができるアドレスの範囲を定義し

ます。サーバー側では、２つのグループアドレスの範囲が重複しないようにします。

reserved-for-other=ip-address-list

このタグには、グループの範囲内にあるアドレスが１つ付きます。このアドレスは予約されて

おり、DHCP サーバーはこれを任意のクライアントに割り当てることはできなくなります。代

わりに、２つのアドレスを指定してアドレス範囲を定義でき、１番目のアドレスから２番目の

アドレスまでをアドレス範囲 (これらのアドレスも含む) とします。このタグは、同じグループ

内の他のアドレスを予約するために反復してかまいません。これは dhcp_default_client_settings

には適用されません。

lease-time=seconds

このタグは、各クライアントに与えられるリース時間を秒単位で指定します。期間制限のない

リースを指定する際には、"infinite" (無限) という用語を使用します。デフォルトは "infinite" で

す。クライアントは、構成されている時間よりも短いリース時間を要求すれば、リース時間を

短縮できることに注意してください。 120 秒未満のリース時間は、無断で 120 秒となります。

lease-grace-period= percent

このタグは、リースが満了した後、そのリースが新たなクライアントに割り当てられない時間

を指定します。 percent は、この猶予期間が継続する時間が構成済みのリース時間に占める割合

です。デフォルトは 5% です。

tr= percent

このタグは、DHCP IP リースリニューアルタイム (T1) を指定します。これは、リース割り当て

から、クライアントがリースを更新しようとするまでの時間間隔です。 RFC1541 では、T1 の

デフォルトをリース継続時間の半分としています。最小値は 40% です。 T1 は、T2 よりも小さ

くなければなりません。
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tv= percent

このタグは、DHCP IP リースリバインドタイム (T2) を指定します。これは、リース割り当てか

ら、クライアントが任意のサーバーから新たにリースを得ようとするまでの時間間隔です。
RFC1541 では、T2 のデフォルトをリース継続時間の 0.875 倍としています。最小値は 50% で

す。 T2 は、T1 よりも大きくなければなりません。

lease-policy= policy

このタグは、新規のリース割り当てが可能かどうかを指定します。 policy が reject-new-clients

になっている場合、新たなクライアントはリースを得られないので、すでにリースを持ってい

るクライアントだけが応答を得ることになります。 accept-new-clients がデフォルトです。

allow-bootp-clients=boolean

このタグは、bootp クライアントが定義されたグループのメンバーであるかを指定します。デ

フォルトは false です。 boolean が TRUE の場合、 IP アドレスは、 bootptab ファイル内にエン

トリーがない、定義されたグループと同じサブネット上にあるクライアントに割り当てられま

す。このアドレスは無限リースとして処理され、ブート応答がクライアントに送信されます。

このタグは、 dhcp_device_group には適用されません。これは、bootp クライアントにはクライ

アントクラスがない (したがって bootp クライアントがデバイスグループのクライアントクラス

を照合できない) ためです。このタグを dhcp_default_client_settings に使用する場合は、プール

グループにのみ適用されます。

ddns=ip-address

このタグは、動的なアップデート要求が送られるドメイン名サーバー (DNS) の IP アドレスを指

定します。

pcsn このタグは、クライアントから送られた名前が優先度を与えられるように指定します。このタ

グは論理タグなので、設定すると bootpd が実行されてクライアント (ある場合) から送られた名

前を受け入れます。クライアントから名前が送られないと、bootpd が検索します。

sp このタグは論理タグなので、設定すると bootpd が実行され、アップデート要求が DNS に送ら

れた場合に、あらかじめ決められたセクションが使われないようにします。

DHCP/BOOTPパケット
DHCP/BOOTP パケットのフォーマットは以下のとおりです。

struct dhcp {

unsigned char op; /* packet opcode type */

unsigned char htype; /* hardware addr type */

unsigned char hlen; /* hardware addr length */

unsigned char hops; /* gateway hops */

unsigned long xid; /* 4 bytes transaction ID */

unsigned short secs; /* seconds since boot began */

unsigned short flags; /* if giaddr!=0,client flags*/
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struct in_addr ciaddr; /* client IP address */

struct in_addr yiaddr; /* ’your’ IP address */

struct in_addr siaddr; /* server IP address */

struct in_addr giaddr; /* gateway IP address */

unsigned char chaddr[16]; /* client hardware address */

unsigned char sname[64]; /* server host name */

unsigned char file[128]; /* boot file name */

unsigned char options[312]; /* options area */

};

DHCPオプション番号
前述の DHCP/BootP オプションは、RFC1533 のオプション番号に次のように対応しています。

番号 タグ 説明

1 sm サブネットマスク
2 to タイムオフセット
3 gw ゲートウエー
4 ts タイムサーバー
5 ns IEN 116 ネームサーバー
6 ds ドメインネームサーバー
7 lg ログサーバー
8 cs cookie サーバー
9 lp LPR サーバー
10 im Impress サーバー
11 rl リソースロケーションサーバー
12 hn ホスト名を応答に送信
13 bs ブートファイルのサイズ
14 md メリットダンプファイル
15 dn ドメインネーム
16 ss スワップサーバー
17 rp ルートパス
18 ef 拡張パス
28 ba ブロードキャストアドレス
33 sr 静的経路
40 yd NIS ドメイン
41 ys NIS サーバー
42 nt NTP サーバー
43 V### ベンダー固有情報
44 na NetBIOS ネームサーバー
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45 nb NetBIOS データグラム分散サーバー
46 nc NetBIOS ノードタイプ
47 nd NetBIOS 有効範囲
48 xf X フォントサーバー
49 xd X ディスプレイマネージャ
51 lease-time IPアドレスのリース時間
58 tr リースリニューアルタイム (T1)

59 tv リースリバインドタイム (T2)

60 class-id クラス識別子
61 ci クライアント識別子
64 pd NIS+ ドメイン
65 ps NIS+ サーバー
69 ms SMTP サーバー

例
次に /etc/bootptab ファイルの例を示します。

# Common entry

global.defaults:\

bf=C2300A:\

hd=/usr/lib/X11/:\

hn:\

ht=ether:\

vm=rfc1048

# Now the actual individual entries

xterm1:\

tc=global.defaults:\

ha=08000903212F:\

ip=190.40.101.22

xterm2:\

tc=global.defaults:\

ha=0800090324AC:\

ip=190.40.101.35

# Common relay entry.
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relay-default:\

ht=ethernet:\

bp=15.4.3.136 15.13.6.192:\

th=2:\

hp=5:

# Relay entry for node2

node2:\

tc=relay-default:\

ha=08000902CA00:

# Group relay entry

group-machines:\

tc=relay-default:\

ha=080009000000:\

hm=080009000000:

# Turn the relay off (block the relay) for the following machines.

blocked-machines:\

ht=ethernet:\

ha=07000A000000:\

hm=07000A000000:

# Relay definition for all other machines.

all:\

tc=relay-default:\

ha=000000000000:\

hm=000000000000:

次に /etc/dhcptabファイルの例を示します。

# The first entry is for options which define the server’s operation.

DHCP_SERVER_SETTINGS:\

call-on-unrequited="/tmp/unrequited.script" :\

dhcpdb-write-perf= 3 :\
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# The next entry is for options that will be applied to all groups.

# Individual options may be overridden for a specific group if the group

# also configures the option.

DHCP_DEFAULT_CLIENT_SETTINGS:\

hn:\

lease-time=10080:\

# The next entry defines an address pool for devices with the class

# id "xterminal" on subnet 15.14.128. Address leases will be granted

# for up to 1 week. The server will use a broadcast message to

# respond to all client requests.

DHCP_DEVICE_GROUP:\

ba:\

class-name=SUBNET_128_XTERMINAL_GROUP:\

class-id="xterminal:"\

subnet-mask=255.255.255.0 :\

addr-pool-start-address= 15.14.128.1 :\

addr-pool-last-address= 15.14.128.254 :\

lease-time=604800 :\

lease-grace-period=5 :\

# The next entry grants IP leases to any device on subnet

# 15.13.128. The script /usr/local/bin/assignment.script will be

# run whenever a new lease is granted.

DHCP_POOL_GROUP:\

pool-name=RED_SUBNET_POOL:\

call-on-assignment="/usr/local/bin/assignment.script" :\

subnet-mask=255.255.255.0 :\

addr-pool-start-address= 15.13.128.100 :\

addr-pool-last-address= 15.13.128.254 :\

gw=15.13.128.1 :\

次に /etc/dhcpdeny ファイルの例を示します。

# Sample /etc/dhcpdeny file
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080009000001

0x080009000002

# Above two clients will not be served!

警告
個々のホストエントリーは、1024 文字を超えてはなりません。

著者
bootpd は、カーネギーメロン大学、スタンフォード大学および HP が開発しました。

ファイル
/etc/bootptab

/etc/dhcptab

/etc/services

参照
bootpquery(1M), dhcptools(1M), inetd(1M), tftpd(1M), syslog(3C), hosts(4)

DARPA Internet Requests For Comments: RFC865, RFC868, RFC887, RFC951, RFC1010, RFC1034, RFC1048,

RFC1084, RFC1395, RFC1533, RFC1534, RFC1541, RFC1542
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名称
bootpquery − BOOTREQUEST の BOOTPサーバへの送信

構文
/usr/sbin/bootpquery haddr [ htype ] [ options ]

説明
bootpquery は、インターネットブートストラッププロトコル (BOOTP) サーバ、 bootpd(1M) の設定をチェック

する診断関数です。この関数は予約ポートを使用するため、スーパーユーザーのみが実行できます。

bootpquery は BOOTP サーバに送るためのブート要求を供給パラメータとともに構築し、 BOOTP サーバの応

答の内容をプリントします(以下の「例」を参照)。 bootpquery は、BOOTREPLY に含まれる RFC1048 または
CMU スタイルのベンダ情報をフォーマットしてプリントすることに注意してください。

BOOTREQUEST パケットは、 BOOTP サーバポート bootps 上でブロードキャストされます。要求に応答する

ように設定されている場合、 BOOTP サーバは、 BOOTREPLY パケットを BOOTP クライアントポート bootpc

に戻します。 BOOTP サーバがクライアントポート上で応答をブロードキャストする場合、または BOOTRE-

QUEST に指定されたハードウェアアドレスと IP アドレスが bootpquery を実行中のホストのものである場

合、 bootpquery は、 BOOTREPLY パケットだけしか表示できません。

BOOTREQUEST に情報を提供するオプションは、次のとおりです。

haddr BOOTREQUEST で使用する、 BOOTP クライアントのハードウェアアドレス。このリンク

レベルアドレスを持つホストについての設定情報を持っていれば、 BOOTP サーバが応答し

ます。

htype haddr に指定されたアドレスのタイプ。 ether または ieee802 のどちらかです。デフォルト

のアドレスタイプは、 ether です。

−iipaddr BOOTREQUESTで使用する BOOTP クライアントのインターネットアドレスを指定しま

す。 BOOTP クライアントが IP アドレスを知らない場合は、 BOOTP サーバが BOOTRE-

PLY に与えます。それ以外の場合、サーバは直接 ipaddr に BOOTREPLY を戻します。

−sserver BOOTRQUEST を受ける BOOTP サーバの名前を指定します。 BOOTP サーバが分かってい

る場合、 BOOTREQUEST はブロードキャストされません。

−vvendor BOOTREPLAY にベンダ情報を含めるためのベンダ名を指定します。 vendor は、 rfc1048

または cmu として指定します。その他の vendor 指定の場合は、パラメータの最初の 4文字

がベンダマジッククッキーとして使用されます。

−f bootpd に応答を再びブロードキャストするように指定します。このオプションは、 bootpd

HPUX 10.0 (または、それ以降)のリリースでのみ有効です。

−bbootfile BOOTP クライアントによって必要とされるブートファイルを指定します。 BOOTRE-

QUEST にブートファイルが指定されていれば、サーバホストがファイルを使用可能にでき

る場合に限り、 BOOTPサーバは応答します。
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例
/usr/sbin/bootpquery 02608cee018e ether -s hpserver

hpserver.hp.com (15.9.18.119)から BOOTREPLY を受信します。

ハードウェアアドレス: 02:60:8c:ee:01:8e

ハードウェアタイプ: ethernet

IP アドレス: 15.9.18.113

ブートファイル: /export/tftpdir/hp-gw2-confg

RFC 1048 ベンダ情報

サブネットマスク: 255.255.248.0

ブートファイルサイズ: 6 512 byte blocks

ドメインネームサーバ: 15.9.18.119

ホスト名: hp-gw2

著者
bootpquery は、HP が開発しました。

参照
bootpd(1M), tftp(1), tftpd(1M)

DARPA Internet Request For Comments RFC951, RFC1048, RFC1084, RFC1395, RFC1542, Assigned Numbers
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名称
cachefsstat −キャッシュファイルシステムの統計情報

構文
cachefsstat [ −z ] [ path... ]

説明
cachefsstat コマンドは、 path にマウントされているキャッシュファイルシステムに関する統計情報を表示しま

す。統計情報には、キャッシュのヒットおよびミス、整合性チェック、変更処理などが含まれます。 path を省

略すると、マウントされたキャッシュファイルシステムがすべて使用されます。また、 cachefsstat を使用して

この情報を初期化することもできます (−z オプションを参照)。統計情報のフォーマットは、次のとおりです。

<cache hit rate>

<consistency checks>

<modifies>

表示内容は次のとおりです。

cache hit rate アクセスの総数に対するキャッシュヒットのパーセンテージが表示され、その後に実際

のヒット回数とミスの回数が続きます。

consistency checks

整合性チェックが実行された回数が表示され、その後にパスした回数と失敗した回数が

続きます。

modifies 変更処理 (書き込み、作成など) の回数。

オプション
次のオプションがサポートされています。

−z 統計情報の消去 (初期化)。 cachefsstat を実行してキャッシュの性能に関する統計情報を収

集する前に、 cachefsstat −z を実行します。このオプションが使用できるのはスーパーユー

ザーに限られます。出力される統計情報は、統計情報が初期化される直前の状態を反映し

ています。

例
example% cachefsstat /home/sam

cache hit rate: 73% (1234 hits, 450 misses)

consistency checks: 700 (650 pass, 50 fail)

modifies: 321

終了ステータス
次の終了ステータスが返されます。

0 正常終了
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ゼロ以外 エラーが発生しました。

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

参照
cfsadmin(1M)
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名称
captoinfo − termcapの記述を terminfo の記述に変換

構文
captoinfo [-1v] [-wn] [ filenames]

説明
captoinfo は、指定された filenames のファイルを調べ、 termcap(3X) の記述を捜します。また、termcap 各記述

に対して、それに相当する terminfo(4) の記述を標準出力に書き出します (コメントがあればそれも一緒に)。
termcap エントリー内の名称のリストの一番最初にある 2文字からなる名称 ( UNIX バージョン6から残してい

る) は削除されます。他の記述と関係のある記述 ( termcap の tc= フィールドに指定されているような記述) は

すべて、出力される前に最小のスーパーセットに縮小されます。

filename が与えられていない場合、環境変数 TERMCAP がファイル名またはエントリーとして使用されま

す。 TERMCAP が、あるファイルへの完全パス名である場合、環境変数 TERM に指定された名称の端末だけ

がそのファイルから抽出されます。環境変数 TERMCAP が設定されていない場合、ファイル
/usr/share/lib/termcapが読み取られます。

オプション
captoinfo には、以下のオプションがあります。

−1 各行につき 1フィールドをプリントします。このオプションが選択されていない場合、各行に

ついて最大幅 60文字までの範囲内で、複数のフィールドがプリントされます。

−v プログラムの実行中に (冗長) トレース情報をプリントします。さらに -v オプションを指定す

ると、詳細な情報がプリントされます (例えば、 -v -v -vまたは -vvv) 。

-wn 出力幅を n 文字に変更します。

診断
tgetent failed with return code n (reason).

termcap エントリーが無効です。特に、無効な ’tc=’ エントリーをチェックしてください。

unknown type given for the termcap code ’cc’.

termcap の記述の中で、ブール代数、数値、文字列のどのタイプでもないエントリーが ’cc’ に含ま

れています。

wrong type given for the boolean (numeric, string) termcap code ’cc’.

ブール代数であるべき termcap エントリー ’cc’ に対して数値または文字列として入力されました。

the boolean (numeric, string) termcap code ’cc’ is not a valid name.

未知の termcap コードが指定されました。

tgetent failed on TERM=term.

指定されたターミナルタイプは、termcap ファイルの中に見つかりませんでした。
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TERM=term: cap cc (info ii) is NULL: REMOVED

termcap コードが null 文字列として指定されました。エントリーを取り消すための正しい方法とし

て、 :bs@ のように @ を付けて指定します。null 文字列を指定すると、termcap や terminfo を使用

するソフトウェアに誤って解釈されます。

a function key for ’cc’ was specified, but it already has the value ’vv’.

’ko’機能を解析するときに、キー ’cc’ が ’cc’ 機能と同じ値をもつように指定されましたが、キー
’cc’ にはすでに値が割り当てられています。

the unknown termcap name ’cc’ was specified in the ’ko’ termcap capability.

取り扱えないキーが ’ko’ 機能に指定されました。

the vi character ’v’ (info ’ii’) has the value ’xx’, but ’ma’ gives ’n’.

ファンクションキーに指定された ’ma’ 機能の値は、同じキーに対して、それとは別のセットで指定

された値と異なります。

the unknown vi key ’v’ was specified in the ’ma’ termcap capability.

captoinfo にとって未知の vi キーが、’ma’ 機能に指定されました。

Warning: termcap sg (nn) and termcap ug (nn) had different values.

terminfo は、sg 値 (現在は xmc)と ug 値が同一であったものとみなします。

Warning: the string produced for ’ii’ may be inefficient.

作成されたパラメータ文字列は、手作業で書き換えなければなりません。

Null termname given.

ターミナルタイプが null でした。このメッセージは、 $TERM が null であるか、設定されていない

場合に表示されます。

cannot open "file" for reading.

指定されたファイルがオープンできませんでした。

Warning: cannot translate capability (unsupported in terminfo).

termcap のこの機能は、terminfo ではすでにサポートされていませんので、変換することはできませ

ん。

警告
特定の termcap デフォルトが、真であるとみなされます。例えば、ベル文字 (terminfo では bel) は ˆG である

とみなされます。改行機能 (termcap では nl) は、 cursor_down と scroll_forward の両方で同じとみなされます
(terminfo では、それぞれ cud1 と ind ) 。パディング情報は、文字列の末尾に含まれるものとみなされます。

cursor_position など termcap フィールド用のパラメータ情報を展開するために使用するアルゴリズム (termcap

では cm 、 terminfo では cup) で作成される文字列は、技術的には正しくても、必ずしも最適であるとはいえな

いことがあります。特に、ほとんど使用することはありませんが %n を指定して termcap 操作を行うと、特別

に長い文字列が作成されます。最適でない文字列があるとほとんどの場合、警告メッセージが表示されます。

この場合は、手作業でコーディングし直さなければならないこともあります。
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HP は、現在サポートしているデバイスの一覧に記載されている端末だけをサポートします。しかし、 terminfo

データベースには、サポートしている端末とサポートしていない端末の両方が含まれています。サポートして

いない端末を使用すると、正しく動作しない可能性があります。

著者
captoinfo は、AT&T社が開発しました。

参照
tic(1M), untic(1M), termcap(3X), terminfo(4), infocmp(1M)
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名称
catman − マニュアル用 cat ファイルの作成

構文
/usr/sbin/catman [ −A alt-path] [ −p ] [ −m ] [ −n ] [ −w ] [ −z ] [ sections ]

説明
catman コマンドは、 nroff (1) と互換性があるソースファイルから、フォーマットの整ったオンラインマニュア

ルを作成します。ディレクトリ man∗ .Z およびディレクトリ man∗ 内の各マニュアルエントリーを調べて、
フォーマットの整っていないマニュアルエントリーおよび古いマニュアルエントリーを再作成します。 catman

は、複数のエントリーの中から一番新しいエントリーをフォーマットの整ったマニュアルにし、それを圧縮し

た後、適切な cat∗ .Z ディレクトリに入れます。

変更があった場合、 catman はデータベース /usr/share/lib/whatis を再作成します。デフォルトでは、データ

ベース /usr/share/lib/whatis はオーバーライトされます。 MANPATH 環境変数がデフォルト以外のパスに設定

されている場合、古いデータベースファイルは /usr/share/lib/whatis.old に保存されます。システム管理者はこ

れを利用して、必要に応じて新旧 2つのファイルをマージすることができます。

デフォルトでは、 catman は、以下の man ディレクトリの下のサブディレクトリ man∗ .Z および man∗ を検索
します。

• /usr/share/man

• /usr/contrib/man

• /usr/local/man

MANPATH が環境中に設定されている場合は、デフォルトのディレクトリの代わりに MANPATH に設定され

ているディレクトリがチェックされます。 MANPATH環境変数の説明は environ(5) を参照してください。

catman を実行する前に、既存のディレクトリ cat∗ はすべて削除してください。 −z オプションを使用するとき

は、その代わりにディレクトリ cat∗ .Z を削除してください。ディレクトリ cat∗ .Z と cat∗ の両方がすでに存在
する場合、 man(1) はその両方をアップデートするため、使用されるスペースは大きくなります。

先頭に − が指定されていないコマンド行パラメータはすべて、検索するマニュアルセクション (ディレクトリ)

のリストであると解釈されます。例えば、

catman 123

は、アップデートするマニュアルセクションを 1, 2, および 3 (ディレクトリ man1 , man2 , および man3) だけ

に制限します。

オプション
catman では、以下のオプションが使用できます。

−m マージされたデータベース /usr/share/lib/whatis を作成します。つまり、現在のデータ

ベースに上書きされることなく、それに新しいマニュアルエントリーの情報 (最後に
catman が実行されてから後に追加された情報) がマージされます。このオプションは
−n が指定されていると無視されます。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-125



catman(1M) catman(1M)

−n /usr/share/lib/whatisが作成されないようにします。

−p 実際には実行せず、実行内容をプリントします。

−w データベース /usr/share/lib/whatis だけが作成されるようにします。マニュアルの

フォーマットは新しく整えません。

−z フォーマットの整ったエントリーを、ディレクトリ cat∗ .Z でなくディレクトリ cat∗
に入れます。

−A alt-path 指定された代替ルートに従ってアクションを実行します。このオプションでは、alt-

path は、 デ フォ ル ト の パ ス、 MANPATH で 定 義 さ れ た パ ス、 お よ び
/usr/share/lib/whatis へのパスも含めて、すべてのディクトリパスを指定したのと同じ

ことになります。

多言語化対応
環境変数

MANPATH は、ディレクトリ man∗ および man∗ .Z を検索するときに使用する上でのディレクトリを定義しま

す。

警告
最後に catman が実行された後で、フォーマットの整っていないマニュアルエントリー (サブディレクトリ
../man∗ 内にあるマニュアルエントリー) が削除された場合、データベース /usr/share/lib/whatis 内の情報が失

われることがあります。これを防ぐには −m が使用できますが、その結果、データベース内に同じマニュアル

エントリーが重複して存在することがあります。

例
マニュアルのセクション 1 および 1m の、圧縮されていない cat∗ ファイルを作成しますが、
/usr/share/lib/whatisデータベースは作成しません。

catman -z -n 11m

サーバから catman を実行し、代替ルートのディスクレスクライアント /export/shared_roots/OS_700 に対して
cat∗ エントリーを作成します。

catman -A /export/shared_roots/OS_700

以下の場所に cat∗ マンページを作成します。
/export/shared_roots/OS_700/usr/share/man/

/export/shared_roots/OS_700/usr/contrib/man/

/export/shared_roots/OS_700/usr/local/man/

また、以下の場所に whatis ファイルを作成します。
/export/shared_roots/OS_700/usr/share/lib/whatis

アプリケーションに対して cat∗ エントリーを作成し、その情報を /usr/share/lib/whatis データベースとマージ

します。
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MANPATH=/opt/langtools/man

catman -m

この処理を行う前に、 MANPATHを保存して、現在の MANPATHが失われないようにすることもできます。

著者
catman は、HP およびカリフォルニア州立大学バークレー校が開発しました。

ファイル
/usr/share/man/man∗ [.Z]/∗ フォーマットの整っていない (nroff(1)と互換性があるソースの)マ

ニュアルエントリーファイル[圧縮済み]

/usr/share/man/cat∗ [.Z]/∗ フォーマットの整ったマニュアルページ[圧縮済み]

/usr/local/man/man∗ [.Z]/∗
/usr/local/man/cat∗ [.Z]/∗
/usr/contrib/man/man∗ [.Z]/∗
/usr/contrib/man/cat∗ [.Z]/∗
/usr/share/lib/whatis マンページエントリーの要約情報が含まれたデータベース man -k

コマンドの実行時に使用
/usr/lbin/mkwhatis whatis whatis データベースを作成するコマンド

参照
compress(1), fixman(1M), man(1), environ(5)
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名称
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

構文
cfsadmin −c [ −o cacheFS-parameters ] cache_directory

cfsadmin −d [ cache_ID | all ] cache_directory

cfsadmin −l cache_directory

cfsadmin −s [ mntpt1 . . .  | all ]

cfsadmin −u [ −o cacheFS-parameters ] cache_directory

説明
cfsadmin コマンドには、次のような機能があります。

• キャッシュの作成
• キャッシュされたファイルシステムの削除
• キャッシュの内容と統計情報のリスト
• ファイルシステムがアンマウントされる際のリソースパラメータの調整

コマンドの各形式では、 −s 形式を除いて、キャッシュディレクトリを指定しなければなりません。これは

キャッシュが実際に格納されているディレクトリです。キャッシュディレクトリは、フロントファイルシステ

ムのパス名によって区別されます。コマンドの -s 形式では、マウントポイントを指定しなければなりませ

ん。

CacheFS でファイルシステムをマウントする際にはキャッシュ ID を指定できます。あるいは、システムが ID

を生成するようにもできます。 −l オプションでは、情報のリストにキャッシュ ID が含まれます。キャッシュ

されたファイルシステムを削除するためには、キャッシュ ID を知っていなければなりません。

オプション
−c cache_directory で指定したディレクトリの下に、キャッシュを作成します。このディレクトリは、

キャッシュを作成する前に存在していてはなりません。

−d 指定したキャッシュ ID のファイルシステムを削除し、リソースを解放します。または、 all を指定し

てキャッシュ内のファイルシステムをすべて削除します。キャッシュからファイルシステムを削除し

た後は、 fsck_cachefs(1M) コマンドを実行して、キャッシュのリソースカウントを修正する必要があ

ります。

−l 指定したキャッシュに格納されているファイルシステムと、それに関する統計情報を表示します。

キャッシュされたファイルシステムはキャッシュ ID の順でリストされます。統計情報には、リソー

スの利用とキャッシュリソースのパラメータが記録されます。

−s 指定したファイルシステム (または cachefs でマウントされているファイルシステムすべて) について

整合性チェックを要求します。 −s オプションは、キャッシュファイルシステムが demandconst を有
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効にしてマウントされた場合にのみ動作します (mount_cachefs(1M) を参照)。指定したキャッシュファ

イルシステム内の各ファイルは、バックファイルシステム内の対応するファイルとの整合性がチェッ

クされます。整合性のチェックは、ファイルがアクセスされたときにファイルごとに実行されるので

注意してください。ファイルがアクセスされなければ、チェックは実行されません。このオプション

を使用しても、整合性チェックの「嵐」になることはありません。

−u 指定したキャッシュディレクトリのリソースパラメータを更新します。パラメータの値には増加のみ

が行えます。値を減らすには、キャッシュを削除して再度作成する必要があります。このオプション

を使用する際は、キャッシュディレクトリ内のすべてのファイルシステムをアンマウントしてくださ

い。変更内容は、その次に、指定したキャッシュディレクトリ内で任意のファイルシステムをマウン

トした時に有効になります。 −u オプションを指定し −o オプションを指定しなければ、パラメータは

すべてデフォルト値に設定されます。

オペランド
cache_directory キャッシュが実際に格納されるディレクトリ。

mntpt1 CacheFS がマウントされているディレクトリ。

CacheFSリソースパラメータ
以下の CacheFS リソースパラメータは、 −o オプションの引き数として指定できます。複数のパラメータを指

定するときには、コンマで区切ってください。

maxblocks=n CacheFS が使用できる記憶スペースの最大容量を、フロントファイルシステムの総ブロッ

ク数に対するパーセンテージで表したもの。 CacheFS でフロントファイルシステムの排他

的使用を行っていなければ、 maxblocks パラメータで許可したスペースがすべて利用でき

るという保証はありません。デフォルトは 90 です。

minblocks=n 記憶スペースの最小容量を、フロントファイルシステムの総ブロック数に対するパーセン

テージで表したもの。これは、内部制御メカニズムによる制限なしで CacheFS が常に利用

できます。 CacheFS でフロントファイルシステムの排他的使用を行っていなければ、
minblocks パラメータで予約したスペースがすべて利用できるという保証はありません。

デフォルトは 0 です。

threshblocks=n CacheFS のブロック使用がいったん minblocks で指定したレベルに達するとそれ以上リ

ソースを要求できなくなるという量 (フロントファイルシステム内の総ブロック数に対す

るパーセンテージ)。デフォルトは 85 です。

maxfiles=n CacheFS が使用できる最大ファイル数を、フロントファイルシステムの iノードの総数に

対するパーセンテージで表したもの。 CacheFS は、VxFS ファイルシステムで使うと、こ

のパラメータを自動的に増加させることがあります。 CacheFS でフロントファイルシステ

ムの排他的使用を行っていなければ、 maxfiles パラメータで許可したすべての iノードが

利用できるという保証はありません。デフォルトは 90 です。
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minfiles=n iノードの最少数を、フロントファイルシステムの iノードの総数に対するパーセンテージ

で表したもの。これは、内部制御メカニズムによる制限なしで CacheFS が常に利用できま

す。 CacheFS でフロントファイルシステムの排他的使用を行っていなければ、 minfiles パ

ラメータで予約したすべての iノードが利用できるという保証はありません。デフォルト

は 0 です。

threshfiles=n CacheFS の使用がいったん minfiles で指定したレベルに達するとそれ以上 iノードを要求で

きなくなるという量 (フロントファイルシステム内の iノードの総数に対するパーセンテー

ジ)。デフォルトは 85 です。

maxfilesize=n CacheFS がキャッシュできるファイルの最大サイズをメガバイト単位で表したもの。デ

フォルトは 3 です。

現在、CacheFS では maxfilesize が無視されます。したがって、これを設定しても効果はありません。

注記: キャッシュに対するブロックや iノードの割り当てを減らすことはできません。キャッシュのサイズを減

らすには、削除してから別のパラメータで再度作成する必要があります。

例
次の例では、 /cache というキャッシュディレクトリが作成されます。

cfsadmin -c /cache

次の例では、 /cache1 というキャッシュが作成されます。フロントファイルシステムのブロックの最大 60 パー

セントを要求でき、 CacheFS の内部制御機構の介入を受けずにフロントファイルシステムのブロックの 40

パーセントを使用でき、しきい値は 50 パーセントです。このしきい値は、CacheFS のブロック使用量が保証

されている最小値に達した後、フロントファイルシステムの 50 パーセントのブロックを既に使用していれ

ば、さらにスペースを要求することはできないということを示します。

cfsadmin −c −o maxblocks=60,minblocks=40,threshblocks=50 /cache1

次の例では、キャッシュディレクトリ /cache2 に対する maxfilesize パラメータを 2 メガバイトに変更します。

cfsadmin −u −o maxfilesize=2 /cache2

次の例では、 /cache3 というキャッシュディレクトリの内容をリストし、リソース使用に関する統計情報を表

示します。

cfsadmin −l /cache3

次の例では、ID が 23 のキャッシュされたファイルシステムをキャッシュディレクトリ /cache3 から削除し、

リソースを解放します (キャッシュ ID は cfsadmin −lで表示される)。

cfsadmin −d 23 /cache3

次の例では、キャッシュされたファイルシステムをすべて、キャッシュディレクトリ /cache3 から削除しま

す。

cfsadmin −d all /cache3
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次の例では、 demandconst を有効にしてマウントされたすべてのファイルシステムの整合性をチェックしま

す。 demandconst ファイルシステムが見つからなくても、エラーは通知されません。

cfsadmin −s all

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

参照
fsck_cachefs(1M)、 mount_cachefs(1M)
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名称
chnlspath −メッセージカタログのパスを構成する

構文
chnlspath [-adlsc] [pseudo-pathname]

説明
chnlspath は構成ファイル /etc/default/nlspath の内容を変更するのに使います。 chnlspath は以下のオプション

とコマンドライン引数を認識します。

オプション
-l 構成ファイル /etc/default/nlspathの内容を表示する。

-c 互換モードに切り替える。

-s 保護モードに切り替える。

-a 構成ファイル /etc/default/nlspathにエントリーを加える。

-d 構成ファイル /etc/default/nlspath から疑似パス名を削除する。 /etc/default/nlspath の中に同じ疑似パス名

の複数インスタンスが存在する場合は、最初のインスタンスだけを削除する。

戻り値
chnlspath は以下の値を返します。

0 正常終了。
>0 エラーが発生。

参照
nlspath(4), environ(5), catopen(3C). f1
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名称
chroot −コマンド実行用にルートディレクトリを変更

構文
/usr/sbin/chroot newroot command

説明
chroot コマンドは、 newroot の相対位置で command を実行します。パス名の先頭のスラッシュ (/) の意味は、

コマンドおよび newroot の下位ディレクトリによって変わります。さらに、この場合の最初のワークディレク

トリは newroot になります。

なお、 chroot コマンドの入出力に影響を与えるコマンド接尾語では、新しいルートではなく、もとのルートを

使用します。例えば、次のコマンド

chroot newroot command > x

は、新しいルートではなく、もとのルートに相対的にファイル x を検索します。

ここで command variable は、コマンド名とすべての引き数の両方を指します。

新しいルートパス名は、常に、現在のルートに対する相対名になります。現在、ある chroot が有効であって

も、引き数 newroot は実行中のプロセスにおける現在のルートに対する相対名になります。

このコマンドは、適切な特権を持つユーザだけに認められます。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル／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。

警告
command は、シェルスクリプト内では指定できません。

新しいルートファイルシステム内のスペシャルファイルを参照するときには、特別に注意してください。

chroot は、 command の位置として PATH environment variable は検索しないため、 command のパス名には絶対

パス名を指定しなければなりません。

新しい環境を設定するために chroot を使用するときは、ファイルシステムに対するすべての絶対パス名の参照

が無効になり、共用ライブラリはアクセス不可能になります。現在の操作で引き続いて共用ライブラリにアク

セスする必要があるときは、必ずその共用ライブラリと動的ローダを実行後の新しい root 環境にコピーしなけ

ればなりません。

参照
chdir(2), chroot(2)

標準準拠
chroot: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
ch_rc −システム設定ファイルの変更

構文
/usr/sbin/ch_rc -a|-r|-l [-v] [-A] [-R root] [-p { parameter |parameter=value}...] [ file ...]

説明
ch_rc は、 /etc/rc.config.d ディレクトリにある設定ファイルと同一のファイルフォーマットを持つファイルに

保存された情報の追加、修正、削除、および検索の操作を管理します。

パラメータ名は文字列として扱われます。したがって、 ch_rc では、 X[0] は、 X[1] または X という名前のパ

ラメータに関して、特別な意味を持ちません。

オプション
file 設定データベースとして使用するファイルを指定します。ファイルの指定を省略すると、

ch_rc の対象は、デフォルトで、 /etc/TIMEZONE および /etc/rc.config.d ディレクトリにあ

る全ファイルとなります。

設定パラメータの修正、および削除の操作はすべて、パラメータが見つかったファイルで

行われます。

-a パラメータの定義を追加、または修正します。コマンド行で指定された各パラメータごと

に、指定の (またはデフォルトの) ファイルに該当するパラメータがあれば、指定された値

を反映して修正されます。パラメータがない場合は、指定のファイルに追加されます。

新しいパラメータを定義する場合は、該当するファイル (複数も可) をコマンド行で指定し

なければなりません。この場合、指定されたファイルで、パラメータが定義されます。

-r パラメータの定義を削除します。コマンド行に指定された各パラメータごとに、該当する

出現箇所を指定のファイルから削除します。

-l 設定値をリストします。コマンド行で指定された各パラメータごとに、各定義を指定の

ファイルから出力します。出力は、1行に1つずつ、値のみで構成されます。

-p パラメータ名、または名前/値のペアを指定します。名前と値が必要な場合に名前だけを指

定すると、値は空の文字列にセットされます。例えば、 FOO または FOO= と指定する

と、それぞれ FOO または FOO= のような結果になります。

シェルの引用ルールにより、パラメータの値を引用する場合は、引用符をシェルから保護

する必要があります。例えば、

ch_rc -a -p VALUE="a b c" <file>

は、

VALUE=a b c
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となり、エラーになります。一方、

ch_rc -a -p VALUE=’"a b c"’ <file>

は、

VALUE="a b c"

となります。

-v 冗長。 -l オプションと併用すると、 -v オプションは、冗長リストを出力します。このリス

トには、指定のパラメータが出現するごとに、ファイル名と、パラメータを含む行全体が

記載されます。

-A -A オプションを使用すると、コマンド行に指定されたパラメータに一致する配列パラメー

タがすべてリストされます。

例えば、

ch_rc -l -A -v -p ZZZ file

により、次のように出力することができます。

file: ZZZ[0]=zero

file: ZZZ[5]=five

file: ZZZ[9]=fred

-R root 通常、コマンド行に指定されたファイルのパスは指定通りに解釈されます。 -R オプション

で root ディレクトリを指定すると、すべてのファイル (指定されていないデフォルトの

ファイルも含め) が root に対する相対パスとして解釈されます。

例えば、 root として /foo を指定し、ファイル名として /etc/TIMEZONE を指定した場合

は、 /foo/etc/TIMEZONE と解釈されます。

戻り値
ch_rc は、次のいずれかの値で終了します。

0 追加/削除/リストの正常終了

1 コマンド行構文/使用法エラー

2 リストされた (またはデフォルトの) ファイルにアクセスできなません。

3 ファイルをオープン/作成/書き込みできません。

4 メモリエラー

5 -a オプションを持つ場合に、コマンド行で対象ファイルが指定されていません。
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例
/etc/rc.config.dディレクトリのファイルは次のフォーマットを持ちます。

# Comments are preceded by pound signs and

# are always on a line of their own.

# Blank lines are allowed.

VARIABLE=value

VARIABLE_2=value2

VARIABLE_3[1]=value3

VARIABLE_3[2]=value4

# All parameters are defined on a single line

# Parameters must not be exported

警告
ch_rc では、設定ファイルの解釈は行いません (単にパターンマッチングを行うだけです)。この結果、パラ

メータ定義を含む行にコメントがある場合、 -lオプションを使用すると、出力にコメントが出力されます。

ch_rc は、1つのファイルの同一行で複数のパラメータが定義されている場合、そのパラメータを解析できませ

ん。

著者
ch_rc はHPで開発されました。

ファイル
/etc/rc.config システム設定データベースドライバファイル

/etc/rc.config.d システム設定ファイルを含むディレクトリ

参照
rc.config(4)
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名称
clear_locks − NFSクライアント用のロックを破棄

構文
/usr/sbin/clear_locks [-s] hostname

説明
clear_locks コマンドは、 hostname から作成され、ローカルホストに残っているすべてのファイル、レコー

ド、共有ロックを、作成プロセスにも所有プロセスにも関係なく破棄します。

このコマンドを実行できるのは、スーパーユーザだけです。

クライアントがクラッシュしてロックを解除できなくなったという状況を修復する場合だけ、このコマンドを

使用してください。実行中のクライアントが使用しているロックを破棄すると、アプリケーションが予期しな

い状態に陥ることが考えられます。

オプション
-s hostname ローカルマシンが hostname 上に作成したすべてのロックを破棄します。 hostname はサーバー

のホスト名です。

戻り値
clear_locks returns:

0 成功。

1 root ユーザーではない。

2 構文エラー。

3 サーバーに接続できない。(RPC エラーのため)

例
ローカルの NFSサーバー上に残っているクライアント client1 用のすべてのロックを破棄します。

clear_locks client1

リモートの NFSサーバー server1 上に、ローカルのクライアントが作成したすべてのロックを破棄します。

clear_locks -s server1

参照
lockd(1M), statd(1M)
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名称
clri − iノードをクリア

構文
/usr/sbin/clri special i-number ...

説明
clri コマンドは iノード i-number を０でうめることにより、クリアします。 special は、ファイルシステムが

含まれているデバイスを参照するスペシャルファイルの名称でなければなりません。正しい結果を得るには、
special がマウントされていてはなりません (下記の警告参照)。 clri が実行されると、実行対象となったファイ

ルのブロックがすべて special の fsck に、"missing" として記述されます ( fsck(1M) を参照)。このコマンドは緊

急の時だけに使用するようにしてください。

指定した special のデバイスには、読み取りパーミッションと書き込みパーミッションが必要です。 iノードは

割り当て可能になります。

警告
このコマンドはもともと、何かの理由でどのディレクトリにも存在しないファイルを削除するためのもので

す。ディレクトリにある iノードをクリアするために使われる場合は、その iノードのエントリーを探して削除

するようにとくに注意しなければなりません。そうでなければ、その iノードが別の新しいファイルに再割り

当てされるときに、ディレクトリにある古いエントリーがその新しいファイルを指すことになります。この場

合、古いエントリーを削除すると新しいファイルが破壊されます。したがって、新しいエントリーが割り当て

のない iノードを指す結果、サイクル全体が再度繰り返される可能性があります。

ファイルシステムがマウントされている場合、 clri が無効となることが多くあります。

制限
clriは hfs 型のファイルシステムでしか利用できません。

参照
fsck(1M), fsdb(1M), ncheck(1M)

標準準拠
clri: SVID2, SVID3
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削除予定
名称

clrsvc − x25交換仮想回線網をクリア

構文
clrsvc line pad-type

説明
uucp コマンドは、 clrsvc を含めて、HP-UXから削除される予定です。後述する警告を参照してください。

clrsvc は、指定した line 上に構築された可能性のある交換仮想回線網をすべてクリアします。 pad-type は、
/usr/lbin/uucp/X25 からどの opx25 スクリプトを実行するかを clrsvc に対して指定します。

制約
現時点では、サポートされている PADは HP 2334A だけで、実行結果は HP2334A.clr で opx25 を実行した結果

になります。

例
代表的な実行例を次に示します。

/usr/lbin/uucp/X25/clrsvc /dev/x25.1 HP2334A

警告
uucp コマンドは、 clrsvc も含めて、HP-UX から削除される予定なので、その使用をお勧めしません。代わり

に、 ftp(1)または rcp(1) を使ってください。

著者
clrsvcは、HP が開発しました。

参照
getx25(1M), opx25(1M), getty(1M), login(1), uucp(1)
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名称
convertfs −長いファイル名を受け入れるための HFSファイルシステムの変換

構文
/usr/sbin/convertfs [-q] [ special-file ]

説明
convertfs コマンドは、デフォルトで最大 14 文字までのファイル名をサポートしている既存の HFS ファイルシ

ステムを、最大 255 文字までのファイル名をサポートするファイルシステムに変換します。 HFSファイルシス

テムが一度ロングファイル名型式に変換されると、そのファイル名は、デフォルトの HFSディレクトリ形式と

は互換性がない形式でディレクトリ名を表さなければならないので、もとの状態に戻すことはできません。こ

の操作は取消し不可能な操作なので、 convertfs は変換を実行する前に確認のための入力を求めます。

convertfs は、ルートファイルシステムが変換された場合、強制的にそのシステムをリブートします。ルート

ファイルシステムの変換時には、システムがシングルユーザーモードであり、不必要なプロセスはすべて終了

されており、かつルートファイルシステム以外の全ファイルシステムのマウントが外されていなければなりま

せん。 convertfs の実行には、変換するファイルシステム (ルートファイルシステムを除く) のマウントが外さ

れていなければなりません。

引き数を何も指定しないで実行すると、 convertfs は /etc/fstab から HFSファイルシステムのリストを表示しな

がら対話形式による入力を求めます。そのリストの中から１つ、または複数のファイルシステムを、変換対象

として選択することができます。１つのシステムにマウントした２つのファイルシステムの間で矛盾が発生す

るのを避けるためには、一般的には、 /etc/fstab内の全ファイルシステムを変換するとよいでしょう。

convertfs は、変換するファイルシステムのブロック型スペシャルファイルやキャラクタ型スペシャルファイル

を引き数 special-file に指定して実行することもできます。マウントされているルートファイルシステムの場

合、ブロックスペシャルファイルしか指定することはできません。

変換処理の一部として、 convertfs は各ファイルシステムに対して fsck を実行します ( fsck(1M) を参照)。

オプション
-q 暗黙で実行します。 convertfs は入力を求めずに変換を実行します。通常、 convertfs はファイルシ

ステムを変換する前に入力を要求します。

戻り値
convertfsは次の値を返します。

0 正常終了。 convertfs はファイルシステムを正常に変換したか、またはファイルシステムが

すでに長いファイル名を受け入れました。

0以外 失敗。 convertfs は処理の異常終了によりファイルシステムを変換できませんでした。

著者
convertfsは、HP が開発しました。
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ファイル
/etc/fstab チェックすべきファイルシステムのデフォルトリスト。

参照
fsck(1M), mkfs(1M), newfs(1M), fstab(4)
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名称
convert_awk − 古い sendmail.cf ファイルの新しいフォーマットへの変換

構文
/usr/newconfig/etc/mail/convert_awk

説明
convert_awk は、HP-UX 10.20 より前の sendmail.cf ファイルを、sendmail 8.7 以降で必要とされるフォーマッ

トに変換する awkプログラムです。

このプログラムを実行するには、次のように使用します。

awk -f convert_awk < old.cf > new.cf

新しい sendmail.cf ファイルは豊富な新規オプションと新機能を提供しています。配布バージョンまたは m4 マ

クロ (/usr/newconfig/etc/mail/cf で提供) から新しい sendmail.cf ファイルを作成することを「強く」お勧めしま

す。

参照
sendmail(1M)
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名称
cplxmodify − システムコンプレックスの属性の変更

構文
cplxmodify -N ComplexName

[ -u username[: passwd][: portnum] -h IPaddress|hostname

| -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ]

説明
cplxmodify コマンドは、パーティション対応システムのコンプレックスの属性を変更します。このコマンド

は、コンプレックスレベルでは、ハードパーティションの属性を変更する parmodify コマンドと同等です。

変更するコンプレックスは、デフォルトでは、ローカルコンプレックスです。すなわち、このコマンドを実行

しているコンプレックスです。ローカルでないコンプレックスを対象とするには、 -u または -g オプションを
-h オプションと組み合わせて指定します。

このコマンドの実行には、root 権限が必要です。

次に示す定義が、以降の説明で使われます。

• ローカルパーティションとは、コマンドを実行しているパーティションです。 -u オプションを指定した場

合は、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であると見なされます。 -g オプションを指

定した場合には、ローカルパーティションの概念は適用されません。

• 対象コンプレックスは、ローカルパーティションが存在するコンプレックスです。 -g オプションを指定し

た場合には、アクセスするコンプレックスが対象コンプレックスであると見なされます。

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。コンプレック

スは、サービスプロセッサレベルで、制限がない (デフォルト)、または特定の変更を制限する状態に構成でき

ます。この制限付きセキュリティモードは、対象コンプレックスへ -g オプションを使ってアクセスしている場

合には、適用されません。この場合は、独自のセキュリティメカニズムが使われます。すなわち、すべての操

作が許可されます。このオプションを指定していない場合に、対象コンプレックスが制限付きモードであれ

ば、コマンドは失敗します。

オプションと引き数
cplxmodify は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

-N ComplexName

対象コンプレックスの名前を、 ComplexName に変更します。このオプションは最初にコンプ

レックス名を付ける場合にも使うことができます。

有効なコンプレックス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。コンプレックス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。コンプレックス名は、最大 20 バイトです。
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-u username[:passwd][:portnum]

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。

portnum は、接続を確立するために使用する TCP/IP ポートを指定します。このポートは
/etc/services 内に設定されている必要があります。 portnum を指定しない場合は、前もって構

成されている暗号化ポートと非暗号化ポートが、この順番で、コマンドによって試みられま

す。このフィールドでは、これらのポートに対する代替ポートが指定できます。指定したポー

トで接続が失敗した場合には、前もって設定されているポートでの接続は行われないことに注

意してください。

-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。

−u オプションと −g オプションは、互いに排他的です。

戻り値
cplxmodify 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
ローカルコンプレックスの名前を "Basingstoke" に変更します。

cplxmodify -N Basingstoke

リモートコンプレックスの名前を "Ploverleigh" に変更します。コマンドによって、パスワードの入力が求めら
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れます。

cplxmodify -N Ploverleigh -g -h RemoteComplex

著者
cplxmodify は、HP により開発されました。

参照
fruled(1)、 frupower(1M)、 parcreate(1M)、 parmgr(1M)、 parmodify(1M)、 parremove(1M)、 parstatus(1)、
partition(1)、 parunlock(1M)
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名称
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

構文
cpset [-o] object directory [-mode [-owner [-group] ] ]

説明
cpset コマンドは、指定した object ファイルを指定の directory にインストールします。宛先ファイルの mode ,

owner , および group をコマンド行に指定することができます。これらのデータを省略すると、以下のどちらか

の結果になります。

• 管理者としてのパーミッションが与えられている場合 (つまり、数値 IDが 100 未満の場合)、以下に示す

デフォルトが使用されます。

mode 0555

owner bin

group bin

• 管理者としてのパーミッションがなければ、宛先ファイルのデフォルトの mode, owner, および group は

ユーザーのものと同じになります。

-o オプションを指定すると、 cpset は、新しいオブジェクトファイルをインストールする前に、 object を宛先

のディレクトリ内の OLDobject に強制的に移動します。

cpset は、 /etc/src/destinations ファイルを読み取って、インストールするファイルの最終宛先を決定します。
destinations ファイルには、組になったパス名があり、それぞれスペースまたはタブで区切られています。 1番

目の名称は、「公認」宛先です (例えば、 /usr/bin/echo )。2番目の名称は新しい宛先です。 echo を /usr/bin か

ら /usr/local/binに移動する場合、 destinations には次のように入力します。

/usr/bin/echo /usr/local/bin/echo

実際にオブジェクトファイルをインストールするときには、 cpset は "old" パス名が存在しないことを確認しま

す。指定された位置にファイルが存在するときは、 cpset は警告を発生し、処理を継続します。

このファイルは、提供テープ上には存在せず、ユーザーがローカルコマンドの働きを追跡するときに使用され

ます。この手順でソースを構築した場合、ソースの「公認」位置が定義されます。

複数システム間のオブジェクト生成
宛先ファイルを捜し出すときに環境変数 ROOT が使用されます (形式は $ROOT/etc/src/destinations) 。この環

境変数は、複数システム間のオブジェクト生成がアドレス生成システム上で実行される場合に必要です。

例
ユーザーが管理者であれば、次に示す例はすべて同じ動作を行います。 mode, owner, および group をそれぞれ
0555, bin, bin, に設定して、 echo というファイルを /usr/bin にコピーします。

cpset echo /usr/bin 0555 bin bin
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cpset echo /usr/bin

cpset echo /usr/bin/echo

ユーザーが管理者でない場合、最後の 2例では、 mode, owner, および group をユーザーの現在の値に設定しま

す。

参照
chacl(1), make(1), install(1M), acl(5)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-147



crashconf(1M) crashconf(1M)

名称
crashconf −システムクラッシュダンプを構成

構文
/sbin/crashconf [-artv] [-i -e class] [-c mode] ... [device...]

説明
crashconf は、現在のシステムクラッシュ ダンプ構成の表示または変更 (または、その両方) を行います。ク

ラッシュダンプ構成の構成要素は次のとおりです。

• クラッシュダンプデバイスリスト。このリストでは、クラッシュダンプを保存するために使用できるすべ

てのデバイスを確認します。

• インクルードクラスリスト。このリストでは、どのクラッシュダンプにも組み込まなければならないすべて

のシステムメモリークラスを確認します。

• エクスクルードクラスリスト。このリストでは、クラッシュダンプに組み込んではいけないすべてのシステ

ムメモリークラスを確認します。

• 圧縮モード選択。この選択は、ダンプを行う前に、圧縮モードを ON または OFF にするために使われま

す。

ほとんどのシステムメモリー クラスは、インクルードクラス リストにもエクスクルードクラス リストにも

入っていません。その代わりに、システムは発生するクラッシュのタイプに基づいて、これらのメモリーのク

ラスをダンプするかどうかを決定します。

ダンプが取られるときにシステムオペレータが完全なクラッシュダンプを要求することがあります。この場

合、エクスクルードクラスリストの内容には関係なく、完全なダンプが実行されます。

圧縮モードを ON にすると、高速で小容量のダンプが作成されます。ダンプを圧縮すると、 savecrash も、ダ

ンプのコピーが高速になります。ダンプのサイズが小さくなるためです。

圧縮ダンプの作成には圧縮のために余分なプロセッサ時間とメモリーを必要とするため、システムがダンプの

圧縮に必要な処理リソースの量を認識できない場合には安全策として非圧縮ダンプになります。

構成の変更はすぐに有効となり、次のシステムリブートまで、または次に crashconf を呼び出して変更される

まで、有効なままです。オプション -t を使うと、インクルードクラスリストおよびエクスクルードクラスリ

ストと圧縮モードに対する変更は、システムをリブートしても保持されます。ただし、この変更はカーネルを

再生成すると、 無効になります。カーネルを再生成しても保持されるようにしたい場合には、SAM または
kctune(1M) を使用します。

device は、クラッシュダンプ用として有効なあて先であるデバイスのブロックデバイスファイル名を指定しま

す。コマンド行にリスト表示されるこのようなリストはすべて、 -r が指定されているかどうかによって、ク

ラッシュダンプデバイスの現在のリストの末尾に追加されるか、またはクラッシュダンプデバイスの現在のリ

ストを置き換えます。

class は、適切なクラスリストに追加しなければならないシステムメモリークラスの名前 (または番号) です。
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システムメモリークラスのリストは、 crashconf -v を使って入手できます。メモリーページサイズは、４キロ

バイトです。

class は all という言葉で使われることもあります。この場合、すべてのクラスが適切なリストに追加されま

す。(インクルードクラスリストにすべてのクラスを追加すると、あらゆる状況で完全なクラッシュダンプが

強制されます。エクスクルードクラスリストにすべてのクラスを追加すると、クラッシュダンプは使用不能に

なります。)

mode を、 ON または OFFにすると、ダンプパスの圧縮が ON または OFF になります。

オプション
-a ファイル /etc/fstab が読み取られて、その中で確認されたすべてのダンプデバイスはクラッシュダンプデ

バイスの現在のリストに追加されます (または、リストを置き換えます)。これは、コマンド行で指定し

たクラッシュダンプ device の他に追加されるものです。 /etc/fstab のフォーマットに関する情報について

は、 fstab(4) を参照してください。

-c -c オプションで mode を指定すると、圧縮モードが設定されます。システムがダンプの圧縮に必要な処理

リソースを十分な量、認識できない場合には警告メッセージが表示されます。

-e -e によって指定された class は、エクスクルード (つまり、ダンプしてはいけない) クラスのリストに追

加されます (または、リストを置き換えます)。このようなクラスが現在のインクルードクラスリストに

存在している場合、それはリストから除去されます。

-i -i によって指定された class は、インクルード (つまり、ダンプしなければならない) クラスのリストに追

加されます (または、リストを置き換えます)。このようなクラスが現在のエクスクルードクラスリスト

に存在している場合、それはリストから除去されます。

-r すべての変更が現在の構成に追加されるのではなく、それを置き換えなければならないことを指定しま

す。したがって、 device または -a が指定された場合、現在のクラッシュダンプデバイスリストは新しい

内容に置き換えられます。 class が -e によって指定されている場合、そのクラスは現在のエクスクルード

クラスのリストを置き換え、 class が -i によって指定されている場合、そのクラスは現在のインクルード

クラスのリストを置き換えます。

-t -i、 -e または -c オプションと共に指定すると、ダンプ調整パラメータ alwaysdump、 dontdump および
dump_compress_on のそれぞれに対する変更は、システムをリブートしても保持されます。

-v 現在のクラッシュダンプ構成を表示します。引き数が指定されていない場合、これはデフォルトオプショ

ンです。 -v と同じコマンド行で指定された現在の構成を変更した場合、その変更は、要求された変更が

実行された後に表示されます。

戻り値
終了するとすぐに、 crashconf は次の値を返します。

0 正常終了しました。
1 要求された構成の変更は実行できませんでした。
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警告
crashconf の出力はアプリケーションまたはスクリプトでは構文解析されず、人以外は読み取れないように設計

されています。出力フォーマットは、予告なく変更されることがあります。クラッシュダンプ構成の情報を必

要とするアプリケーションは、 pstat(2) を使ってその情報を取り出さなければなりません。

lvcreate(1M) により作成されるダンプデバイスは、バッドブロックの再配置が行われず (-rn オプションを使

用)、連続割り当てが行われるよう (-Cyオプションを使用) 設定されていなければなりません。

著者
crashconf は、HP で開発されました。

参照
lvcreate(1M), crashconf(2), pstat(2), fstab(4)
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名称
crashutil −クラッシュダンプデータを操作

構文
/usr/sbin/crashutil [-q] [-v version] source [destination]

説明
crashutil はクラッシュダンプ データをコピーして保存し、それに対してフォーマット変換を実行します。
crashutilの一般的な使い方は、次のとおりです。

• まだ raw ダンプデバイスに常駐しているダンプの各部分をクラッシュダンプディレクトリにコピーしま

す。

• クラッシュダンプのさまざまなフォーマットを変換します。

• クラッシュダンプを１つのディレクトリまたは媒体から、別のディレクトリまたは媒体にコピーします。

crashutil は、その source から読み取ったクラッシュダンプをその destination に書き込みます。 destination に書

き込むために使われるクラッシュダンプのフォーマットは、 -v を使って指定したものです。 -v が指定されな

い場合、 destination のフォーマットは source のものと同じになります。 destination が指定されない場合は、
source が使われます。フォーマット変換は、コピーを行わずに、 source 内の所定の位置で行われます。
crashutil が正常終了すると、クラッシュダンプの内容全体は destination に入ります。まだ raw ダンプデバイス

に残っている部分はすべて、 destination にコピーされます。

ダンプフォーマットとして知られているものには、次の４つがあります。

COREFILE (バージョン 0) このフォーマットは HP-UX 10.01 までで使われており、ファイルオフセットと

メモリーアドレスが１対１で対応している物理メモリーイメージを含んだ１つのファイルで構

成されます。通常は、カーネルイメージを含んでいる関連ファイルが１つあります。このタイ

プの source または destination は、プレーンファイルに対する２つのパス名として指定し、空白

で区切らなければなりません。最初のものはコアイメージファイル、２番目はカーネルイメー

ジファイルです。

COREDIR (バージョン 1) このフォーマットは HP-UX 10.10、10.20、および 10.30 で使われており、
INDEX ファイル、カーネル (vmunix) ファイル、および物理メモリーイメージの各部分の入っ

た多数の core.n.m ファイルを含んだ core.n ディレクトリで構成されています。このタイプの
source または destination は、コアディレクトリに対するパス名として指定しなければなりませ

ん。

CRASHDIR (バージョン 2) このフォーマットは HP-UX 11.00 以降で使われており、 crash.n ディレクトリ

で構成されます。このディレクトリに入っているものは、 INDEX ファイル、カーネルファイ

ルおよび動的にロードされた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

と、どのメモリーページがダンプされ、どれがダンプされていないかを記述したメタデータの

各部分が入っている多数の image.m. p ファイルです。このタイプの source または destination

は、クラッシュディレクトリに対するパス名として指定しなければなりません。
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PARDIR (バージョン 3) このフォーマットは HP-UX リリース 11i バージョン 1.0 以降で使われます。こ

れは CRASHDIR フォーマットの構造によく似ています。つまり、 INDEX ファイル、カーネ

ルファイルおよび動的にロードされたカーネルモジュールファイル、および、物理メモリーイ

メージの各部分と、どのメモリーページがダンプされ、どれがダンプされていないかを記述し

たメタデータが入っている多数の image.m. p ファイルを含む crash.n ディレクトリで構成され

ます。一次 INDEX ファイルの他にメモリーページを含むイメージファイルを記述したメタ

データを含んでいる補助インデックスファイルも存在します。このフォーマットはダンプが圧

縮されている場合に使用されます。 crashconf (1M) を参照してください。

その他のフォーマット (例: テープアーカイブ用フォーマット) が、将来追加されることもあります。

source と destination のファイルのタイプがそれぞれ異なる場合 — たとえば、 source がディレクトリであり、
destination が１対のプレーンファイルの場合 — 両方とも指定しなければなりません。

オプション
-q 「沈黙 (quiet)」の意味ですが、処理中のメッセージを出力しません。警告とエラーメッセージは

出力されます。

-v version あて先フォーマットのバージョンを指定します。使用できる値は COREFILE、 COREDIR、
CRASHDIR、 PARDIR、０、１、２または３です。また、キーワード CURRENT も使用できま

す。このキーワードは、あて先フォーマットが現在のソースフォーマットと同じでなければなら

ないことを指定します。 -v が指定されない場合は、 CURRENT がデフォルトになります。あて

先フォーマットが PARDIR の場合には、ソースフォーマットも PARDIR である必要がありま

す。以前のフォーマットから PARDIRへ変換する機能はサポートされていません。

戻り値
終了するとすぐに、 crashutil は次の値を返します。

0 操作は正常終了しました。
1 操作は失敗し、適切なエラーメッセージが出力されました。

例
HP-UX 11.00 クラッシュダンプを savecrash(1M) によって /var/adm/crash/crash.2 に保存しました。 -p フラグが
savecrash に指定されると、スワップ操作によって破壊される可能性のあるダンプの部分だけを保存しなければ

ならないことを指定します。その他の部分はすべて、raw ダンプデバイスに常駐したままです。ダンプの残り

の部分をクラッシュダンプディレクトリに保存するには、次のように指定します。

crashutil /var/adm/crash/crash.2

できれば、次のように指定して、完了したクラッシュダンプディレクトリを別の位置に — おそらく、NFS を

通して別のマシンにある別の位置に入れてください。

crashutil /var/adm/crash/crash.2 /nfs/remote/otherdir

最新のクラッシュダンプ フォーマットを認識しないツールを使ってこのクラッシュダンプをデバッグするに
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は、次のように指定して、それを前のコアディレクトリフォーマットに変換してください。

crashutil -v COREDIR /var/adm/crash/crash.2 /tmp/oldcoredir

または、さらに前の「コアファイルおよびカーネル」フォーマットに変換してください。

crashutil -v COREFILE /var/adm/crash/crash.2 /tmp/corefile /tmp/kernfile

著者
crashutilは、HP で開発されました。

参照
savecrash(1M), crashconf(1M)
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名称
create_sysfile −カーネルシステムファイルの作成

構文
/usr/lbin/sysadm/create_sysfile [outfile]

説明
create_sysfile コマンドは、カーネル構成記述ファイル (システムファイル) を作成します。このファイルは、
kconfig(1M) または mk_kernel(1M) コマンドに対する入力として使用できます。生成されるシステムファイル

は、バージョン 1 (system(4) 参照) で、現在のシステムハードウェアで必要になるドライバに従って構築されま

す。このコマンドは、システムにシステムファイルがない場合に、インストールプロセスの間に使用するもの

です。

create_sysfile コマンドでは、テンプレートファイルを基にして、次にシステムハードウェアをスキャンした

後、既存のハードウェアを実行するために識別できるドライバをすべて追加します。 outfile を指定すると、生

成されるシステムファイルは outfile に出力されます。また、 outfile を省略すると、出力は /stand/system に置

かれます。

戻り値
create_sysfileは、終了時に以下のいずれかの値を返します。

0 正常終了。

1 １つまたは複数のエラーが報告された。

診断
エラーは stderr に出力されます。 create_sysfile の診断メッセージはほとんどの場合、読めば意味がわかりま

す。エラーが起きると、 create_sysfile は即座に停止します。

著者
create_sysfileは、HP で開発されました。

ファイル
/usr/conf/gen/templates/*

参照
kconfig(1M), mk_kernel(1M), system(4), kconfig(5)
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名称
cron − 日時指定ジョブの実行デーモン

構文
/usr/sbin/cron

説明
crontab ファイルに置かれた命令に従って、定期的に実行するコマンドを指定することができます。 crontab

ファイルは、 crontab コマンドによってサブミットできます (crontab(1) 参照)。一度だけ実行するコマンド

は、 at または batch コマンドによって指定することができます。

cron は終了させることはできないので、一度だけ実行するようにしてください。この場合、スタートアップス

クリプト /sbin/init.d/cron を使用して、初期化プロセスから cron を実行するのが最もよい方法です (init(1M) 参

照)。

cron では、プロセスの初期化中と、ファイルが追加、削除、または修正されたことが at、 batch、または
crontab によって通知された時点で crontabファイルと、 at/batch コマンドファイルに対するスケジュールが設

定されます。

cron があるジョブを実行すると、ジョブのユーザーIDとグループIDがジョブをサブミットしたユーザーに設

定されます。

春期と秋期の時間の切り換え
夏時間が採用されている間は (夏時間を採用している時間帯および国では)、 cron によるコマンドの定期的な

実行時刻は通常とは異なります。

以下の説明において、二重時刻とは、夏時間の採用にともない 1日 (通常は秋のある 1日) に 2度発生する時刻

のことを指します。また、欠損時間とは、夏時間の採用にともない 1日 (通常は春のある 1日) に一度も発生し

ない時刻のことを指します。 DST-shift とは、標準時間に対するオフセット値のことを指し、これにより時刻

が夏時間に合わせれらます。この値は、通常は 1時間ですが、最高 23時間から 59分まで任意の組み合わせが

可能です (tztab(4) を参照)。

あるコマンドが二重時刻に実行されるように指定されている場合、このコマンドは最初の二重時刻にだけ実行

されます。

あるコマンドが欠損時間に実行されるように指定されている場合、このコマンドは DST-shift に指定しただけ

の時間が経た後に実行されます。この調整によって、このコマンドに対して、別に設定された実行時刻と重な

る場合は、そのコマンドを同時刻に 2度実行するのではなく、一度だけ実行します。

crontab エントリーの時間のフィールドに * が指定されていて、1 時間ごとに実行するように設定されているコ

マンドは、実行時刻は調整されません。

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。
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もし LANG が指定されない場合、または空文字列が指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)。多言語化対応変数に誤った設定が含まれていると、すべての多言語化対応変数が "C" に設

定されているものとみなされます (environ(5) 参照)。

診断
cron では、すべての動作の履歴が /var/adm/cron/log に記録されます。

例
以下の例では、時間帯を MST7MDT と仮定しています。この時間帯では DST の移行が 2:00 a.m. 1 秒前に行わ

れ、 DSTが1時間シフトするものとします。

次に示す crontab エントリーを見てください。

# 分 時 日 月 曜日 コマンド

# ----------------------------------------------------------

0 01 * * * Job_1

0 02 * * * Job_2

0 03 * * * Job_3

0 04 * * * Job_4

0 *  * * * Job_hourly

0 2,3,4 * * * Multiple_1

0 2,4 * * * Multiple_2

DSTを採用中の午前 01:00 から午前 04:00 の間の実行結果は次のとおりです。

ジョブ 秋の実行時間 春の実行時間

Job_1 01:00 MDT 01:00 MST

Job_2 02:00 MDT 03:00 MDT

Job_3 03:00 MST 03:00 MDT

Job_4 04:00 MST 04:00 MDT

Job_hourly 01:00 MDT 01:00 MST

02:00 MDT

02:00 MST

03:00 MST 03:00 MDT

04:00 MST 04:00 MDT

Multiple_1 02:00 MDT

03:00 MST 03:00 MDT

04:00 MST 04:00 MDT

Multiple_2 02:00 MDT 03:00 MDT

04:00 MST 04:00 MDT
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警告
春には夏時間の採用にともなう欠損時間が発生する日がありますが、その日の欠損時間内に複数回実行するよ

うに設定されているコマンドは、一度しか実行されません。例えば、 MST7MDT 時間帯内で午前 2:00 と午前
2:30 に実行するように設定されているコマンドは、午前 3:00 にだけ実行します。午前 2:30 に設定されている

コマンドは、午前 3:30 に実行されるのではなく、一度も実行されません。

制約
HPプロセスリソースマネージャ

オプションの HP プロセスリソースマネージャ (PRM) がインストール、および設定されている場合、予定され

た初期化プロセスリソースグループでにあるジョブが開始します。ユーザーの初期グループは、ジョブの開始

時に決定されます (ジョブのスケジュール時ではありません)。ユーザーの初期グループが定義されていない場

合は、ユーザーのデフォルトグループ (PRMID=1) のジョブが実行されます。 HP PRM の設定方法については
prmconfig(1)、またユーザーの初期プロセスリソースグループの決定方法については prmconf (4) をそれぞれ参

照してください。

著者
cron は、AT&Tおよび HP で開発されました。

ファイル
/var/adm/cron メイン cron ディレクトリ
/var/spool/cron/atjobs at、および batch ジョブファイルを含むディレクトリ
/var/spool/cron/crontabs crontabファイルを含むディレクトリ
/var/adm/cron/log アカウンティング情報

参照
at(1), crontab(1), sh(1), init(1M), queuedefs(4), tztab(4)

HP プロセスリソースマネージャ: 『HP Process Resource Manager User’s Guide』の prmconfig(1), prmconf(4)

標準準拠
cron: SVID2, SVID3
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名称
dcopy − HFS ファイルシステムの圧縮コピー

構文
/usr/sbin/dcopy [-d] [-ffsize[:isize] ]  [-F hfs] [-scyl:skip] [-v] [-V] source_fs destination_fs

説明
dcopy コマンドは、既存のHFSファイルシステム (source_fs) を新しいHFSファイルシステム (destination_fs)

に、構成し直した結果が保存できるようにサイズを変更してコピーします。コピー元のファイルシステムが
raw デバイスで、コピー先のファイルシステムがブロック型デバイスの場合には最もよい結果が得られます。
dcopy は、常に、マウントを外されたファイルシステムに対して実行しなければなりません (ルートファイル

システムの場合には、新しいミニディスクにコピーします)。

オプションを何も指定していない場合には、 dcopy は、使用されていないエントリーを削除し未使用領域を最

適化して、ファイル内に連続したブロックのスペースを作成することにより、ディレクトリを圧縮してファイ

ルを source_fs からコピーします。 -f または -s などのオプションは、コピー先のファイルシステムの構造が、

コピー元のファイルシステムの構造と異なる場合に指定します。

dcopy は、コピー先のファイルシステムをコピー元のファイルシステムと同じものにして、そのパックラベル

およびボリュームラベルを保存します。つまり、ファイルシステムを移動しないで圧縮するためには、 dcopy

を使用してファイルを別のファイルシステムにコピーし、 dd コマンドを使用してそのファイルを元の位置に

コピーして戻します (dd(1) を参照)。

ファイルシステムの 1次コピーとして dcopy を実行して、それによって変更されたディレクトリが、通常の方

法でそのファイルシステムの他のコピーに伝達されることによって、ディレクトリの圧縮が行われます。

オプション
dcopy には、以下のオプションが使用できます。

-d サブディレクトリをディレクトリの先頭に移動します。

-f fsize[:isize] ファイルシステムのサイズ ( fsize) および iノードリストのサイズ (isize) をブロック単

位で指定します。このオプションを指定しない場合には、コピー元のファイルシステ

ムの値が使用されます。

-F hfs HFS ファイルシステムタイプを指定します。ファイルシステムのタイプは fstyp コマ

ンド ( fstyp(1M) を参照) で調べることができます。 「従属事項」を参照してくださ

い。

-scyl:skip ファイル内に最適なブロック構成を行うためにデバイス情報を与えます。 cyl は、1

シリンダあたりのブロック数です。 skip は、スキップされるブロック数です。

-v コピー元のファイルシステムとコピー先のファイルシステムのサイズをレポートしま

す。
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-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行いません。コマンド

行は、ユーザー指定のオプションおよび /etc/fstab から得られるその他の情報を取り

込むことによって生成されます。このオプションにより、コマンド行を確認すること

ができます。

例
dcopy は、オプション付きでもオプションなしでも実行することができます。次の例のように、オプションを

指定していない場合には、コピー元のファイルシステムとコピー先のファイルシステムが同一です。この 2つ

のファイルシステムでは、使用可能なディスクスペースのみが異なります。

dcopy /dev/rdsk/c2d0s4 /dev/dsk/c2d0s5

次の例のように、オプションを指定している場合には、コピー元のファイルシステムとコピー先のファイルシ

ステムの構造には大きな相違点があるものと予測されます。

dcopy -F hfs -f40960:260 -s45:5 -d /dev/rdsk/c2d0s4 /dev/dsk/c2d0s5

警告
dcopy をマウントされているファイルシステムに対して実行すると、正しく実行されません。

オプションの引き数に指定する dcopy の値として、コピー元のファイルシステムの dcopy の数値よりも小さい

値を指定することはできません。

従属事項
dcopy は HFSファイルシステムでのみ動作します。

著者
dcopy は、HP が開発しました。

参照
dd(1)、 fstyp(1M)

標準準拠
dcopy: SVID3
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名称
devnm − デバイス名

構文
/usr/sbin/devnm [ name ... ]

説明
devnm コマンドは、指定した各 name のファイルやディレクトリの存在するマウントされたファイルシステム

に関連したスペシャルファイルを指定します。

例
次のコマンドを実行すると、

/usr/sbin/devnm /usr

次の結果になります。

/dev/dsk/c1d0s9 /usr

上の例は、 /usr が /dev/dsk/c1d0s9 にマウントされている場合です。

ファイル
/dev/dsk/*

/etc/mnttab マウントされたファイルシステムテーブル。

参照
brc(1M)

標準準拠
devnm: SVID2, SVID3

Section 1M-160 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



df(1M) df(1M)

名称
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

構文
/usr/bin/df [−F FStype] [−befgiklnv] [−t|-P] [−o specific_options] [−V] [special directory]...

説明
df コマンドは、ファイルシステムにある未使用の512バイトブロックと未使用iノードの数を表示します。 spe-

cial または directory の指定を省略すると、マウントされたファイルシステムの未使用の空間が表示されます。
df に対する引き数がパス名の場合、 df は指定されたファイルがあるファイルシステムについて報告します。
df に対する引き数 special がマウントされていないファイルシステムの場合は、マウントされていないファイ

ルシステムの未使用空間が表示されます。

オプション
df には、以下のオプションがあります。

−b 未使用のキロバイト (KB) のみを報告します。

−e 未使用のファイル数を報告します。

−f 未使用リスト内の実際のブロック数だけを報告します (未使用iノードは報告しま

せん)。

−F FStype ファイルシステムタイプ FStype について報告します ( fstyp(1M) 参照)。

−g statvfs(2) に記述された構造全体を報告します。

−i iノードの総数、未使用iノードの数、使用中のiノードの数、および使用中のiノー

ドの割合を報告します。

−k 割り当て状況をキロバイト (KB) 単位で報告します。

−l ローカルファイルシステムのみを報告します。

−n ファイルシステム名を報告します。その他のオプションを指定せずに使用する

と、マウントされたファイルシステムのタイプがリストされます。

−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

は、コマンドの FStype モジュールに対するサブオプションをそれぞれコンマで区

切ったものです。詳細は、ファイルシステム固有のマニュアルエントリーを参照

してください。

−P ファイルシステム名、ファイルシステムのサイズ、使用ブロック数、未使用ブ

ロック数、使用ブロックの割合、およびファイルシステム階層があるディレクト

リを報告します。

−t 割り当てられたブロック数の合計と未使用のブロック数を報告します。
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−v 使用中のブロックの割合、使用中のブロック数、および未使用のブロック数を報

告します。このオプションとその他のオプションを併用することはできません。

−V 終了したコマンド行を単にエコーします。コマンド行は、ユーザー固有のオプ

ションと、 /etc/fstab の情報を組み合わせて生成されます。このオプションによ

り、コマンド行を検証することができます。

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、 df はすべての国際化変数に"C"が設定されているように処理さ

れます。 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。

例
マウントされた全ファイルシステムに対する未使用ディスクブロックの数を報告します。

df

マウントされた全FHSファイルシステムに対する未使用ディスクブロックの数を報告します。

df −F hfs

マウントされた全FHSファイルシステムに対する未使用ファイルの数を報告します。

df −F nfs −e

マウントされた全ファイルシステムに対して割り当てられたブロックの数と、未使用ブロックの数を報告しま

す。

df −t

/usr としてマウントされたファイルシステムに対して割り当てられたブロックの数と未使用ブロックの数を報

告します。

df −t /usr

ファイル
/dev/dsk/* ファイルシステムデバイス
/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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参照
du(1), df_hfs(1M), df_vxfs(1M), fsck(1M), fstab(4), fstyp(1M), statvfs(2), mnttab(4)

標準準拠
df: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
df_hfs: df − 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

構文
/usr/bin/df [−F FStype] [−befgiklntv] [−B] [−o specific_options] [−V] [special directory]...

説明
df コマンドは、スーパーブロックに記録されているカウントを調べて、ファイルシステムの使用可能な 512 バ

イトの空きブロックおよび空き iノードの個数を表示します。 special または directory が指定されない場合は、

マウントされた全ファイルシステムの空きスペースが表示されます。 df への引き数がパス名の場合、 df は、

指定されたファイルを含むファイルシステムについて報告します。 df への引き数がマウント解除されたファイ

ルシステムの special である場合、そのマウント解除されたファイルシステム中の空きスペースが表示されま

す。

オプション
df は以下のオプションを認識します。

−b 空きスペースのキロバイト (KB) 数だけを報告します。

−B ファイルシステムのスワッピング用に割り当てられた総ブロック数と、ファイル

システムのスワッピング用空きブロック数を報告します。このオプションは HFS

ファイルシステムでのみサポートします。

−e 空きファイル数を報告します。

−f 空きリスト内の実際のブロック数だけを報告します (空き iノードは報告されませ

ん)。このオプションが指定されると、 df は raw デバイスについて報告します。

−F FStype FStype ファイルシステムタイプ ( fstyp(1M) を参照) についてのみ報告します。ここ

では、 FStype に cdfs、 hfs、および nfs のいずれか１つを指定できます。これら

はそれぞれ CDFS、HFS、および NFS ファイルシステムを表します。

−g statvfs(2) で記述されている構造全体を報告します。

−i 総 iノード数、空き iノード数、使用中 iノード数、および
iノード使用率を報告します。

−k 割り当て状況をキロバイト単位 (KB) で報告します。

−l ローカルなファイルシステムについてのみ報告します。

−n ファイルシステム名について報告します。他のオプションなしで単独で使用され

た場合は、マウントされたファイルシステムタイプのリストを表示します。

−o specific_options HFS 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、コンマで区切られたサブオプションのリストです。
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以下に、指定できるサブオプションをあげます。

i 使用中 iノード数および空き iノード数を報告します。

−t 割り当て済みブロック合計および空きブロック数を報告します。

−v ブロック使用率、使用中ブロック数、および空きブロック数を報告します。この

オプションを他のオプションと併用することはできません。

−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。

df が HFS ファイルシステムに対して使用された場合、報告されるファイルスペースは一般のユーザーが使用

可能なスペースであり、 fs_minfree によって指定される予約ファイルスペースは含まれません。

報告されない予約ブロックを使用できるのは、適切な特権を持っているユーザーだけです。 fs_minfree につい

ては tunefs(1M) を参照してください。

df が NFSファイルシステムに対して使用された場合、
iノード数は −1 と表示されます。これは、NFSに対するスーパーユーザーアクセス制限のためです。

例
マウントされた全ファイルシステムについて、空きディスクブロック数を報告します。

df

マウントされた全 HFSファイルシステムについて、空きディスクブロック数を報告します。

df −F hfs

マウントされた全 NFSファイルシステムについて、空きファイル数を報告します。

df −F nfs −e

マウントされた全ファイルシステムについて、割り当て済みブロック合計および空きブロック数を報告しま

す。

df −t

/usr にマウントされたファイルシステムについて、割り当て済みブロック合計および空きブロック数を報告し

ます。

df −t /usr

警告
df は以下の情報は報告しません。
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• スワップスペース用に予約されたディスクスペース
• HFS ブートブロック用のスペース (8K バイト、ファイルシステム当り１)

• HFS スーパーブロック (それぞれ 8K バイト、ディスクシリンダ当り１)

• HFS シリンダグループブロック (それぞれ 1K-8K バイト、シリンダグループ当り１)

• iノード (現在は、各 iノードにつき 128 バイトを予約)

HFS以外のファイルシステムには、このほかにもこのコマンドで報告されない項目がある可能性があります。

以前のリリースで提供された −b オプションは、 −B オプションに置き換えられました。

ファイル
/dev/dsk/* ファイルシステムデバイス。
/etc/fstab ファイルシステムに関する靜的情報
/etc/mnttab マウントされたファイルシステムテーブル

参照
du(1)、 df(1M)、 fsck(1M)、 fstab(4)、 fstyp(1M)、 statvfs(2)、 mnttab(4)

標準準拠
df: SVID2、XPG2、XPG3

Section 1M-166 Hewlett-Packard Company − 3 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



df_vxfs(1M) df_vxfs(1M)

名称
df_vxfs: df − 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

構文
df [ -F vxfs ] [ -V ] [−befgiklntv] [-o s] [special | directory ... ]

説明
df は、スーパーブロックに保持されている情報に基づいて、 VxFS ファイルシステムやディレクトリ内の空き

ブロックおよび空き iノードの数を表示します。

VxFS では、未使用ブロックのプールから動的に iノードが割り当てられます。 df で報告される未使用 iノード

数と未使用ブロック数は、サイズが 8 KB 以上の未使用エクステント数と、現在の割り当て iノードと割り当て

ブロックとの比率を元に推定された値です。 (8 KB より小さいエクステントは、すべての種類の割り当てには

使用できない可能性があるので、 df は未使用ブロック数の合計を報告するときに 8 KB 未満のエクステントの

未使用ブロックは数えません。) このため、新たにブロックを割り当てると未使用 iノード数が減り、割り当て

を解除すると未使用 iノード数が増えます。

df の引き数が special デバイスファイルの場合は、ファイルシステムはマウントされていてもマウント解除さ

れていても構いません。 (例えば、 /dev/dsk/c0t1d0) directoryname を指定した場合は、 df は、そのマウントポ

イントのファイルシステムの情報を表示します。 special と directory のどちらも指定しない場合は、マウント

されているすべてのファイルシステムの未使用スペースが表示されます。

オプション
df には、以下のオプションがあります。

−b 未使用の KB 数だけを報告します。

−e 未使用のファイル数を報告します。

−f 未使用リスト中の実際のブロック数だけを報告します (未使用 iノードは報告しませ

ん)。このオプションを指定すると、 df は raw デバイス上に報告します。

−F vxfs ファイルシステムタイプ (vxfs) を指定します。

−g statvfs(2)構造体全体を報告します。

−i 全 iノード数、未使用の iノード数、使用されている iノード数、および使用されてい

る iノードの割合を報告します。

−k 割り当て量を KB で報告します。

−l ローカルファイルシステムだけについて報告します。

−n ファイルシステム名を報告します。このオプションだけを指定し、他にどのオプショ

ンも指定していないと、マウントしているファイルシステムのタイプの一覧が表示さ

れます。
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−o s 未使用のエクステント数をサイズごとに表示します。未使用のエクステントの長さは

常に 2 の累乗で表され、その範囲は 1 ブロックからファイルシステムでサポートされ

る最大エクステントサイズまでです

−t 割り当てられている全ブロックの数、および未使用ブロックの数を報告します。

−v 使用済みブロックの割合、使用済みブロックの数、および未使用ブロックの数を報告

します。このオプションは、他のオプションと一緒に使用することはできません。

−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、コマンド行を確認することができ

ます。

出力形式を指定するオプションが多数ありますが、中には使用できない組み合わせもあります。無効な組み合

わせでオプションを指定すると、そのオプションのうちの 1 つだけが有効になって他のオプションが無効に

なってしまいます。

引数
df は、以下の引き数を認識します。

directory アクセスする VxFS ファイルシステムのマウントポイント名。

special VxFS ファイルシステムを含むデバイスファイル名。

例
次の例は、マウントした全ファイルシステムの未使用ディスクブロックの数を報告します。

df

次の例は、マウントした全 VxFS ファイルシステムのそれぞれのサイズの未使用エクステント数を報告しま

す。

df −F vxfs −o s

次の例は、マウントした全 VxFS ファイルシステムの未使用ファイルの数を報告します。

df −F vxfs −e

次の例は、マウントした全ファイルシステムに割り当てられている全ブロック数と未使用ブロック数を報告し

ます。

df −t

次の例は、 /usr としてマウントされているファイルシステムに割り当てられている全ブロック数と未使用ブ

ロック数を報告します。

df −t /usr
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ファイル
/dev/vg00/∗ ファイルシステムのデバイスが記述されています。
/dev/dsk/∗ ファイルシステムのデバイスが記述されています。
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報が納められています。
/etc/mnttab マウントしているファイルシステムテーブルが記述されています。

参照
du(1), df(1M), fsck_vxfs(1M), statvfs(2), fs_vxfs(4), mnttab(4)

標準準拠
df : SVID2、XPG2、XPG3
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名称
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

構文
dhcpclient [−G] [−N hostname] −b interface [−f tracefile] [−g class-id] [−l debug_level] [−n] [−p] [−s server_ipaddress]

[−t log_type] [−x send_attempts] [−z time_to_wait]

dhcpclient −d interface [−s server_ipaddress]

dhcpclient [−N hostname] [−f tracefile] [−l debug_level] −m interface [−p] [−s server_ipaddress] [−t log_type] [−z

time_to_wait]

dhcpclient [-f tracefile] [−l debug_level] [−p] −r interface [−s server_ipaddress] [−t log_type]

dhcpclient -v

説明
dhcpclient は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバー (bootpd(1M)) から、ホストを構成するための構成

パラメータを取得するために使用します。現在、 dhcpclient でサポートされているのは10bt(10BaseT)および
100bt(100BaseT)の Ethernet ネットワークのみです。 FDDI および Token-Ring によるネットワークはサポー

トされていません。

dhcpclient は、起動時に auto_parms スクリプト( auto_parms(1M) 参照)によって実行されます。インタフェー

スの構成には、 /etc/rc.config.d/netconf ファイルが使用されます。 auto_parms スクリプトを使用して dhcp-

client を実行するには、 /etc/rc.config.d/netconf ファイルで、変数 DHCP_ENABLE[index] の値を0以外に設定し

ておく必要があります。また、インタフェースが構成されていない場合は、 dhcpclient をコマンドプロンプト

から実行することもできます。

dhcpclient がサーバーから構成パラメータを取得すると、その情報は、構成ファイル /etc/dhcpclient.data に保

存されます。構成パラメータは一定の期間(リース期間)だけ有効です。

ファイル /etc/dhcpclient.dataに保存される構成情報は、次のフォーマットになっています。

<code> <length> <data>

00 <length> IFname

01 <length> hostname

02 <length> sname

03 <length> bootfile

04 <length> NIS_domain

05 <length> domain_name

06 <length> lease_duration

07 <length> lease_expiration

08 <length> T1

09 <length> T2

10 <length> htype
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11 <length> chaddr

12 <length> IP_addr

13 <length> subnet_mask

14 <length> broadcast_addr

15 <length> default_gateway

16 <length> server_addr

17 <length> boot_server

18 <length> dest_gateway

19 <length> DNS_server

20 <length> LPR_server

21 <length> swap_server

22 <length> NIS_server

23 <length> NTP_server

24 <length> raw_options

lengthフィールドには、それに続くデータフィールドの長さが示されます。

これらの行全体が1つのレコードを表します。構成ファイルには、一連のレコードが保存されます。

このファイルにはすべての構成情報が含まれているので、このファイルを使用すると、構成パラメータを取得

したサーバーを特定することができます。また、構成ファイルを使用して、サーバーから同一の構成情報を取

得することもできます。したがって、 dhcpclient は、実行されると構成ファイル /etc/dhcpclient.data を読み取

ろうとします。

ファイル /etc/dhcpclient.dataを読み取ろうとする間、次のような状態が発生する可能性があります。

1. 構成ファイルが削除されている、または構成ファイルを読み取ることができない。

2. 構成ファイルが破損しており、特定のインタフェースについて不正確なデータが含まれている。

3. 特定のインタフェースについて構成情報が含まれていない。

4. ユーザーが、新しいリースを要求する −n オプションを指定している。

上記のすべての場合、 dhcpclient はまずサービスの準備が完了しているサーバーを探さなくてはなりません。

そのため、 DHCPDISCOVER メッセージを送信します。ユーザーが −s オプションを使用してサーバーのIPア

ドレスを指定した場合、メッセージはそのIPアドレスに送信されますが、それ以外の場合、メッセージはブ

ロードキャストされます。サーバーは提供できる構成パラメータで返答します。このメッセージを DHCPOF-

FER と呼びます。クライアントは、 DHCPDISCOVER をブロードキャストアドレスに送信した場合、複数の

サーバーから DHCPOFFER を受信します。 dhcpclient は取得した DHCPOFFER の中から1つを選択します。

そして、 DHCPREQUEST をサーバーに送信して、構成パラメータを要求します。サーバーは、ホストに対し

て構成パラメータを送信する必要があれば、 DHCPACK と呼ばれる肯定応答を返信し、ホストに対して構成

パラメータを送信する必要がなければ否定応答を返信します。 dhcpclient は、 DHCPACK を受信すると、す

べての構成パラメータを構成ファイルにコピーするか、もう一度 DHCPDISCOVER メッセージを送信してす
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べての手順を初めから繰り返します。このプロセスは「新しいリースの取得」と呼ばれます。

上記の4つの条件にすべてあてはまらない場合、 dhcpclient は DHCPREQUEST メッセージを直接送信して、

上記の構成パラメータを取得します。このプロセスは「リースの更新」と呼ばれます。

dhcpclientでサポートされるオプションは、次のとおりです。

オプション
−G このオプションを使用すると、要求と応答パケットの class-id が一致した場合のみ DHCP

サーバーからの応答を受け入れます。

−N hostname このオプションは、ホスト名を送信するときに使用します。 hostname はASCII文字列で指

定します。

−b interface このオプションは、新しいリースを取得するために、起動時に使用します。クライアント

がサーバーから構成パラメータを初めて取得しようとする場合、ファイル /etc/dhcp-

client.data は存在しません。したがって、このオプションを使用すると、クライアントは

指定したインタフェースについて新しいリースを取得することができます。

−d interface このオプションは、インタフェースの内部データをダンプするときに使用します。ダンプ

のサンプルは次のとおりです。

Interface PPA MAC Type Physical Address

lan0 0 ETHER 0x080009709631

−f tracefile このオプションは、デバッグ内容を出力するファイル名を指定するときに使用します。

−g class-id このオプションは、デバイスグループの class-id を指定するときに使用します。 class-id

は、ASCII文字列で指定します。

−l debug_level このオプションは、デバッグ情報をロギングするときに使用します。 debug_level では、ロ

グに出力するデバッグ情報の量を指定します。デバッギングメッセージは STDERR に出

力されます。

−m interface このオプションは、リースを維持するときに使用します。このオプションを使用して実行

すると、 dhcpclient はデーモンとして実行されます。 dhcpclient はリースを更新するまで

に、どれだけの期間休眠する必要があるか計算し、その時間だけ休眠します。休眠を終了

してアクティブになると、 DHCP サーバーに要求を送信してリース期間を延長します。

−n このオプションは、現在のリースを無視するときに使用します。このオプションを使用す

ると、現在の構成情報を破棄し、新しいリースの要求を送信します。

−p このオプションは、パケットをトレースするときに使用します。パケットの内容が読解可

能なフォーマットで表示されます。

−r interface このオプションは、リースを解放するときに使用されます。 dhcpclient はアサインされた

すべての構成パラメータを解放します。これは、サーバーに DHCPRELEASE メッセージ
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を送信することによって実行されます。そして、dhcpclientは構成ファイル /etc/dhcp-

client.data 内のそのインタフェースに関連するレコードを空にします。

−s server_ipaddress このオプションは、要求を送信する DHCP サーバーのIPアドレスを指定するときに使用し

ます。 server_ipaddress は、ドットデシマル表記で指定します。

−t log_type log_type がゼロ以外の値であり、 debug_level が十分に低く、プロセスをtty( syslog(3C) 参

照)から切り離すことが可能な場合、ログは syslog に出力されます。それ以外の場合は
STDERR に出力されます。このオプションは、 dhcpclient がデーモンとして実行されてい

るときに使用されます。

−v このオプションは、 dhcpclient の様々なバージョン文字列を標準出力に表示するときに使

用します。

−x send_attempts このオプションは、応答を取得するまでにパケットを送信する回数を指定するときに使用

します。 send_attempts は、符号なしの数値で指定します。

−z time_to_wait このオプションは、次にパケットを再送するまでの時間間隔を指定するときに使用しま

す。 time_to_wait は秒単位で指定します。

例
インタフェースlan0のリース期間を維持しながら syslog にロギングを行うには、コマンドプロンプトで次の2

つのコマンドを実行します。

dhcpclient −b lan0 −N "dhcp1"

dhcpclient −m lan0 −N "dhcp1" −l 3 −t 1

パケットをトレースしてデバッギングメッセージを取得するには、次のコマンドを実行します。

dhcpclient −b lan0 −N "dhcp1" −p −l 8

以下は、ファイル /etc/dhcpclient.dataの一例です。

00 4 lan0

01 5 dhcph

02 0

03 0

04 0

05 0

06 4 4294967295

07 4 4294967295

08 4 0

09 4 0

10 4 1

11 6 8 0 9 25 a5 b1

12 4 192.11.22.107
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13 4 255.255.255.0

14 4 0.0.0.0

15 0

16 4 192.11.22.3

17 4 192.11.22.3

18 0

19 0

20 0

21 4 0.0.0.0

22 0

23 0

24 39 63 82 53 63 35 1 5 33 4 ff ff ff ff 36 4 c0 b8

16 3 1 4 ff ff ff 0 c 5 64 68 63 70 68 2 4 ff ff b2 a8 ff

著者
dhcpclientは、HPによって開発されました。

ファイル
/etc/dhcpclient.data 構成ファイル

参照
auto_parms(1M)、bootpd(1M)、bootpquery(1M)、dhcptools(1M)、syslog(3C)

DARPA Internet Request For Comments: RFC1541、RFC1542、RFC1533、RFC1534
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名称
dhcpdb2conf − DHCP クライアントデータベースのコンバーター

構文
dhcpdb2conf [dhcpdb2conf_options] [lan_interfaces]

説明
dhcpdb2conf は DHCP クライアントデータベースを標準の構成ファイル変数のセットに変換します。 DHCP ク

ライアントデータベースは IP アドレス、ホスト名、およびデフォルトのゲートウエーなどの項目設定を含みま

す。 dhcpdb2conf を使用すると、データベースの内容を簡単にスクリーンに表示したり、構成ステージファイ

ルを作成したり、あるいはクライアントデータベースに含まれる値を使用して既存の構成ファイルを直接編集

できます。

オプション
dhcpdb2conf を使用するとコマンド行でインタフェースのリストを指定できます (例えば lan0 lan1...)。 LAN

インタフェースが指定されなかった場合、 dhcpdb2conf はクライアントデータベースで参照されるエントリー

をすべて処理します。エントリーは重複しない LAN インタフェースとして、またそのインタフェースに対応

する属性のリストとして定義されます。コマンド行で 1つあるいは複数のフィルタフラグを指定することに

よって、処理の属性を選択できます。それぞれのフィルタフラグは、ほかのフィルタフラグに結合されること

もあります。フィルタフラグが指定されなかった場合、LAN インタフェースのすべての属性が処理されます。

オプションは、以下の通りです。

-a 指定されたフィルタの結果を使用して、変数定義を既存の構成ファイル (例えば /etc/rc.con-

fig.d/netconf) に直接適用します。

-c 選択されたフィルタの結果を使用して、ステージファイルのセットを作成します。処理される

変数はそれぞれ、対応する構成ファイルに適用されます。特に、 dhcpdb2conf は既存の構成

ファイルのコピーを生成します。例えば、 /etc/rc.config.d/netconf を /etc/rc.config.d/net-

conf.dhcp にコピーしたとします。いったんステージファイルが作成されると、処理されてい

る変数は新しく作成されたファイルに適用されます。

警告: -c オプションを使用すると、システムの構成ファイルに現在設定されている既存の値を

すべて上書きします。

-d DNS変数セット [domain, nameserver] を処理します。

-h HOSTNAME を処理します。

-i INTERFACE 変 数 セッ ト [IP_ADDRESS, SUBNET_MASK , BROADCAST_MASK , LANCON-

FIG_ARGS] を処理します。

-n NIS変数セット [NISDOMAIN , YPSET_ADDR] を処理します。

-p 結果をスクリーン (標準出力) に表示します。これは、 -c または -a が指定されない場合のデ

フォルトの動作です。
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-r ROUTE 変数セット [ROUTE_DESTINATION , ROUTE_GATEWAY , ROUTE_COUNT ] を処理しま

す。

-s set index set index 変数を指定します。

-t NTPDATE_SERVER を処理します。

構成ファイルおよび変数名
処理できるファイルおよび変数は次の通りです。

/etc/rc.config.d/netconf

HOSTNAME

INTERFACE_NAME[index]

IP_ADDRESS[index]

SUBNET_MASK[index]

BROADCAST_MASK[index]

LANCONFIG_ARGS[index]

ROUTE_DESTINATION[index]

ROUTE_GATEWAY[index]

ROUTE_COUNT[index]

/etc/rc.config.d/namesvrs

NISDOMAIN

YPSET_ADDR

/etc/rc.config.d/netdaemons

NTPDATE_SERVER

/etc/resolv.conf

domain

nameserver

例
DHCPクライアントデータベースの完全な内容を表示します。

dhcpdb2conf

lan0 タイプの INTERFACE 変数セットだけを表示します。

dhcpdb2conf -i lan0

lan0 および lan1 タイプの INTERFACE および ROUTE 変数セットを表示します。

dhcpdb2conf -ir lan0 lan1

lan0 の INTERFACE および ROUTE 変数セットを既存の構成ファイルに適用します。
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dhcpdb2conf -ira lan0

lan0 および set index = 1を使用して、変数セットをすべて既存の構成ファイルに適用します。

dhcpdb2conf -a -s 1 lan0

警告
-c オプションを使用すると、システムの構成ファイルに現在設定されている既存の値をすべて上書きします。

ファイル
/usr/lbin/dhcpdb2conf

/etc/dhcpclient.data

参照
auto_parms(1M)
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名称
dhcptools − bootpd の DHCP要素のためのコマンド行ツール

構文
dhcptools -d

dhcptools -h fip= first_IP_address no=number_of_entries_to_generate sm=subnet_mask

hn=hostname_template [dn=domain_name]

dhcptools -p ht=hardware_type ha=hardware_address sn=subnet_identifier [lt=lease_time]

[rip= requested_IP_address]

dhcptools -P ci=client_identifier sn=subnet_identifier [lt=lease_time]

[rip=requested_IP_address]

dhcptools -C cl=class_identifier sn=subnet_identifier [lt=lease_time]

[rip=requested_IP_address]

dhcptools -r ip=IP_address ht=hardware_type ha=hardware_address

dhcptools -R ip=IP_address ci=client_identifier

dhcptools -t [ct=count]

dhcptools -v [bt=bootptabfile] [dt=dhcptabfile]

説明
dhcptools は、bootpdサーバのための、DHCP関連のオプションへアクセスを提供するコマンド行ツールです。

各オプションは、内部データ構造のダンプ、ホストファイルの生成、クライアントアドレス割り当てのプレ

ビューイング、未使用アドレスの再要求、パケットのトレーシング、および設定ファイルの有効性の検証につ

いての制御を提供します。

オプション
dhcptools は、次のオプションをサポートしています。

-d bootpd 内部データを出力ファイルにダンプします。ダンプされる出力ファイルは、
/tmp/dhcp.dump.bootptab、 /tmp/dhcp.dump.dhcptab、および /tmp/dhcp.dump.other です。

１番目のファイルは、現在アクティブな bootpd サーバが認識している固定アドレスクライ

アントをリポートします。２番目のファイルは、 bootpd のグローバル設定およびグループ

設定をリポートします。３番目のファイルは、その他の bootpd 内部データをリポートしま

す。

-h ホストファイルを /etc/hosts のフォーマットで生成します。 hosts(4) を参照してください。

出力ファイルは /tmp/dhcphosts です。ファイルは、 bootpd サーバのアクティブ化操作の前

にネームデータベースに組み込むことができるため、サーバはホスト名と IPアドレスを
DHCPクライアントに自動的に割り当てることができます。 bootpd サーバは、IPアドレス

をDHCPクライアントに割り当てるために、 ethostbyaddr(3N) を使用して特定のIPアドレス
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に対応したホスト名を見つけます。 dhcphosts 内の各ホストエントリーには、IPアドレスと

ホスト名があります。最初のエントリーのIPアドレスは first_IP_address です。最初のエン

トリーのホスト名は hostname_template から参照されます。これ以降の各ホストエントリー

には、first_IP_address、subnet_mask、およびhostname_template から参照された、一意のIP

アドレスとホスト名があります。 hostname_templateで使用できるワイルドカードは *#? で

す。 * は、 [a-z,0-9] の範囲から連続して選択された文字を使用することを意味します。 #

は、 [0-9] の範囲から連続して選択された数字を使用することを意味します。 ? は、 [a-z]

の範囲から連続して選択された英字を使用することを意味します。最大３文字までのワイ

ルドカードを指定できます。 domain_nameを指定すると、ホスト名にドメイン名が追加さ

れます。 number_of_entry_to_generateの最大値は1000です。

-p bootpd サーバの現在の状態に基づいて、クライアントアドレス割り当てをプレビューしま

す。出力はstdoutに書き込まれます。サブネット識別子は、 bootpd に対して、クライアン

トがIPアドレスを要求しているサブネットを通知します。オプションとしてユーザーは、

リース時間パラメータと要求されたIPアドレスパラメータを使用し、特定のIPアドレスお

よびリース時間を要求することができます。 IPアドレスにはインターネットアドレスの

ドット記法( inet(3N) を参照)を使用し、リース時間には秒単位の整数を使用します。

-P bootpd サーバの現在の状態に基づいて、クライアントアドレス割り当てをプレビューしま

す。このオプションは、クライアントが一意の識別子によって識別されること以外は -p と

同じです。 bootpd(1M) を参照してください。

-r bootpd サーバでクライアントのIPアドレスを再使用するために、再要求します。このオプ

ションは、 bootpd の運用者が、割り当てられたが未使用のIPアドレスをDHCPの割り当て

プールに返すために、限定された目的で使用されます。このオプションは、古い内容の
bootpdデータベースをクリアするのに使用できます (例えば、IPアドレスのリースが満了せ

ずに、サービスから撤退したクライアント)。アクティブなクライアントに属すアドレスを

再要求してはなりません。 bootpd(1M) を参照してください。 IP_address 、
hardware_address、および hardware_typeをbootpdデータベースファイルから取得することが

できます。

-R bootpd サーバでクライアントのIPアドレスを再使用するために、再要求します。このオプ

ションは、クライアントが一意の client_identifier によって識別されること以外は -r と同じ

です。 bootpd(1M) を参照してください。 IP_address および一致する client_identifier は、
bootpdデータベースファイルから取得することができます。

-t bootpd のパケットトレーシングを設定します。これは、ローカルの bootpd サーバの着信

および発信するBOOTP/DHCPパケットをトレースします。出力ファイルは /tmp/dhcptrace

です。パケットトレース数は、0から100までの値が可能です。現在のパケットトレース数

を照会するには、 dhcptools -t を使用します。パケットトレーシングを執行停止するには、
dhcptools -t ct=0を使用します。
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-v bootpd の設定ファイルの有効性を検証します。検証するデフォルトの設定ファイルは、
/etc/bootptab と /etc/dhcptab です。 bootptabファイルまたはdhpctabファイルを指定する場

合、絶対パス名が必要です。検証のための出力ファイルは /tmp/dhcpvalidate です。

各 dhcptools コマンドには、 -d、 -h、 -t、 -p、 -P、 -r、 -R、または -v オプションのいずれか１つの

みを使用できます。

戻り値
dhcptools が正常終了すると0を返します。コマンドが異常終了するとゼロ以外を返し、その説明が標準エラー

に書き込まれます。

例
出力ファイルにアクティブな bootpd サーバの内部データをダンプします。

dhcptools -d

10個のエントリーを持つ /tmp/dhcphosts ファイルを生成します。

dhcptools -h fip=192.11.22.0 no=10 sm=255.255.255.0 hn=workstation#?

現在のパケットトレース数に対するアクティブな bootpd デーモンを照会します。

dhcptools -t

パケット数を10に設定します。

dhcptools -t ct=10

ハードウェアアドレスにより、2つのクライアントアドレス割り当てをプレビューします。

dhcptools -p ht=1 ha=080009000001 sn=192.11.22.0 lt=infinite

dhcptools -p ht=1 ha=080009000002 sn=192.11.22.0 lt=600 rip=192.11.22.105

クライアント識別子によりクライアントアドレス割り当てをプレビューするには、一意のクライアント識別子

の値が必要です。この情報は、実際のDHCPクライアントのために(クライアントがクライアント識別子をサ

ポートしている場合)製造業者のドキュメンテーションから取得することができます。クライアント識別子の詳

細については、 bootpd(1M) を参照してください。 serial_number_12345678 が有効なクライアント識別子であ

ると仮定すると、プレビューコマンドは次のようになります。

dhcptools -P ci="serial_number_12345678" sn=192.11.22.0

ハードウェアアドレスによりIPアドレスを再要求するには次のようにします。

dhcptools -r ip=192.11.22.149 ht=1 ha=080009000006

パラメータの値は、dhcpdb ファイルのこのサンプルエントリーから取得します。
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C 192.11.22.0: 192.11.22.149 00 1 080009000006 FFFFFFFF 00

クライアント識別子によりIPアドレスを再要求するには次のようにします (前述したクライアント識別子によ

るプレビューの例を参照)。

dhcptools -R ip=192.11.22.110 ci="serial_number_12345678"

bootptabファイルおよびdhcptabファイルの有効性を検証するには次のようにします。

dhcptools -v bt=/home/mydir/bootptab dt=/home/mydir/dhcptab

警告
dhcptools におけるダンプ、パケットトレース、プレビュー、および再要求の各操作は、 bootpd サーバと通信

に依存します。サーバが作動していない場合、エラーを検出する可能性があります。

著者
dhcptools は、HPが開発しました。

ファイル
/tmp/dhcphosts /etc/hostsフォーマットのhostgen出力ファイル
/tmp/dhcptrace パケットトレースの出力ファイル
/tmp/dhcpvalidate 検証出力ファイル
/tmp/libdhcp.sl ライブラリファイル
/tmp/dhcp.dump.bootptab ダンプ出力ファイル
/tmp/dhcp.dump.dhcptab ダンプ出力ファイル
/tmp/dhcp.dump.other ダンプ出力ファイル
/etc/bootptab 検証用デフォルトbootptabファイル
/etc/dhcptab 検証用デフォルトdhcptabファイル
/tmp/dhcpfifo.root bootpd(1M)通信に対するdhpctoolsのFIFOファイル
/tmp/dhcpfifo.any bootpd(1M)通信に対するdhcptoolsのFIFOファイル
/tmp/dhcpfifo dhcptools通信に対するbootpd(1M)のFIFOファイル

参照
bootpd(1M), bootpquery(1M);

DARPA Internet Request For Comment RFC1541, RFC1542, RFC1533, RFC1534, Assigned Numbers

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 4 − Hewlett-Packard Company Section 1M-181



dhcpv6clientd(1M) dhcpv6clientd(1M)

名称
dhcpv6clientd − DHCPv6 クライアントデーモン

構文
/usr/sbin/dhcpv6clientd [−d config_options] [−l]

説明
dhcpv6clientd は、ホストを構成するための構成パラメータを、ダイナミックホスト構成プロトコル (DHCPv6)

サーバーから取得します。 dhcpv6d(1M) を参照してください。

オプション
dhcpv6clientd は、次のオプションをサポートします。

−d config_options

クライアントデーモンがサーバーデーモンに要求するパラメータのリストを指定します。クライアン

トから要求できる構成パラメータのリストを、以下に示します。

dns_sa DNSサーバーアドレスを取得します。

dns_sx DNSの接尾辞を取得します。

ntp_sa NTPサーバーアドレスを取得します。

nis_dn NISドメイン名を取得します。

nis_sa NISサーバーアドレスを取得します。

nispcl_dn NIS+ クライアントドメインアドレスを取得します。

nisp_sa NIS+ サーバーアドレスを取得します。

slp_da SLP ディレクトリエージェント (DA)アドレスとその範囲を取得します。

slp_ss SLP サービスの範囲を取得します。

tz 時間帯情報を取得します。

-l dhcpv6clientd からのすべてのメッセージ (情報タイプと警告タイプのメッセージを含む) のロギングを

有効にします。メッセージは、 /var/adm/syslog/syslog.logファイルに記録されます。

構成
/etc/rc.config.d/netconf-ipv6 ファイルは、インタフェースの構成に使います。 dhcpv6config スクリプトを使って
dhcpv6clientd を起動するには、 /etc/rc.config.d/netconf-ipv6 ファイル内の DHCPV6_ENABLE [index] 変数にゼ

ロ以外の値を設定します。 dhcpv6config スクリプトは、 IP アドレスを取得するために、ブート時に
dhcpv6clientd と dhcpv6client_ui を起動します。 dhcpv6clientd はコマンドプロンプトから起動することもでき

ます。

dhcpv6clientd は、構成パラメータをサーバーから取得すると、パラメータを /etc/dhcpv6client.data という構成

ファイル内に格納します。構成パラメータは、一定時間 (リース時間) 内は有効です。
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/etc/dhcpv6client.dataファイル内の構成情報のフォーマットを、以下に示します。

コード 長さ データ

00 <length> レコードの終端 (EOR)

01 <length> インタフェース名
02 <length> DHCP サーバーのアドレス
03 <length> UUID

04 <length> IA

05 <length> T1

06 <length> T2

07 <length> グループマルチキャストアドレス
08 <length> DNS サーバーアドレス
09 <length> DNS サフィックス
10 <length> NTP サーバーアドレス
11 <length> NIS ドメイン名
12 <length> NIS サーバーアドレス
13 <length> NIS+ クライアントドメイン名
14 <length> NIS+ サーバーアドレス
15 <length> SLP DA アドレスとその有効範囲
16 <length> SLP サービスの有効範囲
17 <length> 時間帯
18 <length> 再送変数

<length> フィールドは、その後に続くデータフィールドの長さを示しています。

これらの行すべてがまとまって、１つのレコードになります。構成ファイルには一連のレコードがあります。

構成ファイルの例は、下記の「例」の項を参照してください。

このファイルには構成情報がすべて含まれているため、このファイルを使って、構成パラメータの取得対象の

サーバーを識別できます。

dhcpv6clientd は、起動されるとまず構成ファイル /etc/dhcpv6client.data を読み取ろうとします。ただし、構成

ファイルが次のような状態になっている可能性があります。

1. 削除されているか、読み取れなくなっている。

2. 破損しているか、特定のインタフェースに対して不適切なデータを含んでいる。

3. 特定のインタフェースに対する構成情報を含んでいない。

このような場合、 dhcpv6clientd は、サーバーから新しいアドレスのセットを入手しなければなりません。そ

のため、クライアントは SOLICIT メッセージを生成して、定義済みの ALL DHCP Agents アドレスに送信しま

す。この応答として、クライアントは DHCP サーバーから ADVERTISE メッセージを受信します。クライアン

トは DHCPサーバーの選択値に基づいて、DHCP サーバーを選択します。
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例
dhcpv6clientd は、NIS サーバーと DNS サーバーのアドレスを、デフォルトの構成パラメータとして処理しま

す。

dhcpv6clientd -d nis_sa dns_sa

/etc/dhcpv6client.dataファイルの例を、次に示します。

01 4 lan4

02 16 3ffe::1234

03 8 22:c2:00:10:83:b9:53:3c

04 29 4 3ffe::428d 64 1005134643 1005134663

05 4 1005134548

06 4 1005134551

07 0

08 32 3ffe::12 3ffe::19

09 6 hp.com

10 16 3ffe::19

11 12 india.hp.com

12 32 3ffe::13 3ffe::19

13 12 india.hp.com

14 32 3ffe::15 3ffe::19

15 22 16 3ffe::15 (proxy=rio) 0

15 0

16 0

17 0

18 0

00 0

著者
dhcpv6clientd は HP で開発されました。

ファイル
/etc/dhcpv6tab

/etc/rc.config.d/netconf-ipv6

/etc/dhcpv6client.data クライアントの構成データベースファイル

参照
dhcpv6d(1M), syslog(3C)
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名称
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

構文
/usr/sbin/dhcpv6d [-d] [-c config_file]

/usr/sbin/dhcpv6d -k

/usr/sbin/dhcpv6d -r

説明
dhcpv6d サーバーデーモンは、 bootpd デーモンの IPv6 バージョンです。このバージョンでは、次の機能をサ

ポートしています。

• 動的な再番号付け
• サーバーアドレスによるリレーの事前構成 (マルチキャストアドレスの使用)

• １つのインタフェースに対する複数の IP アドレス

dhcpv6d デーモンは、スタンドアロンのデーモンとして実行され、 inetd による生成は行われません。

オプション
-d デバッギングのオン/オフを切り替えます。

-c config_file サーバーに対して代替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/dhcpv6tab です。

-r 構成ファイルを再度読み取って、構成ファイルに新しい情報や更新された情報があっ

た場合に、サーバーが reconfig-init メッセージをクライアントに送信するようにしま

す。

-k サーバーを安全に停止させます。

構成
構成されていないホストを構成する必要がある場合、ホストはルーターの通知を調べます。ホストはルーター

の通知から、取得された接頭辞に応じて、サイトローカルなアドレスまたはグローバルなアドレスを生成しま

す。

ホストが置かれているリンクにルーターがない場合、ホストは dhcpv6client を使って自身を構成します。クラ

イアントは SOLICIT メッセージを生成して、定義済みの ALL DHCP Agents アドレスに送信します。それに対

して、クライアントは数個の DHCP サーバーから ADVERTISE メッセージを受信します。クライアントは通知

メッセージ内の選択値に基づいて、DHCP サーバーを選択します。 DHCP のサーバー選択値を設定する方法に

ついては、「構成ファイル」の項を参照してください。

ADVERTISE メッセージに対して、クライアントは REQUEST メッセージをサーバーに送信します。送信は直

接行われる (サーバーがクライアントと同じリンク上にある場合) か、またはリンク上のリレーを介して行われ

ます。サーバーは、要求された構成パラメータを含む REPLY メッセージを返します。
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DHCP サーバーは、"Identity Association (IA)" を使ってクライアントにアドレスを割り当てます。 IA は、クラ

イアントに割り当てられたアドレスの集合です。クライアントは IA 内のアドレスを使って、そのインタ

フェースを構成します。

クライアントは、サーバーによって割り当てられたアドレスがすでに使われていると判断した場合、サーバー

に RELEASE メッセージを送信します。

IA に割り当てられたアドレスの存続期間を延長するために、クライアントはサーバーに RENEW メッセージ

を送信します。このメッセージには IA と、割り当てられたアドレスが含まれています。サーバーは、サー

バーの管理上の構成に基づいて、IA のアドレスに対して新しい存続期間を決定します。サーバーはこのメッ

セージに REPLY メッセージで応答します。サーバーは、IA に割り当てられた T1 および T2 パラメータを使っ

て、割り当てられたアドレスの存続期間を延長するためにクライアントがサーバーに連絡する時間を制御しま

す。クライアントは T1 の時刻に RENEW メッセージを開始します。

RENEW メッセージの送信先のサーバーが応答しない場合、クライアントはタイムアウト時間を長くして応答

を待ちます。クライアントは T2 が満了するまでメッセージの送信を続けます。ただし、IA の時間 T2 の時点

で、クライアントは REBIND メッセージを開始します。このメッセージはドメイン内の全サーバーに送信され

ます。サーバーはこのメッセージに応答し、割り当てられたアドレスの存続期間を新しくします。クライアン

トは、REBIND メッセージへの応答を受信しないと、IA 内の全アドレスの存続期間が満了するまで、メッセー

ジを再送します。クライアントは次の代替方法のいずれかを選択します。

• IA 内の一部のアドレスには、IA のリースを超える存続期間が設定されていることがあります。クラ

イアントはそのようなアドレスを継続して使うことができます。
• クライアントは、他の IA 内に他のアドレスを持っていることがあります。このため、クライアント

は、満了した IA を破棄して他の IA のアドレスを使うことができます。

クライアントは、RELEASE メッセージを送信して IA を解放します。このメッセージは、最初にクライアント

にアドレスを割り当てたサーバーに送信され、クライアントはタイムアウト時間が満了するまで待機します。

５回試してもサーバーに到達できない場合、クライアントはこの解放処理をあきらめます。これらのアドレス

は、アドレスの存続期間が満了したときに、サーバーから要求されます。

管理者は、サーバーの構成変更が有効になったときに、このサーバーが割り当てたアドレスを持つクライアン

トすべてに dhcpv6d が RECONFIGURE-INIT メッセージをユニキャストするようにします。このメッセージが

トリガーになり、クライアントは標準的な REQUEST メッセージをサーバーに送信して、新しい (または更新

された) 構成パラメータを取得します。

構成ファイル
起動時に、 dhcpv6d は構成ファイル /etc/dhcpv6tab または -c オプションで指定したファイルを読み取って内

部データベースを構築し、クライアントからの SOLICIT/REQUEST メッセージをリスンします。構成パラメー

タの追加、削除、変更が行われると、 -r オプションで dhcpv6d が起動された時点で、内部データベースのエ

ントリーが更新されます。

構成ファイル内には、次のセクションがあります。
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1. DHCPv6 クライアントのデフォルト設定

2. DHCPv6 プールグループ設定

3. DHCPv6 リレー設定

構成ファイル内では、空白行と "#" で始まる行は無視されます。エントリー間は、セミコロンで区切られま

す。グループの複数のエントリーは、行末にバックスラッシュ (\) を置くことで、複数の行に記述できます。

最後のセミコロン (;) の直後に改行がある行は、グループの末尾を表します。

IP アドレスは、標準的な IPv6 記法 (コロン記法) で指定します。 16 進数を使うこともできます。

DHCP_CLIENT_DEFAULT_SETTINGS のタグを以下に示します。これらのタグは、サーバーが DHCPv6 クライ

アントに割り当てるすべてのアドレスに適用できます。

client-settings-name=client-settings-name-in-string-format;

このタグは、グループのデフォルト設定の名前を指定します。

POSIX-time-zone=POSIX-time-zone-string;

このタグは、クライアントの POSIX 時間帯を指定します。この時間帯は、IEEE

1003.1 フォーマットに従っている必要があります。

DNS-server-address=List-of-IP-addresses-in-IPv6-Address-Format;

このタグは、クライアントが利用できる DNS ネームサーバーのリストを指定し

ます。複数のネームサーバーアドレスは、空白文字で区切ります。

DNS-suffix=string-format;

このタグは、クライアントが DNS を通じてホスト名を解決する際に使う、デ

フォルトのドメイン名接尾辞を指定します。

NIS-domain-name=string-format;

このタグは、クライアントの NIS ドメイン名を指定します。 NIS-domain-name

のフォーマットは、NVT-ASCII 文字セットの文字を使った文字列です。

NIS-server-address=List-of-IP-addresses-in-IPv6-Address-Format;

このタグは、クライアントが利用できる NIS サーバーのリストを指定します。

サーバーは、優先する順にリストしなければなりません。

NIS+client-domain-name=string-format;

このタグは、クライアントの NIS+ ドメイン名を指定します。ドメイン名の

フォーマットは、NVT-ASCII 文字セットの文字を使った文字列です。

NIS+server-address=List-of-IP-addresses-in-IPv6-Address-Format;

このタグは、クライアントが利用できる NIS+ サーバーのリストを指定します。
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NTP-server-address=List-of-IP-addresses-in-IPv6-Address-Format;

このタグは、クライアントが利用できる NTP サーバーのリストを指定します。

SLP-DA-address=list-of-DA-addresses-followed-by-their-scope-list;

このタグは、クライアントが利用できる SLP Directory エージェントのリストを

指定します。有効範囲 (scope) リストは、RFC 2165 で規定されているフォー

マットに従っている必要があります。

SLP-scope-list=scope-list;

このタグは、有効範囲リストを指定します。有効範囲リストは、RFC 2165 で規

定されているフォーマットに従っている必要があります。

メッセージのトランザクションの構成値を、以下にリストします。

min-sol-delay=seconds;

このタグは、最初の SOLICIT メッセージが送信されるまでに許容できる最小の遅延 (

秒) を指定します。

max-sol-delay=seconds;

このタグは、最初の SOLICIT メッセージが送信されるまでに許容できる最大の遅延 (

秒) を指定します。

adv-msg-timeout=milliseconds;

このタグは、クライアントが ADVERTISE メッセージを待機する時間 (ミリ秒) を指

定します。

adv-msg-max=seconds;

このタグは、通知メッセージの最大タイムアウト値を秒数で指定します。

sol-max-attempts=value;

このタグは、SOLICIT メッセージがサーバーに (再) 送信される最大回数を指定しま

す。

rep-msg-timeout=milliseconds;

このタグは、REQUEST メッセージがタイムアウトするまでの時間を指定します。

req-msg-attempts=value;

このタグは、クライアントが REQUEST メッセージをサーバーに配信して応答を得る

までの最大試行回数を指定します。

rel-msg-attempts=value;

このタグは、クライアントが RELEASE メッセージをサーバーに配信して応答を得る

までの最大試行回数を指定します。
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rec-rep-min=value;

このタグは、RECONFIGURE-INIT メッセージに応答して REQUEST メッセージが送

信されるまでの、最小の休止時間間隔 (秒) を指定します。

rec-rep-max=value;

このタグは、RECONFIGURE-INIT メッセージに応答して REQUEST メッセージが送

信されるまでの、最大の休止時間間隔 (秒) を指定します。

注記: 現在、これらのパラメータをクライアントに転送するメカニズムは、RFC では定義さ

れていません。将来のリリースでは、定義される可能性があります。

個々の DHCPv6 プールグループに適用可能なタグを、以下にリストします。

DHCP_POOL_GROUP;

このタグは、個々のプールグループを指定します。

pool-group-name=name-of-the-pool-group;

このタグは、プールグループの名前を ASCII 文字列で指定します。

default-settings=default-settings-name;

このタグは、プールグループのデフォルト設定を指定します。

subnet-prefix=IPv6-hex-address-format;

このタグは、サーバーが管理するネットワークのサブネット接頭辞を指定します。サ

ブネットのアドレスは完全な形で指定する必要があることに注意してください。

prefix-length=unsigned-integer;

このタグはサブネット接頭辞の長さを指定します。

address-pool=start_addr1 - end_addr1 start_addr2 - end_addr2... ;

このタグは、アドレスプールを形成する、開始アドレスと終了アドレスのリストを指

定します。

reserved-address-list=start_addr1 - end_addr1 start_addr2 - end_addr2... ;

このタグは、アドレスプール内での予約済みアドレスを形成する、開始アドレスと終

了アドレスのリストを指定します。

reserved-addresses=list-of-IPv6-addresses;

このタグは、予約済みの IPv6 アドレスのリストを、空白文字で区切って指定しま

す。

preference=unsigned-integer;

このタグは、サブネットを管理するサーバー選択値を指定します。値の範囲は、0 ～
255 です。
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T1=time-value-in-seconds;

サーバーはこの変数を使って、割り当てられたアドレスの存続期間を延長するために

クライアントがサーバーに連絡する時間を制御します。 T1 が満了すると、クライア

ントはサーバーに RENEW メッセージを送信します。デフォルトの値は 250 秒です。

T2=time-value-in-seconds;

サーバーはこの変数を使って、割り当てられたアドレスの存続期間を延長するために

クライアントがサーバーに連絡する時間を制御します。 T2 が満了すると、クライア

ントはサーバーに REBIND メッセージを送信します。デフォルトの値は 437 秒で

す。

preferred-life-time=time-value-in-seconds;

このタグは、IP アドレスの存続期間の選択値を秒数で指定します。デフォルトは 500

秒です。

valid-life-time=time-value-in-seconds;

このタグは、アドレスに対する有効な存続期間を秒数で指定します。デフォルトは
600 秒です。

reconf-grace-period=value;

このタグは、古い構成パラメータが有効のままである猶予期間 (秒) を指定します。デ

フォルトは 300 秒です。

注記: 上記にリストしたタグの値は、次の条件を満たしている必要があります。

reconf-grace-period < T1 < T2 < preferred-life-time < valid-life-time

この条件を満たしていない場合、サーバーはデフォルト値を使います。

DHCPv6 リレーに特有のタグを、以下にリストします。

DHCP_RELAY_SETTINGS;

このタグは、DHCPリレー設定の開始を示します。

pool-group-name=name-of-the-pool-group;

このタグは、プールグループの名前を ASCII 文字列で指定します。

subnet-prefix=IPv6-hex-address-format;

このタグは、IPv6 サブネット接頭辞を 16 進数で指定します。この接頭辞は、完全な

形のサブネットアドレスでなければなりません。

prefix-length=unsigned-integer;

このタグは、サブネット接頭辞の長さを指定します。

dest-dhcp-server-address=IPv6-hex-address-format;

このタグは、リレーがクライアントメッセージを転送する先の DHCPv6 サーバーのア

ドレスを指定します。
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例
/etc/dhcpv6tabファイルの例を、以下に示します。

DHCP_CLIENT_DEFAULT_SETTINGS;

client-settings-name=TESTING-GROUP;\

POSIX-time-zone=EST5EDT4,116/02:00:00,298/02:00:00;\

DNS-server-address=3ffe::200:fe23:b580 3ffe::200:fe23:b540;\

DNS-suffix=india.hp.com;\

NIS-domain-name=india.hp.com;\

NIS-server-address=3ffe::200:fe23:b123 3ffe::200:fe23:b034;\

NIS+client-domain-name=cup.hp.com;\

NIS+server-address=3ffe:200:fe23::2341;\

NTP-server-address=3ffe::200:fe23:b123 3ffe::200:fe23:b034;\

SLP-DA-address=3ffe::200:fe23:b123 (netman=mgmt),(proxystuff=labs);

DHCP_POOL_GROUP;\

pool-group-name=TESTING-POOL;\

default-settings=TESTING-GROUP;\

subnet-prefix=3ffe:305:1002:1::;\

prefix-length=64;\

T1=56;\

T2=90;\

preferred-life-time=300;\

valid-life-time=500;\

address-pool = 3ffe:305:1002:1:200:c0ff:fe23:b560 -

3ffe:305:1002:1:200:c0ff:fe23:b570 3ffe:305:1002:1:200:c0ff:fe23:b580 -

3ffe:305:1002:1:200:c0ff:fe23:b590;\

preference=255;\

NTP-server-address=3ffe::200:fe23:b102;

DHCP_RELAY_SETTINGS;\

pool-group-name=RED-POOL;\

subnet-prefix=5ffe:305:1002:1::;\

prefix-len=64;\

dest-dhcp-server-address=5ffe:305:1002:1:2345:203:1ff3:3048;

著者
dhcpv6d は HP で開発されました。

ファイル
/etc/dhcpv6tab dhcpv6 サーバー構成ファイル
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参照
dhcpv6client_ui(1), dhcpv6clientd(1M), dhcpv6db2conf(1M)
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名称
dhcpv6db2conf − DHCPv6 クライアントデータベースコンバータ

構文
/usr/bin/dhcpv6db2conf [-a | -c | -p] [-d] [-i] [-n] [-t] [lan_interfaces]

説明
dhcpv6db2conf を使うと、DHCPv6 クライアントデータベース /etc/dhcpv6client.data を、標準的な構成ファイ

ル変数のセットに変換できます。クライアントデータベースは、一連のレコードで構成されています。各レ

コードは、個々の LAN インタフェースと、そのインタフェースに対応する属性のリストを表しています。属

性とは、そのインタフェースの、ホストの IP アドレス、NTP サーバーアドレス、DHCPv6 サーバーのアドレ

ス、NIS ドメイン名などの、構成パラメータです。 dhcpv6db2conf を使うと、データベースの内容を画面にリ

ストしたり、構成ステージングファイルのセットを作成したり、クライアントデータベースに含まれる値を

使って既存の構成ファイルを直接編集したりすることができます。

オプション
dhcpv6db2conf では、コマンド行で LAN インタフェースのリストを指定できます (例:lan0 lan1...)。このデー

タは読み取り可能なフォーマットに変換する必要があります。 LAN インタフェースが指定されなかった場

合、 dhcpv6db2conf は「UP」状態の全インタフェースのエントリーを処理します。処理対象の属性は、コマ

ンド行で１つまたは複数のフィルターフラグを組み合わせて指定することで選択できます。フィルターフラグ

を指定しなかった場合、LANインタフェースのすべての属性が処理されます。

次のオプションがサポートされています。

-a 指定したフィルターの結果を使って、変数の定義を既存の構成ファイル (たとえば /etc/rc.con-

fig.d/netconf-ipv6) に直接適用します

-c 選択したフィルターの結果を使ってステージングファイルのセットを作成します。処理された

各変数は、対応するステージング構成ファイルに適用されます。特に、 dhcpv6db2conf は、

既存の構成ファイルのコピーを生成します。たとえば、 /etc/rc.config.d/netconf-ipv6 は、
/etc/rc.config.d/netconf-ipv6.dhcpv6 にコピーされます。ステージングファイルが作成される

と、処理中の変数は、この新しく作成されたファイルに適用されます。

-d DNS変数セット [domain, nameserver] を処理します。

-i INTERFACE 変数セット [IPV6_SECONDARY_INTERFACE_NAME, IPV6_ADDRESS, PV6_PRE-

FIXLEN , DHCPV6_ENABLE] を処理します。

-n NIS変数セット [NIS_DOMAIN , YPSET_ADDR] を処理します。

-p 結果を画面 (標準出力) に出力します。 -c と -a のいずれも指定されていない場合、これがデ

フォルトの動作になります。

-t NTPDATE_SERVER 変数を処理します。
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lan_interfaces データを読み取り可能なフォーマットに変換する必要がある LAN インタフェース (lan0、
lan1 など )。指定しない場合、 dhcpv6db2conf は「UP」状態の全インタフェースのエント

リーを処理します。

構成ファイルと変数名
処理可能なファイルと変数は次のとおりです。

/etc/rc.config.d/netconf-ipv6

IPV6_SECONDARY_INTERFACE_NAME

IPV6_ADDRESS

IPV6_PREFIXLEN

DHCPV6_ENABLE

/etc/rc.config.d/namesvrs

NIS_DOMAIN

YPSET_ADDR

/etc/rc.config.d/netdaemons

NTPDATE_SERVER

/etc/resolv.conf

domain

nameserver

例
DHCPクライアントデータベースの内容全体をリストするには、次のコマンドを入力します。

dhcpv6db2conf

lan0 の INTERFACE 変数セットのみをリストするには、次のコマンドを入力します。

dhcpv6db2conf -i lan0

警告
NIS および NTP パラメータは、 IPv6 互換ではありません。このため、これらのパラメータの更新には、
dhcpv6db2conf を使わないでください。

著者
dhcpv6db2conf は HP で開発されました。

ファイル
/etc/dhcpv6client.data クライアント構成データベース
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参照
dhcpv6clientd(1M), dhcpv6d(1M)
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名称
dig −ドメイン情報の検索

構文
dig [@server] [options] domain [query-type] [query-class] [query-options]

dig [@global-server] [global-d-options] domain [@server] [options] [q-options] [q-type] [q-class] [domain [@server]

[options] [q-options] [q-type] [q-class] [...]]

説明
dig (ドメイン情報の検索) は、DNS (ドメインネームシステム) サーバーに問い合わせを行うための柔軟なツー

ルです。 DNS 参照を行い、照会を行ったネームサーバー (単数または複数) から返信された応答を表示しま

す。 dig は柔軟で使いやすく、明確な出力を得られるツールなので、 DNS 管理者はこれを使用して DNS のト

ラブルシューティングを行うことができます。 dig コマンドには２つのモードがあり、１つまたは複数の照会

を行う単純なコマンドラインモードと、ファイルから参照要求を読み出すためのバッチモードが使用できま

す。

引き数
dig は次の引き数を受け付けます。

@server 照会を行うときに問い合わせる DNS サーバーを指定します。特定のネームサーバーを指定しない

場合、dig は /etc/resolv.confにリストされているサーバーに１台ずつ照会を行います。

@global-server

複数の照会を行う場合、１台のサーバーに対してすべての照会を行うときにサーバーの名前を指定

します。

domain 参照するドメイン名を指定します。

query-type DNS の照会と応答に使用するリソースレコードタイプを指定します。テキスト表現は、マスター

ファイルで使用されます。バイナリ表現は DNS 照会と応答で使用されます。リソースレコードタ

イプは、次のとおりです。

a ホストアドレス (ドットで区切られた４つの数字) です。これは、 query-type のデフォル

ト値です。

AAAA IPv6 の照会用のリソースレコードです。

any １つの名前に関するすべてのタイプのデータを要求します。

axfr ゾーン全体の転送を要求します。

hinfo ホスト情報です。

mx メール交換情報です。

ns 権限を持つネームサーバーです。
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soa 権限の対象となるゾーンの開始位置を表します。

txt 文字列です。

タイプ ixfr には、必ず ixfr=version を使用します。 ixfr は、マスターサーバーのデータが変更され

たときに、増分/変更データのみをスレーブサーバーに転送します。

query-class

クラスとは、リソースレコード内に表示されるフィールドです。クラスに定義されている値は、 IN

(インターネット)、 CS (CSNET)、 CH (CHAOS)、および HS (Hesiod) です。 query-class のデフォ

ルト値は、 IN です。

query-option

照会オプションは、参照を行う方法と、結果の表示に影響します。それぞれの照会オプションは、
+[no] で始まるキーワードを付けて指定します。詳細は、後で説明する「照会オプション」を参照

してください。

global-d-opt

グローバルドメイン照会オプションは、複数の照会の参照と結果の表示を制御し、すべての照会に

影響します。グローバルに設定された照会オプションは、各照会ごとに設定された照会オプション

によって変更できます。

options

-b このオプションは、照会の対象となるソース IP アドレスを設定するときに使用します。ホス

トのネットワークインタフェースの１つに設定されている有効なアドレスでなくてはなりませ

ん。

-f このオプションは、バッチ処理を実行するときに使用します。照会を１つのファイルにグルー

プ化し、そのファイルを dig に渡して処理させます。たとえば、 dig -f /home/bind/some-file と

いう場合、 some-file にはグループ化して処理する必要があるすべての照会が含まれていま

す。

-k このオプションは、 dig によって送信される DNS 照会とその応答を、トランザクション署名
(TSIG) を使用して符号化するときに使用します。

-p このオプションは、 dig で別のポートを使用してネームサーバーに照会を行う場合、ポートを

指定するために使用します。

-x このオプションを使用すると、ドメイン名の代わりに IP アドレスを使用して照会を行うこと

ができます。このオプションは、IPv6 アドレスには使用できません。

-y このオプションは、コマンドラインで TSIG 鍵を指定するときに使用します。

-t & -c

-t (タイプ) および -c (クラス) オプションです。 query-type および query-class の代わりに使

用できます。
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-h digコマンドの使用方法を表示します。

標準的な dig コマンドの使用法は、

dig @server domain query-type

です。 @server には、照会を行うネームサーバーの名前または IP アドレスを指定します。 IPv4 アドレスは、

ドットデシマル表記 xxx.xxx.xxx で指定します。 dig は、ネームサーバーに照会を行う前に、ホスト名を解決し

ます。引き数を指定しない場合、 dig は /etc/resolv.conf に問い合わせ、このファイルにリストされているネー

ムサーバーに照会を行います。照会に応答したネームサーバーからの応答内容が表示されます。

domain は、参照の対象となるリソースレコードの名前です。

query-type は、ANY、A、MX、SIG など、必要な照会のタイプを表します。いずれかの有効な照会のタイプを

指定します。引き数 query-type が指定されていない場合、 dig コマンドは A レコードの参照を行います。

照会オプション
dig には、参照および表示される結果に影響する数多くの照会オプションが用意されています。オプションに

は、照会ヘッダーのフラグビットを設定またはリセットするもの、回答のどの部分を表示するか決定するも

の、タイムアウトや再試行の方針を決定するものなどがあります。

それぞれの照会オプションは、オプションを設定またはリセットしたり、そのキーワードの意味を無効にした

りする +[no] で始まるキーワードを付けて指定します。また、タイムアウト間隔などのオプションの値を設定

するキーワードもあります。そのようなキーワードは、 +keyword=value というフォーマットで指定します。

照会オプションは、次のとおりです。

+[no]tcp ネームサーバーの照会に TCP を使用します [または使用しません]。デフォルトの動作では UDP を

使用しますが、AXFRまたは IXFR 照会を要求した場合は TCP 接続を使用します。

+[no]vc ネームサーバーの照会に仮想サーキットを使用します [または使用しません]。これは +[no]tcp と同

じ内容を表す構文で、以前のバージョンとの互換性を持たせるために用意されたものです。

+[no]ignore

TCP を使用して再試行する代わりに、UDP 応答の切り捨てエラーを無視します [または無視しませ

ん]。デフォルトでは、TCP 再試行を実行します。

+domain=somename

ファイル /etc/resolv.conf で指定されているように、デフォルトのドメインを somename に設定しま

す。

+[no]search

/etc/resolv.conf の検索リスト (設定されている場合) を使用します [または使用しません]。検索リス

トはデフォルトでは使用しません。

+[no]defname

照会を行うとき、ファイル /etc/resolv.conf のデフォルトのドメイン名 (設定されている場合) を使用

します [または使用しません]。デフォルトでは、照会を行うとき、デフォルトのドメイン名は追加

Section 1M-198 Hewlett-Packard Company − 3 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



dig(1M) dig(1M)

されません。

+[no]aaonly

サーバーに照会を行うとき、クライアントを認証します [または認証しません]。このオプションを

設定すると、クライアントは、サーバーに照会を行うときはいつでも、サーバーに照会を行うため

の十分なパーミッションを持っていることを確認する認証チェックを受けます。

+[no]adflag

照会の中に、AD (認証データ) ビットを設定します [または設定しません]。現在、標準的な AD

ビットは、照会ではなく、応答の中で効力を持ちます。照会の中で AD ビットを設定できる機能

は、効力を完全なものにするために提供されています。

+[no]cdflag

照会の中に、CD (チェック無効) ビットを設定します [または設定しません]。このオプションは、

応答の DNSSEC を評価しないようにサーバーに要求します。

+[no]recursive

照会の中に、RD (再帰要求) ビットを設定します [または設定しません]。このビットはデフォルト

で設定されており、通常 dig は再帰的に照会を送信します。再帰性は、 +nssearch または +trace 照

会オプションが使用されると自動的に無効になります。

+[no]nssearch

参照しようとする名前を含むゾーンの権限を持つネームサーバーを探し、各ネームサーバーが保持

している、そのゾーンに関する SOA レコードを表示しようと試みます [または試みません]。

+[no]trace 参照しようとする名前のルートネームサーバーからデリゲーションパスをトレースします [または

トレースしません]。デフォルトでは、トレースは無効です。トレースが有効な場合、 dig は、参照

しようとしている名前を解決するために照会を繰り返し行います。ルートサーバーからの委託に従

い、参照を解決するために使用された各サーバーからの回答を表示します。

+[no]cmd +[no]comment dig および適用された照会オプションです。デフォルトでは、コメントは回答部分に

含まれます。

+[no]short

簡単な回答を表示します [または表示しません]。照会の結果は、完全な回答と簡単な回答の２つの

フォーマットで表示されます。簡単なフォーマットでは結果だけが表示され、完全なフォーマット

では追加情報 (照会に回答した他のサーバーなど) も表示されます。デフォルトでは、回答は冗長

フォーマット (完全なフォーマット) で表示されます。

+[no]identify

+short オプションが有効な場合、回答を供給した IP アドレスとポート番号を表示します [または表

示しません]。簡単なフォーマットの回答を要求した場合、デフォルトでは回答を供給したサーバー

のソースアドレスとポート番号は表示されません。
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+[no]comments

出力にコメント行を表示します [または表示しません]。デフォルトでは、コメントは表示されま

す。

+[no]stats 照会を行ったとき、応答のサイズなどの統計を表示します [または表示しません]。デフォルトで

は、照会の特性が表示されます。

+[no]qr 照会を送信する前に、照会内容を表示します [または表示しません]。デフォルトでは、照会内容は

表示しません。

+[no]question

回答が返されたとき、照会の問い合わせ部分を表示します [または表示しません]。デフォルトで

は、問い合わせ部分をコメントとして表示します。

+[no]answer

応答の回答部分を表示します [または表示しません]。デフォルトでは、回答部分を表示します。

+[no]authority

応答の権限部分を表示します [または表示しません]。デフォルトでは、権限部分を表示します。

+[no]additional

応答のその他の部分を表示します [または表示しません]。デフォルトでは、その他の部分を表示し

ます。

+[no]multiline

SOA レコードなどのレコードを、読解可能なコメント付きの冗長的な複数行フォーマットで表示し

ます。デフォルトでは、dig の出力を機械的に解析できるようにするため、各レコードは１行で表

示されます。

+[no]all すべての表示フラグを設定またはクリアします。

+time=T 照会のタイムアウトを T 秒に設定します。デフォルトのタイムアウトは５秒で、 T に設定できる最

小値は１秒です。 T の値を１より小さくしても、 T は１秒に設定されます。

+tries=A サーバーに対する UDP 照会の再試行回数を、デフォルトの３回の代わりに A に設定します。 A が

０より小さいか０である場合、再試行回数は１回に設定されます。

+ndots=D hostname に使用するドット数を D 個に設定します。デフォルト値は、 /etc/resolv.conf の ndots 文で

指定されている値、または ndots 文が存在しない場合は１です。ドット数が少ない名前は相対名と

して解釈され、検索にリストされているドメイン、またはファイル /etc/resolv.conf の domain 文を

検索されます。

+bufsize=B

EDNS0 を使用して公表されている UDP メッセージのバッファーサイズを B バイトに設定します。

このバッファーの最大サイズと最少サイズは、それぞれ 65535 と０です。この範囲外のサイズを B

に指定すると、適切な値に切り上げまたは切り下げられます。
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複数照会
dig では、(バッチファイルオプション -f のほか) コマンドライン上で複数の照会を行うことができます。個々

の照会にはそれぞれ別のオプション、照会クラス、照会タイプ、および照会オプションのセットを指定できま

す。

すべての照会に適用される照会オプションのグローバルセットは、global-d-optionsを使用して指定できます。

このようなグローバル照会オプションは、ドメイン、クラス、種類、オプション、および照会オプションの１

番目のセットより先にコマンドラインで指定しなければなりません。グローバル照会オプションは、各照会ご

とに設定された照会オプションのセットによって変更できます。

たとえば、

dig +qr www.bind.org any -x 127.0.0.1 bind.org ns +noqr

を実行すると、 dig を使用してコマンドラインから３つの参照を実行することができます。

www.bind.org any

ドメイン名 www.bind.org について ANY 照会を行います。

-x 127.0.0.1

127.0.0.1 について逆引き照会を行います。

bind.org ns +noqr

ドメイン bind.org について、この照会についてのみ (+noqr) 照会の表示を行わずにネーム

サーバーを参照します。

例
1. DNS サーバー 10.53.0.2 を使用して、ドメイン a.example.com に関する情報を参照し、ホストアドレス

a のレコードを要求します。

/usr/bin/dig +tcp +noadd +nosea +nostat +noquest +nocmd -p 5300 a.example.com @10.53.0.2 a

2. DNS サーバー 10.53.0.2 を使用して a.example.com を照会し、認証を行わずに a のレコードを要求しま

す。

/usr/bin/dig +tcp +noadd +nosea +nostat +noquest +nocmd +noauth -p 5300 a.example.com @10.53.0.2 a

3. 転送を要求します。

/usr/bin/dig +tcp +noadd +nosea +nostat +noquest +nocomm +nocmd example.com @10.53.0.2 axfr -p 5300

4. トランザクション署名 (TSIG) を使用した転送を要求します。

/usr/bin/dig +tcp +noadd +nosea +nostat +noquest +nocomm +nocmd tsigzone.com @10.53.0.3 axfr -y tsig-

zone.com:1234abcd8765 -p 5300 1234abcd8765 の位置に鍵を指定します。

サーバー間の通信を保護するため、BINDv9 ではゾーン転送、通知、および再帰照会メッセージには主に TSIG

を使用します。 TSIG は動的更新に非常に役立ちます。
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参照
dnssec-keygen(1) 、 dnssec-makekeyset(1) 、 dnssec-signkey(1) 、 dnssec-signzone(1) 、 host(1) 、 nsupdate(1) 、
hosts_to_named(1M)、lwresd(1M)、named(1M)、gethostent(3N)、hostname(5)
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名称
diskinfo −ディスクデバイスの特性の記述

構文
/usr/sbin/diskinfo [-b -v] character_devicefile

説明
diskinfo コマンドは、 character_devicefile に指定されたキャラクタ型スペシャルファイルが SCSI またはフロッ

ピーディスクドライブに関連付けられているかどうかを決定します。関連付けられている場合には、 diskinfo

は、そのディスクの特性について要約したものを表示します。

diskinfoコマンドは、ディスクドライブの以下の特性に関する情報を表示します。

ベンダ名 そのドライブの製造メーカ (SCSI の場合だけ)

製品 ID 製品識別番号または ASCII 名

タイプ そのデバイスがフロッピーまたは SCSI のどちらかの分類

ディスク バイト単位で指定された、ディスクのサイズ

セクタ 1セクタあたりのバイト数として示されます。

ディスクのサイズおよび 1セクタあたりのバイト数は、両方とも特定のフォーマットで表示されます。

オプション
diskinfoコマンドは、次のオプションを認識します。

-b 1024 バイトセクタのディスクサイズを返します。

-v デバイスから送られる全情報の冗長要約を表示します。フロッピーディスクは、この

オプションの影響を受けません。

SCSI ディスクデバイスは次の情報を返します。

ベンダー／製品 ID

デバイスタイプ

サイズ (バイト単位、および論理ブロック単位)

セクタあたりのバイト数

リビジョンレベル
SCSI 準拠レベルデータ

警告
HP-UX のリリース 10.20 では、特定の IDE デバイス、とくに CD-ROM は、SCSI デバイスであるかのように
diskinfo の問い合わせに応答します。したがって、 diskinfo コマンドの出力にある「SCSI describe」というテ

キストは、(とくに CD-ROM の場合に) ディスクが実際に SCSI ドライブであることを意味するものではありま

せん。ドライブのインタフェースを明確に判別するには、 ioscan(1M)、 ioscan -fn を使用して、デバイスの

ハードウェアパスがどのインタフェースノード (SCSI または IDE) に属するかチェックします。
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制約
一般的な制限

diskinfoコマンドは、フロッピーおよび HP SCSI のディスクデバイスをサポートします。

SCSIデバイス
SCSI 仕様には、デバイスに依存する各種のフォーマットがあります。非 HP デバイスの場合、 diskinfo は、そ

のデバイスによって返されるデータをすべて解釈できない可能性があります。詳細は、ユニットに付属の、ド

ライブ操作マニュアルを参照してください。

著者
diskinfoは、 HP が開発しました。

参照
lsdev(1M), ioscan(1M), disktab(4), disk(7)
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名称
disksecn −デフォルトのディスクセクションサイズの計算

構文
disksecn [ −p −d ] [ −b block_size ] [ −n disk_name ]

説明
disksecn を使用して、バークレイディスクパーティション法に基づいてディスクセクションのサイズを計算し

ます。

disksecn には、以下のオプションがあります。

−p デバイスドライバ内に記述するのに適したテーブルを作成します。

−d ディスク記述ファイル /etc/disktab を生成するのに適したテーブルを作成します。

−b block_size 上記のテーブルを生成するときに、セクターサイズである block_size のバイト数を使

用します。ここで block_size には、 256, 512, 1024, または 2048 が可能です。指定がな

い場合は、デフォルトとして DEV_BSIZE になります ( <sys/param.h> に定義されてい

ます)。

−n disk_name セクターサイズを計算するときに使用するディスク名を、例えば hp7912 や hp7945

のように指定します。未知のディスク名が指定されている場合、 disksecn は必要な

ディスク情報の入力をユーザーに求めます。

テーブル選択スイッチである −p と −d のどちらも指定しない場合は、デフォルトのセクションサイズのテーブ

ルおよびデフォルトのシリンダの範囲が出力されます。

ディスクセクションサイズは、以下のテーブルに記述されているディスク上の全スペース量に基づきます (ど

の値も 256バイトのセクターを単位とします)。ディスクが約 44Mバイトより小さい場合、 disksecn は処理を

中断し、 disk too small, calculate by handというメッセージを返します。

セクション 44-56MB 57-106MB 107-332MB 333+MB

0 97120 97120 97120 97120

1 39064 39064 143808 194240

3 39064 39064 78128 117192

4 未使用 48560 110096 429704

6 7992 7992 7992 7992

10 未使用 未使用 未使用 516096

注意

スイッチ引き数 −b によって disksecn に渡されるブロックサイズと、スイッチ引き数 −n によって未知のディス

ク名が disksecn に渡されるときにユーザーに入力を求められるセクターサイズは、それぞれ異なるので十分注

意してください。

ブロックサイズは、指定されたテーブルをプリントするときに、ディスクがもっていると disksecn が仮定する
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セクターサイズです。テーブルにプリントされる情報はすべて、ユーザーが渡した仮定セクターサイズ (ブ

ロックサイズ) を反映して調整されたものです。未知のディスク名が渡された場合に disksecn が要求したセク

ターサイズが、スイッチ引き数 −b が渡した仮定セクターサイズ (ブロックサイズ) と同一であるとは限りませ

ん。

例えば、仮定セクターサイズ (ブロックサイズ) が 256バイトであるディスク hp7945 のデバイスドライバの

テーブルを見たいとします。ディスク hp7945 については、以下の情報が分かっています。

ディスクタイプ = winchester

セクターサイズ = 512

トラックあたりのセクター数 (512バイトセクター) = 16

トラック数 = 7

シリンダ数 = 968

1分あたりの回転数 = 3600

そこで、ユーザーが次のコマンドを入力して disksecn を実行します。

disksecn −p −b 256 −n hp7945

ここで disksecn は hp7945 を未知のディスク名であると仮定し、必要なディスク情報の入力をユーザーに求め

ます。ユーザーは、上に示した情報を入力しなければなりません。つまりセクターサイズは 512バイトとしま

す。 disksecn の内部では、仮定セクターサイズ (ブロックサイズ) である 256バイトを反映して全情報が調整さ

れ、その情報がスイッチ −b の引き数として渡されます。そののち、指定されたデバイスドライバのテーブル

が出力されます。

この調整は、ディスク名が既知であり、また DEV_BSIZE のバイト値と異なる仮定セクターサイズ (ブロックサ

イズ) が −b スイッチの引き数として渡された場合にも行われ、仮定セクターサイズ (ブロックサイズ) は、

ファイル etc/disktab の作成に使用されます。

戻り値
disksecn は、以下の値を戻します。

0 正常に実行されました。
1 コマンド使用法のエラー
2 未知のディスクのパラメータが入力されていません。
3 ディスクが小さすぎるか、ブロックサイズが正しくありません。

disksecn は、以下の状態の時に処理を中断し、エラーメッセージをプリントします。

• ディスク名を指定せずに
disksecn が実行されたとき

• スイッチ −p と −d の両方が指定されたとき
• 不正なブロックサイズが指定されたとき
• 未知のディスク名が指定され、そのディスク情報が与えられなかったとき
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• ディスクの最大記憶領域が約 44Mバイトより小さいとき

警告
スイッチ −d が使用されている場合は、代替名は出力されません。

disksecnを実行するときには、コマンド行の各スイッチの間に空白が必要です。

スイッチ −n とそのスイッチのディスク名引き数の間には、空白が 1つ必要です。例えば、

disksecn −p −b 1024 −n hp9712

disksecn は、ディスク記述ファイル /etc/disktab を生成するときに使用したブロックサイズは保存しません。シ

ステムは、ファイル etc/disktab 内に保存されている情報を読み取るときに使用したブロックサイズは
DEV_BSIZEであるとみなします。

著者
disksecn 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
/etc/disktab

参照
disktab(4)
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名称
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

構文
diskusg [ options ] [ files ]

説明
diskusg は、 files 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。指定がない場合は、標準入力内

のデータから生成します。 diskusg は、次のフォーマットで、ユーザーごとに標準出力に各行を出力します。

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

diskusg は、通常、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。

この場合、 files はこのデバイスのスペシャルファイル名です。

オプション
diskusg には、以下のオプションがあります。

-s 入力データがすでに diskusg の出力フォーマットになっているときに使用します。
diskusg 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。

-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プリントします。

-i fnmlist fnmlist 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。 fnmlist 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カンマで区

切られているか引用符で囲まれています。 diskusg は、このリスト内の各名称を、ボ

リューム ID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)。

-p file 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。

-u file 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 file 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。

diskusg 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。 diskusg は、通常、 dodisk 内で実行します ( acctsh(1M)

を参照)。
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例
次のようにすれば、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/rp00 /dev/rp01 /dev/rp10 /dev/rp11; do

diskusg $i > dtmp.‘basename $i‘ &

done

wait

diskusg -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), volcopy(1M), acct(4)

標準準拠
diskusg: SVID2, SVID3
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名称
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

構文
/usr/sbin/dmesg [-] [core] [system]

説明
dmesg は、システムバッファからプリントされた最新の診断メッセージを読み取り、標準出力にプリントしま

す。ここでいう診断メッセージとは、異常なイベント (例えば、システムテーブルのオーバフローやシステム

クラッシュ) が発生したときにシステムがプリントしたメッセージを指します。引き数 - が指定されている場

合、 dmesg は、前回にこのコマンドが実行されたとき以降の新しいメッセージを計算 (増分計算) し、それを

標準出力に出力します。この引き数の代表的な使用法は、 cron ( cron(1) を参照) を実行するときにこのコマン

ドを次のように 10分ごとに実行してエラーログ /var/adm/messages を作成することです。

/usr/sbin/dmesg - >> /var/adm/messages

引き数 core および system は、 allow substitution for the defaults /dev/kmem と /stand/vmunix respectively のそれ

ぞれのデフォルトの代わりとなり、ファイル core には savecrash(1M) コマンドと system で保存したカーネル

に対応する仮想メモリが必要です。 /stand/vmunix 以外で、仮に /stand/vmunix_new というカーネルでシステム

をブートした場合、 dmesg はこの名前を渡し、コマンドは

/usr/sbin/dmesg [-] /dev/kmem /stand/vmunix_new でなければなりません。

警告
システムエラーメッセージのバッファは小さく、限りがあります。すべてのエラーメッセージがログされると

は限らないので、 dmesg は数分おきに実行してください。

著者
dmesg は、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
/var/adm/messages エラーログ (通常の位置)

/var/adm/msgbuf - オプションのためのメモリスクラッチファイル
/dev/kmem カーネル仮想メモリのイメージを含む特殊ファイル
/stand/vmunix カーネルおよびシステム名のリスト

参照
savecrash(1M)
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名称
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

構文
dpp dp_file [−c] [−k] [−l log_file] [−p ocd_program]

説明
専用パートパーサコマンド (dpp) は、データ通信およびターミナルコントローラ (DTC) デバイスファイルア

クセス (DDFA) ソフトウェアの一部です。これは、専用ポートファイル (dp) を構文解析し、 dp ファイルにあ

る有効なエントリーごとに送信接続デーモン (ocd) を spawn 生成します。

dpp はシェルから実行することもできますし、システムをブートするたびに DDFA ソフトウェアを自動的に実

行するように、システム初期化スクリプトの中に入れることもできます。

DDFAソフトウェアの設定方法とその機能の詳しい説明については、 ddfa(7) を参照してください。

オプションと引き数
dpp に指定できるオプションおよび引き数は、次のとおりです。

dp_file これは最初の引き数でなければなりません。 dp ファイル (dp_file) は、ターミナル

サーバポートとアプリケーションが、そのポートをアクセスするために使用する

デバイスファイル間のリンクを定義します。その内容は dp(4) で与えられた指定に

適合しなければなりません。変更を加えた場合は、その変更内容を有効にするた

めに dpp を再度実行しなければなりません。

−c dp ファイルを構文解析し、誤ったエントリーはすべて ocd プロセスを起動するこ

となくログするように指定します。このオプションは、正しく実行できる前に dp

ファイルをデバッグするのに利用できます。 −c オプションを使用すると、 −p オ

プションは無視されます。

−k それぞれの有効なエントリーごとに ocd を始動する前に dp ファイルにおけるそれ

ぞれの有効なエントリーに対応するデバイスファイルを削除するように指定しま

す。デバイスファイルを削除すると、結果的に ocd プロセス(実行中であれば)を

シャットダウンします。このオプションを省略すると、デバイスファイルは削除

されません。したがって、 dp ファイルに新規追加された有効なエントリーだけ

が、 ocd を起動します。

ocd は、通常は、デバイスファイルの作成および削除を行います。ただし、 kill −9

などでプロセスが誤って終了させられるとそのデバイスファイルが残る可能性も

あります。システムを再ブートする場合には、 −k オプションを指定すると、 dp

ファイルエントリーをすべて正常に再起動することができます。

対応する ocd が存在しない場合には、デバイスファイルは、同じデバイスファイ

ルを必要とする後続の ocd の実行によって削除されます。
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ocd を再起動せずに、実行中のプロセスをすべて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}’‘

−llog_file エラーメッセージのログ先を指定します。このオプションを省略すると、エラー

メッセージはすべて標準出力にログされます。

指定ファイルがまだ存在しなければ作成されます。ファイルは実行可能なもので

あってはならず、また dpp によって読み取り可能なものでなければなりません。

−pocd_program 送信接続デーモンのパスを指定します。デフォルトのパスは /usr/sbin/ocd です。

デーモンは実行可能でなければなりません。

診断
エラーメッセージは、誤った引き数、誤ったファイルエントリー、および ocd 作成エラーに関して記録されま

す。デフォルトの場合には、エラーメッセージは標準出力に記録されます。 −l オプションを使用すると、指定

したログファイルにアペンドされます。

(0) ERROR: dp file is mandatory

(1) ERROR: dp file must be the first argument

(2) ERROR: Cannot read dp file ( filename)

dp ファイルが存在しないか、または現在のアクセス権限によってアクセスすることができません。

(3) ERROR: No log file defined (-l option)

(4) ERROR: Cannot create log file (-l filename)

パスが正しくないか、または必要なアクセス権限が与えられていないかのいずれかの理由によって、

ログファイルをアクセスすることができません。

(5) ERROR: Cannot access log file (-l filename)

パスが正しくないか、または必要なアクセス権限が与えられていないかのいずれかの理由によって、

ログファイルをアクセスすることができません。ログファイルはすべてのユーザーから読み取り可能

でなければなりません。

(6) ERROR: No ocd file defined in program option

(7) ERROR: Cannot execute ocd program (-p pathname)

−p オプションで指定した ocd プログラムが存在しないか、または現在アクセス権限のある実行可能

ファイルではないかのどちらかです。

(8) ERROR: Cannot purge device file (/dev/ filename)
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−k オプションが指定されていて、デバイスファイルが存在するのに、必要なアクセス権限が与えられ

ていないためにそのデバイスファイルを削除することができません。

(9) ERROR: Cannot execute default program (/usr/sbin/ocd)

デフォルトの ocd は、必要なアクセス権限が与えられていないか、または正しくインストールされて

いないかのいずれかの理由で実行することができません。

(10) ERROR: Entry ignored (Bad IP address)

指定された dp ファイルエントリーの IP アドレスが正しくありません。

(11) ERROR: Entry ignored (no port/board info)

(12) ERROR: Entry ignored (Bad port number)

指定されたポート番号が、10進数の値でも、 x または X の文字で構成される文字列でもありません。

(13) ERROR: Entry ignored (Bad board number)

指定されたボードが 10 進値でないか、 x または X 文字で構成される文字列ではありません。

(14) ERROR: No more processes available on system

システム上に実行可能なプロセスがないために、指定した ocd プログラムを起動することができませ

ん。

(15) ERROR: Entry ignored (no device_name)

(16) ERROR: Entry ignored (Bad device_name)

パスが正しくないか、十分なアクセス特権がないため、指定したデバイスファイルを作成することが

できません。

(17) ERROR: Entry ignored (Bad config name)

指定した設定ファイルが読み出せないか、パスが正しくないか、または十分なアクセス特権がありま

せん。

(18) ERROR: Entry ignored (Invalid log level)

指定したロギングレベルが 0 から 3 の範囲にありません。

(19) ERROR: Entry ignored (Bad node name)

指定したノード名が存在しないか、ネームデータベースにエントリーがありません。

警告
( ps などの )コマンドが正しいデバイスファイル名 (つまり、 pseudonym) を表示できるようにするため、
pseudonym はすべてディレクトリ /dev/telnet に置かなければなりません。 pseudonym をこのディレクトリに置

くように指定されていないと、多くのコマンドでデバイスファイル名が正しく表示されることが保証されませ

ん。
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さらに、 (w, passwd, finger および wallなどの) コマンドが正しく動作するのを保証するためには、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、タイミングマークの交渉を確実に処理させる(ターミナルサーバにアタッチされたプリンタでプリントさ

れるファイルが完全にそのプリンタへ送られる)ため、ターミナルサーバにアタッチされたプリンタのプリンタ

インタフェーススクリプトの終わり近くに以下の行を追加しなければなりません。

stty exta <&1 2>/dev/null

プリンタインタフェースのスクリプトはディレクトリ /etc/lp/interface. にあります。この行は、各プリンタイ

ンタフェースのスクリプトごとに最後の 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いと、ターミナルサーバにアタッチされたプリンタのプリントの信頼性は保証

されません。

最後に、 ocd は kill −15 を使用して終了させてください。 kill −9 は、デバイスファイルを削除しないので、こ

の目的では使用しないでください。 ocd は既存の pseudonym を使おうとする前にその妥当性を確認します。
dpp および ocd は、ファイル /var/adm/utmp.dfa にストアされているデータを使用し、プロセスが pseudonym

を置き換えようとする前に、まだその pseudonym を所有しているか調べます。 ocd が所有されていない
pseudonym を発見すると、その pseudonym を使用します。

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
ocd(1M), ocdebug(1M), dp(4), pcf(4), ddfa(7).
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名称
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

構文
/usr/sbin/dump [ option [ argument ...] filesystem]

/usr/sbin/rdump [ option [ argument ...] filesystem]

説明
dump および rdump コマンドは、一定の日付以降に変更された filesystem 内の全ファイルを磁気テープにコ

ピーします。この日付などの情報は、ファイル /var/adm/dumpdates および /etc/fstab から取得されます。
option は、日付やその他ダンプに関するオプションを指定します。 option に使用できる文字は
0123456789bdfnsuWw です。 dump コマンドおよび rdump コマンドは、タイプが hfs のファイルシステムでの

み機能します。指定されたファイルシステムのタイプが hfs でなければ、 dump および rdump はエラーメッ

セージをプリントして処理を打ち切ります。

オプション
0-9 この数字は、「ダンプレベル」を表します。ファイル /var/adm/dumpdates にダンプの日付

が保存されていますが、同一ファイルシステムで指定したダンプレベルより小さいレベル

の最終ダンプ日付以降に変更のあった全ファイルがダンプされます。指定したレベルで日

付が見つからない場合、最初の日付が採用されます。したがって、オプション 0 を指定す

ると、全ファイルシステムがダンプされます。

b このオプションの次の引き数をブロック化係数とします (指定がない場合、デフォルトは
10)。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掛けた値になります。
dump が書き込む論理レコードは 1024 バイトです。 b オプションを使用しないで記録密度

が 6250 BPI 以上のテープにダンプするときは、デフォルトのブロック化係数は 32 です。

d テープの記録密度 (単位 BPI) を、このオプションの次の argument で指定します。この値

は、リールあたりの使用テープ量を計算するときに使用します。デフォルト値は 1600 で、

リールテープを想定しています。

f テープの代わりに、このオプションの次の argument に指定したファイルにダンプします。

このファイルの名称として - を指定した場合、 dump は標準出力に書き込みます。 rdump

を使用するときは、このオプションを必ず指定し、引き数は machine: device という書式に

してください。

n dump や rdump がオペレータの介入を必要とするとき、 wall(1M) で説明するのと同じ方法

で、グループ operator 内の全ユーザーに通知します。

s ダンプテープのサイズをフィート単位で指定します。フィートの値は、このオプションの

次の argument で指定します。 dump および rdump は、指定されたサイズ分のテープを使

用したら、リールが交換されるのを待ちます。デフォルトのテープサイズ値は 2300 フィー

トで、リールテープを想定しています。
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u ダンプが正常終了した場合、ダンプの開始日付をファイル /var/adm/dumpdates に書き込み

ます。このファイルは、ファイルシステムおよびダンプレベルごとに日付を記録します。
/var/adm/dumpdates のフォーマットはユーザーが読み取り可能なフォーマットで、各行が1

つのフリーフォーマットレコードになっています。つまり各行には、 ctime(3C) のフォー

マットでファイルシステム名、増分レベルおよびダンプ日付が記述されます。ファイル
/var/adm/dumpdates は、必要に応じてどのフィールドでも編集して変更することができま

す。

W /var/adm/dumpdates 内のファイルシステムごとに、最新のダンプ日付とダンプレベルをプ

リントし、ダンプすべきファイルシステムを示します。 W オプションを指定した場合、そ

の他のオプションはすべて無視され、 dump はすぐに終了します。

w W と似た動作をしますが、ダンプの必要なファイルシステムだけをプリントします。

引き数が1つも指定されない場合、 option は 9u であるとみなされ、デフォルトのファイルシステムがデフォル

トのテープにダンプされます。

サイズは、1600 BPI のブロック化テープが基準になっています。 raw 磁気テープデバイスを使用するときは、

この記録密度に近づけてください。ファイルシステム上の読み取りエラーは 32個まで無視されます。リールご

とに新しいプロセスが必要で、既に書き込まれたリール用の親プロセスはテープ全体が書き込まれるまで残り

ます。

rdump コマンドは、テープデバイスにアクセスするために、リモートマシン上にサーバ /usr/sbin/rmt または
/etc/rmtを作成します。

dump および rdump は、以下のいずれかの状態になったとき、オペレータの介入を必要とします。

• テープの終了
• ダンプの終了
• テープ書き込みエラー
• テープオープンエラー
• ディスク読み取りエラー (エラーの数がしきい値 32 を超えた場合)

dump および rdump は、 n オプションの指示に従い全オペレータに警告するほか、処理の続行が不可能に

なった場合や回復不能な状態に陥った場合、 yes または no の応答が必要な質問を表示することで、制御端末

オペレータと対話します。

全ダンプの実行にはかなりの時間と作業が必要なので、 dump と rdump はどちらも、各テープボリュームの

先頭でチェックポイントを設定します。何らかの理由でテープボリュームへの書き込みが失敗した場合、
dump および rdump は、オペレータの許可があれば、古いテープの巻き戻し、取り外し、および新しいテープ

のマウントが完了したところで、ダンプをチェックポイントの位置から再開します。

dump および rdump は、オペレータに対して定期的に情報を報告します。この情報の代表的なものは、書き込

むブロックの数、必要になるテープの数、ダンプ完了に必要な時間、およびテープ交換までの残り時間で、そ

れぞれ小さめに見積った推定値が報告されます。この出力は、端末を制御している dump および rdump がこ
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こ当分ビジー状態であることを他のユーザーに知らせるために、冗長出力になっています。

アクセス制御リスト (ACL)
オプションであるファイルのアクセス制御リスト (ACL) のエントリーは、 dump および rdump ではバック

アップされません。その代わり、ファイルのパーミッションビットがバックアップされ、オプションである
ACLエントリーに含まれている情報はすべて失われます (acl(5) を参照)。

例
次の例では、ファイルシステム /mnt がルートディレクトリ (/) にマウントされていると仮定しています。この

例は、全ファイルシステム (/mnt) を /dev/rmt/c0t0d0BEST 上にダンプします。テープの記録密度は 6250 BPI

と指定しています。

/usr/sbin/dump 0df 6250 /dev/rmt/c0t0d0BEST /mnt

警告
dump は、ラージファイルを持つファイルシステムのバックアップは行いません。

UID/GID が 60,000 より大きいファイルを持つファイルシステムから作成されたテープは、古いバージョンの
restore(1M) がこれらのファイルの所有権を誤って復元しないようにヘッダに新しいマジックナンバーが記録さ

れます。

著者
dump および rdump は、カリフォルニア大学バークレー校により開発されました。

ファイル
/dev/rdsk/c0d0s0 ダンプするデフォルトのファイルシステム
/dev/rmt/0m ダンプの出力先であるデフォルトのテープユニット
/var/adm/dumpdates 新しいフォーマットダンプ日付レコード
/etc/fstab ダンプテーブル。ファイルシステムおよび頻度
/etc/group グループ operator を探すときに使用される

参照
restore(1M), rmt(1M), fstab(4), acl(5)
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名称
dumpfs − ファイルシステム情報のダンプ

構文
/usr/sbin/dumpfs rootdir | special

説明
dumpfs コマンドは HFS ファイルシステムのスーパーブロックとシリンダグループ情報を標準出力にプリント

します。ファイルシステムにはルートディレクトリまたはルートディレクトリが存在するデバイススペシャル

ファイル名が指定されます。詳細な情報が出力されます。このコマンドはファイルシステムブロックサイズや

フリースペースの最低比率などのファイルシステム情報の検索に使用されます。

制約
dumpfs コマンドは HFSファイルシステムでのみ使用されます。

著者
dumpfs 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
fsck(1M), mkfs(1M), newfs(1M), tunefs(1M), disktab(4)
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名称
edquota −ユーザーのディスク割当てのエディット

構文
/usr/sbin/edquota [-p proto-user] username ...

/usr/sbin/edquota -t

説明
edquota コマンドは、割当てエディタです。コマンド行に 1人または複数のユーザーを指定することができま

す。それぞれの username ごとに、そのユーザーに対する現在のディスク割当てに関する説明が含まれた一時

ファイルを作成した後、このファイルに対してエディタを起動します。その後、割当てを変更したり、新しい

割当てを追加したりすることができます。このエディタを終了すると、 edquota はこの一時ファイルを読み取

り、行われた変更を反映するように、2進数の割当てファイルを変更します。

起動されるエディタは EDITOR環境変数で指定され、デフォルトは vi(1) vi です。 (vi(1) を参照)

ファイルシステムに割当てを設定するためには、そのファイルシステムのルートディレクトリに quotas という

ファイルが入っていなければなりません。詳細は、 quota(5) を参照してください。

ユーザー ID が 67,000,000 未満であるユーザーだけが割当てを設定することができます。この制約は、 HP-UX

の今後のバージョンで削除されます。

割当てを変更できるのは、適切な権限を持つユーザーだけです。

オプション
-p proto_user それぞれの username に対するユーザー名 proto_user の割当てを複写します。これは、ユー

ザーのグループに対して割当てを初期化するために通常、使用される方法です。

-t それぞれのファイルシステムに対する制限時間をエディットします。制限時間は、ユーザーに

対してではなく、ファイルシステムに対して設定されます。ユーザーがファイルシステム上の

ブロックまたは iノードに対する soft 制限を超過した場合には、カウントダウンタイマが起動

されます。ユーザーが所有できる時間は制限時間に等しいので、修正作業は、その時間内でこ

の論理制限以下でなければなりません (必要な作業は、 quota コマンドによって行われま

す)。修正作業を行う前に制限時間を超えてしまった場合には、この割当てシステムは、 hard

制限を超過した場合と同様の扱いをします。デフォルトの制限時間である 0 は、
<sys/quota.h>, 内の値つまり 1週間 (7日) を意味するものと解釈されます。時間の単位とし

て、sec (onds) (秒)、min (utes) (分)、hour (s) (時)、day (s) (日)、week (s) (週)、および month

(s) (月) が解釈されます。制限時間をプリントする場合は、制限時間の値がそれを表す単位よ

りも大きいか等しくなるような、できるだけ大きな単位で表されます。

一時的なファイルのフォーマット
ユーザーブロック割当ておよび iノード割当てをエディットするために作成される一時ファイルの例を以下に

示します。

fs /mnt blocks (soft = 100, hard = 120) inodes (soft = 0, hard = 0)
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fs / blocks (soft = 1000, hard = 1200) inodes (soft = 200, hard = 200)

割当ての制限時間をエディットするためのフォーマットを以下に示します。

fs /mnt blocks time limit = 10.00 days, files time limit = 20.00 days

fs / blocks time limit = 0 (default), files time limit = 0 (default)

(default) の値をエディットする場合には、 (default) という文字列を削除する必要はありません。例えば、 / に

対する block time limit (ブロック制限時間) を変更するためには、 0 から 4 days に変更するだけで十分です。

警告
今までにディスク割当てのなかったユーザーに対して (ブロックまたは iノードのいずれかに)割当てを設定す

る場合、そのユーザーに対する割当て統計には、現在占有されているファイルシステムリソースが含まれませ

ん。このため、 quotacheck ( quotacheck(1M) を参照) を実行して、そのユーザーの現在のファイルシステムの

使用状況に対する統計値を収集する必要があります。詳細は、 quota(5) を参照してください。

edquota はHFSファイルシステムではディスク割当てをエディットするだけです。

著者
edquota は、カリフォルニア大学バークレー校と Sun Microsystems社が開発しました。

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テーブル
directory/quotas mount コマンド( mount(1M) を参照) で指定したファイルシステムのルートディレ

クトリである directory にあるファイルシステムに対する割当ての統計値の静的な

記憶領域

参照
vi(1), quota(1), quotacheck(1M), quotacheck_hfs(1M), quota(5)
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名称
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

構文
efi_cp [ −d devicefile ] [ −u ] file1 file2

efi_cp [ −d devicefile ] file1 [ file2 ...] dest-directory

efi_cp [ −d devicefile ] −r file_or_dir1 [ file_or_dir2 ...] dest-directory

説明
efi_cp は、HP-UXと EFI ファイルシステム間でファイルをコピーします。

EFI ファイルシステムはFATファイルシステムに基づいており、 Itaniumベース システムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

−u オプションを指定しないと、 efi_cp は HP-UX ファイルシステムから、 devicefile で指定された EFI ボ

リュームにファイルをコピーします。この場合、あて先は、 devicefile で指定した EFI ボリュームのルートに相

対的に指定しなくてはなりません。 EFI ファイルシステムから HP-UX ファイルシステムにファイルをコピー

する場合は、 −u オプションを使用します。 −u オプションを使用した場合、1度に1個の通常のファイルをコ

ピーできます。

引き数が2つの場合

• file2 が存在しない場合、 efi_cp は file2 を作成し、 file1 の内容を file2 にコピーします。

• file2 が存在し、通常のファイルである場合、 efi_cp は file2 の内容を削除し、 file1 の内容を file2 にコ

ピーします。

• file2 が存在し、ディレクトリである場合、 efi_cp はそのディレクトリに file1 のコピーを作成します。

2つ以上の引き数を指定する場合、最後に指定する引き数は、既存のディレクトリでなくてはなりません。そ

の他の引き数としてディレクトリを指定する場合、 −r オプションを使用して、ソースディレクトリとその

ディレクトリ内のサブツリーをあて先ディレクトリにコピーすることを指定しなくてはなりません。

オプション
オプションは単体で、または複数のオプションを任意の順序で、ファイル名の前に指定します。オプションと

引き数の間にはスペースを挿入してもしなくても構いません。

-d devicefile devicefile は、コピーするEFIファイルシステムのデバイス特殊ファイルです。 -d オプション

を使用しない場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_cp はその値をデバ

イスファイルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTITION を変更しま

す。

-r 各ソースディレクトリ内のサブツリーを、あて先ディレクトリに再起的にコピーします。

-u EFI ボリュームの file1 を、HP-UX ファイルシステムの file2 にコピーします。 file1 は、HP-

UX ファイルシステムではなく、 devicefile で指定する EFI ボリュームのルートに相対的に指
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定しなくてはなりません。 −u オプションを使用する場合、1度にコピーできるのは1個の通常

のファイルだけです。

戻り値
efi_cp は、コピーが正常終了した場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかった場合、診断メッセージ

と 0 以外の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
次の例はすべて、デバイス /dev/rdsk/c1t4d0s1 上の EFI ファイルシステムへ、またはこのデバイス上の EFI

ファイルシステムからコピーを行う場合のものです。

指定したデバイス上の EFI ファイルシステムのディレクトリ /abc/def に bootprogram をコピーします。

efi_cp -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 bootprogram /abc/def/

現在のディレクトリ内のすべてのファイルを、指定したデバイス上の EFI ファイルシステムのディレクトリ
/abc/def/にコピーします。

efi_cp -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 * /abc/def/

指定したデバイス上の EFI ファイルシステムのディレクトリ /abc/def/ に bootprogram をコピーし、ファイル

名を boot1 に変更します。

efi_cp -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 bootprogram /abc/dev/boot1

指定したデバイス上の EFI ファイルシステムの EFI ブートディレクトリに bootloader をコピーします。

efi_cp -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 bootloader /EFI/HPUX

環境変数 EFI_PARTITION で指定されたデバイス上の EFI ファイルシステムのディレクトリ /EFI/HPUX/ に
bootloader をコピーし、ファイル名を hpux.efi に変更します。

efi_cp bootloader /EFI/HPUX/hpux.efi

指定したデバイス上の EFI ファイルシステムから、現在の HP-UX ディレクトリに /EFI/HPUX/AUTO をコ

ピーします。

efi_cp -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 -u /EFI/HPUX/AUTO .

著者
efi_cp は、HP によって開発されました。

ファイル
なし
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参照
efi_fsinit(1), efi_mkdir(1), efi_ls(1), efi_rm(1), efi_rmdir(1), efi(4)
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名称
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

構文
efi_fsinit [−d devicefile]

説明
efi_fsinitは、デバイスファイルに EFI ファイルシステムヘッダを書き込みます。

EFI ファイルシステムは FAT ファイルシステムに基づいており、Itaniumベース システムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

他の EFI コマンドを実行する前に、 efi_fsinit を実行してデバイスファイル上のファイルシステムを初期化しな

くてはなりません。

オプション
efi_fsinitは、次のオプションを認識します。

-d devicefile デバイス devicefile 上にファイルシステムヘッダを書き込みます。 -d オプションを使用しない

場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_fsinit はその値をデバイスファイ

ルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTITION を上書きします。

戻り値
efi_fsinit は、EFI ファイルシステムを正常に初期化できた場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかっ

た場合、診断メッセージと 0 以外の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
デバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 上に EFI ファイルシステムヘッダを書き込みます。

efi_fsinit -d /dev/rdsk/c1t4d0s1

著者
efi_fsinitは、HP によって開発されました。

ファイル
なし

参照
efi(4), efi_cp(1), efi_ls(1), efi_mkdir(1), efi_rm(1), efi_rmdir(1)

Section 1M-224 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



efi_ls(1M) efi_ls(1M)

名称
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

構文
efi_ls [−d devicefile] [path]

説明
efi_ls は、EFI ファイルの情報や EFI ディレクトリの内容をリストします。

EFIファイルシステムは FAT ファイルシステムに基づいており、Itanium(R)ベースシステムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

efi_ls は、ファイル名、最終変更時刻、およびファイルサイズをリストします。 devicefile は、EFIボリュームの

デバイスファイルです。パスが指定されると、 efi_ls は指定されたパスがファイルかディレクトリかを判断し

ます。ファイルであれば、 efi_ls はファイル自体をリストします。ディレクトリであれば、 efi_ls はディレク

トリの内容をリストします。パスが指定されないと、 efi_ls はEFIボリュームのルートディレクトリをリストし

ます。パスは、HP-UX ファイルシステムではなく、 devicefile で指定する EFI ボリュームのルートに相対的に

指定しなくてはなりません。

オプション
efi_ls は、次のオプションを認識します。

-d devicefile devicefile は、リストする EFI ファイルシステムのデバイス特殊ファイルです。 -d オプション

を使用しない場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_ls はその値をデバ

イスファイルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTITION を変更しま

す。

戻り値
efi_ls は、正常終了した場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかった場合、診断メッセージと 0 以外

の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 のルートディレクトリをリストします。

efi_ls -d /dev/rdsk/c1t4d0s1

EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 のディレクトリ /HPUX/EFI の内容をリスト

します。

efi_ls -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 /HPUX/EFI

EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 のファイル /HPUX/EFI/bootfile の情報をリス

トします。
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efi_ls -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 /HPUX/EFI/bootfile

著者
efi_ls は、HP によって開発されました。

ファイル
なし

参照
efi(4), efi_fsinit(1), efi_cp(1), efi_mkdir(1), efi_rmdir(1), efi_rm(1)
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名称
efi_mkdir − EFI ディレクトリの作成

構文
efi_mkdir [−d devicefile] [−p] dirname

説明
efi_mkdir は、EFI ディレクトリを作成します。

EFI ファイルシステムは FAT ファイルシステムに基づいており、Itanium(R)ベースシステムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

efi_mkdir は、 devicefile で指定された EFI ボリュームに、ディレクトリ dirname を作成します。 dirname がす

でに存在している場合、 efi_mkdir は診断メッセージを表示して終了し、ディレクトリは変更されません。
dirname を作成するために複数のサブディレクトリが必要な場合、 -p オプションが指定されていなければ、
efi_mkdir は診断メッセージを表示して終了し、ディレクトリは変更されません。 dirname は、HP-UX ファイ

ルシステムではなく、 devicefile で指定する EFI ボリュームのルートに相対的に指定しなくてはなりません。

オプション
オプションは単体で、または複数のオプションを任意の順序で、ファイル名の前に指定します。オプションと

引き数の間にはスペースを挿入してもしなくても構いません。

-d devicefile devicefile は、ディレクトリを作成する EFI ファイルシステムのデバイス特殊ファイルです。
-d オプションを使用しない場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_mkdir

はその値をデバイスファイルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTI-

TION を上書きします。

-p 必要に応じて中間ディレクトリを作成します。

戻り値
efi_mkdir は、ディレクトリを正常に作成した場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかった場合、診

断メッセージと 0 以外の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 にディレクトリ hp-ux を作成します。

efi_mkdir -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 hp-ux

EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 にディレクトリ /abc が存在しない場合、

ディレクトリ /abc/def/ を作成します。

efi_mkdir -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 -p /abc/def/
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著者
efi_mkdir は、HP によって開発されました。

参照
efi(4), efi_fsinit(1), efi_cp(1), efi_ls(1), efi_rm(1), efi_rmdir(1)
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名称
efi_rm − EFI ファイルの削除

構文
efi_rm [−d devicefile] file

説明
efi_rm は、EFI ファイルを削除します。

EFI ファイルシステムは FAT ファイルシステムに基づいており、Itanium(R)ベースシステムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

devicefile には、EFI ボリュームのデバイスファイルを指定します。

file がディレクトリである場合、 efi_rm は診断メッセージを表示して、ディレクトリを削除せずに終了しま

す。 EFI ディレクトリを削除するには、 efi_rmdir(1M) を使用します。 file は、HP-UX ファイルシステムでは

なく、 devicefile で指定する EFI ボリュームのルートに相対的に指定しなくてはなりません。

オプション
efi_rm は、次のオプションを認識します。

-d devicefile devicefile は、ファイルを削除する EFI ファイルシステムのデバイス特殊ファイルです。 -d オ

プションを使用しない場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_rm はその

値をデバイスファイルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTITION を変

更します。

戻り値
efi_rm は、ファイルを正常に削除した場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかった場合、診断メッ

セージと 0 以外の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
EFI ファイルシステムを含むデバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 のディレクトリ /hp-ux/efi/ から、 bootfile を

削除します。

efi_rm -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 /hp-ux/efi/bootfile

著者
efi_rm は、HP によって開発されました。

参照
efi(4), efi_fsinit(1), efi_ls(1), efi_cp(1), efi_mkdir(1), efi_rmdir(1)
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名称
efi_rmdir − EFIディレクトリの削除

構文
efi_rmdir [−d devicefile] directory

説明
efi_rmdir は、EFI ディレクトリを削除します。

EFI ファイルシステムは FAT ファイルシステムに基づいており、Itanium(R)ベースシステムの BIOS が HP-UX

ブートローダを検索するときに使用されます。 efi(4) を参照してください。

devicefile には、EFI ボリュームのデバイスファイルを指定します。

directory がディレクトリでないか、空でないディレクトリである場合、 efi_rmdir は診断メッセージを表示し

てファイルを削除せずに終了します。EFI ファイルを削除するには、 efi_rm(1M) を使用します。 directory は、
HP-UX ファイルシステムではなく、 devicefile で指定する EFI ボリュームのルートに相対的に指定しなくては

なりません。

オプション
efi_rmdir は、次のオプションを認識します。

-d devicefile devicefile は、ディレクトリを削除するEFIファイルシステムのデバイス特殊ファイルです。 -d

オプションを使用しない場合、環境変数 EFI_PARTITION が設定されていれば、 efi_rmdir は

その値をデバイスファイルとして使用します。 -d オプションは、環境変数 EFI_PARTITION

を変更します。

戻り値
efi_rmdir は、ディレクトリを正常に削除した場合、終了コード 0 を返します。正常終了しなかった場合、診断

メッセージと 0 以外の終了コードを返します。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
EFI ファイルシステムを持つ、デバイスファイル /dev/rdsk/c1t4d0s1 のディレクトリ /hp-ux/ からディレクトリ
efi を削除します。

efi_rmdir -d /dev/rdsk/c1t4d0s1 /hp-ux/efi

著者
efi_rmdir は、HP によって開発されました。

参照
efi(4), efi_fsinit(1), efi_ls(1), efi_cp(1), efi_mkdir(1), efi_rm(1)
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名称
envd − システムの物理環境のためのデーモン

構文
/usr/sbin/envd [-f configfile ]

説明
envd デーモンは、ハードウェアによって検出された環境条件にシステムが応答するための手段を備えていま

す。このような応答は、通常、ファイルシステムの完全性を維持しデータ損失を防ぐために設計されたもので

す。現在 envd によって認識される環境条件は、高温とシャーシファンの障害です。

envd は、サポートされている環境上のイベントを検出すると、メッセージを記録し、その後、アクションを実

行します。メッセージの記録を行うかどうか、および特定の環境上のイベントに対してどのようなアクション

を実行するかは、 configfile (デフォルトは /etc/envd.conf) によって決まります。 -f オプションが指定されてい

ず、デフォルトの設定ファイル /etc/envd.conf が存在しない場合には、 envd は実行できません。お勧めするデ

フォルトの configfile は、 /usr/newconfig/etc/envd.conf 内に用意されています。デーモンを起動した場合、また

はデーモンが SIGHUP シグナルを受信して、そのデーモン自体を再起動および再初期化した場合にのみ、
configfile (または /etc/envd.conf) を調べます。

envd は、 syslog メッセージロギング機能を使用して、警告メッセージを記録します。 configfile にメッセージ

を記録するよう指定されている場合には、警告メッセージの宛先は、 syslogd デーモン (詳細は、 syslogd(1M)

および syslog(3C) を参照) の LOG_DAEMON 機能の設定、および各種 syslog の設定の優先度によって決ま

り、それらの設定は、対応する環境上のイベントに対して以下のように定義されます。 envd が syslogd に送信

することができない場合には、警告メッセージは、コンソールに出力されます。

configfile は、イベント行で構成され、それぞれのイベント行の後にはアクション行が続かない場合と、1行以

上のアクション行が続く場合があります。コメント行を随所に挿入することができます。特定のイベントに対

してイベント行は 1行だけ指定することができます。

イベント イベント行は、コロン (:) で区切ったイベントキーワードとメッセージインディケー

タ で 構 成 さ れ ま す。 有 効 な イ ベ ン ト キー ワー ド は、 OVERTEMP_CRIT,

OVERTEMP_EMERG, FANFAIL_CRIT, および FANFAIL_EMERG です。有効な

メッセージインディケータは、 y および n です。例えば、 OVERTEMP_EMERG:y

は、 OVERTEMP_EMERG イベントに対する警告メッセージを送信します。

イベントキーワードは、最初のカラムから始まらなければなりません。また、1行に

指定できるイベントとメッセージインディケータは、1つだけです。

アクション アクション行は、一連の有効な /usr/bin/sh コマンドまたはパイプラインで構成されま

す。1つのイベント行から次のイベント行、またはファイルの最後までの行は、前に

実行されたイベントに対するアクション行の一部で、そのイベントを検出したときに

実行されるシェルにそのまま引き渡されます。あるイベントに対するアクションを複

数行に渡って記述することができますが、それぞれの行の構文は /usr/bin/sh によって

解釈されなければなりません。アクション行が指定されていない場合のイベントに対
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して、デフォルトのアクションはありません。

アクション行に対して、解析および構文チェックは一切行われません。つまり、アク

ション構文の正当性を検証するのはシステム管理者の責任です。

コメント 最初のカラムが # 文字で始まる行はコメント行で、その後の改行文字までの文字はす

べて無視されます。

空白行はコメント行として無視されます。

/etc/envd.confファイルの例を以下に示します。

# The example below configures envd to log the warning message and

# to rcp critical applications to a remote machine at OVERTEMP_CRIT

# or FANFAIL_CRIT. It configures envd to log emergency messages

# and to perform system shutdown at OVERTEMP_EMERG or FANFAIL_CRIT,

# in order to reserve data integrity.

OVERTEMP_CRIT:y

/usr/bin/rcp critical_appl_files \

remote_machine:/backup

OVERTEMP_EMERG:y

/usr/sbin/reboot -qh

FANFAIL_CRIT:y

/usr/bin/rcp critical_appl_files \

remote_machine:/backup

FANFAIL_EMERG:y

/usr/sbin/reboot -qh

適切な権限を持つユーザーだけが envd を実行することができます。

高温度とファン障害への対応措置
高温とファン障害への対処措置は、適切な検知ハードウェアを備えたシステムだけでサポートされます。高温

とファン障害のしきい値は、ハードウェアによって異なります。各システムプロセッサでは、サポートされる

機器の組み合わせに対して独自のしきい値が定義されています。下記の表は、温度とファン障害の状態を示し

ています。現在のシステム構成での温度範囲とファン状態については、下記に示す、システムに付属のドキュ

メントを参照してください。『Site Planning and Preparation Guide』、『Installation and Configuration Guide』、

または『Operator Handbook』
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状態 状態の説明

NORMAL 正常な動作温度の範囲内

OVERTEMP_CRIT システムの正常動作温度の範囲を超えていますが、まだハー

ドウェアメディアの動作限度内です。

OVERTEMP_EMERG 温度が、ハードウェアメディアの指定された動作限度の最大

値を超えています。つまり、電源が間もなく切断されます。
OVERTEMP_MID 状態から
VERTEMP_POWERLOSS (電源切断) 状態までの間は、最低

でも約 60秒間あるよう保証されています。

OVERTEMP_POWERLOSS ハードウェアは、システム内のすべてのカードの電源を切断

します。

FAN_NORMAL シャーシファンはすべて正常に動作しています。

FANFAIL_CRIT １つまたは複数のシャーシファンに障害が発生しましたが、

システムには、障害の起きたファンを交換する間に使用する

ための予備のファンがいくつか付いています。

FANFAIL_EMERG シャーシファンの障害により、システムが継続して動作でき

なくなりました。電源損失が起きる可能性があります。

FANFAIL_POWERLOSS ハードウェアは、システム内のすべてのカードの電源を切断

します。

環境イベントにマップされている syslog の優先度は、 LOG_EMERG (OVERTEMP_EMERG および FAN-

FAIL_EMERG 用) および LOG_CRIT (OVERTEMP_CRIT および FANFAIL_CRIT用 )です。

OVERTEMP_CRIT および FANFAIL_CRIT 状態では、シャットダウン以外の処理 (例えば、ファイルの転送)

を実行しなければなりません。高温の場合、非常な速さで OVERTEMP_EMERG まで上昇する可能性がある

ので、 OVERTEMP_CRIT に対してしなくてはならない処理だけを設定することが重要です。
OVERTEMP_EMERG および FANFAIL_EMERG では、ファイルシステムのデータの完全性を保障するするた

めに、 /usr/sbin/reboot -qh を使用して速やかにシャットダウンするようお勧めします。ハードウェアが
OVERTEMP_POWERLOSS または FANFAIL_POWERLOSS 状態に入りシステムがシャットダウンした場合に

は、突然の電源の切断によってデータが失われます。この場合には、電源異常回復機能が使用できないので注

意してください。ハードウェアの電源が落ちた場合には、システムは警告メッセージを生成しませんし、一切

のアクションを行いません。

環境の状態があるレベルから別のレベル (NORMAL から OVERTEMP_CRIT 、または FANFAIL_CRIT から
FANFAIL_EMERG など) に変わる場合は必ず、警告メッセージ (指定されている場合) がログに記録され、状

態が変更するたびに、対応措置が１度だけ実行されます。
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著者
envd は、HP が開発しました。

ファイル
/usr/sbin/envd envd実行可能ファイル
/etc/envd.conf デフォルトの envd 設定ファイル
/etc/syslog.conf デフォルトの syslog 設定ファイル
/var/tmp/envd.action[123] envd 作業ファイル

参照
reboot(1M), shutdown(1M), syslogd(1M), syslog(3C)

HP-UXシステム管理者マニュアル

Section 1M-234 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



exportfs(1M) exportfs(1M)

名称
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

構文
/usr/sbin/exportfs [−auv]

/usr/sbin/exportfs [−uv] [dir ...]

/usr/sbin/exportfs −i [−o options] [−v] [dir ...]

説明
exportfs コマンドは、NFSクライアントが、ローカルディレクトリまたはローカルファイルをネットワーク全

体にマウントできるようにします (これをエクスポートするといいます)。 exportfs コマンドで最初にエクス

ポートしておかないと、ディレクトリおよびファイルをNFSマウントすることはできません。

exportfs は通常、ブート時に /sbin/init.d/nfs.server スクリプトで起動されます。そして、絶対パス名が指定され

る各 dir を /etc/exports ファイルから参照し、その情報を使用してディレクトリまたはファイルシステムをエク

スポートします。

コマンド行にオプションまたは引き数を一切指定していない場合には、 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のリストを標準出力に表示します。

スーパーユーザーは、いつでも exportfs を実行し、エクスポートされたディレクトリおよびファイルのリスト

または特性を変更することができます。

オプション
exportfsには、以下のオプションがあります。

−a /etc/exports 内にリストされているすべてのディレクトリをエクスポートします。あるいは、 −u

を指定している場合には、現在エクスポートされているすべてのディレクトリをアンエクスポー

トします。

−i /etc/exports 内のオプションを無視します。この場合には通常、 exportfs は /etc/exports 内のエク

スポートされるディレクトリに対応したオプションのみ参照します。

−u 指定されたディレクトリのエクスポートを解除 (アンエクスポート) します。

−v 冗長。エクスポートまたはアンエクスポートするときに、それぞれのディレクトリまたはファイ

ル名を出力します。

−o options

エクスポートされているディレクトリに対するオプションの特性のリストをカンマで区切って指

定します。 options のリストには、以下のものを含むことができます。

async

NFS Protocol Version 2マウントはすべて非同期になります。このオプションは、NFS PV3で

は無視されます。このオプションを使用する際の注意については、 exports(4) を参照してく
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ださい。

ro ディレクトリを読み取り専用でエクスポートします。このオプションを指定しないと、

ディレクトリは読み取り/書き込み用でエクスポートされます。 ro と rw オプションは、同

じ exportfs コマンド行で同時に指定することはできません。

rw=hostname[:hostname]...

ディレクトリを読み取り大半でエクスポートします。読み取り大半とは、大半のマシンに

対しては読み取り専用ですが、指定したマシンでは読み取り/書き込み用になるということ

です。 ro と rw のどちらも指定していなければ、ディレクトリはすべてのマシンに対して

読み取り/書き込み用でエクスポートされます。 ro と rw オプションは、同じ exportfs コマ

ンド行で同時に指定することはできません。最大256個の hostname を指定することができ

ます。 nsswitch の "hosts" エントリーで DNS ネーミング用に構成されたサーバでは、ホス

ト名は完全修飾された DNS 名で表現しなければなりません。現在、HP-UX は不完全修飾

のホスト名も照合しています。これは HP 独自の機能なので、HP-UX の将来のリリースで

は廃止される予定です。

anon=uid

未登録ユーザーからの要求があった場合には、 uid を有効ユーザーIDとして使用します。

ルートユーザー (ユーザーID 0) は、次に説明する root オプションに指定しない限り、常に
NFSサーバには unknown ユーザーとして扱われます。

クライアントがUNIXシステムの場合には、 unknown ユーザーと考えられるのはルート

ユーザーだけです。他のすべてのユーザーは、 /etc/passwd 内に含まれていなくても認識さ

れます。

uid のデフォルト値は、ユーザー nobody のユーザーIDです。ユーザー nobody が存在しな

い場合には、−2 という値が使用されます。 anon の値を −1 に設定すると、anonymous アク

セスを不能にします。

root=hostname[:hostname]...

指定した hostname のルートユーザーだけにルートアクセスを許可します。デフォルトで

は、どのホストにもルートアクセスが許可されません。256個までの hostname を指定する

ことができます。このリストの hostname は、指定したファイルシステムを正常にマウント

できるという保証はありません。空でないアクセスリストを指定した場合は、 hostname

は、 access= の access_list 基準のいずれかに合うか、 rw= リストにリストされていなけれ

ばなりません。 nsswitch の "hosts" エントリーで DNS ネーミング用に構成されたサーバで

は、ホスト名は完全修飾された DNS 名で表現しなければなりません。現在、HP-UX は不

完全修飾のホスト名も照合しています。これは HP 独自の機能なので、HP-UX の将来のリ

リースでは廃止される予定です。
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access=[access_list][:access_list]...

リストされている各 access_list にマウントアクセスを許可します。以下の「access_list」の

項を参照してください。 access= リストが空の場合、指定したマウントポイントのマウント

がすべてのマシンに対して許可されます。エクスポートされたファイルシステムを正常に

マウントするには、 rw= リスト上の hostname は、アクセスリストに載っている必要はあり

ません。 root= リスト上の hostname が、ファイルシステムを正常にマウントするには、
rw=リストと access= リストのいずれかに載っていなければなりません。

access_list

access_list 引き数は、コロンで区切られたリストであり、内容は次のいずれかになり

ます。

hostname

ホスト名。 nsswitch の "hosts" エントリーで DNS ネーミング用に構成された

サーバでは、ホスト名は完全修飾された DNS 名で表現しなければなりません。

現在、HP-UX は不完全修飾のホスト名も照合しています。これは HP 独自の機

能なので、HP-UXの将来のリリースでは廃止される予定です。

netgroup

多数のホスト名を含むネットグループ。 nsswitch の "hosts" エントリーで DNS

ネーミング用に構成されたサーバでは、ホスト名は完全修飾された DNS 名で表

現しなければなりません。

DNS suffix

ドメインのメンバーシップを使用するには、サーバは DNS を用いてホスト名を
IP アドレスに変換する必要があります。すなわち、 /etc/nsswitch.conf ファイル

内の "hosts" エントリーでは、 "nis" や "nisplus" より前に "dns" を指定しなけれ

ばなりません。これは、DNS だけがホストの完全なドメイン名を返すためで

す。 NIS や NIS+ など、他のネームサービスはサーバ上のホスト名を決定する

ためには使用できません。 IP アドレスをホスト名にマッピングする際に、ドメ

イン情報を返さないためです。例えば、次のようになります。

NISまたは NIS+

129.144.45.9 --> "myhost"

DNS

129.144.45.9 --> "myhost.myd.myc.com"

DNS の接尾辞は、前に付いたドットにより、ホスト名およびネットグループと

区別されます。ドット単体は "myhost" に一致しますが、"myhost.myd.mycy.com"

には一致しません。この単一ドットの機能は、DNS ではなく NIS および NIS+

で解決されたホストに一致させるために使用できます。
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network

ネットワークまたはサブネットのコンポーネントには、前に @ の記号が付きま

す。これは、名前とドット付きアドレスのいずれかです。名前の場合は、 get-

netbyname によりドット付きアドレスに変換されます (getnetent(3N) を参照)。
/etc/networks 内のエントリーは、4 つのオクテットすべてを含んでいなければ無

効です。

ネットワーク接頭辞は、アドレスの低位部分の 0 オクテットから判断されるオ

クテットに整列された netmask を想定しています。ネットワーク接頭辞がバイ

トに整列されていない場合、構文ではマスク長をスラッシュ (/) デリミタに続け

て明示的に指定できます。マスクは、対応する IP アドレスの左端から連続する

上位ビットの数です。

- マイナス記号 (-) が前に付いている場合、 access_list のそのコンポーネントへの

アクセスは拒否されます。リストは、アクセスの許可または拒否のいずれかが

見つかるか、リストの末尾に到達するまでまで順番に検索されます。このオプ

ションは、ホスト名、ネットワークおよび DNS 接尾辞と組み合わせた場合のみ

有効です。ホスト名の前に付けるときに DNS ネーミングが構成されている場合

は、ホスト名を完全に修飾する必要があります。

診断
NFSマウントされたディレクトリが exportfs によってアンエクスポートされた場合には、クライアントがその

ディレクトリへアクセスすると、 NFS stale file handle (NFS 無効ファイル処理) エラーが発生します。ただし、

エクスポートされているディレクトリのアクセスリストからクライアントを削除するために、 exportfs を使用

した場合には、クライアントがそのディレクトリへアクセスしても、 NFS stale file handle エラーが発生するこ

とはありません。

例
次のように exportfs を起動すると、現在エクスポートされているディレクトリとファイルがリストされます。

exportfs

/etc/exports内のエントリーをエクスポートします。

exportfs −a

エクスポートされているすべてのファイルおよびディレクトリをアンエクスポートします。

exportfs −ua

エクスポートされているすべてのファイルおよびディレクトリをアンエクスポートし、その際に、それぞれの

ディレクトリまたはファイル名を出力します。

exportfs −uav
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/etc/exports内のオプションを無視して /usr をすべてのマシンにエクスポートします。

exportfs −i /usr

または

exportfs −i −o access= /usr

/usr/binと /var/adm を読み取り専用ですべてのマシンにエクスポートします。

exportfs −i −o ro /usr/bin /var/adm

ネームサービスとして DNS を使用している場合に、 /usr/bin を読み取り用でシステム polk と vanness にエク

スポートします。

exportfs −i −o rw=polk.myd.myc.com:vanness.myd.myc.com /usr/bin

ネームサービスとして NIS または NIS+ を使用している場合に、 /usr/bin を読み取り/書き込み用で polk と
vanness にエクスポートします。

exportfs −i −o rw=polk:vanness /usr/bin

ネームサービスとして DNS を使用している場合に、 /var/adm に対して、ルートアクセスを pine という名前

のシステムだけに許可し、マウントアクセスを pine と geary に許可するエクスポートを行います。

exportfs −i −o \

root=pine.myd.myc.com,access=pine.myd.myc.com:geary.myd.myc.com \

/var/adm

myd.myc.com ドメイン内のすべてのホストに対して /var/adm へのアクセスをエクスポートします。

exportfs −i −o access=.myd.myc.com /var/adm

同じ NIS ドメインの内のすべてのホストに対して /var/adm へのアクセスをエクスポートしますが、 DNS ネー

ムスペース内のすべてのホストからのアクセスを拒否します。

exportfs −i −o access=. /var/adm

ドット付きアドレスのネットワークサブマスクを用いて /var/adm へのアクセスをエクスポートします。

exportfs −i −o access=@192.144 /var/adm

または

exportfs −i −o access=@192.144.0.0 /var/adm

または、 /etc/networks 内で mynetwork が次のように定義されているときに、その名前を用います。

mynetwork 192.144.0.0 mount_144 #allow mounts using this mask
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exportfs −i −o access=@mynetwork /var/adm

ネットワーク接頭辞がバイトに整列されていないときに、 /var/adm へのアクセスをエクスポートします。

exportfs −i −o access=@192.144.132/17 /var/adm

または

exportfs −i −o access=@mynetwork/17 /var/adm

ネットグループ engineering 内のホスト名 terra にアクセスを拒否して、 /var/adm へのアクセスをエクスポー

トします。

exportfs −i −o access=-terra:engineering /var/adm

/var/adm へのアクセスをエクスポートします。ホスト名 terra はネットグループ engineering の一員なのでアク

セスが許可されます。

exportfs −i −o access=engineering:-terra /var/adm

警告
現在エクスポートされたディレクトリと同一のファイルシステム内に存在し、かつ、そのディレクトリの親

ディレクトリまたはサブディレクトリのどちらかであるディレクトリは、エクスポートすることはできませ

ん。例えば、 /usr および /usr/local が同一のディスクパーティション内に存在する場合には、両方をエクス

ポートすることはできません。

あるディレクトリをアンエクスポートし、あるクライアントをそのアクセスリストから削除し、その後、その

ディレクトリを再度エクスポートした場合には、そのクライアントがそのディレクトリのマウントを外すまで

は、そのディレクトリへのアクセスは可能です。クライアントを root または rw リストから削除した場合に

は、ただちにその指定が有効となります。

/etc/xtab 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のリストを持ったシステムファイルで

す。このファイルは、 exportfs によって保守されます。このファイルが現在のシステムデータ構造に常に同期

しているようにするためには、手作業で /etc/xtab を編集しないでください。

ファイル
/etc/exports 静的エクスポート情報
/etc/hosts ホスト名のリスト
/etc/netgroup ネットワークグループのリスト
/etc/xtab エクスポートされたディレクトリの現在の情報
/etc/networks ネットワーク情報

参照
showmount(1M), exports(4), hosts(4), netgroup(4), networks(4)
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名称
extendfs −ファイルシステムサイズの拡張 (総称)

構文
/usr/sbin/extendfs [−F FStype] [−q] [−v] [−s size] special

説明
special ファイル上に作成されたオリジナルのファイルシステムのイメージが使用可能なスペースをすべて使用

していない場合には、 extendfs を使用すれば、スペースを追加するようにファイルシステム構造をアップデー

トすることによって、ファイルシステムの容量を増加させることができます。

コマンド行のパラメータ special は、デバイススペシャルファイルを論理ボリュームまたはディスクパーティ

ションのいずれかで指定します。 special は、マウントを外してからでなければ extendfs を実行できません
(mount(1M) を参照)。

オプション
extendfs には、以下のオプションがあります。

−F FStype 操作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_wrapper(5) を参照)。

このオプションがコマンド行にない場合、ファイルシステムタイプは /etc/default/fs ファイ

ルから決定されます。

−q special のサイズを照会します。ファイルシステムの拡張は行われません。

−v 冗長フラグ

−s size ファイルシステムに追加する DEV_BSIZE ブロックの数を指定します。 size を指定しない

と、追加可能な最大サイズが使用されます。

例
ある論理ボリューム上に作成されたファイルシステムの容量を増加させるためには、次のように入力します。

umount /dev/vg00/lvol1

lvextend -L larger_size /dev/vg00/lvol1

extendfs -F hfs /dev/vg00/rlvol1

mount /dev/vg00/lvol1 mount_directory

参照
fstyp(1M)、 lvextend(1M)、 mkfs(1M)、 mount(1M)、 umount(1M)、 fs_wrapper(5)
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名称
extendfs_hfs: extendfs − HFSファイルシステムサイズの拡張

構文
/usr/sbin/extendfs [−F hfs] [−q] [−v] [−s size] special

説明
special 上に作成されたオリジナルの HFS ファイルシステムイメージが可用なスペースをすべて使用していな

い場合、 extendfs コマンドを使用して、ファイルシステム構造の空間を拡張することにより、 HFS ファイル

システムの容量を拡大することができます。

コマンド行パラメータ special は、論理ボリューム、またはディスクパーティションのいずれかのキャラクタデ

バイススペシャルファイルを指定します。 extendfs コマンドを実行するには、 special をアンマウントしてお

かなければなりません (mount(1M) 参照)。

オプション
extendfs には次のオプションを指定できます。

−F hfs HFSファイルシステムタイプを指定します。

−q special のサイズを照会します。ファイルシステムの拡張は行われません。

−v 冗長フラグ

−s size ファイルシステムに追加する DEV_BSIZE ブロックの数を指定します。ブロック数の指定

を省略すると、最大のサイズが使用されます。

例
論理ボリューム上に作成するファイルシステムの容量を拡張するには、次のように入力します。

umount /dev/vg00/lvol1

lvextend -L larger_size /dev/vg00/lvol1

extendfs -F hfs /dev/vg00/rlvol1

mount /dev/vg00/lvol1 mount_directory

警告
ルートファイルシステムは常時マウントされ、 extendfs コマンドはアンマウントされたファイルシステムだけ

を対象として実行されるので、 extendfs コマンドを使用してルートファイルシステムを拡張することはできま

せん。

extendfs は、論理ボリュームのブロックサイズがファイルシステムのフラグメントサイズより大きい論理ボ

リュームにあるファイルシステムに対して実行すると、失敗します。セクタサイズの大きいディスクを追加す

ると、論理ボリュームの論理ブロックサイズが変わります。
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戻り値
extendfs は、次の値を返します。

0 エラーは検出されず、ファイルシステムが正常に拡張されました。
1 コマンドは打ち切られました。

参照
extendfs(1M)、 lvextend(1M)、 mkfs(1M)、 mount(1M)、 umount(1M)
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名称
extendfs_vxfs: extendfs − VxFSファイルシステムのサイズの拡張

構文
extendfs [−F vxfs] [−q] [−v] [−s size] special

説明
special 上に作成されている VxFS ファイルシステムイメージが使用可能なスペースをすべて利用していない場

合、 extendfs を使って、余っているスペースを取り込んでファイルシステム構造を更新し、VxFS ファイルシ

ステムの容量を増大させることができます。

special には、論理ボリュームまたはディスクパーティションのいずれかのデバイス特殊ファイルを指定しま

す。 special がマウント済みのファイルシステムの場合は、 extendfs を実行する前に special をマウント解除す

る必要があります (mount(1M) を参照)。

オプション
extendfs には、以下のオプションがあります。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−q special のサイズを照会します。ファイルシステムの拡張は行われません。

−s size ファイルシステムに追加する DEV_BSIZE ブロックの数を指定します。 size を省略した場

合は、使用可能な最大サイズが使用されます。

−v 冗長モードを指定します。冗長モードを指定すると、拡張後のファイルシステムサイズ

と、そのファイルシステムに対する fsck の出力が表示されます。 −v を指定せずに実行し

た場合は、何も表示されません。

引き数
extendfs は、以下の引き数を認識します。

special 論理ボリュームまたはディスクパーティションのデバイス特殊ファイル。 special が、マウ

ント済みのファイルシステムの場合は、 extendfs を実行する前に special をマウント解除す

る必要があります。 (mount(1M) を参照)。

注記
バージョン 5 ディスクレイアウトは、32 TB までのファイルシステムをサポートしています。ファイルシステ

ムを 32 TB に増やすには、 64ビットオペレーティングシステムで、VERITAS Volume Manager のボリューム内

にファイルシステムを構築する必要があります。バージョン 5 ディスクレイアウトのファイルシステムの最大

サイズは、ファイルシステムのブロックサイズによって決まります。

• 1024 bytes 4,294,967,039 sectors (4 TB)

• 2048 bytes 8,589,934,078 sectors (8 TB)
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• 4096 bytes 17,179,868,156 sectors (16 TB)

• 8192 bytes 34,359,736,312 sectors (32 TB)

例
論理ボリューム上に作成されているファイルシステムの容量を増やすには、次の例のように入力します。

umount /dev/vg00/lvol1

lvextend −L larger_size /dev/vg00/lvol1

extendfs −F vxfs /dev/vg00/rlvol1

mount /dev/vg00/lvol1 mount_directory

参照
extendfs(1M)、 lvextend(1M)、 mkfs(1M)、 mount(1M)、 umount(1M) fs_vxfs(4)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-245



fbackup(1M) fbackup(1M)

名称
fbackup − 選択したファイルのバックアップ

構文
/usr/sbin/fbackup -f device [-f device ] ... [-0-9] [-nsuvyAEl] [-i path ] [-e path ]

[-g graph ] [-d path ] [-I path ] [-V path ] [-c config ]

/usr/sbin/fbackup -f device [-f device ] ... [-R restart ] [-nsuvyAEl] [-d path ] [-I path ] [-V path ] [-c config ]

説明
fbackup は、 dump と ftio の機能を組み合わせたコマンドで、柔軟な高速ファイルシステムバックアップメカ

ニズムを提供します (dump(1M) および ftio(1) を参照)。 fbackup は、ファイルを選択して出力デバイスに転送

します。転送する各ファイルについて、ファイルの内容とそのファイルを同じ状態に復元するために必要な全

関連情報を出力デバイスにコピーします。出力デバイスは、raw テープドライブ (例えば、DLTテープドライ

ブ)、標準出力、再書き込み可能な光磁気ディスク、またはファイルです。

バックアップするファイルは、ファイルのツリーを明示的に指定することで fbackup セッションに含めるか除

外するかを選択します。ユーザーが任意のファイルのグラフを作成するには、コマンド行でオプション -i や -e

を指定する方法と、オプション -g でグラフファイルを指定する方法があります。定期的に行うバックアップの

場合、 -g オプションを指定することで、バックアップグラフの制御が簡単になります。 fbackup は、このグ

ラフからファイルを選択し、それを出力デバイスに転送します。選択方法は、 fbackup で使用するモード(フ

ルまたは増分)によって異なります。

フルバックアップの場合、指定したグラフ内の全ファイルが選択されます。増分バックアップの場合、指定し

たグラフのうち、前回のバックアップ以降に変更のあったグラフがあれば、そのグラフ内のファイルのみが選

択されます。オプション -g を付けてレベル4で増分バックアップを行う場合、レベル0～3の最新のバックアッ

プをデータベースファイルから検索します。ファイルの変更時刻が最後に適切にセッションを開始した時刻以

前であり、しかもiノードの変更時刻がそのセッションの終了時刻以前である場合、ファイルはバックアップさ

れません。増分バックアップの条件を満たしたファイルへのパス上にあるすべてのディレクトリは、ディレク

トリ自身の状態が増分バックアップの条件を満たしていなくても、バックアップ媒体にバックアップされま

す。

fbackup で増分バックアップを行う場合には、以前のバックアップのデータベースが保存されていなければな

りません。デフォルトでは、 fbackup はこのデータをテキストファイル /usr/adm/fbackupfiles/dates に保守しま

す。初めて fbackup で増分バックアップを行う前には、必ずディレクトリ /usr/adm/fbackupfiles を作成しなけ

ればなりません。オプション -d を使用して、代替データベースファイルを指定することができます。ユーザー

は、 fbackup セッションが正常終了したときにこのファイルがアップデートされるように指定することもでき

ます。各セッションの入力は、2行1組で記録されます。各組の第1行目には次の4つの項目が記録されます。す

なわち、グラフファイル名、バックアップレベル、開始時刻、および終了時刻 (時刻はどちらも time(2) の形

式) です。各組の第2行目には第1行目と同じ時刻が記録されますが、その形式は strftime(3C) です。これらの行

には、ローカルの STARTED: に相当する開始時刻と、ローカルの ENDED: に相当する終了時刻が記録されて

います。各組の第2行目は、日付ファイルを読みやすくしただけのもので、 fbackup はこの行を使用しませ

ん。各フィールド間は空白で区切られています。以前のセッションがそのグラフを使用して実行した時刻を確
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認するために、以前にバックアップされたデータベースファイルをチェックし、グラフファイル名を1文字ず

つ比較します。 fbackup は、例えば graph と ./graph を別々の2つのグラフファイルとして処理するので、こ

の2つのファイルのような例にならって1つのグラフファイルを指定することがないように、十分に注意してく

ださい。

使用するデバイスタイプにかかわらず fbackup ボリュームの一般的な構造は同じです。ただし、デバイスの機

能の違いによりデバイス固有のわずかな違いがあります。一般的な構造は次のとおりです。

• ASCII 形式のテープラベルのための予約スペース (1024 バイト)

• fbackup ボリュームヘッダ (2048 バイト)

• セッションインデックス (ボリュームヘッダのフィールド内のサイズ)

• データ

インデックス内の各ファイルエントリーには、ファイルのサイズ、ボリューム番号およびパス名が含まれてい

ます。各ボリュームの最初の時点では、 fbackup は、まだバックアップされていない全ファイルがそのボ

リュームに入るものと仮定します。この仮定は、最後のボリューム以外は正しくありません。同じセット内の

インデックスは、その前のボリュームについては正確です。つまり、最後のボリュームのインデックスが、そ

のボリューム上にファイルがあることを示していても、それが実際にバックアップされたものではない可能性

があります (例えば、インデックスが作成された後ファイルが削除されたが、 fbackup がそのファイルのバッ

クアップをしようとした場合)。どのような状態でも必ず確実に正しいといえるインデックスは、オンラインイ

ンデックス (-I オプション) だけです。オンラインインデックスは最後のボリュームが書き込まれた後に作成さ

れます。

fbackup ボリュームの構造上の相違点について、次にリストします。

• 磁気テープデバイスを使用する場合は、主要な情報(テープラベル、ボリュームヘッダ、インデッ

クス、データ)のブロックは、EOFマークで区切られています。また、 fbackup は、エラー回復機

能を向上させるためにチェックポイントを定期的に媒体に記録します。書き込みエラーが検出され

た場合、通常2つの回復方法があります。 (1)新しいボリュームをマウントし、ボリュームを最初か

ら書き直す方法。 (2)ボリュームの障害があまり深刻でない場合は、エラー発生以前の正常なデー

タを保存し、書き込みエラーは通常の媒体終端として処理する方法。チェックポイント記録の付い

たデータの各ブロックも、それぞれEOFマークで区切られています。さらにDDSテープドライブで

は、高速検索マークがサポートされている場合、これらを各ファイルのブロック間で使用すること

によって、選択的回復の速度を向上させることができます。 DLTテープドライブでは同様に、イン

デックスで指定されているファイルサイズと共にチェックポイント用のEOFマークを使用して、高

速な選択的回復を行うことができます。

• 光磁気デバイス、ディスク、ファイル、または標準出力の場合、各情報を区切るマークは特にあり

ません。バックアップは、必ず単一のファイル(ボリューム)です。

fbackup には、 UCB モードのテープドライブを使用することができます。これにより、2台以上のテープドラ

イブがシステムに接続されている場合、テープの巻戻し時間をオーバラップすることができます。
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設定
fbackup を定期的に使用するように設定する場合、いくつか考慮することがあります。例えば、デバイスタイ

プや媒体の種類、フルバックアップと増分バックアップの頻度、オンラインにしておくロギング情報の量、グ

ラフファイルの構造、オンラインバックアップとオフラインバックアップなどです。

バックアップに使用するデバイスタイプは、媒体の費用、自動バックアップ機能およびバックアップの速度な

どに影響します。36トラックテープを使用すれば、最も高い性能を発揮できると思われますが、ユーザーが

テープの交換を行わなければなりません。DLTおよびDDSのオートチェンジャーおよびライブラリではどちら

も、自動バックアップが可能です。光磁気オートチェンジャーを使用しても大規模なシステムで自動バック

アップができ、媒体の寿命も長いですが、コストが高く付きます。単一のDLTテープドライブを使用するとよ

り安く良い性能が得られますが、マルチボリュームになる場合には自動バックアップはできません。

フルバックアップの頻度や、フルバックアップの間の増分バックアップの頻度を考慮することも大切です。時

間の間隔として、例えば毎週金曜日にフルバックアップをし、それ以外の毎日に増分バックアップをするとい

う方法もあります。増分バックアップを自動で実行したい場合には、媒体の機能を利用することができます。

媒体を交換する人員を用意できるかどうかも、バックアップに必要な時間とともに重要な要素となります。そ

の他、契約上の要件や法的要件などいろいろな要素から、フルバックアップと増分バックアップの組合わせを

決定します。

バックアップ情報 (-V オプションや -I オプションの出力)をオンラインで保持する場合、確保する記憶領域に

ついても考慮しなければなりません。索引ファイルのサイズは、システムの設定によって変わるので、前もっ

て予測することは困難です。各ボリュームのヘッダファイルは、1536 バイト未満です。もちろん、オンライン

に保持されている情報が多ければ、それだけ回復のときにバックアップ媒体を検索する速度も速くなります。

グラフファイルやシステムバックアップに使用するファイルの構成方法はいくつかあります。まず、バック

アップのグラフファイルを1つにするか複数にするかを決定します。ファイルを1つにすると簡単ですが、柔軟

性に欠けます。2つ以上のグラフファイルを使用すると、バックアップを論理セットに分けるときに簡単にな

ります。例えば、変更があまり頻繁でないシステムディスク用に1つのグラフファイルを、ユーザー領域用に

もう1つのグラフファイルを使用することができます。このように、フルバックアップと増分バックアップに

それぞれの方針を使用することができるわけです。

fbackup にアクティブファイルを再試行する機能をもたせることで、システム使用中にこのコマンドを使用し

てバックアップができるように設計されています。フルバックアップ時に完全な一貫性が重要になってくる場

合は、システムはシングルユーザーモードにしておくほうがよいでしょう。ただし、システムが通常の使用状

態である間は、増分バックアップを実行できるので、システムの動作可能時間を改善できます。

オプション
-c config config は、構成ファイルの名前です。以下のパラメータ値もここに記述することができます。

• 1レコードあたりの 1024 バイトブロックの数
• 割り当てる共有メモリのレコード数
• チェックポイント間のレコード数。チェックポイント間のEOFマークはDLTテープドラ

イブでの高速検索にも使用されるため、チェックポイントの頻度を変更すると、選択的
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回復の速度にも影響することがあります(「警告」の項を参照)。
• ファイル読み取りプロセスの回数
• fbackup がアクティブファイルを再試行する最大回数
• アクティブファイルのバックアップの再試行中に使用する媒体の最大バイト数
• 磁気テープボリュームの最大使用可能回数
• ボリュームの変更が発生した場合に実行したいファイル名。このファイルは、必須であ

り、しかも実行可能なファイルでなければなりません。
• 致命的なエラーが発生した場合に実行したいファイル名。このファイルは、必須であ

り、しかも実行可能なファイルでなければなりません。
• DDSテープ上の各 高速検索マークの間のファイル数。このマークによるコストは、

DDS テープ上のスペースに関しては無視できるコストです。一部の DDS テープデバイ

スは、高速検索マークをサポートしていません。

構成ファイルの各エントリーは、1行のテキストで、識別子、空白、引き数という形式になっ

ています。次の構成ファイルの例で、各設定は、レコードあたりのブロックの数が 16、共用

メモリのレコード数が 16、チェックポイントの頻度が 256、ファイル読み取りプロセスの数

が2、アクティブファイルの再試行の最大回数が5、アクティブファイルの再試行領域の最大

バイト数が 5,000,000バイト、磁気テープのボリュームの最大使用可能回数が 100、ボリュー

ム変更時に実行されるファイルが /var/adm/fbackupfiles/chgvol、致命的なエラーの発生時に実

行されるファイルが /var/adm/fbackupfiles/error、 DDSテープの高速検索マーク間のファイル

の数が 200 です。

blocksperrecord 16

records 16

checkpointfreq 256

readerprocesses 2 (maximum of 6)

maxretries 5

retrylimit 5000000

maxvoluses 100

chgvol /var/adm/fbackupfiles/chgvol

error /var/adm/fbackupfiles/error

filesperfsm 200

ここにリストした各値は、デフォルト値でもあります。ただし chgvol および error は例外

で、デフォルトではヌル値になっています。

-d path このオプションは、増分バックアップに使用するデータベースへのパスを指定します。このオ

プションは、デフォルトのデータベースファイル /var/adm/fbackupfiles/dates を置き換えま

す。
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-e path path は、バックアップグラフから除外したいツリーを指定します。このツリーは、バック

アップグラフの一部であるサブツリーでなければなりません。この条件を満たしていない場合

は、ツリーを指定してもグラフからはどのファイルも除外されません。 -e を指定する回数に

制限はありません。

-f device device は、出力ファイルの名前を指定します。このファイルの名前として - が指定されている

場合、 fbackup は標準出力に書き込みます。出力ファイルにはデフォルト値はないので、少

なくとも1つは指定しなければなりません。複数の出力ファイルが指定されている場合、
fbackup は各ファイルを順次使用し、ファイルを最後まで使用したら最初のファイルに戻って

使用します。デバイス名には、シェル (sh(1) やその他のシェルのマニュアルエントリーを参

照) で行うようなファイル名の展開に類似したパターンが使用できます。パターンは必ず引用

符で囲み、シェルによる展開から守ってください。パターンの展開は、使用デバイスのリスト

に掲載されている名前のうち、一致する全名前に影響します。

リモートデバイスが使用されている場合、動作はわずかに異なります。リモートマシンは、
machine:device の形式で指定することができます。 fbackup は、テープデバイスにアクセスす

るために、リモートのマシン上の /usr/sbin/rmt から、サーバプロセスを生成します。
/usr/sbin/rmt がリモートシステム上にない場合は、 fbackup が、テープドライブにアクセス

するために、リモートマシン上の /etc/rmt からサーバプロセスを生成します。磁気テープだけ

が、リモートデバイスとして使用できます。リモートの DDS テープデバイスを使用している

場合は、高速検索マーク機能は使用されません。

-g graph graph は、グラフファイルを定義します。グラフファイルは、テキストファイルで、バック

アップグラフに含むツリーのファイル名および除外するツリーのファイル名のリストが記述さ

れています。これらのツリーは、オプション -i や -e で指定する場合と同じ方法で解釈されま

す。グラフファイルのエントリーは1行のテキストで、先頭に i または e があり、これに続け

て、空白、ツリーのパス名を記述します。 i または e で始まっていない行は、エラーとみなさ

れます。グラフファイルにはデフォルト値はありません。例えば、サブツリー /usr/lib 以外の
/usr の全ファイルをバックアップするには、次の2つのレコードを含むファイルを作成しま

す。

i /usr

e /usr/lib

-i path path は、バックアップグラフに含めたいツリーを指定します。オプション -i を指定する回数

に制限はありません。

-n NFS のマウントポイントを越えます。デフォルトでは、 fbackup はオプション -i や -g で指定

したパスにかかわらず、 NFSのマウントポイントを越えません。

-l バックアップグラフで指定された LOFSファイルを含めます。デフォルトでは、 fbackup は、
LOFSのマウントポイントを越えません。 -l が指定され、バックアップグラフ内にあるLOFS

ディレクトリの中にもあるファイルがバックアップグラフに含まれている場合、そのような

Section 1M-250 Hewlett-Packard Company − 5 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



fbackup(1M) fbackup(1M)

ファイルは2度バックアップされることになります。

-s シンボリックリンクの参照しているオブジェクトをバックアップします。デフォルトの動作で

は、シンボリックリンクをバックアップします。

-u 過去のバックアップのデータベースをアップデートします。このデータベースには、バック

アップレベル、セッションの開始時刻および終了時刻、およびこの fbackup セッションに使

用されているグラフファイルが記載されています。このアップデートを完了するには、次の3

つの条件が必要です。オプション -i や -e がどちらも使用できないこと、オプション -g が正

確に1度だけ指定されていること (後述)、 fbackup が正常終了することです。

-v 冗長モードで実行します。他の方法では見られないステータスメッセージが生成されます。

-y 全質問に対して自動的に yes と応答します。

-A ファイルのアクセス制御リスト (ACL) にあるオプションのエントリーはバックアップしませ

ん。通常は、オプションである ACL のエントリーを含む、すべてのモード情報がバックアッ

プされます。オプション -A を指定すると、要約モード情報 (stat() が戻す情報) がバックアッ

プされます。このオプションは、 ACL を認識しないシステム上に回復するために、 ACL を

含むシステムからファイルをバックアップするときに使用します (acl(5) を参照)。

-E 拡張属性をバックアップしません。通常、設定されたすべての拡張属性がファイルとともに含

まれます。このオプションは、拡張属性をサポートするファイルシステムにのみ適用されま

す。

-I path path は、生成するオンライン索引ファイルの名前を指定します。このファイル内には、その

索引ファイルの名前がセッション中にバックアップされた各ファイルごとに1行で記述されて

います。この行は、ファイルサイズ、バックアップされたファイルが存在するボリューム番

号、およびファイル名から構成されています。オプション -I を省略すると、索引ファイルは

生成されません。

-V path 正常な fbackup セッションの最後で、 path にボリュームヘッダ情報が書き込まれます。ヘッ

ダ内の以下のフィールドが、 label:value の形式で1行に1組み書き込まれます。

Magic Field 有効な fbackup 媒体について、値 FBACKUP_LABEL (HP-UX リ

リース 10.20 以降 )、HP-UX リリース 10.20 以前のものは、値
FBACKUP LABEL が書き込まれます。

Machine Identification このフィールドには、 uname -m の結果が書き込まれます。
System Identification このフィールドには、 uname -s の結果が書き込まれます。
Release Identification このフィールドには、 uname -r の結果が書き込まれます。
Node Identification このフィールドには、 uname -n の結果が書き込まれます。
User Identification このフィールドには、 cuserid() の結果が書き込まれます

(cuserid(3S) を参照)。
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Record Size このフィールドには、データレコードの最大長がバイト単位で書き

込まれます。
Time このフィールドには、 fbackup 開始時点の時刻が書き込まれます。
Media Use このフィールドには、媒体をバックアップに使用した回数が書き込

まれます。情報は実際には媒体上にあるため、このフィールドの値

は常に0になります。
Volume Number このフィールドには、 # 文字に続く3桁の数字が書き込まれ、バッ

クアップ内のボリュームの数を示します。
Checkpoint Frequency このフィールドには、チェックポイント間のデータレコード数が書

き込まれます。
Index Size このフィールドには、インデックスのサイズが書き込まれます。
Backup Identification Tag

このフィールドは2つの項目から構成されています。プロセス ID

(pid)とそのプロセスの開始時刻です。
Language このフィールドには、バックアップを作成するために使用する言語

名が書き込まれます。

-R restart 以前に割り込みを受信したところから fbackup セッションを再開します。ファイル restart に

は、割り込みを受けたセッションを再開するために必要な全情報が記載されています。この再

開オプションは、オプション -[ieg0-9] のどのオプションとも一緒に使用することができませ

ん。

-0-9 この1桁の数字で、バックアップレベルを指定します。レベル 0 は、フルバックアップを指定

します。1以上の値は、一般に、増分バックアップの実行に使用します。特定のレベルで特定

のグラフの増分バックアップを実行する場合、過去のバックアップのデータベースが検索さ

れ、同じグラフのより低いレベルで行われた一番最近のバックアップの日付が調べられます。

それに該当するエントリーがないときは、開始時刻をバックアップの日付とみなします。この

日付以降に変更のあったグラフ内の全ファイルがバックアップされます。

アクセス制御リスト (ACL)
オプションのACLエントリーがファイルに存在する場合、そのファイルをACL機能がないシステム上に復元す

るには、オプション -A が必要です。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、ファイルがバックアップデバイスに保存される順序、およびオプション -I による出力の順

序を決定します。

LC_TIME は、日付の文字列と時刻の文字列の内容と形式を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。

環境中に LC_COLLATE か LC_TIME か LC_MESSAGES のいずれかが指定されていない場合、またはこのい
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ずれかに空文字列が設定されている場合、指定のない値または空の値のそれぞれに対して LANG の値がデフォ

ルトとして使用されます。 LANG が指定されていないか、空文字列が指定されている場合、 LANG の代わり

にデフォルトである "C" (lang(5) を参照) が使用されます。多言語対応変数の設定に1つでも正しくないものが

ある場合、 fbackup はすべての多言語対応変数に "C" が設定されているように動作します。 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コードとマルチバイト文字コードがサポートされています。

戻り値
fbackup は、以下の値のどちらかを返します。

処理が正常に終了すると
0 を返します。

割り込みを受信してもその状態を保存して処理を再開することができる場合には
1 を返します。

エラー状態でセッションが完了しない場合には
2 を返します。

警告状態がある場合には
4 を返します。

警告メッセージが表示された場合は、fbackup のログを調べて、バックアップが正しく行われたかどうかを確

認してください。

例
以下の2つの例では、対象のグラフが /usr/lib を除くすべての /usr を指定しているものとします (上の -g オプ

ションで説明したとおり)。

まず最初の例は、フルバックアップを行い、データベースファイルをアップデートしないという単純な例で

す。これは、次のようにすると実行できます。

/usr/sbin/fbackup -0i /usr -e /usr/lib -f /dev/rmt/c0t0d0BEST

次の例は少し複雑で、増分バックアップを実行することができるように、以前の fbackup セッションのデータ

ベースを保守します。

適切なオンライン記憶領域が利用可能な場合、ディスク上に最新のものから順にいくつか索引ファイルを保存

しておくのがよいでしょう。こうしておくと、回復したいファイルがそのセット上にないかどうかを調べると

きに、バックアップ媒体からインデックスを回復する必要がなくなります。オンライン索引ファイルを保守す

るための方法の1つを後述します。システム管理者は、 fbackup を最初に実行する前に必ず次の作業を行って

ください (必要な場合は、中間レベルのディレクトリも作成します)。

• ディレクトリ /var/adm/fbackupfiles に、 config という名前で適切な構成ファイルを作成します。
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• ディレクトリ /var/adm/fbackupfiles/graphs に、 usr-usrlib という名前でグラフファイルを作成しま

す。

• ディレクトリ /var/adm/fbackupfiles/indices に、 usr-usrlib という名前でディレクトリを作成しま

す。

以下の作業を実行するシェルスクリプトを、各 fbackup セッションで実行することができます。

• 使用するグラフファイル (パラメータとしてそのスクリプトに渡されるファイル) およびセッション

の開始時刻(システムから取得される時刻) の両方に基づいて索引ファイルのパス名を作成します。

以下にその例を示します。

/var/adm/fbackupfiles/indices/usr-usrlib/871128.15:17

(1987年 11月 28日午後 3:17 開始の例)

• このパス名を fbackup の索引ファイル名として、このコマンドを実行します。以下にその例を示し

ます。

cd /var/adm/fbackupfiles

/usr/sbin/fbackup -0uc config -g graphs/usr-usrlib\

-I indices/usr-usrlib/871128.15:17\

-f /dev/rmt/c0t0d0BEST

セッションが正常に終了すると、インデックスが自動的に正しい位置に置かれます。

警告
fbackup は、複数の実行形式オブジェクトから成っています。これらのオブジェクトはすべて、 /usr/sbin ディ

レクトリに存在する必要があります。

fbackup の実行には、特別な権限は必要ありません。ただし、ユーザーがアクセス権を持たないファイルにつ

いては、バックアップされません。

安全上の理由から、構成ファイル、 chgvol 実行形式ファイル、および error 実行形式ファイルは、所有者だけ

が書き込み可能とする必要があります。

リリース 10.20 より、HP-UXはラージファイル(2GB より大きい)をサポートし、 UID/GIDを拡張 (60,000 より

大きい) します。これらの属性のファイルを含んだアーカイブは、拡張されたサイズをサポートしていないシ

ステム上では重大な問題が発生します。このため、 fbackup は新しいマジックナンバー ("FBACKUP_LABEL")

のテープを作成します。これによって、 fbackup テープアーカイブが 10.20 以前の HP-UX システム上で復元

されることを防止できます。 frecover は両方のテープフォーマットを読み込むので、10.20 以前の HP-UX シス

テム上で作成された fbackup テープアーカイブを復元することができます。

EOFマークは、すべての磁気テープデバイスでチェックポイント用に使用されます。 DLTテープデバイスで

は、EOFマークは選択的回復の高速検索にも使用されます。この場合の「高速検索」とは、希望のファイルよ

り前の最も近いチェックポイントまで移動してから、そのファイルが見つかるまで読み取るという方法です。

Section 1M-254 Hewlett-Packard Company − 9 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



fbackup(1M) fbackup(1M)

チェックポイントには目的が2つあるため、チェックポイント頻度パラメータを変更する場合は注意が必要で

す。

HP-UX リリース 8.0 からは、 RFA ネットワークは旧式なので、 fbackup はネットワーク特殊ファイルをバッ

クアップしません。バックアップグラフ内でネットワーク特殊ファイルを見つけてそのファイルをスキップし

た場合、警告メッセージが表示されます。

スーパーユーザーが、 NFS マウント状態のファイルシステムのバックアップに fbackup を使用しても、期待

どおりに動作する保証はありません。これは、スーパーユーザーがアクセスした場合、 NFS はユーザーの root

とユーザー ID 0 をユーザー nobody (通常はユーザー ID -2) にマップして処理するためで、これによりリモー

トシステム上のルート特権はローカルシステム上のルートユーザーに許可されなくなります。

ユーティリティセットは fbackup と frecover で構成されていますが、これはもともと全ファイルシステム記憶

領域が 1Gバイト以下のシステム上で使用するように設計されたものです。このユーティリティはプログラミ

ング上、記憶領域のサイズについての使用制限はありませんが、かなり規模の大きいシステム全体のバック

アップや回復を行うと、インデックスを保存するための仮想メモリ (スワップ領域) が大きくなるために、シス

テムの活動量が膨大になります。バックアップの量に伴うシステム全体の動作についての知識があまりない

ユーザーが、このユーティリティを使用する場合には、一度にそのシステム全体をバックアップしようとしな

いで、複数の小さいセッションに分けてそのシステムをバックアップするほうがよいです。

バックアップ進行中に内容に変更はないがiノードデータが変更されたファイルは、現在のファイルシステムの

制限によって、同一のグラフの次の増分バックアップからはスキップされる可能性があります。また、
fbackup は、ファイルのiノード変更時刻を元の値に戻しません。

fbackup は、巻き戻ししないデバイス(例: /dev/rmt/0mn) では使用できません。

fbackup は、強制的に抹消されると、システムに戻らないリソースを割り当ててしまいます。 fbackup を抹消

する必要がある場合は、 SIGKILL でなく SIGTERM を送信してください。

すき間のあるファイルをデータ圧縮せずにバックアップすると、膨大な量の媒体が消費されます。

fbackup は、 dd ではコピーできないボリュームフォーマットでボリュームを作成します (dd(1) を参照)。ある

媒体上に作成された fbackup ボリュームを別の型の媒体にコピーしても、その新しい媒体上には有効な
fbackup ボリュームは作成されません。これは、raw磁気テープ、通常ファイル、書き換え可能な光磁気ディス

ク上のボリュームのフォーマットが同一ではないためです。

パラメータ blocksperrecord (オプション -c を参照) の構成を行う場合、レコードサイズの上限はテープドライ

ブに使用できる最大サイズです。一般的なレコードサイズには、DLTおよびDDSテープドライブの128ブロッ

ク、HP 7980の60ブロックがあります。また、初期のリリース (7.0 以前) に使用されていた blocksize は 512バ

イトだったことにも注意してください。現在はこれが 1024バイトになっています。このことにより、初期のリ

リースで blocksperrecord に指定した値と同じ値を使用した場合、現在のリリースでは2倍のサイズのブロック

が作成されることになります。例えばパラメータ blocksperrecord の値が 32 の場合、リリース 7.0 では 16Kバ

イトブロックが作成されますが、現在のリリースでは 32Kバイトブロックが作成されます。 blocksperrecord の

バイト数が、テープドライブの許容バイト数を超えた場合、テープドライブは書き込みを拒否し、エラーが
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fbackup に渡されます。 fbackup はこれを受けて、テープが不良と見なします。このときの書き込みエラー

メッセージは、以下のようなものです。

fbackup (3013): Write error while writing backup at tape block 0.

Diagnostic error from tape 11...... SW_PROBLEM (コンソールのドライバーで出力)

fbackup (3102): Attempting to make this volume salvageable.

その他

制約
NFS

ネットワークファイルのアクセス制御リストは要約されますが (st_mode で stat() が返すように)、新しいファ

イルにはコピーされません (stat(2) を参照)。 fbackup は、 QIC装置の QIC-120 および QIC-150 フォーマット

はサポートしていません。 fbackup にこれらの形式を使用しようとすると、 fbackup の実行は失敗し、次の

メッセージが表示されます。

mt lu X: Write must be a multiple of 512 bytes in QIC 120 or QIC 150

著者
fbackup は、HP により開発されました。

ファイル
/var/adm/fbackupfiles/dates 過去のバックアップのデータベース

参照
cpio(1), ftio(1), dump(1M), frecover(1M), restore(1M), rmt(1M), stat(2), acl(5), mt(7)
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名称
fcmsutil − TA CHYON TL A5158A および TA CHYON XL2 A6795A 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

構文
/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file vpd

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file echo remote-N-Port-ID [data-size] [count]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file rls remote-N-Port-ID

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file test remote-N-Port-ID [data-size] [count]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file read offset [ pci]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file write offset value [ pci]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file [-f] lb [plm|crpat|cjtpat ]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file get local|fabric

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file get remote {all|remote-N-Port-ID}

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file get_lgn N-Port-ID

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file reset

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file [-f] bdr target-device_file

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file read_cr

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file stat [-s]

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file clear_stat

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file nsstat

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file clear_nsstat

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file devstat {all|remote-N-Port-ID}

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file clear_devstat {all|remote-N-Port-ID}

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file replace_dsk remote-N-Port-ID

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file [-f] disable

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file enable

/opt/fcms/bin/fcmsutil device_file [-k] ns_query_ports

注記: 引き数として remote-N-port-ID を取るすべてのオプションに関して remote-N-port-ID は、 -l loop_id (プラ
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イベートループ内)、または -w wwn に置き換えることができます。 devstat all オプションでは、イニシエータ

が通信可能であったすべての N_Port に対する統計情報とともに loop_id (プライベートループ内) と nport_id

(Fabric内) が表示されます。

説明
fcmsutil コマンドは、TA CHYON TL A5158A および TA CHYON XL2 A6795A Fibre Channel ホストバスアダプタ

に使用される診断ツールです。このコマンドでは、Fibre Channel のテストおよびエコー機能の実行、カードの

レジスタの読み取りなどを行なうことができます。本コマンドを使用するには、指定したコマンドを実行する

インタフェースを指示するデバイスファイルが必要です。

TA CHYON XL2 A6795A HBAだけで使用可能なオプションは "XL" で示しています。

その他のすべてのオプション ("XL" が付いていないもの) は、両方の HBA でサポートされています。 fcmsutil

は、実効ユーザー ID が０のユーザーだけが使用することができます。オプションのいくつかは、デバイス固

有アダプタの詳細な知識が必要です。

オプション
fcmsutil では、構文で示したように、以下のオプションを使用することができます。すべてのキーワードは、

大文字と小文字は区別しませんが、位置により意味が異なります。

device_file 単独で、もしくは他のオプションと一緒に使用されます。オプション無しで使用した場合は、
N_Port ID、ノードワールドワイド名、ポートワールドワイド名、構成トポロジ、ベンダー
ID、チップのリビジョン番号、デバイス ID、ドライバ状態、ハードウェアパス、補助 IO の

数とアクティブログインの数、 Dino バスブリッジの有無、最大フレームサイズ、およびドラ

イババージョンのような情報が表示されます。 FC プロトコルによって、ノード WWN は

ポート WWN より１つ大きくなります。 TA CHYON XL2 カード (A6795A) では、上記の他

に、ネゴシエーションで決められたリンク速度も表示されます。

以下のトポロジが定義されています。

UNKNOWN: ホストバスアダプタがループ/ループバックフードに取り付けられていないか、

コネクション障害があり、正しいトポロジで動作していません。

PRIVATE_LOOP: ホストバスアダプタが、ループ/ループバックフードに取り付けられていま

す。

PUBLIC_LOOP: TACHYON TL および TA CHYON XL2 カードによってサポートされていま

す。ホストアダプタは、Fibre Channel スイッチに接続されたループに取り付けられていま

す。

PTTOPT_FABRIC: Fibre Channel スイッチを介した接続時に、ホストバスアダプタがポイント

ツーポイントトポロジで動作しています。ループトポロジで動作しなくてはならないカード

の場合、このトポロジはエラーになります。多くの場合、正しくありません。
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ドライバの状態を、以下に示します。

LOOPBACK_STATE: ホストバスアダプタは、ループバックテストフェーズです。

OFFLINE: ホストバスアダプタは、ループに入っていません。

ONLINE: ドライバは稼動中で、機能しています。

RESETTING: ホストバスアダプタはリセット中です。

その他の状態は「一時的」なもので、長くは続きません。「一時的」な状態が長引く場合は、

ハードウェアの接続か構成に問題があります。

以下のリンク速度が定義されています。

UNINITIALIZED: ホストバスアダプタが共通リンク速度に集束できないか、またはアダプタ

が接続されていません。

1Gb: リンクはオンラインになっていて、動作速度は 1 GB です。

2Gb: リンクはオンラインになっていて、動作速度は 2 GB です。

vpd (XL) このオプションを指定すると、HBA の「Vital Product Data」が表示されます。 vpd オプショ

ンによって、製品説明、部品番号、エンジニアリング日付コード、部品のシリアル番号などの

情報が表示されます。このオプションは TA CHYON XL2 A6795A カードに対してだけサポー

トされています。

echo このオプションは、 remote-N-Port-ID と data-size (送信パケットのサイズ) の２つのパラメータ

が必要です。３番目の引き数 (count) は、オプションで、送信するエコーパケットの数が指定

できます。 count オプションを指定しない場合、１パケットが送信されます。

指定したサイズの Fibre Channel エコーパケットが、リモートノードに送信されます。すべて

の送信パケットに対し、リモートノードからエコー応答を受信し、送信データに一致した場

合、コマンドは正常終了します。応答が、RA_TOV 時間の２倍の時間以内に受信されない

と、コマンドはタイムアウトになります。エコーパケットは、PUBLIC_LOOP トポロジでは

送信できません。

注記: パケットサイズは４の倍数でなければいけません。

rls このオプションには、 remote-N-Port-ID というパラメータが１つだけ必要です。 Fibre Channel

リクエストリンクステータス (RLS) の ELS がこの remote-N-Port-ID に送信されその応答デー

タが表示されます。

test このオプションには、 remote-N-Port-ID および data-size (送信パケットのサイズ) の２つのパラ

メータが必要です。オプションの３番目の引き数 (count) で、送信するエコーパケットの数を

指定できます。 count オプションを省略すると、１つのパケットが送信されます。
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指定されたサイズの Fibre Channel テストパケットが、リモートノードに送られます。コマン

ドは、すべてのテストパケットが送出された時点で、すぐに正常終了します。

注記: パケットサイズは４の倍数でなければいけません。

read このオプションにはパラメータが１つ必要であり、読み出すレジスタの offset がそれです。
offset は、16 進か、10 進のフォーマットで指定します。 offset は、メモリーマップの基底か

らのオフセットを指定します。したがって、このコマンドを使用するには、チップの内部知識

が必要です。 Tachyon フレームマネージャステータスレジスタ (0x01c8) の読み取りは制限さ

れています。

オプションの２番目の引き数 ( pci) を指定すると、PCI 構成スペースから読み取ることができ

ます。２番目の引き数を省略すると、チップのレジスタスペースから読み取ります。

write このオプションには、書き込むレジスタのオフセットと書き込まれる値の２つのパラメータが

必要です。

オプションの３番目の引き数 ( pci) を指定すると、PCI 構成スペースに書きこまれます。３番

目の引き数を省略すると、チップのレジスタスペースに書き込まれます。

lb 警告: これは破壊的な試験なので、この試験の実行中にデータ損失が発生する可能性がありま

す。

-f lb -fオプションを指定すると、表示される警告メッセージを抑制できます。

このオプションには、パラメータ (plm、 crpat、または cjtpat) が１つ必要です。

オプションの３番目の引き数 (count) で、送信するループバックパケット数を指定できます。
count オプションを省略すると、パケットが１つ送信されます。

このコマンドは、 plm、 crpat、または cjtpat オプションのいずれか１つを指定すると、外部

ループバック試験を実行します。 fibre channel チップは、外部ループバックモードにプログラ

ムされます。 plm は、物理リンクモジュールまたはギガビットリンクモジュールを示し、

ループバックフレームに対してデフォルトのペイロードを作成します。 crpat または cjtpat オ

プ ショ ン を 指 定 す る と、 そ の カー ド は、 『 Fibre Channel - Methodologies for Jitter

Specifications』の勧告に基づく特定のペイロードを作成します。これらのパターンは、カード

の送受信チャネルにとって厳しいビットパターンを生成するように設計されています。自己試

験では、アダプタ内でパケットを送受信して、その完全性が調べます。この自己診断はアダプ

タレベルなので、ファイバーリンクにパケットが送出されることはありません。

get get オプションは、Fibre Channel ログインパラメータの local ポートか、 remote ポートの fab-

ric ポートのいずれかを取得するために用いられます。 TA CHYON TL および TA CHYON XL2

カードは local オプションをサポートしていません。 remote オプションに対して all 引き数を

指定すると、イニシエータが認識しているすべての N_port のログインパラメータと現在の状

態が表示されます。
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reset 警告: これは破壊的な試験です。 Fibre Channel カードをリセットします。これは破壊的な試験

なので、このリセット処理が完了するまで、全ノードへの通信が停止されます。 TA CHYON

TL および TA CHYON XL2 カードでは、ソフトリセットが実行されるだけなので、通信が切断

されることはありません。

bdr 警告: これは破壊的な試験です。

-f bdr -fオプションを指定すると、表示される警告メッセージを抑制できます。

このオプションはチェックをいっさい行わずにターゲットをリセットし、コマンドをすべてク

リアします。

read_cr このオプションは、カードの読み込み可能登録情報のすべてを読み取り、詳細情報をフォー

マットするために使います。

stat このオプションは、ドライバが保持している詳細統計情報を取得するために使います。 (-s) を

指定すると、ドライバが保持している統計情報が短縮形式で取得できます。

clear_stat このオプションは、ドライバが保持している統計情報をクリアするために使用します。

nsstat このオプションは、ドライバが保持しているネームサーバーの詳細な統計情報を取得するため

に使用します。

clear_nsstat このオプションは、ドライバが保持しているネームサーバーの統計情報をクリアするために使

用します。

devstat devstat オプションは、この N_Port が通信している各 N_Port に対応する詳細な統計情報を取

得するために使用します。

remote-N-Port-ID を指定すると、N_Port に対応する統計情報が表示されます。 all オプション

を指定すると、イニシエータとの通信が可能なすべての N_Port に対応する統計情報が表示さ

れます。

clear_devstat このオプションは、ターゲットに対応する統計情報をクリアするために使用します。

remote-N-Port-ID を指定すると、その N_port に対応する統計情報がクリアされます。 all オプ

ションを指定すると、有効な N_Port_ID すべてに対応する統計情報がクリアされます。

replace_dsk このオプションは、次にデバイスと通信する際に、認証を行わないことを指定します。このオ

プションは、ディスクを交換する (N_Port_ID は同じ) 際にシステム管理者が使用するための

ものです。新しいディスクに新しい N_Port_ID を割り当てる場合は、このオプションは必要

でないことに注意してください。

disable 警告: これは破壊的な試験なので、全ノードへの通信が停止されます。

-f disable -fオプションを指定すると、表示される警告メッセージを抑制できます。

このオプションは、カードを使用不能にするために使います。一般的には、解決できないハー

ドウェア障害が発生し、システムの性能を悪化させている場合に使います。
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enable このオプションは、カードを使用可能にするために使います。一般的には、以前のハードウェ

ア障害が解決した場合に使います。

ns_query_ports このオプションは、ネームサーバーに問合せを行って、nport のリストを取得するために使い

ます。 -k オプションは、ドライバにキャッシュされている nport のリストを取得するために

使います。

例
ドライバがアイドル状態の場合は、リモート取得オプションを使ってリモートポートのパラメータをプリント

します。 /dev/fcms1 は、デバイスファイルです。 /dev/rdsk/c27t0d0 は raw ディスクファイルです。

fcmsutil /dev/fcms1 get remote 0x98 < /dev/rdsk/c27t0d0

/dev/td1 をデバイスファイルとして指定して、ドライバが保持している統計情報の短縮リストをプリントしま

す。

fcmsutil /dev/td1 stat -s

/dev/td1 をデバイスファイルとして指定して、200 バイトのエコーパケットを５つ、 loop_id が４のリモート
N_Port へ送信します。

fcmsutil /dev/td1 echo -l 4 200 5

/dev/td1 をデバイスファイルとして指定して、 remote-N-Port-ID が 0x02ae4 であるデバイスの統計情報の短縮

リストをプリントします。

fcmsutil /dev/td1 devstat 0x02ae4

/dev/td1 をデバイスファイルとして指定して、 wwn が 0x100000e002219f45 であるデバイスのデバイス統計情

報をクリアします。

fcmsutil /dev/td1 clear_devstat -w 0x100000e002219f45

著者
/opt/fcms/bin/fcmsutilは、HP で開発されました。
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名称
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

構文
fdetach path

説明
fdetach コマンドは、オープンされたSTREAMSデバイスまたはパイプのファイル記述子を、ファイルシステム

内のそのファイル名から切り離します。 path 引き数は、以前 fattach() 関数によってファイル記述子に結合さ

れた path です。

これ以降、 path に対するオペレーションは、STREAMSデバイスまたはパイプではなく、ファイルシステム

ノードに対して行われます。このノードのパーミッションおよびステータスは、 STREAMSデバイスまたはパ

イプが結合される前の状態に戻ります。このSTREAMSデバイスまたはパイプに結合されているその他のパス

には、影響はありません。

fdetach コマンドを正常に発行するためには、ユーザーはスーパーユーザーか、またはそのファイルの所有者で

書き込みパーミッションを持っていなければなりません。

戻り値
fdetach は、正常終了すると0(ゼロ)を戻します。 fdetach は、異常終了すると1を戻し、 stderr にメッセージを

出力します。

例
STREAMSファイル /tmp/streamfile のファイル記述子を、結合されたファイルシステムノードから切り離すに

は、次のコマンドを入力します。

fdetach /tmp/streamfile

ファイル
/usr/lib/nls/C/fdetach.cat fdetach用のNLSカタログ

参照
fattach(3C), fdetach(3C), streamio(7).
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名称
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

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

説明
ff コマンドは、各スペシャルファイル special の iリスト、およびディレクトリを読み取ります。またこれが

ファイルシステムであることを前提として、選択基準に一致するファイルのiノードデータを保存します。出力

は、保存した各 iノードのパス名、その他 −o オプションで要求したファイル情報で構成されます。各出力

フィールドの位置には意味があります。出力はiノードの順に構成され、各フィールドはタブで区切られます。
ffが出力するデフォルト行には、パス名とi番号の各フィールドが含まれます。

オプションと引き数
ffは、次のオプションと引き数を認識します。

−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_wrap-

per(5) 参照)。コマンド行でこのオプションの指定を省略すると、 /etc/fstab ファイル

により special とファイル中のエントリーを照合して、ファイルシステムのタイプを

決めます。 /etc/fstab に該当するエントリーがない場合は、 /etc/default/fs ファイルか

らファイルシステムタイプを決めます。

−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

マンドの特定の FStype 固有のモジュールに対するサブオプションとキーワード/属性

のペアを記述したリストです。サポートされる specific_options については、ファイル

システム固有のマニュアルページを参照してください。

−V 終了したコマンド行をエコーしますが、その他の動作は実行しません。コマンド行は

ユーザー指定のオプションと、 /etc/fstab ファイルから採用するその他の情報を組み

合わせて生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行の妥当性を

チェックすることができます。

例
ファイルシステム /dev/dsk/c1d2s0 にある全ファイルのパス名、およびi番号をリストします。

ff /dev/dsk/c1d2s0

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

ff −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

コマンドを実行しないまま、完了したコマンド行を表示します。

ff −V /dev/dsk/c1d2s0
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ファイル
/etc/default/fs デフォルトの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

参照
find(1), ff_hfs(1M), ff_vxfs(1M), fstyp(1M), ncheck(1M), fstab(4), fs_wrapper(5)
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名称
ff_hfs: 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

構文
/usr/sbin/ff [−F hfs] [−a num] [−c num] [−i inode-list] [−I] [−l] [−m num] [−n file]

[−p prefix] [−s] [−u] [−V] special ...

説明
ff コマンドは、各スペシャルファイル special の iリスト、およびディレクトリを読み取ります。またこれが
HFS ファイルシステムであることを前提として、選択基準に一致するファイルの iノードデータを保存しま

す。出力は、保存した各iノードのパス名、その他プリントオプション (後述) で要求したファイル情報で構成

されます。各出力フィールドの位置には意味があります。出力はiノードの順に構成され、各フィールドはタブ

で区切られます。 ff が出力するデフォルト行には、パス名とi番号の各フィールドが含まれます。全オプショ

ンを指定すると、出力フィールドは、パス名、i番号、サイズ、およびユーザーIDで構成されます。

「オプション」に示す num パラメータは10進数です。ここで、 +num は、 num 以上、また −num は、 num 以

下、さらに num は num に等価という意味になります。日付は24時間制で定義されます。

ff −l オプションを指定しない限り、 1つ以上のリンクを持つ特定のiノードに対して可能性のあるパス名のうち
1つだけをリストします。 −l を指定すると、 ff では、リストされた名前に選択基準を適用しなくなります。

ファイルシステム上で各リンクファイルに対する名前がすべて出力されます。大型のファイルシステムでは、
ffが出力を終了するまでにメモリーが不足することがあります。

オプションと引き数
ffは、次のオプションと引き数を認識します。

−a num iノードが num 日の間にアクセスされた場合、ファイルを選択します。

−c num iノードが num 日の間に変更された場合、ファイルを選択します。

−F hfs HFSファイルシステムのタイプを指定します。

−i inode-list inode-listで指定された任意のiノードに対し名前を生成します。

−I 各パス名の後のiノード番号の表示を抑制します。

−l 1つ以上のリンクを持つファイルの全パス名リストを生成します。

−m num iノードが num 日の間に変更された場合、対応するファイルを選択します。

−n file iノードが、指定された file よりも後で変更された場合に、iノードに対応するファイ

ルを選択します。

−p prefix 各パス名に指定の接頭辞 prefix を追加します。デフォルトの接頭辞は . (ドット) で

す。

−s 各パス名の後に、ファイルサイズ (バイト単位) を書き込みます。
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−u 各パス名の後に所有者のログイン名を書き込みます。

−V 終了したコマンド行をエコーしますが、その他の動作は実行しません。ユーザー指定

のオプションと、 /etc/fstab ファイルから採用するその他の情報を組み合わせて生成

されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行の妥当性をチェックするこ

とができます。

例
ファイルシステム /dev/dsk/c1d2s0 にある全ファイルのパス名、およびi番号をリストします。

ff /dev/dsk/c1d2s0

上記と同じですが、i番号のプリントを抑制します。

ff −I /dev/dsk/c1d2s0

同じファイルシステムで最近変更されたファイルをリストします。このときパス名、i番号、および所有者の

ユーザー名を表示 (−u オプション) します。この2日間で変更されたファイルだけをリスト (−m −2 オプション)

します。

ff −m −2 −u /dev/dsk/c1d2s0

同じファイルシステムで、30日以上前に最後にアクセスされた全ファイルについて、パス名、およびi番号をリ

スト (−a +30) します。

ff −a +30 /dev/dsk/c1d2s0

iノード 451、および 76 に対応するパス名をすべて検索 (−l オプション) します。

ff −l −i 451,76 /dev/dsk/c1d2s0

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

ff −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する靜的情報

参照
find(1)、 ff(1M)、 ff_vxfs(1M)、 ncheck(1M)、 fstab(4)
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名称
ff_vxfs: 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

構文
ff [−F vxfs] [−VIlsu] [−a num] [−c num] [−i inode-list] [−m num] [−n file]

[−o s] [−p prefix] special...

説明
ff 特殊ファイル special が VxFS ファイルシステムであると仮定して、選択基準と一致するファイルの iノード

データを出力しながら、その iノードリストおよびディレクトリを読み取ります。保存された iノードのパス

名、および以下のプリントオプションを使用して要求したその他のファイル情報などが出力されます。出力

フィールドの位置は決まっています。この出力は iノードの順番で行われ、フィールドはタブで区切って出力

されます。デフォルトでは、 ff を実行すると、次のような形式の行が出力されます。

パス名 iノード番号

−p オプションを指定しない場合は、パス名の前に (.) ドットがつきます。また、 ff で次のような形式の行を出

力することもできます。

パス名 iノード番号サイズ所有者

オプションの説明で示している num パラメータは 10 進数です。ここで、 +num は num の日数よりも多いこと

を、 −num は num の日数よりも少ないことを、 num は num の日数であることを意味します。1日は 24 時間と

して定義されています。 ff は、標準出力へのレポートに加えて、標準エラーに概要情報を出力します。

オプション
ffには、以下のオプションがあります。

−a num iノードが num 日以内にアクセスされている場合にファイルを選択します。

−c num iノードが num 日以内に変更されている場合にファイルを選択します。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−i inode-list inode-listに指定した iノードの名称を表示します。

−I それぞれのパス名の後に iノード番号を表示しません。

−l 複数のリンクを持つファイルに対するすべてのパス名の一覧を生成します。

−m num iノードと関連付けられたファイルが num 日以内に変更されている場合、そのファイ

ルを選択します。

−n file iノードと関連付けられたファイルが指定の file よりも後に変更されている場合、関連

付けられたファイルを選択します。

−p prefix 指定の prefix をそれぞれのパス名に追加します。デフォルトの接頭辞は . (ドット) で

す。
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−o s 特殊ファイルおよびユーザーID設定モード (VxFS固有のオプション) のあるファイル

だけを印刷します。

−s それぞれのパス名の後に、ファイルサイズをバイト単位で書き出します。

−u それぞれのパス名の後に、所有者のログイン名を書き出します。

−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、コマンド行を確認できます。

引き数
ff次のオプションを認識します。

special VxFS ファイルシステム名。

例
次の例は、ファイルシステム /dev/vg01/rlvol1 内のすべてのファイルのパス名と iノード番号をリストします。

ff /dev/vg01/rlvol1

次の例は上記と同じですが、iノード番号はプリントしません。

ff −I /dev/vg01/rlvol1

次の例は、同じファイルシステム上にあるファイルの中で 2 日以内に変更されたものをリストし (−m −2)、そ

れぞれのパス名、iノード番号、および所有者のユーザー名を表示します (−u)。

ff −m −2 −u /dev/vg01/rlvol1

次の例は、同じファイルシステム上にあるファイルのなかで、最後のアクセスが 30 日よりも前のものをすべ

てリストし、それぞれのファイルのパス名および iノード番号を表示します (−a +30)。

ff −a +30 /dev/vg01/rlvol1

次の例は、 451 および 76 の iノードと関連付けられたパス名をすべて見つけ出します (−l)。

ff −l −i 451,76 /dev/vg01/rlvol1

次の例は、VxFS ファイルシステム /dev/vg01/rlvol1 上で ffコマンドを実行します。

ff −F vxfs /dev/vg01/rlvol1

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報が入っています。

参照
find(1)、 ff(1M)、 ncheck_vxfs(1M)、 fstab(4)
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名称
fingerd − リモートユーザー情報用のサーバ

構文
/usr/lbin/fingerd [-r]

説明
fingerd は、 RFC 742 Name/Finger プロトコル用のサーバです。このサーバには、 finger へのネットワークイン

タフェースが備わっていて、そのシステム上に現在ログインしているユーザーに関するステータスレポート、

または特定のユーザーに関する詳細レポートを作成します( finger(1) を参照)。インターネットデーモンは、
‘‘tcp’’ プロトコルを使用して、‘‘finger’’ 用のサービスデータベース内にリストされているポートでサービス要

求を受信すると、 fingerd を実行します。 inetd(1M) および services(4) を参照してください。

inetd から fingerd を起動するためには、設定ファイル /etc/inetd.conf 内に次のようにエントリーが入っていな

ければなりません。

finger stream tcp nowait bin /usr/lbin/fingerd fingerd

リモートホストの接続後 fingerd は、キャリッジリターンによって終了する 1つの「コマンド行」を読み取り

ます。 fingerd は、このコマンド行を finger を実行するための引き数として使用します。 fingerd は、 finger

の出力をリモートホストに送信し、この接続をクローズします。

このコマンド行が null (キャリッジリターンと改行文字の対だけが含まれる) の場合には、 finger は、そのとき

そのシステムにログインしているすべてのユーザーをリストするレポートを返します。

コマンド行にユーザー名を指定している場合には (例えば、 user<CR><LF> ) 、指定されたユーザーがログイン

しているかしていないかにかかわらず、その特定のユーザーだけに関するさらに広範囲の情報をリストしま

す。この広範囲の情報のリストについての詳細は、 finger(1) を参照してください。

-r オプションを指定して fingerd を実行する場合には、コマンド行にリモートユーザー名を指定することがで

きます (例えば、 user@host<CR><LF> )。このオプションを指定しない場合に、コマンド行にリモートユー

ザー名を指定すると、 fingerd は、 Remote finger not allowed というエラーメッセージをプリントして、この接

続をクローズします。

著者
fingerd 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
finger(1), inetd(1M), services(4),

Name/Finger プロトコル用 RFC 742
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名称
fixman − man(1) の表示高速化のためのマニュアルページの加工

構文
/usr/sbin/fixman [ −A alt-path]

説明
fixman コマンドは、 cat* ディレクトリ内のマニュアルページを加工して、タブの前のスペースを可能な限り

省き、文字とバックスペースのペア (通常、プリンター出力用のオーバーストライクまたはアンダースコアを

生成するために存在します) を取り除くシェルスクリプトです。不必要な文字のシーケンスを除去することに

より、 man(1) が高速化され、ディスクスペース所要量が減少します。 fixman コマンドを実行する前に、 cat-

man を使用して、整形されていない nroff (1)互換のソースファイルから、整形された cat可能なマニュアルエン

トリーを作成してください。(catman(1M) を参照)

デフォルトでは、 fixman は以下の親ディレクトリをここに記述されている順に検索して、 cat* サブディレク

トリを見つけます。
• /usr/share/man

• /usr/contrib/man

• /usr/local/man

MANPATH 環境変数が指定されている場合には、デフォルトの代わりに MANPATH で指定されているディレ

クトリパスを検索します。 MANPATH環境変数についての説明は、 environ(5) を参照してください。

fixman コマンドは、重複する空白行を削除しません。したがって、すべてのファイルの長さは 1ページ (66行)

の整数倍のままなので、 lp に直接渡せます (lp(1) を参照)。(通常、 man(1) は more -s を使用してこの除去処理

を実行します。)

確実に処理を成功させるために、 fixman の実行は、適切な特権を持つユーザーが行ってください。システム

の処理速度、負荷、メモリサイズなどにより、処理完了までに多少時間がかかります。この処理の結果、ファ

イルの所有権およびパーミッションが変わる場合があります。

オプション
−A alt-path

指定された代替ルートに基づいてアクションを実行します。このオプションを指定すると、デ

フォルトのパスや MANPATH で定義されているパスを含むすべてのディレクトリパスの前に
alt-path が連接されます。

多言語化対応
環境変数

MANPATH が設定されている場合には、それは、 cat可能なマニュアルエントリーを求めて検索するディレク

トリを定義します。
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警告
fixman 実行時の MANPATH の値が、 catman 実行時またはマニュアルページファイルのインストール時の値

と同じでない場合には、一部のファイルが検索できないために処理されない場合があります (catman(1M) を参

照)。

例
サーバから fixman を実行して、マニュアルページを /export/shared_roots/OS_700 という代替ルートのディスク

レスワークステーションで加工するには、次のように入力します。

fixman -A /export/shared_roots/OS_700

これにより、以下の位置にある cat* ディレクトリ内のマニュアルページが加工されます。
/export/shared_roots/OS_700/usr/share/man/

/export/shared_roots/OS_700/usr/contrib/man/

/export/shared_roots/OS_700/usr/local/man/

ファイル
/usr/share/man/cat∗ [.Z] [ 圧縮された ] nroff (1)フォーマットのバージョンのマニュアルエントリー

が格納されているディレクトリ

/usr/local/man/cat∗ [.Z]

/usr/contrib/man/cat∗ [.Z]

著者
fixman は、HP で開発されました。

参照
catman(1M), chmod(1), expand(1), lp(1), man(1), mv(1), sed(1), environ(5)

Section 1M-272 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



format(1M) format(1M)

名称
format − HP SCSI ディスクアレイ LUNをフォーマットする

構文
format device_file

説明
format は、デバイスファイル device_file に関連付けられている HP SCSI ディスクアレイの 1 つの LUN を

フォーマットします。このフォーマットは、通常、ソフトフォーマットつまりゼロフォーマットであり、コン

トローラは LUNにデータ領域およびパリティー領域があれば、ゼロを書き込みます。

注記: 上記の説明は、サブ LUN についても常に当てはまりますが、コントローラは、一定の条件に基づいて、

標準的な LUN のフルフォーマットを実行するかどうかを決定することができます。これは、モード選

択およびメディア初期化コマンドを該当する物理ドライブに送信し、その後、データおよびパリ

ティー領域があればゼロを詰めることで構成されます。フルフォーマットを実行する条件は、次のと

おりです。

1. コントローラが、ドライブセクタのサイズの変更を要求する Mode Select コマンドを受け取っ

た場合

2. コントローラが、Mode Select コマンドを受け取り、そのコマンドが Format Device Page (0x03)

内のパラメータを変更した場合

3. LUN に異常のあるドライブが含まれている場合。この場合には、異常のあるドライブを含む

ドライブのサブセットだけがフォーマットされます。

4. Format Unit CDB 内の FmtData または CmpLst ビットのどちらかが設定されている場合

戻り値
format は、次の値を戻します。

0 正常終了
-1 コマンド異常終了

診断およびエラー
次の事柄に関する問題からエラーが発生する可能性があります。

• format

• SCSI (デバイスレベル) 通信

• システムコール

formatにより生成されるエラーメッセージ
usage: format <special>

コマンド構文内にエラーが発生しました。必要なすべての引き数を、示された順序で指定して、再度

コマンドを入力してください。
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format: device busy

format は、別のプロセスで使用中のディスクアレイを変更しないことを保証するために、そのディス

クアレイへの排他的アクセスを取得しようとします。このディスクアレイが他のプロセス (例えば、
LVM — 論理ボリュームマネージャ) によって既にオープンされている場合、そのドライバーによって
"device busy" エラーメッセージが戻されます。この "device busy" 状態を排除するために、どのプログ

ラムがそのデバイスをオープンしているのかを調べます。 LVM の場合には、アレイ LUN をフォー

マットする前に、そのアレイを含むボリュームグループを非アクティプ化する必要があります
(vgchange(1M) を参照してください)。

format: LUN # too big

デバイスファイル番号から得られる LUN番号が範囲外です。

format: LUN does not exist

指定された LUNが構成されていないので、アレイコントローラから識別できません。

format: Not a raw file

ユーティリティーが raw アクセスのためにデバイスファイルをオープンできなければなりません。

format: Not an HP SCSI disk array

指定されているデバイスは、HP SCSI ディスクアレイではありません。

SCSI (デバイスレベル)通信エラー
失敗した操作に関連する意味のあるデータが出力されます。

システムコールにより生成されるエラーメッセージ
format では、次のシステムコールが使用されています。

malloc()、 free()、 stat()、 open()、 close()、 read()、 write()、および ioctl()

これらの HP-UX システムコールに関するドキュメンテーションには、それぞれの呼び出しに関連する特定の

エラー状態に関する情報が含まれています。 format が errno の値を変更することはありません。システムユー

ティリティー strerror() によって、出力目的のために errno の解釈が行われます。

例
シリーズ 800 上で HP SCSI ディスクアレイ LUN の /dev/rdsk/c2t0d0 をフォーマットするには、次のように実

行します。

format /dev/rdsk/c2t0d0

警告
format コマンドは、指定した LUN上のユーザーデータをすべて破壊する可能性があります。

制約
HP C2425 および HP C2427 ディスクアレイは、HP-UX バージョン 9.0X を実行するシリーズ 700 システム上で

のみサポートされています。
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HP C2430 ディスクアレイは、HP-UX バージョン 9.0X および 10.0X を実行するシリーズ 700 および 800 シス

テム上でのみサポートされています。

著者
format は、HP で開発されました。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 3 − Hewlett-Packard Company Section 1M-275



frecover(1M) frecover(1M)

名称
frecover −選択したファイルの回復

構文
/usr/sbin/frecover -r [-hmosvyAFNOX] [-c config ] [-f device ] [-S skip ] [-E extarg ]

/usr/sbin/frecover -R path [-f device ]

/usr/sbin/frecover -x [-hmosvyAFNOX] [-c config ] [-e path ] [-f device ] [-g graph ]

[-i path ] [-S skip ] [-E extarg ]

/usr/sbin/frecover -I path [-vy] [-f device ] [-c config ]

/usr/sbin/frecover -V path [-vy] [-f device ] [-c config ]

説明
frecover は、 fbackup コマンドで書き込まれた媒体を読み取ります。このコマンドの動作は、 -r、 -R、 -x、
-V および -I で指定する機能で制御できます。

frecover が実行する機能は、以下のオプションのいずれかで指定します。

-r バックアップ媒体(メディア)が読み取られ、その内容がバックアップされた元のディレクトリに

ロードされます。このオプションは、完全なバックアップを空のディレクトリに回復するとき、

または、フルレベル0の回復の後に増分バックアップを回復するときのどちらかの場合のみに使

用してください ( fbackup(1M) を参照)。この動作がデフォルトです。

-x オプション -i、 -e、および -g (後述) で指定するファイルが、バックアップ媒体から抽出する

ファイル、または抽出しないファイルとして指定されます。抽出するファイルが、バックアップ

媒体に内容を書き込まれたディレクトリに一致し、しかもオプション -h を指定していない場合、

このディレクトリが再帰的に抽出されます。所有者、変更時刻、およびアクセス制御リスト (オ

プション -A が指定されていなければ、オプションのエントリーも含む) が回復されます。オプ

ション -h が指定されていない場合、引き数であるファイル (空のグラフファイルを含む) が指定

されていなければ、バックアップ媒体上の全ファイルが抽出されます。

-I path 現在のボリューム上のインデックスがバックアップ媒体から抽出され、 path に書き込まれます。

-V path 現在のボリューム上のボリュームヘッダがバックアップ媒体から抽出され、 path に書き込まれま

す。ボリュームヘッダから以下のフィールドが、各行 1組ずつ label:value の形式で抽出されま

す。

Magic Field 有効な fbackup 媒体では、値 FBACKUP_LABEL (HP-UX リリー

ス 10.20 以降 )、HP-UX リリース 10.20 以前のものは、値
FBACKUP LABEL が書き込まれます。

Machine Identification このフィールドには、 uname -m の結果が書き込まれます。
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System Identification このフィールドには、 uname -s の結果が書き込まれます。

Release Identification このフィールドには、 uname -r の結果が書き込まれます。

Node Identification このフィールドには、 uname -n の結果が書き込まれます。

User Identification このフィールドには、 cuserid(3S) の結果が書き込まれます。

Record Size このフィールドには、データレコードの最大長がバイト単位で書

き込まれます。

Time このフィールドには、 fbackup 開始時点の時刻が書き込まれま

す。

Media Use このフィールドには、媒体をバックアップに使用した回数が書き

込まれます。

Volume Number このフィールドには、 # 文字に続く 3桁の数字が書き込まれ、

バックアップ内の現在のボリューム番号を示します。

Checkpoint Frequency このフィールドには、チェックポイント間のデータレコード数が

書き込まれます。

Fast Search Mark Frequency このフィールドには、 DDS テープドライブでのバックアップ

で、高速検索マーク間のファイル数が書き込まれます。

Index Size このフィールドには、インデックスのサイズが書き込まれます。

Backup Identification Tag このフィールドは2つの項目から構成されています。プロセス ID

(pid) とそのプロセスの開始時刻です。

Language このフィールドには、バックアップを作成するために使用する言

語名が書き込まれます。

-R path このオプションを使用すると、割り込みを受信したフル回復を継続することができます。 fre-

cover は、割り込みを受信したところから回復を継続するときに、ファイル path 上の情報を使用

します。このオプションを指定した frecover で使用できるコマンド行オプションは、 -f だけで

す。 frecover のその他のオプションはすべて path 内の値に置き換えられます。再開ファイルには

インクルードリストやエクスクルードリストの履歴は保存されないため、このオプションではフ

ル回復だけしか再開できないので注意してください。部分回復 (つまり、オプション -x を使用し

た回復) で割り込みを受信してからこのオプションで再開した場合、 frecover は、その部分回復

で残されたところについて回復を継続しますが、その場合、割り込み時以降のバックアップ媒体

上にある全ファイルを回復します。

機能を選択する上記のオプション以外に、以下のオプションを使用することができます。

-c config config は、 frecover の動作を変更するために使用する構成ファイルの名前を指定します。構成

ファイルを使用して、全エラーに対する動作、媒体エラーに再同期するときの最大実行回数 (オ

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-277



frecover(1M) frecover(1M)

プション -S)、および媒体エラーに対する動作を指定することができます。構成ファイルの各エ

ントリーは、動作識別子とそれに続く区切り文字、更に特定の動作で構成されています。有効な

動作識別子は、 error、 chgvol、および sync です。区切り文字はタブまたはスペースです。次に

示す構成ファイルの例では、エラーを検出するたびにスクリプト /var/adm/fbackupfiles/frecover-

error が実行されます。バックアップ媒体の交換が必要になるたびにスクリプト /var/adm/fback-

upfiles/frecoverchgvol が実行されます。再同期最大実行回数は 5回です。

error /var/adm/fbackupfiles/frecovererror

chgvol /var/adm/fbackupfiles/frecoverchgvol

sync 5

-e path path を、回復から除外したいグラフとして解釈します。オプション -e を指定する回数に制限は

ありません。

-f device device は、デフォルトである /dev/rmt/0m の代わりに使用したいバックアップデバイスを指定し

ます。 device の値が - の場合、 frecover は標準入力から読み取ります。このため、 fbackup と
frecover は、次に示すように、ファイルシステムのバックアップと回復を続けて行うときに、パ

イプラインで使用することができます。

fbackup -i /usr -f - | (cd /mnt; frecover -Xrf -)

複数の出力ファイルが指定されている場合、 frecover は各ファイルを順次使用し、最後まで使用

したら最初に戻って使用するという動作を繰り返します。デバイス名には、 sh(1) で行うような

ファイル名の拡張と同じようなパターンが使用できます。パターンの展開は、使用デバイスのリ

ストにある名前のうち、一致するすべての名前を対象とします。リモートマシン上の装置は、
machine:device の形式で指定することができます。 frecover は、テープドライブにアクセスする

ためにリモートマシン上にサーバのプロセス /usr/sbin/rmt を生成します。 /usr/sbin/rmt がリモー

トシステム上にない場合は、 frecover は、リモートのテープ装置にアクセスするためにリモート

マシンの /etc/rmt から、サーバのプロセスを生成します。パターンマッチング機能はリモートデ

バイスには適用されません。 raw磁気テープだけが、リモートデバイスとして使用できます。リ

モートの DDSデバイスにアクセスしているときは、高速検索マーク機能は使用されません。

-g graph graph は、グラフファイルを定義します。グラフファイルは、テキストファイルで、バックアッ

プグラフに含めたいファイル名およびスキップしたいファイル名 (グラフ) のリストが記述されて

います。ファイルは、オプション -i を指定して回復します。このため、 /usr の全ファイルを回復

するには、グラフファイルには次のエントリーを1つ記述します。

i /usr

また、オプション -e を使用してファイルをスキップすることができます。例えば、サブグラフ
/usr/lib 以外の /usr の全ファイルを回復したいときは、グラフファイルには次の2つのエントリー

を記述します。

i /usr

Section 1M-278 Hewlett-Packard Company − 3 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



frecover(1M) frecover(1M)

e /usr/lib

グラフファイルが存在しない場合、 frecover はエラーメッセージを出力して終了します。グラフ

ファイルが空の場合、対象の媒体上にある全ファイルが回復されます。

-h 参照しているファイルではなく、実際のディレクトリを抽出します。この方法により、バック

アップ媒体から全サブツリーが階層的に回復されるのを防止します。

-i path path は、回復に含めたいグラフとして解釈されます。オプション -i を指定する回数に制限はあり

ません。

-m ファイルマーカを検出するたびに、メッセージを出力します。このオプションを使用すると、
frecover は、 DDS の高速検索マーク、ファイルマーク(EOF)、またはチェックポイントレコード

を読み取るたびにメッセージを出力します。このオプションは本来はトラブルシューティングに

有効なオプションなのですが、通常なら何も表示しない回復の間、メッセージを出力してバック

アップが進行していることをユーザーに知らせることができます。

-o ファイルの日付にかかわらず、バックアップ媒体からファイルを回復します。通常、 frecover

は、古い日付のファイルを既存のファイルに上書きすることはありません。

-s 内容の少ないファイルにヌルのブロックを書き込まないことにより、ディスクの使用を最適化し

ます。

-v 通常、 frecover は何も表示しないで動作します。これは冗長オプションであり、処理したファイ

ルの名前とファイルタイプを表示します。

-y すべての質問に対して自動的に yes と応答します。

-A アクセス制御リスト (ACL) にあるオプションのエントリーを回復しません。通常は、オプション

である ACL のエントリーを含む、すべてのアクセス制御情報が回復されます。このオプション

は、オプションのエントリーをすべて処理せず、回復するファイルのパーミッションを、バック

アップされたファイルのパーミッションと同じ値に構成します。このオプションは、 ACL のあ

るシステムからバックアップされたファイルを ACL のないシステム上に回復するときに使用し

ます (acl(5) を参照)。

-F 先行するディレクトリを回復しないで、ファイルを回復します。例えば、このオプションは、
/usr/bin/vi, /usr/bin/sh, および /etc/passwd を、それぞれのグラフ構造を作成しないで、ローカル

ディレクトリに回復したいときに使用することができます。

-E extarg fbackup によってバックアップされた、拡張属性の処理を指定します。 -E オプションは、引き数

として以下のキーワードを取ります。

warn 拡張属性を復元できない場合、警告メッセージを出しますが、ファイルの復元は行い

ます。

ignore 拡張属性を復元しません。
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force 拡張属性を復元できない場合、警告メッセージを出し、ファイルの復元を行いませ

ん。

拡張属性をサポートしないファイルシステムでは、拡張属性は復元されません。ま

た、ファイルシステムのブロックサイズが拡張属性と互換性を持たない場合も、復元

されません。 -E が指定されない場合は、 extarg のデフォルトは warnとなります。

-N (回復なし) このオプションを指定すると、 frecover は、実際にはどのファイルもディスクに回復

しませんが、バックアップのデータを回復したときと同様にバックアップを読み取り、しかも通

常の回復と同様の出力をします。このオプションは、バックアップ媒体の内容の有効性 (ブロッ

クチェックサムエラーが報告されます) および内容 (オプション -N と -v をともに指定すると、

ファイルのリストが作成されます) について確認するときに便利です。なお、オプション -N と -v

をともに指定して、ファイルのリストを作成するには、バックアップ全体を読み取る必要がある

ことに注意してください。そのため、このリストは、バックアップの開始時に保存されたイン

デックスよりも正確にバックアップの内容を反映します (このインデックスはバックアップセッ

ションの開始時に作成されますが、バックアップの過程で変化することはありません)。

-O 回復するファイルの所有者およびグループに対して、バックアップ媒体上の値の代わりに実行

ユーザー IDと実効グループ IDを使用します。

-S skip frecover は、媒体エラーが発生したときに、回復を中断するかどうかの質問を表示しないように

します。この場合は、不良ブロック (1つか複数) をスキップし、回復作業を継続しようとしま

す。残りのデータやあて先不明のデータは、 skip という名前のファイルに書き込まれます。この

ファイルは編集して回復することができますが、編集しなければ、このデータは回復不能になり

ます。

-X 現在のワークディレクトリに相対的にファイルを回復します。通常、 frecover はファイルをその

絶対パス名に回復します。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、 frecover が、バックアップデバイスにファイルを保存する順序、および -I オプションで

ファイル名を出力する順序を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。

環境中に LC_COLLATE か LC_MESSAGESが指定されていない場合、または空文字列が設定されている場

合、指定のない値または空の値のそれぞれに対して LANG の値がデフォルトとして使用されます。 LANG が

指定されていないか、空文字列が指定されている場合、 LANG の代わりにデフォルトである "C" (lang(5) を参

照) が使用されます。多言語対応変数の構成に1つでも正しくないものがある場合、 frecover はすべての多言語

対応変数に "C" が構成されているように動作します。 environ(5) を参照してください。
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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文字コードセットがサポートされています。

警告
HP-UX リリース 8.0 をインストールする前に作成された増分バックアップの場合、または、第1ボリュームか

ら開始しないで回復する場合 (例えばテープ3から読み取るような場合) は、回復可能なファイルの上位ディレ

クトリが媒体上にないことがあります。このような状態は、例えば、最後のフルバックアップ以降からその

ディレクトリが変更されていない場合に発生します。 frecover が回復する予定のバックアップ上のファイルを

見つけたのに、そのファイルの上位のディレクトリがバックアップからまだ回復されていない場合、このコマ

ンドはそのファイルから更に回復作業を継続するということを示すメッセージを出力し、続いて必要があれば

そのファイルの上位ディレクトリを作成します。

frecover を使用するには特別な権限は必要がありませんが、このコマンドを実行するユーザーに対してアクセ

スパーミッションのないファイルは回復されません。

fbackup のインデックスフォーマットは、1番目のフィールドにファイルサイズを含むようになりました。以前

のフォーマットでは、このフィールドには’#’文字だけが入っていました。古いインデックスフォーマットと新

しいインデックスフォーマット間の互換性は、どちらの方向へも保証されるように実装されています。ただし

このファイルサイズは、DLTデバイスの選択的回復の速度を向上するために、チェックポイントと共に使用さ

れます。このため、 fbackup ボリュームが新しいインデックスフォーマットでない場合は、回復時の性能は向

上しません。

部分回復を行うために fbackup の現在のリリースで書き込まれた DDS テープを使用する場合は、 frecover は

テープ上のファイルを高速で検索するために DDS の高速検索機能の使用を試みます。ただし、これを行うた

めに、 frecover は、インデックスのメモリ内コピーを作成し、更に、インデックス上のファイルのうち、ファ

イルの検索のために実際にテープを読み取る前に回復する必要のあるファイルにマークしなければなりませ

ん。この作業は、最初のインデックスがテープから読み取られるときに行われます。この作業のために、回復

が始まった直後の短い時間、メモリ内インデックスが作成されている間、テープは休止状態になります。イン

デックスが大きいほど、この時間は長くなります。

ユーティリティセットは fbackup と frecover で構成されていますが、これはもともと全ファイルシステム記憶

領域が 1Gバイト未満のシステム上で使用するように設計されたものです。このユーティリティはプログラミ

ング上、記憶領域のサイズについての使用制限はありませんが、かなり規模の大きいシステム全体のバック

アップや回復を行うと、インデッスクを保存するための仮想メモリ (スワップ領域) が大きくなるために、シス

テムの活動量が膨大になります。バックアップの量に伴うシステム全体の動作についての知識があまりない

ユーザーが、このユーティリティを使用する場合には、一度にそのシステム全体をバックアップしようとしな

いで、複数の小さいセッションに分けてそのシステムをバックアップするほうがよいです。ただし、バック

アップすべてを1つのセッションで実行する必要がある場合、利用可能な仮想メモリが足りないと、 frecover

でエラーが発生することがあります。このエラーが発生したときは、 maxdsiz パラメータを調整するか、ス

ワップ領域を調整してください。どちらの場合も、リブートが必要です。

アクセス制御リストのあるファイルを復元する場合、 ACL のエントリーはバックアップ上ではユーザーログ

イン名として保存されるので注意してください。パスワードファイルの中にログイン名がない場合は、ファイ
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ルは ACL なしで回復され、エラーが出力されます。 ACL 付きでバックアップされたファイルを完全に回復す

るためには、必要な ACL を回復しようとする前に、まずパスワードファイル (/etc/passwd) が回復されていな

ければなりません。

ネットワーク特殊ファイルは廃止されました。このため frecover は、これらのファイルを回復できません。

ネットワーク特殊ファイルを回復しようとすると警告メッセージが出力され、そのファイルはスキップされま

す。

オプションで含めたいファイルと除外したいファイルを指定する場合、そのファイル名とテープ上のインデッ

クスにあるファイル名とを一致させるときには注意が必要です。ファイルは、環境変数 LANG や LC_COL-

LATE で定義された辞書式順序でバックアップ媒体上に保存されるので、 frecover は、部分回復を完了する場

合や、以前使用したテープのロードが必要な場合を決定するために正確なパス名を使用します。ユーザーが回

復したいファイル名を綴りを誤って入力した場合、ボリューム1がマウントされているのに frecover が以前の

ボリュームを尋ねるなど、メッセージが混乱することがあります。

制約
シリーズ 700/800

frecover は、QIC装置のQIC-120フォーマットおよびQIC-150フォーマットはサポートしていません。 frecover

にこれらの形式を使用しようとすると、 frecover の実行は失敗し、次のメッセージが表示されます。

mt lu X:Read must be a multiple of 512 bytes in QIC 120 and QIC 150

著者
frecover は、HP により開発されました。

ファイル
/dev/rmt/0m デフォルトのバックアップデバイス

参照
cpio(1), tcio(1), dump(1M), fbackup(1M), restore(1M), rmt(1M), acl(5)
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名称
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現在の電源ステータスの表示

構文
frupower −c cell [-c...] [−d|−o|−f]

[ -u username:[ passwd][: portnum] -h IPaddress|hostname

| -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ]

frupower −i I/Ochassis [-i...] [−d|−o|−f]

[ -u username:[ passwd][: portnum] -h IPaddress|hostname

| -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ]

frupower −C|−I [−d] [−l cabinet]...

[ -u username:[ passwd][: portnum] -h IPaddress|hostname

| -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ]

説明
frupower コマンドは、セルおよび I/O シャーシの電源のオン/オフを切り替えたり、現在の電源ステータスを

表示したりします。

このコマンドを実行するには、root 権限が必要です。

このコマンドは、その動作の性質上、対象コンプレックス内の構成要素の状態を変更します。コンプレックス

は、サービスプロセッサレベルで、制限がない (デフォルト)、または特定の変更に制限がある状態に構成でき

ます。制限できる変更は、次のとおりです。

• 未使用セル (どのパーティションにも割り当てられていないセル) の電源オン/オフ。

• どのセルにも接続されていない I/O シャーシの電源オフ。

制限付きコンプレックスに対してこれらのいずれかの操作を試みると、コマンドは失敗します。

この制限付きセキュリティモードは、 -g オプションを使って対象コンプレックスへアクセスしている場合に

は、適用されません。この場合は、独自のセキュリティメカニズムが使われます。すなわち、動作中のパー

ティションの構成要素の電源を切断することになるとしても、対象コンプレックスのすべてのセルや I/O

シャーシに対して電源操作が許可されます。したがって、 -g オプションは、他のオプションではうまくいかな

い場合に限って、注意深く使用してください。

コマンドの動作は、次のように、要求したオプションとセキュリティモードに依存します。

• ローカルコンプレックスのセルや I/O シャーシの電源ステータスを表示することができます。 −u または
−g をオプションを指定すると、このオプションで指定した対象 (ローカルまたはリモート) コンプレックス

の構成要素の電源ステータスが表示されます。

• ローカルパーティションに割り当てられたアクティブでないセルのセル電源をオン/オフできます。対象コ

ンプレックスが制限付きセキュリティモードでない場合、未使用セルの電源オン /オフも行えます。 I/O

シャーシがセルに接続されている場合は、この操作によって I/O シャーシの電源も同時にオン/オフされま
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す。

−u オプションを指定すると、指定したパーティションはローカルパーティションと見なされ、そのパー

ティションが存在するコンプレックスが対象コンプレックスと見なされます。 −g オプションを指定する

と、「ローカルパーティション」の概念は適用されません。その場合は、コンプレックス上の任意のセル

は、アクティブなブート済みパーティションに割り当てられていたとしても、電源状態を制御できます。

• 以下の条件のいずれかが満たされる場合には、I/O シャーシの電源は、セルの電源操作とは独立にオンにで

きます。

• シャーシが、ローカルパーティションに割り当てられているアクティブセルに接続されている場合。

シャーシの電源オンを有効にするには、パーティションをリブートする必要があります。

• シャーシがどのセルにも接続されてなく、コンプレックスが制限付きセキュリティモードではないか、

制限付きセキュリティモードが -g オプションで無効にされている場合。

• −g オプションを指定しない場合は、 I/O シャーシの電源は、シャーシが非アクティブで、ローカルパー

ティションに割り当てられているセルに接続されている場合にのみ、セルの電源操作とは独立にオフにする

ことができます。

−u オプションを指定すると、指定したパーティションはローカルパーティションと見なされ、そのパー

ティションが存在するコンプレックスが対象のコンプレックスと見なされます。 −g オプションを指定する

と、「ローカルパーティション」の概念は適用されません。その場合は、任意の I/O シャーシは、アクティ

ブなブート済みパーティションに割り当てられたセルに接続されていたとしても、電源状態を制御できま

す。

オプションと引き数
frupower は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

−d 指定したセルまたは I/O シャーシの電源ステータスを表示します。これがデフォルトです。

−o 指定したセルまたは I/O シャーシの電源を入れます。

−f 指定したセルまたは I/O シャーシの電源を切断します。

−d、−o および −f オプションは、互いに排他的です。 −o および −f オプションを −C および
−I とともに使用することはできません。

-u username:[passwd][:portnum]

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。
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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。

portnum は、接続を確立するために使用する TCP/IP ポートを指定します。このポートは
/etc/services 内に設定されている必要があります。 portnum を指定しない場合は、前もって構

成されている暗号化ポートと非暗号化ポートが、この順番で、コマンドによって試みられま

す。このフィールドでは、これらのポートに対する代替ポートが指定できます。指定した

ポートで接続が失敗した場合には、前もって設定されているポートでの接続は行われないこ

とに注意してください。

-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。

-u オプションと -g オプションは、互いに排他的です。

−c cell 指定した cell の電源のオン/オフを切り替えたり、電源ステータスを表示したりします。電源

制御が許可される条件については、「説明」の項を参照してください。

cell は、ローカルフォーマット (cabinet# /slot#)、またはグローバルフォーマット (cell#) のど

ちらかで指定することができます。たとえば、キャビネット０、スロット４にあるセルは、

ローカルフォーマットでは 0/4、グローバルフォーマットでは単に４として指定できます。

−i I/Ochassis 指定した I/Ochassis の電源のオン/オフを切り替えたり、電源ステータスを表示したりしま

す。電源制御が許可される条件については、「説明」の項を参照してください。

I/O シャーシの ID は、キャビネット番号/エンクロージャ番号/シャーシ番号の形式で指定す

る必要があります。たとえば、キャビネット０、エンクロージャ１、スロット３にある I/O

シャーシは、0/1/3 の形式で指定することができます。

−C すべてのセルの電源ステータスを表示します。 -u または -g オプションを指定した場合に

は、この操作はアクセスしたコンプレックスのすべてのコンポーネントセルに適用されま

す。

−I すべての I/O シャーシの電源ステータスを表示します。 -u または -g オプションを指定した

場合には、この操作はアクセスしたコンプレックスのすべての I/O シャーシに適用されま
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す。

-c、 -i、 -C、および -I オプションは、互いに排他的です。

−l cabinet −C または −I オプションの範囲を指定した cabinet に限定します。

戻り値
frupower コマンドは、以下のいずれかの値で終了します。

0 正常終了

1 エラーが発生しました。

例
ホスト名が GreenRiver のパーティションのキャビネット０、スロット４にあるセルの電源を入れます。

frupower −o −c 0/4 -u RemoteAdmin: -h GreenRiver

(コマンドによって、パスワードの入力が求められます。)

キャビネット０、スロット４、およびキャビネット０、スロット６にある２個のセルの電源を切ります。

frupower −f −c 0/4 −c 0/6

著者
frupower は HP により開発されました。

参照
cplxmodify(1M)、 fruled(1)、 parstatus(1)、 partition(1)、 parcreate(1M)、 parmgr(1M)、 parmodify(1M)、
parremove(1M)、 parunlock(1M)

Section 1M-286 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



fsadm(1M) fsadm(1M)

名称
fsadm − ファイルシステム管理コマンド

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

説明
fsadm コマンドは、ファイルシステム上で、選択された管理作業を実行するためのものです。この作業は、

ファイルシステムの種類によって異なることがあります。 special はマウントが外されたファイルシステムを含

んだデバイスファイルです。ただし、ファイルシステムがオンライン管理機能を提供するタイプの場合、 spe-

cial は directory であることがあります。 directory はマウントされたファイルシステムのルートでなくてはなり

ません。

スーパーユーザーのみ fsadm を実行できます。

オプション
−F FStype 操作するファイルシステムタイプを指定します。 ( fstyp(1M) と fs_wrapper(5)を参照)。このオ

プションが指定されていない場合、ファイルシステムタイプは、 /etc/fstab ファイルから特定

のタイプ (各 special と /etc/fstab ファイル内のエントリーが一致するもの) が決定されます。
/etc/fstab にエントリーが存在しない場合はファイルシステムタイプは /etc/default/fs ファイル

から決定されます。

-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 は、特定の
FStype に固有なコマンドのモジュールを対象とした、コンマで区切られたサブオプションと

キーワード/属性のペアのリストです。詳細は、個々のファイルシステムのマニュアルの項目
(サポートされている specific_options の説明) を参照してください。

-V コマンド行をエコーするだけで、他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 から取得した他の情報により生成されます。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。

例
HFSファイルシステムを nolargefiles ファイルシステムから largefiles ファイルシステムに変換します。

fsadm -F hfs -o largefiles /dev/vg02/lvol1

HFSのファイルシステム統計値を表示します。

fsadm -F hfs /dev/vg02/lvol1

ファイル
/etc/fstab システムについての静的情報
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参照
fsadm_hfs(1M), fsadm_vxfs(1M), fsck(1M), fstab(4), fs_wrapper(5)
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名称
fsadm_hfs: fsadm − HFSファイルシステム管理コマンド

構文
/usr/sbin/fsadm [-F hfs] [-V] [-o specific_options] special

説明
fsadm コマンドは HFS ファイルシステム上で選択された管理タスクを実行します。 special はマウントを外さ

れたファイルシステムを含むデバイスファイルです。

スーパーユーザーだけが fsadm を実行できます。

オプション
−F hfs HFSファイルシステムタイプを指定します。

−o specific_options サブオプションおよび / あるいはキーワード / 属性の組を次のリストからコンマで

区切って指定します。次の specific_options は HFS ファイルシステムで有効です。

largefiles nolargefiles ファイルシステムを largefiles ファイルシステムに変

換します。ファイルシステムはマウントを外されていなければな

らず、クリーンな状態でなければなりません ( fsck(1M) を参照)。
largefiles ファイルシステムは 2ギガバイト以上のファイルサイズ

をサポートします。

nolargefiles largefiles ファイルシステムを nolargefiles ファイルシステムに変

換します。ファイルシステムはマウントを外されていなければな

らず、クリーンな状態でなければなりません ( fsck(1M) を参照)。

変換を成功させるために、 largefiles はすべてファイルシステム

から削除されなければなりません。

-V 完了したコマンド行をエコーしますが、ほかの動作は何も実行しません。コマン

ド行は、ユーザーの指定したオプションと /etc/fstab から派生したほかの情報を合

わせて生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行を検証でき

ます。

診断
エラーおよび警告メッセージが fsadm および fsck から出されることがあります。エラーおよび警告メッセー

ジの解釈については fsadm(1M) あるいは fsck(1M) を参照してください。

例
nolargefiles HFSファイルシステムを largefiles HFS ファイルシステムに変換します。

fsadm -F hfs -o largefiles /dev/vg02/rlvol1

largefiles HFS ファイルシステムを nolargefiles HFS ファイルシステムに変換します。
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fsadm -F hfs -o nolargefiles /dev/vg02/rlvol1

関連する HFSファイルシステム統計を表示します。

fsadm -F hfs /dev/vg02/rlvol1

警告
ファイルシステムのサイズは fsadm コマンドの性能に影響を与えます。

largefiles ファイルシステムから nolargefiles ファイルシステムへ変換中に、 fsadm は大きなファイルがないか

ファイルシステム全体を走査します。この機能のために fsadm コマンドの性能が低下します。

ファイル
/etc/fstab システムに関する固定情報

参照
fsadm(1M)、fsadm_vxfs(1M)、fsck(1M)、fstab(4)、fs_wrapper(5)
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名称
fsadm_vxfs: fsadm − VxFS ファイルシステムのサイズ変更または再編成

構文
fsadm [−F vxfs] [−V] [−d] [−D] [−e] [−E] [−s] [−v] [−a days]

[−k ckpt_name] [−l largesize] [−p passes] [−r rawdev] [−t time] mount_point

fsadm [−F vxfs] [−V] [−b newsize] [−r rawdev] mount_point

fsadm [−F vxfs] [−V] [−o largefiles|nolargefiles] mount_point |special

fsadm [−F vxfs] [−V] [−c] mount_point

fsadm [−F vxfs] [−V] [−d] [−D] [−e] [−E] −f filename | −

説明
fsadm は、VxFS ファイルシステムや、ストレージチェックポイント、個別のファイルやディレクトリ上で様

々なオンライン管理機能を実行します。 fsadm では、ファイルシステムのサイズ変更、エクステントの再編

成、ディレクトリの再編成、および largefiles フラグの照会または変更がサポートされています。 fsadm は、

読み取り/書き込みアクセス用にマウントされたファイルシステムで機能しますが、 −o オプションを使うと、

マウントされていないクリーンなファイルシステムが格納されている特殊デバイスに対しても実行できます。

マウントされているファイルシステムの largefiles フラグを変更したり、ファイルシステムのサイズ変更や再編

成を行えるのは、特権のあるユーザーに限られています。ファイルシステムにつき、 fsadm は、一回にひとつ

のインスタンスだけを実行することができます。

mount_point がストレージチェックポイントなら、 fsadm は、すべてのストレージチェックポイントを含んだ

ファイルシステム全体に、指定された操作を実行します。

HP-UX 10.20 以降のシステムで動作する VxFS ファイルシステムには、ラージファイル (2GB を超えるファイ

ルサイズ)、DMAPI (データ管理アプリケーションプログラミングインタフェース) による階層型記憶装置管理

機能といった、それ以前の HP-UX システムおよびアプリケーションと互換性のない機能が搭載されていま

す。

fsadm のオンライン再編成機能およびオンラインサイズ変更機能は、HP OnLineJFS 製品でのみ使用できます。

オプション
fsadm には以下のオプションがあります。

−a days days に指定した日数以内にアクセスされていないファイルを古いファイルとみなしま

す。デフォルトは 14日です。古いファイルは −d オプションでディレクトリの最後に移

すことができます。 −a days オプションは、 −d と一緒に使用しなければ意味がありませ

ん。

−b newsize ファイルシステムのサイズを newsize で指定されたセクタ数に変更します。 -cdDeEo オ

プションといっしょに -b を使うことはできません。
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−c バージョン２ディスクレイアウトからアップグレードされたファイルの iノードフォー

マットを、2GB 以上のサイズに対応できるように変換します。バージョン２ディスクレ

イアウトからアップグレードされたファイルシステムの中には、2GB 以上に拡大できな

いものや格納可能な iノード数が 800 万個までに制限されているものがあります。このオ

プションは、そのようなファイルシステムで必要になります。

−d ディレクトリを再編成します。ディレクトリのエントリーの順序が変更されて、サブ

ディレクトリのエントリーが先頭になり、その他のすべてのエントリーは最後のアクセ

ス時間で降順になります。また、空きスペースを削除し、ディレクトリが小さくなりま

す。

−D ディレクトリの断片化を報告します。 −d オプションと一緒に指定すると、断片化の報告

がディレクトリの再編成を行う前および後の両方で作成されます。

−e エクステントを再編成します。この場合、断片化が最小化され、ファイルは、エクステ

ントの数が最少となるよう再編成されます。

−E エクステントの断片化を報告します。 −e オプションと一緒に指定すると、断片化の報告

がエクステントの再編成を行う前および後の両方で作成されます。

−f filename 個々のファイルとディレクトリに、エクステントの再編成やディレクトリの再編成を実

行してレポートします。例えば、 -d オプションと併用すると、指定したディレクトリで

再編成を実行します。 −e オプションと併用すると、指定したファイルで再構成を実行し

ます。 − (ハイフン) を指定すると、コマンドは、ファイル名やディレクトリ名を使う代

わりに、標準入力デバイスから入力を読み取ります。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−k ckpt_name

指定されたストレージチェックポイントで、ディレクトリやエクステントの断片化の再編

成を実行してレポートします。

−l largesize

大きいエクステントのサイズをファイルシステムのブロック数で指定します。これは、大

きいエクステントとみなすエクステントのサイズを表します。大きいエクステントは、エ

クステントの断片化の解消を実行しても移動されません。値は 8 から 2048 ブロックの範囲

でなければなりません。デフォルトは 64ブロックです。 −l largesize オプションは、 −E ま

たは −e 使用しなければ意味がありません。

−o specific_options

VxFS ファイルシステムタイプ固有のオプションを指定します。

VxFS ファイルシステムでは、次のような specific_options を指定できます。
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largefiles

ファイルシステムの largefiles フラグを設定します。このフラグが設定されている

と、ラージファイル (2GB 以上) をそのファイルシステム上に作成することができ

ます。

nolargefiles

ファイルシステムの largefiles フラグをクリアします。このフラグが設定されてい

ないと、ラージファイルをそのファイルシステム上に作成することができません。

ファイルシステム上にラージファイルが存在する場合は、フラグをクリアしようと

しても実行できません。

mount_point を指定して、マウントされたファイルシステムで、あるいは、 special デバイス

を指定して、マウント解除されたされたファイルシステムで、フラグをセットしたり解除

したりできます。引数をつけないで呼び出したとき、 fsadm は、現在の largefiles フラグの

状態を表示します。

-bcdDeE オプションといっしょに -o オプションを使うことはできません。

注記: ラージファイルは、HP-UX 10.20 以降のシステムでサポートされています。ラージ

ファイルの作成機能を有効にする場合は注意が必要です。バックアップユーティリティな

どのシステム管理ユーティリティには大きなファイルを認識すると問題を引き起こすもの

があるかもしれません。

−p passes 実行するパスの最大数を passes に指定します。デフォルトは 5 パスです。再編成の処理

は、再編成が完了するか、あるいは passes の回数だけ実行した時点で終了します。

−r rawdev ファイルレイアウトと断片化を調べるために読み取る、raw デバイスのパス名です。このオ

プションは、 fsadm が raw デバイスを特定できない場合に使用できます。

−s それぞれのパスの最後でアクティビティの要約をプリントします。

−t time 実行の最大時間です。再編成の処理は、再編成が完了するか、あるいは最大時間を経過し

た時点で終了します。 time は秒で指定します。

−V 完成したコマンド行をエコーするだけで、コマンドは実行しません。コマンド行は、ユー

ザーが指定したオプション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と、

コマンド行を確認できます。

−v 冗長オプションです。再編成の処理状況を報告します。

オプションが１つも指定されていない場合、 fsadm は、現在の largefiles フラグの設定を表示して終了しま

す。 −b、 −o largefiles、 −onolargefiles 上記の他のいずれかのオプションと一緒に指定することはできません。
−e と −d の両方を指定すると、まずディレクトリの再編成が行われます。ディレクトリの再編成が完了する

と、続いてエクステントの再編成が行われます。
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オペランド
fsadm では以下のオペランドが使えます。

mount_point マウントされた VxFS ファイルの mount_point の名前。

special クリーンでマウント解除されたファイルシステムを含む、特殊デバイス。

Largefilesフラグ
2GB を超えるファイルは、ラージファイルと呼ばれます。 −o largefiles と −o nolargefiles は、 largefiles フラグ

を変更するオプションで、これらを使うと、ファイルシステム上でのラージファイル作成の許可/禁止を切り替

えることができます。

ラージファイルは、バージョン３以降のディスクレイアウトのファイルシステムでしか作成できません。ラー

ジファイルが存在しているファイルシステムを、HP-UX 10.20 以前の HP-UX システムにマウントすることは

できません。既存のオプションの中にもラージファイルを扱えないものが多数あります。

−o largefiles オプションによるフラグの設定は、バージョン３以降のディスクレイアウトを持つファイルシステ

ムでのみ成功します。以前のディスクレイアウトを持つファイルシステムを現行のバージョンにアップグレー

ドする方法については、 vxupgrade(1M) を参照してください。 −o nolargefiles オプションによるフラグのクリ

アは、フラグがすでに設定されており、そのファイルシステム上にラージファイルが存在していない場合だけ

成功します。ラージファイルの作成が可能なファイルシステムの作成方法およびマウント方法については、
mkfs_vxfs(1M) および mount_vxfs(1M) を参照してください。

fsadm のオプションの中で、マウントを外したファイルシステム上で使用できるのは、 −o largefiles と −o

nolargefiles だけです。マウントを外したファイルシステムは、マウントポイントの代わりに特殊デバイスを指

定して fsadm を実行します。マウントを外したファイルシステムを指定した場合は、クリーンである必要があ

ります。

largefiles の変更には、 /etc/fstab の変更が必要になる場合があります。例えば、 fsadm を使って largefiles フラ

グを設定しようとしても、 /etc/fstab のマウントオプションに nolargefiles が指定されていなければ、ファイル

システムはマウントできません。

断片化の除去
効率を最適にするには、カーネルエクステントアロケータが大きなエクステントを必要とした時点で適切なエ

クステントがなければなりません。したがって、ファイルシステムの効率を保持するには、 fsadm をすべての
VxFS ファイルシステムに対して定期的に実行し、断片化の発生を抑える必要があります。実行の頻度は、

ファイルシステムの利用度、活動パターン、および効率の重要性によっても違いますが、一般的には、それぞ

れのファイルシステムに対して１日から１カ月に一度の割合で実行します。 −v オプションを使用すると、
fsadm による作業量を調べることができます。再編成を行う頻度は、ファイルシステムの断片化の度合いに応

じて調整できます。

fsadm による作業量を制御するために、２つのオプションを使用できます。１つは −t オプションで、実行の最

大時間を指定します。もう１つは −p オプションで、実行するパスの最大回数を指定します。この２つのオプ

ションを両方とも指定すると、 fsadm はどちらかの条件に達したときに終了します。 fsadm が実行するパスの
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デフォルトの回数は５回です。 −e と −d の両方のオプションを指定すると、 fsadm はディレクトリ再編成の

パスをすべて実行してからエクステント再編成のパスを実行します。

fsadm は、 lost+found ディレクトリ内の .fsadm ファイルをロックファイルとして使用します。 fsadm を実行

すると、 mount_point. で指定したファイルシステムのルートにある lost+found/.fsadm ファイルがオープンされ

ます。このファイルがないときには、新しく作成されます。このファイルの書き込みロックを得るために
fcntl(2) システムコールが使用されます。書き込みロックに失敗した場合、 fsadm は別の fsadm が実行中であ

るとみなし、エラーとなります。 fsadmは、 .fsadm ファイルの書き込みロックを保持しているプロセスの ID

を報告します。

ファイルシステムのサイズ変更
−b オプションを指定すると、 fsadm はマウントポイントが mount_point となっているファイルシステムのサイ

ズを変更します。 newsize がファイルシステムの現在のサイズより大きいと、ファイルシステムは newsize セク

タに拡張されます。同じように、 newsize がファイルシステムの現在のサイズより小さいと、 fsadm はファイ

ルシステムを newsize セクタまで縮めます。

ファイルシステムのサイズを大きくする場合、拡張の前に、構築するファイルの増分に対する十分な空き領域

がファイルシステム内に必要です。ファイルシステム内に使用可能な空きブロックがない場合、ファイルシス

テムのサイズを大きくすることはできません。 (ファイルシステム拡張の代替コマンドのマニュアルページ
extendfs(1M) を参照してください)。

バージョン３以降のディスクレイアウトでは、削除するセクタ内に使用中のリソースがあると、 fsadm は、サ

イズ変更したファイルシステムにこれらのリソースを移動します。移動に必要な時間は、移動するブロック数

によって変わります。

古いディスクレイアウトでは、ファイルシステムを構成するコンポーネントが固定されているため、ファイル

システムのサイズを小さくする場合に、ファイルシステムから削除するセクタ内にすでに使用中のリソースが

あると、エラーになります。このような場合は、再編成 (fsadm -e を使用) を行って使用中のリソースを解放し

た後で、ファイルシステムのサイズを小さくします。それでもまだ削除する領域内にファイルシステムを構成

するコンポーネントが存在している場合は、ファイルシステムのディスクレイアウトをバージョン３以降に

アップグレードしない限り、サイズを変更することができません (vxupgrade(1M) を参照)。

ディレクトリの断片化に関する報告
ファイルの割り当てや解放を行っていくに従って、ディレクトリは徐々に大きくなり、実質的に情報が含まれ

ていないスペースも多くなります。一般に、一部のファイルを削除していても、ディレクトリの大きさは、こ

れまで含んでいたファイルの最大数分の大きさになっています。

ディレクトリの断片化報告を得るには、コマンド行に次のように入力します。

fsadm −D [−r rawdev] mount_point

fsadm −D コマンドの出力例は、次のとおりです。

# fsadm −F vxfs −D /lhome
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Directory Fragmentation Report

Dirs Total Immed Immeds Dirs to Blocks to

Searched Blocks Dirs to Add Reduce Reduce

total 15 3 12 0  0  0

"Dirs Searched" という見出しの付いた列は、ディレクトリの総数を示しています。ディレクトリは、そのディ

レクトリの iノードがあるエクステントを含んでいるエクステント割り当てユニットと関連付けられていま

す。"Total Blocks" という見出しの付いた列は、ディレクトリエクステントとして使用されているブロックの総

数を示しています。

"Immed Dirs" という見出しの付いた列は、即時ディレクトリの数を示しています。つまり、ディレクトリデー

タはエクステント内ではなく、 iノード自体に含まれているということです。即時ディレクトリを使用する

と、スペースを節約でき、パス名を高速で解決することができます。"Immeds to Add" という見出しの付いた列

は、現在データエクステントがあるディレクトリのうち、サイズを小さくしたり、データをすべて iノードに

入れることができるものの数を示しています。

"Dirs to Reduce" という見出しの付いた列は、ディレクトリ中のエントリーを圧縮して、ディレクトリ内の空き

スペースを連続にすることによって、１つ以上のブロックを空けることができるディレクトリの数を示してい

ます。ディレクトリのエントリーの長さは多様なので、大きいディレクトリ中の空きスペースの合計が１ブ

ロック以上あっても、エントリーの編成方法によってはスペースを隣接させることができない場合がありま

す。そのため、ディレクトリの再編成を実行した直後でも "Dirs to Reduce" に 0 以外の値が表示されることが

あります。ディレクトリ再編成の −v (冗長) オプションを指定すると、空きスペースの圧縮でエラーが発生し

たかどうかが報告されます。

"Blocks to Reduce" という見出しの付いた列は、ディレクトリ中のエントリーを圧縮することによって空けるこ

とができるブロック数を示しています。

ディレクトリの断片化の測定
"Dirs to Reduce" の列の合計がかなり大きな値の場合、ディレクトリの再編成を行うことでパス名の解決効率が

改善される可能性があります。断片化するディレクトリは使用頻度の高いディレクトリと言えます。断片化の

少ないディレクトリは、ファイルシステムにおいて名称の検索に使用される割合が多いものと言えます。

ディレクトリの再編成
−d オプションを指定すると、 fsadm はマウントポイントが mount_point となっているファイルシステムのディ

レクトリを再編成します。ディレクトリの再編成は、圧縮とソートの２通りで行われます。

圧縮では、ディレクトリ中の有効なエントリーがディレクトリの前方に移され、空きスペースがディレクトリ

の後方にまとめられます。ディレクトリの最後のブロックにエントリーがないと、そのブロックが解放され、

ディレクトリのサイズが小さくなります。

ディレクトリのエントリーが小さい場合、ディレクトリは iノードの即時データ領域に入れられます。

さらに、 fsadm によりディレクトリ中のエントリーがソートされるため、パス名検索の効率が良くなります。
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エントリーのソートは、最後のアクセス時間を基準にして行われます。この時間間隔を指定するには、 −a オ

プションを使用します。 −a を指定していないと、デフォルトの 14 日が使用されます。この時間間隔は 128 バ

ケットまで分割でき、同じバケット内のすべての時間は等しいものとみなされます。時間間隔より古いアクセ

ス時間はすべて等しいものとみなされ、このようなエントリーは最後に配置されます。サブディレクトリのエ

ントリーはディレクトリの前方に配置され、シンボリックリンクはサブディレクトリの後に配置され、その後

に最近アクセスされたファイルが続きます。

ディレクトリファイルシステムのディレクトリを再編成するには、次のコマンド構文を使用します。

fsadm −d [−D] [−v] [−s] [−a days] [−p passes] [−r rawdev] [−t time] mount_point

fsadm −d −D コマンドの出力例は、次のとおりです。

#fsadm -F vxfs -d -D -s /opt

Directory Fragmentation Report

Dirs Total Immed Immeds Dirs to Blocks to

Searched Blocks Dirs to Add Reduce Reduce

total 34663 8800 26655 2569 2716 2836

Directory Reorganization Statistics (pass 1 of 2)

Dirs Dirs Total Failed Blocks Blocks Immeds

Searched Changed Ioctls Ioctls Reduced Changed Added

fset 999 8008 3121 5017 0 3037 4428 2569

total 8008 3121 5017 0 3037 4428 2569

Directory Reorganization Statistics (pass 2 of 2)

Dirs Dirs Total Failed Blocks Blocks Immeds

Searched Changed Ioctls Ioctls Reduced Changed Added

fset 999 5439 552 2448 0 708 4188 0

total 5439 552 2448 0 708 4188 0

Directory Fragmentation Report

Dirs Total Immed Immeds Dirs to Blocks to

SearchedBlocks Dirs to Add Reduce Reduce

total 34663 6231 29224 0 147 267

"Dirs Searched" という見出しの付いた列は、検索したディレクトリの数を示しています。データエクステント

のあるディレクトリだけが再編成されます。即時ディレクトリは再編成の対象にはなりません。"Dirs Changed"

という見出しの付いた列は、変更されたディレクトリの数を示しています。

"Total Ioctls" という見出しの付いた列は、VX_DIRSORT ioctl が実行された回数を示しています。ディレクトリ

エクステントの再編成は、この ioctl を使用して行われます。

"Failed Ioctls" という見出しの付いた列は、何らかの理由によりエラーとなった要求の数を示しています。エ
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ラーは通常、再編成の対象になっているディレクトリがアクティブ状態であると発生します。また、警告には

ならないエラーがいくつかあります。 −v オプションを使用すると、すべての ioctl 呼び出しと返されたステー

タス値が記録されます。

"Blocks Reduced" という見出しの付いた列は、エントリーを圧縮することによって空いたディレクトリブロッ

クの総数を示しています。"Blocks Changed" という見出しの付いた列は、エントリーをソートおよび圧縮して

いる際にアップデートしたディレクトリブロックの総数を示しています。

"Immeds Added" という見出しの付いた列は、即時ディレクトリに圧縮されたデータエクステントのあるディレ

クトリ数を示しています。

エクステントの断片化に関する報告
ファイルの作成と削除を行っていくと、当初は１つの大きな空き領域であった割り当てユニットの未使用エク

ステントマップが、多数の小さな空き領域に変わってしまいます。このようになることを断片化と呼びます。

また、ファイルが大きくなると、— 特にわずかずつ増えながら大きくなる場合には、— 小さなファイルでも

複数のエクステントが割り当てられることがあります。理想的には、それぞれのファイルが１つのエクステン

ト (ファイル全体が収まる) で成り立ち、未使用エクステントマップが１つの連続した未使用ブロックの範囲に

なることです。

逆に、極度に断片化されていると、ファイルシステムには空きスペースがあるものの、どれも割り当てること

ができなくなってしまいます。例えば、バージョン２の VxFS ファイルシステムでは、間接アドレスエクステ

ントのサイズは常に 8K の長さです。つまり、間接アドレスエクステントをファイルに割り当てるには、8K の

エクステントがなければならないということです。例えば、8 KB 以上のエクステントがない場合 (たとえ 8 K

を超える空きスペースがある場合でも)、ファイルに間接エクステントを割り当てようとしても、正常に割り当

てられず ENOSPC が返されます。

断片化の判断
特定のファイルシステムが断片化しているかどうかを判断するには、そのファイルシステムの未使用エクステ

ントを調べます。多数の小さなエクステントが未使用となっている場合、断片化していると言えます。空きス

ペースの半分以上が小さいエクステント (64ブロックより小さいもの) の場合、あるいは、ファイルシステムで

使用可能な全スペースのうち、大きなエクステントの割合が 5% 未満の場合は、深刻な断片化に陥っていると

言えます。

エクステント断片化報告の実行
エクステント断片化報告を実行すると、特定のファイルシステムにおける断片化の度合いに関する詳しい情報

を得ることができます。

エクステント断片化報告を実行するためのコマンド構文は、以下のとおりです。

fsadm −E [−l largesize] [−r rawdev] mount_point

エクステント再編成機能には、不動エクステントという概念があり、再割り当てして連結しても効率が改善さ

れないエクステントは、不動エクステントとみなされます。例えば、ファイルにすでに大きなエクステントが

複数ある場合は、再割り当てを行ってこれらのエクステントを連結しても効率が改善されません。 fsadm で不
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動エクステントとみなす大きさについては、 −l オプションで制御することができます。デフォルトでは、 lar-

gesize は 64ブロックであり、これは、64ブロックより大きいエクステントを不動エクステントとみなすことを

意味します。エクステント断片化報告を実行する場合、 largesize として選択した値よって、不動エクステント

として報告されるエクステントが決まります。

以下は、 fsadm −E コマンドで生成された出力の例です。

# fsadm −F vxfs −E /home

Extent Fragmentation Report

Total Average Average Total

Files File Blks # Extents Free Blks

9293 115 1 149352

blocks used for indirects: 48

% Free blocks in extents smaller than 64 blks: 10.40

% Free blocks in extents smaller than 8 blks: 0.56

% blks allocated to extents 64 blks or larger: 91.67

Free Extents By Size

1: 156 2: 140 4: 101

8: 292 16: 290 32: 241

64: 155 128: 94 256: 43

512: 33 1024: 20 2048: 1

4096: 1 8192: 1 16384: 1

32768: 1 65536: 0 131072: 0

262144: 0 524288: 0 1048576: 0

2097152: 0 4194304: 0 8388608: 0

16777216: 0 33554432: 0 67108864: 0

134217728: 0 268435456: 0 536870912: 0

1073741824: 0 2147483648: 0

"Total Files" という見出しの付いた列は、データエクステントを持つファイルの総数を表します。"Average File

Blks" という見出しの付いた列は、すべてのファイルに属するブロック数の平均値です。"Average # Extents" と

いう見出しの付いた列は、ファイルシステム内のファイルで使用されているエクステント数の平均値で

す。"Total Free Blks" という見出しの付いた列は、ファイルシステム内の空きブロック総数を表します。間接ア

ドレスエクステントで使用されているブロックの総数は、"blocks used for indirects"に示されます。

未使用エクステントマップの概略も報告されます。% free extents smaller than 64 blocks (64 ブロック未満の未使

用エクステントの割合(%)) と % free extents smaller than 8 blocks (8 ブロック未満の未使用エクステントの割合
(%)) の２つの数値が報告されます。断片化されていないファイルシステムでは、通常、これらは 0 に近い数字

になります。

そのほか、64 ブロック以上のエクステントに含まれるブロックの割合も報告されます。単一の小さなエクステ

ントで構成されるファイルは、この中には含まれません。一般に、大きなファイルが多数含まれているファイ
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ルシステムではこの数字が大きくなり、小さなファイルが多数含まれているファイルシステムでは小さくなり

ます。

"Free Extents By Size" という見出しの付いた数字は、それぞれのサイズの未使用エクステントの割り当てユ

ニット別の合計です。サイズ 1、2、4、8、16 から、割り当てユニット中のデータブロックの最大値までのエ

クステントが合計されています。この合計値は、割り当てまたは割り当て解除が実行されていない限り、 df

−o の出力に近くなるはずです (このユーティリティはマウントされているファイルシステムに対して動作する

ため)。これらの値を調べることによって、割り当てユニットごとの断片化と空きエクステントの有無を知るこ

とができます。

エクステントの再編成
fsadm に −e オプションを指定すると、マウントポイントが mount_point のファイルシステム上のデータエクス

テントが再編成されます。エクステントを再編成する第一の目的は、ファイルシステムの断片化を解消するこ

とです。

断片化を少なくするために、エクステントの再編成では小さいファイルがすべて連続した１つのエクステント

に入れられます。大きいファイルとみなされるサイズを指定するには、 −l オプションを使用します。デフォル

トは 64 ブロックです。エクステントの再編成では、大きいファイルは最低 64 ブロックの大きいエクステント

にまとめられます。再編成を行うと、断片化が少なくなるだけでなく、効率も良くなります。小さいファイル

であれば、一度の入出力操作で複数のファイルの読み取りや書き込みができるようになることもあります。大

きいファイルは、raw ディスクの順次入出力操作の効率に近づきます。

fsadm は、このような再編成をファイルシステム上のすべての iノードに対して実行しようとします。 iノード

に対するパスを実行に従って、ファイルシステムは fsadm が最適とみなす編成に近づいて行きます。

fsadm を実行すると、ファイルの断片化だけでなく、各パス内の未使用エクステントの断片化も軽減されま

す。古いバージョンの VxFS では、ファイルシステムレイアウトを最適化するのはかなり困難な作業でした。

現在のバージョンでは、VxFS カーネル割り当てメカニズムを利用してファイルを再割り当てしているため、

より望ましいエクステントマップが得られます。また、このカーネル割り当てメカニズムでは fsadm が連続化

しようとしている未使用リスト領域のブロックを使用しないようになっているため、より連続性が高くなりま

す。

エクステントの再編成を実行するには、次のコマンド構文を使用します。

fsadm −e [−E] [−v] [−s] [−l largesize] [−p passes] [−r rawdev] [−t time] mount_point

fsadm −F vxfs −e −s −E コマンドの出力例は、次のとおりです。

# fsadm −F vxfs −e −s −E /home

Extent Fragmentation Report

Total Average Average Total

Files File Blks # Extents Free Blks

9293 115 1 149352

blocks used for indirects: 48
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% Free blocks in extents smaller than 64 blks: 10.40

% Free blocks in extents smaller than 8 blks: 0.56

% blks allocated to extents 64 blks or larger: 91.67

Free Extents By Size

1: 156 2: 140 4: 101

8: 292 16: 290 32: 241

64: 155 128: 94 256: 43

512: 33 1024: 20 2048: 1

4096: 1 8192: 1 16384: 1

32768: 1 65536: 0 131072: 0

262144: 0 524288: 0 1048576: 0

2097152: 0 4194304: 0 8388608: 0

16777216: 0 33554432: 0 67108864: 0

134217728: 0 268435456: 0 536870912: 0

1073741824: 0 2147483648: 0

Pass 1 Statistics

Extents Reallocations Ioctls Errors

Searched Attempted Issued FileBusy NoSpace Total

total 12547 287 158 0 0 0

Pass 2 Statistics

Extents Reallocations Ioctls Errors

Searched Attempted Issued FileBusy NoSpace Total

total 13157 148 72 0 0 0

Extent Fragmentation Report

Total Average Average Total

Files File Blks # Extents Free Blks

9294 123 1 70400

blocks used for indirects: 64

% Free blocks in extents smaller than 64 blks: 14.00

% Free blocks in extents smaller than 8 blks: 0.70

% blks allocated to extents 64 blks or larger: 92.09

Free Extents By Size

1: 102 2: 79 4: 59

8: 192 16: 189 32: 150

64: 64 128: 37 256: 22

512: 2 1024: 4 2048: 4

4096: 4 8192: 2 16384: 0

32768: 0 65536: 0 131072: 0
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262144: 0 524288: 0 1048576: 0

2097152: 0 4194304: 0 8388608: 0

16777216: 0 33554432: 0 67108864: 0

134217728: 0 268435456: 0 536870912: 0

1073741824: 0 2147483648: 0

デフォルトの実行回数は５回ですが、２回のパスで再編成が完了していることがわかります。

このファイルシステムには、かなりの空きスペースがありましたが、未使用エクステントは小さなものがいく

つか残っているだけでした。この状況は、1 つ以上のエクステントを多数のファイルに再割り当てすることで

改善されました。この場合、割り当てユニットの中でも断片化が特に進んでいたセクション内にエクステント

を持つファイルが、再割り当ての対象となります。エクステントの再編成にかかる時間は、断片化の状態、

ディスクの速度、ファイルシステム内の iノード数などによって異なりますが、一般的には、ディスクスペー

ス 100MB につき約１分かかります。

前の例の "Extents Searched" という見出しの列は、調べたエクステントの総数を示しています。"Reallocations

Attempted" という見出しの列は、実行されたエクステントの連結または結合回数を示します。"Ioctls Issued" と

いう見出しの列は、そのパスで実行された再編成要求コールの総数です。ほとんどのファイルは１度の ioctl

コールで再編成可能なことから、この数は、そのパスで処理されたファイルの数にほぼ一致します (１回の処

理で複数のエクステントが連結される場合もあります)。

"FileBusy" ("Errors" の下にある項目) という列は、再編成時にファイルがアクティブであったために失敗した再

編成要求の数を示します。 "NoSpace" ("Errors" の下にある項目) という列は、未使用と見られていたエクステ

ントがすでに割り当て済みであったために失敗した再編成要求の数を示します。 "Total" ("Errors" の下にある項

目) という列は、再編成中に発生したエラーの総数を示します。この中には、"FileBusy" または "NoSpace" に該

当しないエラーも含まれます。

次のコマンドは、 /home マウントポイントの下にある、個々のすべてのファイルについて、エクステントの再

編成を実行します。

find /home -print | fsadm -F vxfs -e -f -

ファイル
lost+found/.fsadm ロックファイル

/dev/rdsk/∗ ファイルシステムデバイス

/etc/fstab ファイルシステムの静的情報を含みます。

参照
df_vxfs(1M) fsadm(1M), mkfs_vxfs(1M), mount_vxfs(1M), vxupgrade(1M), fcntl(2), fstab(4), vxfsio(7)
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名称
fscat_vxfs: fscat − VxFSファイルシステムの cat

構文
fscat [−F vxfs] [−f output-file] [−o offset] [−l length] [−b block_size] special

説明
fscat は VxFS スナップショットファイルシステムとのインタフェースとして機能し、一般的な VxFS ファイル

システムのブロック型またはキャラクタ型特殊ファイルに対して実行される dd と同様の機能を果たします。
fscatは、どのような VxFS ファイルシステムのデバイス特殊ファイルに対しても機能します。

ほとんどの VxFS ファイルシステムでは、ファイルシステムをテープにバックアップするなどの場合、ファイ

ルシステムのブロック型特殊ファイルまたはキャラクタ型特殊ファイルを使用してファイルシステムの raw イ

メージにアクセスします。スナップショットファイルシステムでは、対応するブロック型特殊ファイルまたは

キャラクタ型特殊ファイルにアクセスしても、有効な情報を得ることができません。 fscat を使用すると、

ファイルシステムのスナップショットを表す一連のバイトストリームを得ることができます。このデータスト

リームは、デフォルトでは標準出力に書き出されますが、 −f output-file オプションを使用して別の出力先を指

定することもできます。標準出力に書き出されたデータストリームは、パイプラインで処理したりテープに書

き込むなど、さまざまに処理することができます。

デフォルトでは、このユーティリティの出力は、ファイルシステムの先頭にあるバイトから最後のバイトまで

が含まれたバイトストリームです。スナップショットファイルシステムでは、データはマウントポイントの特

殊な ioctl を使用してファイルシステムから読み取られます。他の VxFS ファイルシステムでは、データは指定

の special ファイルから読み取られます。出力先を指定しない限り、これらのデータは標準出力に書き込まれま

す。

オプションの引き数として入力する数値は、前に 0 を付けると 8 進数、 0x を付けると 16 進数として解釈され

ます。512 バイトのブロック単位であることを表すには、後ろに b または B を付けます。KB 単位の値は k ま

たは K を、MB 単位の値は m または M を、GB 単位の値は g または G を後ろに付けて表します。数値とその

後の文字の間にはスペースを入れることができます。ただし、スペースを入れた場合は、数値と文字の全体を

引用符で囲む必要があります (例えば、"

"512 b" )。

オプションとして入力する数値はすべて 512 バイトの倍数でなければなりません。例えば、オフセット値5,713

を指定しても拒否されます。

オプション
fscatは、以下のオプションを認識します。

−b block_size 出力のブロックサイズをバイトで指定します。 block_size は、1MB 以下でなければなりませ

ん。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプであることを指定します。
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−f output-file データストリームを書き込む出力ファイルを指定します。

−l length 転送する長さをバイトで指定します。 length に 0 と指定すると、ファイルシステムの中で指

定のオフセット以降のものがすべて転送されます。

−o offset 転送開始オフセットをバイトで指定します。

引き数
fscatは、以下の引き数を認識します。

special アクセスする VxFS ファイルシステムの特殊デバイスファイル名。

注記
スナップショットファイルシステムは、HP OnLineJFS 製品でのみ使用できます。

スナップショットファイルシステムへの書き込みはできません。

スナップショットファイルシステムはマウントされている間しか存在しないため、マウント解除すると、特殊

ファイルはスナップショットファイルシステムを含まなくなります。

When fscat をマウント済みの VxFS スナップショットに対して実行した場合、未使用ブロック (ファイルやメ

タデータに割り当てられていないブロック) の内容は未定義です。プライマリ (snapped) ファイルシステムに

追加データを書き込むと、未使用ブロックの内容は変更されることがありますが、ファイルに割り当てられた

ブロックは、常に、スナップショットが作成された時点の内容を保持しています。

fscatは、Storage Checkpoints に対しては機能しません。

参照
dd(1)、 fs_vxfs(4)、 vxfsio(7)
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名称
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

構文
/usr/sbin/fsck [-F FSType] [-m] [-s] [-V] [special ...]

/usr/sbin/fsck [-F FSType] [-o FSspecific-options] [-s] [-V] [special ...]

説明
fsck コマンドは、 special で指定された大容量記憶のデバイスファイル上にある HP-UX ファイルシステムの矛

盾した状態を監査し、対話形式で修復します。ファイルシステムに一貫性がある場合、そのファイルシステム

上のファイル数、使用ブロック数、および未使用ブロック数がレポートされます。ファイルシステムに矛盾が

ある場合、 fsck は、使用する fsck コマンドの書式によって、ファイルシステムの矛盾を調整するためのいろ

いろなメカニズムを提供します。

special スペースデバイス (たとえば、 /dev/rdsk/c1d0s8) を表します。

オプション
fsck には、以下のオプションがあります。

-F FStype 操作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) 参照)。コマンド行でこのオプションを省略すると、 special と /etc/fstab ファイ

ルのエントリーをマッチさせることにより、このファイルからファイルシステムタイ

プを決めます。 /etc/fstab にエントリーがない場合は、 /etc/default/fs ファイルから

ファイルシステムタイプを決めます。

-m 整合性チェックのみを実行します。ファイルシステムがマウント可能な場合、 fsck は

０を返します。ファイルシステムがさらに別のチェックが必要な場合は、戻りコード
32 を返します。ファイルシステムがマウントされている場合は、戻りコード 33 を返

します。 33 より大きいエラーコードは、ファイルシステムが破壊されていることを

示します。

-o FSspecific-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。 FSspecific-options は、

コマンドのファイルシステム固有のバージョンに対するサブオプション、キーワード/

属性のペアをリストしたものです。サポートされる specific_options の説明について

は、ファイルシステムに関するマニュアルエントリー (存在する場合) を参照してくだ

さい。

−s 安全性能モード。性能を改善するために、システム全体に対する sync(2) を実行しま

せん。この機能は、使用しているファイルシステムに依存します。

-V 単にコマンド行をエコーします。コマンド行は、ユーザー固有のオプションと、
/etc/fstab の情報を組み合わせることにより生成されます。このオプションにより、コ

マンド行を検証することができます。
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戻り値
次の値が -m オプションから fsck に返されます。

0 エラーが検出されなかったか、全エラーが修正されました。

32 ファイルシステムの追加チェックが必要です。

33 ファイルシステムがマウントされています。

33 より大きい戻り値は、システムがひどく破損していることを表わしています。ファイルシステムに特有な

バージョンの fsck は、独自の追加戻り値を持っています (fsck_cachefs(1M), fsck_hfs(1M), fsck_vxfs(1M) を参

照)。

警告
このコマンドは、全ファイルシステムタイプについてサポートされているわけではありません。

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

/etc/fstab チェックするファイルシステムのデフォルトリスト

参照
fsck_cachefs(1M), fsck_hfs(1M), fsck_vxfs(1M), mkfs(1M), newfs(1M), fstab(4), fs_wrapper(5)

標準準拠
fsck: SVID3
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名称
fsck_cachefs: fsck − CacheFSでキャッシュされたデータの整合性チェック

構文
fsck −F cachefs [ −m | −o noclean ] cache_directory

説明
fsck コマンドの CacheFS 版は、キャッシュディレクトリの整合性をチェックします。デフォルトでは、
CacheFS の問題を発見したら訂正します。対話モードはありません。 CacheFS ファイルシステムに対する fsck

の実行は、ブート時に /etc/fstabファイルのエントリーで実行するのが最も一般的です。

オプション
コマンド行オプションは 2 つあります。

−m チェックしますが修復はしません。

−o noclean 問題が起きている兆候がない場合でも、強制的にキャッシュをチェックします。

例
次の例では、キャッシュディレクトリ /cache3 を強制的にチェックします。

fsck -F cachefs -o noclean /cache3

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

参照
cfsadmin(1M)、 fsck(1M)、 mount_cachefs(1M)
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名称
fsck_hfs: 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

構文
/usr/sbin/fsck [-F hfs] [-m] [-s] [-V] [-b blocknum] [special ...]

/usr/sbin/fsck [-F hfs] [-c size] [-f] [-p -P] [-V] [-s] [special ...]

/usr/sbin/fsck [-F hfs] [-b blocknum] [-c size] [-f] [-n -N -y -Y]

[-q] [-s] [-V] [special ...]

説明
fsck コマンドは、 special が指定するマスストレージデバイスファイルの HFS ファイルシステムに関する矛盾

のある条件を監査、修正します。ファイルシステムが一貫性のある状態であれば、ファイルシステム上のファ

イル数、使用ブロック数、および未使用ブロック数を報告します。ファイルシステムの一貫性が欠ける場合

は、 fsck は、指定された fsck コマンドの形式に従って、それらの不整合を修復する機構を提供します。

special は特殊デバイスを示します (例: /dev/rdsk/c1d0s8)。

ターゲットデバイスがスワップデバイスの場合、 fsck は処理を打ち切ります。また fsck は、ターゲットデバ

イスをチェックして、マウントされたファイルシステムがチェック中でないことを確認します。マウントされ

たデバイスが指定されたにもかかわらず -f オプションが省略された場合、 fsck はユーザーの応答を求めま

す。

-p -P オプションが使用され、かつ special が指定されなかった場合、 fsck は /etc/fstab 中のパス番号を読み取

り、どのディスクグループを並行して検査すればよいかを決定します。これは、I/O 並列処理のメリットを最

大限活用し、できるだけ高速にファイルシステムを処理するためです。 -p -P オプションは、通常、自動リ

ブート時にスクリプト /sbin/bcheckrc 内で使用されます。

普通は、ルートファイルシステムがパス１でチェックされ、他の「ルート」(セクション０) ファイルシステム

がパス２でチェックされます。その他の小さなファイルシステムは別々のパスで (たとえば、セクション４

ファイルシステムはパス３で、セクション７ファイルシステムはパス４で) チェックされ、最後に、大きな

ユーザーファイルシステムが最終パスでチェックされます (たとえば、パス５)。 /etc/fstab のパス番号が０の

ファイルシステムは、チェックされません。 /etc/fstab 中の行にオプションのフィールドが存在しないファイル

システムは、パス番号が正のファイルシステムの処理が全部完了した後に、順次処理されます。

以下に、 -p -P オプションが指定されたときに fsck が訂正する不整合を示します。これらはデータを喪失せず

に修正できる不整合です。その他の不整合を検出すると、 fsck は失敗します。不整合が訂正されるごとに、１

行または複数行の情報が表示され、訂正が行われたファイルシステムと訂正の内容を示します。訂正可能な不

整合は、以下に限定されています。

• 未参照の iノード
• 未参照の継続 iノード
• 未参照のパイプおよび FIFO
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• iノード中のリンク数が多過ぎる
• 空きリスト中の紛失ブロック
• 空きリストとファイルの両方にあるブロック
• スーパーブロック中のカウントの誤り

-P オプションの動作は -p オプションとほぼ同じですが、正常にマウント解除されたファイルシステムが

チェックされない点が異なります ( fsclean(1M) を参照)。これによって、前回正常に終了したシステムのリブー

トに要する時間が、大幅に短縮されます。

-p -P オプションが指定されない場合、パス番号は無視され、ファイルシステムは /etc/fstab 中に記述されてい

る順番で対話的にチェックされます。

-p -P が省略されると、 fsck は、矛盾のある各ファイルシステムについて訂正を開始する前に、並列処理に関

してユーザーの入力を求めます。注意すべき点は、訂正処理によってデータの損失が起きる可能性があること

です。データ損失の量と重大度は、診断メッセージから読み取れます。デフォルトでは、 fsck は一貫性訂正の

たびに、オペレータが yes または no を応答するのを待ちます。オペレータに書き込みパーミッションがない

場合、 fsck はデフォルトで -n の動作をとります。

オプション
fsck は以下のオプションを認識します。

-F hfs HFSファイルシステムを指定します。

-c size fsck がディスクブロックのキャッシュに使うバッファーキャッシュサイズを設定します。
size はキャッシュブロックの数で、０以上 100 以下です。 -c 0 でキャッシュをすべて使用

不能としてメモリー使用を減らすのが、このオプションの最も一般的な使い方です

-b blocknum

指定された blocknum をファイルシステムのスーパーブロックとして使用します。代替スー

パーブロックは、通常ブロック ((SBSIZE+BBSIZE)/DEV_BSIZE) にあります。これはほと

んどの場合ブロック 16 です。 DEV_BSIZE は <sys/param.h> で定義されています。また代

替スーパーブロックのリストは /var/adm/sbtab (mkfs(1M) を参照) にあります。

-f マウントされたファイルシステムをチェックするよう、 fsck に指示します。

-m 一貫性チェックのみを行います。 special がマウントされているか、または追加チェックが

必要かを調べます。詳細については、「戻り値」の項を参照してください。

-n -N ファイルシステムの修復に関する fsck の問い合せに、すべて no という応答があるものと

仮定します。この場合、ファイルシステムは書き込み用オープンされません。

-p ファイルシステムの"不整合性"を修正します。前述のように、ユーザーとの対話なしで、

ファイルシステムの処理と修復を進めます。介入を必要とする問題がある場合、ただちに

終了させてください。
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-P 正しくマウントされていないファイルシステムがチェックされない以外は -p と同じです。

-q 静粛モードです。第１段階で、サイズチェックメッセージがプリントされません。未参照

の FIFO は、通知なしで削除されます。 fsck は、必要な場合、スーパーブロックおよびシ

リンダグループのカウントを自動的に修正します。

−s 安全性能モード。性能を改善するために、システム全体に対する sync(2) を実行しません。

-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。

-y -Y ファイルシステムの修復に関する fsck の問い合せに、すべて yes という応答があるものと

仮定します。このオプションを指定すると、本質的に限定できない問題が発生した後も処

理が自動的に続行されるので、非常に注意して使用してください。

fsck は、あらゆる場合に、以下の不整合をチェックします。

• 複数の iノードまたは空きリストから参照されているブロック
• ファイルシステムの範囲外の

iノードまたは空きリストから参照されているブロック
• リンク数の間違い
• サイズチェック:

− ディレクトリサイズのフォーマットが不適切
• iノードフォーマットの不良
• どこにも所属しないブロック
• ディレクトリチェック:

− 割り当てられていない iノードを指しているファイル
− 範囲外の iノード番号

• スーパーブロックチェック:

− ファイルシステム中の全ブロック数より iノード用ブロックが多い
• 空きブロックリストフォーマットの不良
• 総空きブロック数および総空き iノード数の間違い
• 基本 iノード中の無効な継続 iノード番号

孤立した (つまり、割り当てられてはいるが未参照の) ファイルおよびディレクトリは、オペレータの同意の下

に、 lost+found というディレクトリにつなげられます。名前として iノード番号が割り当てられます。ただし

条件として、ディレクトリ lost+found に、エントリーの作成が可能な空きスロットがあることが必要です。そ

のためには、このディレクトリに多数のファイルをコピーし、それから fsck を実行する前にこれらのファイル

を削除します。

未参照の継続 iノードは、 -p オプションを指定すると削除されます。その理由は、これらの iノードが基本 i

ノードを逆参照していないからです。一方、基本 iノード中に無効な継続 iノード番号がある場合は、その継続
iノード番号をクリアすべきです (つまり、０に設定すべきです)。しかし、これは自動処理 (-p オプションを使
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用) では行われません。その理由は、アクセス制御リスト情報が欠けている可能性があり、訂正が必要だから

です。

fsck は、ファイルシステムのチェックと修正を完了した後に、正しい fs_clean フラグをスーパーブロックに格

納します (すでに格納されていない場合)。ルート以外のファイルシステムについては、ここに FS_CLEAN が

格納されます。 fsck 実行時にマウントされるルートファイルシステムについては、問題が検出されず、しかも
FS_OK がすでに設定されていた場合、スーパーブロックの変更は不要です。

raw デバイスのチェックの方が、ほとんど常に高速です。

戻り値
fsck は以下の値を返します。

0 エラーがまったく検出されなかったか、またはすべてのエラーが訂正されました。

1 -V オプションで実行した時に、構文エラーまたは他のオペレーションエラーが起こりまし

た。

4 ルートファイルシステムのエラーが訂正されました。システムをリブートしなければなりませ

ん。

8 チェックした１つまたは複数のファイルシステムに、未訂正のエラーがあるか、構文エラーが

あるか、またはその他の操作上のエラーが発生しました。

12 処理中にシグナルがキャッチされました。

32 ファイルシステムはマウント解除されており、追加チェックが必要です。

33 ファイルシステムはマウントされています。

34 ファイルシステムは損傷を受けています。

警告
マウントされたファイルシステムまたはルートデバイスに対しては、 fsck を実行しないでください。マウント

されているファイルシステムで実行する場合、システムがシングルユーザーの状態にあることを確認してくだ

さい (shutdown(1M) を参照)。

-c オプションの特別の形である -c 0 は、内部キャッシュをすべて使用不能とするためメモリー使用を減らすこ

とができますが、パフォーマンスに影響を与えることがあります。

以前のリリースで提供されていた -F オプションは、 -fオプションに置き換えられました。

著者
fsck は、HP、AT&T、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。

ファイル
/etc/fstab チェックするファイルシステムのデフォルトリスト
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/var/adm/sbtab ファイルシステムのスーパーブロックが存在するロケーションをリストします。 mkfs

コマンドはこのファイルにエントリーを付加します。

標準準拠
fsck: SVID3

参照
fsck(1M)、 fsck_vxfs(1M)、 dumpfs(1M)、 fsclean(1M)、 mkfs(1M)、 newfs(1M)、 shutdown(1M)、 fstab(4)、
fs_wrapper(5)、 acl(5)
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名称
fsck_vxfs: fsck −ファイルシステムのチェックおよび修復

構文
fsck [−F vxfs] [−V] [−mnNpPsyY] [−pP] [−o p] [special ... ]

fsck [−F vxfs] [−V] [−mnNpPsyY] [−o full,mounted,nolog] [special ... ]

説明
fsck は、VxFS ファイルシステムの一貫性をチェックします。VxFS は保留中のファイルシステムアップデート

をインテントログに記録するので、 fsck は一般的にインテントログを再実行します。したがって、VxFS ファ

イルシステム全体の構造的なチェックは行いません。ファイルシステム全体の構造的なチェックを実行するに

は、オプション (-o fullまたは -y) を使用します。

special には /dev/rdsk/c1t0d0 のような特殊キャラクタデバイスを、１つ以上、指定します。

複数のデバイスが指定された場合、並列にデバイスをチェックする −P オプションや −o p サブオプションが

いっしょに指定されていなければ、各デバイスは順番にチェックされます。 special を指定せずに実行すると、
fsck は、 /etc/fstab で指定されているすべてのファイルシステムについて、チェックするかどうか確認する

メッセージを表示します。ただし、 −y または −Y 指定している場合は、自動的に "yes" の応答であるとみなさ

れます。

オプション
fsck には以下のオプションがあります。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−m ファイルシステムにクリーンのマークが付けられているかどうかチェックします。このオプ

ションは、ファイルシステムを検証しません。クリーンのマークが付けられた後に何らかの理

由でファイルシステムが破壊された場合 (システムのクラッシュなど) は、マウントが失敗す

る可能性があります。その場合は、 fsck のフルチェックで、ファイルシステムをクリーンに

する必要があります。ファイルシステムの破壊を調べるには、 fsck -n を使用します。

−n|N fsck のすべての質問に対する応答を "no" とみなします。ファイルシステムを書き込み用に

オープンしないでください。ログの再実行は行いません。ファイルシステムのフルチェックを

実行します。

−o specific_options

VxFS ファイルシステム固有のオプションを指定します。この節の "-o 固有のオプション" の

トピックを参照してください。

−p は、チェック対象のデバイスを示すメッセージを作成します。

−P VxFS では、 fsck はデフォルトで −P を使用します。機能は提供しません。

−s 安全性能モードです。性能を向上させるために、システム全体にわたる sync(2) は行いませ

ん。
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−V /etc/fstab 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。

−y|Y fsck のすべての質問に対する応答を "yes" とみなします。また、ログの再実行後にファイルシ

ステムのフルチェックが必要になった場合や、ファイルシステムがクリーンでない状態で、ロ

グの再実行をスキップする nolog サブオプションが指定された場合は、ファイルシステムのフ

ルチェックを実行します。

VxFS ではインテントログが保持されるため、フルチェックは通常必要ありません。デフォルト動作では、イ

ンテントログの再実行だけが行われます。 fsck_vxfs でファイルシステムの損傷が検出されたり、ログの再実

行によって損傷が見つかった場合は、スーパーブロックの完全チェックが必要であると考えてください。この

とき、 −y オプションを指定していた場合は、ログの再実行後にフルチェックが実行されます。 −y オプション

を指定していなかった場合は、 −o full オプション付きで fsck を再実行し、ファイルシステム全体の構造的な

チェックを実行する必要があります。

オペランド
fsck では以下のオペランドが使えます。

special VxFS ファイルシステムを含む、ひとつ以上の特殊キャラクタデバイスの名前。

-o固有のオプション
−o オプションは VxFS ファイルシステムに固有の、以下のオプションを指定します。コンマで区切ることに

よって、複数のオプションを指定できます。

full ファイルシステムのフルチェックを実行します。

mounted マウントされたファイルシステムのフルチェックを可能にします。 −o mounted は、

内部的に、プライマリの異常のあと、プライマリ クラスタ ノードの回復プロセスで

のみ使用されます。適切に使われないとファイルシステムを破壊することがあるの

で、このオプションをコマンドラインから決して入力しないでください。

nolog ログを再実行しません。このオプションは、ログ領域が物理的に損傷している場合に

使用します。

注意: ファイルシステムの不整合があるかどうか検証するには、 −n オプションを使

用します。損傷したファイルシステムを修正し、ログの再実行を回避するには、 fsck

−o full,nolog を使用します。クリーンなファイルシステム上で nolog を指定しないで
fsck −o fullを実行すると、先にインテントログの再実行が行われます。

p 複数の VxFS ファイルシステムで並列してログの再実行を可能にします。 fsck の各

メッセージは、デバイスを特定するために、先頭にデバイス名を修飾します。このサ

ブオプションは、並列でファイルシステムのフルチェックを行いません。つまり、複

数のデバイスが指定されていても、各デバイスで逐次処理されます。このオプション

は、 −y|−Y オプション(非対話式のファイルシステムのフルチェック)だけ互換性があ
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り、この場合、指定された全デバイスのログの再実行が並列で行われます。必要とさ

れるデバイスで、逐次、ファイルシステムのフルチェックが実施されます。並列で

チェック可能なデバイスの数は、システムの物理メモリの総量で決定します。ひとつ

のデバイス上で fsck のひとつのインスタンスが、最大 32 メガバイトのメモリを消費

します。

ファイルシステムのチェック
フルチェックでは、以下のような不整合が検出されます。

• 複数の iノードまたは未使用リストが要求したブロック
• ファイルシステムの範囲外の iノードが要求したブロック
• 正しくないリンク数
• 以下のサイズのチェック

− 正しくないブロック数
− ディレクトリエントリーのフォーマット

• 正しくないフォーマットの iノード
• どこにも管理されていないブロック
• 以下のディレクトリのチェック

− 割り当てられていない iノードをポイントしているファイル
− 範囲を超えている iノード番号
− 親ディレクトリへのリンク
− ハッシュチェーンのリンク
− 空きスペース数

• 以下のスーパーブロックのチェック
− チェックサムの不一致
− 対象のファイルシステム内のブロック数よりも、iノードのブロック数のほうが多い。

• 以下の構造型ファイル
− ファイルセットのヘッダー
− オブジェクトロケーションテーブル (OLT)

− iノードリストファイル
− iノード割り当て要約ファイル
− 属性ファイル (アクセス制御リストを含む)

− 属性リンク数
• 正しくないフォーマットの未使用ブロックリスト
• 全未使用ブロック数または全未使用 iノード数のどちらか、またはその両方が正しくない。

Lost and Foundディレクトリ
親のないファイルやディレクトリ (割り当てられているが、参照されていないもの) は、ユーザーの同意のもと

に、ディレクトリ lost+found に移し、親と再び関係付けます。この場合、名称には iノード番号が割り当てら

れます。このときの制限事項として、チェック中のファイルシステムのルートにディレクトリ lost+found がす

でに存在していなければなりません。
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注記
rawデバイスのチェックは、およそ、いつでも、高速です。

VxFS 2.x 以前のリリースと違い、ファイルシステムのフルチェックは、いつも保留された拡張 iノード操作を

実行するわけではありません。いくつかの拡張された操作は、ファイルシステムがマウントされたときにのみ

実行されます。 CLEAN の印の付けられたファイルシステムには拡張された操作が残っている場合がありま

す。

インテントログの再実行中に構造的な問題が発見されると、オペレータとの対話抜きに、そのファイルシステ

ムにフル fsck フラグがセットされます。

fsck が、古い OS バージョンのラージファイルに遭遇したら、ファイルシステムのチェックを終了しないまま

で、コマンドが停止します。

返り値
フルチェックで検出された構造エラーは標準出力に表示されます。また、フルチェックに必要な応答は標準入

力から読み取られます。

ルートのファイルシステムで使用されるデバイス以外のすべてのデバイスに対する −m オプションには、以下

の戻り値が使用されます。

0 ファイルシステムはマウントを解除されており、クリーンです。

32 ファイルシステムはマウントを解除されており、チェックが必要です。

33 ファイルシステムはマウントされています。

34 デバイスの情報を得ることができません。

その他 エラーが発生したため、状態を判断することができません。

ルートのファイルシステムで使用されるデバイスに対する −m オプションには、以下の戻り値が使用されま

す。

0 ルートのファイルシステムは読み取り専用にマウントされており、クリーンです。あるい

は、ルートのファイルシステムは読み取り/書き込み用にマウントされているので、クリーン

です。

32 ルートのファイルシステムは読み取り専用にマウントされており、チェックが必要です。

34 デバイスの情報を得ることができません。

その他 エラーが発生したため、状態を判断することができません。

ほとんどの場合、 fsck は、以下のメッセージを出力します。

log replay in progress

replay complete - marking super-block as CLEAN

ファイルシステムがすでにクリーンであれば、 fsck は、以下のメッセージを出力します。
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file system is clean - log replay is not required

上記以外のメッセージが fsck から出力された場合は、ファイルシステム全体の構造的なチェックが必要です。
−y オプションが指定されていれば、 fsck は (必要ならば) インテントログの再実行のあとにフルチェックを実

行します。 −y オプションが使われていなければ、構造のフルチェックを実行するために、 fsck を −o full オプ

ションといっしょに実行しなければなりません。

−o p や −P が指定されていれば、例えば、デバイス /dev/rdsk/c0t0d0 について、 fsck は次のようにメッセージ

を表示します。

/dev/rdsk/c0t0d0:log replay in progress

/dev/rdsk/c0t0d0:replay complete - marking super-block as CLEAN

診断
ログの再生時に生成された、ファイルシステムの内容に関するエラーメッセージはすべて標準出力に表示され

ます。I/O エラーおよび終了メッセージはすべて標準エラー出力に表示されます。

警告
−o mounted は、内部的に、プライマリの異常のあと、プライマリクラスタノードの回復プロセスでのみ使用

されます。適切に使われないとファイルシステムを破壊することがあるので、このオプションをコマンドライ

ンから決して入力しないでください。

参照
fsck(1M), fsck_hfs(1M), mkfs(1M), mkfs_vxfs(1M), ncheck_vxfs(1M), fs_vxfs(4)
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名称
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

構文
/sbin/fsclean [-q ] [-v ] [ special ... ]

説明
fsclean コマンドは special が指定したHFSファイルシステムのシャットダウンステータスを決定します。 spe-

cial が入力されない場合は、 rw, default, または ro オプションつきの hfs タイプの /etc/fstab にリストされてい

るファイルシステムが設定されます。各ファイルシステムをチェックするためには、 /etc/fstab 内に fsclean の

すべてのオプションフィールドが存在していなければなりません。

fsclean は、スーパーブロックを読み取って、ファイルシステムの前回のシャットダウンが正確に行われたかど

うかを確認し、以下の値のいずれかを戻します。

0 チェックしたすべてのファイルシステムは正確にシャットダウンされていました。

1 チェックしたファイルシステムのうち、1つか複数のファイルシステムが正確にシャットダウン

されていませんでした。これは、 fsck を実行させなければならないことを意味します ( fsck(1M)

を参照)。

2 その他のエラー (例えば、指定デバイスファイルがオープンできない)

fscleanコマンドは、通常は何も表示しません。

オプション
-q 割当てのチェックファイルシステムのシャットダウンステータスをチェックする代わりに、 fsclean

はディスク割当ての統計値の有効性をチェックします。このオプションは、 quotacheck を実行させ

るかどうかを決定する場合に利用できます ( quotacheck(1M) 参照)。 special が入力されなければ、
rw (または default) と quota オプションつきの hfs タイプの /etc/fstab にリストされているすべての

ファイルシステムがチェックされます。

-v 冗長モードです。チェックした各ファイルシステムのステータスをプリントします。

制約
fscleanはHFSファイルシステムでのみ動作します。

著者
fscleanは、HP が開発しました。

ファイル
/etc/fstabチェックすべきファイルシステムのデフォルトリスト

参照
dumpfs(1M), fsck(1M), fsck_hfs(1M), mount(1M), quotacheck(1M), quotacheck_hfs(1M), reboot(1M), fstab(4)
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名称
fsdb −ファイルシステム用デバッガ

構文
/etc/fsdb special

特記事項
fsdb を実行した後は、必ず fsck(1M) ( fsck(1M) 参照) を実行してください。

説明
fsdb は、クラッシュで障害を受けたファイルシステムを修復したい場合に使用できます。経験のあるユーザを

対象にしたコマンドです。デバッグの対象となるファイルシステムのタイプを FStype で指定します。各ファイ

ルシステムのタイプはユニークな構造を持っており、それぞれ異なったデバッグ機能を要求します。デバッグ

や変更を試みる前に、特定のファイルシステムに固有の fsdb に関するマニュアルの記述を参照してください。

オプションと引き数
fsdb は、以下のオプションと引き数を認識します。

special ファイルシステムを含む特殊ファイルのファイル名。

-F FStype 操作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_wrap-

per(5)) を参照してください)。このオプションがコマンドラインにない場合は、ファ

イル /etc/fstab にある special とマッチすることにより、そのファイルシステムのタイ

プが決められます。 /etc/fstab にエントリーがない場合は、ファイル /etc/default/fs に

よって、決定されます。

−o specific_options

各ファイルシステムのタイプごとに決まっているサブオプションを指定します。 spe-

cific_options は、特定の FStype によってサポートされた、コンマによって区切られた

サブオプションのリスト、あるいはキーワードと属性のペアです。

−V コマンド行をエコーしますが、それ以外のアクションは実行しません。コマンド行

は、ユーザーが指定したオプションと、ファイル /etc/fstab から取り出されたそのほ

かの情報を元に生成されます。このオプションにより、コマンド行を実行する前に確

認できます。

例
HFSファイルシステム /dev/dsk/c1d2s0 に対して、ファイルシステムデバッガを起動します。

fsdb −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

コマンドラインを表示しますが。デバッガは実行しません。

fsdb −V /dev/dsk/c1d2s0

上のコマンドを実行すると、たとえば次のような表示が返されます。
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fsdb −F hfs /dev/dsk/c1d2s0

警告
経験のあるユーザーだけが fsdb コマンドを利用するようにしてください。 fsdb の利用法とファイルシステム

の内部構造をきちんと理解せずに実行すると、ファイルシステムを完全に破壊し、データを失う恐れがありま

す。

作者
fsdb はHP and AT&Tにより、作成されました。

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

/etc/fstab ファイルシステムに関する靜的情報

参照
fsck(1M), fsdb_FStype(1M), fstyp(1M), stat(2), fs_wrapper(5)

標準準拠
fsdb: SVID3
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名称
fsdb_hfs: fsdb − HFSファイルシステムデバッガ

構文
/usr/sbin/fsdb [−F hfs] [−V] special [−b blocknum] [−]

特記事項
fsdb を実行した後は、必ず fsck コマンド ( fsck(1M) 参照) を実行してください。

説明
クラッシュが起きた後、 fsdb コマンドを使用して、破壊されたファイルシステムをパッチすることができま

す。

オプションと引き数
fsdb は、次のオプションと引き数を認識します。

special ファイルシステムを含むスペシャルファイルの名前。

− 最初に、iノードとフラグメントアドレスの検証に使用するエラーチェックルーチンを

使用不能にします。 O シンボルを参照してください。このオプションを使用する場合

は、必ず special コマンド行の後に続けなければなりません。

−b blocknum ファイルシステムのスーパーブロックとして blocknum を使用します。このオプショ

ンを使用する場合は、必ず special コマンド行の後に続けなければなりません。

−F hfs HFS ファイルシステムのタイプを指定します。

−V 終了したコマンド行をエコーしますが、その他の動作は実行しません。コマンド行

は、ユーザー指定のオプションと、 /etc/fstab ファイルから採用するその他の情報を

組み合わせて生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行の妥当性

をチェックすることができます。

動作
fsdb は通常、実効スーパーブロックとして、ディスクセクションの先頭にあるファイルシステムの最初のスー

パーブロックを使用します。代替スーパーブロックは必ず、 ((SBSIZE+BBSIZE)/DEV_BSIZE) ブロック (通

常、ブロック 16) に置かれます。 −b オプションを使用して、スーパーブロックの位置を指定できます。

fsdb は、ブロックフラグメント単位でファイルシステムを扱います。これはファイルシステムのアドレス単位

であると同時に、スペース割り当ての最小単位でもあります。混乱を避けるために、フラグメントはフラグメ

ント自体を指し、ブロックは、これより大きい真のブロックを表します。 fsdb では、フラグメント番号と i番

号をそれぞれ対応するディスクアドレスに変換します。また、iノードの各部分にアクセスするためのニーモ

ニックオフセットも含まれます。これにより、制御ブロックエントリーの修正、あるいはファイルシステムツ

リーを下降するプロセスが大幅に簡素化されます。

fsdb には、iノードとフラグメントのアドレスを検証する各種のエラーチェックルーチンが含まれています。

これらのルーチンは、オプションの − 引き数を指定して fsdb を起動する、あるいは O シンボルを使用するこ

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-321



fsdb_hfs(1M) fsdb_hfs(1M)

とにより、必要に応じて使用不能にできます。

数値は、デフォルトにより 10 進数とみなされます。８進数には、先頭にゼロを付けます。 16 進数には、先頭

に 0x を付けます。割り当ての操作の間、数字をチェックして、ソースと宛先のサイズが一致しないことによ

り、切り捨てエラーが起きないかを確認します。

fsdb は、一度にフラグメントを１つずつ読み取ります。バッファー管理ルーチンを使用して、共通に使用され

るデータフラグメントを保持することにより、読み取りシステムコールの回数を減らすことができます。割り

当て動作を行うと必ず、対応するフラグメントの即時ライトスルーが行われます。

シンボル
fsdb は、次のシンボルを認識します。

! シェルへのエスケープ
# 絶対アドレス
+ アドレス演算
− アドレス演算
< アドレスのリストア
> アドレスの保存
= 数値の割り当て
=+ 増分割り当て
=− 減分割り当て
=" キャラクタ文字列の割り当て
b フラグメント番号からディスクアドレスへの変換 (従来の「ブロック」)

d ディレクトリスロットオフセット
f ファイルプリント機能
i i番号から iノードアドレスへの変換。継続 iノード、および一次 iノードの場合
p 汎用プリント機能
q 終了
B バイトモード
D ダブルワードモード
O エラーチェックフリップフロップ
W ワードモード
X 16 進フリップフロップ

ドット、タブ、およびスペースを関数のデリミタとして使用できますが、必須ではありません。改行文字だけ

の行は、最後にプリントしたデータタイプのサイズ分だけ、現在のアドレスをインクリメントします。すなわ

ち、アドレスは次のバイト、ワード、ダブルワード、ディレクトリエントリーまたは iノードにセットされる

ので、ユーザーはファイルシステムの領域をステップ移動できるようになります。

情報は、データタイプに応じたフォーマットでプリントされます。 X トグルがオフの場合、バイト、ワード、

およびダブルワードが次の形式でプリントされます。

Section 1M-322 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



fsdb_hfs(1M) fsdb_hfs(1M)

octal-address : octal-value (decimal- value )

X トグルがオンの場合、バイト、ワード、ダブルワードが次の形式でプリントされます。

hex-address : hex-value

B (バイト) または D (ダブルワード) モードが有効の場合、上記のコロン (:) の前に .B または .D がそれぞれ置

かれます。

ディレクトリは、ディレクトリスロットオフセットの後に、 10 進の i番号と、エントリー名の文字表現を続け

てプリントされます。

iノードは、各要素を記述するラベルフィールドとともにプリントされます。

プリント機能
プリント機能により、各種の形式のフォーマット済み出力が生成されます。８進数には、先頭にゼロを付けま

す。 16 進数には、先頭に 0x を付けます。現在のアドレスは該当する境界に正規化してから、プリントを開始

します。アドレスはプリント処理とともに進行し、最後の項目をプリントしたアドレスで停止します。割り込

み文字を入力すれば、出力は必要に応じていつでも停止できます。 p シンボルの後に数字が続けると、この数

のエントリーがプリントされます。論理シーケンスのブロックは通常、物理的にシーケンス順にはならないの

で、フラグメント境界のオーバーフローがないかどうかのチェックを行います。カウントをゼロとすると、現

在のフラグメントの終わりまでの全エントリーがプリントされます。次のプリントオプションを指定できま

す。

b ８進バイトとしてプリントします。
c 文字としてプリントします。
d ディレクトリとしてプリントします。
e 10 進ワードとしてプリントします。
i iノード (一次、または継続) としてプリントします。
o ８進ワードとしてプリントします。
x 16 進ワードとしてプリントします。

f シンボルは、現在の iノードに対応するデータフラグメントをプリントします。この後に数字を続けると、

ファイルの該当するフラグメントがプリントされます (フラグメントにはゼロから番号が付けられます)。必要

なプリントオプション文字は、フラグメント番号 (指定する場合) または f シンボルの後に続けます。このプリ

ント機能は、FIFO やデバイススペシャルファイルなどを除き、小型のファイル、および大型ファイルにも使

用できます。

iノードとディレクトリのニーモニック
次のニーモニックを使用して iノードを検証したり、現在のワーキング iノードを参照させることができます。

anum データブロック番号 (num の範囲は 0 − 14) です。
at 最後にアクセスされた時間
ci 継続 iノード番号
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ct iノードが最後に変更された時間
gid グループ ID 番号
ln リンクカウント
maj メジャーデバイス番号
md モード
min マイナーデバイス番号
mt 最後に修正された時間
sz バイト単位のファイルサイズ
uid ユーザー ID 番号

次のニーモニックを使用して、ディレクトリを検証することができます。

di 対応するディレクトリエントリーの i番号
nm 対応するディレクトリエントリーの名前

例
386i i番号 386 を iノードフォーマットでプリントします。これが、現在のワーキング iノードにな

ります。

ln=4 ワーキング iノードのリンクカウントを４に変更します。

ln=+1 リンクカウントを１だけ増やします。

fc ワーキング iノードに対応するファイルのフラグメント０を ASCII 形式でプリントします。

2i.fd このファイルシステムのルート iノードに対するディレクトリエントリーの最初のフラグメン

トサイズの部分をプリントします。

d5i.fc 現在の iノードを、上記のコマンドで得られる５番目のディレクトリエントリー (ゼロからの

番号順で) に対応する iノードに変更ます。ファイルの最初のフラグメントに相当するバイト

を ASCII 形式でプリントします。

1b.px このファイルシステムのスーパーブロックにある最初のフラグメントを 16 進形式でプリント

します。

2i.a0b.d7=3 ルートディレクトリの第７ディレクトリスロットに対する i番号を３に変更します。この例で

は、複数の動作を組み合わせて１回のコマンド行として、どのようにまとめられるかを示しま

す。

d7.nm="newname"

ディレクトリスロットの名前フィールドを特定の文字列に変更します。名前フィールドの第１

文字が英字であれば、引用符は省略してもかまいません。

a2b.p0d 現在の iノードの第３フラグメントをディレクトリエントリーとしてプリントします。
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警告
fsdb は、知識のあるユーザーだけが使用するようにしてください。 fsdb の使用方法やファイルシステムの内

部構造について十分理解せずに使用すると、ファイルシステムが破壊されたり、データが全面的に失われたり

することがあります。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報

著者
fsdb は、HP および AT&Tで開発されました。

参照
dumpfs(1M)、 fsck(1M)、 fsdb(1M)、 stat(2)、 dir(4)

標準準拠
fsdb: SVID3
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名称
fsdb_vxfs: fsdb − VxFS ファイルシステム用デバッガ

構文
fsdb [−F vxfs] [−z inumber] special

説明
fsdb は、VxFS ファイルシステムの問題の分析や、クラッシュで損傷を受けた VxFS ファイルシステムの修復

を行います。デバッグするファイルシステムは、特殊デバイス special を使って指定します。 fsdb は、システ

ムを熟知したユーザー向けのコマンドです。

fsdb はブロックと iノード番号をそれぞれに対応するディスクアドレスへと変換する機能を持っています。ま

た、 iノードの各部分にアクセスするためのニーモニックオフセットも持っています。これらの機能により、

制御ブロックエントリーの修正作業やファイルシステムのツリーを下降する作業が非常に簡単に行えます。

デフォルトでは、数値は 10 進数とみなされます。8進数の場合は前に 0 を付け、16 進数の場合は前に 0x を付

ける必要があります。16 進数の数値を使用する場合、数値の後にスペースを入れるようにしてください。これ

は、16 進数による文字コマンドがいくつかあるからです。この説明の中では、数値を指定する必要があること

を表すために番号記号 (#) を使用しています。

fsdb は、一度に 1 ブロックずつ読み取り、raw 入出力 およびブロック入出力で作業を行います。すべての入

出力はバッファーを介さずに処理されるため、ファイルシステムは即時に変更され、他のプロセスまたはカー

ネルによって加えられた変更は fsdb で即時に認識されます。

オプション
fsdb は、以下のオプションを認識します。

generic_options 汎用 fsdb コマンドで使用可能なオプション。 fsdb(1M) を参照。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−z inumber inumber で指示された iノードを消去します (非対話型)。複数の −z オプションは累積

されます。

引き数
fsdb は、以下の引き数を認識します。

special デバッグする VxFS ファイルシステムが含まれる、デバイス特殊ファイル名。

コマンドと記号の使用
コマンド行では、それぞれのトークンをスペースで区切るとよいでしょう。コマンド解析機能ではスペースで

区切ることが必須になっているわけではありませんが、それぞれのトークンをスペースで区切っていると、コ

マンド言語が誤って解析される恐れがなくなります。例えば、コマンド 0x23b b は、現在位置を 16 進数のブ

ロック 0x23b に設定します。ところが、コマンド 0x23bb とすると、単純に 1つの 16 進数の数値として解析さ

れてしまい、このコマンドは無効になってしまいます。コマンド 23b と表記すると誤って解析される余地がな

いため、位置は 10進数のブロック 23 に設定されます。
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1 行にコマンドを 1 つずつ指定することも、複数のコマンドを 1 行に指定することもできます。複数のコマン

ドを 1行に指定する場合は、コマンドをピリオド (.) またはセミコロン (;) で区切ります。複数のコマンドを 1

行に指定すると、通常は、最後のコマンドの結果だけが表示されます。そのため、位置設定のコマンドの後に

表示用コマンドや変更用コマンドを指定しても、途中で表示が行われるということがありません。

fsdbコマンドの記号
fsdb コマンドでは、以下の記号を使用することができます。

h[mod|print] ファイルシステムの [modify|format] を表示するコマンド一覧の表示

?[mod|print] ファイルシステムの [modify|format] を表示するコマンド一覧の表示

help[mod|print] ファイルシステムの [modify|format] を表示するコマンド一覧の表示

! シェルへのエスケープ

| fsdb の出力を shell コマンドに引き渡します。

q 中止

string 文字列。文字列の中で NULL 文字を表すには ‘‘\0’’ を使用します。二重引用符を表す

には ‘‘\"’’を使用します。また、バックスラッシュを表すには ‘‘\\ ’’を使用します。

+ - ∗ / % 加減乗除および余り

= 代入

i 基本 iノードリストの iノード

ai 属性 iノードリストの iノード

au 割り当てユニット

b ブロック

im iノードの即時データ領域。小さなディレクトリやシンボリックリンクファイル (96バ

イト以下のもの) は iノード自体の中の、通常はデータブロック番号やエクステントサ

イズが保存される領域に直接保存されます。

attr 属性 iノード

cdb 現在のディレクトリブロック

d ディレクトリエントリー

a iノードアドレスエントリー

B バイト

H ハーフワード (2 バイト)
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W ワード (4 バイト)

D ダブルワード (8 バイト)

p 汎用表示機能

calc 単純なカリキュレータおよび進法コンバータ

find ファイルシステムの中で一致するパターンを見つけ出します。

fset ファイルセット

iau 基本 iノードリストの iノード割り当てユニット

aiau 属性 iノードリストの iノード割り当てユニット

cut 現在の使用テーブル

olt オブジェクトロケーションテーブル

mapi iノードエクステントの論理ファイルオフセットをマップ

reset デバイスのリセット

表示機能の表示形式
表示機能では、以下の表示形式を使用できます。

S スーパーブロックとして表示します。

A 割り当てユニットのヘッダーとして表示します。

AS 補助スーパーブロックとして表示します。

L インテントログレコードとして表示します。

I iノードとして表示します。

ST 状態テーブルブロックの一覧を表示します。

T エクステントディスクリプタ型として表示します。

dent ディレクトリエントリーとして表示します。

db ディレクトリブロックとして表示します。

dh ディレクトリヘッダーとして表示します。

o 8 進数ワードとして表示します。

oB oH oW oD それぞれ、8 進数のバイト、ハーフワード、ワード、ダブルワードとして表示しま

す。

x 16 進数ワードとして表示します。
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xB xH xW xD それぞれ、16 進数のバイト、ハーフワード、ワード、ダブルワードとして表示しま

す。

e 10 進数ワードとして表示します。

eB eH eW eD それぞれ、10 進数のバイト、ハーフワード、ワード、ダブルワードとして表示しま

す。

c 文字として表示します。

F ファイルセットヘッダーとして表示します。

C 現在の使用テーブルのエントリーとして表示します。

IA iノード割り当てユニットのヘッダーとして表示します。

oltext オブジェクトロケーションテーブルのエクステントとして表示します。

Q BSD 割り当てレコードとして表示します。

DV デバイスレコードとして表示します。

iノードフィールドの記号
iノードフィールドの変更は記号で指示できます。以下の記号が iノードのフィールドを表します。

md iノードのモードフィールド

ln iノードのリンク数フィールド

uid iノードのユーザー ID番号フィールド

gid iノードのグループ ID番号フィールド

szlo iノードのファイルサイズフィールドの低位ワード

szhi iノードのファイルサイズフィールド高位ワード

sz iノードのファイルサイズフィールド

de# iノードの直接参照エクステントデータブロック番号 (0 ～ 9)

des# iノードの直接参照エクステントサイズ (0 ～ 9)

ie# iノードの間接参照エクステントデータブロック番号 (0 ～ 1)

ies iノードの間接参照エクステントサイズ

at iノードのアクセス時間フィールド(秒)

ats iノードのアクセス時間フィールド(マイクロ秒)

ct iノードの変更時間フィールド(秒)
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cts iノードの変更時間フィールド(マイクロ秒)

mt iノードの修正時間フィールド(秒)

mts iノードの修正時間フィールド(マイクロ秒)

af iノードの割り当てフラグフィールド

gen iノードの世代数フィールド

org iノードのマッピングタイプフィールド

fe iノードの固定エクステントサイズフィールド

bl iノードの保留ブロックフィールド

eopflg iノードの拡張操作フラグフィールド

eopdat iノードの拡張操作データフィールド

rdev デバイスの場合、 iノードのデバイス番号

maj デバイスの場合、 iノードのメジャー番号

min デバイスの場合、 iノードのマイナー番号

pd ディレクトリの場合、 iノードの親ディレクトリ

res 通常のファイルの場合、 iノード予約

verhi シリアル番号の iノード高位ワード

verlo シリアル番号の iノード低位ワード

fsindex ファイルセット ID 参照

matching 一致する iノードの iノード番号

iano 間接参照属性 iノード

ディレクトリブロックフィールドの記号
ディレクトリブロックフィールドの変更は、記号で行うことができます。以下の記号がディレクトリブロック

フィールドを表します。

tfree 全空きスペース (データブロックにある場合のみ)

hash# ハッシュチェーン開始 (0～31、データブロックにある場合のみ)

d# ディレクトリエントリー (可変のエントリー数)

nhash ハッシュチェーンの数
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ディレクトリエントリーフィールドの記号
ディレクトリエントリーのフィールドの変更は、記号で指示できます。以下の記号がディレクトリエントリー

のフィールドを表します。

ino iノード番号

nm エントリー名

nmlen 名称の長さ

reclen レコード長 (データブロックにある場合のみ)

hnext 次のハッシュ名 (データブロックにある場合のみ)

ファイルシステム内の位置と位置設定コマンド
fsdb コマンドは、ファイルシステム内のいくつかの位置を保持します。

• 現在の位置

• 現在の基本 iノードの位置 (i)

• 現在の属性 iノードの位置 (ai)

• 現在の iノードタイプ (i または ai)

• 現在のファイルセットヘッダーの位置 (fset)

• 現在の割り当てユニットの位置 (au)

• 現在の基本 iノード割り当てユニット (iau) の位置

• 現在の iノード割り当てユニットタイプ (iau か aiau)

• 現在の属性 iノード割り当てユニット (aiau) の位置

これらは、さまざまな fsdb コマンドに使用されます (au の位置は、バージョン 2 ディスクレイアウト上でのみ

サポートされています)。

以下のコマンドがサポートされています。

# B|H|W|D ファイルシステムの現在位置を、バイト、ハーフワード、ワード、またはダブルワー

ドで指定したオフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場

合は、そのバイト、ハーフワード、ワード、またはダブルワードが 16 進数で表示さ

れます。

+|- # B|H|W|D 現在の位置を、バイト、ハーフワード、ワード、またはダブルワードで指定した相対

オフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、そのバ

イト、ハーフワード、ワード、またはダブルワードが 16 進数で表示されます。

# au ファイルシステムの現在位置を、指定した割り当てユニット (au) 位置に設定します。

現在の割り当てユニット位置を、結果のオフセットに設定します。このコマンドが行
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の最後に指定されている場合は、割り当てユニットヘッダーが表示されます。

+|- # au ファイルシステムの現在位置を、現在の割り当てユニット (au) 位置から指定したサイ

ズだけ移動します。現在の割り当てユニット位置を、結果のオフセットに設定しま

す。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、割り当てユニットヘッダーが

表示されます。

au ファイルシステムの現在位置を、現在の割り当てユニット位置に設定します。このコ

マンドが行の最後に指定されている場合は、割り当てユニットヘッダーが表示されま

す。

# b ファイルシステムの現在位置を、ブロックで指定したオフセットに設定します。現在

のブロック位置を結果のオフセットに設定します。ブロックサイズはファイルシステ

ムのブロックサイズです。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、ブロッ

ク中の最初のワードが 16 進数で表示されます。

+|- # b 現在位置を、ブロックで指定した相対オフセットに設定します。現在のブロック位置

を結果のオフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合

は、ブロック中の最初のワードが 16 進数で表示されます。

b 現在位置を、現在のブロック位置 (直前の [+|-] # b 操作で指定したブロック) に設定し

ます。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、ブロック中の最初のワード

が 16 進数で表示されます。

cut 現在位置を、現在の使用テーブル (cut) に設定します。このコマンドが行の最後に指

定されている場合は、現在の使用テーブルの最初のエントリーが表示されます。

dev 現在位置を、一次デバイスの構成レコードに設定します。このコマンドが行の最後に

指定されている場合は、デバイス構成レコードが表示されます。

# fset ファイルシステムの現在位置を、指定したファイルセット索引のファイルセットヘッ

ダーエントリーに設定します。現在のファイルセット位置を結果のオフセットに設定

します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、指定のファイルセット

ヘッダーが表示されます。

+|- # fset ファイルシステムの現在位置を、現在のファイルセット位置と相対する指定位置の

ファイルセットヘッダーエントリーに設定します。現在のファイルセット位置を結果

のオフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、指定

のファイルセットヘッダーが表示されます。

fset ファイルシステムの現在位置を、現在のファイルセット位置に設定します。このコマ

ンドが行の最後に指定されている場合は、現在のファイルセットのファイルセット

ヘッダーが表示されます。

# aiau ファイルシステムの現在位置を、ファイルセット中の指定した属性 iノード割り当て

ユニット (aiau) に設定します。現在の属性 iノード割り当てユニット位置を結果のオ
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フセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、属性 i

ノード割り当てユニットヘッダーが表示されます。

+|- # aiau ファイルシステムの現在位置を、現在の属性 iノード割り当てユニット (aiau) 位置と

相対した指定位置に設定します。現在の属性 iノード割り当てユニット位置を結果の

オフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、属性 i

ノード割り当てユニットヘッダーが表示されます。

aiau ファイルシステムの現在位置を、現在の属性 iノード割り当てユニット (aiau) に設定

します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、属性 iノード割り当てユ

ニットヘッダーが表示されます。

# iau ファイルシステムの現在位置を、ファイルセット中の指定した iノード割り当てユ

ニット (iau) に設定します。現在の iノード割り当てユニット位置を結果のオフセット

に設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、 iノード割り当て

ユニットヘッダーが表示されます。

+|- # iau ファイルシステムの現在位置を、現在の iノード割り当てユニット (iau) 位置から指定

したサイズだけ移動します。現在の iノード割り当てユニット位置を結果のオフセッ

トに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、 iノード割り当

てユニットヘッダーが表示されます。

iau ファイルシステムの現在位置を、現在の iノード割り当てユニット (iau) 位置に設定し

ます。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、 iノード割り当てユニット

ヘッダーが表示されます。

# ai 現在のファイルセットの現在位置を、指定した属性 iノードの iリストエントリーに設

定します。現在の属性 iノード位置を結果のオフセットに設定します。このコマンド

が行の最後のコマンドの場合は iノードの iリストエントリーが表示されます。

+|- # ai 現在のファイルセットの現在位置を、指定した相対属性 iノードの iリストエントリー

に設定します。現在の属性 iノード位置を結果のオフセットに設定します。このコマ

ンドが行の最後のコマンドの場合は iノードの iリストエントリーが表示されます。

ai 現在のファイルセットの現在位置を、現在の属性 iノード位置に設定します。このコ

マンドが行の最後のコマンドの場合は iノードの iリストエントリーが表示されます。

# i 現在のファイルセットの現在位置を、指定した iノードの iリストエントリーに設定し

ます。現在の iノード位置を結果のオフセットに設定します。このコマンドが行の最

後に指定されている場合は、指定の iノードの iリストエントリーが表示されます。

+|- # i 現在のファイルセットの現在位置を、指定した相対 iノードの iリストエントリーに設

定します。現在の iノード位置を結果のオフセットに設定します。このコマンドが行

の最後に指定されている場合は、指定の iノードの iリストエントリーが表示されま

す。
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i 現在のファイルセットの現在位置を、現在の iノード位置に設定します。このコマン

ドが行の最後に指定されている場合は、指定の iノードの iリストエントリーが表示さ

れます。

a# 現在位置を、 iノードアドレス # で指示されているブロックの指定したオフセットに

設定します。アドレス 0～9 は直接参照エクステント用です (de)。アドレス 10 と 11

は間接参照エクステント用です (ie)。アドレスは、 iリストエントリーを表示する時点

で表示されます。現在のブロック位置を結果のオフセットに設定します。このコマン

ドが行の最後に指定されている場合は、ブロック中の最初のワードが 16 進数で表示

されます。

im 現在位置を、現在の iノードの即時データ領域に設定します。現在のブロック位置を

結果のオフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、

領域の最初のワードが 16 進数で表示されます。

attr 現在位置を、現在の iノードの属性データ領域に設定します。現在のブロック位置を

結果のオフセットに設定します。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、

ブロック中の最初のワードが 16 進数で表示されます。

# B|H|W|D =# [#]

現在位置を設定し、指定したオフセットにある数値を指定した数値に変更します。ダ

ブルワードのオフセットを指定している場合、2つの数値をスペースで区切って指定

する必要があります。結果の値は 16 進数で表示されます。

+|-# B|H|W|D =# [#]

現在位置を設定し、指定した相対オフセットにある数値を指定した数値に変更しま

す。ダブルワードのオフセットを指定している場合、2 つの数値をスペースで区切っ

て指定する必要があります。結果の値は 16 進数で表示されます。

# B|H|W|D = string

現在位置を設定し、指定したオフセットにある文字を指定した文字列に変更します。

結果の値は文字列として表示されます。

+|- # B|H|W|D = string

現在位置を設定し、指定した相対オフセットにある文字を指定した文字列に変更しま

す。結果の値は文字列として表示されます。

olt 現在位置を、オブジェクトロケーションテーブル (olt) に設定します。このコマンドが

行の最後に指定されている場合は、オブジェクトロケーションテーブルが表示されま

す。

p [#] format ファイルシステムの現在のオフセットの内容のうち、指定した形式になっているエン

トリーを指定した数だけ表示します。指定可能な表示形式は前で説明したとおりで

す。表示するエントリー数を指定していないと、エントリーが 1つだけ表示されま
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す。

inode_field = # 指定した iノードフィールドの内容を指定した数値に設定します。現在の iノードは、

変更対象の iノードリストエントリーを指定します。 iノードフィールドを表す記号

は、前で説明したとおりです。

directory_block_field = #

指定したディレクトリブロックフィールドの内容を指定した数値に設定します。現在

のブロックはディレクトリブロックとして操作され、指定したフィールドがブロック

の中で表すオフセットは変更されます。ディレクトリブロックのフィールドを表す記

号は、前で説明したとおりです。

d# 現在のディレクトリエントリーを指定した数値に設定します。現在のブロックはディ

レクトリブロックとして操作されます。現在のブロックが iノードの即時データ領域

の場合、ブロックには即時ディレクトリエントリーが入っているものとして操作され

ます。このコマンドが行の最後に指定されている場合は、結果のオフセットにある

ディレクトリエントリーが表示されます。

directory_entry_field = #

指定したディレクトリフィールドの内容を指定した数値に設定します。ディレクトリ

エントリーの位置は現在のディレクトリエントリーで指示されます。結果の値は 16

進数で表示されます。

nm = string 現在のディレクトリエントリーのディレクトリ名フィールドを指定した文字列に設定

します。結果の値は文字列として表示されます。

calc # [+|-|∗ |/ #] １つの数値を、または 2つの数値の和、差、積、商を、10 進数、8 進数、16 進数、お

よび文字形式で表示します。

find # B|H|W|D [#]

指定した数値パターンをファイルシステム内で検索します。照合するオブジェクトの

サイズを指定する必要があります。ダブルワードを指定した場合は、2つの数値を指

定する必要があります。検索は現在のオフセットから順方向に行われます。検索する

最大ブロック数を指定することもできます。一致するものがあると、その位置と値が
16 進数で表示されます。

find string [#] 指定した文字列をファイルシステム内で検索します。検索は現在のオフセットから順

方向に行われます。検索する最大ブロック数を指定することもできます。一致するも

のがあると、その位置と文字列が表示されます。

fmtlog すべてのインテントログエントリーの形式を整えます。完全にフォーマットされたイ

ンテントログはかなり長くなることがあります。そのため、フィルターとして fsdb

コマンドを使用して出力をファイルまたはページャにリダイレクトした上で、完全な

ログフォーマットを見るようにするとよいでしょう。
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listfset すべてのファイルセットを索引および名称ごとにリストします。

mapi # 番号を現在の iノードによって記述されたファイルの論理オフセットとして扱い、論

理ファイルオフセットがマップするエクステントを表示します。

reset fsdb の終了と同等のことをし、同じデバイスを再起動します。

以下のヘルプコマンドがサポートされています。

h|help 基本ヘルプ画面を表示します。

h mod 変更に関するコマンドのヘルプ画面を表示します。

h print 表示に関するコマンドのヘルプ画面を表示します。

ヘルプコマンド
以下のヘルプコマンドが利用できます。

h|help 最初のヘルプ画面を表示。

h mod 変更コマンドのヘルプ画面を表示。

h print 表示コマンドのヘルプ画面を表示。

例
386i iノード番号 386 を iノード形式で表示し、この iノードが現在のワーク iノードになります。

ln=4 ワーク iノードのリンク数を４に変更します。

8192B.p S このファイルシステムのスーパーブロックを記号で表示します。

d7.nm = foo ディレクトリスロットの名前フィールドを、 foo に変更します。

2i.a0.d7.ino = 3 ルートディレクトリの 7番目のディレクトリスロットの iノード番号を 3 に変更します。 (こ

の例では、複数の操作を1つのコマンド行にまとめています)

23i.im.d5 iノード 23 の即時領域にある 6番目のディレクトリエントリーを表示します。

警告
fsdb を使用してファイルシステムを変更した後は、必ずファイルシステムの検証 ( fsck(1M) を参照) を実行し

てください ( fsck −o full,nologを使用)。

fsdb の一部の機能は、特定の VxFS レイアウトバージョンにのみ適用されます。

参照
fsck_vxfs(1M)、 fsdb(1M)
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名称
fsirand −乱数の iノード世代番号のインストール

構文
/usr/sbin/fsirand [-p] special

説明
fsirand は、 special デバイス上のすべての iノードに乱数の iノード世代番号をインストールし、さらに、スー

パーブロック内にファイルシステム ID をインストールします。このプロセスは NFS によってエクスポートさ

れるファイルシステムの機密保護を強化します。

fsirand を使用できるのは、 fsck ( fsck(1M) を参照) によってチェックされ、マウント解除されたファイルシス

テムに対してだけです。唯一の例外として、 reboot -n を実行した直後にシステムがリブートされる場合、シン

グルユーザーモードで使用されているルートファイルシステムに対して、 fsirand を使用することができま

す。

-p オプションを指定すると、すべての iノードに対する世代番号がプリントされます。

警告
fsirand は、HFS ファイルシステムに対してだけサポートされています。マウントされたファイルシステムに

対して fsirand を実行してはなりません。 fsirand をルートファイルシステムに対して実行する場合には、シス

テムはシングルユーザーモードでなければなりません。また、 reboot -n を実行した直後にシステムをリブート

しなければなりません。

著者
fsirand は、Sun Microsystems, Inc.が開発しました。

参照
statfs(2)
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名称
fstyp −ファイルシステムタイプの判定

構文
/usr/sbin/fstyp [-v] special

説明
fstyp コマンドは、マウントまたはマウント解除されたファイルシステムのタイプをユーザーに通知します。
special は、デバイス特殊ファイルを表します(例 /dev/dsk/c1t6d0)。

ファイルシステムタイプを決定するために、指定された special ファイルのスーパーブロックが読み取られま

す。スーパーブロックが正常に読み取られた場合、コマンドは標準出力にファイルシステムタイプ識別子をプ

リントして、 0 の終了ステータスで終了します。ファイルシステムタイプの指定がないと、エラーメッセージ
unknown_fstyp (同等のコマンドなし) がプリントされ、終了ステータスは 1 となります。終了ステータス 2

は、現在のところ使用されていませんが、ファイルシステムが複数のファイルシステムタイプに一致するとい

う状況用に予約されています。その他のエラーが発生すると終了ステータス 3 が戻されます。

ファイルシステムタイプを決定するために、指定された special ファイルのスーパーブロックが読み取られま

す。

オプション
-v 冗長な出力を生成します。ファイルシステムのスーパーブロックに関する情報が出力され

ます。

戻り値
fstyp は次の終了コードを戻します。

0 正常終了。
1 ファイルシステムタイプが不明。
2 ファイルシステムが複数のタイプに一致。
3 使用上のエラーまたはアクセス上の問題。

例
ディスク /dev/dsk/c1t6d0 上のファイルシステムのタイプを調べます:

fstyp /dev/dsk/c1t6d0

論理ボリューム /dev/vg00/lvol6 上のファイルシステムのタイプを調べます:

fstyp /dev/vg00/lvol6

特定のデバイスファイルのファイルシステムタイプと、そのスーパーブロックに関する情報を調べます:

fstyp -v /dev/dsk/c1t6d0

参照
stat(2), statvfsdev(3C)
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名称
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

構文
/usr/lbin/ftpd [-l] [-p] [-v] [-t timeout ] [-P] [-T maxtimeout ] [-u umask ] [-U] [-K]

[-B size] [-a | -A] [-L] [-i] [-o] [-m number_of_tries ] [-n nice_value] [-q | -Q]

[-r rootdir] [-V] [-w | -W] [-X] [-I] [-s | -S] [-c ctrlport] [-C dataport]

説明
ftpd は、 DARPA インターネットのファイル転送プロトコルサーバーです。これは、インターネットデーモン

によって実行することが想定されています (inetd(1M) および inetd.conf (4) を参照)。 /etc/services (services(4) を

参照) に定義されている ftp サービス仕様のポートでサービス要求が受信されると、 inetd が ftpd を実行しま

す。

オプション
ftpd は以下のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。

-a 構成ファイル /etc/ftpd/ftpaccessを使えるようにします。 ( ftpaccess(4) を参照。)

-A 構成ファイル /etc/ftpd/ftpaccessを使えないようにします。 ( ftpaccess(4) を参照)

-B size データソケットのバッファーサイズを size 個の 1024 バイトブロックに設定します。
size の有効な範囲は 1 ～ 2097151 です (デフォルトは 56 )。注記: バッファーサイズ

を大きくすると、高速リンク(たとえば、FDDI)では ftpd の性能は改善しますが、低

速リンク (たとえば、X.25) では接続時間が長くなることがあります。

注記: バッファーサイズを 1024 バイトの倍数以外の値に設定する必要がある場合は、
size の後に、スペースを入れないで「B」を直接付けてください。その場合、 size は

バイト単位の値として解釈されます。たとえば、バッファーサイズの値を「1500」に

するには、 -B 1500B と指定します。

-c ctrlport

-C dataport デーモンで使われるコントロールポート番号とデータポート番号を変更します。デー

モンは通常、 /etc/services ( services(4) を参照) を参照して、「ftp」と「ftp-data」で使

うポート番号を決定します。 /etc/services に「ftp-data」のエントリーがないときに、
-C オプションを指定しないと、デーモンはコントロール接続ポートの 1 つ前のポー

トを使います。サーバーをスタンドアロンデーモンとして実行する場合は、 -c および
-C オプションが、両方とも有効です。それ以外の場合は、 -C オプションだけが使え

ます。
-i ftpd サーバーで受信するすべてのファイルを xferlog にログとして記録します ( xfer-

log(5) を参照)。 /etc/ftpd/ftpaccess ファイルに指定がある場合は、このオプションよ

りそちらの方が優先します ( ftpaccess(4) を参照) 。
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-I クライアントのユーザー名を調べるために、RFC931 (AUTH/ident) を使います。

-K このオプションの指定は、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ有効です。

ネットワーク認証が失敗した場合にアクセスを拒否するようにします。 sis(5) を参照

してください。

-l すべてのFTP セッションを syslog ファイルにログとして記録します。

-L ftpd サーバーに送信されてくるすべてのコマンドを syslog にログとして記録します。
-L オプションより /etc/ftpd/ftpaccess ファイルの指定の方が優先します ( ftpaccess(4)

を参照)。 -L オプションを指定すると、コマンドがデフォルトで syslog にログとして

記録されます。

-m number_of_tries

bind() ソケットコールの試行回数を指定します。

-n nice_value ftpd プロセスの nice 値を設定します。このオプションを使う場合は、 /etc/ftpd/ftpac-

cess ファイル内に nice が設定されていないことを確認してください ( ftpaccess(4) 参

照)。

-o ftpd から送信するすべてのファイルを xferlog ( xferlog(5) を参照) にログとして記録し

ます。ログに記録されるのは、ftpd サーバーから送出されるファイルです。このオプ

ションより /etc/ftpd/ftpaccessファイルの指定が優先します ( ftpaccess(4) を参照)。

-p 特に指定しない限り、ftpd では、クライアントシステムが発信ポートとして予約済み

のポートを指定してきても受け付けません。したがって、PORT コマンドでは予約済

みポートを指定できません。このオプションを使用することで、クライアント側で予

約済みポートを指定できるようになります。ただし、予約済みポートを使用すると
ftpd が誤動作する可能性があるので、注意してください。このオプションを有効にす

る前に、セキュリティに問題がないことを確認する必要があります。

-P 他社の転送を可能にします。

-q | -Q デーモンが PID ファイルを使うかどうかを指定します。これらのファイルは、制限指

令で各アクセスクラスの同時ユーザー数を決定するために必要です。 PID ファイルを

使用しないようにすると、ユーザー数を制限できません。デフォルトは -q で、この

場合、PID ファイルを使います。 PID ファイルを使わないようにするには、 -Q を指

定します。アクセス権によって PID ファイルの使用が禁止されているときに、通常の

ユーザーとしてサーバーを試験する場合は、 -Q オプションを使います。同時ユー

ザー数の制限を望まない大規模で混雑したサイトでも、PID ファイルを使わないこと

が考えられます。

-r rootdir デーモンに対し、ローディングの直後に、指定した rootdir へ chroot ( chroot(2) を参

照) で移動することを指示します。このオプションを使うことで、デーモンを通して

侵入を受けた場合に被害を受けるファイルの範囲を制限できるので、システムのセ
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キュリティを改善することができます。このオプションは anonymous FTP に似ていま

す。このオプションを有効に機能させるためには、指定した rootdir にファイルを追加

することが必要な場合もありますが、何が必要かはシステムによって異なります。

-s | -S デーモンをスタンドアロンモードで実行します。 -S オプションは、デーモンをバッ

クグラウンドで実行するときに指定します。システム初期化時の起動スクリプト
(rc.local) で役に立ちます。 -s オプションは、デーモンをフォアグラウンドで実行する

場合に指定します。 init ( init(1M) を参照) から実行させるときに便利です。

-t timeout このオプションを指定すると、 ftpd は、 timeout で指定した秒数の間活動のないセッ

ションを、タイムアウトで終了させます。特に指定しない限り、 ftpd は、活動のない

状態が 15 分続くと、そのセッションを終了させます。

-T maxtimeout クライアントは、さまざまなタイムアウト期間を要求することもできます。 -T オプ

ションは、クライアントが要求できる最大タイムアウトを秒単位で maxtimeout に設定

します。デフォルトの場合には、最大のタイムアウトは 2時間です。

-u umask デフォルトの ftpd umask を 027 から umask に変更します。

-U データを送信する場合に sendfile() と send() を使わないようにします。このオプショ

ンは、リンクが 1 つのパケットを複数のバッファーで処理できないときに使います (

たとえば、ギガビットイーサネット)。

-v デバッグ情報を syslog ファイルに書き込みます。

-V プログラムに著作権の情報とバージョン番号を表示させた後、終了させます。

-w | -W ユーザーのログインを wtmps と btmps ファイルに記録するかどうかを指定します。
-W オプションを指定すると、ユーザーのログインは wtmp と btmps ファイルに記録

されません。デフォルトは (-w) で、この場合、すべてのログイン、ログアウト、不正

ログインが記録されます。

-X -i および -o オプションで作成した出力を、xferlog ファイルではなく、syslog に保存

するように指示します。このオプションによって、複数のホストから出力を収集し

て、1 つの中央ログホストに記録することができます。

ftpd は現在、以下のコマンドをサポートしています (大文字および小文字は同じものとして解釈されます)。

コマンド 説明

ABOR 前のコマンドを打ち切ります。
ACCT アカウントを指定します (無視されます)。
ALLO 記憶領域を割り当てます (効果はありません)。
APPE ファイルに追加します。
CDUP 現在のワークディレクトリの親に変更します。
CWD ワークディレクトリを変更します。
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DELE ファイルを削除します。
DELE ファイルを削除します。
EPSV サーバーを、データポートで接続を待つようにリスンさせます。
EPRT データ接続に拡張アドレスを使います。
HELP ヘルプ情報を表示します。
LIST ディレクトリ内のファイルのリストを表示します (ls -l) 。
LPRT データ接続にロングアドレスを使います。
LPSV サーバーを、データポートで接続を待つようにリスンさせます。
MKD ディレクトリを作成します。
MDTM ファイルを最後に変更した時刻を表示します。
MODE データ転送モードを指定します。
NLST ディレクトリ内のファイル名のリストを表示します。
NOOP 何も実行しません。
PASS パスワードを指定します。
PASV サーバー間の転送の準備を行います。
PORT データ接続ポートを指定します。
PWD 現在のワークディレクトリを出力します。
QUIT セッションを終了します。
REST 未完了の転送を再起動します。
RETR ファイルを抽出します。
RMD ディレクトリを削除します。
RNFR 名前を変更するファイル名を指定します。
RNTO 名前を変更したファイル名を指定します。
SITE 標準外のコマンド (次項を参照)

SIZE ファイルのサイズを返します。
STAT サーバーの状態を返します。
STOR ファイルを保存します。
STOU 一意な名前でファイルを保存します。
STRU データ転送構造 (structure) を指定します。
SYST サーバーシステムのオペレーティングシステムのタイプを表示します。
TYPE データ転送タイプ (type) を指定します。
USER ユーザー名を指定します。
XCUP 現在のワークディレクトリの親に変更します。
XCWD ワークディレクトリを変更します。
XMKD ディレクトリを作成します。
XPWD 現在のワークディレクトリを出力します。
XRMD ディレクトリを削除します。

以下のコマンドは ftpd が Kerberos V5 ( sis(5) を参照) に基づくセキュアな環境で動作している場合にだけサ

ポートされます。
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コマンド 説明

AUTH 認証/セキュリティ方法
ADAT 認証/セキュリティデータ
CCC コマンドチャネルのクリア
ENC プライバシ保護コマンド
MIC 完全性保護コマンド
PROT データチャネルの保護レベル (レベル「C」のみ)

PBSZ 保護バッファーサイズ (無効)

これらのコマンドは、『FTP security extensions』のドラフト 8 で説明されています。

SITE コマンドによって、以下の標準外のコマンドまたは HP-UX固有のコマンドがサポートされています。

コマンド 説明

UMASK umask を変更します (たとえば、 SITE UMASK 002)。
IDLE 待ち時間を設定します (たとえば、 SITE IDLE 60)。
CHMOD ファイルのモードを変更します (たとえば、 SITE CHMOD 755 filename)。
HELP ヘルプ情報を表示します (たとえば、 SITE HELP)。
NEWER 特定の日付より新しいファイルを一覧表示します。
MINFO SITE NEWER と同様の、さらに詳しい情報が表示されます。
GROUP 特別なグループアクセスを要求します。(例: SITE GROUP foo)

GPASS 特別なグループアクセスパスワードを要求します。(例: SITE GROUP foo)

EXEC プログラムを実行します。(例: SITE EXEC プログラムパラメータ)

SITE EXEC コマンドで実行するプログラムは /etc/ftpd/ftp-exec ディレクトリに置かれている必要があります。

実行されるプログラムはバイナリプログラムファイルまたは実行可能なシェルスクリプトです。たとえば、以

下のプログラム

cat /etc/ftpd/ftp-exec/hi.sh

#!/usr/bin/sh

echo hello

に対して、以下の SITE EXEC コマンドを実行すると、

ftp> site exec hi.sh

出力は以下のようになります。

200-hi.sh

200-hello

200 (end of ’hi.sh’)

注記: システムのセキュリティは、管理者が /etc/ftpd/ftp-exec ディレクトリに置くバイナリまたはシェルスク

リプトに、完全に依存しています。シェルスクリプトのアクセス権を持つ真のユーザーであれば、この機能を

使わせても重要なセキュリティ問題を引き起こしませんが、シェルスクリプトのアクセス権を持たない
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anonymous および guest ユーザーにこの機能を使わせると、問題を引き起こす可能性があります。

インターネットの RFC 959 に記述されている残りの FTP 要求は、解釈されますが実行されません。 MDTM お

よび SIZE は、 RFC 959 では指定することはできませんが、次にアップデートされる FTP RFC では使用でき

るようになる予定です。

インターネットの RFC 959 で示すように、Telnet のコマンドストリーム内で、 ABOR コマンドの前に Telnet

の「割り込みプロセス」 (IP) シグナルと Telnet の「同期」シグナルを送信した場合にだけ、 FTP サーバーは

実行中のファイル転送を打ち切ります。データ転送中に STAT コマンドを受信する前に Telnet の IP と同期シ

グナルがある場合に、 ftpd は転送の状態を返します。

ftpd は、 csh(1) によって使用される「展開」規則に従ってファイル名を解釈します。これによってユーザー

は、メタキャラクタの * . [ ] { } ˜ および ? を利用することができます。

ftpd は、以下の 3つの規則に従ってユーザーの正当性を認証します。

• ユーザー名は、パスワードデータベース /etc/passwd 内に登録されている必要があります。また、

そのパスワードがヌルであってもなりません。クライアントがユーザーに対して正しいパスワード

を与えてからでなければ、ファイル操作を実行することはできません。

• ユーザー名が /etc/ftpd/ftpusersファイル内に存在してはなりません ( ftpusers(4) を参照)。

• ユーザーは、 getusershell()が返す標準的なシェルを持つ必要があります。

オプションとして、システム管理者はだれでもアクセスできる「anonymous FTP」を許可することもできま

す。これが設定されている場合には、ユーザー名 anonymous または ftp で任意のヌルでないパスワード (通常

は、クライアントのホスト名) を指定して anonymous FTP にアクセスすることができます。 ftpd は、ユーザー
ftp のホームディレクトリに対して chroot () を実行するので、 anonymous FTP ユーザーのシステムへのアクセ

スは制限されることになります。ユーザー名が anonymous または ftp の場合には、 anonymous FTP アカウント

がパスワードファイル内に存在しなければなりません (ユーザー ftp)。このような場合には、ユーザーは、任

意のパスワードを指定してログインすることができます (通常は、ユーザーの電子メールのアドレスで渡され

ます)。

anonymous FTP を許可するには、 passwd(4) データベース内に ftp という名前のアカウントに対するエントリー

が必要です。パスワードフィールドが * で、所属するグループが guest で、ログインシェルが /usr/bin/false で

なければなりません。以下に例を示します (guest のグループ ID が 10 と想定)。

ftp:*:500:10:anonymous ftp:/home/ftp:/usr/bin/false

anonymous FTP ディレクトリは、以下のように設定してください。

˜ftp FTP アカウントのホームディレクトリは、所有者がユーザー root でモードが 555 (書き込み不可) でな

ければなりません。このディレクトリに対して ftpd は chroot() を実行するので、このディレクトリに

は以下のサブディレクトリおよびファイルが入っていなければなりません。
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˜ftp/usr/bin

このディレクトリは、所有者がルートで、モードが 555 (書き込み不可) でなければなりま

せん。ファイル /sbin/ls を ˜ftp/usr/bin にコピーしなければなりません。これは、 ftpd にお

いてディレクトリ表示をサポートするために必要です。このコマンドはモード 111 (実行専

用) でなければなりません。 FTP アカウントが /sbin と同じファイルシステム上にある場

合には、 ˜ftp/usr/bin/ls はハードリンクであってもかまいませんが、 chroot() の実行結果に

よってはシンボリックリンクであってはならない場合もあります。システムをアップデー

トする際には、このコマンドを置き換える必要があります。

˜ftp/etc このディレクトリは、所有者がルートで、モードが 555 (書き込み不可) でなければなりま

せん。この中には、 passwd および group のファイルが入っていなければなりません。
passwd(4) および group(4) を参照してください。これらのファイルは、所有者がルート

で、モードが 444 (読み取り専用) でなければなりません。これらのファイルは、 LIST コ

マンドで数字ではなく名前で所有者を表示するために必要です。

˜ftp/etc/passwd

このファイルには、 ftp ユーザーおよび anonymous ftp ディレクトリ下のファイルを所有し

ているその他のユーザー全員のエントリーが入っている必要があります。これらのエント

リーでは、パスワードが * となっていなければなりません。グループ ID は、 anonymous

FTP グループファイル ˜ftp/etc/group 内にリストされていなければなりません。
˜ftp/etc/passwd 内のホームディレクトリのパス名は、この anonymous FTP のホームディレ

クトリのパス名でなければなりません。

˜ftp/etc/group

このファイルには、ファイル ˜ftp/etc/passwd 内のすべてのグループ ID に対応するグルー

プ名と、 anonymous FTP のサブディレクトリ内のファイルのすべてのグループ ID に対応

するグループ名が入っていなければなりません。

˜ftp/pub (オプション) このディレクトリは、システムにファイルを入れるために anonymous FTP

ユーザーによって使用されます。所有者がユーザー ftp で、モード 777 (すべてのユーザー

によって読み取り/書き込み可能) でなければなりません。

˜ftp/dist (オプション) anonymous ftp ユーザーに対してファイルを提供するために使用するディレク

トリは、モード 555 (書き込み不可) でなければなりません。このディレクトリに入れる

ファイルはすべてルートでログインしたユーザーによって所有され、 anonymous FTP ユー

ザーが変更または削除できないように、モード 444 (読み取り専用) でなければなりませ

ん。

注記: anonymous アカウントを作成する手順に従って、guest アカウントを作成することもできます。

診断
ftpd は、 FTP コマンドに応答して、ファイル転送時の要求と動作が必ず同期をとるようにするとともに、 ftpd

のステータスを示します。すべてのコマンドは、最低でも 1つの応答を行いますが、複数の応答が行われる場
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合もあります。応答は、3桁の数値、空白、テキスト、および行末コードで構成されます。この数値はプログ

ラムで使用され、テキストはユーザーで使用されます。数値はこの規格に従ったものでなければなりません

が、テキストは規格に従わなくてもかまいません。

メッセージの最初の桁は、その応答が正しいか、正しくないか、または不完全であるかのどれかを示します。

この最初の桁に含まれる値には 5つのものがあります。それぞれの値とその説明は次のとおりです。

1 要求された動作が起動されています。新しいコマンドを実行する前に別の応答が必要です。

2 要求された動作が完了しました。サーバーは次の要求に対する準備ができています。

3 コマンドを受け付けたが、要求された動作にはさらに多くの情報が必要です。

4 コマンドが受け付けられず、要求された動作を実行できません。しかし、このエラー状態は

一時的なものなので、この動作を再度要求することができます。

5 コマンドが受け付けられず、要求された動作を実行できません。また、同じコマンドの実行

を繰り返しても、このエラー状態が再び発生する可能性が高いです。

2桁目は、そのメッセージが指す機能分野を示します。 2桁目の値とその説明は次のとおりです。

0 構文。2桁目が0のメッセージは、構文エラーが発生したことを示します。

1 情報。2桁目が1のメッセージは、そのメッセージが情報の要求に応えていることを示しま

す。

2 接続。2桁目が2のメッセージは、そのメッセージが制御情報およびデータ接続情報の要求に

対する応答であることを示します。

3 認証およびアカウンティング。 2桁目が3のメッセージは、そのメッセージがログイン手続き

やアカウンティング手続きに対する応答であることを示します。

4 現在は、設定されません。

5 ファイルシステム。2桁目が5のメッセージは、数値の後に続くテキストにサーバーファイル

システムの状態に関する情報が含まれていることを示します。

3桁目は、2桁目に示された情報をさらに詳しく示します。以下にメッセージの例を示します。 ftpd の応答で

は、数値は同じですが、テキストは異なるので注意してください。

110 マーカー応答の再開始。 yyyy がユーザープロセスのデータストリームのマーカーで、 mmmm

が ftpd と同等のマーカーならば、 yyyy=mmmm とマークします。

120 あと nnn 分でサービス状態になります。

200 コマンドは正常です。

211 システムステータス、またはシステムヘルプ応答
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212 ディレクトリステータス

230 ユーザーがログインしました。次に進んでください。

250 要求されたファイル処理は正常です。完了しました。

331 ユーザー名を受け付けましたが、パスワードが必要です。

350 要求されたファイルの処理には詳しい情報が必要です。

425 データ接続をオープンできません。

451 要求された動作が打ち切られました。処理中のローカルエラーです。

500 構文エラーです。コマンドが認識されないかまたはコマンド行が長すぎます。

530 ログインしていません。

550 要求された処理が実行されていません。ファイルが利用不可能、検索不可能、アクセス不可

能です。

一般的な FTPの拡張
FTP サーバーにはいくつかの拡張が行われています。たとえば、RETRIEVE コマンドでファイル名を指定する

と、以下の処理が行われます。

実際のファイル名 指定ファイル名 アクション

filename.Z filename 圧縮されているファイルを

送信する前に解凍 (復元) する
filename filename.Z filename を送信前に圧縮する
filename filename.tar filename を送信前に tar で

まとめる
filename filename.tar.Z filename を送信前に tar で

まとめた後、圧縮する

また、FTP サーバーは e-mail アドレスが有効かどうかをチェックし、e-mail アドレスに間違いを検出すると、

ユーザーに通知します。 FTP クライアントで「長い応答 (すなわち、複数行の応答)」が続くようなユーザー

は、パスワードの先頭にダッシュを付加することによって、この「長い応答」の機能を無効にできます。

注記: パスワードがダッシュで始まるユーザーは、ログインを正しく行うために、パスワードにさらに余分の

ダッシュを付加する必要があります。ただし、この場合は、「長い応答」機能は無効になります。

さらに、FTP サーバーは、ファイルの送受信をすべてログに記録することができます。その場合、ファイルが

送信されるたびに、以下の情報が保存されます。

%.24s %d %s %d %s %c %s %c %c %s %s %d %s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1 DDD MMM dd hh:mm:ss YYYY形式で表した、その時点の時刻
2 送信に要した時間 (秒単位)

3 リモートホスト名
4 ファイルのサイズ (バイト単位)

5 ファイル名
6 送信タイプ (a: ASCII, b:バイナリ)

7 特殊なアクションフラグ (必要に応じ、連結):

C ファイルが圧縮された
U ファイルが解凍された
T ファイルが tar でまとめられた
_ アクションなし

8 ファイルがユーザーに送信された (o: 送出) またはユーザーから受信した (i: 受信)

9 アクセスユーザーのタイプ (r: 真のユーザー, a: anonymous, g: ゲスト)

10 ローカルユーザー名、または、guest であればその ID 文字列 (anonymous FTP のパスワード)

11 サービス名 (「ftp」その他)

12 認証方法 (ビットマスク)

0 なし
1 RFC931 認証

13 認証されたユーザー id (認証を行っている場合。そうでなければ「*」)

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。

anonymous FTP は、システムの機密保護のためには本質的には危険です。

制約
プラグ式認証モジュール (PAM)

PAM は、ユーザー認証、パスワード変更およびアカウントの検証におけるオープン団体の標準です。特に、
pam_authenticate() は、ログインに関係する機能をすべて実行するために呼び出されます。これには、パス

ワードの検索、アカウントの検証、エラーメッセージの表示が含まれます。

著者
ftpd は、カリフォルニア大学バークレー校およびミズーリ州セントルイスのワシントン大学が開発しました。

参照
ftp(1)、 inetd(1M)、 chroot(2)、 send(2)、 sendfile(2)、 getusershell(3C)、 pam_authenticate(3)、 inetd.conf(4)、
ftpaccess(4)、 ftpusers(4)、 group(4)、 passwd(4)、 xferlog(5)、 sis(5)
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名称
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

構文
/usr/sbin/fuser [-c -f] [-ku] file ... [ [-] [-c -f] [-ku] file ...] ...

説明
fuser コマンドは、指定された各 file をオープンしているプロセスのプロセス ID をリストするコマンドです。

ブロック型特殊ファイルに対しては、そのデバイス上のファイルを使っているすべてのプロセスをリストしま

す。次のように、 file がどのように使われているかを表す 1文字が、プロセス ID の後に続く場合もあります。

c file はそのプロセスのカレントディレクトリです。

r file は chroot コマンド (chroot(1M) を参照) によって指定された、そのプロセスのルートディ

レクトリです。

o そのプロセスが file をオープンしています。

m そのプロセスが file をメモリにマップしています。

t file はそのプロセスのテキストファイルです。

各ファイルに関連するプロセス ID が、空白で区切られて1行で、標準出力に表示されます。最後に1つの改行

が付きます。そのほかの出力 (ファイル名、文字、ユーザー名) は、標準エラーに書き出されます。

オプション
fuser には以下のオプションがあります。

-c マウントポイントおよびそのマウントポイントの下にあるファイルの使用状況を表示します。

各 file は、ファイルシステムのマウントポイントでなくてはなりません。

-f 指定したファイルの利用状況だけを表示します。マウントされたファイルシステムの場合、そ

の下にあるファイルに関しては表示しません。これがデフォルトです。

-u 各プロセス ID に続いて、括弧内にログインユーザー名を表示します。

-k file を使用している各プロセスに SIGKILL シグナルを送ります。ユーザー自身以外のプロセ

スを終了させるには、適切な権限が必要です。

一群のファイルに対してオプションを再指定できます。新しいオプションの集合は、古い集合を置き換えま

す。ダッシュ (-) のみを指定すると、現在有効なすべてのオプションが無効になります。

引き数
fuser には以下の引き数があります。

file 以下のいずれかの値です。

• With the −f オプションでは、ファイル名。
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• −f オプションでは、ファイルシステムのマウントポイント名またはデバイスファイル名。

• −c オプションでは、ファイルシステムのマウントポイント名。

ネットワーク機能
fuser を NFS ファイルシステムや NFS ファイルに対して使うことができます。ファイル名が /etc/mnttab 内で
NFS ファイルシステムを認識するのに使われる形式の場合、 fuser は、NFS ファイルシステムをブロック型特

殊デバイスとして扱い、そのファイルシステムを使っているすべてのプロセスを識別します。

NFS ファイルシステムとの接続が切れた場合、 fuser は失敗します。これは、ファイルシステムを識別するの

にやり取りが必要なためです。NFS ファイルシステムが再度接続された場合、以前の接続で使われた古いファ

イルハンドルが使用されます。ただし、これはその NFS ファイルシステムが同一のファイル識別 ID を持つ場

合に限られます。

例
ディスクドライブ1のアンマウントを妨げているすべてのプロセスを終了し、そのプロセスの ID とログイン名

をリストします。

fuser -ku /dev/dsk/c201d1s?

パスワードファイルをオープンしているプロセスの ID とログイン名をリストします。

fuser -u /etc/passwd

上の2つの例を1つのコマンドにまとめます。

fuser -ku /dev/dsk/c201d1s? - -u /etc/passwd

デバイス /dev/dsk/c201d1s7 がディレクトリ /home にマウントされている場合、そのデバイスを使っているプ

ロセス ID とログイン名をリストします。また、 /home が NFS ファイルシステムのマウントポイントである場

合、その NFSファイルシステムを使っているプロセスの ID とログイン名をリストします。

fuser -cu /home

machine1:/filesystem/2mount が NFSファイルシステムの場合、そのファイルシステム上のファイルを使ってい

るすべてのプロセスをリストします。それが、NFS ファイルシステムでない場合、それを普通のファイルとし

て扱います。

fuser machine1:/filesystem/2mount

参照
ps(1), mount(1M), kill(2), signal(2)

標準準拠
fuser: SVID2, SVID3
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名称
fwtmp, wtmpfix − 接続アカウンティングレコードの操作

構文
/usr/sbin/acct/fwtmp [ −icX ]

/usr/sbin/acct/wtmpfix [ files ]

説明
fwtmp

fwtmp は、標準入力から wtmps 内にあるタイプと同じバイナリレコードを読み取り、フォーマット済みの
ASCII 形式のレコードに変換して標準出力に書き込みます。レコードをこのように ASCII 形式にすると、
ed(1) を使用して、不良レコードを編集することができます。また、ファイルの一般的な保守を行う場合に有効

です。

引数 −ic は、入力を ASCII 形式、出力をバイナリ形式にすることをあらわします。 (引数 i と c は独立してい

て、それぞれ ASCII 形式入力とバイナリ出力を指定します)。したがって、 −i は、ASCII 形式を ASCII 形式で

コピーし、 −c はバイナリ形式をバイナリ形式でコピーします。 -X は、 wtmps 単位のレコードを読み取るの

に使用されます。 -X が使用されていない場合は、 utmp 単位の構造体が読み取られます。

wtmpfix
wtmpfix は標準入力または wtmps フォーマットで指定したファイルを検査し、入力に一貫性をもたせるために

時刻/日付スタンプを修正して、標準出力に書き込みます。 − を files の代わりに使用すると、標準出力を指定

できます。時刻/日付の修正が行われなかった場合、 acctcon1 は日付が変更されたレコードがあるとフォルト

します。

日付が設定されるごとに、2レコード 1組の日付変更レコードが WTMPS_FILE に書き込まれます。このうち

第 1番目のレコードは、行フィールドにある文字列 old time 、および utmps 構造のタイプフィールドにあるフ

ラグ OLD_TIME のそれぞれに記されている古い日付です。第 2番目のレコードは、新しい日付を示し、行

フィールドにある文字列 new time 、および上と同じタイプフィールドにあるフラグ NEW_TIME のそれぞれ

に記されています。 wtmpfix は、これらのレコードを使用して対象のファイル内の全タイムスタンプを同期し

ます。 wtmpfix は、標準出力に書き込むときには、古い日付変更レコード内の utmps 構造の時刻フィールドを

新しい日付変更レコード内の時刻フィールドと同じ値にすることで、日付変更レコードを無効にします。この

作業によって、 wtmpfix と acctcon1 が各 1組の日付変更コードを 2度以上使用しないようにします。

時刻 /日付スタンプを修正するほかに、 wtmpfix は、名称フィールドの有効性を確認します。つまり、この

フィールドが英数字とスペースからなっていることを確認します。無効な名称があると、ログイン名を
INVALID に変更し、標準エラーに診断を書き込みます。この作業によって、 acctcon1 が接続アカウンティン

グレコードを処理するときに実行を失敗するリスクを減らします。

診断
wtmpfix は以下の診断メッセージを生成します。

Cannot make temporary: xxx failed to make temp file
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Input truncated at offset: xxx missing half of date pair

New date expected at offset: xxx missing half of date pair

Cannot read from temp: xxx some error reading

Bad file at offset: xxx ut_line entry not digit, alpha, nor | or {

(First character only checked.)

Out of core: malloc fails. (Saves table of date changes.)

No dtab: software error (Rarely seen, if ever.)

警告
fwtmpは、無意味なデータの入力の場合も含めて、エラーをまったく生成しません。

ファイル
/usr/include/utmp.h

/var/adm/wtmp

/var/adm/wtmps

参照
ed(1), acct(1M), acctcms(1M), acctcom(1M), acctcon(1M), acctmerg(1M), acctprc(1M), acctsh(1M), runacct(1M), acct(2),

acct(4), utmp(4), wtmps(4)

標準準拠
fwtmp: SVID2, SVID3

wtmpfix: SVID2, SVID3
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名称
gated −ゲートウェイ経路指定デーモン

構文
gated [-b buffer_size ] [-c] [-C] [-n] [-N] [-r] [-ttrace_options ] [-f config_file ] [trace_file ]

説明
gated は、複数の経路指定プロトコルを処理し、routed や egpup、およびその他の HELLO 経路指定プロトコル

を使用するあらゆる経路指定デーモンに置き換わる経路指定デーモンです。 gated は現在、RIP、BGP、
EGP、HELLO、および OSPF 経路指定プロトコルを取り扱います。それぞれの経路指定プロトコル、またはそ

れらの任意のサブセットを実行するために、 gated プロセスを設定することができます (後述の警告を参照)。

オプション
コマンド行オプションは以下のとおりです。

-b buffer_size ソケット読み取り/書き込みバッファーのバッファーサイズを指定します。バッファーサイ

ズは 1MB (メガバイト) 以上でなければなりません。また、使用可能なシステムメモリー

も超えてはいけません。このオプションを指定しない場合、バッファーサイズは使用可能

なシステムメモリーのサイズになります。

-c 構文エラーを調べるため設定ファイルを構文解析し、 gated はその後、終了するように指

定します。 gated は、エラーがなければ /var/tmp/gated_dump にダンプファイルを残しま

す。 -c オプションを使用するのに gated をスーパーユーザーとして実行する必要はありま

せんが、スーパーユーザーとして実行しない場合は、カーネルの転送テーブルおよびイン

タフェース設定を読み取ることができない可能性があります。 -c オプションは、暗黙的

に、 -tgeneral を意味します。設定ファイルにおけるすべての trace_option 節は無視されま

す。

-C 構文エラーを調べるために設定ファイルの構文解析のみを行うように指定します。 gated

は、エラーがあればステータス１で、エラーがなければステータス０ (ゼロ) で終了しま

す。 -C オプションを使用するのに gated をスーパーユーザーとして実行する必要はあり

ませんが、スーパーユーザーとして実行しない場合は、カーネルの転送テーブルおよびイ

ンタフェース設定を読み取ることができない可能性があります。

-n gated がカーネル転送テーブルを変更しないように指定します。これは、実際の経路指定

データで gated 設定をテストするのに使用します。

-N gated にデーモン化しないように指定します。通常、 stderr へのトレーシングを指定しな

いと、親のプロセス ID が１でなければ gated はデーモン化します。これにより、PID 1 を

持たない gated の /etc/inittabの呼び出し方法を使用することが可能になります。

-r あて先への経路が複数ある場合に、ゲートウェイの IP アドレスが降順になるように、
gated が経路をカーネルに追加することを指定します。
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-ttrace_options コンマで区切ったトレースオプションのリストをスタートアップ時にイネーブルするよう

指定します。フラグがまったく指定されていない場合には、 general がデフォルト指定さ

れます。このオプションとその引き数の間にスペースを入れないようにしてください。

このオプションは、インタフェース構成の決定およびカーネルからの経路の読み取りなど

の、設定ファイルを解析する前に発生するイベントをトレースするために使用しなければ

なりません。

有効なトレースオプションとトレースの詳細は『 GateD Configuration Guide 』にありま

す。

-f config_file 代替設定ファイルを使用します。デフォルトの場合には、 gated は /etc/gated.conf を使用

します。

trace_file トレース情報が含まれるトレースファイル

コマンド行でトレースファイルを指定するか、またはトレースフラグを指定しない場合

は、 gated はそのターミナルの接続を解除して、バックグラウンドで実行されます。ト

レースファイルを指定しないで、トレースフラグを指定している場合には、 gated はト

レーシングは stderr に送るものと仮定し、そのままフォアグラウンドにいます。

シグナル処理
以下のシグナルを使って gated を制御できます。

SIGHUP 設定を再読み取りします。 SIGHUP によって、 gated は設定ファイルを再読み取りしま

す。 gated は、最初すべての構造のクリーンアップを実行します。すべての BGP および
EGPピアに削除用のフラグが立てられ、この設定ファイルが再解析されます。

再解析が正常に終了すると、設定ファイルから削除された BGP および EGP ピアは

シャットダウンされ、新しいピアが起動されます。 gated は、既存のピアを変更する際

に、シャットダウンおよび再起動が必要かどうかを判定します。 OSPF は、再設定する

とシャットダウンして再起動するため、再設定することができません。これにより、経

路指定システムに悪影響を及ぼす可能性があります。

gated を再起動しないで、任意のプロトコルを使用可能/使用不能にしたりすることも可

能でなければなりません。

SIGINT 現在の状態のスナップショット

すべての gated の作業、タイマー、プロトコル、およびテーブルの現在の状態が
/var/tmp/gated_dump に書き出されます。

fork() をサポートしているシステム上では、 gated の経路指定機能に影響しないように、

テーブル情報をダンプするためのサブプロセスを fork することによって、この処理を行

います。メモリー管理で書き込み時のコピーをサポートしていないシステムでは、fork

によって、 gated のアドレススペースが重複してしまい、システムに大きな悪影響を及
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ぼすことになる可能性があります。 fork() をサポートしていないシステムでは、メイン

プロセスがただちにダンプを処理するので、 gated 経路指定機能に影響を与える可能性

があります。

SIGTERM 正常シャットダウン

gated は、 SIGTERM を受信すると、正常なシャットダウンを行い、すべての作業およ

びプロトコルをシャットダウンします。ユーザーの確認を求める EGP ピア以外の大部分

のものはただちに終了します。この処理に時間がかかりすぎる場合には、 SIGTERM を

１回ないしは２回繰り返すことが必要になります。

SIGTERM を受信すると、すべてのプロトコル経路が、カーネルの経路指定テーブルか

ら削除されます。インタフェース経路、(サポートされている場合は route コマンドから)

RTF_STATIC をセットされた経路、および retain を指定した静的経路は残ります。外部

経路が削除されないようにして gated を終了するためには、 SIGKILL を使用します。

SIGUSR1 トレーシング機能の切替え

gated は、 SIGUSR1 を受信すると、トレースファイルをクローズします。その後に
SIGUSR1 を受信すると、トレースファイルは再オープンされます。これによって、ファ

イルを定期的に移動することができます。

トレースファイルを指定していない場合、またはトレーシングが stderr に実行されている

場合、 SIGUSR1を使用することはできません。

SIGUSR2 インタフェースの変更をチェックします。

SIGUSR2 を受けると、 gated はカーネルインタフェースリストを再走査し、変更がない

か調べます。

警告
gated は、 BGP プロトコルのための準備を行いますが、 HP では現時点では BGP プロトコルを正式にサポー

トしているわけではありません。 RIP バージョン２の機能 (RFC1388) には現在サポートしていないものがあり

ます。たとえば、MIB や経路タグなどの機能です。 TOS (サービスタイプ) をベースにした経路指定に対する

オプションの OSPF バージョン２ (RFC1247) の機能はサポートしていません。経路の統合は、明示的な設定に

よって特定経路を圧縮して、より汎用的な経路を生成しますが、本リリースではサポートされていません。

著者
gated はカリフォルニア大学とメリーランド大学のコードを基に主にコーネル大学が開発しました。

このソフトウェアと関連するドキュメンテーションの著作権はコーネル大学が所有します (1990、1991、
1992)。

参照
gated.conf(4), arp(1M), fork(2), gdc(1M), ifconfig(1M), netstat(1), ospf_monitor(1M), ripquery(1M), GateD Documenta-

tion , GateD Configuration Guide .
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RFC 891 DCN Local-Network Protocols (HELLO)

RFC 904 外部ゲートウェイプロトコルの正式な仕様
RFC 1058 経路指定情報プロトコル
RFC 1163 ボーダーゲートウェイプロトコル (BGP)

RFC 1164 インターネット内のボーダーゲートウェイプロトコルのアプリケーション
RFC 1247 OSPF Specification, Version 2.
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名称
gdc − gatedの操作用ユーザーインタフェース

構文
gdc [-q] [-n] [-c coresize] [-f filesize] [-m datasize] [-s stacksize] [-t seconds] command

説明
gdc は、 gated(1M) 経路指定デーモンの操作用としてユーザー指向のインタフェースを提供します。これは、

デーモンの起動と停止、操作中にデーモンに指示を与えるシグナルの配信、構成ファイルの保守と構文検査、

状態ダンプとコアダンプの生成と削除をサポートします。

gdc は gated の実行状態を確実に判別し、エラーの発生時には信頼性の高い終了ステータスを生成するため、
gated を扱うシェルスクリプトで使用するのに有用です。 gdc を使用して実行されるコマンド、およびオプ

ションでこれらのコマンドの実行によって生成されるエラーメッセージが、 gated が使用しているのと同じ
syslogd(1M) 機能を介してロギングされます。それによって、デーモンに対して実行された操作の監査ログが生

成されます。

setuidルートプログラムとして gdc をインストールすると、高信頼性グループ(デフォルトでは gdmaint グルー

プ)のメンバーであるルート以外のユーザーが、他へのアクセスを拒絶しながら経路指定デーモンを扱うことが

できるようになります。監査に使用できるよう、実行された各コマンドとともにユーザーの名前が、 sys-

logd(1M) によってロギングされます。

コマンド行オプションには次のものがあります。

-n カーネル転送テーブルを変更せずに実行します。テスト時や、転送を行わない経路サーバとし

て機能する場合に有用です。

-q 出力なしで実行します。このオプションを使用すると、通常は標準出力にプリントされるオプ

ションの情報メッセージが抑止され、エラーメッセージは標準エラー出力にプリントされずに
syslogd(1M) によってロギングされるようになります。これはシェルスクリプトから gdc を実

行する場合に便利です。

-t seconds 特に終了時と起動時、 gated が一定の操作を完了するまで gdc が待機する時間の長さを、秒

単位で指定します。デフォルトでは、この値は10秒に設定されます。

以下の追加コマンド行オプションは、 gdc のコンパイルで使用するオプションに応じて使用されます。

-c coresize gdc から起動される gated が生成するコアダンプの最大サイズを設定します。エラー時に
gated が生成するフルコアダンプが、デフォルトの最大コアダンプサイズを超過するシステ

ムで有用です。

-f filesize gdc から起動される gated が作成する最大ファイルサイズを設定します。 gated が要求に応じ

て作成する全状態ダンプが、デフォルトの最大ファイルダンプサイズを超過するシステムで

有用です。
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-m datasize gdc から起動される gated の最大データセグメントサイズを設定します。これは、 gated の実

行に必要なデータセグメントサイズが、デフォルトの最大データセグメントサイズを上回る

システムで有用です。

-s stacksize gdc から起動される gated の最大スタックサイズを設定します。これは、 gated の実行に必要

なスタックサイズが、デフォルトの最大スタックサイズを上回るシステムで有用です。

次のコマンドを使用すると、さまざまな目的でシグナルが gated に配信されます。

COREDUMP gated に打ち切りシグナルを送り、コアダンプを行って終了させます。

dump gated に対し、現在の状態をファイル /usr/tmp/gated_dump にダンプするよう指示するシグナ

ルを送ります。

interface gated に対し、インタフェース構成を再検査するよう指示するシグナルを送ります。 gated は

通常これを定期的に行いますが、変化が起こったとわかった時点でただちにインタフェースの

状態をデーモンに強制的に検査させるために、この機能を使用することができます。

KILL gated を猶予なしで終了させます。通常、デーモンがハングした場合に有用です。

reconfig gated に対し、構成ファイルを読みなおして現在の状態を適切に再構成するよう指示するシグ

ナルを送ります。

term gated に対し、すべての操作経路指定プロトコルを猶予付きでシャットダウンした後で終了す

るよう指示するシグナルを送ります。このコマンドを2回目に実行すると、 gated は一部のプ

ロトコルがまだ完全にシャットダウンされないうちに終了します。

toggletrace gated が現在ファイルにトレースしている場合には、トレースを一時停止し、トレースファイ

ルをクローズします。 gated が現在一時停止している場合には、トレースファイルを再オープ

ンし、トレースを開始させます。これはトレースファイルを移動する場合に有用です。

デフォルトでは、 gated は構成を通常 /etc/gated.config というファイルから入手します。 gdc プログラムはそ

の他のバージョンの構成ファイルもいくつか保守しており、次の名前のものがあります。

/etc/gated.conf+ 新規構成ファイル。 gdc が新規構成ファイルをインストールするよう要求される

と、このファイル名が /etc/gated.confと変更されます。

/etc/gated.conf- 旧構成ファイル。 gdc が新規構成ファイルをインストールするよう要求される

と、前の /etc/gated.confがこの名前に変更されます。

/etc/gated.conf-- 本当の旧構成ファイル。 gdc は以前の旧構成ファイルをこの名前で保存します。

以下のコマンドは、構成ファイルに関連した操作を実行します。

checkconf /etc/gated.conf に構文エラーがないかどうかを検査します。これは、構成ファイルに変更を加

えた後、現在実行中の gated に reconfig シグナルを送信する前に実行して、実行中の gated を

再構成で終了させてしまうようなエラーが構成に含まれていないかどうかを確認する場合に役

立ちます。このコマンドを使用すると、 gdc は解析エラーがあるかないかを示す情報メッ
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セージを出し、エラーがある場合は検査のためにエラー出力をファイルに保存します。

checknew checkconf と同様ですが、検査するファイルが新規構成ファイルの /etc/gated.conf+ である点

だけが異なります。

newconf /etc/gated.conf+ ファイルを /etc/gated.conf としての位置に移動し、ファイルの旧バージョンを

上記の説明にしたがって保存します。新規構成ファイルが存在しないか疑わしく見える場合

に、このコマンドを使用すると、 gdc は何も実行しません。

backout 構成ファイルを古いものから新しいものへの方向に循環させます。実際には、旧構成ファイ

ルを /etc/gated.conf- に移動します。 /etc/gated.conf- が存在しないか長さゼロの場合、または

操作を実行すると既存の長さがゼロでない /etc/gated.conf+ ファイルを削除することになる場

合には、このコマンドは何も実行しません。

BACKOUT /etc/gated.conf+ が存在して長さがゼロでない場合にも、 backout の操作を実行します。

modeconf すべての構成ファイルをモード664、所有者ルート、グループ gdmaintに設定します。これに

よって、高信頼性非ルートユーザーが構成ファイルを変更できるようになります。

createconf /etc/gated.conf+ が存在しない場合に、ファイルモードを664、所有者ルート、グループgdmaint

に設定して長さゼロのファイルを作成します。これによって、高信頼性非ルートユーザーが新

規構成ファイルをインストールできるようになります。

以下のコマンドは、 gated の起動と停止およびその実行状態の判別をサポートします。

running gated が現在実行中かどうかを判別します。それには、 gated がPIDの入ったファイルをロッ

クしているか、そのファイル内のPIDが検出可能で、そのPIDをもつ実行中のプロセスがある

かどうかを調べます。 gated が実行中であればゼロのステータスで終了し、そうでなければゼ

ロ以外のステータスで終了します。

start gated を起動します。 gated がすでに実行中であれば、このコマンドはエラーを戻します。そ

れ以外の場合は gated バイナリを実行し、新しく起動したプロセスがPIDファイルをロックで

きるまで、最大で遅延時間(デフォルトでは10秒、そうでなければ -t オプションで設定された

時間)だけ待機します。バイナリの実行中にエラーが検出された場合、または指定の待機時間

内に PIDファイルをロックできない場合には、ゼロ以外の終了ステータスが戻されます。

stop gated を、可能であれば猶予付きで、そうでなければ猶予なしで停止させます。 gated が現在

実行中でない場合は、このコマンドは(ゼロ以外の終了ステータスで)エラーを戻します。そう

でなければ gated に終了シグナルを送信し、最大で遅延時間(デフォルトでは10秒、そうでな

ければ -t オプションで設定された時間 )だけ、プロセスの終了を待ちます。遅延時間内に
gated を終了できないと、再び2回目の終了シグナルを送ります。 2回目の遅延時間がすぎて

も終了できない場合には、3回目に抹消シグナルを送ります。何か特別な異常がない限り、こ

れは強制的に即時終了させます。このコマンドは、 gated が終了したことを検出するとゼロの

終了ステータス、そうでない場合はゼロ以外のステータスで終了します。
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restart gated が実行中であれば、上記の stop コマンドで使用したのと同じ手順で終了させます。前

の gated が終了した時点で、またはコマンド実行前に gated が実行中になっていない場合、上

記の start コマンドで説明した手順を用いて新しい gated プロセスを実行します。この手順の

いずれかのステップで障害が発生すると、ゼロ以外の終了ステータスが戻されます。

以下のコマンドを使用すると、上記のコマンドの実行によって作成された次のファイルを削除することができ

ます。

rmcore 既存の gated コアダンプファイルを削除します。

rmdump 既存の gated 状態ダンプファイルを削除します。

rmparse checkconf または checknew コマンドの実行時に検査対象の構成ファイルに構文エラーが検出

されると作成される、解析エラーファイルを削除します。

著者
gdc はDennis FergusonおよびCornell Universityによって開発されました。

ファイル
以下のデフォルトファイル名には文字列 %s が多数含まれています。 %s は gated が呼び出される名称に置き換

えられます。通常その名称は gated ですが、 gated-test として実行されると、 gated は /etc/gated-test.conf をデ

フォルトで検索します。これらのパスはコンパイル時に変更される場合があります。

/usr/sbin/gated gatedバイナリ

/etc/gated.conf 現在の gated 構成ファイル

/etc/gated.conf+ 新規構成ファイル

/etc/gated.conf- 旧構成ファイル

/etc/gated.conf-- さらに古い構成ファイル

/var/run/gated.pid gatedがそのPIDを保存するファイル

/var/tmp/gated_dump gated の状態ダンプファイル

/var/tmp/gated_parse 構成ファイルの解析エラーが保存されるファイル

/var/tmp gated がコアファイルをドロップするファイル

参照
gated(1M), ospf_monitor(1M), ripquery(1M), syslogd(1M), gated.conf(4), GateD Documentation , GateD Configuration

Guide .

バグ
多くのコマンドは、 gated が構成時に用いられたシステムディレクトリにインストールされている場合にの

み、動作します。
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コアダンプの名前が core 以外のシステムについて gdc に指示する方法は、まだありません (core.gated は一般

的ではありません)。
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名称
geocustoms − 多言語システムでのシステム言語の構成

構文
geocustoms[-l locale]

説明
geocustoms ユーティリティは、イグニッションシステム(インスタントイグニッション) にインストールされた

複数の言語のデフォルトの選択および保持/削除を管理します。 geocustoms プログラムは、複数の言語が使用

可能なイグニッションシステムで最初のブート時に実行されます。以降のセッションでは、 geocustoms はコマ

ンド /usr/sbin/geocustoms により起動されます。

オプション
-l locale LANG 変数 (およびその他の適用可能な従属変数) を locale の値に設定します。 locale

引き数が該当システムの有効なオプションではない場合、ユーザーインタフェース
(UI) の表示はこのオプションが使われなかった場合と同様になります。

このコンテキストでは、追加のロケール値 SET_NULL_LOCALE を使用できます。この値は −l オプションの

引き数に使用できます。その結果、ロケール変数はデフォルトでは NULL に設定されます。ロケールが NULL

の場合、プログラムはローカライズされたメッセージカタログを使わずに実行できます。このため、システム

パフォーマンスが向上します。ロケールが NULL に設定されている場合、HP-UX のメッセージはすべて英語

で表示されます。

多言語化対応
環境変数

geocustoms は、環境変数 LANG 、 LC_ALL 、 LC_CTYPE 、 LC_COLLATE 、 LC_MONETARY 、
LC_NUMERIC、 LC_TIME 、 LC_MESSAGES のデフォルト値をシステム構成ファイルに書き込みます。

サポートされる文字コードセット
NLS (母国語サポート):
標準メッセージカタログは /usr/lib/nls にあります (存在する場合)。 geocustoms コマンドは、標準メッセージ

カタログがシステムに存在する場合それらを使用します。存在しない場合は、メッセージは英語で表示されま

す (標準の NLS 動作に準拠しています)。

CDE のすべてのヨーロッパ言語がサポートされます。HP-UX 11.11 では、英語、フランス語、ドイツ語、イタ

リア語、スペイン語、スウェーデン語が含まれます。すべてのプロンプトおよびログメッセージがローカライ

ズされます。

ロケール (Language Variant) 名は、常に標準 NLS動作に従ってローカライズされます。

NLS は、ビットマップイメージの使用により、初期画面の複数の「フォント」を同時に使用できるように拡張

されます。
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戻り値
0 正常終了しました。

1 プログラムはすべての目的を達成できませんでした。

診断
エラー

geocustoms は、 stderr および /var/adm/sw/lang.log に書き込みます。

標準出力
geocustoms は、 stdout には書き込みません。

標準エラー
geocustoms は、コマンド行エラーが発生するか構文で要求される場合、 stderr にだけ書き込みます。UI エ

ラーメッセージはどれもエラーウィンドウには表示されません。

ロギング
対話型および非対話型のセッションのどちらも、次のファイルにイベントの要約を記録します。

/var/adm/sw/lang.log

例
非対話形式でデフォルトのシステム言語をドイツ語に設定するには、次のようにします。

/usr/sbin/geocustoms -l de_DE.iso88591

制約
ObAM 4.2

SD-UX 11.00 以降

HP-UX 11.00 以降

互換性
この製品は、CDE (Common Desktop Environment) を使用する HP-UX 11.00 以降のリリースと互換性を保つよう

に設計されています。VUE (Visual User Environment) のサポートは行われていません。

注意
ユーザーが geocustoms を実行した場合、言語の変更を有効にするには、ログアウトしてからもう一度ログイン

しなければならない場合があります。

言語のバンドルが削除対象としてマークされていた場合、次のシステムブート時に swagentd() が数分間占有さ

れます。

制限事項
geocustoms は以下のことを行いません。

• コードセットレベルで言語の管理。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-363



geocustoms(1M) geocustoms(1M)

• アジア系言語のためのユーザーインタフェースの提供。

• キーボード選択の管理。

• ロケール定義の作成または解除。

• 別個の媒体からシステムへの言語の復元や追加のための特別なインタフェースの提供。

著者
geocustoms は、HP で開発されました。

ファイル
geocustoms は、テキストファイル /var/adm/sw/lang.log を作成します。

geocustoms は、必要であれば /etc/dt/config/Xconfig および /etc/rc.config.d/LANG を作成して、変更します。

geocustoms は、前述の NLS (母国語サポート) で説明したように、NLS ファイルを読み取ります。

参照
locale(1), swinstall(1M), swlist(1M), swremove(1M), setlocale(3C)

標準準拠
POSIX.2, UNIX95 (SPEC1170 および XPG4)
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名称
getext − VxFSエクステント属性の入手

構文
getext [−F vxfs] [−V] [−f] [−s] file...

説明
getextは、一連のファイルに関連するエクステント属性情報を表示します。

オプション
getextには、以下のオプションがあります。

−f エクステント属性を表示するファイルの名前をプリントしません。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプであることを指定します。

−s 固定のエクステントサイズや予約のないファイルに対しては出力をプリントしませ

ん。

−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
getextには、以下のオペランドがあります。

file VxFS ファイルシステムにあるファイルの名前。

注意
align と noextend の割り当てフラグ (setext(1M) または VX_SETEXT ioctl を使用して設定) は持続的に有効な

ファイル属性であるので、 getext や VX_GETEXT ioctl を使用して表示することができます。 trim も表示可能

ですが、これはファイルの最終的なクローズ時にクリアされ、予約スペースはなくなります。

例
下記の例では、ファイルシステムのブロックサイズは 1024 バイトです。また、ファイルに 36 ブロックが予約

されており、固定のエクステントサイズは３ブロックで、すべてのエクステントが３ブロックの境界で整列す

ることを表しています。

file1: Bsize 1024 Reserve 36 Extent Size 3 align noextend

また、現在の予約スペースをすべて使用した後は、このファイルを拡張することはできません。予約スペース

と固定エクステントサイズは、ファイルシステムのブロックサイズ単位で割り当てられます。

参照
setext(1M)、 vxfsio(7)
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名称
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。

構文
getmemwindow string

説明
getmemwindow は、ファイル /etc/services.window からユーザープロセスのウインドウ ID を抽出するために使

用されるコマンドです。ユーザーアプリケーションに、アプリケーションを定義する固有の文字列を付けて、

そのアプリケーションに関連したウィンドウ ID と共に /etc/services.window 内に記述すると、 getmemwindow

を使用してウィンドウ ID を抽出することができます。

これにより、2 つのアプリケーション間でメモリウィンドウが衝突した場合に、ハードコードされた値を伴う

スクリプトを変更せずに、中央のロケーションでアプリケーションのウィンドウ ID を変更することができま

す。

例
# ファイル the /etc/services.windowから、"HP" に対応する

# ウィンドウ ID を抽出して、引き数 arg1 、arg2 を指定してプログラム

# "HP_startup_script" を起動します。

#

WinId=$(getmemwindow HP)

setmemwindow -i $WinId HP_startup_script arg1 arg2

著者
getmemwindow は HP が開発しました。

ファイル
/etc/services.window このファイルには、アプリケーションと結合したウィンドウ ID が含まれて

います。

参照
setmemwindow(1M), services.window(4) 11.0 Memory Windows White Paper
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名称
getprpw − 保護されたパスワードデータベースの表示

構文
getprpw [-l|-n [domain]] [-r] [-m parm[,parm]] username

説明
getprpw は、ユーザーの保護されたパスワードデータベースの設定を表示します。このコマンドを使用できる

のは高信頼性システムのスーパーユーザーだけに限られ、通常は SAM を介してのみ使用します。 sam(1M) を

参照してください。

データベースにはローカルユーザーと NIS+ ユーザーの両方に関する情報が含まれています。ただし、NIS+ の

情報の中にはマスターで保存されるものもあります。ユーザーがローカルユーザーと NIS+ ユーザーの両方と

なる場合もあるので、 -l と -n のどちらも指定しないと、 getprpw は nsswitch.conf (4) のデフォルトを使用しま

す。

オプション
getprpw は次のオプションを認識します。

-l ローカルユーザーから情報を得ることを指定します。

-n 次のように、ドメイン名あり、なしのどちらでも指定できます。 -n [domain] -n [domain] と指定した

場合は、NIS+ ユーザーのデータを表示します。 domain 名は、有効期限が指定されています。 domain

名が指定されていない場合は、ローカルドメインが使用されます。

-r -m に指定した引き数を raw フォーマットで表示します。

-m 渡された引き数のデータベース値を表示します。

-m に渡されたオプションリストの中に無効なオプションがあると、"invalid-opt" と表示されます。残

りの有効なオプションは処理されます。 getprpw で -m の指定を省略すると、すべてのパラメータが

次に示す順序で表示されます。

論理値の戻り値は YES、 NO、または DFT ( /tcb/files/auth/system/default にあるシステムデフォルト値

用) のいずれかです。

数値の戻り値は正数、0、または -1 です。 -1 の値は、データベース内でフィールドに値が割り当てら

れていないことを示します。

時間はデータベース内では秒単位で維持されますが、時間の戻り値としての単位は日数 (>=0) です。コ

マンドパラメータとデータベースフィールド間におけるこのような僅かな違いは、 modprpw(1M) との

整合性を保つためのものです。

-m オプションを使用すると、次のユーザーパラメータを表示できます。

パラメータは、 prot.h で表示される順序に並べてあります。データベースフィールドについては
prpwd(4) に説明があります。
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uid ユーザーの UID

bootpw ブート権限フラグ

audid 監査 ID

audflg 監査フラグ

mintm 次回にパスワードを変更するまでの最少時間

maxpwln 最大パスワード長

exptm パスワード有効期限

lftm パスワード寿命

spwchg 前回に正常にパスワード変更を行った時間

upwchg 前回に失敗したパスワード変更の時間

acctexp アカウント有効期限

llog 前回のログイン時間の間隔

expwarn パスワード有効期限の警告時間

usrpick パスワードをユーザーが選択するかどうかを示す YES/NO/DFT の値

syspnpw 表記可能なパスワードをシステムで生成するかどうかを示す YES/NO/DFT の値

rstrpw 重要ではないチェックを行うなどの制限付きのパスワードであるかどうかを示す
YES/NO/DFTの値

nullpw ヌルパスワードを許可するかどうかを示す YES/NO/DFT の値このパラメータは使用

しないでください。

syschpw 文字のみのパスワードをシステムが生成するかどうかを示す YES/NO/DFT の値

sysltpw 英字のみのパスワードをシステムが生成するかどうかを示す YES/NO/DFT の値

timeod ログインすることが許される時刻

slogint 前回にログインを正常に行った時間

ulogint 前回にログインに失敗した時間

sloginy 前回に正常に行ったログインの tty

culogin これまでに連続して失敗したログインの回数

uloginy 前回に失敗したログインの tty

umaxlntr 失敗したログインに許される最大回数
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alock 管理者ロックで、オンであれば YES、オフであれば NO、設定されていないのであれ

ば DFT

lockout 戻り値は、ロックアウトの理由を示す「ビット」値の文字列です。０はロックアウト

状態があることを示し、１はその状態がないことを表します。各ビットの意味は左か

ら右の順に次のとおりです。

1 パスワードの寿命が経過
2 前回のログイン時間が経過 (非アクティブアカウント)

3 アカウントの絶対寿命が経過
4 ログインの失敗回数が限度を超過
5 パスワードが必須であるのにヌルパスワードを指定
6 管理者ロック
7 パスワードが *

戻り値
0 正常終了。
1 ユーザーに権限がありません。
2 使用法が無効です。
3 パスワードファイルが見つかりません。
4 高信頼性システムではありません。

例
ユーザー "someusr" のデータベースエージングフィールドを表示します。

getprpw -m mintm,exptm,expwarn,lftm someusr

コマンドの表示内容:

mintm=1, exptm=2, expwarn=-1, lftm=3

警告
このコマンドは SAM 専用です。リリースごとに変更され、旧製品との互換性が保証されない可能性がありま

す。

一部のデータベースフィールドは他のフィールドと相互作用しています。個々の変更による影響は、後になる

まで問題として表面化しないことがあります。

次の場合には特殊な意味を含んでいることがあります。

• 存在しないフィールド
• 値のないフィールド
• 値がゼロとなっているフィールド
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著者
getprpw は HP によって開発されました。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/tcb/files/auth/*/* 保護されたパスワードデータベース
/tcb/files/auth/system/default システムデフォルトデータベース

参照
modprpw(1M), prpwd(4), nsswitch.conf(4)
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名称
getty −ターミナルタイプ、モード、転送速度、回線制御手順の設定

構文
/usr/sbin/getty [ −h ] [ −t timeout ] line [ speed [ type [ linedesc ] ] ]

/usr/sbin/getty −c file

説明
getty は、 init(1M) が呼び出すプログラムです。最終的にユーザーと HP-UX システムとを接続する一連のプロ

セス (init-getty-login-shell) 中の、2番目のプロセスです。 /etc/issue があれば、最初 getty はその内容をユーザー

の端末にプリントし、次に getty が使用する /etc/gettydefs からのエントリーに関するログインメッセージ

フィールドを出力します。 getty はユーザーが入力したログイン名を読み取ると、そのユーザー名を引き数と

して login(1) コマンドを呼び出します。ログイン名を読み取ると同時に、 getty は、ユーザーが使用している端

末の転送速度とタイプにシステムを設定しようとします。

設定オプションと引き数
getty には、以下の引き数があります。

line getty が接続しようとする /dev の tty 回線名です。 getty はこの文字列を /dev ディレクト

リ内のファイル名として使用し、そのファイルを読み取り / 書き込み用にオープンしま

す。 getty は、転送速度をデフォルト値、または指定した速度に設定する前に転送速度を
0にするので、その回線は強制的にハングアップ(制御不能)されます。しかし、 getty を

直接ポートで実行する場合、ドライバは、直接モードでオープンするポートで0になる転

送速度を無視するので、 getty はその回線を強制的にハングアップすることはありません
( modem(7) を参照)。

−h getty が、転送速度をデフォルト値または指定した速度に設定する前に、その回線を強制

的にハングアップしないように指定します。

−t timeout getty は、その回線をオープンして timeout 秒内にユーザーが何も入力しないと終了しま

す。

speed ファイル /etc/gettydefs 内の速度と tty 定義用のラベルです。この定義は、転送速度の初期

設定、ログインメッセージの内容、tty 初期設定条件、そしてユーザーが ( ブレークキー

をタイプして) 速度が不適切であると知らせたときに次に試す速度などを getty に指示す

るものです。デフォルトの速度は 300ボーです。

type getty に対して、指定された回線がどのターミナルタイプと接続するかを示す文字列で

す。 getty には次の型を指定できます。

none デフォルト
vt61 DEC vt61

vt100 DEC vt100
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hp45 HP2645

c100 Concept 100

デフォルトの端末は none , すなわちシステムには、どのような CRT あるいは通常の端末

も設定されていません。また、ターミナルタイプに意味をもたせるために、仮想ターミ

ナルハンドラをオペレーティングシステムにコンパイルしなければなりません。これら

は使用できますが、デフォルトの状態ではコンパイルされることはありません。

linedesc 端末との通信時に使用する回線制御手順を記述する文字列です。オペレーティングシス

テムは各種回線制御に対応可能ですが、現在使用可能なのは、デフォルトの LDISCO だ

けです。

オプションの引き数を指定しないと、 getty はインタフェースの転送速度を 300ボーに設定し、raw モードを使

い (1文字ごとに検知)、エコー出力は行わず、奇数または偶数パリティを許可し、改行文字はキャリッジリ

ターンとラインフィードに変換し、標準出力ではタブを拡張します。ログインメッセージを表示してから、

ユーザー名を一度に 1文字ずつ読み取ります。 null 文字 (またはフレーミングエラー) を受け取ると、ユーザー

が ‘‘break’’ キーを押したものと解釈します。この結果 getty は 2番目の 指定速度を使用します。 getty は
/etc/gettydefs中に指定された順に速度を選択します。

ユーザー名は改行またはキャリッジリターン文字で終了します。後者を使用すると、システムはキャリッジリ

ターンをそのように扱うように設定されます ( ioctl(2) を参照)。

ユーザー名が小文字の英字を含んでいるかどうかを調べます。小文字でない何らかの文字が指定されている場

合、システムはそれ以後に入力する全大文字を、対応する小文字として解釈するように設定されます。

getty は行の消去、抹消、打ち切り、および行の終了に関して「標準の」 ESS2 プロトコルも認識します。 getty

が ESSの消去文字 _ , 抹消文字 $ , 打ち切り文字 & , ESSの行終了文字 / , または ! を検出すると、それぞれ対応

する機能を実行します。

最後に、ユーザー名を引き数として login を呼び出します。ログイン名の後に別の引き数も入力できます。こ

れらの引き数は login に渡され、環境に組み入れられます ( login(1) を参照)。

検査オプション
検査用のオプションもあります。 −c オプションとファイル名を指定すると、 getty は /etc/gettydefs を調べる

ように指定したファイルを走査し、標準出力に結果をプリントします。認識できないモードや正しく構成され

ていないエントリーがあると、 getty はこれをプリントします。エントリーが正しければ、 getty はさまざまな

フラグの値をプリントします。この値の解釈については ioctl(2) を参照してください。いくつかの値はフラグ

に自動的に追加されることに注意してください。

制約
HP 2334 MultiMux:

getty を HP 2334 または HP 2335 MultiMux とともに使用する場合は、 RTS モデム制御シグナルを確実に

認識できるよう、モデム制御パラメータ MRTS を /etc/gettydefs ファイル内に指定しなければなりませ

ん。
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例:

9600# B9600 HUPCL PARENB MRTS # B9600 SANE PARENB ISTRIP IXANY #login: #19200

MRTSは、 HP 2334または HP 2335 MultiMux 以外のデバイスでは使用しないことを前提としています。

ファイル
/etc/gettydefs

/etc/issue

参照
ct(1), login(1), init(1M), ioctl(2), gettydefs(4), inittab(4), modem(7), termio(7).

バグ
getty は単純な 1文字引用規約を理解していますが、いつ行末に達したか、どのプロトコルを使用するか、そし

てどの消去文字を使用するかを判断するときに、 getty が使用する特殊な制御文字までは引用できません。し

たがって getty を使用してログインするときに、ログイン名やその引き数の一部として #, @, /, !, _, バックス

ペース、 ˆU, ˆD, または & を入力することはできません。これらの文字は、常に上記のような特殊な意味があ

るものと解釈されます。
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廃止予定
名称

getx25 − x25回線の使用

構文
/usr/sbin/getx25 line speed pad-type

説明
uucp コマンドは、 getx25 も含めて、 HP-UXから削除される予定です。後述する警告を参照してください。

getx25 の機能は getty に似ていますが ( getty(1M) を参照) 、使用するのは X.25 PAD に接続した回線だけです。
getx25 は PAD の初期設定などの特殊機能を実行します。また、呼び出したユーザーの番号を
/var/uucp/.Log/LOGX25 に記録します。3番目のパラメータは使用する PAD の名称です。今のところ使用可能

なのは HP 2334A だけです。代表的な呼び出しは次のとおりです。

/usr/sbin/getx25 x25.1 2 HP2334A

警告
uucp コマンドは、 getx25 も含めて、HP-UX から削除される予定なので、その使用をお勧めしません。代わり

に ftp(1)または rcp(1) を使ってください。

著者
getx25 は、HP が開発しました。

参照
login(1)、 uucp(1)、 getty(1M)
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名称
groupadd − 新しいグループをシステムに追加

構文
groupadd [-g gid [-o] ] group

説明
groupadd コマンドは、新しいグループをシステム上に作成します。グループの作成は、 /etc/group ファイルに

適切なエントリーを追加することで行います。 groupadd コマンドには group 引き数 (新しいグループの名前)

を指定する必要があります。この名前は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。

オプション
groupadd コマンドは以下のオプションとともに使用できます。

-g gid 新しいグループのグループ IDを指定します。 gid 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。デ

フォルトの場合、有効な範囲内で次に使用可能な固有のグループ ID が割り当てられます。

ただし、0から99までの範囲のグループ IDは予約されています。

-o gid 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。

ネットワーク機能
groupadd コマンドは NIS のユーザーエントリーを認識します。このコマンドで追加できるのは、ローカルグ

ループだけです。 NIS グループを追加しようとするとエラーになります。 NIS グループの管理は、 NIS サーバ

から実行しなければなりません。 NIS がインストールされているシステム上で groupadd を使用すると、エ

ラー

group x is not unique

(戻り値9) で異常終了する場合があります。このエラーになるのは、指定されたグループがローカルな
/etc/group ファイルの中には存在しない NIS グループである場合です ( group(4) を参照)。また、 NIS グループ

は新しい gid の固有性を検証するときにもチェックされます。その結果、エラー

GID # is not unique

(戻り値4) が戻されることがあります。

戻り値
groupadd コマンド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 gid が固有ではありません ( -o を使用していない場合)。
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9 group 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。
11 /etc/passwd ファイルまたは /etc/ptmp ファイルが使用中です。他のコマンドで /etc/passwd ファイ

ルを修正します。
12 /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。

例
グループ project1 を /etc/group ファイルに追加します。

groupadd project1

グループ project12 を /etc/group ファイルに追加し、グループ IDを 111 とします (ただし、グループ IDが 111

のグループがまだ存在していない場合のみ)。

groupadd -g 111 project12

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、 groupadd は終了します。

ファイル
/etc/group

/etc/ptmp

参照
users(1), groupdel(1M), groupmod(1M), logins(1M), useradd(1M), userdel(1M), usermod(1M), group(4)

標準準拠
groupadd: SVID3
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名称
groupdel −グループをシステムから削除

構文
groupdel group

説明
groupdel コマンドは、システムからグループを削除します。グループの削除は、 /etc/group ファイルから該当

するエントリーを削除することで行います。

groupdel コマンドには、 group 引き数を指定しなければなりません。 group は削除するグループの名前で、プ

リント可能文字の文字列です。

ネットワーク機能
このコマンドは NIS のユーザーエントリーを認識します。 groupdel コマンドで削除できるのは、ローカルグ

ループだけです。 NIS グループを削除しようとするとエラーになります。 NIS グループの管理は、 NIS サーバ

から実行しなければなりません。 NISがインストールされているシステム上で groupdel を使用すると、エラー

group x does not exist

(戻り値6) で異常終了する場合があります。このエラーになるのは、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)。

戻り値
groupdel コマンド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 group が存在しません。
10 /etc/group ファイルを変更できません。
11 /etc/passwd ファイルまたは /etc/ptmp ファイルが使用中です。他のコマンドで /etc/passwd ファイ

ルを修正します。
12 /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。

例
グループ project1 を /etc/group ファイルから削除します (このグループが存在する場合)。

groupdel project1

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、 groupdel は終了します。
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ファイル
/etc/group

/etc/ptmp

参照
users(1), groupadd(1M), groupmod(1M), logins(1M), useradd(1M), userdel(1M), usermod(1M), group(4)

標準準拠
groupdel: SVID3
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名称
groupmod − システム上のグループを変更

構文
groupmod [-g gid [-o] ] [-n name] group

説明
groupmod コマンドは、システム上のグループを変更します。グループの変更は、 /etc/group ファイルの中の

該当するエントリーを変更することで行います。

groupmod コマンドには、 group 引き数 (変更するグループの名前) を指定しなければなりません。

オプション
groupmod コマンドは以下のオプションとともに使用できます。

-g gid グループ ID の値を gid に変更します。 gid 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 gid 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。

-n name グループの名前を name に変更します。 name はプリント可能文字の文字列で指定します。

ただし、コロン (:) と改行 (\n)は使用できません。

ネットワーク機能
このコマンドは NIS のユーザーエントリーを認識します。 groupmod コマンドで変更できるのは、ローカルグ

ループだけです。 NIS グループを変更しようとするとエラーになります。 NIS グループの管理は、 NIS サーバ

から実行しなければなりません。 NIS がインストールされているシステム上で groupmod を使用すると、エ

ラー

group x does not exist

(戻り値6) で異常終了する場合があります。このエラーになるのは、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)。ただし、 NISグループは新しい gid や新しいグループ名の固有性を検証すると

きにもチェックされます。その結果、上記のエラーか、またはエラー

GID # is not unique

(戻り値4) が戻されることがあります。

戻り値
groupmod コマンド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 gid が固有ではありません ( -o を使用していない場合)。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-379



groupmod(1M) groupmod(1M)

6 group が存在しません。
9 group 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。
11 /etc/passwd ファイルまたは /etc/ptmp ファイルが使用中です。他のコマンドで /etc/passwd ファイ

ルを修正します。
12 /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。

例
グループ project2 が存在している場合に、ファイル /etc/group 内でグループ project2 のグループ ID を 111 に

変更します。これはグループ ID 111 がすでに使用されている場合でも実行されます。

groupmod -g 111 -o project2

グループ project22 がまだ存在していない場合に、ファイル /etc/group 内で project2 の名前を project22 に変更

します。

groupmod -n project22 project2

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、 groupmod は終了します。

ファイル
/etc/group

/etc/ptmp

参照
users(1), groupadd(1M), groupdel(1M), logins(1M), useradd(1M), userdel(1M), usermod(1M), group(4)

標準準拠
groupmod: SVID3
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名称
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

構文
hosts_to_named −d domain −n network-number [ options ]

説明
hosts_to_named は、ホストテーブル /etc/hosts をネームサーバー named(1M) によって使用できるファイルに変

換します。これらのファイルのフォーマットは、 RFC 1035 内に定義されています。これらのファイルは、現

在のディレクトリ内に作成されます。一度ホストテーブルを変換すると、そのネームサーバーファイルを直接

保守することができます。また、ホストテーブルを変更するたびに、変換を繰り返して行うことができます。

ホストテーブル内の行にドメインネームが入っていない場合には、その行にあるすべての名称がデフォルトの

ドメイン内にあるものとみなされます。最初にリストされている domain が「デフォルトのドメイン」です。

複数のドメインに対してデータを作成している場合、または特定のオプションを使用している場合に、どの名

称がどのドメインに属するかを判定するには、ホストテーブル内にドメインネームがなければなりません。

ネームサーバーデータは、「リソースレコード」として参照されます。

オプションは以下のとおりです。

−a network-number

ネットワーク network-number からローカルドメイン内のホストに関する情報を追加し

ます。これは、ポインター (PTR) レコードを作成しないことを除けば、 −n オプショ

ンと同じです。このオプションは、ネットワーク上に複数のドメインがあり、別の

サーバーが network-number に対するアドレスと名称のマッピングを操作している場合

に有効です。

−b bootfile ブートファイルに bootfile という名称を付けます。デフォルトは、現在のディレクト

リ内の named.boot (named が 4.x の場合)、または named.conf (named が 8.x または
9.x の場合) です。

−c subdomain デフォルトのドメインの subdomain 内のホストに対するエイリアス (CNAME) レコー

ドを作成します。あるサブドメインを使用している場合には、そのデフォルトのドメ

インの中で subdomain 内の新しい名称を指す古い名称にエイリアスを作成すると有効

です。エイリアス (CNAME) レコードを作成した後は、ホストテーブルの中にある
subdomain 内の名称が入っている行を無視します。コマンド行上でこのオプションを

複数回使用することができます。このオプションでは、ホストテーブル内にドメイン

ネームが必要です。この domain 内の古い名称を以後使用しない場合には、それらの

名称は、 −e オプションによって無視することができます。 subdomin 名にドットが

入っていない場合には、デフォルトのドメインが subdomain に追加されます。

−d domain domain に対するデータを作成します。複数のドメインに対するデータを作成している

場合には、このオプションをコマンド行上に複数回指定することができます。最初に
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リストされる domain が、「デフォルトのドメイン」です。このオプションは、ホス

トテーブル内に、デフォルトのドメイン以外のドメイン内のすべてのホストに対する

ドメインネームを必要とします。

−e subdomain 変換前に、 subdomain 内の名称が入っている行をホストテーブルから取り除きます。
subdomain 名にドットが入っていない場合には、デフォルトのドメインが追加されま

す。このオプションは、コマンド行上で複数回使用することができます。このオプ

ションは、ホストテーブル内にドメインネームを必要とします。

−f file file からコマンド行オプションを読み取ります。この −f オプションをファイル内に指

定することはできません。

−h host host が、権限開始 (SOA) レコード内のネームサーバーを作成したホストであることを

宣言します。さらに、 SOA レコード内の責任のあるユーザーの電子メールアドレス

に対してこの host を使用します。デフォルトは、このコマンドを実行しているホスト

です。このオプションは hosts_to_named によって生成されたすべてのドメインに適

用されます。このオプションを複数回指定した場合には、最後に指定した値が有効に

なります。

−m weight:mailhub

ホストテーブルからのそれぞれの正規のホスト名に対して、指定した weight および
mailhub を持つメールエクスチェンジャ (MX) レコードを作成します。 weight は正の

整数です。 mailhub はホスト名です。メールハブ名にドットが入っていない場合に

は、デフォルトのドメインが追加されます。このオプションは、コマンド行上で複数

回使用することができます。

−n network-number[:mask]

network-number に対するデータを作成します。 network-number については、後述の説

明を参照してください。 −d でリストされている domain が１つだけの場合には、 net-

work-number に関するすべてのデータがその domain の中にあるものとみなします。複

数の −n オプションを使用して１つのサブネットのためにそれぞれの network-number

を与える代わりに、オプションのサブネットマスク mask を使用することができま

す。 mask は、ドット記法でなければなりません。このオプションは、IPv6 アドレス

を作成するときには使えません。

−o refresh:retry:expire:min

権限開始 (SOA) レコード内の値を指定した値に設定します。権限開始 (SOA) レコー

ドについては、後述の説明を参照してください。

−p domain domain 内のホストに対するポインター (PTR) レコードだけを作成します。これは、

ネットワーク上に複数のドメインがあり、 domain に対する権限があるのは別のサー

バーであるが、アドレスと名称のマッピングに対する権限があるのはこのサーバーで

ある場合に有効です。このオプションは、コマンド行上で複数回使用することができ
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ます。このオプションは、ホストテーブル内にドメインネームを必要とします。

−q 何も画面に表示せずに実行します。メッセージは一切プリントされません。

−r そのネームサーバーが . (ドメインツリーのルート) に対して権限があることを示す

ネームサーバーデータを作成します。作成されるファイルは db.root です。使用中の

ネットワークが ARPA インターネットと分離されている場合にのみ、このオプション

を使用します。この分離されたネットワークに対して、他にルートサーバーが存在す

る場合には、それらのルートサーバーは手動で追加しなければなりません。

−s server sever が、作成されるドメインのすべてに対して権限のあるネームサーバーであるこ

とを宣言する、ネームサーバー (NS) レコードを作成します。複数のサーバーに権限

がある場合には、それぞれのサーバーを宣言する必要があります。サーバー名のなか

にドットが入っていない場合には、そのサーバー名にはデフォルトのドメインが追加

されます。 −s オプションを指定しないと、デフォルトのネームサーバーは、スクリ

プトを実行するホストになります。このオプションをコマンド行で複数回使って、複

数のネームサーバーを指定することができます。

−t ホストデータとともに表示されるコメントからテキスト (TXT) レコードを作成しま

す。ホストテーブルは小文字に変換されるので、コメントはすべて小文字になりま

す。コメント内に [no smtp] がある場合それは無視されます。 [no smtp] は、メールエ

クスチェンジャ (MX)レコードを制御するために使用されるものです。

−u user user がこのドメインに対して権限のあるユーザーの電子メールアドレスであることを

宣言します。これは、権限開始 (SOA) レコード内で使用されます。ネームサーバー

データ内のフォーマットは、 user.host とすることが必要です (この host は、ドメイン

ネームでなければなりません)。 user として指定した場合には、このスクリプトを実

行するホストが追加されます。 user@host, として指定した場合には、 @ がドット (.)

で置換されます。デフォルトのユーザーは、 root です。このオプションは
hosts_to_named によって生成されたすべてのドメインに適用されます。このオプショ

ンを複数回指定した場合には、最後に指定した値が有効になります。

−w ホストが SMTP サービスを提供することを宣言するウェルノウンサービス (WKS) レ

コードを作成します。これは、メールエクスチェンジャ (MX) レコードも作成してい

る場合、およびコメント内に [no smtp] のないホストに対する場合にのみ実行されま

す。

−z internet-address

データのロード元のサーバーとして internet-address をリストする１次ブートファイル

から、２次ブートファイル boot.sec.save (named が 4.x の場合)、または conf.sec.save

(named が 8.x または 9.x の場合) を作成します。ブートファイルは、このサーバーを

使用してデータをディスク上にバックアップします。 internet-address は、デフォルト

として −Z によって指定される値に設定されます。このオプションを複数回指定し
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て、データのロード元として使えるサーバーを複数宣言することができます。

注記: このオプションを使って宣言されたすべてのサーバーは、すべてのドメインで

リストされます。

−A ホストテーブル内のエイリアスに対して、ネームサーバーデータを作成しません。

−C file ホストテーブルのコメントフィールド内の文字列からリソースレコードを作成しま

す。コメントフィールド内のそれぞれの文字列 ([no smtp] 以外) を探して file 内を検

索します。 file のフォーマットは、文字列、コロン、リソースレコードです。コメン

トフィールド内の文字列が file 内のコロンの前の文字列に一致した場合に、リソース

レコードは追加されて、 file 内の一致した行からコロンの後のすべてのものが、後に

続くホストの名称で構成されます。たとえば、 360:IN HINFO hp9000s360 hp-ux を
file に追加し、ホストテーブル内のコメントに 360 を追加することによって、ホスト

情報 (HINFO)レコードを作成することができます。

−D ホストテーブル内のドメインネームに対してネームサーバーデータを作成しません。

−F デフォルトでは、レコード (ポインター (PTR) レコードのみ) が変更された場合にの

みドメインに対するシリアル番号が増加します。このオプションを使用すると、レ

コードが変更されない場合でも、シリアル番号を強制的に増加させます。

−H host-file /etc/hostsの代わりに host-file を使用します。

−M ホストテーブル内のホストに対してメールエクスチェンジャ (MX) レコードを作成し

ません。

−N mask デフォルトのサブネットマスク mask を −n で指定された network-number のそれぞれ

に適用します。すでにサブネットマスクのある network-number は除外されます。
mask はドット記法でなければなりません。これは複数の −n オプションを使用して、

１つのサブネットに対してそれぞれの network-number を与えるのと同じです。

−S server このオプションは −s オプションと同じですが、 −d で指定した最後の domain または
−n で指定した最後の network-number に対してだけ適用されます。このオプション

は、 server がすべてのドメインではなく、一部のドメインをバックアップする場合の

ためのものです。

注記: すべてのデータベースファイルには、 −S オプションを使って宣言したネーム

サーバー以外に、少なくとも１つのネームサーバー (デフォルト、または −s オプショ

ンを使って明示的に宣言したサーバー) が含まれます。

−Z internet-address

データのロード元のサーバーとして、 internet-address をリストする１次ブートファイ

ルから、２次ブートファイルの boot.sec (named が 4.x の場合 )、または conf.sec

(named が 8.x または 9.x の場合) を作成します。ブートファイルは、このサーバーを

使用してデータをディスク上にバックアップしません。 internet-address はデフォルト
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として、 −z によって使用される値に設定されます。このオプションを複数回指定し

て、データのロード元として使えるサーバーを複数宣言することができます。

注記: このオプションを使って宣言されたすべてのサーバーは、すべてのドメインで

リストされます。

−1 このオプションは、現在サポートされていません。

hosts_to_named は、ホストテーブルを小文字に変換して、重複データを取り除きます。ネームサーバーは、大

文字と小文字を同じものとして取り扱いますので、大文字または小文字の違いだけの名称は同じものとみなさ

れます。

構成ファイル移行スクリプト hosts_to_named は、デュアルスタックコンピュータの named.conf ファイルには
listen-on-v6 オプションを追加しません。 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。

エイリアス (CNAME) レコードは、 −c で使用される subdomain に対して作成されます。 −c および −e に指定

した subdomain 内の名称が入っているホストテーブルからの行を、小文字でコピーしたホストテーブルから取

り除きます。

その後、ホストテーブルを使用して、コマンド行で宣言されているそれぞれの network-number に対するネーム

サーバーデータを作成します。ネットワーク番号には、最後に０を付けてはなりません。サブネットマスクを

与えない限り、クラス A、B、および C のアドレスの間には区別がなく、サブネットの識別能力もありませ

ん。ネットワーク番号の例として、10 (10.*.*.* の形式のすべてのアドレスに対して)、10.1 (10.1.*.* の形式の

アドレスに対して) または 10.2.2 (10.2.2.*の形式のアドレスに対して) などがあります。

ホスト名の IP アドレスへのマッピングに対して、アドレス (A) レコードを作成します。エイリアス (CNAME)

レコードは、マルチホームにはなっていないホストのエイリアスに対して作成されます。データは、
db.DOMAIN という名称のファイル内に作成されます。この DOMAIN は、コマンド行からのドメインの最初の

部分です。ドメインが div.inc.com の場合には、このファイルは、 db.div という名称になります。次に説明す

るポインター (PTR) レコードを除くすべての他のネームサーバーデータはこのファイルに入ります。

ポインター (PTR) レコードは、 IP アドレスのホスト名へのマッピングに対して作成されます。 PTR レコード

は、 db.NET という名称のファイルに作成されます。この NET はコマンド行からのネットワーク番号です。

ネットワーク 10 のデータは db.10 に作成され、ネットワーク 10.1 のデータは、"db.10.1" に作成されます。

ホスト名から IPv6 アドレスへのマッピングを行うために、アドレス (AAAA) レコードと A6 レコードが作成さ

れます。

IPv6 アドレスからホスト名へのマッピングを行うために、ポインター (PTR) レコードが作成されます。 IPv6

PTR レコードは db.IP6.INT という名前のファイルに置かれます。

−M オプションを指定していない限り、メールエクスチェンジャ (MX) レコードが作成されます。デフォルト

の MX レコードはそのメールエクスチェンジャとしてホストそのものを持ち、ウェイトは 10 です。 [no smtp]

がホストテーブル内の MX の行のコメントセクションにある場合には、そのホストに対するデフォルトの MX

レコードは作成されません。 [no smtp] がコメントセクション内にある場合でも、それぞれのホストに対し
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て、 −m オプションで宣言したそれぞれのメールハブに対する MX レコードが追加されます。

−w を使用している場合には、 SMTP メールを操作するそれぞれの ([no smtp] のない) ホストに対して、ウェ

ルノウンサービス (WKS)レコードを作成します。リストされるサービスは、 SMTP のみです。

−t を指定する場合には、ホストテーブル内のホストに関連するコメントに対して、テキスト (TXT) レコードを

作成します。これらのコメントには [no smtp] は含まれません。

それぞれのドメインに対して、権限開始 (SOA) レコードを作成します。 SOA レコードには、データを作成す

るホストと、権限のあるユーザーの電子メールアドレスという２つのドメインネームが必要です。 −h および
−u オプションはこれらの名称に影響を与えます。さらに SOA レコードには、シリアル番号、リフレッシュ時

間、再送信時間、満了時間、および最小 ttl (生存時間) という５つの値が必要です。最初にデータを作成する場

合には、シリアル番号は 1、リフレッシュ時間は３時間に設定され、再送信時間は１時間、満了時間は１週

間、最小 ttl は１日に設定されます。 −o オプションはシリアル番号以外のこれらの値を変更します。この後、
hosts_to_named を実行するたびに、シリアル番号は増加していきます。 SOA レコード内の他のフィールドの

どれかを変更すると、その変更された値が残ります。

現在のディレクトリ内に spcl.DOMAIN または spcl.NET という名称のファイルが存在する場合には、その spcl

ファイルに対して対応する db.DOMAIN または db.NET ファイルに、 $INCLUDE 指令を追加します。この方

法では、 hosts_to_named によって生成されたデータに特殊なデータを追加することができます。

hosts_to_named は、最初に実行するときには、１次ネームサーバーに対するデフォルトのブートファイルを作

成します。この後、 hosts_to_named を実行するたびに、このブートファイルは必要に応じてアップデートされ

ます。このブートファイル内に、まだ存在しない追加のネットワークまたはドメインのための新しいエント

リーが追加されます。ブートファイルからエントリーが削除されることはありません。

キャッシュ専用サーバー用のブートファイル boot.cacheonly (bind が 4.x の場合)、または conf.cacheonly (bind

が 8.x または 9.x の場合) が存在しない場合にはこれを作成します。 −z または −Z オプションを使用している

場合には、２次サーバー用のブートファイル (boot.sec.save または conf.sec.save) および (boot.sec または
conf.sec) を作成します。２次サーバー用のブートファイルは１次サーバー用のブートファイルからいつも新し

く作成されますので、これらのファイルは等しくなります。

例
次の例は、ネットワーク 15.19.8 および 15.19.9 に対するネームサーバーデータを div.inc.com 内に作成しま

す。

hosts_to_named −d div.inc.com −n 15.19.8 −n 15.19.9

次の例は、ネットワーク 15.19.8 および 15.19.9 に対するネームサーバーデータを div.inc.com 内に作成しま

す。ホストテーブル内のエイリアスを無視して、２つのメールハブ、 aaa.div.inc.com および bbb.mkt.inc.comk

を入れます。すべてのオプションはファイル内に指定しておきます。

hosts_to_named −f option_file

option_file には、以下の行を入れます。
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−d div.inc.com

−n 15.19.8 −n 15.19.9

−m 20:aaa

−m 30:bbb.mkt.inc.com

−A

ネットワーク 15.19.15 は、 xx.inc.com ドメインおよび div.inc.com ドメイン内にホストをもちます。次のよう

にして、 xx.inc.com に対してネームサーバーデータを作成します。ネットワーク 15.19.15 上の div.inc.com 内

のホストに対しては、ポインター (PTR) レコードだけを作成します (これには div.inc.com 内のホストが、
x.div.inc.com形式の正式名称またはエイリアスを持っていることが必要です)。

hosts_to_named −d xx.inc.com −n 15.19.15 −p div.inc.com

次の例は、 div.inc.com 内のネットワーク 15.19.8 に対するネームサーバーデータを作成します。ネットワーク
15.19.15 からの div.inc.com データを入れますが、15.19.15 に対するポインター (PTR) レコードの作成は行いま

せん。その理由は、このポインターレコードは xx.inc.com サーバーによって操作されるからです。

hosts_to_named −d div.inc.com −n 15.19.8 −a 15.19.15

複数のドメイン div1.inc.com、 div2.inc.com および div3.inc.com に対して、ネームサーバーのデータを作成し

ます。すべてのドメインの権限開始 (SOA) レコードで、ホストとして 15.18.1.1 を宣言する必要があります。

また、すべてのドメインに対し、データをロードするサーバーとして 15.18.1.1 と 15.18.2.1 をリストした一次

ブートファイルから、二次ブートファイルも作成します。デフォルトサーバー以外に、15.18.2.1 をドメイン
div2.inc.com に対する権限ネームサーバーとして宣言します。

hosts_to_named −f option_file

option_file には、以下の行が含まれます。

−d div1.inc.com

−n 15.18.1

−d div2.inc.com

−n 15.18.2

−S 15.18.2.1

−d div3.inc.com

−n 15.18.3

−h 15.18.1.1

−z 15.18.1.1

−z 15.18.2.1

著者
hosts_to_named は、HP が開発しました。
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ファイル
/etc/hosts ホストテーブル

named.boot １次サーバーのブートファイル (4.x)

named.conf １次サーバーのブートファイル (8.x または 9.x)

boot.cacheonly キャッシュ専用サーバーのブートファイル (4.x)

conf.cacheonly キャッシュ専用サーバーのブートファイル (8.x または 9.x)

boot.sec.save ２次サーバーのブートファイル (4.x)

conf.sec.save ２次サーバーのブートファイル (8.x または 9.x)

boot.sec ２次サーバーのブートファイル (4.x)

conf.sec ２次サーバーのブートファイル (8.x または 9.x)

db.127.0.0 127.0.0.1 のためのポインター情報

db.cache ルートサーバーアドレスのためのスタブキャッシュファイル

db.root ルートドメインに対するサーバーのためのデータ

db.DOMAIN ドメインのためのアドレスおよびその他のデータ

db.DOMAIN.in−addr すべてのネットワーク番号のためのポインターデータ

db.NET １つのネットワーク番号のためのポインターデータ

db.IP6.INT １つの IPv6 ネットワーク番号のためのポインターデータ

参照
named(1M)

RFC 1034、 RFC 1035
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名称
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

構文
/usr/sbin/hotplugd logfile openmode

説明
hotplugd デーモンは、PCI I/O スロットに対応するアテンションボタンを押すことによって生成される PCI I/O

ホットプラグ (別名、アテンションボタン/ドアベル) イベントを処理するプログラムです。

このデーモンは /usr/bin/olrad を起動し、アテンションボタンが押されたスロットのさまざまな OLA/R/D 操作

を実行します。このデーモンは olrad の -f (CRA の結果を置き換える) オプションは使いません。

このデーモンは、ブート時に /sbin/init.d/pci_olar起動スクリプトで起動されます。

デーモンが起動される前にアテンションボタンが押されると、イベントは失われ、メッセージのログは行われ

ません。 syslog ファイルにログされるメッセージについては、「診断」の項を参照してください。

root権限を持つユーザーだけが、このコマンドを実行して、OLA/R/D 機能を実行できます。

現在オンライン追加 (OLA) とオンライン置換 (OLR) の機能だけがサポートされています。オンライン削除
(OLD)は将来サポートする予定です。

電源 LED の点滅は、すべてのハードウェアプラットフォームでサポートされているわけではありません。

オプション
logfile デーモンがメッセージをログするログファイルです。デフォルトは、 /var/adm/hotplugd.log

です。

これは、 /etc/rc.config.d/pci_olar 内の HOTPLUGD_LOGFILE 変数を変更することで、変更す

ることができます。 /usr/bin/olrad コマンドの標準出力と標準エラーも、このログファイルに

記録されます。

openmode logfile をオープンするときのモードです。以下のいずれかです。

append ファイルを追加モードでオープンします。新しいログ情報は、 logfile の最後に追

加されます。

trunc ファイルをオープンし、ファイルの内容を切り捨てます。 logfile が存在していた

場合には、長さが０に切り捨てられますが、モードと所有者は変更されません。

診断
logfile にログされるメッセージは、メッセージを読めば意味がわかるようになっています。また、以下の診断

がカーネルによって syslog ファイルにログされる場合もあります。

Could not allocate memory for PCI I/O Attention Button event

これは、アテンションボタンのイベント情報を格納するために使うメモリーチャンクを割り当てるこ

とができない場合に、 syslog ファイルにログされます。
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このイベントは、電源 LED を PWR_RAIL モードに設定した後で、破棄されます。すなわち、電源 LED はス

ロットの電源がオンであれば、オンに設定され、スロットの電源がオフであれば、オフに設定されます。

Could not add the event to the queue, dropping event

これは、キューが初期化されていない (デーモンが実行中でない) か、キューでフロー制御が行われて

いる場合に、 syslog ファイルにログされます。キューでフロー制御が行われるのは、キューがすでに

最大数のイベントを持っている場合です。現在この最大数は、128 です。

このイベントは、電源 LED を PWR_RAIL モードに設定した後で、破棄されます (上記参照)。アテンション

ボタンのイベントがデーモンで処理されるまで待ってください。

Dropping AB event, slotId not found in the registered slotIds

これは、システムのブート時に、カーネル OLAR モジュールで登録されなかったスロット ID に対す

るアテンションボタンのイベントを受信した場合に、 syslog ファイルにログされます。

このイベントは、電源 LED を PWR_RAIL モードに設定した後で、破棄されます (上記参照)。 HP response

centerにご相談ください。

ファイル
/etc/rc.config.d/pci_olar

PCI I/O OLA/R/D 操作用の構成ファイル

/var/adm/hotplugd.log

デーモンがメッセージをログするデフォルトファイル

/sbin/init.d/pci_olar

ブート時に、デーモンを起動するために使われる起動スクリプト

/var/adm/syslog/syslog.log

デーモンが正常に起動し、デーモンが終了した後に、アテンションボタンのイベントが発生すると、

メッセージがこのファイルに記録されます。また、このログファイルには「診断」の項で説明したと

おりに、メッセージが記録されます。

参照
olrad(1M)、syslogd(1M)
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名称
hpux − HP-UX ブートストラップ

構文
hpux [-F] [-lm] [-vm] [-tm] [-lq] [-a[C R S D] devicefile ] [-fnumber ]

[-istring ] [ boot ] [ devicefile ]

hpux ll [ devicefile ] (hpux ls -aFln と同じ)

hpux ls [-aFiln] [ devicefile ]

hpux set autofile devicefile string

hpux show autofile [ devicefile ]

hpux -v

hpux restore devicefile (ワークステーションのみ; 「制約」の項を参照。)

説明
hpux は、ブートストラップに使用する HP-UX 固有の二次システムローダー (SSL) です (イニシャルシステム

ローダーについては、 isl(1M) を参照してください)。 hpux が上記の「構文」でサポートする操作をまとめる

と、次のようになります。詳細は、「説明」で後述します。

boot HP-UX ファイルシステムまたは raw デバイスからオブジェクトファイルを

ロードし、ロードされたイメージに制御を渡します。 (boot の動作は位置に

よって異なることに注意してください。)

ll ls -aFln に似たフォーマットで HP-UX ディレクトリの内容をリストします。
(ls(1) を参照してください。 ls は HFS ファイルシステムのローカルディスク

上に限って機能します。)

ls HP-UX ディレクトリの内容をリストします。 (ls(1) を参照してください。 ls

は HFSファイルシステムのローカルディスク上に限って機能します。)

show autofile autoexecute ファイルの内容を表示します。

set autofile autoexecute ファイルの内容を string によって指定されたものに変更します。

-v hpux ユーティリティのリリース番号とバージョン番号を表示します。

restore 適切なフォーマットをもつブート可能なテープから、システムを回復しま

す。 (ワークステーションのみ; 「制約」の項を参照してください。)

hpux コマンドは、キーボードから対話型で実行することも、 isl autoexecute ファイル内で指定することもでき

ます。

hpux は、 pdc(1M) によって初期化されたインタフェースの動作に限定されます。ほとんどの場合、動作は

ブートデバイスインタフェースに限定されます。
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表記法
hpux はそのオプションの多くで数値 (数値定数) を受け入れます。数値の表記は、10 進、８進、16 進定数の
C言語表記法に従います。先行の０ (ゼロ) は８進数を表し、先行の 0x または 0X は 16 進数を表します。たと

えば、037、0x1F、0X1f、31 はすべて 10 進 31 という同じ数値を表しています。

hpux boot、 ll、 ls、 set autofile、 show autofile、 restore の各動作には、次のフォーマットをもつ devicefile を

指定することができます。

manager(w/x.y.z;n) filename

devicefiles の指定はデバイス名とファイル名から成ります。デバイス名 ( manager(w/x.y.z;n) ) は、 disc のよう

な入出力システム manager (デバイスまたはインタフェースドライバ) の総称名、そのデバイスへのハードウェ

アパス、およびマイナー番号によって構成します。 manager 名は、デフォルトを使用する場合には完全に省略

することができます。 w/x.y.z はデバイスへの物理的ハードウェアパスで、バスコンバータ、スロット番号、

およびハードウェアアドレスを識別するものです。ワークステーションでは、ハードウェアパスの代わりに使

用できるニーモニックのセットがあります。 n は manager 固有の機能を制御するマイナー番号です。ファイル

名 filename は、標準 HP-UX 名です。 hpux の動作の一部は、特定の構成要素についてデフォルト値が決まって

います。デバイス部分だけが含まれている devicefile の指定は、raw デバイスを指定します。ファイル名が含ま

れている devicefile の指定は、そのデバイスに HP-UX ファイルシステムが入っていること、また指定の file-

name がそのファイルシステム内にあることを表します。

代表的なブート devicefile の指定は次のようなものです。

disc(2/4.0.0;0)/stand/vmunix

manager は disc、ディスクデバイスへのハードウェアパスは 2/4.0.0、マイナー番号はデフォルトで 0、
/stand/vmunix はブートデバイスの filename です。

hpux は現在、マネージャ disc、 tape、 lan の統合リストをサポートしています。マネージャ disc は、SCSI で

接続されたすべてのディスク (以前の disc3)、すべての autochanger ディスクデバイス (以前の disc30) を管理

します。マネージャ lan は、HP 28652A NIO ベースの LAN (以前の lan1) を介したリモートブートを管理しま

す。リモートブートをサポートしているのは現在このカードだけで、CIO ベースの LAN カードではサポート

されていません。マネージャ tape は、SCSI を介したテープドライブ (以前の tape2) を管理します。

devicefile のハードウェアパスは一連の数値で指定し、後にスラッシュ (/) をつけ、その後にドット (.) で区切っ

て一連の数値を続けます。これらの数値はそれぞれ、バスアドレスからデバイスアドレスまで順番に記した

ハードウェア構成要素を表します。後にスラッシュがついたハードウェア構成要素はバスコンバータを表し、

必ずしもマシンに装備されているとは限りません。たとえば w/x.y.z では、 w はバスコンバータのアドレス、
x は MID-BUSモジュールのアドレス、 y は CIO スロット番号、 z は HP 27111 バスアドレスです。

devicefile で指定するマイナー番号 n は、ドライバ固有の機能を制御します。(個々のドライバでのマイナー番

号のビット割り当てについては、『 Configuring HP-UX for Peripherals 』を参照してください。

ファイル名は標準 HP-UX パス名です。先行のスラッシュ (/) は必要なく、指定によって問題が発生することは

ありません。
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デフォルト
コマンドを完了させるために hpux が選択するデフォルト値は、一連の手順をとおして決まります。まず最初

に、明示的に指定されているコマンドの構成要素があれば、それらが使用されます。まだコマンドが完全なも

のでない場合、 hpux は pdc で保持されている情報からデフォルト値を得ようとします ( pdc(1M) を参照)。そ

こでコマンドを完了させるだけの十分な情報が得られないと、 autoexecute ファイルを検索します。検索でも

情報が見つからないと、コマンドに残された未解決の構成要素にはハードコードデフォルトが使用されます。

manager にはハードコードデフォルトの選択項目はありません。何も選択できない場合には、 hpux はエラー

を出します。

ブートデバイスへのハードウェアパスを指定しないと、 hpux は pdc によって保持されている情報をデフォル

トとして使用します。ハードウェアパスの要素にハードコードデフォルトはありません。

マイナー番号要素を指定しないと、 hpux は autoexecute ファイルからデフォルト値をとります。ここで値が見

つからない場合には、ハードコードデフォルトの０を使用します。

boot コマンドでは、ファイル名のない devicefile の指定は、ブートデバイスに HP-UX ファイルシステムが含ま

れていないことを表します。 hpux はこれを (ファイル名がないとみなさず) NULL ファイル名と解釈し、デ

フォルトの検索は行いません。 devicefile の指定全体がない場合には、 hpux はデフォルトを検索し、 autoexe-

cute ファイルの内容かハードコードデフォルトのいずれかを選択します。

２つの可能なハードコードデフォルト devicefile 指定があります。１つのハードコードデフォルト devicefile 指

定は /vmunix です。もう１つは、ハードコードデフォルト devicefile 指定は /stand/vmunix です。

LVM または VxVM システムのブートボリュームとルートボリュームが異なった論理ボリューム上のとき、

カーネルは /vmunix です。この理由はブートボリュームがシステム停止時に /stand 下にマウントされるからで

す。

すべての構成で、カーネルは /stand/vmunix です。

ハードコードデフォルトの検索順序はファイルの内容かハードコードデフォルトの /stand/vmunix および
/vmunix のいずれかを選択します。

bootの動作
boot は、オプションの devicefile で指定されている HP-UX ファイルシステムまたは raw デバイスから、オブ

ジェクトファイルをロードします。その後、ロードされたイメージに制御を渡します。

指定された devicefile で抜けている構成要素には、デフォルトが使用されます。たとえば、 vmunix という
devicefile は実際には次の指定と同じです。

disc(8.0.0;0)vmunix

また、Ultra Wide SCSI アドレス 14 のディスクからブートするための (8/0/19/0.14.0)/stand/vmunix という
devicefile は次の指定と同じです。

disc(8/0/19/0.14.0;0)/stand/vmunix
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保存されたカーネル構成をブートするには、 devicefile として /stand/configname/vmunix を指定します。ここ

で、 configname は、ブート対象の保存された構成の名前です。保存されたカーネル構成の詳細は、 kconfig(5)

を参照してください。

指定された devicefile が不完全なものであっても、 boot はオブジェクトファイルの検索に使用する完全な
devicefile の指定を表示します。この情報とともに、 boot は TEXT、 DATA、 BSS の各セグメントのサイズお

よびロードされたイメージのエントリーオフセットを表示してから、制御を渡します。

boot の動作にはいくつかのオプションを指定することができます。 boot のオプションは、「構文」の項に示

してあるとおりの位置で指定しなければならない点に注意してください。 boot 動作のオプションは次のとお

りです。

-a[C R S D] devicefile (devicefile で指定されている) 新しい位置を受け入れ、それをロードされ

たイメージに渡します。そのイメージが HP-UX カーネルの場合、カーネ

ルは定義済みの入出力構成を消去し、指定された devicefile で構成を実行

します。 C、 R、 S、 D のいずれかのオプションを指定すると、カーネ

ルは devicefile をそれぞれ console、 root、 swap、 dump の各デバイスと

して構成します。 -a は複数回、繰り返して指定することができます。

-fnumber 数値を使用して、それをロードされたイメージにフラグワードとして渡

します。

-istring システムのブート時に、 init の初期 run-level を設定します (init(1M) を参

照)。ここで指定された run-level は、 /etc/inittab の initdefault エントリー

で指定されているどの run-level もオーバーライドします (inittab(4) を参

照)。

-lm システムを LVM 保守モードでブートし、ルートボリュームだけを構成

し、その後シングルユーザーモードを開始します。

-vm システムを VxVM 保守モードでブートして、ルートボリュームだけを構

成し、その後シングルユーザーモードを開始します。

-tm システムを調整可能な保守モード (「フェイルセーフブート」モードとも

呼ばれます) でブートします。このオプションでは、カーネル構成内の調

整可能な設定やモジュール設定が無視され、正しく動作することがわ

かっている設定を使ってブートされます。注記: 初期のバージョンの HP-

UX からアップデートしたシステムには、このフラグをサポートしていな

いブートローダーを持つものがあります。そのようなシステムでは、代

わりに、フラグ -f0x40000 を使ってください。

-lq 規定数のオーバーライドオプションによってシステムをブートします。

このオプションはディスクがシステムから削除されたか使用できない状

態にあって、物理ボリュームの対応エントリーが vgreduce を使用してボ
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リュームグループから削除されていない場合に使用します。

-F SwitchOver/UX ソフトウェアで使用します。ただし、SwitchOver/UX は
HP-UX 10.30 以降のシステムではサポートされていません。 -F オプショ

ンは、ブートディスクのロックを無視するときに使用します。 -F オプ

ションは、ロックを行っているプロセッサがすでに実行中でないことが

わかっている場合にだけ、使用するようにしてください。 (このオプショ

ンを指定しない場合、ディスクが別のプロセッサによってロックされて

いると、カーネルはそのディスクからはブートを実行しません。他のプ

ロセッサがまだそのディスクを使用しているとデータが破壊されてしま

う可能性があるためです。)

boot では、ロードできるオブジェクトファイルに制約があります。これは HP-UX マジックナンバー EXEC-

MAGIC (0407)、 SHAREMAGIC (0410)、 DEMANDMAGIC (0413) のみを受け入れます。 magic(4) を参照して

ください。また、オブジェクトファイルには HPUX_AUX_ID タイプの補助ヘッダー含まれていなければなら

ず、それが最初の補助ヘッダーでなければなりません (a.out(4) を参照)。

llおよび lsの動作
ll および ls は、オプションの devicefile で指定された HP-UX ディレクトリの内容をリストします。出力は ls

-aFl コマンドのものと同様ですが、日付情報がプリントされない点だけが異なります。

デフォルトの devicefile は boot の場合と同じ方法で生成され、現在のディレクトリがデフォルトディレクトリ

になります。

set autofileの動作
set autofile は、 autoexecute ファイル autofile の内容を指定された文字列で上書きします (「例」の項を参照)。

show autofileの動作
show autofile は、 autoexecute ファイル autofile の内容を表示します (「例」の項の autoexecute を参照)。

診断
エラーが検出されると、 hpux は診断メッセージをプリントしてエラーの原因を示します。これらのメッセー

ジは、一般、ブート、コピー、構成、システムコールの各分野に分類できます。システムコールエラーのメッ

セージについては errno(2) で説明します。その他のメッセージは次のとおりです。

一般
bad minor number in devicefile spec

devicefile の指定に認識できないマイナー番号が入っています。

bad path in devicefile spec

devicefile の指定に認識できないハードウェアパスが入っています。

command too complex for parsing

コマンド行の引き数の数が多すぎます。
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no path in devicefile spec

devicefile の指定にはハードウェアパスの構成要素が必須ですが、入っていません。

panic (in hpuxboot): (display==number, flags==number) string

いくつかの hpux エラーが発生しました。最寄りの HP 代理店に連絡してください。

ブート
bad magic

指定されたオブジェクトファイルに認識可能なマジック番号がありません。

bad number in flags spec

-fオプションに認識できないフラグ指定があります。

Exec failed: Cannot find /stand/vmunix or /vmunix.

/stand/vmunix と /vmunix が見つかりません。

booting from raw character device

raw デバイスからのブートで、指定された manager にキャラクタインタフェースしかないため、ブロック

サイズが誤っていると問題の原因になる場合があります。

isl not present, please hit system RESET button to continue

正しく実行されなかった boot の動作がメモリー内の isl をオーバーレイしました。 isl に制御を戻すこと

はできません。

short read

指定されたオブジェクトファイルが内部で矛盾した状態になっています。十分な長さを持っていません。

would overlay

指定されたオブジェクトファイルをロードすると hpux をオーバーレイすることになります。

構成
cannot add path, error number

I/O ツリーにハードウェアパスを追加したことによって、未知のエラーが発生しました。内部エラー番号

が示されています。最寄りの HP 代理店に連絡してください。

driver does not exist

指定されたマネージャは hpux に構成されていません。

driver is not a logical device manager

指定された manager は論理デバイスマネージャのものではなく、直接 I/O の動作には使用できません。

error rewinding device"

デバイスの巻き戻しを実行しようとして、エラーが検出されました。

error skipping file

テープデバイスの前方スペースを実行しようとして、エラーが検出されました。
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negative skip count

スキップカウントを指定する場合には、ゼロ以上でなければなりません。

no major number

指定された manager に、ブロック型またはキャラクタ型デバイススイッチテーブルのエントリーがあり

ません。

path incompatible with another path

互換性のない複数のハードウェアパスが指定されています。

path long

指定されたハードウェアパスに含まれている構成要素の数が、指定された manager には多すぎます。

path short

指定されたハードウェアパスに含まれている構成要素の数が、指定された manager には少なすぎます。

table full

hpux に指定されたデバイスの数が多すぎます。

例
この項で例を示す前に、HP-UXシステムのブート手順の概要を説明しておきます。

自動ブート
各種の HP-UX システムでの自動ブートの手順は、類似した共通の順序に従っています。 HP-UX システムプロ

セッサの電源を入れるか、システムの リセットボタンを押すと、プロセッサ固有のコード (ファームウェア)

が実行されて、ハードウェアおよび汎用システムの完全性が確認されます ( pdc(1M) を参照)。 pdc はハード

ウェアを検査した後、ユーザーに対して autoboot の手順をオーバーライドするには Esc キーを押すよう指示

し、選択の機会を与えます。ここでは次のようなメッセージがコンソールに表示されます。

(c) Copyright. Hewlett-Packard Company. 1994.

All rights reserved.

PDC ROM rev. 130.0

32 MB of memory configured and tested.

Selecting a system to boot.

To stop selection process, press and hold the ESCAPE key...

ユーザーがキーボードを押さないと、 pdc は isl をロードして autoboot の手順を開始し (isl(1M) を参照)、制御

を渡します。 autoboot の手順が開始されると、 isl は表示を出し、 autoexecute ファイルを見つけて実行しま

す。これは HP-UX システムで、 hpux を適切な引き数を用いて実行するよう要求します。すると次のような

メッセージが、 isl によってコンソールに表示されます。

Booting from: scsi.6 HP 2213A

Hard booted.

ISL Revision A.00.09 March 27, 1990
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ISL booting hpux boot disk(;0)/stand/vmunix

次に、二次システムローダーの hpux が実行中の動作について表示します。この場合は次の例で示すように、
boot、ロードイメージを取り出した devicefile、 TEXT サイズ、 DATA サイズ、 BSS サイズ、およびロードイ

メージの開始アドレスです。その後、制御はイメージに渡されます。

Booting disk(scsi.6;0)/stand/vmunix

966616+397312+409688 start 0x6c50

その後、ロードされたイメージがさまざまな構成メッセージおよびステータスメッセージを表示します。

対話型ブート
hpux を対話型で使用するには、 pdc の指示に従って Esc を押し、 isl を対話型モードで起動しなければなりま

せん。すると pdc はブート可能なデバイスをすべて表示し、ブートオプションを示します。適切なオプション

を選択すると、 pdc は isl をロードし、 isl は対話型でコマンドのプロンプトを表示していきます。次のような

情報が表示されます。

Selection process stopped.

Searching for Potential Boot Devices.

To terminate search, press and hold the ESCAPE key.

Device Selection Device Path Device Type

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

P0 scsi.6.0 QUANTUM PD210S

P1 scsi.1.0 HP 2213A

p2 lan.ffffff-ffffff.f.f hpfoobar

b) Boot from specified device

s) Search for bootable devices

a) Enter Boot Administration mode

x) Exit and continue boot sequence

Select from menu: b p0 isl

Trying scsi.6.0

Boot path initialized.

Attempting to load IPL.

Hard booted.

ISL Revision A.00.2G Mar 27, 1994

ISL>

isl からは hpux のすべての動作およびオプションを対話型で使用できますが、 autoexecute ファイルから実行

することもできます。次に示す例では、ユーザーの入力は各行の ISL> プロンプトの後に続く部分です。例の
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その他の部分はシステムによって表示されるテキストです。 hpux の各種オプションおよび動作の例に進む前

に、ここで自動ブートプロセスの手順の概要を示します。ここで示すハードウェア構成およびブートパスは１

つのサーバーマシンのものですが、ユーザーインタフェースはすべてのモデルで共通しています。システムリ

セットボタンを押すと pdc は自己診断を実行し、ハードウェアの検査に合格するとそれを通知し、制御ターミ

ナルに BELL キャラクタを送信します。その後ユーザーに 10 秒間だけ、任意文字を入力することによって
autoboot の手順をオーバーライドする選択の機会を与えます。コンソールには次のようなテキストが表示され

ます。

Processor Dependent Code (PDC) revision 1.2

Duplex Console IO Dependent Code (IODC) revision 3

Console path = 56.0.0.0.0.0.0 (dec)

38.0.0.0.0.0.0 (hex)

Primary boot path = 44.3.0.0.0.0.0 (dec)

2c.00000003.0.0.0.0.0 (hex)

Alternate boot path = 52.0.0.0.0.0.0 (dec)

34.0.0.0.0.0.0 (hex)

32 MB of memory configured and tested.

Autosearch for boot path enabled

To override, press any key within 10 seconds.

ここで 10 秒以内にキーボードを押さないと、 pdc は isl をロードして autoboot の手順を開始し、制御を渡し

ます。 autoboot の手順が始まると isl は表示を出してから autoexecute ファイルを見つけて実行します。これ

は HP-UX システムで、 hpux を適切な引き数を用いて実行するよう要求します。コンソールには次のように表

示されます。

10 seconds expired.

Proceeding with autoboot.

Trying Primary Boot Path

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

Booting...

Boot IO Dependent Code (IODC) revision 2

HARD Booted.

ISL Revision A.00.2G Mar 20, 1994

ISL booting hpux

その後、 hpux は動作が実行中であることを表示します。この場合には、 boot、ロードイメージを取り出した
devicefile、 TEXT サイズ、 DATA サイズ、 BSS サイズ、およびロードイメージの開始アドレスです。さらに
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次の表示が出されて、制御はイメージに渡されます。

Boot

: disc3(44.3.0;0)/stand/vmunix

3288076 + 323584 + 405312 start 0x11f3e8

最後に、ロードされたイメージがさまざまな構成メッセージとステータスメッセージを表示し、マルチユー

ザーモードの init run-level ２に進みます。

hpux の動作とオプションとを使用するためには、 isl を対話型で実行する必要があります。これには pdc が指

示する 10 秒の間に、任意の文字を入力してください。すると pdc は一次ブートパスを受け入れられるかどう

かを質問します。通常は yes (Y) という応答が適切で、これを入力すると pdc は isl をロードし、 isl は対話型

でコマンドのプロンプトを出していきます。次に、ブートプロンプト、 Y の応答、その後のブートメッセー

ジ、最後に表示ターミナルに送られるイニシャルシステムローダー (ISL) プロンプトを示します。

Boot from primary boot path (Y or N)?> y

Interact with IPL (Y or N)?> y

Booting...

Boot IO Dependent Code (IODC) revision 2

HARD Booted.

ISL Revision A.00.2G Mar 20, 1994

ISL>

hpux のすべての動作およびオプションを isl から対話型で使用できますが、 autoexecute ファイルから実行す

ることもできます。次に示す例では、ユーザーの入力は各行の ISL> プロンプトの後に続く部分です。その後

のテキストは ISL から出されたメッセージです。

デフォルトのブート
hpux に入ると、デフォルトのブート手順が開始されます。 pdc から読み取られたブートパスは 8.0.0、そのパ

スでデバイスに対応しているマネージャは disc、この場合は autoexecute ファイルから取り出されるマイナー

番号はディスクのセクション４を指定する 4、オブジェクトファイル名は /stand/vmunix です。

ISL> hpux

Boot

: disc3(44.3.0;0)/stand/vmunix

3288076 + 323584 + 405312 start 0x11f3e8

別のカーネル構成のブート
この例では、 hpux が、保存されたカーネル構成 myconfig の boot 動作を開始します。

ISL> hpux myconfig/vmunix

Boot
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: disc3(44.3.0;0)/stand/myconfig/vmunix

3288076 + 323584 + 405312 start 0x11f3e8

別のセクションからのブート
この例では (これは以前のバージョンとの互換性を示すものです)、カーネルをルートディスクの別のセクショ

ンからブートします。たとえば、カーネル開発が /mnt/azure/root.port で行われ、これはルートディスクのセク

ション３にあるものとします。上記の例にマイナー番号 3 を指定することによって、オブジェクトファイル
sys.azure/S800/vmunix は /mnt/azure/root.port からロードされます。

ISL> hpux (;3)sys.azure/S800/vmunix

Boot

: disc(8.0.0;0x3)sys.azure/S800/vmunix

966616+397312+409688 start 0x6c50

別のディスクからのブート
この例ではハードウェアパスとファイル名だけを指定します。その他の値はすべてブートデフォルトです。オ

ブジェクトファイルは別のディスクのファイルシステムからとられます。

ISL> hpux (52.5.0.0)/stand/vmunix

Boot

: disc(52.5.0.0)/stand/vmunix

966616+397312+409688 start 0x6c50

LANからのブート
この例では、LAN からクラスタクライアントをブートする方法を示します。ここでは devicefile を指定します

が、前の例のようにデフォルトブートを使用することもできます。デフォルトブートではないブート動作には

ファイル名を指定しなければならず、ファイル名は 11 文字以内でなければなりません。ローカルディスクか

ら islにブートした後でイメージを LANからロードするよう要求する方法は、サポートされていません。

ISL> hpux lan(32)/stand/vmunix

Boot

: lan(32;0x0)/stand/vmunix

966616+397312+409688 start 0x6c50

シングルユーザーモードへのブート
この例では -i オプションを使用して、システムを run-level s、シングルユーザーモードの動作にブートしま

す。

ISL> hpux -is

Boot

: disc(8.0.0;0x0)/stand/vmunix

966616+397312+409688 start 0x6c50

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 11 − Hewlett-Packard Company Section 1M-401



hpux(1M) hpux(1M)

カーネル起動メッセージ省略

INIT: Overriding default level with level ’s’

INIT: SINGLE USER MODE

WARNING: YOU ARE SUPERUSER !!

#

入出力構成を変更したブート
この例では、ディスクドライバをダンプデバイスとして CIO スロット５、SCSI アドレス５に構成します。

カーネルの元の入出力構成の内容とは無関係に、ドライバ disc はそのハードウェアパスに構成されます。同様

に、 asio0 は CIO スロット 63 のコンソールに構成されます。その他に構成されるデバイスはコンソールと

ルートデバイスだけで、これらは boot が pdc から取り出します。

ISL> hpux -aC asio0(8/0/63) -aD disc(8/16/5.5)

Boot

: disk(8/0/19/0.14.0.0.0.0.0;0)/stand/vmunix

: Adding console (8.0.63;0)...

: Adding dump (8.16.5.5;0)...

6463488 + 1101824 + 939616 start 0x39168

その他のカーネル起動メッセージ省略

autoexecuteファイルの表示
この例では show autofile を使用して、ブート LIF にある autoexecute ファイルの内容を、 hpux をブートした

デバイスにプリントします。オプションで devicefile を指定し、別のブートデバイスのブート LIF から autoexe-

cute ファイルを読み取ることもできます。

ISL> hpux show autofile

Show autofile

: AUTO file contains (hpux)

autoexecuteファイルの変更
この例では autoexecute ファイルの内容を変更する方法を示します。変更後システムをリセットすると、無人

ブートで新しいコマンドが使用されるようになります。

ISL> hpux set autofile "hpux /stand/myconfig/vmunix"

Set autofile

: disk(2/0/1.3.0.0.0.0.0;0)

: AUTO file now contains "(hpux /stand/myconfig/vmunix)"

ディレクトリの内容のリスト
ルートディスクのディレクトリ (/stand) の内容をリストします。フォーマットは、ファイル保護、リンクの

数、ユーザー ID、グループ ID、ディレクトリ内の各ファイルのバイト数で表したサイズを示しています。次

の３つのカーネル構成がブート可能です。すなわち、デフォルト構成 (vmunix)、自動バックアップ構成
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(backup)、および他の保存された構成 (good) です。 LAN を介したファイルのリストはサポートされていませ

ん。

ISL> hpux ll /stand

Ls

: disk(2/0/1.3.0.0.0.0.0;0)/stand

dr-xr-xr-x 9 2 2  1024 ./

dr-xr-xr-x 14 2 2  1024 ../

drwxr-xr-x 5 0 3  1024 backup/

-rw-r--r-- 1 0 3  19 bootconf

drwxr-xr-x 3 0 3  1024 bootfs/

drwxr-xr-x 5 0 3  1024 current/

drwxr-xr-x 5 0 3  1024 good/

-rw-r--r-- 1 0 3  4376 ioconfig

-r--r--r-- 1 0 3  82 kernrel

drwxr-xr-x 2 0 3  1024 krs/

drwxr-xr-x 2 0 0  65536 lost+found/

drwxr-xr-x 5 0 3  1024 nextboot/

-rw------- 1 0 0  12 rootconf

-rw-r--r-- 1 0 3  1892 system

-rwxr-xr-x 4 0 3  17163704 vmunix*

バージョンの表示
-v オプションを指定して、 hpux のバージョン番号を調べます。

ISL> hpux -v

Release: 10.00

Release Version:

@(#) X10.20.B HP-UX() #1: Dec 4 1995 16:55:08

制約
ワークステーションのみ

restore は、ディスクが完全に破壊されてしまった場合の回復用に用意されています。これは、適切なフォー

マットをもつブート可能なテープからディスクにデータをコピーします。このテープにディスクのバックアッ

プイメージが入っている場合には、ディスク全体が復元されます。適切なフォーマットをもつテープ (DDS の

み) を作成するには、次のコマンドを実行する必要があります。

dd if=/usr/lib/uxbootlf of=/dev/rmt/0mn bs=2k

dd if=/dev/rdsk/1ss of=/dev/rmt/0m bs=64k

最初の dd はテープにブートエリアを入れ、ブート可能なイメージにします (dd(1) を参照)。テープにブートイ

メージが入ると、そのテープは巻き戻されなくなります。次の dd はディスクのイメージをテープに追加しま
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す。プロセス全体で、660MB HP 2213 ディスクの場合、約１時間かかります。ディスクの復元後に fsck で問題

が発生するのを防ぐために、システムをシングルユーザーモードにし、２回目の dd を実行する前に sync を何

回かタイプしておきます ( fsck(1M) を参照)。このテープを作成すると、ディスクの完全な復元に使用すること

ができます。

1. テープをテープドライブに挿入します。

2. テープから ISL にブートするようマシンに指示します。これには通常、ブートパスとして scsi.3 を

指定します。

3. ISLプロンプトに対して次のように応答します。

ISL> hpux restore disk(scsi.1;0)

これで、テープから scsi.1 のディスクにディスクイメージが復元されます。ディスク上にそれまであったデー

タは失われます。このコマンドは、 devicefile で指定されているデバイスの内容を破壊します。復元には、
660MB ドライブの場合で約１時間かかります。

注意：復元できるデータの量は、2GB までに制限されています。テープとディスクはブートデバイスインタ

フェース上になければなりません。

また、将来このコマンドはさらに優れたインストールおよび回復メカニズムによって置き換えられる可能性が

あります。その時点で、このコマンドは除去されることになります。

参照
boot(1M)、 fsck(1M)、 init(1M)、 isl(1M)、 pdc(1M)、 errno(2)、 a.out(4)、 inittab(4)、 magic(4)
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名称
hpux.efi − Itaniumベースシステム用 HP-UXブートストラップ

構文
hpux.efi [-V] [-tm] [-vm]

説明
hpux.efi は、HP-UX に固有のブートストラップ用オペレーティングシステムローダーユーティリティです。
IPF プラットフォーム上で実行できる、ネイティブの efi(4) アプリケーションです。

hpux.efi は、次のオプションをサポートします。

-V hpux ユーティリティのリリースおよびバージョン番号を表示します。

-tm システムを調整パラメータ保守モード (「フェールセーフブート」ともいいます) でブート

します。このオプションでは、カーネル構成内の調整パラメータの設定とモジュール設定

を無視し、代わりに正常にブートできることが確認されている設定でブートします。

-vm システムを VxVM 保守モードで起動し、ルートボリュームを構成してシングルユーザー

モードに入ります。

次のコマンドは、キーボードから対話的に指定するか、 efi(4) のファイル AUTO 内で指定します。

boot [file] HP-UX ファイルシステムからカーネルオブジェクトファイルをロードし、制御をロードし

たイメージに移します。 (注: boot オペレーションは位置に依存します。) 現在、 hpux.efi

はディスクからのみブートできます。 file には、カーネルオブジェクトファイルまたは

カーネル構成ディレクトリの名前を指定します。

次のコマンドは、 hpux が開始された後にキーボードから対話的に指定します。

ll HP-UXディレクトリの内容を詳細にリストします。

ls HP-UXディレクトリの内容をリストします。

showauto ファイル AUTO の内容を表示します。

setauto string ファイル AUTO の内容を string に変更します。

ブートオペレーション
boot オペレーションでは、サポートされる HP-UX ファイルシステム (HFS、VxFS) から ELF カーネルオブ

ジェクトファイルをロードします。その後、制御をロードしたイメージに移します。

boot オペレーションの間に、 hpux.efi はカーネルオブジェクトファイルに加え、ディレクトリ boot.sys から常

駐するシステム特有のファイルをロードし、ディレクトリ configname/bootfs からカーネル構成特有のファイル

をロードします。

hpux.efi は常に /stand (ブートディレクトリ) を現在のディレクトリとみなします。たとえば、 myconfig/vmu-

nix は実際には次のパス名と解釈されます。
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/stand/myconfig/vmunix

この情報のほか、 boot は制御を移す前に、 TEXT、 DATA、および BSS セグメントのサイズを与えます。

boot オペレーションは、いくつかのオプションを受け入れます。 boot のオプションは、上記の「構文」の項

の構文のステートメントで示した位置に指定 しなければならないことに注意してください。 boot オペレー

ションのオプションは、次のとおりです。

-irun-level システムをブートしたときの init の初期実行レベルを指定します。この実行レベルは、
/etc/inittab に記載されている initdefault のすべての実行レベルの値を変更します。
init(1M) および inittab(4) を参照してください。

boot は、ELF オブジェクトファイルのみをロードできます。

llおよび lsオペレーション
ll および ls オペレーションは、HP-UX ディレクトリの内容をリストします。 ll は、サポートされている HP-

UX ファイルシステムで使用すると、ファイル名のほか、サイズおよび日付の情報が表示されます。

VxVM ディスクでは、ブートボリューム (/stand) の情報のみが表示されます。ブートボリュームの情報を表示

するには、 /stand への相対パスおよび絶対パスを使用できます。

setautoオペレーション
setauto オペレーションは、 autoexec ファイル AUTO の内容を、指定した文字列で上書きします。

showautoオペレーション
showauto オペレーションは、 autoexec ファイル AUTO の内容を表示します。「例」の autoexecute を参照し

てください。

例
自動ブート

Itaniumベースシステムでの HP-UX 自動ブートプロセスの概要を示します。 HP-UX システムプロセッサに電

源が供給されるか、システムの Reset ボタンが押下されると、Itaniumベースシステムのファームウェアコード

が実行され、ハードウェアとシステム全体の完全性の確認が行われます (boot(1M) 参照)。ハードウェアを初期

化した後、EFI boot_manager が実行されます。 EFI boot_manager は、自動的に EFI アプリケーションを起動

するオプションを示します。 EFI boot_manager によって実行された hpux.efi は、ファイル AUTO を探し、そ

の内容をブートストリングとして使用します。そして、キーボードを押下することによって autoboot シーケン

スを変更するオプションをユーザーに示します。

*** HP-UX Boot Loader for IA-64 ***

*** Version #.# ***

*** Type ’help’ for help ***

Press Any Key to interrupt Autoboot

AUTO ==> boot vmunix -is

Seconds left till autoboot - 10
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キーの押下が検知されなかった場合、 hpux.efi は、 AUTO ストリングを使用して autoboot シーケンスを開始

します。 hpux.efi は次のようなメッセージをコンソールに表示します。

AUTOBOOTING...

AUTO BOOT> boot vmunix -is

hpux.efi は、カーネルオブジェクトファイルを検出できた場合、各セクションのローディングの進行とオブ

ジェクトファイルのシンボルテーブルを表示します。

loading section 0

....................

loading section 1

......

Loading symbol table. Num of Sec Header(79)

そして、システムおよびカーネル構成に特有のディレクトリのロードの進行を表示します。

Loading System Directory(boot.sys) to MFS

....

Loading Kernel Boot Directory(bootfs) to MFS

......

最後に、制御をイメージに移す前に、 boot はロードしたカーネルオブジェクトファイルの完全パスと TEXT

サイズ、 DATA サイズ、および BSS サイズを表示します。

Launching /stand/vmunix...

SIZE: Text:16308K + Data:1268K + BSS:2004K = Total:19581K

そして、ロードされたイメージは、大量の構成メッセージとステータスメッセージを表示します。

対話型ブート
hpux.efi を対話型で使用するには、キーを押下して自動ブートのシーケンスを中断するか、ファイル AUTO を

削除します。こうすると、 hpux.efi はコマンドを入力するための対話的なプロンプトを表示します。

HPUX>

参照
boot(1M)、hpux(1M)、init(1M)、inittab(4)、efi(4)
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名称
identd − TCP/IP IDENT プロトコルのサーバー

構文
/usr/lbin/identd [−i| −w|−b] [−tseconds] [−uuid] [−ggid] [−pport] [−aaddress] [−ccharset] [−n] [−o] [−e] [−l] [−V] [−m]

[−N] [−d]

説明
identd は、 RFC 1413 ドキュメントに規定されているとおりに TCP/IP で提唱する標準的な IDENT ユーザー識

別プロトコルを実現するサーバーです。

identd は特定の TCP/IP 接続を探し出し、その接続を所有しているプロセスのユーザー名を返します。

引き数
-i -i フラグは、 /etc/inetd.conf ファイル内で "nowait" オプションを付けて inetd からデーモンを開始す

る際に使用します。これがデフォルトのモードです。このモードを使用すると、 inetd がそれぞれ

の接続要求に対して identd デーモンを１つずつ開始します。

-w -w フラグは、 /etc/inetd.conf ファイル内で "wait" オプションを付けて inetd からデーモンを開始す

る際に使用します。 identd デーモンは、永久に実行するか、 -t フラグで指定したタイムアウトが

発生するまで実行します。

-b -b フラグを使用すると、 inetd の手助けなしでデーモンをスタンドアロンモードで実行することが

できます。このモードは最も好ましくないモードで、HP ではサポートしていません。その理由

は、サーバー内のバグまたは他の致命的な状況によりデーモンが停止した場合、手動で再起動しな

ければならないからです。

-tseconds -tseconds オプションは、タイムアウトの制限を指定するために使用します。これは、 -w フラグを

指定して開始したサーバーが、終了する前に新しい接続を待つ秒数です。サーバーが終了した場

合、新しい接続が要求されると自動的に inetd によってサーバーが再起動されます。タイムアウト

の制限に使用する妥当な値は 120 (２分) です。デフォルトでは、タイムアウトなしです。つまり、

永久に、またはサーバーで致命的な状態が発生するまで待ちます。

-uuid -uuid オプションは、ユーザー ID 番号を指定します。この ID は、 -b モードの操作を使用する場合

に ident サーバー自身が TCP/IP ポートにバインドした後で切り替えるときに使用されます。

-ggid -ggid オプションは、グループ ID 番号を指定します。この ID は、 -b モードの操作を使用する場合

に ident サーバー自身が TCP/IP ポートにバインドした後で切り替えるときに使用されます。

-p port -p port オプションは、 -b モードの操作を使用する場合にバインドする代替ポート番号を指定しま

す。名前または番号で指定できます。デフォルトは IDENTポート (113) です。

-aaddress -aaddress オプションは、 -b モードの操作を使用する場合にソケットをバインドするローカルアド

レスを指定します。指定できるのは IP アドレスだけで、ドメイン名では指定できません。 IPv4 で

のデフォルト値は INADDR_ANY で、IPv6 では in6addr_any で、通常はすべてのローカルアドレ

スを示します。
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-V -V フラグは、バージョン番号を表示した後に終了するよう identd に指示します。

-l -l フラグは、ロギング目的のためにシステムのロギングデーモン syslogd を使用するよう identd に

指示します。

-o -o フラグは、実行しているオペレーティングシステムの型を明らかにせず、常に "OTHER" (その

他) を返すよう identd に指示します。

-e -e フラグは、 NO-USER (ユーザーなし ) や INVALID-PORT (無効ポート ) エラーの代わりに、
UNKNOWN-ERROR (未定義エラー) を常に返すよう identd に指示します。

-ccharset -ccharset フラグは、生成された応答にオプションの (IDENT プロトコルに従う) キャラクタセット

指示子を追加するよう identd に指示します。 <charset> には、MIME RFC で説明されているように

正しいキャラクタセットを大文字で指定しなければなりません。

-n -n フラグは、ユーザー名を秘密にしたい場合に、ユーザー名ではなくユーザー番号を常に返すよう
identd に指示します。

-N -N フラグを指定すると、 identd は、このデーモンが返そうとしているユーザー名を持つユーザー

のそれぞれのホームディレクトリ内でファイル .noident を調べます。このファイルが存在すると、

デーモンは正常な USERID 応答の代わりに、エラー HIDDEN-USER を返します。

-m -m フラグを指定すると、 identd は、１つのセッションで複数の要求を処理可能にする操作モード

を使用します。それぞれの要求は１行に１つずつ指定され、その応答は１行に１つずつ返されま

す。接続は、接続部がその行の最後をクローズするまでは、クローズされません。このモードは、

現時点のプロトコル仕様に違反していることに注意してください。

-d -d フラグを指定すると、プロトコルを破壊するという理由で通常は使用可能にしてはならない一部

のデバッグコードが使用可能になり、外側から見えてはならない情報が見えてしまう可能性があり

ます。

インスタレーション
identd は、 /etc/services ファイル (services(4) を参照) で示されるように、要求を IDENT ポートに接続するため

にインターネットサーバー (inetd(1M) を参照) から実行される (-w または -i 操作モードを使用する) か、また

は -b 操作モードを使用して手動で開始されます。

警告
オプション -w と -t は、現在、HP-UXでサポートされていません。

例
サーバーは /usr/lbin/identdにあるため、 /etc/inetd.confファイル内に次の行のどちらかを書き込みます。

ident stream tcp6 wait bin /usr/lbin/identd identd -w -t120

または
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ident stream tcp6 nowait bin /usr/lbin/identd identd -i

サポートされていない -b 操作モードを使ってこのサーバーを開始するには、 /sbin/init.d/sendmail ファイルの
’start’セクション内に次のような行を書き込みます。

/usr/lbin/identd -b -u2 -g2

これによって、 identd は、 sendmail の実行中はいつでもデーモンとして開始されます。これは、ユーザー
2、グループ 2 (ユーザー bin、グループ bin) としてバックグラウンドで実行します。

参照
inetd.conf(4)
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名称
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

構文
idisk [-p |-a |-l |-b |-q |-v |-r |-R |-w ] [-f {- | partition_description_file } ] device

説明
idisk は、Itaniumベースシステムで使用するディスク上にオペレーティングシステムパーティションを作成し

ます。コマンド文字列から指定または標準入力からリダイレクトされたデータファイルからパーティション情

報を読み取ります。デフォルトでは、 idisk は読み取り専用モードで動作し、現在ディスク上に存在するパー

ティション情報を表示します。ディスク上に新しいパーティション情報を書き込むには、 -w オプションを指

定しなくてはなりません。

オプション
idiskは、次のオプションを認識します。

-p プライマリ EFI パーティションヘッダーとパーティションテーブルを表示します。

-a 代替 EFI パーティションヘッダーとパーティションテーブルを表示します。

-l マスターブートレコード内に存在するレガシーパーティションテーブルを表示します。 idisk は

レガシー DOS および Windows で使用されていたパーティションテーブル内の最初の４つのパー

ティションについてパーティション情報を書き込みます。この情報は、すべての EFI 情報が破損

した場合に備えてバックアップとして使用されます。

-b パーティションの作成に使用できる最初のブロックと最後のブロックの番号を表示します。最初

の使用可能なブロックとは、パーティションを開始できる最初のブロックです。最後の使用可能

なブロックとは、パーティションに含めることのできる最後のブロックです。これらの番号は、

ディスク全体での相対になっており、存在する可能性のあるパーティションのことは考慮してい

ません。これは、パーティションを作成できるトータルのディスク容量を表しています。ヘッ

ダーなしで値だけを出力する場合は、 -q オプションを使用します。

-q メッセージを表示せずに実行します。ユーザープロンプトや警告を表示しません。シェルスクリ

プトで使用します。

-v EFI パーティション情報を評価します。ドライバがプライマリ EFI パーティションと代替 EFI

パーティションのヘッダーおよびテーブルが正しいことを確認するのと同じ方法で確認を行いま

す。片方が不正である場合は２を返し、両方が正しい場合は０を返します。

-r EFI パーティションのヘッダーとテーブルを保存します。このオプションは、プライマリヘッ

ダーとテーブルおよび代替ヘッダーとテーブルを確認します。どちらかが不正である場合、他の

正しいバージョンから復元されます。このオプションを正常に終了するには、プリマリまたは代

替のヘッダーおよびテーブルのいずれかが正しいものでなくてはなりません。情報をディスクに

書き込むには、 -w オプションを指定しなくてはなりません。
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-R ディスクから EFI パーティションのヘッダーおよびテーブルを削除します。このオプションを実

行すると、MBR (マスターブートレコード) に含まれている情報も破壊されます。情報をディス

クに書き込むには、 -w オプションを指定しなくてはなりません。

-f { - | partition_description_file }

partition_description_file には、作成するパーティションの数、各パーティションの種類と要求す

るサイズを記載します。ファイル名はここで指定するか、 ‘‘-’’ を使用する場合は標準入力からリ

ダイレクトします。

-w 書き込みモードを有効にします。デフォルトでは、 idisk は読み取り専用モードで動作します。

パーティション情報を作成してディスクに書き込むには、 -w オプションを指定しなくてはなり

ません。

パーティション記述ファイル
パーティション記述ファイルの最初のエントリーは、作成するパーティションの数です。続けて、各パーティ

ションの種類とサイズを含む行を記入します。認識されるパーティションの種類は、 EFI、 HPUX、および
HPDUMP です。サイズはメガバイト単位で指定するか、ディスク全体のパーセンテージで指定します。内部

的には、 idisk は、まず MB で指定されたサイズのパーティションを作成し、それからパーセンテージで指定

されたサイズのパーティションを作成します。パーセントで指定されたパーティションのサイズは、MB で指

定されたパーティションを作成した後の空き領域から割り当てられます。パーティションのサイズを 100% と

指定すると、残りの空き領域のすべてがそのパーティションに割り当てられます。

パーティション記述ファイルの例を示します。

2

EFI 100MB

HPUX 100%

最初のエントリーでは、作成するパーティションの数を指定しています。２番目のエントリーでは、100 メガ

バイトの EFI パーティションを指定しています。最後のエントリーでは、EFI パーティションを作成した後の

残りの空き領域をすべて使用した HPUXパーティションを指定しています。

パーティションを作成する際、デバイスファイル名はディスク全体の名前でなければなりません。マイナー番

号のパーティション番号ビットはどれも設定されていてはなりません。ディスクデバイスの場合、マイナー番

号の最後の８ビットがオプションビットを表しています。 Itaniumベースシステムディスクの場合、オプショ

ンビットの最後の４ビットがパーティション番号を示しています。パーティション番号には４ビットしかない

ので、サポートできるパーティションの数は１～15 個です。たとえば、デバイスノードのマイナー番号が
0x008001 の場合、ディスクのターゲットは８で、パーティション番号は１です。マイナー番号が 0x00500F の

場合、ディスクのターゲットは５で、パーティション番号は 15 です。マイナー番号にパーティションビット

がすべて設定されていない場合は、ディスク全体を表しています (0x008000 の場合、上記のディスクと同じで

すが、パーティションではなくディスク全体を表しています)。
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注記
idiskは、Windows NT 4.0 および 2000 に移植されました。

戻り値
終了コードは、次のとおりです。

0 正常終了
>0 エラー状態の発生

例
プライマリパーティションの情報だけを表示して、上記の記述ファイルで指定したパーティションを作成しま

す。

idisk -w -p -f ia64dsk.dat /dev/rdsk/c1t4d0

すべての情報を表示し (デフォルト)、入力を標準入力からリダイレクトして、上記の記述ファイルで指定した

パーティションを作成します。

idisk -w -f - /dev/rdsk/c1t4d0 < ia64dsk.dat

ディスクの読み込みだけを行い、ディスク上のすべてのテーブルを表示 (デフォルト) します。

idisk /dev/rdsk/c1t4d0

ディスク上でパーティションの作成に使用できる最初と最後のブロックを取得します。

idisk -b /dev/rdsk/c1t4d0

ディスク上のすべてのパーティション情報を破壊します。

idisk -R /dev/rdsk/c1t4d0

正しいプライマリヘッダーおよびテーブル、または代替ヘッダーおよびテーブルから、不正なヘッダーまたは

テーブルにパーティション情報を復元します。

idisk -w -r /dev/rdsk/c1t4d0

著者
idiskは、HP によって開発されました。

参照
efi(4)
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名称
ifconfig −ネットワークインタフェースのパラメータの設定

構文
ifconfig interface [address_family] [address [dest_address] ]  [ parameters]

ifconfig interface [address_family]

説明
１つ目の形式の ifconfig コマンドは、ネットワークインタフェースへのアドレス割り当てや、ネットワークイ

ンタフェースパラメータの設定を行います。 ifconfig は、ブート時に使用して、マシン上にあるそれぞれのイ

ンタフェースのネットワークアドレスを定義しなければなりません。インタフェースのアドレスまたは他の操

作パラメータを再定義するために、ブート時以外に使用することもできます。 address_family を指定しない

と、アドレスファミリーは IPv4 になります。

２つ目の形式のコマンドを address_family を付けずに使用した場合は、 interface の現在の構成が表示されま

す。 address_family を指定しないと、 ifconfig は、サポートされているすべてのアドレスファミリーについて、

その詳細情報をレポートします。ただし、いずれのインタフェースにも IPv6 アドレスが構成されていない場合

は、 ifconfig は、IPv6 ループバックインタフェースを表示しません。 does not display the IPv6 loopback interface.

ネットワークインタフェースの構成は、適切な特権を持ったユーザーしか変更できません。２つ目の形式のコ

マンドはすべてのユーザーが実行できます。

引き数
ifconfig には、次の引き数があります。

address ホスト名データベースの中に存在するホスト名 (hosts(4) 参照)、またはインターネッ

トアドレス。インターネットアドレスは、DARPA の IPv4 アドレス (inet(3N) 参照)

の場合はインターネットの標準ドット表記で、また、IPv6 アドレス (inet6(3N) 参照)

の場合はコロン表記で、それぞれ表わします。

address_family 命名規則を規定するプロトコルの名称。インタフェースは、命名規則が異なる複数

のプロトコルで、転送を受信することができます。 address_family は、コマンド行に

指定されている他のパラメータの解釈に影響します。現在サポートされているアド

レスファミリーは、 IPv4 アドレス用の inet (DARPA インターネットファミリー )

と、IPv6 アドレス用の inet6 だけです。

dest_address 宛先システムのアドレス。ホスト名データベース内にあるホスト名 (hosts(4) を参照)

またはインターネットアドレスのどちらかで構成されます。インターネットアドレ

スは、DARPA の IPv4 アドレス (inet(3N) 参照) の場合はインターネットの標準ドッ

ト表記で、また、IPv6 アドレス (inet6(3N) 参照) の場合はコロン表記で、それぞれ表

わします。

interface name unit の形式の文字列。たとえば lan0 (後述の「インタフェースの名前」の項を

参照してください。)
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parameters 次のうちの１つまたは複数の動作パラメータ。

up インタフェースに "up" とマークします。これは ifconfig down 実行

後に、インタフェースを再度使用可能にします。インタフェース上

にアドレスを設定する際に自動的に行われます。ハードウェアが
"down" している場合には、このフラグを設定しても効果はありませ

ん。二次インタフェース (後述の「インタフェースの名前」の項を

参照) は、一次インタフェースがすでに "up" のときだけ、"up" と

マークされます。

down インタフェースに "down" とマークします。インタフェースが
"down" とマークされている場合には、システムはそのインタフェー

スを介してメッセージを転送しません。一次インタフェース (後述

の「インタフェースの名前」の項を参照) は、同一物理デバイス上

のすべての二次インタフェースがすでに "down" のときだ

け、"down" とマークされます。

broadcast (inet のみ)。ネットワークへのブロードキャストを表すアドレスを

指定します。デフォルトのブロードキャストアドレスは、ホスト部

分がすべて１になっているアドレスです。

metric n インタフェースの経路指定基準を n に設定します。このデフォルト

値は０です。経路指定基準は経路指定プロトコル (gated(1m) を参

照) によって使用されます。基準が高いと経路を希望どおりに指定

することができなくなります。つまり、経路指定基準は宛先のネッ

トワークまたはホストへの段数として考えられます。

netmask mask (inet のみ )。ネットワークをサブネットワークに分割したりスー

パーネットに統合したりするために予約するアドレスの部分を指定

します。 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)。

ネットワークをサブネットワークに分割するためには、 mask は

ローカルアドレスのネットワーク部分と、アドレスのホストフィー

ルドから取ったサブネット部分を含まなければなりません。 mask

は 32 ビットアドレスのネットワークおよびサブネット部分に使わ

れるビット位置には１を、ホスト部分には０を含まなければなりま

せん。 mask 中の１は 32 ビットフィールドの最左ビット位置から連

続していなければなりません。 mask は最低でも標準ネットワーク

ポーションを持たなければならず、サブネットフィールドはネット

ワークポーションと隣接していなければなりません。サブネット

フィールドは最低でも１ビットを含まなければなりません。ネット
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ワークをスーパーネットに統合するためには、 mask はネットワー

ク部分のポーションのみを含まなければなりません。 mask に含ま

れる１は、32 ビットフィールドの最左ビットから連続したビット位

置になければなりません。

prefix n (inet6 のみ)。 n は、このインタフェースに対応するネットワークプ

レフィックスの長さを示します。一次インタフェース (後述の「イ

ンタフェースの名前」の項を参照) のプレフィックスの長さは常に
10 で、構成できません。 prefix オプションは address オプションと

一緒に使います。単独では使えません。また、使えるのは二次イン

タフェースに対してだけです。指定できる範囲は 1 ～ 128 で、デ

フォルト値は 64 です。

arp (inet のみ)。アドレス解決プロトコルのユーザーにネットワークレ

ベルのアドレスとリンクレベルのアドレスの間のマッピングを使用

可能にします (デフォルト)。インタフェースのアドレス解決プロト

コルがすでに禁止されている場合には、ユーザーはそのインタ

フェースに対して "unplumb" を実行してからでなければ、そのイン

タフェースのアドレス解決プロトコルを使用可能にすることはでき

ません。

-arp (inet のみ)。アドレス解決プロトコルの使用を禁止します。インタ

フェースのアドレス解決プロトコルがすでに使用可能にされている

場合には、ユーザーはそのインタフェースに対して "unplumb" を実

行してからでなければ、そのインタフェースのアドレス解決プロト

コルの使用を禁止することはできません。

plumb TCP/IP に必要なストリームプラミングを一次インタフェース名に設

定します (後述の「インタフェースの名前」の項を参照してくださ

い)。デフォルトでは、IP アドレスがインタフェースに対して指定

されると、 plumb 操作が自動的に実行されます。

unplumb 一次インタフェース名のストリームプラミングを削除します (後述

の「インタフェースの名前」の項を参照してください)。二次イン

タフェースは、「プラミング」を必要としません。二次 IPv4 イン

タフェースは、IP アドレス 0.0.0.0. を割り当てることによって削除

することができます。二次 IPv6 インタフェースは、IP アドレス ::

を割り当てることによって削除することができます。

インタフェースの名前
ネットワークカードに関連付けられる インタフェース名は、インタフェースの名前 (たとえば、 lan または
snap)、このインタフェース用のカードインスタンスを識別する ppa 番号、および１つのインスタンスに対して

複数の IP アドレスの設定を許可する任意指定の IP インデックス番号で構成されます。 lanscan コマンドを使
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用すると、ネットワークカードに関連付けられる各インタフェースのインタフェース名および ppa 番号を表示

することができます (lanscan(1M) を参照)。

IPv4 および IPv6 インタフェースは、同じ命名規則を使うことで、同じ物理ネットワークインタフェース上に

共存できます。 IPv6 インタフェースは、ifconfig のサブコマンド「inet6」を使って、構成できます (後述する

「IPv6」の項を参照してください)。

IPインデックス番号
同じインタフェースに割り当てられた複数の IP アドレスは、異なるサブネット上に存在する可能性がありま

す。 IP インデックス 番号のないインタフェース名の例は、 lan0 です。 IP インデックス 番号のあるインタ

フェース名の例は、 lan0:1 です。注記 : lan0:0 という指定は、 lan0 と指定した場合と同じです。

一次インタフェースは、IP インデックス番号が０です。二次インタフェースは、IP インデックス番号が０以外

です。

ループバックインタフェース
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。一次 IPv4 ループバックインタフェースの 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。一次 IPv6 ループバックインタフェースの IP アドレスおよび netmask は、それぞれ ::1 と 128

です。ユーザーは、一次ループバックインタフェース (lo0:0) のアドレスを変更することはできません。以下の

値がゼロでない lo0 に、他の IP アドレスを割り当てることはできます IP index numbers (lo0:1、lo0:2 など)。こ

れにより、システムに "system IP" アドレスを割り当てられます。このアドレスは、インタフェースが使用でき

る限り有効です。

スーパーネット
(inet のみ)。スーパーネットは、より小さなネットワークの集まりです。スーパーネッティングはネットマス

クを使って小さなネットワークの集まりをスーパーネットに統合する技術です。この技術は、クラス C ネット

ワークあたり 254 のホストに厳格に制限されている場合に特に有用です。この状況では、ネットワーク部分の

ポーションのみを持つネットマスクを、これらのネットワーク上のホストに適用してスーパーネットを作るこ

とができます。このスーパーネットネットマスクは、 ifconfig コマンドを使ってスーパーネットに接続するイ

ンタフェースに適用しなければなりません。たとえばホストはそのインタフェースを設定してクラス C スー

パーネット、192.6 に接続するために、インタフェースに対して IP アドレス 192.6.1.1 およびネットマスク
255.255.0.0を設定することができます。

IPv6インタフェース
IPv6 インタフェースを構成するときは、 inet6 を指定する必要があります。 IPv6 インタフェース用のアドレス

は、ホスト名データベース (hosts(4) 参照) に存在するホスト名、または IPv6 のコロン表記で表したアドレスで

す。

ステートレスアドレス自動構成

IPv4 インタフェースとは異なり、IPv6 インタフェースは、アドレスとプレフィックスが両方なくても構成する

ことができます。ステートレスアドレス自動構成は、ホストの構成を手動で行う必要がありません。また、

ルーターの構成は、あったとしても最小限ですみ、サーバーを追加する必要もありません。一次インタフェー
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ス (lanX:0) には、インタフェース構成時に、システムから自動的にリンクローカルアドレスが割り当てられま

す。リンクローカルアドレスは、よく知られたリンクローカルプレフィックス FE80::0 とインタフェース識別

子で構成されます (EUI-64 識別子をベースにした識別子で、通常は 64 ビット長)。リンクローカルアドレスを

使うことで、同一リンク上の他のホストやルーターを近隣接続検出プロトコル (NDP(7P) 参照) で自動検出でき

ます。ルーターが存在しないときは、リンクローカルアドレスをソースアドレスに使って他のノードと通信す

ることができます。ローカルリンク上のルーターがルーター通知でプレフィックスを通知すると、ホストは二

次インタフェースとデフォルトゲートウェイを自動構成します。自動構成される二次インタフェースのアドレ

スは、一次インタフェースの場合と同じインタフェース識別子に、ルーターから受信したプレフィックスを付

けて作成されます。

手動によるアドレス構成

IPv6 インタフェースは、手動でアドレスまたはプレフィックスを割り当てることでも構成できます。一次イン

タフェースは、リンクローカルアドレスで構成する必要があり、プレフィックスは指定できません。プレ

フィックスは、常に 10 となります。インタフェース識別子のユニバーサル/ローカルビット (U ビット) は、
RFC 2373 の 2.5.1 項に従って、０にする必要があります。以上の規則を適用すると、一次インタフェースに手

動で割り当てるアドレスのパターンは、 FE80::xMxx:xxxx:xxxx:xxxx というかたちになります。このパターン

中の x は任意の 16進数字で、M は 0, 1, 4, 5, 8, 9, Cまたは D です。

アドレスを手動で割り当てて一次インタフェース構成しておくと、二次インタフェースは、ホストがルーター

通知からプレフィックスを受信したとき、自動的に構成されます。二次インタフェースのアドレスは、一次イ

ンタフェースに手動で割り当てたアドレスから、そのインタフェース識別子の一部を利用して作られます。

アドレスを手動で割り当てて二次インタフェースを構成すると、ユーザーが、今まで自動構成の二次インタ

フェースに対して使ってきた IP インデックス番号を選択しても、手動構成の方が自動構成より優先されます。

この場合、自動構成の IP アドレスは無効になって、その IP アドレスを使っていたネットワーク接続は一時的

に切断状態になります。この後、ホストが次のルーター通知を受信すると、そのホストは、IP アドレスが同じ

で IP インデックス番号だけが違う二次インタフェースを別途構成し、その IP アドレスを使っていたネット

ワーク接続を復旧します。特別なことがない限り、ユーザーは、自分の使っていた IP インデックス番号を

チェックすることでこの事態を避けることができます。しかし、ユーザーが手動で二次インタフェースを構成

しているときに、ルーター通知によるアドレスの自動構成が並行して行われる可能性が、常にあります。

自動構成の二次インタフェースにある特定の IP アドレスを通信で使えないようにするには、その二次インタ

フェースを "down" とマークします。異なる IP アドレスに変更したり削除したりする必要はありません。二次

インタフェースを異なる IP アドレスに変更したり、削除したりすると、ホストは、次のルーター通知を受信し

たときに、IP アドレスが同じ別の二次インタフェースを再構成します。「down」とマークする方法以外に

も、問題となる IP アドレスに対応するプレフィックスをルーターが通知しないように構成するという方法で

も、同じ効果を実現できます。

トンネリングインタフェース

トンネリングインタフェース tu0 は、"up" とマークされていれば、自動トンネリングと手動構成トンネリング

の両方が可能でます。 IPv6 と IPv4 の両方を実装したデュアルスタックノードは、トンネリングによって IPv6
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パケットを IPv4 パケットにカプセル化することで、IPv4 ルーティングを使うインフラストラクチャ上で通信

できるようになります。自動トンネリングの場合、トンネルのエンドポイントアドレスは、トンネルを通して

送信される IPv6 パケットの IPv4 互換の宛て先アドレスで決定されます。手動構成トンネリングの場合、トン

ネルのエンドポイントアドレスは、ユーザーが構成します (route(1M) 参照)。

表示される IPv6 インタフェースのフラグ

IPv6 インタフェースには、 IPv4 インタフェースにない３つの新しいフラグ、TUNNEL、AUTO、および
ONLINK があります。 TUNNEL フラグは、トンネルインタフェース (tu0) に対して設定されます。 AUTO フ

ラグは、自動構成の二次インタフェースに対して設定されます。 ONLINK フラグは、ルーターを経由しないで

到達できるインタフェース (正確には、その IP アドレスへ到達) に対して、設定されます。

例:

リンクローカルアドレスによるステートレスアドレス自動構成
ifconfig lan0 inet6 up

リンクローカルアドレスによる一次インタフェースの手動構成
ifconfig lan0 inet6 fe80::1 up

リンクローカルアドレスによる二次インタフェースの手動構成
ifconfig lan0:1 inet6 fe80::3 up

サイトローカルアドレスによる二次インタフェースのための手動による構成
ifconfig lan0:2 inet6 fec0::6 up

グローバルアドレスによる二次インタフェースの手動構成
ifconfig lan0:3 inet6 2222::4 up

トンネルインタフェースの構成
ifconfig tu0 inet6 up

診断
指定したインタフェースが存在しないこと、要求されたアドレスが未知であること、あるいはユーザーにイン

タフェースの設定を変更する権限がないのにそれを行うとしていることを示すメッセージ

著者
ifconfig 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。

参照
netstat(1)、 lanscan(1M)、 route(1M)、 inet(3N)、 inet6(3N)、 hosts(4)、 routing(7)、 ndp(7P)

『IP Version 6 Addressing Architecture』、RFC2373、Hinden、Derring
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名称
inetd −インターネットサービスデーモン

構文
/usr/sbin/inetd [ −r count [interval] ] [−l |−s]

/usr/sbin/inetd [−c]

/usr/sbin/inetd [−k]

説明
inetd デーモンはインターネットスーパーサーバーであり、必要に応じて、インターネットサーバープロセスを

実行します。これを実行してからでなければ、 ftp、 rcp、 remsh、 rlogin、および telnet を介して、他のホス

トをローカルホストに接続することはできません。 inetd デーモンは、 rwalld および rusersd などといったリ

モートプロシージャコール (RPC) プロトコル (NFS) に基づくサービスもサポートしています。 RPC サーバー

が inetd によって起動される場合には、 inetd の前に portmap サーバー ( portmap(1M) 参照) を起動しなければ

なりません。

inetd デーモンは、必要に応じてすべてのインターネットサーバーを呼び出すように設計されているので、シス

テムの負荷が減少します。これは通常、システムブート時に起動されます。１度に実行できる inetd は１つだ

けです。

inetd デーモンは、ストリームタイプのサービスとデータグラムタイプのサービスの両方に対してサーバーを起

動します。ストリームタイプのサービスの場合には、 inetd は、インターネットストリームソケット上の接続

要求を受信します。ソケットの１つで接続が要求されると、 inetd は、ソケットがサポートするサービスを決

定し、プロセスを fork し、接続するのに適切なサーバーを呼び出し、接続したソケットを stdin および stdout

として渡します。この後、 inetd は接続要求の受信に戻ります。

データグラムタイプのサービスの場合には、 inetd は、インターネットデータグラムソケット上のアクティビ

ティを待ちます。着信データグラムが検出されると、 inetd はプロセスを fork し、適切なサーバーを呼び出

し、ソケットを stdin および stdout としてサーバーに渡します。この後 inetd は、サーバーが終了するまでそ

のデータグラムソケット上のアクティビティを無視して待ちます。

inetd デーモンは通常、ブート時の初期設定の際に呼び出される /sbin/init.d/inetd スクリプトによって起動され

ます。それ以外で inetd を起動できるのは、スーパーユーザーだけです。

インターネットデーモンおよびそれが起動するサーバーは、 LANG と TZ の環境変数、および inetd によって

起動されるプロセスの umask を引き継ぎます。 inetd をスーパーユーザーが起動する場合は、スーパーユー

ザーの umask が引き継がれ、その umask は起動するサーバーに渡されます。

注記: 現在 inetd がサポートしているサービスは、構成ファイル /etc/inetd.conf にわずかの変更を加えるだけ

で、 IPv6 環境でも動作します。 (inetd.conf (4) を参照) inetd は、実行されると、 /etc/inetd.conf を読み取り、

そのファイルに入っているどんなサービスでもサポートできるように自らを設定します (inetd.conf (4) を参

照 )。 inetd は、ファイル /var/adm/inetd.sec が存在する場合には、セキュリティチェックも行います
(inetd.sec(4) を参照)。このインターネットデーモンが機密保護の理由で接続を拒否した場合には、この接続
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は、シャットダウンします。大部分の RPC に基づくサービスは、その最初の接続が拒否されると、タイムアウ

トの前に５秒間隔で４回以上接続しようとします。このような場合には、 inetd は、同じサービスの５回の実

行から接続を拒否します。この状況は、 daemon 機能に関する inetd 接続ロギングおよび syslogd ロギングが両

方とも使用可能になっている場合には、システムログ内で表示可能です (syslogd(1M) を参照してください)。

inetd デーモンは、その中でルーチンを使用することによって、内部的に複数の「重要でない」サービスを備え

ています。このようなサービスには、 echo, discard, chargen (文字ジェネレータ)、 daytime (人間に読み取り可

能な時刻)、および time (1900 年１月１日からの秒数の形式のマシンに読み取り可能な時刻) があります。
inetd デーモンは、これらのサービスのそれぞれのために TCP に基づくサービスと UDP に基づくサーバーの

両方を備えています。内部サービスの設定に関する指示については、 inetd.conf (4) を参照してください。

オプション
inetd は、次のオプションを認識します。これらのオプションを使用できるのはスーパーユーザーだけです。

−c インターネットデーモンを再構成します。つまり、現在の inetd に強制的に /etc/inetd.conf. を

再読み取りさせます。このオプションは、シグナル SIGHUP を現在実行中のインターネット

デーモンに送信します。再構成中に構成エラーが発生すると、そのエラーは syslogd デーモン

機能にログされます。

−k 現在の inetd を抹消します。このオプションは、シグナル SIGTERM を現在実行中のインター

ネットデーモンに送信し、これを猶予付きで終了させます。このオプションは inetd を抹消す

る場合に推奨される方法です。

−l デフォルトの場合には、 inetd は接続ロギングを不能にして開始します。 inetd が実行中でな

い場合には、 −l オプションによって inetd は接続ロギングを可能にして開始します。その他の

場合には、 −l オプションによって、 inetd はシグナル SIGQUIT をすでに実行中の inetd に送

信し、これによって、接続ロギングの状態が切り替わります。

-r count [interval]

inetd は、 interval 秒間に count 回の接続要求を受信すると、UDP サービスに障害がある、あ

るいは無限ループに陥っていると判断します。 inetd は、このような障害のあるサービスを検

出すると、ソケット接続を要求するパケットを破棄し、そのサービスへのアクセスを拒否しま

す。 inetd は 10 分後にそのサービスを有効にして、そのサービスに対する接続を受け付ける

試みを行います。この試みは、 tftp、 bootp および rpc 以外のすべての UDP サービスについ

て、行われます。 -r オプションを使って count と interval の値を設定できますが、これは 10

進数である必要があります。このオプションを指定しなかったり、このオプションに無効な値

を指定して inetd を起動した場合は、 count と interval はそれぞれデフォルト値の 40 と 60 に

なります。

−s このオプションは −l オプションに似ていますが、 −l オプションと違って、syslog ファイルへ

ログを記録するときにホスト名を省略します。 inetd が動作していないときに −s オプション

を指定してコマンドを実行すると、起動された inetd は、ホスト名を省略してログを記録しま

す。 inetd が動作しているときに −s オプションを指定してコマンドを実行すると、起動され
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た inetd はすでに動作している inetd へ SIGFPE シグナルを送ります。この方法により、 inetd

の行うロギングでホスト名を省略するかどうかを切り替えることができます。

−l または −s ロギングのいずれかを有効にして、 inetd を実行している場合には、このインターネットデーモン

は行おうとしたサービスへの接続を記録します。さらに、セキュリティチェックに失敗した接続動作も記録し

ます。この情報は、使用中のシステムへ、特定のリモートシステムからだれかが繰り返しアクセスしようとし

ている (つまり、使用中のシステムに割り込もうとしている) かどうかを調べる際に役立ちます。正常に終了し

た接続動作は、 info ログレベルで syslogd デーモン機能にログされます。セキュリティチェックに失敗した接

続動作は、 notice ログレベルでログされます。 inetd は、接続ロギングが可能であるかまたは不可能であるか

についても info ログレベルでログします。

診断
インターネットデーモンが端末から接続を切断する前に返す診断は、以下のとおりです。

An inetd is already running

インターネットデーモンがすでに実行中だったにもかかわらず、それを起動しようとしまし

た。 −c、 −k、 −l、または −s オプションを指定しないでインターネットデーモンを２度目に

呼び出すことは誤りです。

There is no inetd running

インターネットデーモンが実行されていないにもかかわらず、それを再設定しようとしまし

た。

Inetd not found

−c を指定して inetd を呼び出し、別のインターネットデーモンが実行中であるのに再設定する

ことができない場合に、このメッセージが表示されます。これは元のインターネットデーモン

が、セマフォを削除しないで消滅した場合に発生します。

次の手順 : inetd −k コマンドを使用して、以前のインターネットデーモンによって残されてい

るセマフォを削除し、その後、デーモンを再起動します。

以下の診断は、 syslogd デーモン機能にログされます。別に指示がないかぎり、メッセージは error ログレベ

ルです。

/etc/inetd.conf: Unusable configuration file

インターネットデーモンが、設定ファイル /etc/inetd.conf をアクセスすることができません。

このメッセージの前の別のメッセージが障害の理由を示します。

/etc/inetd.conf: line number: error

/etc/inetd.conf 内の指示された行にエラーがあります。設定ファイル内のこの行はスキップさ

れます。このエラーによって、インターネットデーモンが残りのファイルを読み取り、それに

従って自分自身を再設定することが停止されることはありません。
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次の手順 : エラーのある行を調整し、 inetd −c コマンドを実行することによって、インター

ネットデーモンを再構成します。

system_call: message

system_call が実行できません。 system_call の説明については、対応するマニュアルエント

リーを参照してください。障害の原因は、 message 内に説明されています。

Cannot configure inetd

設定ファイル内にリストされているサービスもサーバーも、設定ファイル内のエラーによっ

て、正しくセットアップすることができません。

Too many services (max n)

設定ファイルにリストされたアクティブサービスの数はシステムがサポートする "ハード"制限

を超えています (setrlimit(2) を参照)。

次の手順 : 設定ファイルにリストされたサービスの数を削減してから、 inetd −c コマンドを実

行することにより、インターネットデーモンを再設定します。

file: \ found before end of line line

file は、 inetd.conf または inetd.sec のいずれでも構いません。バックスラッシュのすぐ後に行

の終わりが続いていない場合には、このバックスラッシュは無視され、行の終わりまでの情報

が受け入れられます。この場合は、ファイルの現在の行の終わりに次の行が追加されません。

必要なすべての情報が１行に入っていない場合には、設定ファイルエラーメッセージも出力さ

れます。このメッセージは warning ログレベルでログされます。

service/protocol: Unknown service

ライブラリルーチン getservbyname (getservent(3N) を参照 ) の呼び出しができません。この

サービスは /etc/services内にリストされていません。

次の手順 : このサービスを /etc/services 内に入れるか、または /etc/inetd.conf のこのサービスに

関するエントリーを取り除きます。

service/protocol: Server failing (looping), service terminated.

inetd が、 bootp、 rpc、または tftp 以外のデータグラムサービスに対し、60 秒以内に 40 個の

サーバーを起動しようとした場合、それらのサーバーは接続の操作ができないものとみなしま

す。発生する可能性のある無限ループに入らないようにするために、 inetd はこのメッセージ

を出し、ソケット接続を要求するパケットを放棄し、このサービスに対するそれ以上の接続を

拒否します。10 分後に、 inetd はこのサービスを回復させようとし、再度このサービスに対す

る接続を受け入れます。 inetd には -r というコマンド行オプションがあり、それによってデ

フォルト値の 40 および 60 を変更することができます。
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service/protocol: socket: message

service/protocol: listen: message

service/protocol: getsockname: message

上記の３つのエラーは、どれも指示されたサービスを使用できないようにします。このサービ

スを介して別のホストがこのサーバーホストと交信するためには、これらのエラーメッセージ

の後に、インターネットデーモンを再設定する必要があります。

service/protocol: bind: message

このエラーが発生した場合には、指示されたサービスは一時的に使用できなくなります。10

分後に inetd は、このサービスのためのインターネットソケットにバインドすることによっ

て、このサービスを再度使用できるようにしようとします。

service/protocol: Access denied to remote_host (address)

リモートホストは、指示されたサービスに対するセキュリティテストに合格できませんでし

た。この情報は、使用中のシステムへ、特定のリモートシステムからだれかが繰り返しアクセ

スしようとしている (つまり、使用中のシステムに割り込もうとしている) かどうかを調べる

際に役立ちます。このメッセージは warning ログレベルでログされます。

service/protocol: Connection from remote_host (address)

接続ロギングが可能な場合に、このメッセージは指定されたサービスへの接続動作が正常に行

われたことを示します。このメッセージは notice ログレベルでログされます。

service/protocol: Added service, server executable

インターネットデーモンの再設定時に追加されたサービスを記録します。このメッセージは、
info ログレベルでログされます。

service/protocol: New list

インターネットデーモンを再設定する際に、新しいユーザー ID、サーバーまたはこのサービ

スに使用される実行可能ファイルをリストします。このメッセージは、 info ログレベルで記録

されます。

service/protocol: Deleted service

インターネットデーモンを再設定する際に、削除されたサービスを記録します。このメッセー

ジは、 info ログレベルでログされます。

セキュリティファイル (inetd.sec)エラー
/var/adm/inetd.sec: が前に付く以下のエラーは、セキュリティファイル inetd.sec に関連するものです。

Field contains other characters in addition to * for service

たとえば、インターネットアドレス 10.5*.8.7 のフィールド２が誤りです。
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Missing low value in range for service

たとえば、インターネットアドレス 10.−5.8.7 のフィールド２が誤りです。

Missing high value in range for service

たとえば、インターネットアドレス 10.5−.8.7 のフィールド２が誤りです。

High value in range is lower than low value for service

たとえば、インターネットアドレス 10.5−3.8.7 のフィールド２が誤りです。

allow/deny field does not have a valid entry for service

allow/deny フィールド内のエントリーはキーワード allow または deny のどちらでもありませ

ん。セキュリティファイル内の行が無視されるので、 inetd によるこのサービスに対する機密

は行われません。このメッセージは warning ログレベルでログされます。

RPC関連のエラー (NFSユーザー)
以下のエラーは、 RPC に基づくサーバーに特有のものです。

/etc/inetd.conf: line number: Missing program number

/etc/inetd.conf: line number: Missing version number

/etc/inetd.conf 内の指定された行のエラー。 RPC サービスのためのプログラムまたはバージョ

ン番号がありません。このエラー検出後も、インターネットデーモンが残りのファイルを読み

取り、それに従って自分自身を再設定することが継続されます。ただし、このエラーメッセー

ジに対応するサービスは正しく設定されません。

次の手順 : エラーのある行を調整して、その後、 inetd −c コマンドを実行することによって、

このインターネットデーモンを再構成します。

/etc/inetd.conf: line number: Inv alid program number

/etc/inetd.conf 内の指定された行のエラー。 RPC サービスのためのプログラム番号が数値では

ありません。このエラー検出後も、インターネットデーモンが残りのファイルを読み取り、そ

れに従って自分自身を再設定することが継続されます。ただし、このエラーメッセージに対応

するサービスは正しく設定されません。

次の手順 : エラーのある行を調整して、その後、 inetd −c コマンドを実行することによって、

インターネットデーモンを再構成します。

著者
inetd は、HP とカリフォルニア大学バークレイ校で開発しました。

NFSは、Sun Microsystems 社が開発しました。
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ファイル
/etc/inetd.conf インターネットサーバープロセスのリスト
/var/adm/inetd.sec オプションのセキュリティファイル

参照
umask(1) 、 portmap(1M) 、 syslogd(1M) 、 getservent(3N) 、 inetd.conf(4) 、 inetd.sec(4) 、 protocols(4) 、
services(4)、environ(5)
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名称
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

構文
inetsvcs_sec [enable| disable| status]

説明
/usr/sbin/inetsvcs_sec は、適切な入力で、inetsvcs.conf(4) をアップデートすることにより、セキュリティ付イン

ターネットサービス(SIS) を使用可能にしたり、使用不能にしたりするために使用されます。 SIS は、HP DCE

安全運用サービス、HP Praesidium/Security サーバや、Kerberos V5 ネットワーク認証サービス環境を提供する他

のソフトウェア製品と一緒に使えば、ネットワーク認証機能が利用できます。

オプション
inetsvcs_secでは、以下のオプションを指定できます:

enable セキュリティ付インターネットサービスが使用可能になります。これにより、Ker-

beros V5 を通じてネットワーク認証がされるようになります。

disable セキュリティ付インターネットサービスが使用不能になります。これにより、パス

ワード入力をプロンプトする伝統的なやりかたとなります。

status このオプションは、使用されている現在の認証機構 (すなわち、Kerberos 認証が使用

可能か、そうでないか) を表示します。

参照
sis(5), inetsvcs.conf(4)
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名称
infocmp − terminfoの記述を比較および出力する

構文
infocmp [-d] [-c] [-n] [-I] [-L] [-C] [-r] [-u] [-s d|i|l|c] [-v] [-V] [-1]

[-w width] [-A directory] [-B directory] [termname... ]

説明
infocmp を使用すると、バイナリーの terminfo エントリーを他の terminfo エントリーと比較したり、 use= と

いう terminfo のフィールドを利用するように terminfo の記述を書き換えたり、バイナリーファイル (term) か

ら terminfo の記述を各種のフォーマットで出力したりすることができます。どんな場合でも、論理フィールド

が最初に出力され、その後に、数値フィールド、更に文字列フィールドが続きます。

デフォルトオプション
オプションを全く指定しないで termnames をゼロ個または 1 つだけ指定した場合は、 -I オプションが指定され

たものとみなされます。 termname を複数個指定した場合は、 -d オプションが指定されたものとみなされま

す。

比較オプション [−d] [−c] [−n]
infocmp は、最初の端末 termname の terminfo の記述を他の端末の termnames のエントリーにより指定される

それぞれの記述と比較します。ある機能が 1 台の端末に対してのみ指定されている場合に戻される値は、その

機能の種類、つまり、論理変数は F 、整数変数は -1 、および文字列変数は NULL という種類に従います。

-d 2 つのエントリーの間で異なる各機能のリストを作成します。このオプションは、別のユーザーにより同

じまたは似た端末に対して作成された 2 つのエントリーの間の違いを示すのに便利です。

-c 2 つのエントリーの間で共通する各機能のリストを作成します。設定されていない機能は無視されます。

このオプションは、 -u オプションを使用する価値があるかどうかを調べるためのクイックチェックとし

て使用することができます。

-n どちらのエントリーにもない各機能のリストを作成します。 termnames を指定しない場合は、環境変数
TERM が termnames の両方に使用されることになります。これは、記述から何かを取り除いたかどうか

を調べるためのクイックチェックとして使用することができます。

ソースリスティングオプション [−I] [−L] [−C] [−r]
-I 、 -L 、および -C オプションは、指定したそれぞれの端末のソースリスティングを作成します。

-I terminf名を使用

-L <term.h> 内にリストされている長い C 変数名を使用

-C termcap 名を使用

-r -C使用時に、 termcap 形式ですべての機能を出力

termnames を指定しない場合、環境変数 TERM が端末名として使用されることになります。
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-C オプションによって作成されるソースを termcap エントリーとして直接使用することができますが、パラ

メータとして渡された文字列のすべてが termcap フォーマットに変更されるわけではありません。 infocmp

は、パラメータとして渡された情報のほとんどを変換しようとしますが、変換されないものについては出力の

中で明確な印を付けてコメントにします。これらの情報については、手作業で編集しなければなりません。

文字列の中にパディングされているすべての情報は、 termcap が期待する文字列の先頭に集めて収容されま

す。強制パディング (最後に ’/’ を付けて情報をパディング) は、任意選択になります。

terminfo では既にサポートされていなくても、他の terminfo 変数から得ることができる termcap 変数は、すべ

て出力されます。 terminfo 機能がすべて変換されるわけではありません。つまり、通常の場合、 termcap の一

部であった変数だけが出力されます。 -r オプションを指定すると、この制限が外され、すべての機能を term-

cap 形式で出力することができます。

パディングが機能の先頭に集められるので、機能がすべて出力されるわけではないことに注意してください。

強制パディングはサポートされません。 termcap 文字列は柔軟性に富んでいないので、必ずしも、 terminfo 文

字列機能を等価の termcap フォーマットに変換できるわけではありません。 termcap ファイルを terminfo

フォーマットに戻そうとする後続の変換によって、必ずしも、元の terminfo ソースが作成し直されるわけでは

ありません。

一般的な terminfo パラメータシーケンス、それぞれ等価な termcap 、および一般的にそれぞれのシーケンスを

持つ端末の種類を次に示します。

terminfo termcap 代表的な端末

%p1%c %. adm

%p1%d %d hp, ANSI standard, vt100

%p1%’x’%+%c %+x concept

%i %i ANSI standard, vt100

%p1%?%’x’%>%t%p1%’y’%+%; %>xy concept

%p1の前に %p2が出力される %r hp

Use= Option [−u]
-u 最初の端末 termname の terminfo のソースの記述を、その他の端末 termnames のエントリーにより指

定される記述全体に関連するように作成します。これは、最初の termname とその他の termnames と

の違いを解析して、その他の端末に対して use= フィールドを持つ記述を作成することによって行わ

れます。この方法で、汎用的な terminfo のエントリーを 1 つの端末の記述に後から追加することがで

きます。あるいは、2 つの似た端末が存在するのに、別々の時期または別々のユーザーによってコー

ド化されそれぞれの記述が完全な記述となっている場合、 infocmp を使用すると、一方の記述が他方

の記述に関連するように変更する方法が示されます。

最初の termname 内に機能が存在しない場合には、その機能はアット記号 (@) として出力されますが、他方の
termname エントリーの中の 1 つにその値が含まれています。機能の値が出力されるのは、最初の termname 内

の値が他方の termname エントリーのどれにもない場合、または、他方の termname エントリーの中でこの機能

を持つ最初のエントリーが最初の termname 内の機能の値とは異なる値を示す場合です。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-429



infocmp(1M) infocmp(1M)

他方の termname エントリーの順序は重要です。 terminfo コンパイラ tic は機能を左から右へとスキャンするの

で、同じ機能に対して異なるエントリーを含む 2 つの use= エントリーを指定すると、それらのエントリーが

指定されている順序によって異なる結果が作成されます。 infocmp は、他方の termname エントリー間にこの

ような不一致が見つかるとフラグを立てます。

あるいは、ある機能を指定してその後にその機能を含む use= エントリーを指定すると、2 番目の指定が無視さ

れます。記述を作成し直すために infocmp を使用するのは、元のソースの記述ですべてが正しく指定されてい

ることを確認するための有効なチェックになります。

ファイルの誤ったコンパイルを引き起こすことはありませんが、コンパイル時間を長くするエラーとして、不

必要な use= フィールドの指定があります。 infocmp は、必要ない termname の use= フィールドにフラグを立

てます。

他のオプション[−s d|i|l|c] [−v] [−V] [−1] [−w width]
-s それぞれの種類の中で次の引き数に従ってフィールドをソートします。

d フィールドを terminfo データベース内に保存されている順序のままにします。

i terminfo 名でソートします。

l long 型 C 変数名でソートします。

c termcap 名でソートします。

-s オプションを指定しないと、それぞれ termcap 名または long 型 C 変数名によってソートが行われる
-C または -L オプションの場合を除いて、出力されるフィールドはそれぞれの種類の中で terminfo 名の

アルファベット順にソートされます。

-v プログラムの実行時に、標準エラー上にトレース情報を出力します。

-V 標準エラー上に使用中のプログラムのバージョンを出力して終了します。

-1 フィールドを 1 行に 1 つずつ出力します。指定しないと、最大幅 60 文字の行に複数個のフィールドを出

力します。

-w 出力を width の文字数に変更します。

データベースの変更 [−A directory] [−B directory]
コンパイルする terminfo データベースの位置を環境変数 TERMINFO から取得します。この変数が定義されて

いない場合、あるいは、端末がその位置で見つからない場合は、通常、 /usr/lib/terminfo 内にあるシステムの
terminfo データベースが使用されます。オプション -A および -B を使用すると、この位置を書き換えることが

できます。 -A オプションは、最初の termname の TERMINFO を設定し、 -B オプションはその他の
termnames の TERMINFO を設定します。これによって、2 つの異なるデータベース内にある同じ名前を持つ

端末の記述を比較することができます。これは、異なるユーザーによって作成された同じ端末の記述を比較す

るのに便利です。
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ファイル
/usr/lib/terminfo/?/* コンパイルされた端末記述データベース

参照
curses_intro(3X), captoinfo(1M), terminfo(4), tic(1M)
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名称
init −プロセス制御の初期化

構文
/sbin/init [0 1 2 3 4 5 6 S s Q q a b c]

説明
init デーモンと init コマンドは汎用のプロセス生成機能です。この主な役割はファイル /etc/inittab (inittab(4) を

参照) に保存されているスクリプトからプロセスを作り出すことです。このファイルは通常、 init が各回線に
getty を生成してユーザーがログインできるようにしています。また、特定のシステムが要求する専用のプロセ

スも制御します。

ブート時に、 init は、システムデーモンとして開始されます。

システムが実行されている間、 init ユーザーが生成した init は、ブートの init のアクションを誘導します。１

文字の引き数と受け付け、ブート init にシステムコール kill() によってシグナルを渡し、適当なアクションを

実行します。

引き数は以下のような効果を持ちます。

0−6 システムの実行レベルを 0 から 6 のどれかに設定させます。

a b c inittab のエントリーのうち、特別な実行レベル a, b, あるいは c をもつものを、数値の実行

レベルを変更せずに処理します。

Q q inittab のエントリーを実行レベルを変えずに再検査します。

S s シングルユーザー環境に入ります。このレベルの変更が行われた場合は、論理システムコ

ンソール /dev/syscon が、そのコマンドを実行した端末に変更されます。

ブート init は指定された時刻に実行レベルにあるものと見なします。実行レベルは、システムのソフトウェア

の設定であると考えることができます。この場合、各設定では特定のグループに属するプロセスしか存在でき

ないものになります。この各実行レベルに対するブート init によって生まれたプロセスは、 inittab ファイルの

中で定義されます。ブート init は、 0−6, あるいは S か s の８つの実行レベルのいずれかにあります。特権を

持ったユーザーが、 init を実行すると、実行レベルを変更することができます。この、ユーザーが生成した
initは、所定のシグナルをブート init に送ります。

ブート init は、HP-UX システムの内部で、ブート手続きの最終ステップとして起動されます。ブート init は、

まず、システムのコンテキストなどの、必要なコンピュータに依存する初期化を行います。つづいて、ブート
init は、 inittab ファイルを検索して、 initdefault 型のエントリーがないかを見ます (inittab(4) 参照)。 initde-

fault エントリーがあれば、ブート init はそのエントリーに指定された実行レベルを初期実行レベルとして使い

ます。このエントリーが inittab に入ってなかったり、 inittab が見つからないと、ブート init は、ユーザーに

論理システムコンソール /dev/syscon から実行レベルを指定するように要求します。 S あるいは s が入れられ

ると、ブート init はシングルユーザーレベルになります。このレベルは正しいフォーマットの inittab ファイ

ルがなくてもよい唯一の実行レベルです。 inittab が存在しない場合、デフォルトでは init が入ることの可能な

唯一の実行レベルがこのシングルユーザーレベルです。
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シングルユーザーレベルでは、読み取り/書き込み用に論理システムコンソール /dev/syscon がオープンされ、

ただちにコマンド /usr/bin/su, /usr/bin/sh, あるいは /sbin/sh を呼び出します。シングルユーザー実行レベルから

抜け出すには２つのオプションのうちどちらかを選択することができます。

• EOF を入力してシェルを終了させると、ブート init は、新しい実行レベルを入れるよう要求します。

• ユーザー init がブート init にシグナルを送って、現在のシステム実行レベルを強制的に変更することで

す。

システムをブートするとき、ブート init が生成したプロセスがディスプレイメッセージをシステムコンソール

に送信する場合があります (inittab の内容による)。システムのブート時にメッセージが表示されなければ、こ

れは論理システムコンソール (/dev/syscon) が物理システムコンソール (/dev/systty) 以外のデバイスに接続して

いることが原因として考えられます。このようなときは、物理システムコンソールで削除文字 (ASCII 127) を

入力してブート init に対して、強制的に /dev/syscon を /dev/systty へリンクし直すことが可能です。

ブート init が新しい実行レベルの入力を求めてきたら、数字の 0 から 6 または英字の S または s のどれか１つ

の値を入力できます。 S を入力すると、前述のようにシングルユーザーモードでブート init が動作し、さらに
/dev/syscon をユーザーの端末回線にリンクするので、これを論理システムコンソールとして使用できるように

なります。このとき物理システムコンソール /dev/systty に、新しい論理システムコンソールを識別するメッ

セージが生成されます。

ブート init を最初に呼び出すとき、シングルユーザーステートを通常の実行ステートに切り替えるときはいつ

でも、論理システムコンソール /dev/syscon のステート (ioctl(2) 参照) をファイル /etc/ioctl.syscon にセーブされ

たモードに設定します。このファイルはシングルユーザーモードに入ると必ずブート init によって書き込まれ

ます。ブート init が読み取ろうとしたときにこのファイルがないと、警告をプリントしてデフォルトの設定条

件になります。

0 から 6 のどれかを入力するとブート init はその番号に対応する実行レベルに入ります。これ以外を入力する

と拒否され、再度入力するように新しいプロンプトが表示されます。ブート init がシングルユーザー以外の実

行レベルに初めて入る場合は、ブート init は boot 型と bootwait 型の特殊エントリーを見つけるために、最初

に inittab を走査します。 — 入力した実行レベルがエントリーの実行レベルと一致すれば、 — inittab の通常

のプロセスを処理する前にそのエントリーを実行します。このようにしてユーザーがシステムに入る前に、

ファイルシステムのマウントのような、オペレーティングシステムの特殊な初期設定を完了します。その実行

レベルで処理できる全エントリーを見つけるために inittab ファイルを走査します。

HP-UXの実行レベルは、以下のように定義されます。

0 HP-UXをシャットダウンします。

S s システム管理作業を行うためには、この実行レベルを指定します (「シングルユーザー状

態」)。電源投入時に実行レベル S でブートすると、ルートユーザーだけが、システムコン

ソールで生成されたシェルを介してシステムにアクセスすることができます。システム上

で実行されているプロセスは、HP-UX カーネルによって直接開始されたカーネルデーモ

ン、 /etc/inittab の sysinit というタイプのエントリーから開始されたデーモンプロセス、シ
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ステムコンソール上のシェル、およびシステム管理者によって開始されたプロセスのみで

す。システムが静止した状態で行うことが必要なシステム管理作業 (ファイルシステムを修

復するための fsck(1M) など) は、この状態で実行しなければなりません。より高い実行レ

ベルから実行レベル S に変えた場合には、別のシステムの動作が終了したり、「シングル

ユーザー状態」になったりすることはありませんので、そのように設定を変更しないでく

ださい。

1 重要なシステムプロセスのサブセットを開始します。また、この状態でシステム管理作業

も行います。

2 ほとんどのシステムデーモンとログインプロセスを開始します。「マルチユーザー状態」

とも言います。ローカルターミナルから、またはネットワークを介してログインプロセス

を実行することができます。

3 ファイルシステムをエクスポートし、別のシステムプロセスを開始します。この状態で

は、多くの場合、NFSサーバーに必要な NFS ファイルシステムがエクスポートされます。

4 グラフィカルプレゼテーションマネージャをアクティブにして別のシステムプロセスを開

始します。

5−6 これらの状態は、ユーザー定義による操作に対してのみ有効です。

通常、デフォルトの実行レベルは、実行レベル 3 または 4 で、システム構成によって異なります。

init が新しい実行レベル 0−6 に変更された場合、マスターシーケンススクリプト rc が実行されます。次に、
rc が、変更された実行レベルに従って、インストールされた各サブシステムに対し、開始または抹消スクリプ

トを実行します。より高い実行レベルに変更する場合は開始スクリプトが実行され、より低い実行レベルに変

更する場合は抹消スクリプトが実行されます。rc(1M) を参照してください。

マルチユーザー環境では、通常、ブート init がシステムの各端末ごとにプロセスを作るように inittab ファイル

を設定します。

ターミナルプロセスでは、ユーザーが EOF を明示的にタイプするかハングアップが発生すると、シェルが終了

します。ブート init が、作成したプロセスが終了したことを示す子プロセス終了シグナルを受け取ると、その

終了の事実と理由を utmps データベース、 /etc/utmp、 /var/adm/wtmps および /var/adm/wtmp (存在する場合)

に記録します (who(1) を参照)。作成したプロセスの履歴はファイル /var/adm/wtmps と /var/adm/wtmp があれ

ばそこに記録します。

inittab ファイル内の各プロセスを作るために、ブート init は各エントリーを読み取り、作り直すことが必要な

エントリーがあればそのエントリーごとに、子プロセスを fork します。ブート init は、 inittab ファイルで指

定した全プロセスを生成すると、その子プロセスの１つが終了するか、あるいは電源異常シグナルが送信され

るか、またはシステムの実行レベルを変更するためにユーザーからの init シグナルが送信されるまで待機しま

す。この３つの条件のどれかがあてはまればブート init は再度 inittab ファイルを検査します。 inittab ファイ

ルにはいつでも新しいエントリーを追加できます。しかし、ブート init は前述の３条件のどれかにあてはまる

まで待機しています。ただちに応答させたい場合は init Q (または init q) コマンドを使用すると、ブート init
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を即座に動作させて、実行レベルを変更せずに inittab ファイルを検査させることができます。

ブート init が電源異常シグナル (SIGPWR) を受け取り、そのときにシングルユーザーモードでない場合、ブー

ト init は特殊 powerfail エントリーを探すために inittab ファイルを走査します。 (そのときの実行レベルで可

能であれば) そのエントリーを実行してから init は次の処理に進みます。電源異常の直後にブート init は SIG-

PWR を受け取っても、ブート init の実行が再開されるまでシグナルを扱うことはできません。実行の順序は

スケジュール優先順位に基づいているので、高優先順位のプロセスを実行してからブート init は inittab を走査

し、指定された機能を実行することができます。

ブート init がユーザー init により、実行レベルの変更要求を受け取ると、ブート init は目的の実行レベルで未

定義の全プロセスに警告シグナル SIGTERM を送ります。ブート init は 20 秒間待機してから、抹消シグナル
SIGKILL を使って該当のプロセスを強制的に終了させます。ブート init はそのプロセス (および子孫のプロセ

ス) がすべて、ブート init が初めに作成した同じプロセスグループで実行を継続していることを仮定していま

す。プロセスが setpgrp() または setpgrp2() のどちらか (setsid(2) および setpgrp2(2) 参照) を使用して、その加

入プロセスグループを変更したときは、このシグナルを受け取りません (このようなプロセスの一般的な例

は、 ksh と csh です。 ksh(1) および csh(1) を参照)。このようなプロセスは別々に終了させなければなりませ

ん。

ユーザー init は、適切な特権を持つユーザーしか実行できません。

セキュリティ機能
ブート認証

システム管理者は、ブート認証機能を有効にすることができます。この機能が有効になっている場合、シング

ルユーザーモードでシステムをブートすることを許可されたユーザーのパスワードを受け付けない限り、シス

テムをシングルユーザーモードでブートすることはできません。このコマンドの動作に影響する構成可能パラ

メータの詳細については、 security(4) マンページの /etc/default/security ファイルを参照してください。ブート

認証に関して現在サポートされているパラメータは次のとおりです。

BOOT_AUTH および BOOT_USERS

高信頼性モードに変換されたシステムでは、システム管理マネージャ (SAM) プログラム (sam(1M) を参照) を

使ってください。

診断
inittab から２分間に 11 回以上、１つのエントリーを連続して再作成しようとしていることをブート init が検

知すると、コマンド文字列に誤りがあるとみなして、システムコンソール上にエラーメッセージを出して５分

以上経過するか、またはユーザー init からシグナルを受け取るまでこのエントリーの再作成を拒否します。こ

のようにして inittab ファイルにタイプエラーがあったり、 inittab 内で参照しているプログラムが削除されて

いても、ブート init がシステムリソースを無駄に使用しないようにしています。

警告
ブート init は生成したプロセスと子孫のプロセスを、ブート init が初めに作成したプロセスグループと同じプ

ロセスグループで実行を継続しているとみなします。そのステートを変更するとき、その加入プロセスグルー

プ (たとえば csh および ksh) を変更するプロセスに特に注意しなければなりません。
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子の ksh または csh がログインシェルで起動するとき、しばしば動作を混乱させる特殊な状況が１つ発生する

場合があります。ブート init が、オリジナルのログインシェルを抹消させてしまう実行レベルに変更するよう

要求すると、init はすでにその加入プロセスグループに変更され、オリジナルシェルの加入プロセスグループ

には存在しないので、シェルの子 csh または ksh プロセスは、ハングアップシグナルを受け取れなくなりま

す。ブート init はこの csh または ksh プロセス (またはその子) を抹消することはできません。

getty プロセスが、この前のシェルと同じ tty で遅れて開始すると、結果として２つのプロセス (getty とジョブ

をコントロールしているシェル) が tty 入力を奪い合うことになります。

このような問題を避けるためには、init ステートを変更した後に実行してはならないジョブをコントロールし

ているシェルを、常に手動で抹消するようにしなければなりません。また、ユーザーのログインシェルを抹消

してしまう可能性のある init ステートに変更するとき、常に低位レベルの (ログイン) シェルからユーザー init

を実行するようにしなければなりません。

init が /etc/ioctl.syscon へ書き込めなかった場合、コンソールにメッセージがログ出力されます。それによって

コンソールの設定が乱れる場合があります。

ファイル
/dev/syscon

/dev/systty

/etc/default/security

/etc/inittab

/etc/ioctl.syscon

/etc/utmp

/var/adm/wtmp

/var/adm/wtmps

参照
csh(1)、 ksh(1)、 login(1)、 sh(1)、 who(1)、 getty(1M)、 rc(1M)、 utmpd(1M)、 ioctl(2)、 kill(2)、 setpgid(2)、
setsid(2)、 getutsent(3C)、 updatebwdb(3C)、 inittab(4)、 security(4)、 utmp(4)

標準準拠
init: SVID2, SVID3
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名称
insf −特殊 (デバイス) ファイルのインストール

構文
/sbin/insf

/sbin/insf [−C class −d driver] [−D directory] [−e] [−H hw−path] [−I instance]

[−n npty] [−q −v] [−s nstrpty] [−p first−optical−disk:last−optical−disk]

説明
insf コマンドは、デバイスディレクトリ (通常は /dev) に特殊ファイルをインストールします。必要であれば、
insfはその特殊ファイル用に定義したサブディレクトリを作成します。

オプションを一切指定していない場合には、特殊ファイルをすべてシステム内の新しいデバイスとして作成し

ます。新しいデバイスとは、以前に特殊ファイルをまったく作成していないデバイスのことです。この新しい

デバイスのサブセットは、 −C, −d, および −H オプションによって選択することができます。

−e オプションを指定した場合、 insf は疑似ドライバと既存デバイスの特殊ファイルを再インストールします。

これは、１つまたは２つ以上の特殊ファイルを削除した後それをリストアする際に便利です。

通常、 insf は、各ドライバに対して特殊ファイルをインストールするたびにメッセージを表示します。 −q (簡

略) オプションを指定すると、インストールメッセージを表示しません。 −v (冗長) オプションを指定すると、

特殊ファイルを作成するたびにその名称とインストールメッセージを表示します。

オプション
insfは、次のオプションを認識します。

−C class 指定したデバイスクラス class に属するデバイスとマッチさせます。デバイスクラス

は、 lsdev コマンド (lsdev(1M) を参照 ) を使用してリストできます。これらは、
/usr/conf/master.d ディレクトリにあるファイルで定義されています。特殊クラス
pseudo には、すべての疑似ドライバが入ります。このオプションは −d とともに使用

することはできません。

−d driver 指定したデバイスドライバ driver によって制御されるデバイスとマッチさせます。デ

バイスドライバは、 lsdev コマンド (lsdev(1M) を参照) を使用してリストできます。

これらは、 /usr/conf/master.d ディレクトリにあるファイルで定義されています。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トールディレクトリ /dev を変更し、代わりに directory

に特殊ファイルをインストールします。 directory は存在していなければなりません。

存在しなければ、 insf はエラーメッセージを表示して終了します。「警告」を参照し

てください。

−e 疑似ドライバと既存デバイスの特殊ファイルを再インストールします。これは、１つ

または複数の特殊ファイルを削除した後それをリストアする際に便利です。
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−H hw−path 指定したハードウェアパス hw−path にあるデバイスとマッチさせます。ハードウェア

パスは、 ioscan コマンド (ioscan(1M) を参照 ) を使用してリストできます。ハード

ウェアパスは、デバイスに到達するまでの各ハードウェア構成要素のアドレスを指定

します。これは、数字列をピリオド (.) で区切ったもので、たとえば 52 (カード)、
52.3 (ターゲットアドレス), 52.3.0 (デバイス) などです。ハードウェア構成要素がバス

コンバータの場合、後続のピリオドがあれば 2、 2/3、および 2/3.0 のようにスラッ

シュ (/) で置き換えます。

指定したパスに含まれている数字の数がデバイスに到達するために必要な数より少な

い場合、指定のパスを拡張するアドレスにあるデバイスすべてに対して特殊ファイル

を作成します。指定したパスが 56 の場合、 56.0, 56.1, 56.2, などのアドレスにあるデ

バイスに対して特殊ファイルを作成します。

−I instance 指定した instance 番号をもつデバイスとマッチさせます。インスタンスは、 ioscan コ

マンドの −f オプション (ioscan(1M) を参照) を使用してリストできます。

このオプションが有効になるのは、 −e オプションを指定した場合、または −C や −d

オプションで適切なデバイスクラスやドライバを指定した場合だけです。

−n npty 指定した ptym および ptys ドライバそれぞれに対して npty 分の特殊ファイルをイン

ストールします。 pty ドライバは、 ptym と ptys の両方のドライバを指定します。
npty は 10 進数です。

このオプションが有効になるのは、 −e オプションを指定した場合、または −C や −d

オプションで適切なデバイスクラスやドライバを指定した場合だけです。

このオプションを省略すると、 npty のデフォルトは ptym および ptys ドライバに対

して 60 となります。

−p first−optical−disk:last−optical−disk

first−optical−disk から last−optical−disk までの範囲のスロットにある光ディスクに対

して特殊ファイルをインストールします。２つの変数の値は、 1a, 1b, ..., 32a, 32b で

す。このオプションが適用されるのは、 autox0 および schgr ドライバだけです。こ

れを省略すると、32 の光ディスクの両面 (1a ～ 32b) に対して 64 の特殊ファイルをイ

ンストールします。

−q 簡略オプション。通常、 insf は各ドライバを処理するたびにメッセージを表示しま

す。このオプションを指定した場合、ドライバメッセージは表示しませんが、エラー

メッセージは表示します。 −v オプションを参照してください。

−s nstrpty pts ドライバに対して nstrpty 分のスレーブ側ストリーム特殊ファイルをインストール

します。 nstrpty は 10 進数です。このオプションが適用されるのは、 pts 特殊ファイ

ルのインストールだけです。
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このオプションが有効になるのは、 −e オプションを指定した場合、または −C や −d

オプションで適切なデバイスクラスやドライバを指定した場合だけです。

このオプションを省略すると、 nstrpty のデフォルトは 60 になります。

−v 詳細オプション。通常の処理メッセージに加えて、特殊ファイルを作成するたびにそ

の名称を表示します。 −q オプションを参照してください。

命名規約
特殊ファイルの多くは、 ccardttargetddevice という命名規約を使用して名称を指定します。これらの変数を使

用したときの意味は次のとおりです。

card ioscan でのユニークなインタフェースカード識別番号 (ioscan(1M) を参照)。10 進数として

表し、一般的な範囲は 0 ～ 255 です。

target デバイスターゲット番号。たとえば、 HP-FL または SCSI バス上のアドレスです。 10 進数

として表し、一般的な範囲は 0 ～ 15 です。

device デバイス内のアドレスユニット。たとえば、 HP-FL デバイスのユニットや SCSI デバイス

の LUNです。 10 進数として表し、一般的な範囲は 0 ～ 15 です。

特殊ファイル
ここでは、それぞれのデバイスドライバに対してどの特殊ファイルが作成されるか、およびそのパーミッショ

ンを示します。

特殊ファイル名は、インストールディレクトリ (通常は /dev) に対して相対的なものになります。このディレク

トリは、 −D オプションを使用して変更できます。

insf は、ファイルパーミッションと所有 ID およびグループ ID をセットします。ここでは、これらを ll コマン

ドと同様のフォーマットで示します。

特殊ファイル パーミッション所有者グループ

例 :

tty rw−rw−rw− bin bin

デバイスドライバ特殊ファイルおよび説明
arp 以下の特殊ファイルがインストールされます。

arp rw−rw−rw− root sys

asio0 内蔵のシリアルポートの場合、それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがイン

ストールされます。

ttycardp0 rw−−w−−w− bin bin

直接接続
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asio0 SAS コンソールポートの場合、それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがイン

ストールされます。

ttycardp0 rw−−w−−w− bin bin

ローカルコンソールポート (直接接続)

ttycardp1 rw−−w−−w− bin bin

リモートセッションポート (直接接続)

sassy rw−−-−−-− root sys

内部コンソールポート (直接接続)

ttycard+1p0 rw−−w−−w− bin bin

UPSポート (直接接続)

ttycard+1p1 rw−−w−−w− bin bin

ローカルセッションポート (直接接続)

asyncdsk

以下の特殊ファイルがインストールされます。

asyncdsk rw−rw−rw− bin bin

audio 以下の特殊ファイルがインストールされます。各特殊ファイル名の card の前にはアンダースコア (_)

があります。

card ０の場合、デバイスファイルは名称の最後に _0 のないファイルとリンクされます。

audio_card rw−rw−rw− bin bin

デフォルトオーディオデバイス

audioCtl_card rw−rw−rw− bin bin

オーディオコントロールデバイス

audioBA_card rw−rw−rw− bin bin

全出力、A型フォーマット

audioBL_card rw−rw−rw− bin bin

全出力、16 ビットリニアフォーマット

audioBU_card rw−rw−rw− bin bin

全出力、Mu 型フォーマット

audioEA_card rw−rw−rw− bin bin

外部出力、A型フォーマット

audioEL_card rw−rw−rw− bin bin

外部出力、16 ビットリニアフォーマット
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audioEU_card rw−rw−rw− bin bin

外部出力、Mu 型フォーマット

audioIA_card rw−rw−rw− bin bin

内部スピーカ出力、A型フォーマット

audioIL_card rw−rw−rw− bin bin

内部スピーカ出力、16 ビットリニアフォーマット

audioIU_card rw−rw−rw− bin bin

内部スピーカ出力、Mu 型フォーマット

audioLA_card rw−rw−rw− bin bin

ライン出力、A型フォーマット

audioLL_card rw−rw−rw− bin bin

ライン出力、16 ビットリニアフォーマット

audioLU_card rw−rw−rw− bin bin

ライン出力、Mu 型フォーマット

audioNA_card rw−rw−rw− bin bin

出力なし、A型フォーマット

audioNL_card rw−rw−rw− bin bin

出力なし、16 ビットリニアフォーマット

audioNU_card rw−rw−rw− bin bin

出力なし、Mu 型フォーマット

autox0 schgr

autox0 および schgr の特殊ファイル名は以下のフォーマットです。

ccardttargetddevice_surface

surface: 1a ～ 32b (−p オプションで修正していない場合)。 device と surface の間にはアンダースコア
(_) があります。

それぞれのオートチェンジャーデバイスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ac/ccardttargetddevice_surface rw−r−−−−− bin sys

ブロックエントリー

rac/ccardttargetddevice_surface rw−r−−−−− bin sys

キャラクタエントリー

rac/ccardttargetddevice rw−−−−−−− bin sys

キャラクタエントリー
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beep 以下の特殊ファイルがインストールされます。

beep rw−rw−rw− bin bin

CentIf それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ccardttargetddevice_lp rw−rw−rw− lp bin

ハンドシェークモード 2、キャラクタエントリー

consp1 それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ttycardp0 rw−−w−−w− bin bin

ダイレクト接続

cn 以下の特殊ファイルがインストールされます。

syscon rw−−w−−w− bin bin

systty rw−−w−−w− bin bin

console rw−−w−−w− root sys

ttyconf rw−−−−−−− root sys

devconfig

以下の特殊ファイルがインストールされます。

config rw−r−−−−− root sys

diag0 以下の特殊ファイルがインストールされます。

diag/diag0 rw−−−−−−− bin bin

diag1 以下の特殊ファイルがインストールされます。

diag/diag1 rw−−−−−−− bin bin

diag2 以下の特殊ファイルがインストールされます。

diag2 rw−−−−−−− bin bin

diag/diag2 rw−−−−−−− bin bin

disc3 sdisk

それぞれのディスクデバイスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

dsk/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

ブロックエントリー

rdsk/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

キャラクタエントリー
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disc3 インスタンスに対しては、さらに以下の特殊ファイルがインストールされます。

floppy/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

ブロックエントリー

rfloppy/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

キャラクタエントリー

パーティションに分割されたディスクインスタンスに対しては、以下の特殊ファイルが追加でインス

トールされます。

dsk/ccardttargetddevicespartition rw−r−−−−− bin sys

ブロックエントリー

rdsk/ccardttargetddevicespartition rw−r−−−−− bin sys

キャラクタエントリー

dlpi 以下の特殊ファイルがインストールされます。

dlpi rw−rw−rw− root sys

dlpi0 rw−rw−rw− root sys

dlpi1 rw−rw−rw− root sys

dlpi2 rw−rw−rw− root sys

dlpi3 rw−rw−rw− root sys

dlpi4 rw−rw−rw− root sys

dmem 以下の特殊ファイルがインストールされます。

dmem rw−−−−−−− bin bin

echo 以下の特殊ファイルがインストールされます。

echo rw−rw−rw− root sys

pci_mux0

PCI mux カードの各インスタンスに対して、次の「ダイレクト接続」特殊ファイルが作成されます。次

の「カード」は mux card のインスタンス番号を参照しています。

ttycardport_module port

rw−−w−−w− bin bin

letter: a ～ p ポートモジュール名
port: 1 ～ 16 ダイレクト接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin
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diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard_1 rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard_2 rw−−−−−−− bin bin

fddi 以下の特殊ファイルがインストールされます。

lancard rw−rw−rw− bin bin

framebuf

各グラフィックスデバイスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

crtdevice_number rw−rw−rw− bin bin

ocrtdevice_number rw−rw−rw− bin bin

device_number は０インデックスされ、 ioscan(1m) 出力中に現われる順序で割り付けられます。

コンソールデバイスがグラフィックスデバイスの場合は、ファイル crt および ocrt がコンソールデバ

イスとして作成されます。コンソールデバイスがグラフィックスデバイスでない場合、 crt および ocrt

は crt0 および ocrt0 と同一です。

hil それぞれのデバイスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。各特殊ファイル名の
card の前にはアンダースコア (_) があります。

card ０の場合、デバイスファイルはリンクアドレス 1 ～ 7 については hiladdr という名称のファイ

ル、クックキーボードデバイスについては hilkbd、 hil コントローラデバイスについては rhil とそれ

ぞれリンクされます。

hil_card .addr rw−rw−rw− bin bin

addr: リンクアドレス 1 ～ 7

hilkbd_card rw−rw−rw− bin bin

rhil_card rw−rw−rw− bin bin

inet_clts

以下の特殊ファイルがインストールされます。

inet_clts rw−rw−rw− root sys

inet_cots

以下の特殊ファイルがインストールされます。

inet_cots rw−rw−rw− root sys

ip 以下の特殊ファイルがインストールされます。

ip rw−rw−rw− root sys
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kepd 以下の特殊ファイルがインストールされます。

kepd rw−r−−r−− root other

klog 以下の特殊ファイルがインストールされます。

klog rw−−−−−−− bin bin

lan0 lan1 lan2 lan3

それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

lancard rw−rw−rw− bin bin

ethercard rw−rw−rw− bin bin

diag/lancard rw−−−−−−− bin bin

lantty0 それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

lanttycard rw−rw−rw− bin bin

通常アクセス

diag/lanttycard rw−rw−rw− bin bin

排他アクセス

lpr2 lpr3

それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ccardttargetddevice_lp rw−−−−−−− lp bin

diag/ccardttargetddevice_lp rw−−−−−−− bin bin

mm 以下の特殊ファイルがインストールされます。

mem rw−r−−−−− bin sys

マイナー 0

kmem rw−r−−−−− bin sys

マイナー 1

null rw−rw−rw− bin bin

マイナー 2

mux0 ６チャネルカードの各インスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0 ～ 5、直接接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin
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diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

16 チャネルカードの各インスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインス

トールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0 ～ 15、直接接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

mux2 16 チャネルカードの各インスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0 ～ 15、直接接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

８チャネルカードの各カードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがイ

ンストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0 ～ 7、直接接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

３チャネルカードの各カードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがイ

ンストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0、 1 および 7、直接接続

muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

mux4 それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin

port: 0 および 1、直接接続

netqa 以下の特殊ファイルがインストールされます。

netqa rw−rw−rw− root sys

nuls 以下の特殊ファイルがインストールされます。
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nuls rw−rw−rw− root sys

pci_mux0

次の「ダイレクト接続」特殊ファイルが作成されます。次の「カード」は mux card のインスタンス番

号を参照しています。

ttycardport_module port

rw−−w−−w− bin bin

port_module: a ～ p ポートモジュール名
port: 1 ～ 16 ポート番号

muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard_1 rw−−−−−−− bin bin

diag/muxcard_2 rw−−−−−−− bin bin

pflop sflop

それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

floppy/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

ブロックエントリー

rfloppy/ccardttargetddevice rw−r−−−−− bin sys

キャラクタエントリー

ps2 以下の特殊ファイルがインストールされます。

ps2kbd rw−rw−rw− bin bin

最初の ps2 キーボードの自動検索

ps2mouse rw−rw−rw− bin bin

最初の ps2 マウスの自動検索

ps2_0 rw−rw−rw− bin bin

ps2 ポート０

ps2_1 rw−rw−rw− bin bin

ps2 ポート１

ptm 以下の特殊ファイルがインストールされます。

ptmx rw−rw−rw− root sys

pts 以下の特殊ファイルがインストールされます。

pts/number rw−rw−rw− root sys

number: 0 ～ 59
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pty このドライバを指定すると、 insf はマスターとスレーブの両方の pty ドライバ (ptym および ptys) に対

して特殊ファイルをインストールします。 insf -d pty というコマンドは、 insf -d ptym および insf -d

ptys という２つのコマンドと同じです。

ptym 以下の特殊ファイルがインストールされます。

ptym/clone rw−r−−r−− root other

ptym/ptyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 0 ～ f (16 進数)

最初の 48 個の特殊ファイル ptym/pty* は、 pty* とリンクされま

す。

ptym/ptyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 00 ～ 99

ptym/ptyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 000 ～ 999

ptys 以下の特殊ファイルがインストールされます。

pty/ttyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 0 ～ f (16 進数)

最初の 48 個の特殊ファイル pty/tty* は、 tty* とリンクされます。

pty/ttyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 00 ～ 99

pty/ttyindex number rw−rw−rw− bin bin

index: p ～ z, a ～ c, e ～ o; number: 000 ～ 999

rawip 以下の特殊ファイルがインストールされます。

rawip rw−rw−rw− root sys

root 以下の特殊ファイルがインストールされます。

root rw−r−−−−− bin sys

rroot rw−r−−−−− bin sys

sad 以下の特殊ファイルがインストールされます。

sad rw−rw−rw− root sys

sastty それぞれのカードインスタンスに対して、以下の特殊ファイルがインストールされます。

ttycardp port rw−−w−−w− bin bin
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port: 0 ～ 1 ダイレクト接続

schgr autox0 を参照してください。

sdisk disc3を参照してください。

sflop pflop を参照してください。

stape tape2

それぞれのドライバインスタンスに対しては、ターゲットディレクトリで使用可能な文字数に応じて

さまざまな特殊ファイルがインストールされます。次に２つのリストを示します。１つはロングファ

イル名のディレクトリで、もう１つはショートファイル名のディレクトリ (最高 14 文字 ) です。

ショートファイル名は、NFSファイルシステムにインストールしたファイルに使用します。

各リストでテープドライバインスタンス 0-9 に対する最初の４つの特殊ファイルは、それぞれ
rmt/instancem、 rmt/instancemb、 rmt/instancemn、および rmt/instancemnb にもリンクされています。

ロングファイル名ディレクトリのインストール:

rmt/ccardttargetddeviceBEST rw−rw−rw− bin bin AT&T スタイル、使用可能な最高の密度、

キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddeviceBESTb rw−rw−rw− bin bin バークレイスタイル、使用可能な最高の密

度、キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddeviceBESTn rw−rw−rw− bin bin AT&T スタイル、リワインドなし、使用可

能な最高の密度、キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddeviceBESTnb rw−rw−rw− bin bin バークレイスタイル、リワインドなし、使

用可能な最高の密度、キャラクタエントリー

ショートファイル名ディレクトリのインストール :

rmt/ccardttargetddevicef0 rw−rw−rw− bin bin AT&T スタイル、使用可能な最高の密度、

キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddevicef0b rw−rw−rw− bin bin バークレイスタイル、使用可能な最高の密

度、キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddevicef0n rw−rw−rw− bin bin AT&T スタイル、リワインドなし、使用可

能な最高の密度、キャラクタエントリー

rmt/ccardttargetddevicef0nb rw−rw−rw− bin bin バークレイスタイル、リワインドなし、使

用可能な最高の密度、キャラクタエントリー

長短両方のファイル名ディレクトリに対して、さらに以下のファイルも作成されています。

rmt/driver_name_config rw−r−−r−− bin bin テープ構成、キャラクタエントリー
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diag/rmt/ccardttargetddevice rw−−−−−−− bin bin tape2 専用、診断アクセス、キャラクタエン

トリー

stcpmap

以下の特殊ファイルがインストールされます。

stcpmap rw−rw−rw− root sys

strlog 以下の特殊ファイルがインストールされます。

strlog rw−rw−rw− root sys

sy 以下の特殊ファイルがインストールされます。

tty rw−rw−rw− bin bin

tape2 stapeを参照してください。

tcp 以下の特殊ファイルがインストールされます。

tcp rw−rw−rw− root sys

telm 以下の特殊ファイルがインストールされます。

telnetm rw−rw−rw− root sys

tels 以下の特殊ファイルがインストールされます。

pts/tnumber rw−rw−rw− root sys

number: 0 ～ 59

tlclts 以下の特殊ファイルがインストールされます。

tlclts rw−rw−rw− root sys

tlcots 以下の特殊ファイルがインストールされます。

tlcots rw−rw−rw− root sys

tlcotsod

以下の特殊ファイルがインストールされます。

tlcotsod rw−rw−rw− root sys

token2 以下の特殊ファイルがインストールされます。

lancard rw−rw−rw− bin bin

udp 以下の特殊ファイルがインストールされます。

udp rw−rw−rw− root sys
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unix_clts

以下の特殊ファイルがインストールされます。

unix_clts rw−rw−rw− root sys

unix_cots

以下の特殊ファイルがインストールされます。

unix_cots rw−rw−rw− root sys

戻り値
insfは、以下の値のどちらかを返して終了します。

0 正常終了 (警告の診断も含む)

1 失敗

診断
insf からの診断メッセージのほとんどは説明しなくても理解できるものです。さらに詳しい説明の必要なメッ

セージを以下にリストします。

警告
Device driver name is not in the kernel

Device class name is not in the kernel

指示されたデバイスドライバまたはデバイスクラスがカーネル内に存在しません。 kcmodule(1M) を使

用して、デバイスドライバまたはデバイスクラス、あるいはその両方をカーネルに追加することがで

きます。

No instance number available for device class name

デバイスクラスで使用可能なインスタンス番号がすべて、すでに割り当てられています。 rmsf コマン

ドを使用して、不要なデバイスをシステムから削除してください (rmsf (1M) を参照)。

Don’t know how to handle driver name − no special files created for path

insf では、指定されたドライバのための特殊ファイルを作成することができません。このデバイスのた

めの特殊ファイルを作成するには、 mknod を使用してください (mknod(1M) を参照)。

例
ttyデバイスクラスに属する新しいデバイスすべてに対して特殊ファイルをインストールします。

insf −C tty

2/4.0.0というハードウェアパスに追加した新しいデバイスに対して特殊ファイルをインストールします。

insf −H 2/4.0.0
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警告
insf は、既存の特殊ファイルのモード、所有者、またはグループを変更したり、リンクを切って作成し直した

りすることができます。つまり、現在オープンされている特殊ファイルが未解決の状態で残る可能性がありま

す。したがって、 insf は、シングルユーザーモードで実行することを推奨します。

コマンドやサブシステムの多くはデバイスファイルが /dev にあるものと仮定しているため、 −D オプションの

使用はお勧めできません。

著者
insfは、HP により開発されました。

ファイル
/dev/config I/O システム特殊ファイル

/etc/ioconfig I/O システム構成データベース

参照
kcmodule(1M), ioscan(1M), lsdev(1M), lssf(1M), mknod(1M), mksf(1M), rmsf(1M)
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名称
install −コマンドのインストール

構文
/usr/sbin/install [ −c dira ] [ −f dirb ] [ −i ] [ −n dirc ] [ −o ] [ −g group ] [ −s ] [ −u user ]

file [ dirx ... ]

説明
install はファイルシステム内の指定の場所にファイル (アップデートしたターゲットファイル) をインストー

ルするために ‘‘makefiles’’ (make(1) を参照) 内で最もよく使用されるコマンドです。各ファイルを適切なディレ

クトリにコピーすることにより、元のコマンドのモードと所有者はそのままでインストールします。このプロ

グラムは、置き換えるまたは作成するファイル名と、それをどこにコピーするかをユーザーに正確に知らせる

メッセージをプリントします。

install は標準ディレクトリ (つまり /usr/bin, /usr/sbin, など) に新しいコマンドや既存のコマンドの新バージョ

ンをインストールするときに便利です。

オプションやディレクトリ (dirx. . .) を指定しない場合、 install はデフォルトのディレクトリのセット内で
(/usr/bin, /usr/sbin, /sbin および /usr/lbin の順序で) 指定したファイルと同じ名称のファイルを検索します。指

定したファイルを見つけると、 install はそのファイルを新しいファイル (新バージョン) でオーバーライトす

ることをメッセージで表示し、実際にその処理を行います。指定したファイルが見つからないと、プログラム

はそれを知らせるメッセージを表示して何も処理せずに終了します。

ファイルの後に 1つまたは複数のディレクトリ (dirx . . .) を指定すると、install はデフォルトのリストに指定さ

れたディレクトリを検索する前に、指定したディレクトリを検索します。

オプション
オプションの意味は次のとおりです。

−c dira 指定したファイルがないときにだけ、 dira が指定したディレクトリに新しいコマンド
(ファイル) をインストールします。指定したファイルを見つけると、 install はファイ

ルがすでに存在することを知らせるメッセージを表示して、オーバーライトせずに終

了します。このオプションは、単独で使用したり、または −s オプションと一緒に使

用することができます。

−f dirb 指定したファイルの有無に関わらず、指定したディレクトリにそのファイルを強制的

にインストールします。インストールするファイルが存在しない場合は、新しいファ

イルのモードと所有者をそれぞれ 755 と bin, に設定します。すでにファイルが存在す

れば、その既存のファイルのモードと所有者を引き継ぎます。このオプションは単独

で使用したり、 −o オプションまたは −s オプションと一緒に使用することができま

す。

−i デフォルトのディレクトリリストを無視して、指定したディレクトリ (dirx . . .) だけを

検索します。このオプションは単独で使用したり、 −c と −f 以外のオプションと一緒
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に使用することができます。

−n dirc 検索したどのディレクトリにも指定した ファイルが見つからなければ、 dirc に指定

したディレクトリにファイルを作成します。新しいファイルのモードと所有者をそれ

ぞれ 755 と bin に設定します。このオプションは単独で使用したり、 −c と −f 以外の

オプションと一緒に使用することができます。

−o 指定したファイルを見つけると、このオプションはそのファイルが存在するディレク

トリ内でその「検索した」ファイルを OLDファイルにコピーすることでセーブしま

す。このオプションは既存のファイルを削除できない /usr/bin/sh や /usr/sbin/getty な

どのような、通常使用中のテキストファイルをインストールするときに便利です。こ

のオプションは単独で使用したり、 −c. 以外のオプションと一緒に使用することがで

きます。

−g group ファイルをグループ group に属するようにします。適切な特権を持つユーザーは、こ

のオプションを単独で使用したり、他のオプションと一緒に使用することができま

す。

−u user ファイルをユーザー user が所有するように指定します。このオプションは、スーパー

ユーザーのみが使用できます。このオプションは単独で使用したり、他のオプション

と一緒に使用することができます。

−s エラーメッセージ以外のメッセージを出力しないようにします。このオプションは単

独で使用したり、他のオプションと一緒に使用することができます。

ディレクトリを指定しない場合 (dirx . . .) や、ファイルを指定したディレクトリ内に作成できない場合には、
install はファイル /etc/syslist が存在するかどうか検索します。 /etc/syslist が存在すれば、ファイルの最終的な

宛先を決定するために使用します。 /etc/syslist が存在しない場合は、ファイルをどこに作成するかを決定する

ために、デフォルトのディレクトリリストをさらに調べます。

ファイル /etc/syslist には、各行に 1つ、絶対パス名のリストが入っています。パス名は、ファイルシステム上

に現れると、ファイルの「正式な」宛先 (例えば /usr/bin/echo) になります。ファイル /etc/syslist は、システム

コマンドの宛先のマスターリストになります。ファイル /etc/syslist に、ファイルのエントリーがない場合は、

ファイルをどこに作成するかを決定するために、デフォルトのディレクトリをさらに調べます。

クロスジェネレーション
環境変数 ROOT でロケーションファイル ($ROOT/etc/syslist 形式で) を配置します。これはクロスジェネレー

ションがプロダクションシステムで行われる場合に必要です。また、 $ROOT/etc/syslist の各パス名は $ROOT (

例えば $ROOT/usr/bin/echo) に追加され、 ファイルに対する宛先として使用されます。さらにデフォルトの

ディレクトリも $ROOT に追加され、その結果デフォルトのディレクトリは実際には $ROOT/usr/bin,

$ROOT/usr/sbin, $ROOT/sbin および $ROOT/usr/lbin になります。

ファイル /etc/syslist ($ROOT/etc/syslist) は、配付テープには存在しません。このファイルは、各ユーザーがロー

カルに作成し、使用します。
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警告
installはコマンドのエイリアスリンク (例えば、 vi(1) は ex(1) のエイリアスリンクです) を作成できません。

参照
make(1), cpset(1M)
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名称
intctl −システムの割り込み構成の管理

構文
/usr/contrib/bin/intctl [-h | -F | -p | -c cpu_id]

/usr/contrib/bin/intctl [-C class] [-H hw_path]

/usr/contrib/bin/intctl [-M -H hw_path -I intr_id -c cpu_id]

/usr/contrib/bin/intctl [-r file | -s file]

説明
プロセッサの割り込みピンがアサートされる (ラインベースの割り込み) か、またはプロセッサが割り込みメッ

セージバストランザクションをシステムバス上で検出した (トランザクションベースの割り込み) 場合に、プロ

セッサは割り込みを受信します。

インタフェースカードからの割り込みは、ラインベースとトランザクションベースのどちらかです。割り込み

は、ブート時には別のプロセッサに経路指定されます。

intctl コマンドは、パフォーマンスのエキスパートが、割り込み割り当てを表示したり変更できるツールで

す。このツールは、外部デバイス割り込みの移動のみをサポートしています。パフォーマンスのアナリスト

は、割り込み構成の保存や復元もできます。割り込み移動の処理が正常に完了すると、コンソールや
/var/adm/syslog/syslog.logファイルにメッセージが記録されます。

intctl は、 /usr/contrib/bin 内にあり、スーパーユーザーだけが実行できます。 intctl コマンドは、汎用のシス

テム管理コマンドではありません。このコマンドは、システムに関する高度な知識を持つ、パフォーマンス

チューニングのエキスパートだけを対象としています。パフォーマンスのスペシャリストは、 intctl コマンド

を使って、システムの割り込み構成を確認し、CPU の割り込み割り当てを変更して、CPU 間でのシステムの

負荷を再配分できます。

intctl は、システム上で同時に発生する他の HA (High Availability) イベントと同期します。この HA イベントと

は、PCI OLA/R またはプロセッサ割り当て / 割り当て解除です。 intctl が割り込み情報を表示しようとしてい

る場合、または割り込みを CPU に移動しようとしている場合に、これらのイベントが発生すると、 intctl は、
"Another HA event is in progress, try again!" というエラーメッセージを出力して終了します。この場合ユー

ザーは、コマンドを再試行しなければなりません。

割り込み移動の機能は、ワークステーションでは有効にされません。また、MP セーフでないドライバは、割

り込み移動をサポートしていません。ユーザーが MP セーフでないドライバの割り込みを別の CPU に移動し

ようとすると、このツールはエラーメッセージを表示します。

仮想パーティション (vPars) を使うシステムでは、 intctl は、現在のパーティションの CPU のみを表示しま

す。パーティションに属する CPU は、バウンド CPU またはフロータ CPU です。バウンド CPU はパーティ

ションにバインドされており、これらの CPU の割り込み状態は、ENABLED (割り込み可能)、DISABLED (割

り込み不可)、RESERVED (予約済み) のいずれかです。フロータ CPU はパーティションにバインドされておら

ず、これらの CPU の状態は DISABLED です。これらの CPU には割り込みを割り当てることができません。
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DISABLED 状態のバウンド CPU は、PSETS インタフェースを使うと、ENABLED にすることができます。
vPars の vparstatus コマンドを使うと、パフォーマンスのエキスパートは、他のパーティションに属するフ

ロータ CPU についての詳細情報を得ることができます。

オプション
デフォルトでは、このコマンドは、システム上のすべてのインタフェースカードに関する割り込み情報を表示

します。

intctlは、次のオプションを認識します。

-c cpu_id 単体で使うと (他のオプションなし)、指定した CPU に関する割り込み情報を表示します。

-M オプションとともに使うと、 -c cpu_id は、割り込みの移動先の CPU の CPU ID を指定し

ます。

-C class 指定したクラスに属するすべてのインタフェースカードに関する割り込み情報を表示します。

-H hw_path オプションと組み合わせると、指定した class に属する hw_path にあるインタ

フェースカードに関する割り込み情報を表示します。

-F フィールドをコロンで区切ったコンパクトなリストを生成します。

-h コマンドの使用法を表示します。

-H hw_path 指定したハードウェアパスで接続されたすべてのインタフェースカードに関する割り込み情報

を表示します。ハードウェアパスとして / や 0 を指定すると、 intctl は、システム上にあるす

べてのインタフェースカードに関する割り込み情報を出力します。

-C class オプションと組み合わせて使うと、 -H は、指定したパスに接続され、指定したクラ

スに属するインタフェースカードすべてに関する情報を表示します。

-M オプションと組み合わせて使うと、 -H hw_path は、別の CPU への移動が必要な割り込み

のハードウェアパスを指定します。

-I intr_id -M オプションと組み合わせて使うと、移動対象となる割り込みの割り込み ID を指定しま

す。

-M 指定した CPU に割り込みを移動します。このオプションは、 -H、 -I、 -c オプションととも

に指定する必要があります。

-M オプションは、コマンド行の先頭に指定しなければなりません。その後に、残りのオプ

ションを任意の順序で続けます。

-p システム上にあるすべての CPU に関する割り込み情報を、フィールドの間を空白で区切った

長い形式で表示します。

-r file システムの割り込み構成を、指定したファイル file から復元します。割り込み構成を復元でき

るのは、保存した構成ファイル内で参照されているインタフェースカードと CPU がすべてシ

ステム上に存在したままで、CPU の状態が、保存されている構成ファイルの CPU の状態と同
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じ場合に限られます。新しいカードや新しい CPU がシステムに追加されている場合でも、古

い構成が変更されていなければ、 intctl は割り込み構成を復元します。ファイルのパーミッ

ションが 0600 でない場合、 intctl は割り込み構成を復元できません。

このコマンドはシステム構成の復元中、ファイルでの指定に従って、インタフェースカードか

らの割り込みを CPU に割り当てます。

-s file システムの割り込み構成を、指定したファイル file に、パーミッション 0600 で保存します。

このファイルがすでに存在する場合、ファイルの内容は上書きされ、ファイルのパーミッショ

ンは 0600 に変更されます。このコマンドは、システム上の全 CPU について割り込み情報を

保存します。このファイルを使うと、 -r オプションを指定して、システムの割り込み構成を

後で復元することができます。

割り込み構成の表示
割り込み構成は、CPU ID の順 (intctl -p) か、またはインタフェースカードのハードウェアパスの順 (intctl -H

hw_path) に表示できます。

デフォルトでは、このコマンドはシステム上にあるすべてのインタフェースカードに関する割り込み情報を表

示します。割り込み構成の表示例と、フィールドの説明を以下に示します。

hw path class drv card cpu cpu intr intr card

name cell ID cell type ID description

=======================================================================

0/0/0/0 lan btlan N/A 0 N/A L 5 HP PCI

10/100Base-TX Core

0/0/1/0 ext_bus c720 N/A 0 N/A L 0 SCSI C895 Fast

Wide LVD

0/0/2/0 ext_bus c720 N/A 0 N/A L 1 SCSI C87x Ultra

Wide Single-Ended

0/0/2/1 ext_bus c720 N/A 0 N/A L 2 SCSI C87x Ultra

Wide Single-Ended

hw path ハードウェアコンポーネントをスラッシュ (/) で区切った数値文字列であり、バスコンバータ

を表しています。ハードウェアパスの最初のコンポーネントは、セル (セルベースのシステム

の場合)、またはシステムバスアダプタ (セルベースでないシステムの場合) です。システムバ

スアダプタの後には、ローカルバスアダプタのアドレスとインタフェースカードのアドレスが

続きます。その後の番号は、ピリオド (.) で区切られます。各番号は、それぞれデバイスのパ

スにあるハードウェアコンポーネントの位置を表しています。

class インタフェースカードのクラス。 lan、tty、ext_bus などがあります。

drv name カードに関連するドライバ。

Section 1M-458 Hewlett-Packard Company − 3 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



intctl(1M) intctl(1M)

card cell カードが接続されているセルのセル番号。

cpu ID カードの割り込みが割り当てられている CPU の ID を表す整数値。

cpu cell CPU が接続されているセルのセル番号。

intr type 割り込みタイプを表す文字。

L ラインベースの割り込み

T トランザクションベースの割り込み

intr ID 移動する割り込みの ID。

card description インタフェースカードの簡単な説明。

cpu_path CPU のハードウェアパス。

cpu_state CPU の状態を表す整数値。 ENABLED(0)、DISABLED(1)、RESERVED(2) があります。これ

らの状態は割り込みの状態であり、スレッドの状態とは無関係です。

ENABLED CPU は、インタフェースカードからの外部割り込みを受信できます。

DISABLED CPU は、インタフェースカードからの外部割り込みを処理できません。

RESERVED 特定のカードからの割り込みを受信するために予約されています。たとえば、
RTE (Real Time Extensions) では、一部のプロセッサは RTE カードからの割り込

みを処理するために特別に予約されています。

リダイレクション
intctl コマンドを使うと、パフォーマンスのスペシャリストは、インタフェースカードの割り込みの割り当て

を変更できます。ユーザーは、インタフェースカードのハードウェアパス、移動が必要な割り込み ID、割り込

み先とする新しい CPU ID を指定しなければなりません。

割り込みを別の CPU に移動する際、その割り込みが他の割り込みとラインを共有している場合、そのライン

の割り込みはすべて、指定された CPU に移動されます。カーネルはメッセージを /var/adm/syslog/syslog.log

ファイルに追加します。このメッセージには、移動する割り込みのハードウェアパスと割り込み ID、割り込み

の移動先になる CPU の CPU ID が含まれています。

割り込みを別の CPU に移動する際、割り込みが属しているカードがエラー状態、またはタイムアウトした状

態である場合、割り込みは移動されません。割り込みが他の割り込みとラインを共有しており、いずれかの

カードにエラーが発生している場合、そのラインの割り込みはいずれも、指定した CPU には移動されませ

ん。

システムの割り込み構成の保存と復元
intctl コマンドは、ユーザーが指定したファイル内の、システムの割り込み構成を保存したり復元したりでき

ます。構成を復元する前に、 intctl コマンドは、保存されている構成のインタフェースカードと CPU がすべて

システム内に存在したままであることと、その CPU が、保存されている構成と同じ状態になっていることを

確認します。これにより、システムの設定の変更の有無を確認します。割り込み構成が保存された後にシステ
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ムに新しいカードまたは CPU が追加されている場合でも、このコマンドは構成を復元します。

戻り値
終了値は次のとおりです。

0 正常終了

>0 エラー状態の発生

例
クラス lan に属するインタフェースカードすべてに関する情報を表示します。

intctl -C lan

ハードウェアパス 0/4/0/0/5/0にあるカードの割り込み情報を表示します。

intctl -H 0/4/0/0/5/0

パス 0/4 にあるインタフェースカードすべてに関する割り込み情報を表示します。

intctl -H 0/4

ハードウェアパス 0/4 にあり、クラス lan に属するインタフェースカードすべてに関する割り込み情報を表示

します。

intctl -C lan -H 0/4

CPU ID が 3 である CPU に関する割り込み情報を表示します。

intctl -c 3

ハードウェアパスが 0/4/0/0/5/0のカードから送られた、ID が１の割り込みを、CPU 3 に移動します。

intctl -M -H 0/4/0/0/5/0 -I 1 -c 3

システムの割り込み構成を myconfig に保存します。 myconfig がすでに存在する場合は、内容が上書きされま

す。

intctl -s myconfig

システムの割り込み構成を myconfig から復元します。

intctl -r myconfig

警告
intctl コマンドは、スーパーユーザーのみ実行できます。 intctl コマンドは、パフォーマンスのアナリストがパ

フォーマンスチューニングを行う場合にのみ使ってください。割り込みを適切に再配分するように注意しない

と、一部のプロセッサに負荷が集中して、他のプロセッサの使用状況を最適化できなくなり、システム全体の

パフォーマンスが低下することがあります。
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参照
ioscan(1M)
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名称
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

構文
/sbin/ioinit −i [−r]

/sbin/ioinit −c

/sbin/ioinit −f infile [−r]

説明
ioinit コマンドは、システムのブート時に /etc/inittab: の中の ioin エントリに基き init プロセスによって呼び出

されます。

ioin::sysinit:/sbin/ioinitrc > /dev/console 2>&1

ここで、 ioinitrc は -i および -r オプション付きで ioinit を呼び出すスクリプトです。 -i オプションが指定され

た場合、 ioinit はカーネル I/O データ構造 (システムのブート時に NFS ディスクレスサポート用にアクセス可

能な /stand/ioconfig で初期化される) と /etc/ioconfig から読み込まれた情報との間の一貫性をチェックします。

これらが一致している場合、 ioinit は insf を呼び出し、すべての新しいデバイスに対する特殊ファイルをイン

ストールします。カーネルと /etc/ioconfig が一致しない場合、 ioinit は /etc/ioconfig から /stand/ioconfig を更新

し、 -r オプションが指定されている場合はシステムをリブートします。

システムのリブート時に /etc/ioconfig が破損していたり消失していた場合、 ioinitrc はシングルユーザーモード

でシステムを起動します。その場合、ユーザはバックアップから /etc/ioconfig を復元するか、 -c オプション付

きで ioinitを呼び出すことによってカーネルから /etc/ioconfig を再作成する必要があります。

-f オプションが指定されている場合、 ioinit は infile に基づいて所定のクラス内の既存のデバイスにインスタン

ス番号を再割り当てします。再割り当ては、システムがリブートすると有効になります。 ioinit が再割り当て

に関連したエラーを何も発見せず、 -r が指定されている場合は、システムがリブートされます。 (「警告」の

項を参照してください。)

-c オプションが指定されている場合、 ioinit は既存の I/O データ構造から /etc/ioconfig を再作成します。

オプション
ioinitには、以下のオプションがあります。

-i カーネルと /etc/ioconfig との一貫性を調べた後、 insf を呼び出して、新しいデバイスに対

する特殊ファイルをインストールします。

−f infile ファイル infile を使って、指定されたクラス内のデバイスにインスタンス番号の再割り当

てを行います。 infile には複数のエントリを入れることができますが、各エントリは別々

の行に入れ、エントリ内の各フィールドは 1 文字分以上の空白で区切ります。エントリ

の形式は以下のようでなければなりません。

h/w_path class_name instance_#
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ioinit は infile の内容を前処理して無効なエントリがないかどうかを調べ、説明的メッ

セージを出力します。指定したハードウェアパスまたはクラス名がまだシステム内に存

在していない場合、または、指定したインスタンス番号が指定したクラス内に既に存在

している場合には、エントリは無効とみなされます。

-r -i オプションと共に使用した場合、カーネルと /etc/ioconfig の間の不一致状態を正す必要

がある時にシステムをリブートします。 -f オプションと共に使用した場合、 -r はインス

タンス再割り当てに関するエラーがなければシステムをリブートします。

-c /etc/ioconfig ファイルが破損しているか消失していてバックアップから復元できない場合

に、このファイルを再作成します。 -c を呼び出した場合は、前に設定されていたデバイ

スクラスとインスタンス番号へのハードウェアパスは消失します。

戻り値
0 エラーが発生しませんでした。ただし警告が出された場合もあります。

1 ioinit はエラーを検出しました。

診断
ioinit からの診断メッセージのほとんどは、改めて説明しなくても理解できるものです。さらに詳しい説明が

必要なメッセージを以下にリストします。エラーがあると ioinit はただちに停止します。

エラー
/etc/ioconfig is missing.

/etc/ioconfig is corrupted.

バックアップから /etc/ioconfig を復元してリブートするか、または ioinit -c を使用して /etc/ioconfig を

作成し直してください。

Permission to access /etc/ioconfig is denied.

ioinit がアクセスできるように /etc/ioconfig に対する許可を変更してください。

ext_bus instance value exceeds one byte limit

infile 内で ext_busクラスの、指定したインスタンス番号を変更してください。インスタンス番号は 255

以内の値です。

exec of insf failed.

ioinit は正常に終了しましたが、 insf が異常終了しました。

Instance number is already in kernel.

インスタンス番号が所与のクラスにすでに存在しています。 rmsf を使って既存のインスタンス番号を

除去してから再度実行してください。
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Hardware path is not in the kernel.

指定されたハードウェアパスがカーネル内にありません。 ioscan -k を使って正しいハードウェアパス

を調べてから再度実行してください。

Device class name is not in the kernel.

指定されたクラス名がカーネル内にありません。 ioscan -k を使って正しいクラス名を調べてから再度

実行してください。

例
デバイスとクラスにインスタンス番号 (infile で指定) の割り当てをし直してシステムをリブートするには次の

ようにします。

/sbin/ioinit -f infile -r

infile の内容が次のようであった場合、

56.52 scsi 2

56.52 は h/w_path であり、 scsi は class_name であり、 2 は instance_# です。

警告
rmsf または insf を実行した場合、システムをリブートする前の ioinit による再割り当ての結果がオーバライト

されます。

著者
ioinitは、HP で開発されました。

ファイル
/stand/ioconfig

/etc/ioconfig

参照
init(1M), insf(1M), ioscan(1M), rmsf(1M), inittab(4), ioconfig(4)
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名称
ioscan − I/Oシステムの走査

構文
/usr/sbin/ioscan [-k -u] [-e] [-d driver -C class ] [-I instance ] [-H hw_path ]

[-f[-n] -F[-n] ]  [ devfile ]

/usr/sbin/ioscan −M driver −H hw_path [-I instance ]

/usr/sbin/ioscan −t

説明
ioscan は、適切なシステムハードウェア、使用可能な I/O システムデバイス、またはカーネルの I/O システム

データ構造を走査して、その結果をリストします。システム上の各ハードウェアモジュールに対して、 ioscan

は、デフォルトで、そのハードウェアモジュールのハードウェアパス、そのハードウェアモジュールのクラ

ス、そしてその簡単な説明を表示します。

ioscan はデフォルトでは、システムを走査して、見つかったレポート可能なハードウェアをすべてリストしま

す。レポートされるハードウェアの種類は、プロセッサ、メモリー、インタフェースカード、および I/O デバ

イスを含むことができます。ハードウェアの走査によってドライバをアンバインドしたり、実際のシステム

ハードウェアに一致させるために、その他のドライバをそれぞれの場所にバインドしたりする場合がありま

す。走査することができないエンティティはリストされません。

表示される２番目の形式で ioscan は、指定のハードウェアパスにおいてカーネル I/O システムの中に指定のソ

フトウェアドライバを組み込むことを強制し、そのソフトウェアがバインドされることを強制します。これ

は、システムが自動的に認識されないデバイスを認識するのに利用することができます。たとえば、まだデバ

イスがシステムに接続されていなかったり、障害のあるデバイス上で診断を実行する必要があったりという理

由で、自動的に認識することができないデバイスをシステムに認識させることができます。

３番目の形式では、 ioscan は、システムハードウェアが最後に走査された日付と時刻を表示します。

注記: -t 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。

通常、 ioscan にはスーパーユーザー権限が必要です。非ルートユーザーは、 -k オプションによりカーネル

ハードウェアツリーの表示のみが許されています。ドライババインディングおよびハードウェアスキャンに

は、ルート権限が必要です。

オプション
ioscan には、以下のオプションがあります。

-C class リストの出力を、指定した classクラスに属するデバイスに限定します。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 出力のリストを、特定の driver によって制御されるデバイスに制限します。 -C と

ともに指定することはできません。
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-e EFI (Extensible Firmware Interface) デバイスが使用可能であれば、そのパスを表示し

ます。

-f 詳しいリストを生成します。モジュールのクラス、インスタンス番号、ハード

ウェアパス、ドライバ、ソフトウェアの状態、ハードウェアの型、そして簡単な

説明がつきます。

-F フィールド (下記参照) のコンパクトなリストを作成します。各フィールドはコロ

ンで区切られます。このオプションは、 -fオプションより優先されます。

-H hw_path 走査と出力のリストを指定のハードウェアパスに接続されたデバイスに限定しま

す。ハードウェアパスは、バスパスでなければなりません。バスより下のレベル

で走査すると、ハードウェアが走査されず、不正確な結果を出す可能性がありま

す。たとえばパスをターゲットレベルで指定をすると、接続されているデバイス

の状態が常に NO_HW として返されます。デバイスの状態は、NO_HW ノード上

のバスノードから ioscan を再び実行することによって、復元されます。このオプ

ションは -M とともに使われた場合、ソフトウェアモジュールをバインドする

ハードウェアパスを指定します。

-I instance -d あるいは -C とともに指定した場合、走査と出力のリストを指定のインスタンス

に制限します。 -M とともに使われた場合、バインドの希望するインスタンス番号

を指定します。

-k 実際のハードウェアの代わりにカーネルの I/O システムデータ構造を走査し、結

果をリストします。ドライバのバインドやアンバインドは実行されません。 -d,

-C, -I, および -H オプションを、リストを制限する目的で使うことができます。こ

のオプションを -u とともに指定することはできません。このオプションはスー

パーユーザーの権限を必要としません。

-M driver -H オプションによって指定されたハードウェアパスでバインドするソフトウェア

ドライバを指定します。 -H と同時に指定する必要があります。

-n デバイスファイル名を出力リストに追加します。 /dev ディレクトリおよびそのサ

ブディレクトリ内のスペシャルファイルだけがリストされます。

-t システムハードウェアを最後に走査した日付と時刻を表示します。このオプショ

ンを使った場合の ioscan コマンドの出力は、次のようになります。 Fri Nov 22

11:22:21 2002

-u 実際のハードウェアの代わりに使用可能な I/O システムデバイスを走査します。

利用可能な I/O デバイスとは、カーネルにありインスタンス番号をアサインされ

ているドライバを持つものです。 -d, -C, -I, および -H オプションを、リストを制

限する目的で使うことができます。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。
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-d および -C オプションを指定すると、I/O システムのサブセットのリストを得ることができますが、走査は

システム全体に対して行われます。 -I とともに -d または -C を指定するか、または -H または devfile を指定す

ると、 ioscan は走査とリストの出力の両方を、指定されたハードウェアサブセットに限定して行います。

フィールド
-F オプションを使って、各フィールドがコロン (:) で区切られた、コンパクトなリストを作成できます。 awk

を使って、自分用のリストを作成する場合に便利です。フィールドには、以下のものが含まれます。そのモ

ジュールのバスタイプ、cdio、 is_block、 is_char、 is_pseudo、ブロックメジャー番号、キャラクタメジャー番

号、マイナー番号、クラス、ドライバ、ハードウェアパス、識別バイト、インスタンス番号、モジュールパ

ス、モジュール名、ソフトウェアの状態、ハードウェアのタイプ、簡単な説明、カードのインスタンス。ある

フィールドがない場合は、コロンが連続して置かれ、そのフィールドの位置だけを示します。フィールドは下

記のように定義されます。

class デバイスクラスは、ファイル /usr/conf/master.d 内に定義されていて、 lsdev

(lsdev(1M) を参照) を使用してリストすることができます。例として disk, printer, お

よび tape があります。

instance デバイスあるいはカードに関連しているインスタンス番号。あるクラス内のカードあ

るいはデバイスにアサインされた、ユニークな番号です。ドライバのバインド時に、

そのハードウェアのコンポーネントに対するドライバが利用可能でない場合は、ある

いは、エラーが起こった場合は、カーネルはインスタンス番号をアサインせず、 (-1)

がリストされます。

hw path ハードウェアのコンポーネントを表す、数文字列。バスアドレス、デバイスアドレス

の順に記録されます。典型的には、イニシャル番号のあとに (/) がつき、これで、バ

スコンバーターを表現します (使用中のマシンにより要求される場合)。そして、それ

に続く番号はピリオド (.) で区切られます。各番号はそのデバイスへのパス上のハー

ドウェアのコンポーネントの位置を表します。

driver ハードウェアのコンポーネントを制御するドライバの名前。そのハードウェアコン

ポーネントをコントロールするドライバが利用可能でない場合、疑問符 (?) が出力に

表示されます。

software state ソフトウェアバインディングの結果。

CLAIMED ソフトウェアのバインドに成功

UNCLAIMED 所定のソフトウェアが見つからない

DIFF_HW 見つかったソフトウェアが所定のものではない

NO_HW 指定のアドレスにあるハードウェアは、応答しなくなった

ERROR 指定のアドレスにあるハードウェアは、応答はしているものの、エ

ラー状態にある
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SCAN ノードがロックされている。あとでもう一度試みる

hardware type ハードウェア構成要素のエンティティ識別子。次の文字列のうちの１つが設定されま

す。

UNKNOWN 関連するハードウェアがない、あるいはハードウェアのタイプが未

知

PROCESSOR ハードウェアコンポーネントがプロセッサ

MEMORY ハードウェアコンポーネントがメモリー

BUS_NEXUS ハードウェアコンポーネントがバスコンバーターかバスアダプタ

INTERFACE ハードウェアコンポーネントがインタフェースカード

DEVICE ハードウェアコンポーネントがデバイス

bus type ノードに関連づけられているバスのタイプ。

cdio コンテキスト依存 I/O モジュールに関連づけられた名前。

is_block デバイスブロックメジャー番号が存在するかどうかを表すブール値。このフィールド

には、 T あるいは F が表示されます。

is_char デバイスキャラクタメジャー番号が存在するかを表すブール値。 T あるいは F が表

示されます。

is_pseudo 疑似ドライバを表すブール値。このフィールドには、 T あるいは F が表示されま

す。

block major デバイスのブロックメジャー番号 -1 で、デバイスのブロックメジャー番号が存在し

ないことを表します。

character major デバイスのキャラクタメジャー番号 -1 で、デバイスのキャラクタメジャー番号が存

在しないことを表します。

minor デバイスのマイナー番号

identify bytes モジュールあるいはデバイスから返された識別用バイト。

module path ソフトウェアのコンポーネント。ピリオド (.) によって分離されます。

module name そのノードをコントロールしているソフトウェアコンポーネントのモジュール名。

description デバイスの説明。

card instance ハードウェアインタフェースカードのインスタンス番号。

戻り値
ioscan は正常終了時には 0 を返し、エラーが発生した場合には 1 を返します。
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例
次の例は、システムハードウェアを走査して、ディスクデバイスクラスに所属するデバイスをすべてリストし

ます。

ioscan -C disk

ドライバ tape2 をハードウェアパス 8.4.1 で強制バインドします。

ioscan -M tape2 -H 8.4.1

著者
ioscan は、HP が開発しました。

ファイル
/dev/config

/dev/*

参照
kcmodule(1M), lsdev(1M), ioconfig(4)
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名称
isl −初期システムローダ

説明
isl は、オペレーティングシステムから独立した、ブートストラッププロセスの一部です。isl は、セルフテス

トと初期化が正常に終了した後にロードされ実行されます。

プロセッサは、重要な構成関連のパラメータ (1次ブート、代替ブート、およびコンソールパス) などを保守す

るための、特別な目的に必要なメモリを持っています。 2つの形式のメモリがサポートされています。安定記

憶と不揮発性メモリ (NVM)です。

通常は制御が isl に移ったときに、 autoboot シーケンスが実行されます。 autoboot シーケンスを使用すると、

完全なブートストラップ操作をオペレータを介さずに行うことができます。 isl はスクリプト様式の autoexe-

cute ファイルからコマンドを実行します。 autoboot は安定記憶内のフラグにより使用可能になります。

autosearch は、ブートおよびコンソールデバイスを自動的に配置するメカニズムです。詳細は pdc(1M) を参照

してください。

autoboot シーケンスの間に、 isl はそのリビジョンと isl が実行するユーティリティの名称を表示します。ただ

し autoboot が使用不能な場合は、 isl がリビジョンを表示した後で、コンソールデバイスからの入力を要求し

ます。有効な入力は、 isl コマンドの名称、またはシステム上で使用可能なユーティリティの名称です。致命

的でないエラーが発生するか、あるいはユーティリティが終了すると isl は再度入力を求めます。

コマンド
isl ではいくつかのコマンドを使用することができます。以下にそのコマンドをリストし、簡単に説明します。

パラメータは、コマンド名の後に続くコマンド行に入力します。パラメータは、スペースで区切る必要があり

ます。 isl はコマンド行に必要なパラメータが入力されていないと、その入力を求めます。

?

help ヘルプ − コマンドと使用できるユーティリティをリストします。

listf

ls 使用できるユーティリティをリストします。

autoboot autoboot シーケンスを使用可能あるいは使用不能にします。

パラメータ − on あるいは off

autosearch autosearch シーケンスを使用可能あるいは使用不能にします。

パラメータ − on あるいは off

primpath 1次ブートパスを変更します。

パラメータ − 10進の 1次ブートパス

altpath 代替ブートパスを変更します。
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パラメータ − 10進の代替ブートパス

conspath コンソールパスを変更します。

パラメータ − 10進のコンソールパス

lsautofl

listautofl autoexecute ファイルの内容をリストします。

display 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表示します。

readnvm 16進で、NVM の 1ワードの内容を表示します。

パラメータ − 10進あるいは標準 16進表記の NVM アドレス

readss 16進で、安定記憶の 1ワードの内容を表示します。

パラメータ − 10進あるいは標準 16進表記の安定記憶アドレス

診断
isl は、コンソールと LED ディスプレイ上のディスプレイコードと、コンソールに書き込まれたエラーメッ

セージにより診断情報を表示します。

ディスプレイコード CE0x は情報を提供するのみです。 CE1x および CE2x はエラーを示し、そのエラーが致命

的エラーである場合は、システムを停止します。その他のエラーの場合には、 isl にメッセージを表示させる

だけです。

autoboot シーケンスの間の致命的でないエラーは、 autoboot シーケンスを打ち切り isl が入力を求めます。対

話型の isl セッションの間の致命的でないエラーの場合は isl が入力を求めるだけです。

致命的エラーはシステムを停止します。問題点を修正し、回復のためにシステムをリセットしなければなりま

せん。

CE00 isl が実行中です。
CE01 isl が autoexecute ファイルから autoboot しています。
CE02 autoexecute ファイルが見つかりません。autoboot は

打ち切られました。
CE03 コンソールが見つかりません。isl は autoboot しかできません。
CE05 ユーティリティのディレクトリが大きすぎます。

isl は 2Kバイトだけ読み取ります。
CE06 autoexecute ファイルが不整合です。autoboot は打ち切られました。
CE07 ユーティリティファイルヘッダが不整合です。:

SOM の値が正しくありません。
CE08 autoexecute ファイルの入力文字列が 2048文字を超えています。

autoboot は打ち切られました。
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CE09 isl コマンド名あるいはユーティリティ名が 10文字を超えています。
CE0F isl は制御をユーティリティに移しました。
CE10 内部不整合: ボリュームラベル - FATAL

CE11 内部不整合: ディレクトリ - FATAL

CE12 autoexecute ファイル読み取りエラーです。
CE13 コンソールからの読み取りエラー - FATAL

CE14 コンソールへの書き込みエラー - FATAL

CE15 isl コマンドあるいはユーティリティではありません。
CE16 ユーティリティファイルヘッダが不整合です。: 不正システム ID

CE17 ユーティリティファイルヘッダの読み取りエラーです。
CE18 ユーティリティファイルヘッダが不整合です。:

不正マジックナンバー
CE19 ユーティリティはメモリに isl をオーバレイします。
CE1A ユーティリティは設定された以上のメモリが必要です。
CE1B メモリのユーティリティ読み取りエラーです。
CE1C 不正チェックサム: メモリへのユーティリティ読み取り時
CE1D コンソールが必要です。- FATAL

CE1E 内部不整合: ブートデバイスクラス - FATAL

CE21 ユーティリティの宛先メモリアドレスが正しくありません。
CE22 ユーティリティファイルヘッダが不整合です: pdc_cacheエントリー
CE23 内部不整合: iodc_entry_init - FATAL

CE24 内部不整合: iodc_entry_init - コンソール - FATAL

CE25 内部不整合: iodc_entry_init - ブートデバイス - FATAL

CE26 ユーティリティファイルヘッダが不整合です。: 不正 aux_id

CE27 不正ユーティリティファイルタイプ

参照
boot(1M), pdc(1M)
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名称
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

構文
itemap [options]

説明
itemap コマンドは、キーボードマッピングの ITE (グラフィックスコンソールドライバー) 内へのロード、ま

たは ITE キーボードマッピングの表示を行います。 itemap は /etc/bcheckrc によって自動的に実行されます。

通常は、ユーザーによって明示的に実行されることはありません。

オプション
-d nameまたはkeyboard_ID

キーマップを標準出力へ16進形式でダンプします。

-h 指定されたキーマップを、 HP-HIL キーボード用に使用されるカーネルマッピングテーブ

ルへロードします。

-i PS2 DIN キーボードマッピングについて、対話型のプロンプトを表示します。 itemap は、

キーマップデータベースファイルをスキャンして、マッピング名の先頭が PS2_DIN 接頭辞

で始る名前をすべて検索します。見つかった名前がすべて表示されるので、ユーザーはその

中から1つ選択しなければなりません。

-k database_file_name

入力で使用されるキーマップデータベースの名前です。デフォルトは /etc/X11/XHP-

Keymaps です。

-L 適切なキーマップをロードします。 itemap はキーボードのハードウェアをスキャンし、そ

のキーボードの言語を決定し、そのキーボードに対応するキーマップをロードします。

itemap は PS2 DIN キーボードの言語を決定することができないので、 PS2 DIN キーボード

について -L を使用するときは、 -iオプションを指定してください。

-l nameまたはkeyboard_ID

指定されたキーボードマップをロードします。ロードの後、ITE は指定されたマッピングを

使用します。

-l オプションを使用してキーボードマッピングをロードするとき、 itemap は、キーボード

言語を決定するために、指定されたキーボードマッピングの名前の接尾辞と一致するものを
/etc/X11/XHPKeymaps の中で検索します。 ITE はこの情報を使用して、 ISO 7 - 8 ビット変

換を行います。ユーザーが

/usr/contrib/bin/X11/keymap_ed

を使ってキーマップの名前を追加するときは、キーマップ名の接尾辞を /etc/X11/XHPKeymaps 中の既存の名

前と同じにしてください。例えば、フランス語の新しいキーボードマッピングの名前を New_French とすれ
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ば、既存の ITF_French マッピングおよび PS2_French マッピングと統一がとれます。一方、新しいマッピ

ングの名前を New_Stuff とすると、itemap は同じ接尾辞パターンを検出できず、その結果、間違った ISO 7 -

8 ビット変換が行われます。

-p 指定されたキーマップを、 PS2 DIN キーボード用に使用されるカーネルマッピングテーブルへロー

ドします。

-v 冗長なアクションを実行します。

-w file_name

PS2 DIN キーボード用のキーマップをロードする場合、その名前を file_name へ書き込みます。

例
HP-HIL キーボード用の正しいマッピングを自動的にインストールします。

itemap -L

HP-HIL キーボード用に、指定された ITF_French マッピングをロードします。

itemap -h -l ITF_French

PS2 DIN キーボード用に、指定された PS2_DIN_French マッピングをロードします。

itemap -p -l PS2_DIN_French

PS2 DIN のキーボードマッピングを対話型で選択します。

itemap -Li

使用可能なキーボードマッピングのリストを表示します。

/usr/contrib/bin/X11/keymap_ed -l

ファイル
/usr/contrib/bin/X11/keymap_ed キーマップデータベースエディター

/etc/X11/XHPKeymaps システムキーマップデータベース

/etc/kbdlang PS2 DIN キーボード用に設定されたマッピング名を格納

しています。

参照
ps2(7), termio(7), keymap_ed(1X111)
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名称
kclog −カーネル構成ログファイルの管理

構文
kclog [-a] [-c config] [-f string] [-t type] [-n name] [count]

kclog -C comment

説明
kclog は、HP-UX カーネル構成ログファイル用の管理コマンドです。このログファイルはすべてのカーネル構

成コマンドで自動的に記録されます (kconfig(1M)、 kcmodule(1M)、および kctune(1M))。カーネル構成を変更す

ると、 /var/adm/kc.log にあるログファイルへログされます。このファイルは標準の Unix ファイル管理コマン

ドで表示や操作が可能なプレーンテキストファイルです。 kclog は特定のログファイルエントリーを簡単に検

索できるように用意されています。

通常の使用方法では、 kclog は、ログファイル内の最後の count 個のエントリーを表示します。オプションを

指定すると、 kclog は、指定した基準に合致する最後の count 個のエントリーを表示します。 count を指定し

ない場合は、デフォルトで１になります。

オプション
-a kclog は、指定した基準に合致するすべてのエントリーを表示します。このオプションを指定

しない場合は、 kclog は、指定した基準に合致する最後の count 個のエントリーのみを表示し

ます。

-c config kclog は、 config で指定した保存されたカーネル構成への変更に関するログファイルエント

リーだけを表示します。このオプションを指定しない場合は、 kclog は、すべての保存された

カーネル構成と実行中のカーネル構成への変更に関するログファイルエントリーを表示しま

す。

-C comment kclog はどのエントリーも表示しません。その代わりに、 kclog は、あたかもカーネル構成が

変更されたかのように、指定した comment を含む、新しいエントリーを作成します。このオ

プションを使うには、スーパーユーザー権限が必要です。

-f string kclog は、指定した string を含むログファイルエントリーだけを表示します。

-n name kclog は、指定した name の構成オブジェクト (モジュールまたは調整パラメータ) を参照する

ログファイルエントリーだけを表示します。

-t type kclog は、指定した type の構成オブジェクトを参照するログファイルエントリーだけを表示し

ます。 type は、 module または tunable です。

戻り値
kclog は、正常終了の場合は０を返します。エラーが発生した場合は、０以外の値を返し、診断メッセージを

表示します。
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例
ログ内の最後の３エントリーを表示します。
$ kclog 3

調整パラメータ file_sys_max の最後のエントリーを表示します。
$ kclog -t tunable -n file_sys_max

モジュール変更の最後の５エントリーを表示します。
$ kclog -t module 5

すべてのモジュール変更エントリーを表示します。
$ kclog -a -t module

Aberdeen に関係している最後のエントリーを表示します。
$ kclog -f Aberdeen

警告
ログファイルの形式は予告なしに変更される可能性があります。

カーネル構成コマンドを使わずに構成が変更される場合があります。このような変更では、ログファイルエン

トリーが作成されません。

ログファイルは手作業で編集してはいけません。手作業で編集すると、 kclog が予期しない動作をする可能性

があります。

参照
kconfig(5)、kcmodule(1M)、kconfig(1M)、kctune(1M)
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名称
kcmodule − カーネルモジュールおよびサブシステムの管理

構文
kcmodule [-adhvBDKS] [-c config] [-C comment] [-P fields]

[module[=[unused |static|loaded |auto|best]]] ...

説明
kcmodule は、HP-UX のカーネルモジュール用の管理コマンドです。カーネルモジュールと使用状況について

の情報の表示と、使用状況の変更を行います。

このコマンドは -c フラグ (後述) を指定するかどうかに従って、保存されたカーネル構成、または現在実行中

のカーネル構成のいずれかに対して実行することができます。デフォルトでは、現在実行中のカーネル構成へ

の変更は、即座に適用されます。変更によっては、リブートしないと適用されないものもあります。このよう

な変更を要求した場合、または -h フラグを指定した場合には、 kcmodule コマンド行で指定したすべての変更

は次回のブートまで保留されます。

モジュールの使用状況の変更には、スーパーユーザー権限が必要です。

オプション
-a 出力リストにすべてのモジュールを含めます。通常は、「興味のある」モジュールだけがリス

トされ、必須モジュールとコンテナー (ライブラリ) モジュールはモジュールの重複バージョ

ンなので、省かれます。 -D オプションや -S オプションと同時に指定することはできませ

ん。

-B 要求された変更を行う前に、現在実行中の構成を強制的にバックアップします。構成のバック

アップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。 -c と同時に指定することはでき

ません。

-c config kcmodule は、 config で指定された保存されたカーネル構成の表示や変更を行います。このオ

プションを指定しないと、 kcmodule は、現在実行中のカーネル構成の表示や変更を行いま

す。

保存されたカーネル構成についての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

-C comment kcmodule を実行したことによって作成されるカーネル構成ログファイルのエントリーに、指

定した comment を含めます。カーネル構成ログファイルの詳細は、 kclog(1M) を参照してく

ださい。シェルで解釈されないように、 comment は引用符で囲む必要があります。

-d 各モジュールの説明を出力に追加します。

-D 出力の内容を、次回のリブートまで状態変更が保留されているモジュールだけに限定します。

このようなモジュールが存在する場合、 kcmodule は、１を返します。詳細は、下記の「戻り

値」の項を参照してください。 -a、 -c、または -S と同時に指定することはできません。
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-h 即座に変更を適用できる場合でも、変更は次回のブートまで保留されます。 -c と同時に指定

することはできません。

-K 要求された変更を行う前に現在実行中の構成をバックアップすることを抑制します。構成の

バックアップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。 -c と同時に指定すること

はできません。

-P fields kcmodule に対して、指定した fields だけを出力に含め、それらのフィールドを kconfig(5) で説

明されている、コンピュータが解読できる形式で表示するように指示します。下記の「開発者

向けの注記」の項を参照してください。 -d または -v と同時に指定することはできません。

-S デフォルトでない状態のモジュールだけを出力に含めます。つまり、リストには明示的な要求

で使われるオプションモジュールだけが含められます。未使用のモジュール、必須モジュー

ル、または依存関係を解決するために自動的に選択されたモジュールは含まれません。 -a ま

たは -D と同時に指定することはできません。

-v 各モジュールに関する冗長情報を表示します。この情報には、モジュールの名前と状態とバー

ジョン、許容される状態、他のモジュールとの依存関係などが含まれます。 -d または -P と

同時に指定することはできません。

引き数
kcmodule の引き数は、モジュール状態の照会と設定を任意に組み合わせることができます。各引き数は、以下

の形式のいずれかでなければなりません。各引き数の中に空白を入れることは許されていません。引き数を指

定しない場合は、 kcmodule はすべてのモジュールの照会を行います (−a、 −D または −S フラグの制約に従い

ます)。

module モジュールの状態が報告されます。変更は行われません。

module= モジュールは best の状態になります。

module=state モジュールは指定した状態になります。指定できる状態は、以下のとおりです。

unused モジュールはどのような方法でも使われていません。

static モジュールはカーネルの実行可能ファイルに静的にバインドされています。

auto モジュールは、どこからか使われようとしたときに、カーネル内に動的にロードさ

れます。

loaded モジュールは、カーネル内に動的にロードされています。

best モジュールは、カーネルモジュールの開発者が「最善」の状態と考えた状態になり

ます。通常、これは、モジュールが auto をサポートしていれば、 auto であり、そ

うでなければ、モジュールが loaded をサポートしていれば、 loaded であり、そう

でなければ、 static です。 best 状態のモジュールは、HP-UX のパッチまたは将来

のリリースで、当社がモジュールの「最善」の状態に対して行う変更を受け継ぎま

す。

Section 1M-478 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



kcmodule(1M) kcmodule(1M)

すべてのモジュールが、すべての状態をサポートしているわけではありません。モジュールがサポートしてい

る状態を表示するには、 kcmodule -v modulename を実行します。

モジュールを static 状態にしたり、またはこの状態から他の状態に変更するには、カーネルの再リンクが必要

です。したがって、このような変更はシステムのリブートなしでは適用できません。他のモジュール状態の変

更でも、モジュールの性質に従って、システムのリブートが必要になる場合があります。

モジュールを loaded から auto に変更しても、現在実行中のシステムには影響はなく、ロードされたままで

す。将来リブートを行った場合は、最初に使われたときに自動的にロードされます。

開発者向けの注記
kcmodule の出力のレイアウトと内容は、 -P fields を指定した場合を除き、予告なしに変更される可能性があり

ます。 kcmodule の出力を解析する必要があるスクリプトやアプリケーションでは、 -P fields オプションを使

う必要があります。詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

kcmodule 要求でサポートされるフィールドは、以下のとおりです。

name モジュール名です。

alias このフィールドによって、モジュールの各代替名に対して出力行が追加されま

す。 (このような行がない場合もあります。)

desc モジュールの短い説明です。

version モジュールのバージョン番号です (存在する場合)。バージョン番号がない場合

は、このフィールドは出力から省かれます。

state モジュールの状態です。状態は上記の「引き数」の下の表にリストしてありま

す。

cause モジュールが現在の状態になった理由を示します。以下の値のいずれかを持ち

ます。

explicit モジュールは管理者によって明示的に現在の状態にされました。

auto モジュールは管理者によって auto の状態にされました。モジュー

ルは使われようとしたので、自動的にロードされました。

depend モジュールは、それに依存する別のモジュールから状態を継承し

ました。

required モジュールは必須とマークされているので、使用中です。

best モジュール開発者によってこのモジュールに「最善」の状態が指

定されているので、モジュールはこの状態になっています。

next_state モジュールの次回のブート時の状態です。このフィールドは -c を指定しない場

合にのみ表示されます。
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next_cause このフィールドは、次回のブート時の状態がモジュールに設定された理由を示

します。このフィールドは上記の cause と同じ値を持ちます。このフィールド

は -c を指定しない場合にのみ表示されます。

before_state 現在の変更が行われる前のモジュールの状態です。現在の kcmodule の実行中に

値の即時変更が行われたモジュールについてのみ、このフィールドが表示され

ます。

before_cause 現在の変更が行われる前のモジュールの状態の理由です。現在の kcmodule の実

行中に値の即時変更が行われたモジュールについてのみ、このフィールドが表

示されます。

capable このフィールドは、このモジュールがサポートできる状態を空白で区切ったリ

ストです。状態は上記の「引き数」の下の表にリストされています。

depend このフィールドによって、このモジュールが別のモジュールまたはインタ

フェースに対して持つ依存関係についての行が出力に追加されます。 (このよう

な行がない場合もあります。) 各行は次の形式を持ちます。

depend type name:version

ここで、 type は、オブジェクトのタイプを示し、 interface または module のい

ずれかです。 name は、インタフェース名またはモジュール名です。 version は

このモジュールが依存するインタフェースまたはモジュールのバージョン番号

です。

exports このフィールドによって、このモジュールがエクスポートするインタフェース

の行が出力に追加されます。 (このような行がない場合もあります。) 各行はこ

のモジュールがエクスポートするインタフェースの interfacename:interfaceversion

を持ちます。

特殊なフィールド名 ALL は、すべての定義済みフィールドを出力に含めるために使用します。出力には、こ

のマンページにリストされていないフィールドが含まれる可能性があります。リストされるフィールドの順序

は、規定されていません。

その他のフィールドが、将来のリリースまたはパッチで追加される可能性があります。

デフォルトの出力
kcmodule をオプションなしで実行すると、システム上のオプションのカーネルモジュール、その現在の状態、

その構成の cause フィールド、特別な機能(存在する場合のみ) が表示されます。次回のブート時に適用される

変更があれば、それも表示されます。構成に含まれていないモジュールの cause フィールドは、空です。カー

ネルモジュールの特別な機能は、以下のいずれかです。

loadable モジュールを、動的に loaded 状態に変更できます。
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unloadable モジュールを、動的に unused 状態に変更できます。

auto-loadable モジュールは、 auto 状態をサポートしています。

デフォルト出力のレイアウトや内容は、HP-UX の将来のリリースやパッチで変更される可能性があります。
kcmodule の出力を解釈する必要があるスクリプトやアプリケーションでは、 -P オプションを使用して、出力

を正しく解釈できるようにしてください。

戻り値
kcmodule は、以下の値のいずれかを返します。

0 kcmodule は正常に終了しました。 -D を指定した場合には、この戻り値は、次回のブートまで保留され

ている構成変更がないことを示します。

1 kcmodule は正常に終了しました。ただし、システムをリブートしないと適用できない変更が、現在実行

中のシステムに対して要求されています。したがって、要求したすべての変更は、次回のブートまで保留

されます。

-D を指定した場合には、この戻り値は、次回のブートまで保留されるモジュール状態の変更があること

を示します。

2 kcmodule は失敗しました。

例
すべてのオプションのモジュールとそれらの現在の状態を表示します。
$ kcmodule

必須モジュールを含むすべてのモジュールとそれらの現在の状態を表示します。
$ kcmodule -a

モジュールの冗長情報を表示します。
$ kcmodule -v module

動的モジュールをロードします。
$ kcmodule module=loaded

動的モジュールを即座にアンロードします。
$ kcmodule module=unused

システムをリブートしたときに、モジュールの使用を停止します。
$ kcmodule -h module=unused

モジュールを静的カーネルにバインドします。
$ kcmodule module=static

参照
kclog(1M)、kconfig(5)、『Managing Kernel Configurations White Paper』 (docs.hp.com で入手可能)
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名称
kconfig − カーネル構成の管理

構文
kconfig -DSw

kconfig [-av] [-P fields] [config...]

kconfig -c [-C comment] src dest

kconfig -d [-C comment] config

kconfig -e [-C comment] [config] filename

kconfig -H [-C comment]

kconfig -i [-C comment] [-fhBKV] [config] filename

kconfig -l [-C comment] [-fBK] config

kconfig -n [-C comment] [-fBK] config

kconfig -r [-C comment] old new

kconfig -s [-C comment] [-f] config

kconfig -t [-C comment] config title

説明
kconfig は、HP-UX カーネル構成用の管理コマンドです。１番目の形式では、 kconfig は、現在実行中のカー

ネル構成の要約情報を表示します。２番目の形式では、 kconfig は、保存されたカーネル構成の情報を表示し

ます。 (構成名をコマンド行に指定した場合には、それらの構成についてのみ出力されます。) その他の形式で

は、 kconfig はカーネル構成の各種の管理作業をサポートします。カーネル構成の詳細は、 kconfig(5) を参照し

てください。

-c、 -d、 -H、 -i、 -l、 -n、 -N、 -r、 -s、または -t オプションを指定する場合には、スーパーユーザー権限

が必要です。

オプション
-a 出力リストに各カーネル構成の詳細情報を含めます (下記の -v を参照)。また、各構成の情報

の後に、構成ごとに、次のコマンドの出力が続きます。

kcmodule -a -v

kctune -v

したがって、すべての構成データが含まれることになります。 (注記: HP-UX の将来のリリー

スで、構成データの種類が追加された場合は、それらも含まれるようになります。)

-B 要求された変更を行う前に、現在実行中の構成を強制的にバックアップします。構成のバック

アップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

-c src dest kconfig は、 src という名前の保存されたカーネル構成のコピーを作成します。コピーには
dest と名前が付けられます。 dest は、既存の名前であってはなりません。
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-C comment kconfig を実行したことによって作成されるカーネル構成ログファイルのエントリーに、指定

した comment を含めます。カーネル構成ログファイルの詳細は、 kclog(1M) を参照してくだ

さい。シェルで解釈されないように、 comment は引用符で囲む必要があります。

-d config kconfig は、 config で指定した保存されたカーネル構成とそれに関連したファイルを削除しま

す。 (ファイルによっては複数の保存されたカーネル構成で共有されているものがあります。

そのようなファイルは、そのファイルを使うすべての保存されたカーネル構成が削除されるま

で、削除されません。)

-D kconfig は、次回のブートまで保留されている、現在実行中のカーネル構成に対するすべての

変更を出力します。すなわち、次のコマンドを実行します。

kcmodule -D

kctune -D

(また、HP-UX の将来のリリースで、カーネル構成データの種類が追加された場合は、それら

も含まれるようになります。) kconfig の戻り値は、このような変更がある場合には、１にな

ります。下記の「戻り値」の項を参照してください。他のフラグと同時に指定することはでき

ません。
-e [config] filename

kconfig は、 config という名前の保存されたカーネル構成を filename という名前のシステム

ファイルにエクスポートします。 filename という名前のファイルがすでにある場合は、それを

書き換えます。 config を指定しないと、次回のブートまで保留されている変更も含め、現在

実行中のカーネル構成がエクスポートされます。エクスポートしたファイルは、同じシステ

ム、または互換性のある HP-UX ソフトウェアを実行しているその他のシステムで、 kconfig -i

を使ってインポートすることができます。システムファイルの詳細は、 kconfig(5) および sys-

tem(4) を参照してください。
-f 危険性のある操作であっても kconfig の実行を続けることを指示します。 (意図しないデータ

喪失が発生する可能性がある変更を kconfig に指示した場合、 kconfig は、対話型で実行して

いる場合には、確認を求め、対話型で実行していない場合には、エラーメッセージをプリント

して終了します。 kconfig コマンドに -f オプションを指定して実行すると、このような対話型

の確認をバイパスして、変更を強制的に実行することができます。)

-h 即座に変更を適用できる場合でも、変更を次回のブートまで保留するように kconfig に対して

指示します。
-H 次回のブートまで保留されているすべての変更を破棄し、現在実行中の構成が次回のブートで

使用されます。
-i [config] filename

kconfig は、 kconfig -e (このシステムで実行したとは限らない) によって作成された filename

という名前のシステムファイルからカーネル構成をインポートします。 config を指定する

と、このコマンドを実行した結果作成されるカーネル構成がその名前で保存されます。指定し

ない場合は、このコマンドを実行した結果作成されるカーネル構成が現在実行中のシステムに

適用され、次回のブートまで保留されていた変更がすべて書き換えられます。 (新しい構成変
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更は、即座に反映できない場合、または -h オプションを指定した場合には、次回のブートま

で保留されます。)

カーネル構成は、実行中のシステムにすべての必要なカーネルソフトウェアがインストールさ

れていない場合には、正しくインポートできない場合があります。インポートするシステム

に、エクスポートしたシステムで使われていたカーネルソフトウェア構成要素が欠けている場

合は、インポートは失敗します。下記の -V オプションを参照してください。
-K 要求された変更を行う前に現在実行中の構成をバックアップすることを抑制します。構成の

バックアップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。
-l config kconfig は、 config という名前の保存されたカーネル構成をロードします。そして、次回の

ブートまで保留されていた変更はすべて書き換えられます。現在実行中のシステムの状態は、

保存された構成に合わせて変更されます。 (リブートしなければ適用できない変更は、次回の

ブートで有効になるようにマークされます。)

-n config config という名前の保存されたカーネル構成が、次回のブートで使われるようにマークしま

す。次回のブートまで保留されていた現在実行中の構成に対する変更はすべて破棄されます。
-P fields kconfig に対して、出力には指定した fields だけを含め、それらのフィールドを kconfig(5) で説

明されている、コンピュータが解読できる形式でプリントするように指示します。下記の「開

発者向けの注記」の項を参照してください。 -v と同時に指定することはできません。
-r old new old という名前の保存されたカーネル構成を、 new という名前に変更します。 new はすでに

使われている名前であってはなりません。
-s config kconfig は、実行中のカーネル構成を、 config という名前で保存します。
-S kconfig は、現在実行中の構成のデフォルト値ではないすべての設定を表示します。すなわ

ち、次のコマンドを実行します。
kcmodule -S

kctune -S

(また、HP-UX の将来のリリースで、カーネル構成データの種類が追加された場合は、それら

の設定も含まれるようになります。) 他のフラグと同時に指定することはできません。

-t config title kconfig は、 config という名前の保存されたカーネル構成のタイトルを、指定した title に変更

します。シェルで解釈されないように、 title は引用符で囲む必要があります。

-v 保存されたカーネル構成に関する冗長情報を出力リストに含めます。この情報には、構成の名

前とタイトル、対応するカーネルのパス名、作成日付と時刻などが含まれます。

-V 厳密なバージョンチェックを要求します。このオプションを指定すると、構成をインポートす

るシステムにインストールされているカーネル構成要素が、構成をエクスポートしたシステム

にインストールされていたカーネル構成要素と同じバージョンの場合にのみ、インポートが成

功します。

-w 現在実行中の構成のオリジナルソースに関する情報を出力します。具体的に言うと、ロード、

ブート、そしてインポートなど完全なカーネル構成操作が行われた最新のソースに関する情報

の出力です。保存された構成が次回ブート時に使用されるよう指定されている場合、このオプ
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ションはその構成を対象とします。

このソースに関する情報は、現在実行中の構成とオリジナルソースが一致しているということ

を意味するわけではないことに注意してください。 kconfig -w を実行したときに、現在実行

中の構成は、保存されている構成 foo からロードされましたと表示されたとしても、これらが

同一のものであるということを意味するわけではありません。いずれかがロード後に変更され

ている可能性があるからです。

開発者向けの注記
kconfig の出力のレイアウトと内容は、 -P fields を指定した場合を除き、予告なしに変更される可能性がありま

す。 kconfig の出力を解析する必要があるスクリプトやアプリケーションでは、 -P fields オプションを使う必

要があります。詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

kconfig 要求でサポートされるフィールドは、以下のとおりです。

name 保存されたカーネル構成の名前です。

title 保存されたカーネル構成のタイトルです。構成にタイトルが付いていない場合は、

このフィールドは空になります。

savetime 最後に構成を保存 (kconfig -s) したときの日付と時刻を、 ctime(3) で返される形式で

表現したものです。

modifytime 最後に構成が変更されたときの日付と時刻を、 ctime(3) で返される形式で表現した

ものです。

kernel 対応するカーネルディレクトリのパス名です。

特殊なフィールド名 ALL は、すべての定義済みフィールドを出力に含めるために使用します。出力には、こ

のマンページにリストされていないフィールドが含まれる可能性があります。リストされるフィールドの順序

は、規定されていません。

その他のフィールドが、将来のリリースまたはパッチで追加される可能性があります。

戻り値
kconfig は、以下の値のいずれかを返します。

0 要求された操作は正常に終了しました。 -D を指定した場合は、この戻り値は次回のブートまで保留され

ている構成変更がないことを示します。

1 要求された操作を指定どおりに即座に実行できませんでした。したがって、次回のブートまで保留されま

す。 -D を指定した場合は、この戻り値は次回のブートまで保留されている構成変更があることを示しま

す。

2 要求された操作は失敗しました。診断メッセージがプリントされます。
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例
現在のカーネル構成を "myconfig" に保存します。
$ kconfig -s myconfig

保存された構成 "useless" を削除します。
$ kconfig -d useless

現在のカーネル構成をエクスポートします。
$ kconfig -e /tmp/myconfig.system

カーネル構成をインポートします。
$ kconfig -i /tmp/myconfig.system

構成の名前を変更します。
$ kconfig -r myconfig savedconfig

"nighttime"という名前の構成をロードし、即座に適用します。
$ kconfig -l nighttime

次回のブート時に "approved" という名前の構成を使います。
$ kconfig -n approved

次回ブート時まで保留されている変更を破棄します。
$ kconfig -H

構成に説明を追加します。
$ kconfig -t approved "Changes approved by management"

すべての保存された構成のリストを取得します。
$ kconfig

保存された構成の詳細情報を取得します。
$ kconfig -v myconfig

参照
kconfig(5)、kclog(1M)、kcmodule(1M)、kcpath(1M)、kctune(1M), mk_kernel(1M)、system(4)

Section 1M-486 Hewlett-Packard Company − 5 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



kcpath(1M) kcpath(1M)

名称
kcpath −カーネル構成のパス名のプリント

構文
kcpath [-b]

kcpath -d [config]

kcpath -x [config]

説明
kcpath は、カーネル構成に対応するパス名をプリントします。 config を指定すると、 kcpath は、 config で指

定した保存されたカーネル構成の情報を表示します。それ以外の場合には、現在実行中の構成の情報を表示し

ます。保存されたカーネル構成については、 kconfig(5) を参照してください。

オプション
-b kcpath は、現在実行中のカーネルのベース名をプリントします。

-d [config] kcpath は、構成が置かれているディレクトリの完全パス名をプリントします。

-x [config] kcpath は、構成に対応するカーネル実行可能ファイルの完全パス名をプリントします。

オプションを指定しない場合、 kcpath は -b が指定されたものとして動作します。

戻り値
kcpath は正常終了すると０を返します。エラーが発生すると０以外の値を返し、診断メッセージをプリントし

ます。

例
現在実行中のカーネルのベース名をプリントします。
$ kcpath -b

vmunix

現在実行中のカーネルが置かれているディレクトリをプリントします。
$ kcpath -d

/stand/current

現在実行中のカーネル実行可能ファイルのパス名をプリントします。
$ kcpath -x

/stand/current/vmunix

"str1013"に対応するカーネルが置かれているディレクトリをプリントします。
$ kcpath -d str1013

/stand/str1013

"str1013"に対応するカーネル実行可能ファイルのパス名をプリントします。
$ kcpath -x str1013

/stand/str1013/vmunix
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参照
kconfig(5)
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名称
kctune −カーネル調整パラメータの管理

構文
kctune [-dghuvBDKS] [-c config] [-C comment] [-P fields] [args...]

args は、以下のとおりです。

tunable (調整パラメータの照会)

tunable= (調整パラメータにデフォルトを設定)

tunable=Default (調整パラメータにデフォルトを設定)

tunable=expr (調整パラメータに式 expr を設定)

tunable+=value (調整パラメータを value だけ増加)

tunable>=value (調整パラメータの現在の値が指定した value より小さい場合、その値を設定)

説明
kctune は、HP-UX カーネル調整パラメータ用の管理コマンドです。カーネル調整パラメータとその値の情報

を表示し、調整パラメータの値の変更を行います。

このコマンドは -c フラグ (下記参照) が使われているかどうかに従って、保存されたカーネル構成、または現

在実行中のカーネル構成を対象として動作します。デフォルトでは、現在実行中のカーネル構成への変更は、

即座に適用されます。変更によっては、リブートしないと適用されないものもあります。このような変更を要

求した場合、または -h フラグを指定した場合には、 kctune コマンド行で指定したすべての変更は次回のブー

トまで保留されます。

調整パラメータの値の変更には、スーパーユーザー権限が必要です。

オプション
-B 要求された変更を行う前に、現在実行中の構成を強制的にバックアップします。構成のバック

アップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。 -c と同時に指定することはでき

ません。

-c config kctune は、 config で指定された保存されたカーネル構成内の調整パラメータの表示や変更を

行います。このオプションを指定しないと、 kctune は、現在実行中のカーネル構成内の調整

パラメータの表示や変更を行います。

保存されたカーネル構成についての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

-C comment kctune を実行したことによって作成されるカーネル構成ログファイルのエントリーに、指定

した comment を含めます。カーネル構成ログファイルの詳細は、 kclog(1M) を参照してくだ

さい。シェルで解釈されないように、 comment は引用符で囲む必要があります。

-d 出力に各調整パラメータの説明文を追加します。

-D 出力の内容を、次回のブートまで変更が保留されているパラメータだけに限定します。このよ

うなパラメータが存在する場合、 kctune は、１を返します。下記の「戻り値」の項を参照し
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てください。 -c と同時に指定することはできません。

-g グループ関連の調整パラメータです。出力内の調整パラメータは、それらを定義しているカー

ネルモジュールごとにグループ化され、ソートされます。 (注記: 各カーネルモジュールで定

義される調整パラメータの集合は、HP-UX の将来のリリースでは変更される可能性がありま

す。)

-h 即座に変更を適用できる場合でも、変更は次回のブートまで保留されます。 -c と同時に指定

することはできません。

-K 要求された変更を行う前に現在実行中の構成をバックアップすることを抑制します。構成の

バックアップについての詳細は、 kconfig(5) を参照してください。 -c と同時に指定すること

はできません。

-P fields kctune に対して、指定した fields だけを出力に含め、それらのフィールドを kconfig(5) で説明

されている、コンピュータが解読できる形式でプリントするように指示します。下記の「開発

者向けの注記」の項を参照してください。 -d、 -g、または -v と同時に指定することはできま

せん。

-S デフォルトでない値を持つ調整パラメータだけを出力に含めます。 -D と同時に指定すること

はできません。

-u ユーザー定義の調整パラメータの作成を許可します。通常、 kctune は、既存の調整パラメー

タに対応しない調整パラメータ名は受け付けません。 -u オプションを指定すると、 kctune

は、認識していない調整パラメータ名への代入を受け付け、それを新しいユーザー定義の調整

パラメータの定義で使います。この調整パラメータは、直接はカーネルに影響を与えません

が、別の調整パラメータの値を定義する式の中で使用することができます。ユーザー定義の調

整パラメータの値を変更するときには、 -u オプションを指定する必要はありません。調整パ

ラメータを作成する場合にのみ必要です。

ユーザー定義の調整パラメータを削除するには、それに対して default を設定します。ユー

ザー定義の調整パラメータは、別の調整パラメータ値を定義する式の中で使われている場合に

は削除できません。

-v 調整パラメータに関する冗長情報を出力リストに含めます。情報には、調整パラメータの名前

と値、許容値、他の調整パラメータへの依存関係、値を変更する際の制約が含まれます。
-d、 -g、または -P と同時に指定することはできません。

引き数
kctune の引き数は、調整パラメータの照会と設定を任意に組み合わせることができます。各引き数は、以下の

形式のいずれかでなければなりません。各引き数の中に空白を入れることは許されていません。引き数を指定

しない場合は、 kctune はすべての調整パラメータの照会を行います (−D フラグや −S フラグの制約に従いま

す)。
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tunable 調整パラメータの値が報告されます。変更は行われません。

tunable= 調整パラメータにデフォルトの状態を設定します。

tunable=Default 調整パラメータにデフォルトの状態を設定します。

tunable=expr 調整パラメータに、指定した式を設定します。 expr は、C プログラミング言語の式構

文に従った整数式である必要があります。 C プログラミング言語と同様に、式の評価

ではロールオーバー、オーバーフロー、アンダーフローが起こることがあります。符

号なしの値をとる調整パラメータに、負の値となる式を与えると、予測できない結果

を引き起こします。

式では任意の調整パラメータ名が使用できます。調整パラメータ名は従来のシステム

との互換性を持たせるためにすべて大文字で指定しても構いませんが、この用法は非

推奨になっており、将来のリリースでは削除されます。シェルで解釈されないよう

に、引き数は引用符で囲む必要があります。

tunable+=value 調整パラメータの値を value だけ増加させます。 value は (式ではなく) 整定数である

必要があります。 C の構文の８進定数と 16 進定数がサポートされます。

tunable>=value 調整パラメータの値が、 value より大きくない限り、その値が設定されます。 value

は (式ではなく) 整定数である必要があります。 C の構文の８進定数と 16 進定数がサ

ポートされます。シェルで解釈されないように、引き数は引用符で囲む必要がありま

す。

調整パラメータのデフォルトの状態
調整パラメータのデフォルト値は必ずしも固定的な値ではありません。デフォルト値は HP-UX のリリースや

パッチで変化する場合があります。調整パラメータによっては、ブート時やシステムのハードウェア構成が変

化したときに再計算されるものがあります。また調整パラメータによっては、システムの負荷に応じてデフォ

ルト値が変化するものもあります。 (これらの調整パラメータは「自動」調整パラメータと呼ばれ、 kctune の

出力ではそのようにマークされています。)

調整パラメータが Default に設定されている場合、その値は HP-UX カーネルによって制御され、調整パラメー

タのデフォルト値が再計算されるたびに、変更されます。 (各調整パラメータに固有の動作は、各調整パラ

メータのマンページで説明されています。) デフォルト値では満足できないことが分かっている場合以外は、

すべての調整パラメータを Default に設定しておくことをお勧めします。

調整パラメータにデフォルト値と同じ値を設定することは、それに Default を設定することと同じではありま

せん。調整パラメータ example の現在のデフォルト値が 4000 だとします。

kctune example=4000

このように指定すると、調整パラメータには 4000 が設定され、デフォルト値が再計算されて変わったとして

も、4000 のままになります。
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kctune example=Default

このように指定すると、調整パラメータの値に 4000 を設定し、デフォルト値が再計算されると、自動的にそ

の値に変わります。

開発者向けの注記
kctune の出力のレイアウトと内容は、 -P fields を指定した場合を除き、予告なしに変更される可能性がありま

す。 kctune の出力を解析する必要があるスクリプトやアプリケーションでは、 -P fields オプションを使う必要

があります。詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

kctune でサポートされるフィールドは、以下のとおりです。

name 調整パラメータの名前です。

module 調整パラメータを定義しているモジュールがある場合、その名前です。ない場合は、こ

のフィールドは出力では省略されます。

desc 調整パラメータの簡単な説明です。

defvalue 調整パラメータのデフォルト値です。

bootvalue システムを最後にブートしたときの調整パラメータの値です。

current 調整パラメータの現在の値です。値が式を使って指定されている場合は、このフィール

ドには式を評価した結果が表示されます。調整パラメータが自動的に調整される場合

は、このフィールドにはカーネルが現在使用している値が表示されます。

next_boot 次回のブート時に調整パラメータで使われる値です。値が式を使って指定されている場

合は、このフィールドには式を評価した結果が表示されます。このフィールドは、 -c を

指定しない場合だけ表示されます。

before 変更する前に調整パラメータで使われていた値です。値が式を使って指定されている場

合は、このフィールドには式を評価した結果が表示されます。このフィールドは、現在

実行中の kctune で調整パラメータの即時変更が行われた場合にのみ、表示されます。

expr 調整パラメータの値を設定するために使われる式です (ある場合)。調整パラメータにデ

フォルトを設定している場合には、このフィールドには Default という単語が表示され

ます。

next_expr 次回のブート時に設定される調整パラメータの値のための式です (ある場合)。調整パラ

メータにデフォルトを設定している場合には、このフィールドには Default という単語

が表示されます。 -c を指定すると、このフィールドは出力から省略されます。

before_expr 変更する前に調整パラメータで使われていた式です (ある場合)。調整パラメータにデ

フォルトが設定されていた場合には、このフィールドには Default という単語が表示さ

れます。このフィールドは、現在実行中の kctune で調整パラメータの即時変更が行われ

た場合にのみ、表示されます。
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min 調整パラメータの最小値です。これは絶対的な最小値です。現在実行中のシステムで

は、ここまで小さな値をサポートできない場合があります。最小値が存在しない場合、

このフィールドは出力からは省略されます。

max 調整パラメータの最大値です。これは絶対的な最大値です。現在実行中のシステムで

は、ここまで大きな値をサポートできない場合があります。最大値が存在しない場合、

このフィールドは出力からは省略されます。

dynamic 調整パラメータがリブートなしで変更できる場合には、このフィールドには "y" が表示

されます。そうでなければ、"n" が表示されます。

canauto 調整パラメータが自動的に調整できる場合には、このフィールドには "y" が表示されま

す。そうでなければ、"n" が表示されます。

default 調整パラメータがデフォルト値に設定されている場合には、このフィールドには "y" が

表示されます。そうでなければ、"n" が表示されます。 default と canauto の両方が "y"

の場合には、調整パラメータは自動的に調整されています。

next_default 調整パラメータが、次回のブート時にデフォルト値に設定される場合には、このフィー

ルドには "y" が表示されます。そうでなければ、"n" が表示されます。 -c を指定する

と、このフィールドは出力からは省略されます。

before_default kctune の実行前に、調整パラメータがデフォルト値に設定されていた場合には、この

フィールドには "y" が表示されます。そうでなければ、 "n" が表示されます。この

フィールドは、今回の kctune の実行によって値の即時変更が行われた調整パラメータに

ついてのみ、表示されます。

signed 調整パラメータの値を符号付き整数として処理する必要がある場合には、このフィール

ドには "y" が表示されます。そうでなければ、"n" が表示されます。

flags このフィールドには、 dynamic、 canauto、 default、および signed フラグなどを含む

ビットマスクの 16 進表現が表示されます。フラグ値の定義については、
/usr/include/sys/dyntune.h を参照してください。その他のフラグ値が、将来のリリースま

たはパッチで定義される可能性があります。

特殊なフィールド名 ALL は、すべての定義済みフィールドを出力に含めるために使用します。出力には、こ

のマンページにリストされていないフィールドが含まれる可能性があります。リストされるフィールドの順序

は、規定されていません。

その他のフィールドが、将来のリリースまたはパッチで追加される可能性があります。

デフォルトの出力
オプションなしで kctune を実行すると、カーネルモジュールに関連するすべての調整パラメータについて、 (

ユーザ定義の調整パラメータも)、現在の値、値の計算式、値の変更がいつ有効となるかが表示されます。次回

ブートにまで保留されている変更があると、それも表示されます。
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典型的なシステムでは、大半の調整パラメータの式は Default とマークされ、システムに最適な値が選択され

るようになっています。変更欄には、調整パラメータの値を変更する際の制約が表示されています。変更が即

時に有効になる調整パラメータでは、 Immed と表示されます。システムによって値が自動的に調整される調

整パラメータでは Auto と表示されます。システムによる自動調整を、管理者が無効にしている調整パラメー

タでは Imm (auto disabled) と表示されます。変更欄に何も表示されていない調整パラメータの値を変更するに

はリブートが必要です。

デフォルトの出力内容やそのレイアウトは、HP-UX の将来のリリースやパッチで変更される可能性がありま

す。 kctune の出力を解析する必要があるスクリプトやアプリケーションでは、 -P オプションを使って、出力

の解釈を行う必要があります。 -P

戻り値
kctune は、以下の値のいずれかを返します。

0 kctune は正常に終了しました。 -D を指定した場合には、この戻り値は、次回のブートまで保留されてい

る調整パラメータの変更がないことを示します。

1 kctune は正常に終了しました。ただし、システムをリブートしないと適用できない変更が現在実行中の

システムに対して要求されています。したがって、要求したすべての変更は、次回のブートまで保留され

ます。

-D を指定した場合には、この戻り値は、次回のブートまで保留される調整パラメータの変更があること

を示します。

2 kctune は失敗しました。

例
すべての調整パラメータとそれらの現在の値を表示します。
$ kctune

次回のブートまで新しい値の設定が保留されている調整パラメータを表示します。
$ kctune -D

調整パラメータの冗長情報を表示します。
$ kctune -v tunablename

実行中のシステムに調整パラメータ値を設定します。
$ kctune tunable=12

システムをリブートしたとき使われる調整パラメータ値を設定します。
$ kctune -h tunable=12

調整パラメータの値を 100 だけ増加させます。
$ kctune tunable+=100
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参照
kclog(1M), kconfig(5), gettune(2), settune(2), settune_txn(2), tuneinfo2(2), 『Managing Kernel Configurations White

Paper』 (docs.hp.com)
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名称
keyenvo y − キーサーバーとの連絡

構文
keyenv oy

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
keyenv oy はsetuidルートプロセスで、ユーザープロセスと、ルートプロセス以外とは連絡をとらないキーサー

バープロセス keyserv(1M) との間の仲立ちとして、一部のRPCプログラムによって使用されるものです。

このプログラムを対話型で実行することはできません。

著者
keyenv oy は Sun Microsystems, Inc.によって開発されました。

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

構文
keyserv [ −d ] [ −D ] [ −n ]

説明
keyserv は、システムにログインしているすべてのユーザーのプライベート暗号化キーを保存するデーモンで

す。これらの暗号化キーは、NFS+ などのセキュアなネットワークサービスへのアクセスに使用されます。

通常、このデーモンの起動時に、ルートのキーがファイル /etc/.rootkey から読み出されます。これは、電源故

障による再ブート中にパスワードを入力する人が周りに誰もいない場合に便利です。

オプション
−d nobody に対してデフォルトのキーの使用を禁止します。

−D デバッグモードで実行を行い、 keyserv へのすべての要求を記録します。

−n ルートのシークレットキーを /etc/.rootkey からは読み取りません。代わりに、 keyserv は、ユー

ザーにパスワードを入力要求して publickey データベース内に保存されているルートのキーを複号

化し、その後、その複号化されたキーを後で使用するために /etc/.rootkey に保存します。このオプ

ションは、 /etc/.rootkeyファイルが最新のものでなくなったり破壊された場合に便利です。

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

ファイル
/etc/.rootkey

参照
keylogin (1), keylogout (1), publickey (4)
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名称
killall −全アクティブプロセスの抹消

構文
/usr/sbin/killall [ signal ]

説明
killall はシャットダウン手順とは直接関係なく、全アクティブプロセスを終了するときに /usr/sbin/shutdown

が使用するプロシージャです。

killall は主としてオープンしているファイルを扱っている全プロセスを終了させて、マウントしたファイルシ

ステムを解放し、マウントを解除できるような状態にするときに使います。 killall は以下のプロセスを除くシ

ステム内の全ユーザープロセスに指定したシグナルを送ります。

initプロセス

killallを呼び出した端末に関連した (バックグラウンドプロセスを含む) 全プロセス

root が所有している ps -ef プロセス

root が所有している sed -e プロセス

shutdown プロセス

killallプロセス

/sbin/rcプロセス

killall は ps からそのプロセス情報を受け取るので、シグナルを送るプロセスを完全に識別することができない

場合もあります ( ps(1) を参照)。

シグナルを指定しない場合は、デフォルトの 9 (kill)を使います。

killall は shutdown が自動的に呼び出します。 killall を単独で使用するよりも shutdown を使用することをお勧

めします ( shutdown(1M) を参照)。

ファイル
/usr/sbin/shutdown

参照
fuser(1M), kill(1), ps(1), shutdown(1M), signal(5)

標準準拠
killall: SVID2, SVID3
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名称
killsm − sendmailデーモンの抹消

構文
/usr/sbin/killsm

説明
killsm は、pid ファイルを読み取って現在実行中の sendmail デーモンの pid 番号を取得し、その後そのデーモ

ンを抹消します。 pid ファイルは /etc/mail/sendmail.cf ファイルの PidFile オプションを使って指定します。こ

のオプションが設定されていないと、 sendmail はデフォルトの pid ファイルとして /etc/mail/sendmail.pid ファ

イルを使います。

sendmail デーモンが即座に抹消させられなかった場合は、 sendmail デーモンが終了するか、10 秒が経過する

まで、 killsm は終了しません。

‘‘/sbin/init.d/sendmail stop’’ コマンドは killsm と同じ動作を行います。 HP では、システム管理者が sendmail

を開始したり終了するのに、 ‘‘/sbin/init.d/sendmail start’’ および ‘‘/sbin/init.d/sendmail stop’’ を使用することを

推奨します。これらの起動スクリプトは、システムがブート中に sendmail を開始しようしているときに使用さ

れます。上級のシステム管理者は、自分の検索パスに /usr/sbin を追加することで、 sendmail を開始するのに
‘‘sendmail -bd -q30m’’を参照したり、終了するのに killsm を参照するだけの状態にできます。

参照
sendmail(1M)
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名称
kl −カーネルロギングの制御

構文
/usr/sbin/kl -e [-q qsize] [-s fsize] [-w (on|off)] [-l {d|e|w|i} {subsys_name...| all}]

/usr/sbin/kl -d

/usr/sbin/kl -l {d|e|w|i} {subsys_name...| all}

/usr/sbin/kl -w {on [-s fsize ] | off}

/usr/sbin/kl -s fsize

/usr/sbin/kl -i

/usr/sbin/kl -p filename [-w on [-s fsize ]]

/usr/sbin/kl -q qsize

説明
kl コマンドは、カーネルロギング機能の操作を制御します。カーネルロギングは利用価値の高い機能であり、

システム管理者はシステムを動作させたままで、HP-UX カーネルの問題点を診断するために必要な情報を収集

することができます。 kl は、ログの対象とするイベントのレベルや、メモリまたはディスクにメッセージを書

き込むカーネルサブシステムを指定する際に使用します。 kl を使用すると、メモリ内およびディスク上のロ

グファイルの内容を管理することもできます。

起動時に、カーネルロギング機能はファイル /etc/nettlgen.conf を読み取って自身のデフォルト構成を判断しま

す。ファイルフォーマットの説明は、 nettlgen.conf (4) を参照してください。 kl コマンドでは一時的にカーネ

ルロギングのデフォルト構成を変更できますが、その際にカーネルロギング機能を停止して再起動する必要は

ありません。 kl コマンド行に指定した値がファイル /etc/nettlgen.conf の内容を変更することは一切ないことに

注意してください。ファイル /etc/nettlgen.conf 内の値を恒久的に変更するには、 nettlconf (1M) を実行する必要

があります。

kl コマンドを実行してカーネルロギング機能を制御できるのは、適切な特権 (ルート) を持ったユーザーだけに

限られています。

オプション
kl は次のオプションを認識します。ただしオプションは、構文セクションで示してある組み合わせで使用しな

ければなりません。すべてのオプションとキーワードは大文字と小文字で区別されます。

-e カーネルロギング機能を使用可能にし、ファイル /etc/nettlgen.conf に定義されているとおりに

デフォルトのロギングを開始します。

-e オプションと一緒に -l オプションを使用する場合は、 -l オプションをコマンド行の最後の

オプションとして指定しなければなりません。

Section 1M-500 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



kl(1M) kl(1M)

-d カーネルロギング機能を使用不能にします。このオプションを発行すると、カーネルロギング

機能はカーネルサブシステムからのロギング呼び出しを受け付けなくなります。

-w {on|off} ディスクへのログ書き込みのオン/オフを切り替えます。ディスクへのログ書き込みをオンに

すると、メモリ内のログ待ち行列に入っているログメッセージはディスクに書き込まれ、待ち

行列から削除されます。

ディスク上のログファイルの名前は、ファイル /etc/nettlgen.conf に指定されているログファイ

ル名に接尾辞 .KLOG0 が付いたものとなります。このログファイル (接尾辞の付いたもの) が

既に存在する場合は、次のいずれかの動作を行います。

• 既存のファイルに入っているメッセージが、システムの動作中に障害が発生した時点で出

されたログであれば、そのファイルは新しい位置に保存されます。この状況がどのように

扱われるかの詳細は、使用法セクションを参照してください。

• 上記以外の場合は、既存のファイルはそのすべての内容を含めて失われます。つまり、

ファイルの内容は新しいカーネルロギングデータによって上書きされてしまいます。

ディスクへのログ書き込みをオフにすると、メッセージがディスクに書き込まれることはな

く、メモリ内での収集が続けられます (循環バッファ)。

-l { d | e | w | i } { subsys_name ... | all }

指定のサブシステムが取り込むログメッセージのレベルを変更します。

引き数 subsys_name は、ファイル /etc/nettlgen.conf に指定されているサブシステム名です。使

用可能なサブシステム名の一覧は、コマンド nettlconf -KL -status を使用して取得できます。

キーワード all を指定すると、ファイル /etc/nettlgen.conf に指定されているすべてのサブシス

テムのロギングレベルが変更されます。

次の表は、ログ可能なメッセージクラスを示しています。

メッセージクラス 説明

ディザスタ サブシステム全体の操作またはカーネル全体に影響を及ぼすイベント

または状態によって、いくつものプログラムが異常終了したり、マシ

ン全体がシャットダウンしたことを示します。

エラー サブシステム全体の操作またはカーネル全体に影響を及ぼすようなイ

ベントまたは状態ではないものの、アプリケーションプログラムが異

常終了した可能性があることを示します。

警告 異常なイベント、おそらくは個々のサブシステムの問題によって引き

起こされたイベントであることを示します。

情報 通常の操作やシステムの現在値を示します。

次の表は、各ログレベルで取り込まれるメッセージクラスを示しています。
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ログレベル メッセージクラス

d ディザスタ
e ディザスタおよびエラー
w ディザスタ、エラー、および警告
i ディザスタ、エラー、警告、および情報

ログレベルは１つのキーワードで指定しますが、メッセージは次のような規則に従ってロギン

グされることに注意してください。ログレベル x を指定すると、クラス x の重要度以上の

メッセージがすべてログに書き込まれます。重要度は、高いものから順にディザスタ、エ

ラー、警告、情報となっています。

-s fsize ディスクへのログ書き込みをオンにしたときに、ログメッセージを保存する２つのログファイ

ルのサイズを設定します。 fsize の最大値は１ギガバイトで、最小値は８キロバイトです。

ディスクへのログ書き込みを開始すると、デフォルトのログファイルサイズがファイル
/etc/nettlgen.conf から取得されます。 -s オプションを指定すると、ディスクへのログ書き込み

操作を停止しなくても、ログファイルのサイズを変更できます。

ファイルサイズを設定する際に、数値の後ろに ’M’ または ’K’ の文字を指定できます。これ

らの文字は fsize をそれぞれメガバイトとキロバイトの単位で定義することを意味します。こ

の接尾辞の文字は大文字と小文字のどちらでもかまいません。

-p filename カーネルロギングバッファ中の現在の内容のスナップショットをとります。このオプション

を指定すると、ログ待ち行列に入っているすべてのメッセージが filename にダンプされ、待

ち行列から削除されます。

スナップショットの作成とディスクへのログ書き込みは、同時に使用しても無意味な操作であ

ることに注意してください。なぜなら、ディスクへのログ書き込みによってカーネルロギング

メッセージがディスクに書き込まれているのであれば、そのメッセージのスナップショットを

取ることにまったく意味がないからです。

-w on オプションと -p オプションを一緒に指定すると、スナップショットがとられた直後に

ディスクへのログ書き込みが開始されます。

-q qsize カーネルロギングの待ち行列のサイズを設定します。 qsize の最大値は 10000 メッセージで、

最小値は 100 メッセージです。 qsize は、メモリ内で待ち行列の中に保持できるメッセージの

数を示すものであり、メッセージ自体が占有するメモリ量ではありません。この値は起動時に

ファイル /etc/nettlgen.confから取得されます。

-i カーネルロギング機能のステータスに関する情報レポートを作成します。

-i オプションによって表示される情報は、次のとおりです。

• カーネルロギング機能はオンとオフのどちらであるか
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• ディスクへのログ書き込みはオンとオフのどちらであるか

• スナップショット作成はオンとオフのどちらであるか

• カーネルロギングの待ち行列の現在のサイズ

• 現在待ち行列に保持されているメッセージの数

• ディスクへのログ書き込みで使用されるログファイルの名前

• ディスクへのログ書き込みで使用されるログファイルの最大ファイルサイズ、および現在

のディスクへのログ書き込みセッションで使用可能な最小ファイルサイズ

• ファイルに書き込まれていないメッセージの数 (メモリ不足または循環バッファのサイズ

不足が原因となっていることがある)

• ファイル /etc/nettlgen.conf に現在指定されているすべてのサブシステムの一覧、および各

サブシステムがログの対象とするメッセージクラスの一覧

使用法
カーネルロギングをいつ使用するか

重要な任務を帯びているシステムでは常にカーネルロギングを使用可能にしておく必要があります。カーネル

ロギングを使用可能にしておかないと、システムで発生する可能性がある疑わしいイベントに関する診断情報

を得ることができません。ディザスタ、エラー、および警告のメッセージクラスを取り込むことを推奨しま

す。これを行うには、 kl -l w allコマンドを使用します。

動作中のシステムに対するカーネルロギングの影響を最少に抑えるには、 kl -l e all コマンドを使用し

て、すべてのカーネルサブシステムがエラーレベルのログメッセージだけを取り込むよう設定しま

す。

ログファイルの管理
ディスクへのログ書き込みでは、ロギング情報を保持するために２つのファイルが使用されます。これらのロ

グファイルの基本名は /etc/nettlgen.conf に指定されています。デフォルトの基本ログファイル名は /var/adm/kl

です。 nettlgen.conf (4) を参照してください。最新のデータは常に接尾辞 .KLOG0の付いたファイルに保持され

ます。 .KLOG0 ファイルのサイズがユーザー定義の最大値に達すると、カーネルロギングは .KLOG0 ファイ

ルの名前を .KLOG1 に変更し、 .KLOG1 ファイルに含まれていたそれ以前の内容を上書きします。このよう

にしてから .KLOG0 ファイルへのメッセージの書き込みを続行します ( /etc/nettlgen.conf にログファイルの最

大サイズを指定するか、 -s オプションを使用します)。

カーネルロギング機能には旧ログファイルを保存する保護機能が用意されています。ディスクへのログ書き込

みを開始したときに、以前にシステムが動作している際の障害の発生時に収集されたメッセージが旧ログファ

イルの中に入っている (ログファイルには障害に関する重要な情報が含まれていることがあります) ことを認識

すると、ログファイルの上書きは行われません。ディスクへのログ書き込みコンポーネントは、上書きに代

わって、まず旧ログファイルをデフォルトのクラッシュディレクトリ (通常は、 /var/adm/crash/crash.ID で、
ID は数値カウンタ) に移動します。この移動に失敗した場合、ディスクへのログ書き込みコンポーネントは接

頭辞 OLD を付けてログファイルの名前を変更し、ファイルを同じディレクトリに残すようにします。例え
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ば、ディスクへのログ書き込みコンポーネントが /var/adm/kl.KLOG0 という旧ログファイルを見つけ出したと

すると、まずそのファイルをデフォルトのクラッシュディレクトリに移動します。この移動を正しく行うこと

ができないときは、ファイルを /var/adm/OLDkl.KLOG0 に移動します。

旧ログファイルを保存するためのどちらの操作にも失敗すると、ディスクへのログ書き込みは開始されませ

ん。旧ログファイル内のメッセージを保存するには、次の操作のうちのいずれかを行います。

• 可能であれば、旧ログファイルの移動を妨げている原因を両方とも解決します。

• 手作業で旧ログファイルを移動します。

• nettlconf コマンドを使用し、ディスクへのログ書き込み用のログファイルとして別の名前をファイ

ル /etc/nettlgen.confに指定します。

問題が訂正できたら、ディスクへのログ書き込みを開始し直します。操作が正しく終了すると、旧ログファイ

ルの移動に関するメッセージが通知されます。

戻り値
kl は、次のいずれかの値で終了します。

0 操作は正常終了しました。

1 kl コマンドはエラーが発生したために中断しました。

例
1. デフォルトのカーネルロギング機能を使用可能にする。

kl -e

2. カーネルロギング機能に関する情報を表示する。

kl -i

3. ログレベルを、すべてのサブシステムに対してディザスタ、エラー、および警告メッセージに変更す

る。

kl -l w all

4. 収集されているログメッセージのスナップショットを要求する。

kl -p kl_snap.kl

5. デフォルトのディスクへのログ書き込みをオンにする。

kl -w on

6. 現在のログファイルの最大サイズを 512KB に変更する。

kl -s 512K

7. ディスクへのログ書き込みをオフにする。
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kl -w off

8. カーネルロギング機能を使用不能にする。

kl -d

9. 次のパラメータを使用してカーネルロギング機能を使用可能にする。待ち行列のサイズを 1000 に、

ディスクへのログ書き込みをオンに、最大ファイルサイズを４メガバイトに、そして KL_PM サブシス

テムのログレベルを警告にそれぞれ設定する。

kl -e -q 1000 -w on -s 4M -l w KL_PM

-l w KL_PM では、KL_PM サブシステムに対して初期設定されていたログレベルだけを変更すること

に注意してください。ファイル /etc/nettlgen.conf に指定されている残りのサブシステムに対して初期

設定されたログレベルは変更されません。

10. スナップショットをとり、最大ファイルサイズ 128K でディスクへのログ書き込みを開始する。

kl -p -w on 128K

著者
kl は NECの協力を得て HP によって開発されました。

ファイル
/dev/kernlog カーネルログの擬似デバイスファイル
/etc/nettlgen.conf NetTL および KL サブシステムの構成ファイル
/var/adm/kl.KLOG0 /etc/nettlgen.confに指定されているデフォルトのログファイル
/var/adm/kl.KLOG1

参照
netfmt(1M), nettl(1M), nettlconf(1M), nettlgen.conf(4)
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名称
kmpath − カーネル名および関連するカーネル構成情報の取得

構文
/usr/sbin/kmpath [-k]

/usr/sbin/kmpath -c [kernel_name]

/usr/sbin/kmpath -i [kernel_name]

説明
kmpath コマンドは廃止予定になり、 kcpath(1M) コマンドに置き換えられました。したがって、ユーザーは
kcpath(1M) を使うようにしてください。 kmpath コマンドは将来の HP-UX リリースでは削除されます。
kmpath のオプションのいくつかの動作は変更されました。それを以下の項で説明します。

kmpath は、現在実行中のカーネルのメインカーネルファイル名およびパス情報を検索します。 kmpath は、

現在実行中のカーネルや指定したカーネルの構成ディレクトリの検索も行います。

各カーネル構成は、カーネル実行可能ファイルと、ダイナミックロード可能なカーネルモジュールを含む、そ

の他のいくつかのファイルで構成されます。これらのファイルはすべて、カーネル構成に対応するディレクト

リに格納されています。

オプションを指定しない場合には、 kmpath は、一番最後にブートされたカーネルの実行可能ファイルの完全

パスを返します。ブート以降に変更を行った場合には、実行可能ファイルはそのパスに存在しない可能性があ

ることに注意してください。

オプション
kmpath のオプションの意味は次のとおりです。

-k 現在実行中のカーネルの実行可能ファイルのベース名を返します。

-c [kernel_name]

カーネル構成ディレクトリのパス名を返します。 kernel_name を指定しない場合には、現在のカー

ネル構成のディレクトリのパス名を返します。 kernel_name を指定した場合には、指定したカーネ

ルが置かれているディレクトリのパス名を返します。

-i [kernel_name]

このオプションは廃止され、何も返しません。

参照
kcpath(1M)、 kconfig(5)
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名称
kmtune − システムパラメータの照会、設定、リセット

構文
/usr/sbin/kmtune [-d] [-l] [[-q name] ... ] [-S system_file]

/usr/sbin/kmtune [-u] [[-s name{=|+}value] ... ] [[-r name] ... ] [-c comment] [-S system_file]

/usr/sbin/kmtune [[-e value] ... ]

説明
kmtune コマンドは、廃止予定になり、 kctune(1M) に置き換えられました。ユーザーは kctune(1M) を使うよう

にしてください。 kmtune は、将来の HP-UX リリースでは削除されます。 kmtune のオプションのいくつかの

動作は変更されました。それを以下の項で説明します。

kmtune は、システムパラメータを照会、設定、リセットするのに使用します。 kmtune は、オプションを何も

指定せずに使用するか、 -l オプションを指定して使用すると、すべてのシステムパラメータの予定値を表示し

ます。 kmtune は、稼動中のカーネルの情報を、 tuneinfo2() システムコールを使って取得します。

デフォルトでは、 kmtune の変更は、現在稼動中のカーネル構成に影響を与えて、次回のブートで有効になる

ように、マークが付けられます。 -u オプションを指定すると、 kmtune の変更は、現在の構成に影響を与え

て、即座に変更が有効になります。カーネル構成の詳細は、 kconfig(5) を参照してください。

オプション
kmtune には以下のオプションがあります。

-c text コメント文字列を指定します (オプション)。カーネルパラメータの変更にはすべて、日付、

以前の値、新しい値、およびユーザー ID にこのコメントが付けられてログに記録されます。

このオプションは -r または -s と一緒に指定します。特別なことがない限り、コメントのテキ

ストには、シェルがそのテキストを単一のパラメータであると解釈できるように、引用符をつ

ける必要があります。コメントのテキストには、改行文字を含めることができます。ログは、

ファイル /var/adm/kc.log に書き込まれます。カーネル構成ログファイルの詳細は、 kconfig(5)

と kclog(1M) を参照してください。

-d 簡略形の差分レポートをプリントします。計画された値と現在の値が異なるパラメータだけ

が、リストされます。計画された値が式の場合は、現在の値と異なるとは、みなされません。

このオプションは、 kmtune -u に続けて呼び出すと、必要な変更だけを行ったことが確認で

きて便利です。 -d オプションを -r、 -s、または -u オプションと同時に指定することはでき

ません。

-e value "value" で指定した式を評価します。 -s オプションで使える式であれば、どのような式でも指

定できます。出力は、常に 10 進数です。

-l 詳細レポートをプリントします。 -l オプションを -r、 -s、または -u オプションと同時に指定

することはできません。
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-q name 指定したシステムパラメータの値を照会します。

-r name 指定したシステムパラメータの値をデフォルトに再設定します。

-s name{=|+}value

指定したシステムパラメータの値を設定します。区切り記号が等号 (=) の場合は、指定した値

がパラメータに設定されます。区切り記号が加算記号 (+) の場合は、指定した値がパラメータ

に加算されます。加算記号 (+) の場合、負の値は指定できません。 name{=|+}value フォー

マットには、スペースやタブは入れられません。

-S system_file このオプションは廃止されました。互換性を維持するために、受け付けますが、何の効果もあ

りません。

-u 現在稼働中のカーネル構成を更新します。このオプションは、 -s および -r オプションを変更

して、更新の効果が、次回のブート時にではなく、即座に現れるようにします。動的でないパ

ラメータに設定しようとすると、コマンド全体が失敗します。 -s および -r オプションは、リ

ストした順序で処理されます。少なくとも１つの -s または -r オプションを指定する必要があ

ります。

-s および -e オプションで指定する式は、リテラル値、他のカーネルパラメータを示す大文字の名前、および演

算子を使って表します。演算子として使えるのは、 ( and )、単項演算子 ˜、 !、 -、 +、および、二項演算子
*、 /、 %、 +、 -、 <<、 >>、 <、 <=、 >、 >=、 &、 ˜、 |、 ==、 !=、 &&、 ||、および、三項演算子 ?: で

す。

-s を使う場合は、カーネルパラメータ同士の値の間に循環依存関係 (いわゆる、また引き関係) がないようにし

てください。

注記
カーネルパラメータの動的な変更は、かなり新しい機能です。 pstat(2)、 getrlimit(2)、または sysconf (2) を使っ

ているプログラムは、システムが停止しない限り戻り値は常に同じであるという前提で作成されています。
kmtune を使って稼働中のカーネルを変更すると、このようなプログラムが間違った結果を出力したり、異常

終了したりするおそれがあります。

動的カーネルパラメータには、動的に値を増加させることはできますが、減少させるには、カーネルを再ビル

ドし、リブートを行わなくてはならないものがあります。これらのパラメータの詳細は、マンページを参照し

てください。

プロセスごとの限界値を動的に下げた場合、新しい限界値を超えているプロセスは「適用除外」となります。

このようなプロセスでは、限界値が元のまま維持されます。元の限界値は、変更後生成されたすべての子プロ

セスにも適用されます。ただしパラメータによっては、この一般規則に従わないものもあります。これらのパ

ラメータの詳細は、マンページを参照してください。

１つの kmtune コマンドに、複数の -s および -r オプションを指定できます。 kmtune は、リストされている順

序で、すべての変更を処理します。１つでも変更にエラーがあったときに他の変更がどのような状態になるか

は、定義されていません。
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戻り値
kmtune は、終了すると以下の終了値を返します。

0 正常終了。

1 変更が行われ、次回のブートで有効になります。

2 エラーが発生しました。

照会に対する出力は、標準出力に送られます。エラーメッセージと警告メッセージは、標準エラーに送られま

す。

ファイル
/var/adm/kc.log すべてのカーネル構成変更のログ

参照
kclog(1M)、 kconfig(5)、 kctune(1M)、 settune(2)、 tuneinfo2(2)、および、セクション５にある個々の調整パラ

メータのマンページ
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名称
krsd −カーネルレジストリサービスデーモン

構文
krsd -1

krsd [-i] [-d seconds]

説明
krsd は、コアカーネル KRS ツリーの中で持続性があることを示すフラグの付いたデータをディスク上のファ

イルに保存します。システムをブートすると、ファイルが読み取られ、持続データが復元されます。

デーモンモードで実行すると、 krsd は休眠状態となった上で定期的に起動し、最後の保存以降に変更されて

いる持続データがないかをチェックします。持続データに変更があると、そのデータが新しい状態でディスク

に保存されます。変更がなければ krsd は次回の起動時まで休眠し、同じプロセスを繰り返します。

ワンタイム (非デーモン) モードで実行すると、 krsd は無条件で持続データをディスクに保存してから終了し

ます。

通常、 krsd は init(1M) によってデーモン モードで実行されます。 krsd 用の /etc/inittab エントリーによっ

て、 krsd は終了後に自動的に再生成されます。

krsd は syslog メッセージロギング機能を使用して、すべての krsd アクティビティをログに記録します。

持続性のある KRS データは、そのデータのクラスに基づいて各種ファイル内に維持されます。現在認識され

るクラスは、次のとおりです。

システム固有

ブートしている構成には関係なく、システム一般に適用されるデータです。これらのデータは
system.krs ファイルに保存されます。

構成固有

ブート可能な特定の構成に固有のデータです。これらのデータは config.krs ファイルに保存され

ます。

オプション
krsd は、次のオプションを認識します。

-1 ワンタイムモード。持続データを無条件にディスクに保存した後で終了します。

-i inittab から実行します。親は、終了することも子を生成することもありません。 inittab から再

生成を正しく行うには、このオプションが必要です。

-d seconds 遅延時間を seconds 秒に設定します。この値は、持続データを次回に保存するまでの間隔を表し

ます。デフォルトの間隔は 300 秒です。
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著者
krsd は HP によって開発されました。

参照
krs_flush(1M)、 krs(5)
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名称
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

構文
krs_flush

説明
krs_flush を実行すると、コア内の持続性があるカーネル KRS データがディスク上のファイルに保存されま

す。

このコマンドは KRS デーモンである krsd(1M) にシグナルを送り、KRS データをディスクに保存するよう指示

します。最後の保存以降に変更されているデータだけが保存されます。

著者
krs_flush は HP によって開発されました。

参照
krsd(1M), krs(5)
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名称
lanadmin − ローカルエリアネットワーク管理プログラム

構文
/usr/sbin/lanadmin [−e] [−t]

/usr/sbin/lanadmin [−a] [−A station_addr] [−b] [−B on|off] [−g [get_options]] [−m]

[−M mtu_size] [−p [card|driver]] [−R] [−s] [−S speed] [−x options] [−X options] PPA

説明
lanadmin は、ローカルエリアネットワーク (LAN) の管理、およびテストを行うプログラムです。各インタ

フェースカードごとに、次の操作が可能です。

• ステーションアドレスを表示、および変更します。
• 802.5 Source Routingオプション (RIF) を表示、および変更します。
• 最大伝送ユニット (MTU)を表示、および変更します。
• 速度設定を表示、および変更します。
• ネットワーク統計レジスタをゼロにクリアします。
• インタフェース統計情報を表示します。
• インタフェース使用情報を表示します。
• インタフェースカードをリセットし、セルフテストを実行します。

表示以外の操作については、スーパーユーザー権限が必要になります。

lanadmin は標準入力からコマンドを読み取り、標準エラーにプロンプトやエラーメッセージを書き込み、さら

に標準出力にステータス情報を書き込みます。プログラムをターミナルから実行する場合は、割り込みキー (

通常は ˆC) により、現在実行中のコマンドに割り込むことができます。また、eof キー (通常は ˆD) によりプロ

グラムが終了します。

lanadmin はメニューモード (「構文」の最初の行を参照) と即時モード (「構文」の２行目を参照) の２つの

モードで動作します。 aAbBgmMpRsSxX オプションを１つ以上指定すると、 lanadmin は即時モードで実行さ

れます。これ以外の場合は、メニューモードで実行されます。

注記 : lanadmin は、10.0 から開始し現在では旧式となった landiag コマンドに置き変わるものです。

オプション
lanadmin には、以下の即時モードオプションがあります。 aAbBgmMpRsSxX オプションと、 PPA 引き数を最

低１つは指定しなければなりません。

−a PPA に対応するインタフェースの現在のステーションアドレスを表示します。

−A station_addr PPA に対応するインタフェースの新しいステーションアドレスをセットします。 sta-

tion_addr は、’0x’ を前に付けて、16 進の形式で入力します。スーパーユーザー権限

が必要です。 station_addr が DEFAULT の場合は、工場のデフォルトの物理アドレス

が復元されます。
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警告 : インタフェースおよびシステムが正しく稼働していることを確認するために、

新しいステーションアドレスを設定する前に、インタフェースを終了しなければなり

ません。新しいステーションアドレスを設定した後、インタフェースを機能させるた

めに開始します。インタフェースの終了および開始については、 ifconfig(1M) を参照

してください。

−b PPA に対応するインタフェースの現在の 802.5 のソース経路指定オプションを表示し

ます。

−B on|off PPA に対応するインタフェースの現在の 802.5 のソース経路指定オプションを on ま

たは off に切り替えます。 HP デバイスの場合のデフォルト値は on です。スーパー

ユーザー権限が必要です。

-g [get_options] PPA に対応するインタフェースの get_options で指定されたオプションに対応する設定

を取得して表示します。 get_options は省略可能であり、大文字と小文字が区別されま

す。使用できる値は、 mibstats、 mibstats_dlpi です。

mibstats MIB-II 統計情報 (RFC 1213) と、インタフェース特有の統計情

報を表示します。

mibstats_dlpi HP-DLPI からの MIB 統計情報を表示します。

−m PPA に対応するインタフェースの現在の MTU サイズを表示します。

−M mtu_size PPA に対応するインタフェースの新しい MTU サイズをセットします。 mtu_size の値

は、リンクの所定の範囲内に入っていなければなりません。スーパーユーザー権限が

必要です。

−p [card|driver] PPA に対応するインタフェースの使用情報を表示します。 PPA に対応するインタ

フェースに結び付けられている、上位レベルのプロトコルとアプリケーションを表示

します。何も結び付けられていない場合は、何も出力しません。 card または driver

キーワードが使われている場合、PPA に対応するカードやドライバに関連するアグリ

ゲーションポートの情報も表示されます。

−R PPA に対応するインタフェースの MTU サイズを同じリンクタイプのデフォルトにリ

セットします。スーパーユーザー権限が必要です。

−s PPA に対応するインタフェースの現在の速度設定を表示します。

−S speed PPA に対応するインタフェースの新しい速度をセットします。スーパーユーザー権限

が必要です。

−x options PPA に対応するインタフェースのドライバ固有のオプションを取得して表示します。

−X options PPA に対応するインタフェースのドライバ固有のオプションを設定します。スーパー

ユーザー権限が必要です。
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lanadmin には、次のメニューモードオプションがあります。即時モードオプションとともに指定されている

場合は、無視されます。

−e 出力デバイスに入力コマンドをエコーします。

−t 各コマンドプロンプトの前のコマンドメニュー表示を抑制します。これは、テスト選択モードの terse コ

マンドと等価になります。デフォルトは、 verbose です。

即時モード
即時モードでは、LAN インタフェース PPA のステーションアドレス、ソース経路指定オプション、MTU サイ

ズ、およびリンク速度を表示することができます。特定のインタフェースに対して、スーパーユーザー権限が

あれば、ステーションアドレス、ソース経路指定オプション、MTU サイズ、およびリンク速度の変更を行う

こともできます。上記の「オプションと引き数」の項を参照してください。

メニューモード
メニューモードの場合、インタフェースカードの選択、選択したカードに関する統計情報の表示、カードのリ

セット、および統計レジスタのクリアの操作を行うことができます。

メニューモードは完全なコマンドワード、または一意に識別される略記を使用できます。コマンドで大文字 /

小文字は区別されません。複数のコマンドを空白、タブ、またはカンマでそれぞれ区切ることにより、１行に

まとめて入力することができます。

テスト選択モードメニュー

このメニューは、最初にメニューモードを選択すると表示されます。使用できるテスト選択モードコマンドは

次のとおりです。

lan LANインタフェーステストモードメニューを選択します。

menu テスト選択モードコマンドメニューを表示します。

quit lanadmin プログラムを終了します。

terse コマンドメニューの表示を抑制します。

verbose コマンドメニューの表示を復元します。

LAN インタフェーステストモードメニュー

次のコマンドが使用できます。

clear LAN インタフェースネットワーク統計レジスタをゼロにクリアします。スーパー

ユーザー権限が必要です。

display RFC 1213 MIB II 統計情報を表示します。リンクによっては、タイプ固有の MIB 統

計情報を表示することもできます。たとえば、Ethernet リンクの場合、 RFC 1398

Ethernet に類似した統計情報が表示されます。
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end lanadmin をテスト選択モードに戻します。

menu LANインタフェーステストモードのコマンドメニューを表示します。

PPA LAN インタフェースカードに対応する PPA を入力するように要求します。デフォル

トは、内部リストで最初に検出された LAN インタフェースになります。 lanscan コ

マンド (lanscan(1M) 参照) により、有効な値を表示することができます。

quit lanadmin プログラムを終了します。

reset ローカル LAN インタフェースカードをリセットすることにより、セルフテストを実

行します。 reset の実行中は、ネットワークに対するローカルアクセスが割り込まれ

ます。スーパーユーザー権限が必要です。

引き数
lanadmin は、次の即時モード引き数を認識します。

PPA LAN インタフェースの PPA (Physical Point of Attachment) の数。 aAbBgmMpRsSxX オプ

ションが使われていない場合 (メニューモード)、この引き数は無視されます。 PPA の後

に指定されたオプションはすべて無視されます。適切な値は lanscan コマンドで表示で

きます (lanscan(1M) を参照)。

警告
lanadmin コマンドによってインタフェースのステーションアドレスまたは mtu に対して行った変更は、シス

テムをリブートした後には失われます。ユーザーは、この機能に関する初期設定ファイルを、手作業で編集す

るか、または SAM インタフェースを介して変更するかのどちらかで変更しなければなりません。

著者
lanadmin は、HP で開発されました。

参照
netstat(1), lanscan(1M), linkloop(1M), ping(1M), lan(7)

IETF Requests for Comments: RFC 1213, RFC 1398, RFC 2863
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名称
lanscan − LANデバイスの構成と状態の表示

構文
lanscan [-ailmnpqv]

説明
lanscan は、システムにソフトウェアがサポートされている各 LANデバイスについて次の情報を表示します。

• ハードウェアパス

• アクティブなステーションアドレス (物理アドレスとも呼びます)

• カードインタフェース番号

• ハードウェアの状態

• ネットワークインタフェース ‘‘NamePPA’ ’ ネットワークインタフェース ‘‘Name’’ および ‘‘PPA’ ’

(Physical Point of Attachment) 番号が一緒に連結されます。１つのハードウェアデバイスが多数の
‘‘NamePPA’ ’ 識別子を持つことができ、それはそのデバイスに多数のカプセル化の手段がサポート

されていることを示します。 Ethernet/IEEE 802.3 リンクの場合には、Ethernet のカプセル化を示す

ために ‘‘Name’’ lan が使用され、IEEE 802.3 のカプセル化を示すために snap が使用されます。それ

以外のリンク (FDDI、トークンリング) では、 lan カプセル化指示子だけが使用されます。

• ネットワーク管理 ID

• MAC タイプ

• サポートされている HP DLPI。 LAN デバイスドライバと HP データリンクプロバイダインタ

フェースとが有効に動作するかどうかを示します。

• DLPI メジャー番号

• 48 ビット以上必要とするインタフェースについての拡張ステーションアドレス。これは -v オプ

ションが選択されたときのみ表示されます。

• ネットワークインタフェースがサポートしているカプセル化方式。これは -v オプションが選択さ

れたときのみ表示されます。

オプション
lanscan には、次のコマンド行オプションがあります。

-a ステーションアドレスのみを表示します。見出しは表示されません。

-i インタフェース名のみを表示します。見出しは表示されません。

-l APAが獲得した PPA に関する情報を表示します。見出しは表示されません。
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-m MAC タイプのみを表示します。見出しは表示されません。

-n ネットワーク管理 ID のみを表示します。見出しは表示されません。

-p PPA 番号のみを表示します。見出しは表示されません。

-q -p と同じです。ただし、リンク集合体 PPA の後に、対応するリンク集合体内で設定される一

連の LANインタフェース PPA が続きます。見出しは表示されません。

-v 詳細出力。インタフェース１つに付き２行表示されます。拡張ステーションアドレスとサ

ポートされているカプセル化方式の表示が含まれます。

警告
lanscan は、LAN インタフェースカードなどのソフトウェアサポートを持たないために起動時に適切なバイン

ドに失敗する LANデバイスに関する情報は表示しません。

著者
lanscan は、HP で開発されました。

参照
ifconfig(1M)、ioscan(1M)、lanadmin(1M)、linkloop(1M)、lan(7)
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名称
libcadmin − libc管理コマンド

構文
/usr/sbin/libcadmin

説明
libcadmin コマンドは、 libc の管理機能を実行するために使用します。現在、このコマンドによって実行され

る唯一の機能は、 /usr/lib/libc.2 内の共有 32 ビット PA-RISC2.0 ライブラリをそのライブラリの共有 32 ビット
PA-RISC1.1 バージョンに置換することです。

このコマンドと同時に使用する必須の引き数、またはオプションはありません。 /usr/lib/libc.a アーカイブライ

ブラリと libc.slシンボリックリンクは、 libcadmin コマンドの影響を受けません。

システムインストールプロセス中に、共有 32 ビット PA-RISC1.1 ライブラリは /usr/lib/pa11_32 にコピーされ

ます。このライブラリは、異なるコンパイラオプションによってビルドされた点を除き、 PA-RISC2.0 ライブ

ラリと同じです。 PA-RISC2.0 ライブラリの性能は、 PA-RISC1.1 ライブラリよりもはるかに優れています。た

だし、システム管理者が代わりに PA-RISC1.1 ライブラリをインストールする場合は、 libcadmin によってこの

タスクを実行できます。 libcadmin が実行されると、PA-RISC2.0 ライブラリは /usr/lib/pa20_32 に保存され、
PA-RISC1.1 ライブラリは /usr/lib/libc.2にコピーされます。

libcadmin コマンドの実行後にシステムを再起動して、 libc に対して共有リンクしているアプリケーションが

このライブラリの共有 32-bit PA-RISC1.1 バージョンを使用できるようにすることをお奨めします。

このコマンドを実行したあとで PA-RISC2.0 ライブラリを復元するには、オペレーティングシステムを再イン

ストールする必要があります。

libcadmin コマンドを実行できるのは、スーパーユーザー特権をもつユーザーに限られます。

エラー
このコマンドを複数回実行すると、PA-RISC1.1 ライブラリがすでにインストールされていることを知らせるエ

ラーメッセージが表示されます。

このコマンドを PA-RISC1.1 マシン上で実行すると、 PA-RISC1.1 ライブラリがすでにインストールされている

ことを知らせるエラーメッセージが表示されます。

戻り値
libcadminは、正常終了するとゼロ (0) を戻します。正常終了しなかった場合は、１を戻します。

著者
libcadmin は、HP により開発されました。
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名称
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

構文
/usr/sbin/link file1 file2

/usr/sbin/unlink file

説明
link と unlink command はその引き数についてそれぞれのシステムコール (link() or unlink()) を実行し、エラー

チェックはほとんど行いません。

このコマンドはスーパーユーザーだけが実行可能です。

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、 link は全ての国際化変数が"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。

国際化文字セットサポート
シングルバイトおよびマルチバイト文字コードセットがサポートされます。

戻り値
link および unlink は次の値を返します。

0 正常終了。
1 入力構文のエラー
2 link() または unlink()コールの失敗

警告
. および ..以外のファイルを含むディレクトリがアンリンクがされると、他のディレクトリによってリンクさ

れていなければ、ファイルは孤児になります。

ファイルシステムによっては、ディレクトリとのリンクが許されない場合もあります。

参照
ln(1), rm(1), link(2), unlink(2)

標準準拠
link: SVID2, SVID3

unlink: SVID2, SVID3
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名称
linkloop −リンクレベルのループバックでの LAN接続性の確認

構文
linkloop [−i PPA] [−n count] [−r rif ] [−s size] [−t timeout] [−v] linkaddr ...

説明
linkloop コマンドは、 IEEE 802.2 のリンクレベルのテストフレームを使用して、ローカルエリアネットワーク
(LAN)内の接続性をチェックします。

linkaddr は、リモートノードのハードウェアステーションアドレスです。一時に数個のアドレスを指定するこ

とができます。

linkloop は、ハードウェアステーションアドレスで指定されたリモートノードとローカルノードの接続性をテ

ストします。リモートノードのハードウェアステーションアドレスは、リモートノードで lanscan を実行すれ

ば分かります。このハードウェアステーションアドレスは、通常、 0x を前に付けた 16進数の文字列で表され

ますが、 0 を前に付けた 8進数の文字列で表すことも、10進数の文字列として表すこともできます。ハード

ウェアステーションアドレスを、マルチキャストアドレスやブロードキャストアドレスにすることはできませ

ん。

オプション
linkloopには、以下のオプションがあります。

−i PPA 使用する PPA を指定します。このオプションを省略した場合、 linkloop は内部

データ構造の中で最初に出会った PPA を使用します。

−n count 転送するフレームの数を設定します。 count が 0 の場合、 linkloop は、割込み

シグナル (ユーザーシェルが定義している) を受信するまでフレームを無限に転

送します。 count のデフォルト値は、 1 です。

−r rif トークンリング パケットを送信する特定のブリッジ経路を指定します。 rif

は、トークンリングネットワークで使用される routing information field です。こ

の値は、コロンで区切った偶数の16進数バイトで指定します(最大16バイト)。

−s size 送信するデータメッセージのサイズをバイト数で設定します。データの最大サ

イズは、使用するLANリンクのタイプに依存します。デフォルト値は、特定の

リンクに使用できる最大データバイト数です。

−t timeout アボートする前にリモートノードからの応答を待つ時間秒単位を設定します。
timeout が 0 なら、 linkloop は、応答を待ち続けます。デフォルト値は、2秒で

す。

−v 冗長オプションを設定します。このオプションは、通常のテスト結果のまとめ

だけでなく、広汎なエラー情報を表示します。フレームのヘッダや長さのエ

ラーがある場合は、該当するメッセージが表示されます。冗長プリントの前に

は、エラー発生前に受けた応答の数が必ず表示されます。
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接続性テスト結果
linkloop は割込みシグナルを受信するとアボートします。アボートした場合は、現在の結果がプリントされま

す。

linkloop は、リンクレベルの接続性テストの結果をプリントします。テスト失敗の場合、 linkloop は、テスト

結果のまとめをプリントし、エラーのタイプを表示します。表示される可能性のあるメッセージは、次のとお

りです。

address has bad format

コマンド行に、誤ったハードウェアステーションアドレスが入力されました。

address is not individual

コマンド行に入力されたステーションアドレスが、マルチキャストアドレスまたはブロードキャスト

アドレスのいずれかです。

frames sent

送信されたフレームの合計数

frames received correctly

エラーなしに受信されたフレームの合計数

frames with length error

受信フレームの長さが送信フレームの長さと一致しません。冗長オプションが設定されていれば、受

信した長さをプリントします。

frames with data error

受信フレームが送信フレームと一致しません。

frames with header error

予測しないフレームヘッダ情報の入っていた受信フレームの数。ソースアドレスがリモートアドレス

と一致しないか、宛先アドレスがローカルアドレスと一致しないか、または制御フィールドが TEST

frame control field でないかのいずれかです。これらのフレームは、無視されます。 linkloop は、 read

操作がタイムアウトになるまで応答フレームを受信しようとし続けます。

reads that timed out

応答を受信する前に、 read 操作が何回タイムアウトになったかのカウント

診断
illegal count parameter

−n オプションで指定された count が負の整数であるか、または指定の数がローカルコンピュータには

大きすぎます。
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illegal timeout parameter

−t オプションで指定された timeout が負の整数であるか、または指定の数に1000を乗算したものが

ローカルコンピュータには大きすぎます。

illegal size parameter

−s オプションで指定された size が、0から最大リンクデータサイズまでの範囲内にありません。最大

リンクデータ サイズは、LAN接続タイプによって値が異なる場合があることを覚えておいてくださ

い。現在の MTU は、 linkloop コマンドで得られます。

No valid interface associated with PPA

−i オプションで指定された PPA が有効な PPA ではありません。

Unable to open device file /dev/dlpi

デバイスファイル /dev/dlpi が存在していません。

invalid rif parameter

−r オプションで指定された rif 値が正しくありません。

rif parameter too long

−r オプションで指定された rif のバイト数が、許容される最大数の 16 を超えています。

rif parameter length must be even

−r オプションで指定された rif のバイト数が奇数です。バイト数は偶数でなければなりません。

著者
linkloopは、 HP が開発しました。

参照
lanadmin(1M), lanscan(1M), lan(7).
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名称
localedef − locale環境を生成

構文
localedef [-cenvw] [-C compiler_options ] [-L loader_options ]

[-m method_file ] [-f charmap_file ] [-i locale_definition ] locale_name

説明
localedef は、指定された locale についての言語環境をセットアップします。 localedef は、標準入力 (デフォル

ト) または locale_definition ファイルから locale definition ファイル (詳細については localedef (4) を参照) を読み

取り、 locale_name パラメータで指定したものと同じ名前の locale ファイルを作成し、さらにオプションとし

てこの locale を該当するディレクトリにインストールします。共用 locale (すべてのユーザーがアクセスできる

もの) をインストールするには、適切な特権をもっていることが必要です。 (私用、共用を問わず) locale を作

成するには、 ANSI C コンパイラのアクセスが必要です。

オプション
localedefは、次のオプションを認識します。

-c 警告メッセージが生成されていてもファイルを作成します。

-e 32 ビットの locale に加えて、64 ビットの locale を生成します。これは、64 ビットのオペレー

ティングシステムの (したがって、 Itanium(R)ベース システムの ) デフォルトで、複数のプ

ラットフォームの開発を可能にするために含まれています。

-n (インストールなし) 現在のディレクトリに locale ファイルを作成します。

-v (冗長) できるだけ多くの診断メッセージを生成します。

-w LC_COLLATE カテゴリでの重複定義や省略符号に対してさらに警告メッセージを生成しま

す。

-f charmap_file locale definition ファイルに記号名 (形式は <name>) が含まれている場合は、 charmap_file を使

用します。 charmap_file のフォーマットについての詳細は、 charmap(4) を参照してくださ

い。

-i locale_definition

入力として、標準入力 (デフォルト) の代わりに locale_definition ファイルを使用します。

-m method_file 指定した method_file を使用して、 locale definition の処理でデフォルトメソッドの使用をオー

バーライトします。

-C compiler_options

locale のコンパイル時に適用するコンパイラオプションを追加指定します。詳細なオプション

リストについては、 cc_bundled(1) を参照してください。追加のデフォルトオプションが、
PA-RISC では +DA2.0W 、そして Itaniumベースシステムでは +DD64 を含むため、 64 ビット

のオペレーティングシステムでは十分に注意して使用してください。
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-L loader_options

locale のリンク時に適用するローダーオプションを追加指定します。詳細なオプションリスト

については、 ld(1) を参照してください。

locale_name この引き数は必須であり、 LANG 環境変数 (environ(5) を参照)の命名規則に従って言語名を

識別します。

language [ _territory ] [ .codeset ]

以下は locale の構成要素についての簡単な説明です。 locale definition ファイルの形式と構文についての詳細

は、 localedef (4) を参照してください。charmap ファイルの形式と働きについての詳細は、 charmap(4) を参照

してください。

locale_name ファイル内の 6 つのカテゴリのデータが、 setlocale(3C) によって認識され、言語定義を構成しま

す。

LC_COLLATE このカテゴリの情報は、正規表現と NLS 文字列照合関数の動作に影響を及ぼし

ます。

LC_CTYPE このカテゴリの情報は、文字分類および変換関数の動作に影響を及ぼします。

LC_MONETARY このカテゴリの情報は、金銭に関する値操作関数の動作に影響を及ぼします。

LC_NUMERIC このカテゴリの情報は、フォーマット付き入出力における基数文字操作と文字

列変換関数の動作に影響を及ぼします。

LC_TIME このカテゴリの情報は、時間変換関数の動作に影響を及ぼします。

LC_MESSAGES このカテゴリの情報は、YES/NO 応答の解釈に影響を及ぼします。

locale definition ファイルも 6 つのカテゴリで構成されます。各カテゴリの先頭は、 LC_category という形式の

カテゴリタグで識別されます。ここで、 category は、次のうちの 1 つです。すなわち、 CTYPE、
COLLATE、 MONETARY、 NUMERIC、 TIME、または MESSAGES です。各カテゴリの末尾は、たとえ

ば、 END LC_COLLATE のような END という語の後にスペース 1 つとカテゴリ識別子が続く形のタグで識別

されます。カテゴリは、 locale definition ファイル内ではどの順序で記載してもかまいません。少なくとも 1 つ

はカテゴリを指定する必要があります。カテゴリを指定しないと、 setlocale() は、そのカテゴリについてデ

フォルトの "C" locale をセットアップします (setlocale(3C)、および lang(5) を参照)。

各カテゴリは、1 つ、または複数の文で構成されます。各文は、キーワードが先頭になり、その後に 1 つ以上

の式が続きます。式は、決まった形式のメタキャラクタ、文字列、および定数の集合です。 localedef は、注釈

およびセパレータも認識します。

各カテゴリに対して複数の定義を指定すると、ハードエラーとなります (localedef は locale を生成せずに終了

します)。どのカテゴリも、キーワード copy の後に有効な locale 名を続けて指定できます。こうしておけば、

そのカテゴリに関する情報は、指定の locale の情報と同じになります。カテゴリの指定に、 copy キーワード

を使用する場合は、カテゴリタグの直後に指定し、それ以外のキーワードを指定しないようにしなければなり

ません。
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メソッドファイルは、ユーザー固有のキャラクタコード化スキーマ用の locale を作成するために使用します。

オペレーティングシステムの要件
複数のプラットフォームの開発および 64 ビットのオペレーティングシステム上の開発では、いくつかの要件

に注意しなければなりません。 32 ビットおよび 64 ビットのメソッドライブラリの両方が存在しなければなり

ません。 64 ビットの共有ライブラリの場合は、32 ビットのライブラリが格納されている場所の下の ../hpux64

(または、PA-RISC システムの場合は pa20_64) ディレクトリに存在しなければなりません。 -e オプションを指

定した場合、あるいは 64 ビットのオペレーティングシステム上で実行する場合は、インストールのオプショ

ンが指定されていない限り、現在のワークディレクトリの下の hpux64 (PA-RISC システムの場合は、 pa20_64)

ディレクトリに結果の locale が格納されます。

注記
構築したロケールを他のシステムで使用することはできません。

Itaniumベースシステムでは、PA-RISC ロケールを生成できません。

多言語化対応
環境変数

LANG は、 LC_ALL も他のカテゴリ変数も locale を指定しない場合に、locale として使用するように定めま

す。

LC_ALL は、使用する locale を定め、 LANGまたはその他の LC_* 変数で指定した値を置き換えます。

LC_COLLATE と LC_CTYPE は、localedef の処理には影響がなく、両変数が C locale に設定されている場合

と同じように動作します。

LC_MESSAGES は、どの言語によるメッセージを表示するかを定めます。

インターナショナルコードセットサポート
シングルバイト文字コードセットとマルチ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
localedefは次の値を戻してきます。

0 エラーが発生せず、locale は、正常に作成されました。
1 警告は出されましたが、locale は、正常に作成されました。
2 locale 指定がインプリメンテーションの限界を超えたか、または使用された文字コードセットが

サポートされていません。
>3 警告またはエラーが発生し、出力が生成されませんでした。

著者
localedefは、OSFおよび HP で開発されました。

PA-RISCシステム用ファイル
/usr/lib/nls/loc/src

/usr/lib/nls/loc/charmaps
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/usr/lib/nls/loc/methods

/usr/lib/nls/loc/pa20_64/methods

/usr/lib/nls/loc/locales/language[_territory ][.codeset ]

/usr/lib/nls/loc/pa20_64/locales/language[_territory ][.codeset ]

Itaniumベースシステム用ファイル
PA-RISC システム用ファイルの他に、Itaniumベースシステムでは以下のファイルがあります。

/usr/lib/nls/loc/hpux32/src

/usr/lib/nls/loc/hpux64/src

/usr/lib/nls/loc/hpux32/charmaps

/usr/lib/nls/loc/hpux64/charmaps

/usr/lib/nls/loc/hpux32/methods

/usr/lib/nls/loc/hpux64/methods

/usr/lib/nls/loc/hpux32/locales/language[_territory ][.codeset ]

/usr/lib/nls/loc/hpux64/locales/language[_territory ][.codeset ]

参照
locale(1)、setlocale(3C)、charmap(4)、localedef(4)、environ(5)

標準準拠
localedef: XPG4, POSIX.2
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名称
lockd −ネットワークロックデーモン

構文
/usr/sbin/rpc.lockd [-l log_file] [-t timeout] [-g graceperiod]

説明
lockd は、ローカルカーネルまたは別のリモートロックデーモンからの NFS のファイルロック要求を処理する
RPC サーバです。 lockd は、 RPC/XDR パッケージ (rpc(3N) を参照) を通じて、リモートデータに関するロッ

ク要求をサーバサイトのロックデーモンに送信します。次いで、 lockd は、状態監視デーモン statd に監視

サービスを要求します (statd(1M) を参照)。状態デーモンとサーバサイトのロックデーモンが応答するまで、

ロック要求に対する応答は、カーネルに送信されません。

状態モニタまたはサーバサイトのロックデーモンのどちらかが使用できない場合、リモートデータのロック要

求に対する応答は、すべてのデーモンが使用できるようになるまで遅延させられます。

サーバは、回復するとき、すべての NFS のクライアントサイト lockd が回復要求を出すために必要な猶予時間

だけ待機します。クライアントサイトの lockd は、 statd によってサーバ回復の通知を受けると再び速やかに、

以前に許可されたロック要求を出します。 lockd が、サーバサイトで以前に許可されたロックを保証できない

場合、 lockd は、そのロックを保持しているプロセスに SIGLOST を送信します。

オプション
lockd は、次のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。

-l log_file エラーを指定のログファイル log_file に記録します。 -l を指定しないと、エラー

は記録されません。

ファイルに記録される情報には、エラーの日付および時刻、ホスト名、プロセ

ス ID およびエラーが発生している機能の名称およびエラーメッセージが含まれ

ます。

-t timeout lockd は、リモートサーバにロック要求を再送信する間隔として、デフォルト値
(10秒) の代わりに timeout (秒単位) を使用します。この値を変更すると、猶予時

間の長さも変更されることに注意してください。

-g graceperiod lockd は、猶予時間としてデフォルト値 ( 5× timeout 秒) の代わりに [ 1 + ( gracepe-

riod / timeout )] × timeout (秒単位) を使用します。猶予時間の長さは、タイムアウ

ト値に影響を受けるので、 -t と -g の両方を指定する場合は、 -t を最初に指定

してください。

著者
lockd は、Sun Microsystems, Inc.と HP が開発しました。

参照
fcntl(2), lockf(2), signal(2), statd(1M)
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名称
logins −システムおよびユーザーログインデータの表示

構文
logins [-admopstux] [-g groups] [-l logins]

説明
logins は、システムログインとユーザーログインに関するデータを表示します。出力のフォーマットと内容は

コマンドオプションによって変わりますが、内容としては、システムログインまたはユーザーログイン、ユー

ザーID番号、 /etc/passwd のコメントフィールドの値 (例えば、ユーザー名など)、一次グループ名、一次グ

ループID、副次グループ名、副次グループID、ホームディレクトリ、ログインシェル、ユーザー保護レベル、

ユーザー監査イベント、およびパスワードエージングパラメーターなどが含まれます。デフォルトのデータ内

容は、ログイン、ユーザーID、一次グループ名、一次グループID、および /etc/passwd のコメントフィールド

の値です。出力はユーザーIDによってソートされ、システムログインの後にユーザーログインが続きます。デ

フォルトでは、ログイン、ユーザーID、一次グループ名、一次グループID、およびコメントフィールドがカラ

ム形式で出力されます。

このコマンドには以下のオプションを指定できます。

-a 2つのアカウント有効期限フィールドを表示します。アカウントが未使用のまま一定の期間が経過する

と、そのアカウントは休止状態となります。このフィールドは、この期間の上限日数とアカウントの有効

期限が切れる日付を示します。

-d UIDが重複しているログインを表示します。

-m 複数グループの所属に関するデータを示します。

-o フィールドをコロンで区切って1行に表示する代替フォーマットで表示します。

-p パスワードのないログインを表示します。

-s すべてのシステムログインを表示します。

-t UIDではなくログインで出力をソートします。

-u すべてのユーザーログインを表示します。

-x 特定のユーザーについて追加情報を表示します。この追加情報には、ホームディレクトリ、ログインシェ

ル、およびパスワードエージングデータが含まれ、それぞれが 1行に表示されます。パスワード情報に

は、パスワードステータス (有効なパスワードはPS、ロックされたパスワードはLK、パスワードなしは
NP) のほか、パスワードがある場合には、最後の変更日付、変更間隔の最短日数、および変更間隔の最長

日数が含まれます。非高信頼性システムの場合、最後に変更した日付は変更した日の次の木曜日となりま

す。

-g groups

groups に属するすべてのユーザーをログインでソートして表示します。コンマで区切ったリストを使っ

て複数のグループを指定できます。
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-l logins

指定された logins についての情報を表示します。コンマで区切ったリストを使って複数のログインを指

定できます。

複数のオプションを使用できます。いずれかの基準に合致するログインはすべて表示されます。ただし、複数

の基準を満たす場合でも、ログインは1回しか表示されません。

例
logins

すべてのログインをデフォルトフォーマットでリストします。

logins -p -d

パスワードがない全ログインとUIDが重複している全ログインをデフォルトフォーマットでリスト

します。

logins -s -o

すべてのシステムログインを代替フォーマットでリストします。

ファイル
/etc/passwd HP-UXパスワードファイル
/etc/group HP-UXグループファイル

参照
listusers(1), passwd(1), group(4), passwd(4)

標準準拠
logins: SVID3
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名称
lpadmin − LPスプールシステムの構成

構文
/usr/sbin/lpadmin −pprinter [ options ]

/usr/sbin/lpadmin −xdest

/usr/sbin/lpadmin −d[ dest ]

説明
lpadmin はプリンタ、クラス、デバイスを記述して LPスプールシステムを構成します。このコマンドは宛先の

追加と削除、クラスのメンバーシップの変更、プリンタデバイスの変更、プリンタインタフェースプログラム

の変更、およびシステムのデフォルト宛先の変更に使用します。 LPスケジューラ lpsched(1M) を実行している

ときには、後述する例外事項を除いて lpadmin は使用できません。

正しく lpadmin を呼び出すにはオプション −p、 −x または −d のいづれか1つが必要です。

−p printer 以降のすべてのオプションが参照するプリンタを指定します。指定した printer が

存在しない場合には、新しく作成します。

−xdest 指定した宛先 dest を LP システムから削除します。 dest がプリンタで、あるクラ

スの唯一のメンバーである場合は、そのクラスも削除します。 −x は、他のオプ

ションと一緒に使用することはできません。

−d[ dest ] 指定した既存の宛先 dest をシステムの新しいデフォルト宛先にします。 dest を省

略すると、システムのデフォルト宛先がなくなります。このオプションは
lpsched(1M) の実行中でも使用可能です。 −d は、他のオプションと一緒に使用す

ることはできません。

以降のオプションは −p オプションと一緒に指定した場合のみ有効です。指定する順番は自由です。説明を簡

単にするため、ここではプリンタを P と表します。

−cclass プリンタ P を、クラス class に入れます。 class が存在しなければ、新しく作成し

ます。

−e printer 既存の printer のインタフェースプログラムをコピーして、プリンタ P の新しいイ

ンタフェースプログラムとします。

−g priority lp(1) に対応付けられたプリンタ P にデフォルトの優先順位を設定します。これを

省略すると、デフォルトの優先順位は0に設定されます。

−h プリンタ P に対応するデバイスが直接接続であることを示します。新しいプリン

タを作成するときに −l オプションを指定しないと、このオプションを使うものと

みなします。
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−iinterface プリンタ P 用の新しいプリンタインタフェース プログラムを設定します。 inter-

face は新しいプログラムのパス名です。

−l プリンタ P に対応するデバイスがログインターミナルであることを示します。 LP

スケジューラ (lpsched(1M) を参照) は起動するたびにすべてのログインターミナル

を自動的に使用不能にします。プリンタ P を再び使用可能にする前に、 lpadmin

を使用して現在のデバイスを設定する必要があります。

−mmodel プリンタ P 用の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

フトウェアで提供するモデルインタフェース名の 1つです (以下のモデルを参

照)。

−rclass プリンタ P を指定したクラス class から削除します。プリンタ P がそのクラスの

最終メンバーである場合は、クラスも削除されます。

−vdevice 新しいデバイス device をプリンタ P に対応付けます。 device は LP 管理ユーザ lp

で書き込み可能なファイルのパス名です。管理ユーザは複数のプリンタを同じデ

バイスに対応付けることができるため、注意が必要です。 −p と −v オプションだ

けを指定したときには、スケジューラの実行中にも lpadmin の使用が可能です。

−orc ユーザーが自分の要求だけを取り消すことができるように制限します。デフォル

トでは、取消しコマンドを制限しません。

−ob3 これはダミーのオプションで、以前のリリースとのバイナリ互換性のために残さ

れています。

次のオプションも −p と一緒に指定した場合にのみ有効です。指定する順番は自由です。これらのオプション

はリモートスプールを使用できるシステムで使用することができます。

−ormmachine リモートマシン名を machine に指定します。

−orp printer リモートマシンで使用するプリンタ名あるいはクラス名を printer に指定します。

−ociremcancel ローカルコマンド remcancel を使用してリモートプリンタに対する要求を取り消す

ことを指定します。必ず、正しいコマンドを使用するために、絶対パス名を指定

してください。

−ocmremcancel 指定したローカルモデル remcancel を使用してリモートプリンタに対する要求を取

り消すことを指定します。

−osiremstatus コマンド remstatus を使用して、リモートプリンタに対する要求のステータスを読

み取るように指定します。正しいコマンドを使用するために、必ず絶対パス名を

指定してください。

−osmremstatus モデル remstatus を使用して、リモートプリンタに対する要求のステータスを読み

取るように指定します。
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制限
新しいプリンタを作成するときには、 −e、 −i、 −m オプションのうちの 1つと −v オプションとを指定する必

要があります。 −e、 −i、 −m オプションのうちのいずれか1つだけが指定可能です。 −h と −l キーは互いに排

他的な関係です。プリンタとクラスの名称は 14文字以内で、使用可能な文字は A～Z、 a～z、 0～9、 _ (アン

ダースコア) だけです。

リモートプリンタの場合は、 −oci と −ocm オプションは、いずれか1つだけが指定可能です。どちらも指定し

ない場合は、デフォルトのリモート取消しモデル /usr/lib/lp/cmodel/rcmodel が使用されます。同様に、 −osi と
−osm オプションは、いずれか1つだけが指定可能です。どちらも指定しない場合は、デフォルトのリモートス

テータスモデル /usr/lib/lp/smodel/rsmodelが使用されます。

すべてのローカルプリンタは 4桁の要求番号を使用します。すべてのリモートプリンタは、BSDシステムと接

続するために 3桁の要求番号を使用します。

モデル
モデルインタフェースプログラムは LPソフトウェアに付属して提供されます。これは lpsched(1M) とデバイス

の間のインタフェースを行うシェルプロシージャ、Cプログラム、または他の実行可能プログラムです。すべ

てのプリンタモデルは /usr/lib/lp/model ディレクトリにあり、そのまま lpadmin −m で使用することができま

す。すべての取消しモデルは /usr/lib/lp/cmodel ディレクトリにあり、そのまま lpadmin −ocm で使用すること

ができます。すべてのステータスモデルは /usr/lib/lp/smodel ディレクトリにあり、そのまま lpadmin −osm で

使用することができます。 lp と bin がモデルを所有している場合は、モデルは 644 のパーミッションを持

ち、 bin と bin がモデルを所有している場合は、モデルは 664 のパーミッションを持ちます。モデルファイル

名は 14文字以内でなければなりません。別の方法として、 LP管理ユーザがモデルのコピーを変更してから、
lpadmin −m を使用してそれをプリンタに対応させることも可能です。

LP モデルインタフェースプログラムは、現在プリンタに対応させているデバイスで実際にプリントします。
LPスプーラは標準入力を /dev/null に、標準出力と標準エラー出力を lpadmin の −v オプションで指定したデバ

イスに設定します。その後、プリンタ P 用に次の形式で /etc/lp ディレクトリからインタフェースプログラムを

呼び出します。

interface/P id user title copies options file . . .

引き数の意味は次のとおりです。

id lp(1) から戻された要求 id

user 要求を出したユーザーのログイン名

title lp(1) の −t オプションで指定したオプションのタイトル

copies プリント枚数

options lp(1) の −o オプションで指定したクラスまたはプリンタ用の空白で区切られたオプ

ションのリスト BSDシステムからのオプションには、オプションの初めに付けられた

文字シーケンス BSDがあります (例えば BSDl)。
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file プリントするファイルの完全パス名

コマンド行に引き数を指定してデバイスに出力を指示すると、インタフェースプログラムは選択したフォー

マットで出力を行います。

プリントが完了すると、インタフェースプログラムは必ず、プリントジョブが正常に行われたかどうかを示す

コードを戻して終了します。戻り値が 0 だとそのジョブが正常に行われたことを示します。 1 から 127 の間の

正の値の場合は、それ以後のプリントジョブには影響しないエラーが発生したことを示します。負の値と 128

以上の正の値はシステム用に確保されているので、インタフェースプログラムで使用することはできません。
lpsched(1M) はプリント要求にエラーがあったことをメールでユーザーに通知します。それ以後のプリントジョ

ブに影響がありそうな問題を検出すると、インタフェースプログラムはエラーを返します。これによって、
lpsched(1M) がそのプリンタを使用不能にして、その他の待機中のプリント要求が消失しないようにします。

取消しモデルおよびステータスモデルのインタフェースプログラムはリモートシステムと実際に通信して、要

求を取消したり、あるいは要求のステータスを読み取ります。コマンド行の引き数については rcancel(1M) と
rlpstat(1M) 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、 lpadmin は多言語対応変数すべてが "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)。

例
lp1 という名前の HP LaserJetプリンタがある場合、以下のコマンドを実行すると、 /dev/lp で laserjet モデルイ

ンタフェースが使用されます。

/usr/sbin/lpadmin −plp1 −mlaserjet −v/dev/lp

リモートシステム system2 にプリンタ lp がある場合、

/usr/sbin/lpadmin −plp3 −v/dev/null −mrmodel −ocmrcmodel −osmrsmodel −ormsystem2 −orplp

上記のコマンドによって、スプールシステムはローカルのプリンタ lp3 とモデル rmodel を使用します。さら

に、スプールシステムはモデル rcmodel を使用してリモート要求を取り消し、 rsmodel を使用して system2 か

らのステータスを読み取ります。また、リモートシステム名 system2 およびリモートプリンタ名 lp を使用しま

す。

以下のコマンドは 上記の例と同様の操作を行いますが、この例では、デフォルトのリモート取消しモデル
rcmodel とデフォルトのリモートステータスモデル rsmodel が使用されます。

/usr/sbin/lpadmin −plp3 −v/dev/null −mrmodel −ormsystem2 −orplp
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警告
リモートプリンタをインストールする際には、 −oci/usr/sbin/rcancel の代わりにオプション −ocmrcmodel を使

用して、リモート要求を取り消すために使用する方法を指定してください。また、 −osi/usr/sbin/rlpstat の代わ

りにオプション −osmrsmodel を使用して、リモートステータスを表示するために使用する方法を指定してくだ

さい。

クラスにはリモートプリンタを含んではいけません。リモートプリンタを含んでいると、 HP-UX システムで

は、プリントジョブを配布することができません。リモートシステム (例えば systemB) 上のプリンタクラスへ

のプリントは、リモートシステムでクラスを作成して、以下のようなコマンドを使ってそのクラスを識別して

実行する必要があります (ただし値のいくつかは例とは異なるものを使用する必要があります)。

/usr/sbin/lpadmin -plocal_name -ormsystemB -orpsystemB_class_name -v/dev/null -mrmodel -ocmrcmodel

-osmrsmodel

ファイル
/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

参照
enable(1), lp(1), lpstat(1), nroff(1), accept(1M), lpana(1M), lpsched(1M), rcancel(1M), rlp(1M), rlpdaemon(1M), rlp-

stat(1M)
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名称
lpana − LPスプーラのパフォーマンス解析情報の表示

構文
lpana [-d dest ]

説明
lpana はLPスプーラのパフォーマンス情報を表示します。システム管理者はこの情報を利用して、スプーラシ

ステム全体の構成を最適化することができます。

オプション
lpana の認識するオプションは 1つだけです。

-d dest dest として、プリンタまたはプリンタのクラスを選択します。 dest がプリンタの場

合、そのプリンタのパフォーマンス解析情報が表示されます。 dest がプリンタのク

ラスの場合、そのクラスに含まれるプリンタのパフォーマンス解析情報が表示され

ます。デフォルトでは、 lpana は、すべてのプリンタまたはクラス、あるいはその

両方についてパフォーマンス解析情報を表示します。

lpana は、次の項目について /var/adm/lp/lpana.log を調べます。

Wait AV ジョブがスプールされたときからプリントが開始されるまでの平均待ち時間

Wait SD 待ち時間の標準偏差

Print AV ジョブの開始から終了までの平均プリント時間

Print SD プリント時間の標準偏差

Bytes AV 要求ごとにプリントされるバイト数の平均

Bytes SD バイト数の標準偏差

Sum KB すべての要求のプリントされたバイト数の合計 (KB 単位)

Num of Requests ロギング開始以降の要求の合計数

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。

警告
lpana は、ローカルシステムでだけ処理を行います。

著者
lpana は、HP が開発しました。
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ファイル
/var/adm/lp/lpana.log

参照
lp(1), lpstat(1), lpadmin(1M), lpsched(1M).
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名称
lpsched, lpshut, lpmove, lpfence − LP 要求スケジューラの起動、停止、要求宛先の移動、およびプリントの最低優

先順位の定義

構文
/usr/sbin/lpsched [ −v ] [ −a ]

/usr/sbin/lpshut

/usr/sbin/lpmove requests dest

/usr/sbin/lpmove dest1 dest2

/usr/sbin/lpfence printer fence

説明
lpsched lp(1) が取り込んだ要求をプリンタでプリントするためにスケジュールします。通常、 /sbin/rc か

ら lpsched(1M) を呼び出します。これで lpshut を実行するまでバックグラウンドで実行するプロ

セスを作成します。このプロセスのアクティビティは /var/adm/lp/log に記録されます。

lpsched には、以下のオプションがあります。

−v /var/adm/lp/log に lpsched プロセスの多くの記録を書き込みます。

−a /var/adm/lp/lpana.logに lpana(1M) ログデータを書き込みます。

lpshut プリンタスケジューラをシャットダウンします。 lpshut を呼び出したときにプリントしていたす

べてのプリンタがプリントを停止します。スケジューラがシャットダウンしたときにプリントし

ていた要求は lpsched を再起動すると最初からプリントし直されます。 lpsched が実行中でなく

てもすべての LPコマンドは機能を実行します。

lpmove lp(1) が待ち行列に入れた要求を LP の宛先間で移動します。このコマンドは lpsched が実行中で

ないときにだけ使用可能です。

コマンドの最初の書式を使用すると、指定した requests が指定した LP 宛先の dest に移動しま

す。 requests は lp(1) が返した要求 id です。2番目の書式を使用すると、宛先 dest1 のすべての要

求が宛先 dest2 に移動します。また、同時に dest1 への要求は拒否されます。

lpmove は要求の移動時に新しい宛先の受付けステータス (accept(1M) を参照) を検査しないので

注意してください。

lpfence スプールされたプリント要求の最低限の優先順位を定義します。 fence は0 (最低フェンス) から7

(最高フェンス) の間になければなりません。各 プリンタには独自の フェンスがあり、それは
lpadmin(1M) コマンドで構成されるとき0に初期化されます。 lpfence は lpsched が実行中でない

場合のみ使用可能です。

多言語化対応
環境変数

LC_TIMEは日付および時間文字列のフォーマットと内容を決定します。

Section 1M-538 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



lpsched(1M) lpsched(1M)

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。

LC_TIME を環境で指定しない場合、または空文字列が設定されている場合は、 LANG の値はそれぞれ

指定されない変数、または空の変数に対する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、 lpsched , lpmove, および lpshut は、

多言語対応変数すべてが "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。

警告
lpsched , lpshut, lpmove, および lpfence はローカルシステムでのみ動作します。

ファイル
/var/spool/lp/*

/var/adm/lp/*

/etc/lp/*

/usr/lib/lp/*

参照
accept(1M), cancel(1), enable(1), lp(1), lpadmin(1M), lpana(1M), lpstat(1), rcancel(1M), rlp(1M), rlpdaemon(1M), rlp-

stat(1M).
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名称
lsdev − システムのデバイスドライバーのリスト

構文
/usr/sbin/lsdev [-h] [-d driver -C class] [-b block_major] [-c char_major] [-e major]

[major ... ]

説明
lsdev コマンドは、システムに構成され、特殊ファイルを介して呼び出し可能なデバイスドライバーのメジャー

デバイス番号とドライバー名のペアを1行ずつリストます。ブロック欄、またはキャラクタ欄のいずれかに −1

が表示されると、このタイプに対するメジャー番号が存在しないことを意味します。

引き数の指定を省略すると、 lsdev は、システムに構成されている全ドライバーをリストします。

-h オプションを指定すると、 lsdev は見出しの表示を抑制します。このオプションは、 lsdev の出力を別のプ

ログラムで使用する場合に利用できます。

-d, -C, -b, -c, および -e の各オプションを使用して、リストするデバイスドライバーを選択します。オプション

を複数指定すると、各オプションで指定された基準に適合するドライバーがすべてリストされます。これらの

検索オプションは、名前検索キー (-d および -C オプション) と、メジャー番号検索キー (-b, -c, および -e オプ

ション) の2種類に分類されます。 2つのタイプのオプションを同時に指定すると、両方のタイプに合ったエン

トリーだけがプリントされます。 1つのコマンド行に同じタイプのオプションを複数回使用した場合は、指定

したタイプの論理和で検索されます。 -d と -C のオプションを同時に指定することはできません。

major 引き数は、互換性を保持する目的で提供されたもので、 -e オプションと同じように動作します。

オプション
-C class classに一致するデバイスドライバーをリストします。

-d driver driver名に一致するデバイスドライバーをリストします。

-b block_major block_major というブロックメジャー番号を持つデバイスドライバーをリストし

ます。

-c char_major char_major というキャラクタメジャー番号を持つデバイスドライバーをリスト

します。

-e major major というキャラクタメジャー番号、またはブロックメジャー番号を持つデバ

イスドライバーをリストします。

診断
Invalid combination of options

-d と -C のオプションを同時に指定することはできません。

Invalid major number

メジャー番号の形式が不当、または範囲を超えています。
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例
pseudo クラスにある全ドライバーのエントリーを出力します。

lsdev -C pseudo

ブロックメジャー番号、またはキャラクタメジャー番号が 0 の disk クラスにあるエントリーを出力します。

lsdev -C disk -e 0

my_driver というキャラクタメジャー番号をシェル環境変数に入れます。

C_MAJOR=$(lsdev -h -d my_driver | awk ’{print $1}’)

警告
システムのデバイスドライバーには、別のドライバーから使用するために用意されているものがあります。こ

れらのドライバーを特殊ファイルを通して直接使用すると、結果が未定義になります。

ドライバーの対象となるハードウェアが存在しない場合でも、ドライバーがリストされることがあります。対

象となるハードウェアのないドライバーにアクセスすると、異常終了します。

lsdev は、現在実行中のカーネルに構成されているドライバーのみリストします。使用可能なすべてのドライ

バーのリストを参照するには、 sam (sam(1M) を参照) を実行してください。

制約
lsdev は、 driver_install ルーチンから送られるデバイスドライバー情報に依存するので、これ以外の手段でイ

ンストールされたドライバーについては lsdev ではリストされない場合があります。

著者
lsdev は、HP により開発されました。

参照
sam(1M)

特定のデバイスドライバーに関するセクション7エントリー

『システム/ワークグループの管理』マニュアル
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名称
lssf −スペシャルファイルのリスト

構文
/sbin/lssf special_file ...

説明
lssf は、スペシャルファイルについての情報をリストします。 lssf は、 special_file の各名称について、スペ

シャルファイルのメジャー番号と、( stat(2) を使用して) それがブロックか文字かを判定します。次いで、スペ

シャルファイルと対応するデバイスがないかシステムを走査します。該当するデバイスがあれば、スペシャル

ファイルのマイナー番号がデコードされます。マイナー番号のニーモニック記述がそのデバイスのハードウェ

アパス (すなわちアドレス) とともに標準出力にプリントされます。フィールドの記述に使用されるニーモニッ

クは、 mksf で指定したオプションと密接に関連します ( mksf (1M) を参照)。

診断
lssf のプリントする診断メッセージは、ほとんどが自明です。以下に、説明を加えておいた方がよいメッセー

ジをいくつかリストします。警告が出されても lssf は実行を継続します。

警告
No such device in the system

そのデバイスについての情報がカーネルにありません。そのスペシャルファイルは使用できませ

ん。 rmsf を使ってそのスペシャルファイルを削除してください ( rmsf (1M) を参照)。

Character major <major> is not in the kernel

Block major <major> is not in the kernel

スペシャルファイルと対応するメジャー番号がカーネルにありません。 kcmodule を使用して該当

するドライバをカーネルに追加してください ( kcmodule(1M)) を参照)。

Device driver <name> is not in the kernel

Device class <name> is not in the kernel

指定のデバイスドライバまたはデバイスクラスがカーネルに存在しません。使用できないデバイス

をポイントしているスペシャルファイルは open() できません。そのデバイスを使用できるようにす

るには、該当するデバイスドライバまたはデバイスクラス、あるいは両方をカーネルに追加しなけ

ればなりません ( kcmodule(1M) を参照)。そのデバイスが必要でなくなったら、 rmsf を使ってスペ

シャルファイルを削除し、 /etc/ioconfig をアップデートしなければなりません。
<special_file> is not a special file

ファイルが I/O デバイスと対応していません。

例
スペシャルファイルがコマンド mksf -d tape2 -H 8.6.1 -b 1600 -a rmt/c2t6d0m で作成されるとします。その場

合、コマンド lssf rmt/c2t6d0m は、次のようにプリントします。
tape2 instance 2 bpi 1600 att address 8.6.1 rmt/c2t6d0m
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著者
lssfは、HP が開発しました。

ファイル
/dev/config I/O システム特殊ファイル
/etc/ioconfig I/O システム構成データベース

参照
kcmodule(1M), insf(1M), mksf(1M), rmsf(1M)
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名称
lvchange − LVM 論理ボリューム特性の変更

構文
/usr/sbin/lvchange [-a availability] [-A autobackup] [-c mirror_consistency] [-C contiguous] [-d schedule] [-D dis-

tributed] [-M mirror_write_cache] [-p permission] [-r relocate] [-s strict] [-t IO_timeout] lv_path

特記事項
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含まれていません。

lvchange 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
lvchange コマンドは、論理ボリュームの特定の特性を変更します。 lvextend と lvreduce コマンドを使って、

その他の特性を変更することもできます (lvextend(1M) および lvreduce(1M) を参照)。

変更のタイプと範囲はコマンド行オプションで指定します。論理ボリュームに関する現在の各特性は、対応す

るコマンドオプションで明示的に変更するまで有効です。 -s 以外のすべてのオプションは、指定後にただちに

有効になります。 -s が有効になるのは、 lvextend コマンドで新しいエクステントを割り当てたときだけで

す。

論理ボリュームがストライプ付きの場合は、スケジューリング方針は常にパラレルとなり、割り当て方針は厳

格かつ不連続割り当てとなります。これらの属性は、 lvchange を使って変更することができません。

lvchange コマンドは、論理ボリュームのタイムアウト値の変更に使用することもできます。これは、IO 要求を

あきらめて保留中の IO が失敗であると宣言するまでに、どれだけの時間その IO 要求を再試行するか (デバイ

スのタイムアウトなどの一時的なエラーの場合) を制御するのに便利です。デフォルトの動作では、システム

は一時的なエラーに対して IO 要求をその IO 要求が完了するまで再試行し続けます。つまり、この IO は、完

了するまで、呼び出し元に戻りません。このコマンドは、ゼロ以外の IO timeout 値を設定することによって、

システムがその IO を再試行する最大時間を設定します。 IO timeout によって指定した時間までにその IO が完

了できない場合には、その IO は呼び出し元にエラーで戻されます。基本の物理ボリュームに論理ボリューム

のタイムアウト値を超えるかまたは論理ボリュームのタイムアウト値の整数倍でないタイムアウト値がある場

合には、IO 要求の実際の期間が論理ボリュームの最大 IO タイムアウト値を超える可能性があります (物理ボ

リューム上の IO タイムアウト値を変更する方法についての詳細は、 pvchange(1M) を参照してください)。

オプションと引き数
-c、 -d、 -M および -s オプションが意味を持つのは、オプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアがシステ

ムにインストールされている場合だけです。

lvchange には、次のオプションとパラメータがあります。

lv_path 論理ボリュームのブロック型デバイスパス名。

-a availability 論理ボリュームの使用可否を設定します。 availability の値は、次のうちの

どれかです。
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y 論理ボリュームを使用可能にします。論理ボリュームは、オープ

ンできます。

n 論理ボリュームを一時的に使用不能にします。論理ボリューム

は、オープンできません。しかし、論理ボリュームをオープンし

ている現在のプロセスはすべてオープンしたままです。

-A autobackup このコマンドのために自動バックアップを設定します。 autobackup の値

は、次のうちのどれかです。

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。

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。

-c mirror_consistency ミラー一貫性の回復を設定します。このオプションが有効なのは、 -M n

が指定されているか、前もって設定されている場合だけです。 mirror_con-

sistency の値は、次のうちのどれかです。

y ミラー一貫性回復をオンに設定します。 LVM は、すべての論理エ

クステントを走査し、古くないコピーから他のミラーコピーへ

データをコピーすることで、ボリュームグループの活性化中にミ

ラー一貫性の回復を実行します。

n ミラー一貫性の回復をオフに設定します。 LVM は、ボリュームグ

ループの活性化時にミラー一貫性の回復を実行しません。

-C contiguous 連続割り当て方針を設定します。 contiguous の値は、次のうちのどれかで

す。

y 連続割り当て方針を設定します。物理エクステントは、隣接する

エクステント間のギャップなしに昇順で割り当てられ、全エクス

テントが単一の物理ボリューム内に置かれます。

n 連続割り当て方針を設定しません。

不連続割り当て方針を持った空でない論理ボリュームは、連続割り当て方

針の全要件に適合しないかぎり、連続割り当て方針に変更することができ

ません。連続割り当て方針の詳細については、 lvcreate(1M) を参照してく

ださい。

-d schedule 複数のミラーのある論理エクステントが書き込まれるときのスケジューリ

ング方針を設定します (ストライプ付き論理ボリュームのスケジューリン
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グ方針はストライプ付きで、変更することはできません)。 schedule の値

は、次のうちのどれかです。

p パラレルスケジューリング方針を設定します。

s シーケンシャルスケジューリング方針を設定します。ほとんどの

場合パフォーマンスが低下しますから、この値は、注意深く使用

してください。

-D distributed 分散割り当て方針を変更します。 distributed の値は、次のうちのどれかで

す。

y 分散割り当てをオンにします。

n 分散割り当てをオフにします。

f 分散割り当てを強制的にオンにします。

分散割り当て方針がオンの場合、1番目に利用可能な物理ボリュームから

は、空きエクステントが1つだけ割り当てられます。次の空きエクステン

トは、次に利用可能な物理ボリュームから割り当てられます。空きエクス

テントの割り当ては、利用可能な物理ボリュームのリストをラウンドロビ

ン順で進みます。

分散割り当て方針がオフの場合、利用可能な各物理ボリュームのすべての

空きエクステントを割り当ててから、次に利用可能な物理ボリュームへ進

みます。

分散割り当て方針は、分散エクステントのミラーが重ならないようにする

ため(可用性を最大限に高めるために)、PVG厳格割り当て方針 (-s g) を必

要とします。

分散割り当て方針は、ストライプ付きスケジューリング方針 (-i stripes) お

よび連続割り当て方針 (-C y) とは互換性がありません。

分散割り当て方針の詳細については、 lvcreate(1M) を参照してください。

同一の物理ボリューム上で連続する2つの論理エクステントが、既存の論

理ボリュームに存在する場合、 -D y オプションは失敗します。この失敗

を無効にするには、 -D f オプションを使用します。

分散割り当て方針の論理ボリュームに、同一の物理ボリューム上で連続す

る論理エクステントが少なくとも2つある場合、 lvdisplay(1M) はこの割り

当てを、 partially-distributed (distributed ではない)と表示します。

表示される値については、 lvdisplay(1M) を参照してください。
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-M mirror_write_cache ミラー書き込みフラグを設定します。このオプションは、論理ボリューム

がオープンされていない場合のみ使用することができます。 mir-

ror_write_cache の値は、次のうちのどれかです。

y ミラー書き込みキャッシュをオンに設定します。ミラーへの書き

込みはすべてミラー書き込みキャッシュに記録され、キャッシュ

ミスが起こるとディスク上のミラー一貫性レコードに書き込まれ

ます。これによって、システムクラッシュの後でも、LVM は全ミ

ラーコピーが同一かどうかを判断することができます。ボリュー

ムグループが活性化されると、ミラー一貫性回復を実行するため

にミラー一貫性レコードが使われます。

n ミラー書き込みキャッシュをオフに設定します。ミラー書き込み

の際、ディスク上のミラー一貫性レコードへの書き込みは行われ

ません。

-p permission アクセスパーミッションを設定します。 permission の値は、次のうちのど

れかです。

w アクセスパーミッションを読み取り / 書き込みに設定します。

r アクセスパーミッションを読み取り専用に設定します。

-r relocate バッドブロック再配置方針を設定します。 relocate の値は、次のうちのど

れかです。

y バッドブロック再配置ができるようにします。メディア障害の時 (

ディスク上のデータのバッドブロック検出 )、LVM はバッドブ

ロックディレクトリ中の障害ブロックにマークをつけ、ブロック

をディスク上の新しい場所に再配置しようとします。再配置がう

まくいけばエラーは返されず、バッドブロックを対象とする以降

の I/O 要求はその新しい場所に向けられます。再配置に失敗する

と、I/O エラーが返され、バッドブロックを含んだ以降の I/O 要求

で再度、再配置をしようとします。

n バッドブロック再配置ができないようにします。メディア障害の

時は、LVM は障害ブロックをバッドブロックディレクトリに不良

とマークをつけますが、ディスク上の新しい場所にバッドブロッ

クを再配置しようとはしません。バッドブロックを含んだ以降の
I/O 要求は、I/O エラーで戻されます。

N バッドブロック再配置およびバッドブロックディレクトリを使用

不可にします。メディア障害の時、LVM はバッドブロックを再配

置しようとはしません。さらに、バッドブロックディレクトリに
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そのブロックを入れたりもしません。 LVM は不良ブロックの記録

を持たず、以降の I/O 要求の際、そのレコードにアクセスしよう

とすることがありえます。

-s strict 厳格割り当て方針を指定します。論理エクステントのミラーコピーは、同

じ物理ボリュームまたは物理ボリュームグループを共有するように割り当

てることも、または共有しないように割り当てることもできます。このオ

プションを指定する意味があるのは、指定された論理ボリュームを所有す

るボリュームグループの物理ボリュームが、複数の物理ディスクに存在す

る場合だけです。 strict の値は、次のうちのどれかです。

y 厳格割り当て方針を設定します。論理エクステントのミラーは、

同じ物理ボリュームを共有できません。

g PVG 厳格割り当て方針を設定します。論理エクステントのミラー

は、同じ物理ボリュームグループを共有できません。

n 厳格割り当て方針または PVG 厳格割り当て方針を設定しません。

論理エクステントのミラーは、同じ物理ボリュームを共有できま

す。

論理ボリュームがミラー化されているときは、次の変更はできません。

• 非厳格から厳格へ
• 非厳格から PVG 厳格へ
• 厳格から PVG 厳格へ

−t IO_timeout 論理ボリュームの IO_timeout を指定した秒数に設定します。この値は、IO

要求が完了できないという結論を出すまでに、その IO 要求が完了するの

を待つ時間を決定するために使用されます。 IO_timeout 値がゼロ (0) の場

合には、システムはデフォルト値の "forever" を使用します。注記 : 基本の

物理ボリュームにこの IO_timeout 値を超えるかまたはこの値の整数倍でな

いタイムアウト値がある場合には、要求の実際の期間が指定した IO_time-

out 値を超え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やヌルの場合は、デフォルトとして "C" (lang(5) を参照) が使用されます。

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)。

Section 1M-548 Hewlett-Packard Company − 5 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



lvchange(1M) lvchange(1M)

例
論理ボリュームのパーミッションを読み取り専用に変更します。

lvchange -p r /dev/vg01/lvol3

論理ボリュームの割り当て方針を非厳格に変更します。

lvchange -s n /dev/vg01/lvol7

論理ボリューム上のミラー書き込みキャッシュをオフにします。

lvchange -M n /dev/vg01/lvol1

論理ボリュームの IO タイムアウト値を 1 分 (60 秒) に変更します。

lvchange -t 60 /dev/vg01/lvol1

警告
ルート、スワップ、ダンプ論理ボリュームの場合、必ず連続して配置されます。この属性は lvchange では変更

できません。

制約
-r オプションは、HP-IB デバイスでは使用できません。

参照
lvcreate(1M), lvdisplay(1M), lvextend(1M)
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名称
lvcreate − LVMボリュームグループ内での論理ボリュームの作成

構文
/usr/sbin/lvcreate [-A autobackup] [-c mirror_consistency] [-C contiguous] [-d schedule] [-D distributed] [-i stripes -I

stripe_size] [-l le_number -L lv_size] [-m mirror_copies] [-M mirror_write_cache] [-n lv_name] [-p permission]

[-r relocate] [-s strict] vg_name

特記事項
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含まれていません。

lvcreate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。

連帯オプションを用いて作成した論理ボリュームは、共有モードではサポートしていません。

説明
lvcreate コマンドは、 vg_name で指定したボリュームグループ内に新しい論理ボリュームを作成します。各ボ

リュームグループ内には、最大255個の論理ボリュームを作成することができます。

-n lv_name オプションを指定すると、その名称で新しい論理ボリュームが作成されます。これを指定しない

と、 lvolN という形式の、システムが生成する名称で作成されます。ここで、 N は、新しい論理ボリュームで

最小のマイナー番号 2 つを小数で表わしたもので、範囲は 1 から 255 です。 (lvm(7) を参照) 2つのデバイス

ファイルが vg_name 内に作成されます。 lv_name または lvolN という名前のブロックデバイスファイルと、
rlv_name または rlvolN というrawキャラクタデバイスファイルです。

-l と -L オプションを省略すると、論理ボリュームは長さ0で作成されます。これによって、 lvextend コマンド

で論理エクステントを割り当てる際に物理ボリュームの位置を選ぶことができます (lvextend(1M) を参照)。 -l

または -L を指定すると、自動的に位置が決まります。

デフォルトでは、最も一般的に使われるキャラクタが与えられます。オプションを使って、論理ボリュームを

システム要件に合わせてください。論理ボリュームを作成すると、 lvchange コマンド、 lvextend コマンドお

よび lvreduce コマンドを使って、特性の一部を変更することができます (lvchange(1M)、 lvextend(1M)、および
lvreduce(1M) を参照)。

オプションと引き数
-c、 -d、 -m、 -M、および -s が意味を持つのは、オプションのHP MirrorDisk/UXソフトウェアがシステム上に

インストールされている場合だけです。

lvcreate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

-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。 auto-

backup の値は、次のうちのどれかです。

Section 1M-550 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



lvcreate(1M) lvcreate(1M)

y 論理ボリュームに加えたコンフィギュレーション変更を自動的に

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。

-c mirror_consistency ミラー一貫性回復を設定します。このオプションは、 -M n が指定されて

いる場合のみ有効です。これは、 -M y に対して無視されます。 mir-

ror_consistency の値は、次のうちのどれかです。

y ミラー一貫性回復をオンに設定します。これはデフォルトです。

LVMは、すべての論理範囲を走査し、non-staleコピーから他のミ

ラーコピーへデータをコピーすることで、ボリュームグループの

活性化中にミラー一貫性回復を実現します。

n ミラー一貫性回復をオフに設定します。 LVMは、ボリュームグ

ループの活性化時にミラー一貫性回復を実行しません。

-C contiguous 連続割り当て方針を定義します。連続論理ボリュームには、次の 3つの特

性があります。

• 物理エクステントは、昇順に割り当てられます。
• ミラーコピー内の物理エクステントの間にギャップがあってはな

りません。
• ミラーコピーの物理エクステントは、すべて 1つの物理ボリュー

ム上に存在します。

厳格 (-s) オプションと連続 (-C) オプションを併用すれば論理ボリュームに

ついてさまざまな結合割り当て方針を設定できます。例えば、 -s y -C y

は、各ミラーコピーは連続するが、論理エクステントのミラーコピーは同

じ物理ボリュームを共有しないような論理ボリュームを決定します。

contiguous の値は、次のうちのどれかです。

y 連続割り当て方針を設定します。

n 連続割り当て方針を設定しません。これはデフォルトです。

-d schedule 複数のミラーのある論理エクステントが書き込まれるときのスケジューリ

ング方針を設定します (ストライプ付き論理ボリュームのスケジューリン

グ方針はストライプ付きで、変更することはできません)。 schedule の値

は、次のうちのどれかです。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-551



lvcreate(1M) lvcreate(1M)

p パラレルスケジューリング方針を設定します。これはデフォルト

です。

s シーケンシャルスケジューリング方針を設定します。ほとんどの

場合パフォーマンスが低下しますから、この値は注意深く使用し

てください。

-D distributed 分散割り当て方針を設定します。 distributed の値は、次のうちのどれかで

す。

y 分散割り当てをオンにします。

n 分散割り当てをオフにします。これがデフォルトです。

分散割り当て方針がオンの場合、1番目に利用可能な物理ボリュームから

は、空きエクステントが1つだけ割り当てられます。次の空きエクステン

トは、次に利用可能な物理ボリュームから割り当てられます。空きエクス

テントの割り当ては、利用可能な物理ボリュームのリストをラウンドロビ

ン順で進みます。

分散割り当て方針がオフの場合、利用可能な各物理ボリュームのすべての

空きエクステントを割り当ててから、次に利用可能な物理ボリュームへ進

みます。これがデフォルトです。

分散割り当て方針は、分散エクステントのミラーが重ならないようにする

ため(可用性を最大限に高めるために)、PVG厳格割り当て方針 (-s g) を必

要とします。

lvcreate(1M) は、使用可能な物理ボリュームのリストを /etc/lvmpvg から取

得します。物理ボリュームグループおよび /etc/lvmpvg の詳細について

は、 vgextend(1M) を参照してください。

分散エクステントのある論理ボリュームがミラー化された場合、結果とし

て得られたレイアウトは一般的に、エクステントベースミラー化ストライ

プと呼ばれます。

エクステントベース ミラー化ストライプは、希望の物理ボリュームに
lvextend(1M) を使用して一度に1つだけエクステントを追加すれば、分散割

り当て方針でなくても作成できます。

分散割り当て方針は、ストライプ付きスケジューリング方針 (-i stripes) お

よび連続割り当て方針 (-C y) とは互換性がありません。

lvchange(1M) コマンドを使用すると、既存の論理ボリュームに分散割り当

て方針を指定できます。

Section 1M-552 Hewlett-Packard Company − 3 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



lvcreate(1M) lvcreate(1M)

表示される値については、 lvdisplay(1M) を参照してください。

また、「例」を参照してください。

-i stripes ストライプ中のディスク数を設定します。 stripes は、 2 からカレントボ

リュームグループ内のディスク数までの範囲でなければなりません。 -i と
-I は、同時に指定しなければなりません。

-I stripe_size ストライプのサイズをキロバイト単位で設定します。 stripe_size は、 4 ～
32768 の、 2 のべき乗とする必要があります。 -i と -I は、同時に指定し

なければなりません。

-l le_number 論理ボリュームにスペースを割り当てます。論理エクステントで指定され

ます。 le_number は、 1 から 65535 までの範囲 (インプリメンテーション

範囲) の小数値です。デフォルトは、上で説明されています。

-l と -L のどちらかを指定できますが、両方を指定することはできませ

ん。

-L lv_size 論理ボリュームにスペースを割り当て、メガバイトで指定されます。
lv_size は、 1 から 16777216 の範囲 (インプリメンテーション範囲) の 10

進値です。 lv_size は、論理エクステントサイズの整数倍のうち一番近いも

のに切り上げられます。これは、ボリュームグループに対して vgcreate コ

マンドで定義された物理エクステントと同じです (vgcreate(1M) を参照)。

デフォルトは、上で説明されています。

-l と -L のどちらかを指定できますが、両方を指定することはできませ

ん。

-m mirror_copies 各論理エクステントに割り当てられるミラーコピーの数を設定します。ミ

ラーコピーの持つデータは、オリジナルと同一です。 mirror_copies は、 1

または 2 の値を持つことができます。デフォルト値は 0 (ミラーコピーな

し) です。

-M mirror_write_cache ミラー書き込みキャッシュフラグを設定します。 mirror_write_cache の値

は、次のうちのどれかです。

y ミラー書き込みキャッシュをオンに設定します。

これはデフォルトです。ミラーコピーへの書き込みは、すべてミ

ラー書き込みキャッシュに記録されます。ディスク上のボリュー

ムグループ確保領域内にあるミラー一貫性レコードは、キャッ

シュに記録されていない論理トラックグループへの書き込みがあ

るたびに更新されます。これによって、 LVM は、システムクラッ

シュが起こった場合でも、すべてのミラーコピーが同一であるか

を判定することができます。ボリュームグループがアクティブ状
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態にされたとき、ミラー一貫性レコードを使ってミラー一貫性回

復が行われます。

n ミラー書き込みキャッシュをオフに設定します。ミラー書き込み

があってもミラー一貫性レコードへの追加書き込みは行われませ

ん。

-n lv_name 新しい論理ボリュームの名前を lv_name に設定します。ここで lv_name

は、単純なファイル名であって、パス名ではありません。デフォルトは、

上で説明されています。

-p permission アクセスパーミッションを設定します。 permission の値は、次のうちのど

れかです。

w アクセスパーミッションを読み取り書き込みに設定します。これ

はデフォルトです。

r アクセスパーミッションを読み取り専用に設定します。

-r relocate バッドブロックの再配置方針を設定します。 relocate の値は、次のうちの

どれかです。

y バッドブロックの再配置ができるようにします。メディア障害 (

ディスク上のデータのバッドブロックを検出 ) の時は、 LVM は

バッドブロックディレクトリ中に障害ブロックとマークをつけ、

ディスク上の新しい場所にブロックを再配置しようとします。再

配置がうまくいけば、エラーは返されず、バッドブロックを対象

とする以降の I/O 要求は、その新しい場所に向けられます。再配

置に失敗した時は、I/O エラーが返され、バッドブロックを含んだ

以降の I/O 要求で再度、再配置が試みられます。これはデフォル

トです。

n バッドブロックの再配置ができないようにします。メディア障害

の時、 LVM はバッドブロック ディレクトリに障害ブロックを不

良とマークをつけますが、ディスクの新しい場所にバッドブロッ

クを再配置しようとはしません。バッドブロックを対象とする以

降の I/O 要求は、I/O エラーで返されます。バッドブロックのアク

セスはしません。

-s strict 厳格割り当て方針を設定します。論理エクステントのミラーコピーは、同

一の物理ボリュームおよび物理ボリュームグループを共有するように、ま

たは共有しないように割り当てることができます。 strict の値は、次のう

ちのどれかです。
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y 厳格割り当て方針を設定します。論理エクステントのミラーは、

同一の物理ボリュームを共有することができません。これはデ

フォルトです。

g PVG厳格割り当て方針を設定します。論理エクステントのミラー

は、同一の物理ボリュームグループを共有することができませ

ん。定義済み物理ボリュームグループを持たないボリュームグ

ループ内にある物理ボリューム上には、PVG厳格割り当て方針を

設定することができません。

n 厳格割り当て方針と PVG厳格割り当て方針のいずれも設定しませ

ん。論理エクステントのミラーは、同一の物理ボリュームを共有

することができます。

ストライプ付き論理ボリュームは、 strict または PVG-strict の割り当て方針を使用して割り当てられているだ

けです。ストライプ付き論理ボリュームのエクステント数は、常に、論理ボリュームがストライプされている

ディスク数の倍数です。 n 個のディスクにストライプされている論理ボリュームが、 n 個のエクステントの

セットに割り当てられ、所定のセットの各エクステントは、ボリュームグループ内の異なる物理ボリュームに

割り当てられます。

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" 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、多言語対応変数は、デフォルトですべて "C" となります (env-

iron(5)を参照)。

例
論理ボリュームをボリュームグループ /dev/vg02 内に作成します。

lvcreate /dev/vg02

非厳格割り当て方針で、ボリュームグループ /dev/vg03 内に論理ボリュームを作成します。

lvcreate -s n /dev/vg03

ボリュームグループ /dev/vg03 内に 100MB のサイズの論理ボリュームを作成します。

lvcreate -L 100 /dev/vg03

サイズ90MB、3ディスクでストライプサイズが64KBのストライプ付き論理ボリュームを作成します。

lvcreate -L 90 -i 3 -I 64 /dev/vg03
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分散割り当て方針
この例では、エクステントベースミラー化ストライプを作成するために -D y オプションを使用する方法を示

します。

/dev/vgtestボリュームブループに、 2つの物理ボリュームグループ pvg1、 pvg2 があるとします。

各物理ボリュームグループには、物理ボリュームが2つあるとします。

各pvgの1番目の物理ボリュームには空きエクステントが3つ、各pvgの2番目の物理ボリュームには空きエクス

テントが2つあるとします。

次のコマンドで、vgtest中に論理ボリュームをエクステントベースミラー化ストライプで作成できます。

lvcreate -D y -s g -m 1 -l 5 /dev/vgtest

分散割り当ては、次のように進みます。
• pvg1中の1番目のpvolから、空きエクステントが割り当てられます。
• pvg1中の2番目のpvolから、空きエクステントが割り当てられます。
• pvg1中の1番目のpvolから、空きエクステントが割り当てられます。
• pvg1中の2番目のpvolから、空きエクステントが割り当てられます。
• pvg1中の1番目のpvolから、空きエクステントが割り当てられます。
• 同様の方法で、5エクステントのミラーが、pvg2の空きエクステントから割り当てられます。

警告
ルート、スワップ、ダンプ論理ボリューム (lvlnboot(1M) 参照) は、連続割り当て方針で作成しなければなりま

せん。

参照
lvchange(1M), lvdisplay(1M), lvextend(1M), lvreduce(1M), pvchange(1M)
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名称
lvdisplay − LVM論理ボリュームについての情報の表示

構文
/usr/sbin/lvdisplay [-k] [-v] lv_path ...

特記事項
ミラーディスク情報には、オプションのHP MirrorDisk/UXソフトウェアのインストールが必要です。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含まれていません。

説明
lvdisplayコマンドは、 lv_path パラメータで指定した各論理ボリュームの特性と状態を表示します。

オプションと引き数
lvdisplayは、次のオプションと引き数を認識します。

lv_path 論理ボリュームのブロックデバイスパス名。例えば、 /dev/vg00/lvol1

-v 各論理ボリュームに対して、物理ボリューム配分のほか、物理ボリュームの物理エクステ

ント上への論理エクステントのマッピングを表示します。

-k このオプションは、 -v オプションと同じ情報を表示しますが、 PV Name が表示されてい

る列では pvkey (VG における物理ボリューム番号) が代わりに表示されます。

-v を設定してこのオプションを使用します。

−vオプションなしの表示
-v オプションを省略すると、 lvdisplay は、各論理ボリュームに対して次の情報を表示します。

---論理ボリューム ---

LV Name 論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

LV Permission アクセスパーミッション: 読み取り専用または読み取り書き込み

LV Status 論理ボリュームの状態

av ailable/stale 使用可能ですが、現在の物理エクステントでない物

理エクステントが論理ボリュームに含まれていま

す。

av ailable/syncd 使用可能で同期がとれています。

av ailable 使用可能ですが、論理ボリュームのミラー書き込み

キャッシュとミラー一貫性回復の両方がオフになっ

ているため、stale 状態であるか、同期状態であるか

を確実に判定することはできません。
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unavailable 使用不能です。

Mirror Copies: 各論理エクステントについて割り当てられたオリジナルを超える物理エクステ

ントの数、すなわちミラーの数で、0、1、2のどれかです。

Consistency Recovery ボリュームグループをアクティブ状態にする間にLVMがミラー一貫性回復を実

行する方法を定める、ミラー一貫性回復モード

MWC ミラー書き込みキャッシュとミラー一貫性レコードを使用して、ミ

ラー一貫性回復を行います。ミラー書き込みキャッシュがオンであ

ることを意味します。

NOMWC すべての論理エクステントを走査しnon-staleコピーから他のミラーコ

ピーにデータをコピーして、ミラー一貫性回復を行います。ミラー

書き込みキャッシュがオフであることを意味します。

NONE この論理ボリュームではボリュームグループをアクティブ状態にす

る間、ミラー一貫性回復は行われません。ミラー書き込みキャッ

シュがオフであることを意味します。

Schedule ストライプ付き、シーケンシャル、またはパラレルスケジューリング方針のど

れか。ストライプ付き方針は、デフォルトでミラー I/Oに対するパラレルスケ

ジューリングです。

LV Size (Mbytes) メガバイト (MB) 単位の論理ボリュームサイズ

Current LE 現在の論理ボリューム内にある論理エクステントの数

Allocated PE 論理ボリュームに割り当てられた物理エクステントの数

Stripes ストライプの数。このフィールドが0の場合、論理ボリュームはストライプ付き

ではありません。

Stripe Size (Kbytes) キロバイト (KB) 単位の各ストライプサイズ

Bad block バッドブロックの再配置方針

Allocation 現在の割り当て状態。次のいずれかとして表示されます。

non-strict non-strict/contiguous

strict strict/contiguous

PVG-strict PVG-strict/contiguous

PVG-strict/distributed

PVG-strict/partially-distributed

contiguous 物理エクステントが昇順に割り当てられ、隣接したエクステン

ト間にはギャップがありません。各ミラーの物理エクステント

は、単一の物理ボリュームに含まれます。
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distributed 分散割り当てがオンで、隣接する2つの論理エクステントは、

必ず異なる物理ボリュームに存在します。詳細については、
lvcreate(1M) を参照してください。

partially-distributed

分散割り当てがオンですが、隣接する2つの論理エクステント

は、異なる物理ボリュームに存在するとは限りません。詳細に

ついては、 lvchange(1M) を参照してください。

non-strict 同じ論理エクステントに属する物理エクステントは、同じ物理

ボリュームまたは物理ボリュームグループ上に割り当てられま

す。

PVG-strict 論理エクステントに対するミラーコピーは、同じ物理ボリュー

ムグループ上に割り当てられません。

strict 論理エクステントに対するミラーコピーは、同じ物理ボリュー

ム上に割り当てられません。

IO Timeout (Seconds) この論理ボリュームに対するすべてのIOのLVMによって使用されるIOタイムア

ウト。デフォルトの値は、システムが、「永久的」な値を使用することを示し

ます。(注記: 要求の実際の期間は、基底の物理ボリュームが、タイムアウト (こ

の値を上回るか、整数倍でないとき) を持つ場合、このタイムアウトを超える可

能性があります。)

−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、 lvdisplay は、ボリュームグループの物理ボリュームを越えた各論理ボリューム

の配分、および物理ボリュームの物理エクステント上への論理ボリュームの各論理エクステントのマッピング

もリストします。

---論理ボリュームの配分 ---

ボリュームグループの物理ボリュームを越えた論理ボリューム lv_path の配分。次のカラム内に表示さ

れます。

PV Name 論理エクステントが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。

PVNUM (-k オプションが指定されている場合) 内の物理ボリューム番号。

LE on PV 物理ボリューム上に割り当てられる論理エクステントの数。

PE on PV 物理ボリューム上に割り当てられる物理エクステントの数。

---論理エクステント ---
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物理エクステント上への論理エクステントのマッピング。次のカラム内に表示されます。

LE 論理エクステント番号。

PV1 論理エクステントの最初の物理エクステントの位置に対応する物理ボリューム

のブロックデバイスパス名。

PE1 論理エクステントに割り当てられた最初の物理エクステント番号。

Status 1 最初の物理エクステントの状態。 stale または current です。

1個または2個のミラーコピーに対して、次のカラムが表示されます。

PV2 論理エクステントの 2番目の物理エクステント (最初のコピー) の位置に対応す

る物理ボリュームのブロックデバイスパス名。

PE2 論理エクステントに割り当てられた 2番目の物理エクステント番号

Status 2 2番目の物理エクステントの状態。 stale または current です。

2個のミラーコピーに対して、次のカラムが表示されます。

PV3 論理エクステントの 3番目の物理エクステント (2番目のコピー) の位置に対応す

る物理ボリュームのブロックデバイスパス名。

PE3 論理エクステントに割り当てられた 3番目の物理エクステント番号。

Status 3 3番目の物理エクステントの状態。 stale または current 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、デフォルトですべて "C" となります (env-

iron(5)を参照)。

例
論理ボリュームについての情報を表示します。

lvdisplay /dev/vg01/lvol3

論理ボリュームについて利用できる情報をすべて表示します。特性、状態、および配分マップが含まれます。

lvdisplay -v /dev/vg01/lvol3

論理ボリュームについて利用できる情報をすべて表示しますが、状態および分配マップでは PV Name の代わ

りに pvkey が表示されます。

lvdisplay -v -k /dev/vg01/lvol3
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参照
lvchange(1M), lvcreate(1M), lvextend(1M), lvreduce(1M), pvdisplay(1M), vgdisplay(1M)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvextend [-A autobackup] {-l le_number -L lv_size -m mirror_copies} lv_path [ pv_path ... pvg_name ...]

特記事項
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含まれていません。

lvextend 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
lvextend コマンドは論理ボリュームの割り当てエクステント、またはミラーコピー数を増加させることができ

ます。

論理ボリュームのその他の特性は、 lvchange と lvreduce コマンドを使って変更することができます
(lvchange(1M) および lvreduce(1M) を参照)。

割り当てを特定の物理ボリュームに制限するには、 pv_path 引き数に物理ボリューム名を指定するか、
pvg_name 引き数に物理ボリュームグループ名を指定します。これを指定しないと、ボリュームグループ内のす

べての物理ボリュームが、新しい物理エクステントの割り当てに使用できるようになります。 LVMは、必ず現

在の割り当て方針を満たすように物理エクステントを割り当てます。特定の割り当て方針で使用するのに適さ

ない物理ボリュームがある場合、その物理ボリュームは物理エクステントの割り当ての際に使用されません。
pv_path 引き数で指定した場合でも、 pvg_name 引き数で間接的に指定した場合でも使用されません。

LVM のストライプ付き論理ボリュームは常に、厳格割り当て方針を使用して割り当てられます。したがって、

ストライプ付きボリュームは、エクステント数 (論理ボリュームがストライプされるディスクの倍数) によって

拡張されるだけです。たとえば、３つのディスクにストライプされる論理ボリュームでは、論理ボリュームが

３つのエクステント (ボリュームグループ内の異なるディスク上に割り当てられる３つのエクステント) の増分

値で拡張されます。

pvg_name パラメータを指定できるのは、論理ボリュームの割り当て方針の１つが PVG 厳格の場合だけです。

オプションと引き数
-m オプションが意味を持つのは、オプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアがシステム上にインストール

されている場合だけです。

lvextend は、次のオプションと引き数を認識します。

lv_path 論理ボリュームのブロック型デバイスパス名。

pv_path 物理ボリュームのブロック型デバイスパス名。

pvg_name 物理ボリュームグループの名前 (lvmpvg(4) を参照)。
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-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

の値は、次のうちのどれかです。

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。

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。

-l le_number 論理ボリュームに割り当てるスペースを増加します。論理エクステントの

単位で指定します。 le_number は、現在の論理エクステント数より大きな
10 数値で、範囲は 1 から 65535 (インプリメンテーション上の限界 ) で

す。

-l、 -L および -m オプションのどれか１つを指定しなければなりません。

-L lv_size 論理ボリュームに割り当てるスペースを増加します。メガバイト単位で指

定します。 lv_size は、 1 から 16777216 の範囲 (インプリメンテーション

範囲 ) における、現在の論理ボリュームサイズを超える 10 進値です。
lv_size は、論理エクステントサイズの倍数に切り上げられます。論理エク

ステントサイズは、ボリュームグループに対して vgcreate コマンドで定義

された物理エクステントサイズと同じです (vgcreate(1M) を参照)。

-l、 -L および -m オプションのどれか１つを指定しなければなりません。

-m mirror_copies 各論理エクステントに割り当てられるミラーコピーの数を設定します。ミ

ラーコピーには、オリジナルと同一のデータが含まれます。 mirror_copies

は、 1 または 2 のいずれかの値を取ることができます。これは、現在の値

より大きくなければなりません。

新しいコピー内のデータは同期がとられます。ハードウェア特性とデータ

の量によっては、同期処理に長い時間がかかることがあります。

-l、 -L および -m オプションのどれか１つを指定しなければなりません。

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、デフォルトですべて "C" となります (env-

iron(5)を参照)。
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例
論理ボリュームの論理エクステント数を 100 に増加します。

lvextend -l 100 /dev/vg01/lvol3

論理ボリュームのサイズを 400MB に増加します。

lvextend -L 400 /dev/vg01/lvol4

論理ボリュームの各論理エクステントについて２つのミラー (すなわちオリジナルのコピー２つ) を割り当てま

す。

lvextend -m 2 /dev/vg01/lvol5

特定の物理ボリューム上に論理ボリュームをミラーします。

lvextend -m 1 /dev/vg00/lvol3 /dev/dsk/c0t3d0

論理ボリューム上に存在するファイルシステムのサイズを増加します。

まず論理ボリュームのサイズを増加します。

lvextend -L 400 /dev/vg06/lvol3

ファイルシステムをアンマウントします。

umount /dev/vg06/rlvol3

ファイルシステムを拡張して、論理ボリューム全体 (大きな) を占有するようにします。

extendfs /dev/vg06/rlvol3

ファイルシステムを再マウントします。

mount /dev/vg06/lvol3 /mnt

警告
-m オプションは、HP-IB デバイスでは使用できません。

参照
lvchange(1M), lvcreate(1M), lvdisplay(1M), lvreduce(1M), pvchange(1M), pvdisplay(1M)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvlnboot [ [-A autobackup] { -b boot_lv -d dump_lv -r root_lv

-R -s swap_lv } ]  [-v] [vg_name]

/usr/sbin/lvlnboot [-c]

特記事項
lvlnboot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
lvlnboot コマンドは、ボリュームグループのすべての物理ボリュームをアップデートして、システムがそのボ

リュームグループで次にブートしたときに、その論理ボリュームがルートボリューム、一次スワップボリュー

ム、またはダンプボリュームになるようにします。存在しない論理ボリュームを指定すると、このコマンドは

実行できません。別の論理ボリュームが既にルートボリューム、ブート、一次スワップボリュームにリンクさ

れているときも、このコマンドは実行できません。

ルートボリュームグループの構成が次のコマンドのいずれかの影響を受けている場合、このコマンドは回復

モード (-R) で実行しなければなりません。 lvextend、 lvmerge、 lvreduce、 lvsplit、 pvmove、 lvremove、
vgextend、および vgreduce (lvextend(1M)、 lvmerge(1M)、 lvreduce(1M)、 lvsplit(1M)、 pvmove(1M)、
lvremove(1M)、 vgextend(1M)、および vgreduce(1M) を参照)。 HP-UX リリース 10.0 以降では、これが自動的に

行われます。

オプションと引き数
lvlnboot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 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。

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、構成の変更をバックアップしません。

-b boot_lv 次にこのボリュームグループ上でシステムがブートされたときに、 boot_lv が

ブートボリュームになるように定義します。 boot_lv は物理ボリュームの最初の

論理ボリュームでなければなりません。 boot_lv は連続でなければならず、不正
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ブロック再配置を許容しないものでなければいけません。

boot_lv を使用してブートプロセス中にブートファイルシステムを検索します。

ブートファイルシステムにはブートローダー hpux(1M) によって読み込まれる

カーネルがあります。

-d dump_lv これは、次にこのボリュームグループ上でシステムがブートされたときに
dump_lv がダンプボリュームの 1つとなるように定義します。 dump_lv は、連続

論理ボリュームでなければならず、不正ブロック再配置が使用可能になってい

てはいけません。

このコマンドは、ボリュームグループ内のブート可能な各物理ボリュームの

ブートデータ予約領域 ( pvcreate(1M) を参照) を更新します。

全ダンプボリュームの合計サイズは、システムのメモリー全体よりも 2048バイ

ト以上大きくなければなりません。ダンプがディスクの底まで進まないように

するためのセーフガードとして、追加の 2 KB が使われます。

複数のダンプデバイスを構成することができますが、各 dump_lv は、別々の
lvlnboot コマンド行で入力しなければなりません。

-r root_lv 次にこのボリュームグループ上でシステムがブートされたときに、 root_lv が

ルートボリュームになるよう設定します。 root_lv は、連続論理ボリュームでな

ければならず、不正ブロック再配置が使用可能になっていてはいけません。

root_lv が物理ボリュームの最初の論理ボリュームである場合、結合されたルー

ト - ブートボリュームとして構成されます。そうでない場合、 root_lv は独立し

たルートボリュームとして構成されます。この場合、独立したブートボリュー

ムは lvlnboot -b オプションを使用して構成しなければなりません。

独立したルートボリュームまたは独立したブートボリュームのどちらかを最初

に構成することができます。

このコマンドは、ルートファイルシステムを置くために使用するボリュームグ

ループをイネーブルにする、ブート可能な各物理ボリュームのブートデータ予

約領域 ( pvcreate(1M) を参照) を更新します。そうすれば、保守モードブートを

行っている間、 root_lv をルートボリュームとしても使用できます (hpux(1M) を

参照)。

root_lv が含まれる物理ボリューム (1 つまたは複数) を、 pvcreate -B オプション
(pvcreate(1M) を参照) を指定して作成しておかなければなりません。このオプ

ションは、物理ボリュームがブート可能な物理ボリュームとして使用されるよ

う指定するものです。また、その物理ボリューム上で mkboot コマンド
(mkboot(1M) を参照) を実行して、物理ボリュームの先頭に LIF 領域を作成して

おかなければなりません (lif (4) を参照)。
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-R ボリュームグループ内のブート可能な各物理ボリュームのブートデータ予約領

域で指定された論理ボリュームへのリンクで、失われたものを回復します。

-s swap_lv 次にこのボリュームグループ上でシステムがブートされたとき、 swap_lv が一

次スワップボリュームになるよう定義します。 swap_lv は連続した論理ボ

リュームでなければならず、ルート論理ボリュームはこのコマンドで事前に定

義しておく必要があります。

このコマンドは、ボリュームグループの各ブート可能な物理ボリュームのブー

トデータ予約領域 ( pvcreate(1M) を参照) を更新します。事前に設定された既存

のスワップ領域は、 lvrmboot(1M) によって削除されます。

-c 通常のブート時 (保守モードでのブートは、 hpux(1M) を参照)、このコマンドは
/sbin/ioinitrcによって自動的に実行されます (inittab(4) を参照)。

このコマンドはブート時に実行されるので、 /stand/rootconf が、個別のルート/

ブート構成内に存在していない場合を除き、手動で実行する必要はありません (

通常の再ブートを行うと、このファイルは再作成されます)。

このコマンドは、現在ブートされているボリュームグループ内のルートボ

リュームの特定の位置にある /stand/rootconf ファイルを更新します。

/stand/rootconf ファイルは、個別のブートおよびルートボリュームを持つボ

リュームグループのルートボリュームを置くために、保守モードでのブート時

に使用されます。

保守モードでのブート時には、ルートボリュームグループはアクティブ化され

ないので、 lvlnboot -c では /stand/rootconf は更新されません。個別のルート /

ブート構成では、 /stand/rootconf が、ルートボリュームの正しい位置に存在し

ていないと、保守モードでのブートは失敗します。「警告」の項を参照してく

ださい。

個別のブートおよびルートボリュームを持つ新しいボリュームグループが作成

されると、最初のブートは、通常ブート (保守モードではない) でなければなり

ません。そのため、 /stand/rootconf が作成されます。

このオプションは、ブートされたもの以外のボリュームグループの /stand/root-

conf の更新は行いません。

-v 詳細なメッセージをプリントします。引き数が存在しない場合は、ルート、

ブート、スワップ、およびダンプ論理ボリュームに関する情報がプリントされ

ます。結合されたルート - ブートボリュームが構成されている場合、ブートボ

リュームに関する情報は表示されません。
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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、デフォルトですべてが "C" となります
(environ(5)を参照)。

例
次の例では、結合されたルート - ブートボリュームの構成を示します。

ルート、スワップ、およびダンプ論理ボリュームを含んだルートボリュームグループ vglvmroot を作

成します。 /dev/vglvmroot という適切なディレクトリと、対応する group ファイルが既に存在するも

のと仮定します (lvm(7) を参照)。

最初に、たとえば /dev/dsk/c0t0d0 ディスクを初期化し、LVM ブートディスクとして使えるようにしま

す。

pvcreate -B /dev/rdsk/c0t0d0

mkboot コマンドを使って、ディスク上に LIF 情報を置きます。

mkboot /dev/rdsk/c0t0d0

ボリュームグループ vglvmroot を作成します。

vgcreate /dev/vglvmroot /dev/dsk/c0t0d0

ルートボリュームとしての使用に適した論理ボリュームを作成します。この論理ボリュームは、ボ

リュームグループ内の最初のもので、連続ボリュームでなければならず、不良ブロック再配置がオフ

になっている必要があります。

lvcreate -n root -L 120 -C y -r n /dev/vglvmroot

一次スワップとして使われる論理ボリュームを作成します。このボリュームは連続でなければなりま

せん。

lvcreate -n swap -L 64 -C y /dev/vglvmroot

ダンプボリュームとして使用する論理ボリュームを作成します。このボリュームは、連続でなくては

なりません。

lvcreate -n dump -L 64 -C y /dev/vglvmroot

論理ボリューム root がルートボリュームとして使われるよう指定します。

lvlnboot -r /dev/vglvmroot/root
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論理ボリューム swap が一次スワップとして使われるよう指定します。

lvlnboot -s /dev/vglvmroot/swap

論理ボリューム dump がダンプボリュームとして使われるよう指定します。

lvlnboot -d /dev/vglvmroot/dump

直前の操作の結果を表示します。

lvlnboot -v /dev/vglvmroot

次の例では、独立したルートおよびブートボリュームの構成方法を示します。

ルート、ブート、スワップ、およびダンプ論理ボリュームを持つルートボリュームグループ vglvmroot

を作成します。適切なディレクトリ /dev/vglvmroot および、対応する group ファイルが既に存在する

ものと仮定します (lvm(7) を参照)。

まず、ディスクを初期化し (/dev/dsk/c0t0d0 とします)、 LVM ブートディスクとして使えるようにしま

す。

pvcreate -B /dev/rdsk/c0t0d0

mkboot コマンドを使用して、LIF 情報をディスクに配置します。

mkboot /dev/rdsk/c0t0d0

ボリュームグループ vglvmroot を作成します。

vgcreate /dev/vglvmroot /dev/dsk/c0t0d0

ブートボリュームとして使用するのに適した論理ボリュームを作成します。この論理ボリュームは最

初のボリュームグループで、不正ブロック再配置がオフになっている連続ボリュームでなければなり

ません。

lvcreate -n boot -L 24 -C y -r n /dev/vglvmroot

ルートボリュームとして使用するのに適した論理ボリュームを作成します。この論理ボリュームは、

不正ブロック再配置がオフになっている連続ボリュームでなければなりません。

lvcreate -n root -L 64 -C y -r n /dev/vglvmroot

一次スワップとして使用する論理ボリュームを作成します。このボリュームは連続でなければいけま

せん。

lvcreate -n swap -L 64 -C y /dev/vglvmroot

ダンプボリュームとして使用する論理ボリュームを作成します。このボリュームは連続でなければな

りません。

lvcreate -n dump -L 64 -C y /dev/vglvmroot
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論理ボリューム root がルートボリュームとして使用されるように指定します。

lvlnboot -r /dev/vglvmroot/root

論理ボリューム boot がブートボリュームとして使用されるように指定します。

lvlnboot -b /dev/vglvmroot/boot

論理ボリューム swap が一次スワップとして使用されるように指定します。

lvlnboot -s /dev/vglvmroot/swap

論理ボリューム dump がダンプボリュームとして使用されるように指定します。

lvlnboot -d /dev/vglvmroot/dump

これまでの操作結果を表示します。

lvlnboot -v /dev/vglvmroot

次の例では、複数のダンプボリュームの構成方法を示します。

論理ボリューム /dev/vg00/swap1、 /dev/vg00/dump2、および /dev/vg00/dump3 をダンプ論理ボリュームとして

使用し、 /dev/vg00/swap1 を一次スワップとしても使用するよう指定します。ここでは、ボリュームグループ

と論理ボリュームがすでに作成されており、論理ボリュームは連続であると仮定します。

lvlnboot -s /dev/vg00/swap1

lvlnboot -d /dev/vg00/swap1

lvlnboot -d /dev/vg00/dump2

lvlnboot -d /dev/vg00/dump3

警告
ダンプボリュームの警告

HP-UX 11.00 以降のリリースでは、 lvlnboot コマンドは、システムの IODC ファームウェアのアドレス機能に

応じて、任意のサイズのダンプデバイスをサポートします。構成されたダンプ論理ボリュームが、ファーム

ウェアのアドレス指定可能な範囲を超えている場合、 lvlnboot コマンドは、 "Unable to configure dump logical

volume. Dump logical volume size beyond the IODC max address." というエラーメッセージを返します。

個別のルート/ブートの警告
mkboot(1M) が、損傷を受けたルートの物理ボリュームの LIF 領域をリストアするのに使用されるたびに、
lvlnboot の -b boot_lv オプションを実行して、新しい LIF 内のブートボリューム情報を記録しなければなりま

せん (lif (4) を参照)。 lvlnboot -R など、後続の lvlnboot コマンドは、LIF 内の boot_lv 情報に依存します。

-v オプションがブートボリューム boot_lv に存在せず、 -r root_lv が実行されていない場合、 -r root_lv オプ

ションにより、ブートボリュームが位置付けられます。 lvlnboot コマンドは、ルートボリュームの特定の位置

からブートの位置を導出します。
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個別のルート/ブート保守モードの警告
個別のルート/ブートを持つ追加のルートボリュームを作成すると、通常のブートは新しいルートボリューム上

で実行されます。そのため、保守モードでのブート時 (hpux(1M) を参照) に要求される /stand/rootconf が、新し

いルートボリュームに作成されます。

ミラー化された root_lv ボリュームは、各物理ボリューム上の同じオフセットから開始するので、 /stand/root-

conf に保存された位置は、ミラーの保守モードでのブートでは動作しません。

ファイル
/stand/rootconf ルートボリュームの位置を含みます。保守モードでのブート (hpux(1M) を参照 )

は、個別のブートおよびルートボリュームを持つボリュームグループのルートボ

リュームを特定する場合に使用されます。

参照
lvcreate(1M)、 lvrmboot(1M)、 mkboot(1M)、 pvcreate(1M)、 vgcreate(1M)、 inittab(4)、 lif(4)、 lvm(7)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvmerge [-A autobackup] dest_lv_path src_lv_path

特記事項
このコマンドを使用する前に、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 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。

lvmerge 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
lvmerge コマンドは、同じサイズの 2つの論理ボリュームをマージします。 dest_lv_path のミラーコピーの数

は、 src_lv_path 内のコピーの数だけ増加します。

すでに dest_lv_path に入っているデータは、 src_lv_path 内のデータを使って再度同期がとられます。
dest_lv_path 内の新しいデータはすべて消去されます。

ミラー化された論理ボリュームが 2つの論理ボリュームに分割されるたびに、分割された 2つの論理ボリュー

ムのどちらかに行われた書き込みをすべて記録したビットマップが保存されます。後に、 lvmerge を使ってこ

の 2つの論理ボリュームをマージするとき、ビットマップは、論理ボリュームのどちらの領域の同期をとりな

おさなければならないかを判定するのに使用されます。マージが完了するまで、または論理ボリュームが拡大

または縮小されるか、システムが再起動されるまで、このビットマップは、存在し続けます。

使用できるビットマップがない場合は、論理ボリューム全体に対して再度同期がとられます。

このコマンドは、通常、 lvsplit コマンド ( lvsplit(1M) を参照 ) を使って分割されたミラー化済みの論理ボ

リュームをマージするために使用します。しかし、このコマンドの実行対象となる 2つの論理ボリュームは
lvsplit操作を行った論理ボリュームでなくてもかまいません。

オプションと引き数
lvmerge は、次のオプションと引き数を認識します。

dest_lv_path 論理ボリュームのブロックデバイスパス名。

src_lv_path 論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 の値

は、次のうちのどれかです。

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 ( vgcfg-

backup(1M) を参照) が実行されます。
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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。

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/vg00/lvol1b と /dev/vg00/lvol1 をマージします。 /dev/vg00/lvol1b 内のデータは、 /dev/vg00/lvol1 によって

無効になります。

lvmerge /dev/vg00/lvol1b /dev/vg00/lvol1

警告
ビットマップが見つからないと、マージ後、 dest_lv_path の全データが失われます。

lvmerge は、 src_lv_path の割当て方針がマージ後も保持されるかどうかをチェックしません。

参照
lvsplit(1M), lvcreate(1M), lvextend(1M), lvsplit(1M)。
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvmmigrate [-d disk_special_file] [-e file_system ...] [-f] [-i file_system ...] [-n] [-v]

説明
lvmmigrate コマンドは、次のコールドインストールプロセス (install(1M) を参照) で使用するために、現在の

システムの構成情報を、ブートセクションの LIF ボリューム内に記録します。ディスクに LIF ボリュームがな

い場合、 lvmmigrate は、 lifinit(1) を使用してこのボリュームを作成してから、 CUSTOM という名称の LIF

ファイルに情報を記録します。LIF ファイルのコピーは、 /tmp/LVMMIGRATE.CFG という名前で保存されま

す。この情報は、レビュー用にファイル /tmp/LVMMIGRATE にも書き込まれます。インストールプロセス

は、LIF ファイル CUSTOM を探し、このファイルが見つかれば、ルートボリュームグループとルートファイ

ルシステムの構成のデフォルトとしてその情報を使用します。インストールプロセスの完了後は、 CUSTOM

最終構成のコピーが、新しく作成したシステムにファイル /usr/lib/sw/hpux.install/config.local としてコピーされ

ます。

/etc/mnttab ファイルと /etc/fstab ファイル内のすべてのファイルシステムエントリーが読み取られます。 lvm-

migrate は、マウントを外されたファイルシステム、および未使用ディスク領域内のキャラクタ データセク

ションも検索します。ルートボリュームグループに該当するファイルシステムのリストが移行用にマークされ

ます。デフォルトのファイルシステムは、 /、 /home、 /opt、 /tmp、 /usr、 /var、および /home/、 /opt/、
/tmp/、 /usr/、 /var/ で開始するマウントパスがあるファイルシステムです。

lvmmigrate が標準出力に表示する情報は、移行用にマークされたディスクおよびファイルシステム名、ユー

ザーがバックアップすべきディスク領域とファイルシステム、および再インストールに対する指示です。

lvmmigrate の実行の後、ユーザーは、テープに取るべき有用なデータを持ったファイルシステムとrawデバイ

スセクションのバックアップを取らなければなりません。そうしておけば、システムは、 lvmmigrate の記録

した構成情報を使って論理ボリューム上に再インストールできます。

オプション
lvmmigrate は、次のオプションを認識します。

-d disk_special_file 指定されたルートディスクを再インストールに使います。このオプション

を指定しない場合、現在のルートディスク (ルートファイルシステム /

が、現在存在している場所) が指定され、ブートセクションに構成情報が

記録されます。

-e file_system ... 指定された各デフォルトファイルシステムをルートボリュームグループか

ら除外します。 / ファイルシステムは除外できないことに注意してくださ

い。

-f 強制的に構成情報を記録させます。情報は、ブートセクションの LIF ファ

イル CUSTOM に記録されます。このオプションを指定しなかった場合、
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ブートセクションにファイルシステムまたは LVM レコードがあるときに

は、書き込みが行われず警告メッセージが表示されます。

-i file_system ... 指定された各ファイルシステムを、デフォルトファイルシステムとともに

ルートボリュームグループに入れます。

-n プレビューの目的で「書き込みなし」の操作を実行します。移行情報は、

端末スクリーンに表示されますが、ディスクのブートセクションには記録

されません。 CUSTOM LIF ファイルは書かれませんが、ファイル
/tmp/LVMMIGRATE と /tmp/LVMMIGRATE.CFG は作成されます。

-v システム内に存在するすべてのディスク、ファイルシステム、 rawセク

ションを表示します。

例
ルート論理ボリュームへの移行用にシステムを準備します。 /etc/install がデフォルトの構成情報を読み取るた

めに使用できるファイルを、LIF 領域に作成します。冗長モードを指定し、ファイル /tmp/LVMMIGRATE と
/tmp/LVMMIGRATE.CFG を作成します。

lvmmigrate -v

ディスク、ファイルシステム、および現在のシステム内に存在すると考えられる raw データセクションの詳細

なリストを表示します。

lvmmigrate -v -n

ファイルシステム /mnt を移行用ルートボリュームグループに入れ、ファイルシステム /usr/source を除外しま

す。構成情報をディスク /dev/dsk/c1t0d0 のブートセクションに書き込みます。

lvmmigrate -d /dev/dsk/c1t0d0 -i /mnt -e /usr/source

警告
-f オプションを指定すると、ブートセクションの内容がオーバライトされます。 -f オプションを指定する前

に、 -d オプションで指定したディスクのブートセクションの全データをバックアップしなければなりません。

lvmmigrate は、LIF ボリュームがない場合、 lifinit を使ってそれを作成します (lifinit(1) を参照)。ファイル
CUSTOMが既に LIF ボリューム内に存在する場合、 lvmmigrate は、それに再書き込みします。

注意: インストールプロセスは、新しいルート ボリュームグループ内で使用される全ディスク上のデータを

オーバライトするので、再インストールに使用されるディスク上のデータはすべて別のデバイスにバックアッ

プを取らなければなりません。

参照
lifinit(1)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-575



lvreduce(1M) lvreduce(1M)

名称
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

構文
/usr/sbin/lvreduce [-A autobackup] [-f] -l le_number lv_path

/usr/sbin/lvreduce [-A autobackup] [-f] -L lv_size lv_path

/usr/sbin/lvreduce [-A autobackup] -m mirror_copies lv_path [ pv_path ...]

/usr/sbin/lvreduce [-A autobackup] -k -m mirror_copies lv_path

特記事項
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含まれていません。

lvreduce 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
lvreduce コマンドは、 lv_path で指定した論理ボリュームに割り当てられる論理エクステントの数を変更しま

す。論理ボリュームおよびミラーコピー内の余分な物理エクステントは、割り当て解除されます。

その代わりに、論理ボリューム内のミラーコピーの数が減少します。削除されたミラーコピーを構成する物理

エクステントは、割り当て解除されます。 pv_path ... が指定されると、削除する (1つまたは複数の) ミラー

は、それぞれ固有の物理ボリュームから割り当て解除されます。

-f オプションが省略されている場合には、 lvreduce は論理エクステントを割り当て解除する前に確認を要求し

ます。

オプションと引き数
-m オプションと pv_path 引き数が意味を持つのは、オプションの HP MirrorDisk/UX ソフトウェアがシステム

上にインストールされている場合だけです。

lvreduce には、次のオプションと引き数があります。

lv_path 論理ボリュームのブロックデバイスパス名。

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 の値

は、次のうちのどれかです。

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。
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n 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。

-f 最初に確認をしないで、論理エクステント数の削減を強行します。

削減後の論理ボリュームのサイズより大きいファイルシステムが lv_path にある

場合、このオプションを指定すると危険な場合があります。ファイルシステム

がマウントを外されている場合は、 -f オプションは、ファイルシステムを削減

せずに論理ボリュームの削減を強行するので、ファイルシステムは壊れ、マウ

ント不可能になります。ファイルシステムがマウントされている場合は、 lvre-

duce は実行できないので、マウントされているファイルシステムが壊れずに済

みます。

-l le_number 論理ボリュームに割り当てられるスペースを減少させます。論理エクステント

で指定されます。 le_number は現在の論理エクステント数より小さな小数値

で、範囲は 1 から 65535 (インプリメンテーション範囲) です。

-l、 -L、および -m オプションのいずれか 1つを与えなければなりません。

-L lv_size 論理ボリュームに割り当てられるスペースを減少させます。メガバイトで指定

されます。 lv_size は、 1 から 16777216 の範囲 (インプリメンテーション範囲)

における現在の論理ボリュームサイズより小さい 10 進値です。 lv_size は、論

理エクステントサイズの整数倍のうち一番近いものに切り上げられます。これ

は、ボリュームグループに対して vgcreate コマンドで定義された物理エクステ

ントと同じです (vgcreate(1M) を参照)。

-l、 -L、および -m オプションのいずれか 1つを指定しなければなりません。

-m mirror_copies 各論理エクステントに割り当てられるミラーコピーの数を減少させます。ミ

ラーコピーには、オリジナルと同一のデータが含まれます。 mirror_copies の値

は、 0 または 1 のどちらかです。これは、現在の値より小さくなければなりま

せん。

オプションの pv_path 引き数を指定すると、ミラーコピーは指定された物理ボ

リュームから割り当て解除されます。

-l、 -L、および -m オプションのいずれか 1つを指定しなければなりません。

-k このオプションは特別な場合 (失われた、または、障害が発生した物理ボリュー

ム上のミラー化された論理ボリュームを縮退させる場合) にのみ使用します。

このオプションは -m オプションとともに使用します。

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)。
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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 (env-

iron(5)を参照)。

例
論理ボリュームの論理エクステントの数を 100 に削減します。

lvreduce -l 100 /dev/vg01/lvol3

論理ボリュームの各論理エクステントについて、1つになるようミラー (すなわち 1つのオリジナルと 1つのコ

ピー) を削減します。

lvreduce -m 1 /dev/vg01/lvol5

論理ボリュームの論理エクステントのミラーコピーを、物理ボリューム /dev/dsk/c1t0d0 から除去します。

lvreduce -m 0 /dev/vg01/lvol4 /dev/dsk/c1t0d0

指定された pv_path にある、1 ウェイのミラー化セットから、論理ボリュームを除去します。

lvreduce -m 0 -k /dev/vg01/lvol1 /dev/dsk/c1t0d0

警告
LVM は、論理ボリューム内のどの物理エクステントが有効なデータを含んでいるかについて一切情報を保存し

ません。したがって、あらかじめデータのバックアップを行わないで論理ボリュームに割り当てられているス

ペースを削減すると、有効なデータを失うことになる可能性があります。削減後のサイズより長いファイルシ

ステムが含まれている論理ボリューム上で lvreduce コマンドを実行するとデータが破壊されます。

スワップに使用される論理ボリュームを削減するためには、そのスワップ領域が現在使用中であってはいけま

せん。

参照
lvcreate(1M), lvdisplay(1M), lvextend(1M), pvchange(1M), pvdisplay(1M)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvremove [-A autobackup] [-f] lv_path ...

特記事項
lvremove 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
lvremove コマンドは、 lv_path .... で指定した各論理ボリュームを削除します。

論理ボリュームは、削除する前にクローズしなければなりません。例えば、その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は、削除する前にそのファイルシステムのマウントを外してください。

オプションと引き数
lvremove は、次のオプションと引き数を認識します。

lv_path 論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 の値

は、次のうちのどれかです。

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 ( vgcfg-

backup(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。

-f ユーザーによる確認が必要ないことを指定します。

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
ユーザーの確認を求めずに論理ボリュームを削除します。

lvremove −f /dev/vg01/lvol5

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-579



lvremove(1M) lvremove(1M)

警告
このコマンドは、指定された論理ボリューム内のデータをすべて破壊します。

参照
lvchange(1M), umount(1M)
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名称
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 LVM 論理ボリューム

のリンクを削除

構文
/usr/sbin/lvrmboot [-A autobackup] [-d dump_lv] [-r] [-s] [-v] vg_name

特記事項
lvrmboot 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
lvrmboot コマンドは、ボリュームグループ vg_name に含まれているすべての物理ボリュームをアップデートし

て、ボリュームグループ上でシステムが次にブートされたときに、その論理ボリュームがルートボリューム、

一次スワップボリューム、またはダンプボリュームでなくなるようにします。

オプションと引き数
lvrmboot 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。

-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 の値

は、次のうちのどれかです。

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。

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。

-d dump_lv ダンプボリュームの 1 つである dump_lv の定義を削除します。ブートデータ確

保領域をアップデートします。

-r 与えられたボリュームグループからすべてのルート、一次スワップ、および全

ダンプボリュームの定義を取り除きます。ブートデータ確保領域をアップデー

トします。

-s 与えられたボリュームグループから一次スワップボリュームの定義を取り除き

ます。ブートデータ確保領域をアップデートします。

-v 冗長なメッセージをプリントします。

多言語化対応
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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、多言語対応変数は、デフォルトですべて "C" となります (env-

iron(5)を参照)。

例
論理ボリューム /dev/vg00/lvol3 をダンプ論理ボリュームの 1 つとして削除するよう指定します。

lvrmboot -v -d lvol3 /dev/vg00

ボリュームグループ /dev/vg00 がルートボリュームグループでなくなるよう指定します。一次スワップおよび

ダンプも削除されます。

lvrmboot -r /dev/vg00

参照
lvlnboot(1M)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvsplit [-A autobackup] [-s suffix] [-g PhysicalVolumeGroup] lv_path ...

特記事項
このコマンドを実行する前に、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 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)。

lvsprit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
lvsplit コマンドは、一重または二重にミラー化された論理ボリューム lv_path を 2つの論理ボリュームに分割し

ます。データのコピーが含まれた2番目の論理ボリュームが作成されます。オリジナルの論理ボリュームは、

適当な非ミラーまたは一重ミラーにリセットされます。

-s オプションを指定すると、新しい論理ボリューム名は lv_path suffix という形になります。 -s を指定しない

と、 suffix は、 lv_pathb 内と同様デフォルトで b となります。

コマンド行で2つ以上の lv_path が指定されていると、 lvsplit によって、全論理ボリュームがオフラインで単一

のシステムコールへと一緒にされるので、論理ボリューム間で起こる結果を予期することができます。最大
127の論理ボリュームをコマンド行で指定することができます。全論理ボリュームは同一のボリュームグルー

プに属していなければならず、また、新しく分割された論理ボリュームを入れるために、ボリュームグループ

内に十分な論理ボリュームが残っている必要があります。ボリュームグループには、最大255個の論理ボ

リュームを入れることができます。

PhysicalVolumeGroup が指定された場合、指定された物理ボリュームグループ内に含まれる物理ボリューム上の

ミラーコピーを使用して、オフライン論理ボリュームが作成されます。

ミラー化された論理ボリュームが 2つの論理ボリュームに分割されるたびに、分割された 2つの論理ボリュー

ムのどちらかに行われた書き込みをすべて記録したビットマップが保存されます。後に、 lvmerge を使ってこ

の 2つの論理ボリュームをマージするとき、ビットマップは、論理ボリュームのどちらの領域の同期をとりな

おさなければならないかを判定するのに使用されます ( lvmerge(1M) を参照)。マージが完了するまで、または

論理ボリュームが拡大あるいは縮小されるか、再度分割されるか、システムが再起動されるまで、このビット

マップは存在します。

新しい論理ボリュームは、マウントする前に fsck コマンドでチェックしなければなりません ( fsck(1M) を参

照)。 lvsplit は、整合性のある状態にするためにファイルシステムをフラッシュします。ただし、リンクされ

ていないがオープンされているファイル、そしてパイプは別です。

論理ボリュームの 2つのミラー化されたコピーを再マージするためには、 lvmerge コマンドを使用します (

lvmerge(1M) を参照)。
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オプションと引き数
lvsplitは次のオプションと引き数を認識します。

lv_path 論理ボリュームのブロックデバイスパス名。同一ボリュームグループ内にある

最大127個の論理ボリュームを、同時に指定することができます。

-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 の値

は、次のうちのどれかです。

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。

-g PhysicalVolumeGroup

オフライン論理ボリュームは、指定された PhysicalVolumeGroup 内の物理ボ

リューム上のミラーコピーを使用して作成されます。

-s suffix 新しい論理ボリュームの識別に使われる識別子を指定します。新しい論理ボ

リューム名は lv_path suffix という形をしています。 -s を指定しないと、 suffix

は、 lv_pathb 内と同様デフォルトで b となります。

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)を参照してください。

例
ミラー化された論理ボリューム /dev/vg00/lvol1 を 2つのコピーに分割します。新しい論理ボリュームを
/dev/vg00/lvol1backupと名付けます。

lvsplit -s backup /dev/vg00/lvol1

ミラー化された論理ボリューム /dev/vg00/lvol1 を 2つのコピーに分割します。オフラインの論理ボリューム

は、物理ボリュームグループ pvg1 内に含まれる物理ボリューム上のミラーコピーを使用して作成されます。

lvsplit -g pvg1 /dev/vg00/lvol1

現在 /usr にマウントされているオンラインの論理ボリュームを、バックアップを行えるよう分割します。

lvsplit /dev/vg00/lvol1
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fsck /dev/vg00/lvol1b

mount /dev/vg00/lvol1b /usr.backup

まずバックアップ操作を実行します。

umount /usr.backup

lvmerge /dev/vg00/lvol1b /dev/vg00/lvol1

同時に2つの論理ボリュームを分割します。

lvsplit /dev/vg01/database1 /dev/vg01/database2

分割された論理ボリューム上で操作を実行し、それらを再統合します。

lvmerge /dev/vg01/database1b /dev/vg01/database1

lvmerge /dev/vg01/database2b /dev/vg01/database1

警告
いったん2ウエイミラー論理ボリュームを分割した後は、 lvmerge コマンド ( lvmerge(1M) 参照 ) で論理ボ

リュームをマージしない限り再度分割できません。

参照
lvcreate(1M)、 lvextend(1M)、 lvmerge(1M)
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名称
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

構文
/usr/sbin/lvsync lv_path ...

特記事項
このオプションを指定する前に、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 HP-UXオペレーティングシステムは組み込まれていません)。

説明
lvsync コマンドは、 lv_path で指定されたた論理ボリュームの各物理エクステントの同期をとります。同期処

理が行われるのは、オリジナルの論理エクステントの古いミラーである物理エクステント上でだけです。ハー

ドウェアの特性とデータの量によっては同期処理に長時間かかることがあります。

引き数
lvsync は、次の引き数を認識します。

lv_path ミラー化された論理ボリュームのブロックデバイスパス名。

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、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
論理ボリューム上でミラーの同期をとります。

lvsync /dev/vg01/lvol5

参照
lvdisplay(1M), vgsync(1M)
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名称
lwresd −軽量リソルバデーモン

構文
lwresd [-C config-file] [-d debuglevel] [-fgs] [-i pid-file] [-n #cpus]

[-P query-port#] [-p port#] [-t directory]

[-u user-id]

説明
lwresd は、BIND 9軽量リソルバライブラリを使用するクライアントに名前参照サービスを提供するデーモンで

す。本質的には、DNSプロトコルではなく、BIND 9軽量リソルバプロトコルを使用した照会に応える、軽量で

キャッシング専用のネームサーバーです。

lwresd はIPv4ループバックインタフェース127.0.0.1のUDPポート上でリソルバ照会をリスンします。つまり、
lwresd はローカルマシン上で実行されているプロセスからのみ使用できます。デフォルトでは、UDPのポート

番号921は、軽量リソルバ要求および応答で使用されます。

着信した軽量リソルバ要求は、 lwresd によってデコードされ、DNSプロトコルを使用して解決されます。
DNS参照が完了すると、 lwresd はネームサーバーからの応答を軽量リソルバフォーマットでエンコードし、元

の要求を作成したクライアントに返します。

/etc/resolv.conf に何らかの nameserver エントリが存在する場合、 lwresd はそれらのサーバーに再帰的なDNS照

会を送信します。これは、キャッシングネームサーバーで転送プログラムを使用する場合に似ています。
nameserver エントリが存在しない場合や、転送が失敗した場合、 lwresd は、組み込まれているルートサーバー

のヒントのリストを使用して、ルートネームサーバーから自主的に照会を解決しはじめます。

オプション
−C config-file

このオプションは、デフォルトの /etc/resolv.conf の代わりに config-file を構成ファイルとし

て使用するときに使用します。

−d debuglevel

このオプションは、デーモンのデバッグレベルを debuglevel に設定するときに使用します。
lwresd からのデバッギングトレースは、デバッグレベルが大きくなるほど詳細になりま

す。

−f このオプションは、 lwresd をフォアグラウンドで実行するときに使用します。

−g このオプションは、 lwresd をフォアグラウンドで実行し、すべてのロギングを stderr に出

力するときに使用します。

−i pid-file このオプションは、デーモンのプロセスIDをデフォルトのパス名の代わりに pid-file に書き

込むときに使用します。
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−n #cpus このオプションは、 #cpus ワーカースレッドを作成して複数CPUの利点を活用するときに

使用します。オプションが指定されない場合、 lwresd は存在するCPUの数を判定してCPU

ごとに1つのスレッドを作成しようとします。 lwresd がCPUの数を判定できなかった場

合、1つのワーカースレッドが作成されます。

−P query-port#

このオプションは、ネームサーバーを照会する場合、DNS参照をポート番号 query-port# に

送信するときに使用します。このオプションを使用すると、標準以外のポート番号上の照

会をリスンするネームサーバーを使用して軽量リソルバデーモンをテストすることができ

ます。

−p port# このオプションは、デフォルトのポート番号921ではなく、UDPポート port# 上のループ

バックインタフェースを使用した軽量リソルバ照会をリスンするときに使用します。

−s このオプションは、終了時にメモリ使用量の統計を stdout に書き出させるときに使用しま

す。このオプションはBIND 9開発者専用のオプションであり、将来のリリースでは削除ま

たは変更される可能性があります。

−t directory

このオプションを指定すると、 lwresd は構成ファイルを読み取るとすぐに directory に対し

て chroot() を実行します。

−u user-id このオプションは、 lwresd を user-id (パスワードファイルに存在するユーザー名または数

字のID) として実行させるときに使用します。軽量リソルバデーモンは、プロセスIDファ

イルの書き出しや特権ポート(通常は1023以下)へのソケットのバインドなどの特権を使用

した操作を実行した後でユーザーIDを user-id に変更します。

注記
lwresd は軽量リソルバ用のデーモンであり、リソルバ用の軽量デーモンではありません。

ファイル
/etc/lwresd.conf デフォルトの構成ファイル

/var/run/lwresd.pid デフォルトのプロセスIDファイル

参照
named(1M)
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名称
makedbm − ネットワーク情報システムデータベースの構築

構文
/usr/sbin/makedbm [-b] [-l] [-s] [-i nis_input_file] [-o nis_output_name] [-d nis_domain_name] [-m nis_master_name]

infile outfile

/usr/sbin/makedbm −u database_name

特記事項
ネットワークインフォメーションサービス (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、サービスの機能は同一のままです。

説明
makedbm は、 infile からネットワーク情報システム (NIS) 用データベース (マップ) を作成します。 makedbm

で作成したデータベースは次の 2つのファイルで構成されます。 outfile. pag と outfile.dir です。 makedbm デー

タベースには、1組のキー値で構成される dbm records というレコードが含まれます。

infile の各行がそれぞれ 1つの dbm レコードに変換されます。最初のタブまたはスペースまでのすべての文字

がキーになり、行の残りの部分が値になります。 infile から読み取った値の最後が \ なら、そのレコードの値は

次の行に継続します。 NIS クライアントは、 # 文字を解釈する必要があります (すなわち、 makedbm は、 #

を注釈の先頭と同じものとして解釈しません)。 infile がハイフン (-) の場合、 makedbm は、標準入力を読み

取ります。

makedbm は、キー YP_LAST_MODIFIED の特殊 dbm レコードを必ず生成します。このキーの値は、 infile が

最後に変更された時刻になります (infile が - の場合は現在の時刻です)。この値はマップの順序番号でもあり
yppoll は、この値を指定の NISマップ用にプリントします (yppoll(1M) を参照)。

makedbm が作成する別の特殊 dbm レコードに、キー YP_MASTER_NAME があります。この値は、通常、
gethostname() が検索するホスト名ですが、 -m オプションを使用して異なる値を指定することもできます
(gethostname(2) を参照)。

-b オプションを使うと、 YP_INTERDOMAIN キーワードを持った別の特殊 dmb レコードが作成されます。
NIS host.by* マップ内にこのキーワードが存在し、NIS ホスト名リゾリューションが失敗した場合は、ypserv

プロセスがインターネット領域名サーバ named(1M) を照会し、ホスト名リゾリューションを提供します。 -b

を使う前に、名称サービススイッチ switch(4) を、NIS ホスト名リゾリューションが最初に受け付けられるよう

に設定することをお勧めします (ypserv プロセスは YP_INTERDOMAIN キーの存在を調べるために、
hosts.byname と hosts.byaddr のみをチェックするので、別の NIS マップ上で -b オプションを使っても意味がな

いことに注意してください。また、 -b は、 hosts.byname と hosts.byaddr のどちらか一方ではなく両方に使わな

ければなりません)。

-s オプションを使う場合に作成される、もう1つの特殊 bm レコードは、 YP_SECURE キーです。このキーが
NIS マップ内に存在する場合、ypserv がマップ内のデータへのアクセスを許すのは、特権プロセス (予約ポー

トを作成できるアプリケーション) だけです。
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オプション
makedbm には、以下のオプションとコマンド行引き数があります。

-b YP_INTERDOMAIN キーを使って特殊 bm レコードを作成します。このキーは hosts.byname および
hosts.byaddr マップ内にあり、 ypserv プロセスがインターネットドメインネームサーバを照会できる

ようにします (named(1M) を参照)。

-l 与えられたマップのキーを小文字に変換します。このコマンドオプションを使うと、大文字と小文字

の区別に関係なく、ホスト名マッチを使うことができます。

-s 安全な NISネットワークからの接続のみを受け付けます。

-i キー YP_INPUT_FILE と値 nis_input_file を使用して、特殊 dbm レコードを作成します。 -s オプショ

ンを使う場合に作成される、もう1つの特殊 dbm レコードは、 YP_SECURE キーです。このキーが
NIS マップ内に存在する場合、ypserv がマップ内のデータへのアクセスを許すのは、特権プロセス (予

約ポートを作成できるアプリケーション等) だけです。

-o キー YP_OUTPUT_NAMEと値 nis_output_name を使用して、特殊 dbm レコードを作成します。

-d キー YP_DOMAIN_NAMEと値 nis_domain_name を使用して、特殊 dbm レコードを作成します。

-m キー YP_MASTER_NAMEの特殊 dbm レコードの値を、 nis_master_name で置き換えます。

-u 1行に 1dbm レコードずつ、 database_name を取り消します (すなわち database_name の内容を標準出

力に書き込みます)。キーとその値は、1つの空白で区切ります。

例
シェルスクリプトは、 /etc/netgroup のような ASCII ファイルを、 makedbm が使用するキーの値の形式に変換

するように書き込むことができます。例えば、次のように書き込みます。

#!/usr/bin/sh
/usr/bin/awk ’BEGIN { FS = ":" } { print $1, $0 }’ \

/etc/netgroup | \
makedbm - netgroup

ファイル /etc/netgroup を makedbm が読み取れる形式に変換し、NIS マップ netgroup を作成します。データ

ベース内のキーは netgroup(4) 名で、値は /etc/netgroup ファイル内の行の残りの部分です。

著者
makedbm は、Sun Microsystems, Inc.が開発しました。

参照
domainname(1), ypinit(1M), ypmake(1M), yppoll(1M), gethostname(2), netgroup(4), ypfiles(4)
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名称
makemap − sendmail 用のデータベースマップの作成

構文
makemap [ -C file ] [-N] [-d] [-e] [-f] [-n] [-o] [-r] [-s] [-u] [-v] maptype mapname

説明
makemap は、 sendmail(1M) でのキー付きマップの検索で使用するデータベースマップを作成します。このコ

マンドは、標準入力から入力を読み取り、その結果を指定の mapname に出力します。

makemap は、 maptype パラメータで選択した 3 種類までのデータベースの形式を処理します。データベース

の形式は、次のとおりです。

dbm DBM 形式のマップ (.pag、.dir)

btree B ツリー形式のマップ (.db)

hash ハッシュ形式のマップ (.db)

どの場合でも、 makemap は空白文字で区切られた 2 つのフィールドで構成される行を標準入力から読み取り

ます。最初のフィールドはデータベースキーで、2 番目は値です。値には、パラメータの置換を示す文字列
%n を含めることができます。文字そのものとして挿入する場合は、2 つ重ねる (%%) 必要があります。空白

行および番号記号 (#) で始まる行は無視されます。

フラグ
-C file 指定した sendmail 構成ファイルを TrustedUser オプションの検索に使います。

-N 文字列を終了させるヌルのバイトをマップに含めます。これは、 sendmail.cfのK 行にある −N フラグ

と一致しなければなりません。

-d 重複したキーをマップに許可します。このフラグを使用できるのは、B ツリー形式のマップのみで

す。同一キーを 2 つ読み取ると、両方ともマップの中に挿入されます。

-e 空の値を許可します (右側)。

-f 通常は、キーのすべての大文字英字が小文字に変わります。このフラグは、その動作を無効にしま

す。これは、 sendmail.cf 内の K 行にある −f フラグに合わせることを意図しています。値について

は、大文字と小文字が区別されます。

-n NIS互換の別名データベースを作成します。

-o 古いファイルの後ろに追加します。これにより、既存のファイルを拡張することが可能です。

-r 既存のキーの置き換えを許可します。通常はキーを繰り返すと、 makemap は警告を出して挿入を行

いません。

-s 作成されるマップの安全性チェックを無視します。これには、パブリックディレクトリ内のハードリ

ンクまたはシンボリックリンクのチェックも含まれます。
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-u データベースの内容を標準出力にダンプ (アンマップ) します。

-v 処理の状況を冗長に出力します。

参照
sendmail(1M)

履歴
makemapコマンドは 4.4 BSD で提供されました。
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名称
map-mbone − マルチキャストルーター接続マッププログラム

構文
/usr/sbin/map-mbone [−d debuglevel] [-f] [-g] [-n] [−r retries] [−t timeout] [ multicast-router ]

説明
map-mbone は、マルチキャストルーター( multicast-router )からマルチキャストルーター接続に関する情報を要

求し、その情報を標準出力に出力します。 map-mbone は、 ASK_NEIGHBORS の igmpメッセージをマルチ

キャストルーターに送信します。マルチキャストルーターは、要求を受信するとルーターの設定情報を送り返

します。 multicast-router には、IPアドレスまたはシステム名を指定することがます。

multicast-router を指定しない場合、デフォルトでfloodモードがオンになり、ローカルネットワーク上のすべて

のマルチキャストルーターに igmp要求メッセージが送信されます。 flood モードがオンであり、 map-mbone

が応答から新しい隣接ルーターを見つけた場合、 map-mbone は新しい隣接ルーターに同じigmp要求を送信し

ます。この動作は、応答で新しい隣接ルーターが報告されなくなるまで継続します。

コマンド行のオプションは次のとおりです。

-ddebuglevel デバッグメッセージの出力レベルを設定します。デフォルトは0であり、エラーおよび

警告メッセージのみを出力します。デバッグレベル3を設定すると、大部分のメッセー

ジを出力します。

-rretries 情報のために経路指定デーモンをポールする再試行回数を設定します。デフォルトは1

です。

-ttimeout 応答を待機するタイムアウト値を秒単位で指定します。デフォルト値は2秒です。

-f flood モードをオンに設定します。コマンド行の入力で multicast-router を指定していな

い場合、これがデフォルト値となります。

-g 出力をGRaphEdフォーマットで生成します。

-n マルチキャストルーター名のDNS検索を使用不能にします。

出力には、要求されたルーターのインタフェース設定情報が含まれます。各インタフェース出力のフォーマッ

トは次のとおりです。

interface_addr -> neighbor_addr (neighbor_name) [metrics/thresh/flags]

インタフェースに複数の隣接ルーターがある場合、すべての隣接ルーターが報告されます。コマンド行で -n オ

プションを指定している場合、 neighbor_name は出力されません。

flags の指定可能な値は次のとおりです。

tunnel 隣接ルーターがトンネルを介して届きます。

srcrt トンネルがIPソース経路指定を使用します。
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down インタフェースがダウンしています。

disabled インタフェースがマルチキャスト経路指定に管理不能です。

querier ローカルルーターはサブネットを照会します。

GRaphEd出力のフォーマットは次のとおりです。

interface_addr_in_integer {$ NP low_byte_addr high_byte_addr} node_name

[ neighbor_addr_in_integer metrics/threshold/flags ]

インタフェースに隣接ルーターがない場合、node_nameの後に * が付きます。インタフェースに複数の隣接

ルーターがある場合、すべての隣接ルーターが報告されます。 flags の可能な値は次のとおりです。

E 隣接ルーターがトンネルを介して届きます。

P 隣接ルーターが同じネットワーク/サブネット上にあります。

D インタフェースがダウンしています。

metrics および thresh については、 mrouted(1M) を参照してください。

例
マルチキャストルーター接続情報について camden.cup.hp.com を照会します。

map-mbone hpntclt.cup.hp.com

127.0.0.1 (localhost) [version 3.3]:

193.2.1.39 -> 0.0.0.0 (all-zeros-broadcast) [1/1/disabled]

15.13.106.144 -> 15.255.176.33 (matmos.hpl.hp.com) [10/1/tunnel]

15.13.106.144 -> 15.17.20.7 (hpspddc.vid.hp.com) [10/1/tunnel/down]

-g オプションを指定して、マルチキャストルーターの接続性について hpntcbs.cup.hp.com を照会します。

map-mbone -g hpntcbs.cup.hp.com

GRAPH "Multicast Router Connectivity: Wed Feb 1 17:34:59 1995"=UNDIRECTED

252537488 {$ NP 1440 1060 $} "hpntc1t.cup.hp.com*"

;

252538974 {$ NP 940 1120 $} "hpntcbs.cup.hp.com"

252537488 "10/1E"

252539807 "1/1P"

;

252539807 {$ NP 1590 1150 $} "hpntc1h.cup.hp.com*"

;
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注意
map-mbone は、ルートとして実行しなければなりません。

著者
map-mbone は、Pavel Curtisが開発しました。

参照
mrouted (1M), mrinfo(1M)
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名称
mc − 媒体チェンジャー操作ユーティリティー

構文
mc [-p device] [-a num] [-q] [-c <src_element_type><dest_element_type>]

mc [-p device] [-b 0|1] [-l 0|1] [-e element_type]

mc [-p device] [-n drive_number] [-r element_type]

mc [-p device] -s <element_type><num> -d <element_type><num>

mc [-h |-?]

説明
mc ユーティリティーは、媒体操作コマンドをオートローダーつまり媒体チェンジャー装置に送信するための

コマンド行インタフェースをユーザーに提供します。このユーティリティーは、大部分のオプションへの引き

数として「要素の種類」を使用します。有効な要素の種類 (element_types) は次の通りです。

D データ転送 (DT) 要素を示します。

I インポート / エクスポート (IE) 要素を示します。

M 媒体転送 (MT) 要素を示します。

S 記憶装置 (ST) 要素を示します。

データ転送要素の例は、オートローダーの内蔵テープドライブです。インポート / エクスポート要素の例は、

媒体をオートローダーに挿入したり取り出したりできるスロットです。媒体転送要素の例は、オートローダー

のロボット化したピッカー機構です。記憶装置要素の例は、オートローダーのメディアスロットです。

使用法については、後述の例を参照してください。

オプション
mc は、次のオプションおよび引き数を解釈します。

-a num num により指定されたドライブスロットの SCSI バスアドレスを出力します。

-b 0|1 予約(1)または解放(0)の SCSI コマンドを装置に発行します。

-c <src_element_type><dest_element_type>

移動元から移動先への移動が有効かどうかを判断します。装置機能モードページを使用して、
TRUE または FALSE が戻されます。移動元と移動先の要素の種類の値の間にはスペースを入

れないでください。例えば、 −c DS は、データ転送要素を移動元、記憶装置要素を移動先と

して指定しています。

-e element_type 指定した要素の種類の要素数を出力します。上記の要素の種類を参照してください。複数の種

類を指定することができます。例えば、 −e IDSM は、有効な要素の種類をすべて指定してい

ます。
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-h|-? 使用法の説明を出力します。

-l 0|1 媒体の取り外しを許可 (0) または禁止 (1) します。

-n num num で指定されたスロットにあるドライブのシリアル番号を出力します (この情報があると

き)。

-p device ライブラリ装置への通過デバイスファイルを指定します。 LIBRARY 環境変数が設定されて

いる場合は、 -p オプションを省略できます。

-q ベンダー ID、製品 ID および製品リビジョンといった標準的な照会情報を出力します。

-r element_type 指定した要素の種類の要素スロットのステータス (FULL/EMPTY/NONE) を出力します。上記

の要素の種類を参照してください。装置がバーコード情報をサポートしている場合は、この情

報もステータスに付加されます。複数の種類を指定することができます。例えば、 −r IDSM

は、有効な要素の種類をすべて指定しています。

-s <element_type><num>

移動元の媒体の要素の種類およびスロット番号 (<num>) を指定します。要素の種類とスロッ

ト番号の間にスペースを入れないでください。例えば、 −sS1 は、スロット番号 1 にある記憶

装置要素を指定します。 1 回の実行でこのオプションを2回まで指定できます。

-d <element_type><num>

媒体の移動先の要素の種類およびスロット番号を指定します。要素の種類とスロット番号の間

にスペースを入れないでください。例えば −dD3 は、スロット番号 3 にあるデータ転送要素

を指定します。 1 回の実行でこのオプションを2回まで指定できます。

戻り値
mc は、正常終了時には 0 を戻し、それ以外の場合には -1 を戻します。

診断
ERROR: 0x5 Illegal Request: 0x3b0d Medium Destination element full

上記のエラーメッセージは、コマンド mc -s S2 -d D1 を実行して、既に空きのない内蔵ドライブに媒体

を移動しようとした場合に発生します。

ERROR: /dev/scsi/3: No such file or directory

デフォルトの SCSI 通過デバイスファイルが存在せず、他にデバイスファイルが指定されていない場

合、上記のエラーメッセージが出力されます。

例
例として、6 個のカートリッジマガジンを備えた DDS-2 オートローダーを使用します。

次のようにして、このオートローダーのデータ転送要素および記憶装置要素のステータスを調べます。

mc -r DS

以下に上記のコマンドからの出力の例を示します。この出力は、スロット 2 (ST_slot_2) に媒体が 1 つ、内蔵ド
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ライブ (DT_slot_1) 内に媒体が 1 つあり、他のスロットはすべて空であることを示しています。

DT_slot_1 FULL

ST_slot_1 EMPTY

ST_slot_2 FULL

ST_slot_3 EMPTY

ST_slot_4 EMPTY

ST_slot_5 EMPTY

ST_slot_6 EMPTY

次のようにして、内蔵ドライブから媒体をスロット 5 に移動し、次に、スロット 2 から媒体を内蔵ドライブに

移動します。

mc -s D1 -d S5 -s S2 -d D1

次のようにして、データ転送要素から記憶装置要素への移動が可能であるかどうかを調べます。

mc -c DS

以下に上記のコマンドからの出力の例を示します。この出力は、データ転送要素から記憶装置要素への移動が

有効であることを示します。

DT->ST: TRUE

警告
すべてのHP DDS オートローダーについての注意です。初めて mc コマンドを使用した後、オートローダーは

ランダムモードに入ります。ランダムモードに入ると、Eject Button 以外のフロントパネルのボタンの機能がす

べて使用できなくなります。スタッカーモードに戻すには、そのマガジンを取り出した後、挿入し直さなけれ

ばなりません。

一部のオートローダーまたはライブラリについての注意です。 mt offline コマンドを使用して媒体をアンロー

ドしてから、 mc コマンドを使用してください。

制約
mc コマンドは、SCSI-2媒体チェンジャーコマンド仕様に適合するすべてのHP装置をサポートします。

SCSI 通過ドライバーを構成し、デバイスファイルを作成してからでなければ、このコマンドを使用してオート

ローダーを操作することはできません。

SCSIインタフェースカード(PCI)に接続されている装置の場合は、 sctl 通過ドライバーを構成する必要があり

ます。 scsi_ctl(7) を参照してください。
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著者
mc は、HP で開発されました。

ファイル
/dev/scsi/3 デフォルトの通過デバイスファイル

参照
mt(1), scsi(7), scsi_ctl(7)
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名称
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

構文
/usr/sbin/mkboot [-b boot_file_path] [-c [-u] | -f | -h | -u] [-i included_lif_file]

[-p preserved_lif_file] [-l | -H | -W] [-v] device

/usr/sbin/mkboot [-a auto_file_string ] [-v ] device

/usr/sbin/mkboot -e [-l ] [-s efi_file_path] [-v ] [-W ] device

/usr/sbin/rmboot device

説明
mkboot は指定デバイスファイルのブートプログラムをインストールしたり、アップデートする際に使用され

ます。

ブートプログラムがインストールされる device の位置はデバイスのディスクレイアウトにより決定されます。
mkboot は device を調べて現行のレイアウトを検索して、これをデフォルトとして使います。ディスクが初期

化されていない場合、デフォルトは、PA-RISC では LVMレイアウトで、Itanium(R)ベースシステムではディス

ク全体です。 -l、 -H、または -W オプションによってデフォルトの指定が変更されます。

ブートプログラムはファイルシステムに似た論理交換フォーマット (LIF) でブートエリアに格納されます。

ブート可能なデバイスでは、そのデバイスの LIF ボリュームは ISL (初期システムローダー)と HPUX (HP-UX

ブートストラップユーティリティ) LIF ファイルを最低含む必要があります。さらに、デバイスが LVM 物理ボ

リュームならば、 LABEL ファイルの存在が必要です (lvlnboot(1M) を参照)。

Itaniumベースアーキテクチャにおける VxVM (VERITAS Volume Manager) のレイアウトで関係のある LIF ファ

イルは LABEL ファイルだけです。その他の LIF ファイルは、すべて無視されます。 VxVM は、システムが

ブートされるとき、 LABEL ファイルを使って root、stand、swap、および dump ボリュームの場所を調べま

す。

オプション
mkboot は次のオプションを認識します。

-a auto_file_string -a オプションを指定すると、ファイルに何も存在しない場合、 mkboot は
device に自動実行ファイル AUTO を生成します。 mkboot はそのファイル

に auto_file_string を格納します。文字列にスペースがあれば、引用符をつ

ければ、シングルパラメータになります。

-b boot_file_path このオプションでは、 boot_file_path で指定されたパス名のブートプログラ

ムが与えられたデバイスにインストールされます。

-c このオプションでは、 mkboot が device の利用可能なスペースがブートプ

ログラムに十分かどうかをチェックします。 -i オプションも指定される

と、 mkboot は各 included_lif_file がブートプログラムに存在するかどうか
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をチェックします。 -p オプションでは、 preserved_lif_file が device に存在

するかどうかをチェックします。これらのチェックすべてが正常終了すれ

ば、 mkboot はステータスコード 0 で終了します。これらのチェックのい

ずれかが異常終了すると、 mkboot はステータスコード 1 で終了します。

冗長オプションも指定されていれば、メッセージが標準出力で表示されま

す。

-e Itaniumベースシステムの EFI レイアウトを使います。このオプションを指

定すると、 mkboot は EFI ユーティリティを /usr/lib/efi から、ディスク上

の EFI パーティションにコピーします。 idisk(1M) と efi(4) を参照してくだ

さい。このオプションは、 Itaniumベース システムでだけ有効です。 PA-

RISC システムでは使えません。 (EFI ファイルに対してデフォルト以外の

ソースを指定するには -s オプションを使います。)

-f このオプションでは現行のスワップステータスに関係なく、ブートプログ

ラムにある情報を指定された device に配置します。その目的は、システム

を2度ブートせずにブートエリアを増加させることです (-h オプション参

照)。

このオプションはシステムがシングルユーザーステータスにある場合のみ

使用します。

すでに配置され使用されているスワップスペースが新しいブートプログラ

ム情報によって指定を変更されるため、使用には注意が必要です。メッ

セージは標準出力でも表示され、オペレータに直ちにシステムをリブート

してシステム破壊を避けて、実行中のシステムの新しい情報を反映させる

よう指示します。

スペースの再配分にあたって、危険の少ない方法は、 -h オプションを使用

するものです。

このオプションは device が全体ディスクレイアウトをもっている場合のみ

有効です。

-h このオプションは LIF ヘッダーにスワップするために配置された利用可能

なスペースを縮めてしまいます。収縮する大きさは、 boot_file_path によっ

て指定された新しいブートプログラムのインストールに必要な量です。

LIF ヘッダーが変更されたら、システムをリブートして、実行中のシステム

の新しいスワップスペースを反映させます。この時点では、新しいブート

プログラムはインストールされ、システムが再度リブートされて実行シス

テムの新しいブートプログラムを反映させます。これは -f の機能を使うた

めの危険の少ない方法です。
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このオプションは device が全体ディスクレイアウトを持っている場合のみ

有効です。

-H このオプションが指定されると、 mkboot は device をハードパーティショ

ンレイアウトディスクとして扱います。 -l ならびに -W オプションと同時

には使用できません。

-i included_lif_file -i オプションが 1 度以上指定されると、 mkboot は included_lif_file をコ

ピーしてブートプログラムの他の LIF ファイルを無視します。この規則の

唯一の例外は、 ISL ならびに HPUX ファイルで、 -i オプションに関係なく

コピーされます。 included_lif_file もまた -p オプションと指定されると、 -i

オプションは無視されます。 -i オプションが引き数としての LABEL とと

もに使用される一方で、 LABEL ファイルがブートプログラムに存在しな

いという条件のもとに、 device がLVMレイアウトディスクである場合また

は -l オプションが使用された場合、 mkboot が最低 LABEL ファイルを
device に作ります。これによりシステムはスワップまたはダンプなしで
device からシステムがブートできるようになります。

デバイスが VxVM レイアウトのディスクである場合は、 mkboot に -l オプ

ションを指定して LABEL ファイル作成しても、まだシステムをブートで

きません。 VxVM レイアウトの LABEL ファイルを作成するには、
mkboot を実行した後で vxvmboot(1M) コマンドを実行する必要がありま

す。

-l このオプションを指定すると、 mkboot は device をボリュームレイアウト

のディスクとして扱います。このとき、 device がボリュームレイアウトの

ディスクとしてセットアップされているかどうかは考慮されません。この

オプションを -H や -W オプションと同時に使用することはできません。
VERITAS Volume Manager (VxVM) や LVM も含め、どのボリュームマネー

ジャに対しも、 -lオプションを使ってください。

-p preserved_lif_file -p オプションが 1 度以上指定されると、 mkboot は指定された pre-

served_lif_file が device に作用しないようにします。 preserved_lif_file が -i オ

プションに引き数としても存在すると、その -i オプションは無視されま

す。このオプションは一般に自動実行ファイル AUTO とLVMファイル
LABEL とともに使用します。

LABEL が -p オプションの引き数として指定される一方で、 LABEL ファ

イルが device に存在しないと同時にレイアウトが LVM の場合、 mkboot は

最低 LABEL ファイルを作成します。一般に、 preserved_lif_file が device に

ない場合、 mkboot は異常終了します。この条件の例外としては、 pre-

served_lif_file が LABEL であると同時にレイアウトが LVM でない場合であ

り、このとき LABEL ファイルは無視されます。
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-s efi_file_path コピーする EFI ファイルを、デフォルトの /usr/lib/efi からではなく、
efi_file_path から取り込みます。 -s オプションは、 -e オプション (Itanium

ベースシステムの EFI レイアウトの指定) と一緒に指定したときだけ有効

です。

-u -u が指定されると、 mkboot はLIFヘッダーにある情報を使ってスワップエ

リア、ブートエリア、raw 入出力を特定するため、ブートプログラムのイン

ストールがユーザーデータを破壊することはありません。

通常、LIF ヘッダー情報は mkboot の呼び出しごとに指定を変更します。こ

のオプションは多くの場合、 -W オプションとともに使用されて、アク

ティブにスワップまた raw I/O をサポートするディスクのブートプログラム

を変更します。

-v このオプションが指定されると、 mkboot は指定デバイスの利用可能なス

ワップスペースの量などのアクションを表示します。

-W このオプションが指定されると、 mkboot は device を全体ディスクレイア

ウトとして扱います。このオプションは -l ならびに -H オプションと同時

には使用できません。また、このオプションは、大規模なファイルが使用

できる HFSファイルシステムでも動作しません。

device ブートプログラムをデバイススペシャルファイルにインストールします。

指定された device は文字スペシャルまたはブロックスペシャルデバイスで

す。ただし、 mkboot はブロックと文字のデバイススペシャルファイル両方

の存在を必要とします。 mkboot は指定パス名を調べることにより、 device

が文字スペシャルなのかブロックスペシャルなのかを判断しようとしま

す。このため、完全なパス名が表示されます。 mkboot が対応するデバイス

ファイルを判断できない場合、メッセージが表示されるとともに、 mkboot

は終了します。

rmboot はブートエリアからブートプログラムを削除します。

例
LVM ディスクとして指定ディスクにデフォルトブートプログラムをインストールします。

mkboot -l /dev/dsk/c0t5d0

現行のレイアウトを使って、SYSLIB と ODE ファイルのみをインストールしてディスクにある EST ファイル

を保持します。

mkboot -i SYSLIB -i ODE -p EST /dev/rdsk/c0t5d0

SYSLIB ファイルのみをインストールしてディスクにある ODE ファイルを保持します。全体ディスクレイアウ

トを使用します。 /tmp/bootlf ファイルを使って、デフォルトではないブートプログラムを取り込みます。 (-i

ODE オプションは無視されます。)
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mkboot -b /tmp/bootlf -i SYSLIB -i ODE -p ODE -W /dev/rdsk/c0t5d0

Itaniumベース システムの EFI パーティションに EFI ユーティリティをインストールして、そのディスクを
LVM または VxVMディスクとして扱います。

mkboot -e -l /dev/dsk/c3t1d0

デバイスに、 autofile command の文字列で AUTO ファイルを作成します。 Itaniumベースシステムのデバイス

であれば、そのファイルは EFI パーティションに /EFI/HPUX/AUTO として作成されます。 PA-RISC システム

のデバイスであれば、ブートエリアに LIF ファイルとして作成されます。

mkboot -a "autofile command" /dev/dsk/c2t0d0

警告
device が全体ディスクレイアウトを持っているならば、ファイルシステムは修正されるデバイスに存在しなけ

ればなりません。

リカバリシステムから実行する場合、 mkboot コマンド(使用されたとき)は -f とともに呼び出される必要があ

ります。 -fコマンドを使用しないと、ディスクのブートエリアをリプレースすることができません。

device がLVM物理ボリュームまたは LVM 物理ボリュームになる必要があるならば、 device はディスク全体を

指定しなければなりません。

device がハードパーティションディスクまたはハードパーティションディスクになる必要があるならば、
device はセクション 6 を指定しなければなりません。

制約
device のファイルシステムタイプが HFSでない場合、 mkboot と rmboot は異常終了します。

LVMとハードパーティションのレイアウト
-f、 -h、および -u オプションはサポートされていません。

著者
mkboot と rmboot はHPが開発しました。

ファイル
/usr/lib/uxbootlf デフォルトの PA-RISC ブートプログラムを含むファイル
/usr/lib/efi デフォルトの Itaniumベースシステム (EFI) ブートプログラムを含むファイル
ISL 初期システムローダ
HPUX HP-UXブートストラップとインストールユーティリティ
AUTO デフォルト/自動ブート動作を定義します (hpux(1M) を参照)。
LABEL LVM で使用
RDB 診断ツール
IOMAP 診断ツール
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参照
boot(1M)、hpux(1M)、hpux.efi(1M)、 isl(1M)、 lvlnboot(1M)、mkfs(1M)、newfs(1M)、vxvmboot(1M)、efi(4)、
lif(4)
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名称
mkfs − ファイルシステムの構成 (汎用)

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

/usr/sbin/mkfs [−F FStype] [−m] [−V] special

説明
mkfs コマンドは、特殊ファイル special に書き込むことによってファイルシステムを作成します。 operands

は、ファイルシステム固有のマンページに記載されています (「参照」を参照)。

オプション
mkfs には、以下のオプションがあります。

−F FStype 操作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_wrapper(5) を参照)。コマンド行でこのオプションを指定しなければ、 special

と /etc/fstab ファイルのエントリーとの一致によってファイルシステムタイプを決

定します。 /etc/fstab にエントリーがなければ、 /etc/default/fs ファイルからファイ

ルシステムタイプを決定します。

−m ファイルシステムの作成に使用したコマンド行を表示します。ファイルシステム

はすでに存在していなければなりません。このオプションによって、ファイルシ

ステムの構築に使用したパラメータがわかります。

−o specific_options ファイルシステムタイプ固有のオプションを指定します。 specific_options は、特

定の FStype に固有なコマンドのモジュールを対象とした、サブオプションとキー

ワード/属性のペアのリストです。サポートされている specific_options の説明につ

いては、ファイルシステム固有のマニュアルエントリーがあればそれを参照して

ください。

−V 完成した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。このコマ

ンド行は、指定のオプションや引き数を /etc/fstab から引き出した他の情報に組み

込むことによって生成されます。このオプションを使用して、コマンド行を確認

できます。

例
mkfs コマンドを実行して、 /dev/dsk/c1t2d0 上に 32MB HFS ファイルシステムを作成します。

mkfs −F hfs /dev/dsk/c1t2d0 32768

HFS ファイルシステムの /dev/dsk/c1t2d0 上で mkfs コマンドを実行して、 /dev/dsk/c1t2d0 上にファイルシステ

ムを作成するときに使用したコマンドを再作成します。

mkfs −F hfs −m /dev/dsk/c1t2d0
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著者
mkfs は、HP およびカリフォルニア大学バークレイ校により開発されました。

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
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報

参照
chmod(1)、 bdf(1M)、 df(1M)、 fsadm(1M)、 fsck(1M)、 fstyp(1M)、 mkfs_hfs(1M)、 mkfs_vxfs(1M)、
newfs(1M)、 fstab(4)、 group(4)、 passwd(4)、 fs_wrapper(5)

標準準拠
mkfs: SVID3

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 1M-607



mkfs_hfs(1M) mkfs_hfs(1M)

名称
mkfs_hfs: mkfs − HFS ファイルシステムの構築

構文
/usr/sbin/mkfs [−F hfs] [−d] [−L −S] [−V] [−o specific_options] special

[size [nsect ntrack blksize fragsize ncpg minfree rps nbpi] ]

/usr/sbin/mkfs [−d] [−F hfs] [−L −S] [−V] special

[ proto [nsect ntrack blksize fragsize ncpg minfree rps nbpi] ]

/usr/sbin/mkfs [−F hfs] [−m] [−V] special

特記事項
HFSファイルシステムは通常、 newfs コマンドを使って作成されます (newfs_hfs(1M) を参照)。

説明
mkfs コマンドは、特殊ファイル special に書き込みを行うことにより、HFS ファイルシステムを作成します。
mkfs コマンドは、ルートディレクトリおよび lost+found ディレクトリを持つファイルシステムを構築します
( fsck_hfs(1M) を参照)。スーパーブロックに、ファイルシステムの FS_CLEAN マジックナンバーが格納されま

す。

mkfs 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)。

オプション
mkfs は以下のオプションを認識します。

−F hfs HFSファイルシステムのタイプを指定します。

−d このオプションにより、 mkfs コマンドが通常ファイルの新しいファイルシステムを

構築します。この場合、 special はファイルシステムを構築する既存ファイル名で

す。このオプションが使用されると、新しいファイルシステムのサイズはデフォルト

設定できません。 special に続くコマンド行で指定されるか、またはプロトタイプが

使用されると、通常のようにプロトタイプファイルの２番目のトークンでなければな

りません。

−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。
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−m ファイルシステムの作成で使用されたコマンド行を表示します。ファイルシステムは

既存でなければなりません。このオプションは、ファイルシステムの構築で使用され

たパラメータを調べる手段を提供します。

−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。

−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 nolarge-

files 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)。

引き数
mkfs は以下の引き数を認識します。

special 特殊ファイルのファイル名です。

specialの後ろに、以下の引き数のうち１つを指定することができます。

size ファイルシステム中の DEV_BSIZE ブロックの数。 DEV_BSIZE は <sys/param.h> で

定義されています。デフォルト値はディスク全体のサイズまたはディスクセクション

から要求のスワップまたはブートスペースを引いたものです。

HFS ファイルシステムのサイズは 256GB-1 つまり 268,435,455 ブロックに制限されま

す。

proto オープン可能なファイルの名前です。 mkfs コマンドはこれをプロトタイプファイル

として受け取り、このファイルから指示を取り出します。後の「プロトタイプファイ

ル構造」を参照してください。

以下の省略可能な引き数を使用すると、ファイルシステムパラメータを細かく制御することができます。

nsect ディスク上のトラック当りのセクタ数。デフォルト値はトラック当り 32 セクタで

す。

ntrack ディスク上のシリンダ当りのトラック数。デフォルト値はシリンダ当り 16 トラック

です。
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blksize ファイルシステム上のファイルの一次ブロックサイズ。有効な値は、4096、8192、
16384、32768、および 65536 です。デフォルト値は 8192 バイトです。

fragsize ファイルシステム上のファイルの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小サイズを表します。これは２のべき乗でなければ

ならず、 DEV_BSIZE 未満ではいけません。また、ファイルシステムブロックサイズ

の８分の１未満でもいけません。デフォルト値は 1024 バイトです。

ncpg シリンダグループ当りのディスクシリンダ数。この数は１以上 32 以下でなければな

りません。デフォルト値はグループ当り 16 シリンダです。

minfree 空きディスクスペースの最小のパーセント。デフォルト値は 10 パーセントです。

ファイルシステムの容量がこのしきい値に達した後は、ディスクブロックの割り当て

が可能なのは適切な特権を持つユーザーだけです。

rps １秒当りのディスク回転数。デフォルト値は 60rps です。

nbpi ファイルシステム中の iノードの密度を、 iノード当りのバイト数で指定した値。デ

フォルト値は iノード当たり 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。

プロトタイプファイル構造
プロトタイプファイルは、新しいファイルシステムの初期ファイル構造を記述したものです。このファイルに

は、空白文字または改行文字で区切られたトークンが格納されています。コメントを入れることはできませ

ん。

最初のトークンは、ブートストラッププログラムとしてブロックゼロへコピーされるファイルの名前です (通

常は /etc/BOOT)。ファイル名が "" の場合、ブートストラップコードは、デバイス上では置き換わりません。
２番目のトークンは数値で、ファイルシステム中の DEV_BSIZE ブロックの数を指定します。

次の３つのトークンは、新しいファイルシステムのルートディレクトリのモード、ユーザー ID、およびグルー

プ ID を指定します。その後ろにルートディレクトリの初期内容が続きますが、このフォーマットについて

は、下のディレクトリファイルの項で説明します。最後は $ トークンで終ります。

ファイル指定は、名前、モード、ユーザー ID、およびグループ ID を指定する４つのトークンと、初期内容

フィールドから構成されます。初期内容フィールドの構文は、モードによって異なります。

名前トークンは、ファイルシステムで有効なファイル名です。ルートディレクトリには名前トークンはありま
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せん。

モードトークンは６文字の文字列です。最初の文字はファイルのタイプを指定します。これは次の文字のいず

れかです。

− 通常のファイル

b ブロック型特殊ファイル

c キャラクタ型特殊ファイル

d ディレクトリ

l シンボリックリンク

L ハードリンク

モードトークンの２番目の文字は u または − で、ユーザー ID 設定モードの有無を指定します。モードトーク

ンの３番目の文字は g または − で、グループ ID 設定モードの有無を指定します。モードトークンの残りの文

字は３桁の８進数で、 owner、 group、および other の読み取り、書き込み、および実行パーミッションを指定

します (chmod(1) を参照)。

ユーザー ID およびグループ ID トークンは、ファイルの所有者を定義します。これらの値は数値でも、またシ

ンボリック名でも指定できます。これらは現在のパスワードおよびグループデータベース中にあります。

通常のファイル。初期内容フィールドは、現在のファイルシステム中の既存ファイルのパス名で、そのファイ

ルの内容およびサイズが新しいファイルにコピーされます。

ブロックまたはキャラクタ型特殊ファイル。初期内容フィールドは２個の数値トークンで、メジャーおよびマ

イナーデバイス番号を指定します。

ディレクトリファイル。初期内容フィールドは、ディレクトリ中のエントリーに対応するファイル指定のリス

トです。リストの最後は $ トークンで示されます。ディレクトリはネストが可能です。各ディレクトリに対

し、 mkfs コマンドは自動的に . および .. エントリーを作成します。

シンボリックリンク。初期内容フィールドはパス名です。このパスを指すようなシンボリックリンクが作成さ

れます。

ハードリンク。初期内容フィールドはパス名です。このエントリーは、新しいファイルシステム内のこの名前

のファイルにリンクされます。このエントリーのモード、ユーザー ID、およびグループ ID トークンは無視さ

れ、代りにリンクのターゲットの値がとられます。リンクのターゲットは、リスト中で、リンクを指定するエ

ントリーより前に記述されていなければなりません。ディレクトリへのハードリンクは許されません。

モードトークンのパーミッションフィールドは常に８進数ですが、それ以外の数値フィールドはすべて、16 進

数 (先頭 0x)、８進数 (先頭 0)、または 10 進数のいずれでも指定できます。

次にプロトタイプ指定のサンプルを示します。ディレクトリ階層を明確にするため、インデントを付けていま

す。
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/etc/BOOT

12288

d--555 bin bin

sbin d--755 bin bin

init ---555 bin bin /sbin/init

savecore ---555 bin bin /sbin/savecore

$

dev d--555 bin bin

b0 b--640 root sys 0 0x0e0000

c0 c--640 root sys 4 0x0e0000

$

etc d--755 bin bin

init l--777 bin bin /sbin/init

passwd ---444 bin bin /etc/passwd

group ---444 bin bin /etc/group

$

usr d--755 bin bin

bin d--755 bin bin

sh ---555 bin bin /usr/bin/sh

rsh L--555 bin bin /usr/bin/sh

su -u-555 root bin /usr/bin/su

mailq l--777 bin bin /usr/sbin/sendmail

$

sbin d--755 bin bin

sendmail -ug555 root mail /usr/sbin/sendmail

$

$

$

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、 nbpi 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。

例
mkfs コマンドを実行して、非 LVM ディスク上に 32MB の HFS ファイルシステムを作成します。
/dev/dsk/c1t2d0:
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mkfs −F hfs /dev/dsk/c1t2d0 32768

/dev/dsk/c1t2d0へのファイルシステムの構築に使用されたコマンドを表示します。

mkfs −F hfs −m /dev/dsk/c1t2d0

my_lvol と等しいサイズの論理ボリューム /dev/vg01/my_lvol 内に HFS ファイルシステムを作成します。

mkfs −F hfs /dev/vg01/my_lvol

警告
mkfs(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おりません。

mkfs_hfs(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。

ラージファイルがあると古いアプリケーションが正しく反応しないことがあるので、 −o largefile オプションは

慎重に使用してください。

著者
mkfs 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
/var/adm/sbtab 作成したファイルシステムのスーパーブロックの位置のリスト。 mkfs コマンドは

このファイルにエントリーを追加します。

参照
chmod(1)、 bdf(1M)、 df(1M)、 fsadm_hfs(1M)、 fsck(1M)、 fsck_hfs(1M)、 fsclean(1M)、 mkfs(1M)、
mount_hfs(1M)、 newfs(1M)、 newfs_hfs(1M)、 dir(4)、 fstab(4)、 group(4)、 passwd(4)、 symlink(4)、 acl(5).

標準準拠
mkfs: SVID3
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名称
mkfs_vxfs: mkfs − VxFS ファイルシステムの構成

構文
mkfs [−F vxfs] [−V] −m special

mkfs [−F vxfs] [−V] [−o [N] [X] [bsize=bsize] [inosize=n] [largefiles|nolargefiles] [logsize=n] [ninode=n] [version=n] ]

special size

説明
mkfs は、 -o N オプションまたは -m オプションが指定された場合を除き、 special で指定されたデバイスファ

イルに書き込みを行うことによって VxFS ファイルシステムを作成します。 special は、オプションの後の最初

の引き数として指定する必要があります。ファイルシステムは、コマンド行に指定したオプションと size に基

づいて作成されます。 size の数値は、ファイルシステム内のセクタ数を示します。デフォルトでは、 size は、
DEV_BSIZE セクタ (現行では 1024 バイト) 単位で指定されます。 size が指定されていない場合、 mkfs は、
special で指定されたデバイスのサイズを確認します。

size の後ろに文字を付加して、セクタ数以外の単位で値を指定することもできます。KB 単位の値を示すに

は、 k または K を指定します。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。付加する文字と数字の間は空白で区切ってもかまいません。その場合は、次のよ

うに文字と数字を引用符で囲みます。

"512 k"

mkfs が構築するファイルシステムは、ルートディレクトリと lost+found ディレクトリ ( fsck_vxfs(1M)) を参照)

を持っています。ファイルシステムのディスクレイアウトは、バージョン４か５になります。バージョン４で

は、アクセス制御リストのサポートが追加されています。ディスクレイアウトのバージョンは、 version=n オ

プション (以下を参照) で選択できます。

システムに割り当てられる iノードの数はディスクレイアウトのバージョンによります。 iノードの割り当ては

動的に行われます。 mkfs は、最小限の iノードだけをファイルシステムに割り当てます。その他の iノード

は、ファイルシステムの使用時に必要に応じて割り当てられていきます。

オプション
mkfs には、以下のオプションがあります。

−F vxfs VxFS ファイルシステムタイプを指定します。

−m ファイルシステムを作成するために使用したコマンド行を表示します。このオプショ

ンを使用する場合、すでにファイルシステムがなければなりません。

−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。
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−o specific_options

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

は、vxfs 固有のコマンドモジュール用のサブオプションやキーワード/属性ペアをコ

ンマで区切ってリストします。

引数の aufirst、 aupad、 ausize、 nau は、今後サポートされません。

VxFS ファイルシステムに使用できる specific_options 以下のとおりです。

N ファイルシステムを special ファイルに書き込みません。このオプションは、

ファイルシステムを作成するために必要な情報をすべて表示しますが、ファ

イルシステムの作成は行いません。

X ファイルシステムをファイルに作成します。このオプションは、デバッグ用

のみに使用します。

bsize=bsize

bsize は、ファイルシステムにあるファイルのブロックサイズで、ファイルに

割り当てられるディスクスペースの最小量を表しています。 bsize は 1024 バ

イトから 8182 バイトの範囲の、２の累乗の値でなければなりません。２テラ

バイトより小さなファイルシステムでは、デフォルトは 1024 バイトです。２

テラバイトより大きな、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、最大ファイルサイズはブロックサイズに依存します。４テラバイト

のファイルシステムでは 1K のブロックサイズ、８テラバイトのファイルシ

ステムでは 2K のブロックサイズ、16テラバイトのファイルシステムでは 4K

のブロックサイズ、32テラバイトのファイルシステムでは 8K のブロックサ

イズが必要です。 bsize が指定されていないと、ブロックサイズは、ファイル

システム作成時にデフォルトで適切な値になります。

inosize=n

n には、ファイルシステム上のファイルのオンディスク iノードの構造サイズ

を指定します。有効値は 256 および 512 バイトで、デフォルトは 256 です。i

ノードサイズは通常大きくする必要のないものであり、デフォルト以外の値

を使用すると、ファイルシステムの効率に悪影響を与える可能性がありま

す。

largefiles|nolargefiles

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、ビットがクリアされ、ファイルシステム上で作成可能なファ

イルのサイズが 2GB に制限されます。デフォルトは、 nolargefiles です。
fsadm_vxfs(1M) と mkfs(1M) を参照してください。
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largefiles が指定されていなくて、 inosize が 256 なら、ファイルシステムの i

ノードの最大値は、およそ 8,380,000 です。 largefiles が指定されていなく

て、 inosize が 512 なら、ファイルシステムの iノードの最大値は、およそ
4,190,000 です。

注記: ラージファイルは、HP-UX 10.20 以降のシステムでサポートされていま

す。ラージファイルの作成機能を有効にする場合は注意が必要です。バック

アップユーティリティなどのシステム管理ユーティリティにはラージファイ

ルを認識すると問題を引き起こすものがあるかもしれません。

logsize=n

には、アクティビティロギング領域に割り当てるブロック数を指定します。

バージョン４およびバージョン５ディスクレイアウトでの最小値は、ログが
256KB 以上になるようなブロック数に設定されます。 n の最大値は、ログが
16384KB 以下になるブロックサイズです。 512 メガバイト以上のファイルシ

ステムのデフォルトの logsize は 16 メガバイトです。小さなファイルシステ

ムでは、空き容量を消費しないように、デフォルトは小さくなります。

ログサイズを大きくすると、メタデータの処理量が多い場合に効率が向上し

ます。小さなログは使用するディスクスペースが少ないので、ファイルデー

タ用のスペースを大きく取ることができます。例えば、NFSの処理量が多い

場合は、大きなログを使用した方が効率が向上します。容量の小さなフロッ

ピーデバイスの場合は、ログを小さくする必要があります。

注記: fsck ( fsck_vxfs(1M)) が VxFS ファイルシステムをチェックするために必

要な仮想メモリーの大きさは、ログのサイズに比例します。使用される最大

仮想メモリー容量は、ログの２倍のサイズになります。したがって、
16384KB のログを持つファイルシステムをクリーンにするには、物理メモ

リーとスワップ領域の合計が少なくとも 32MB なければなりません。小さな

システムでは、使用可能なスワップ領域の半分を超えるようなログを持つ

ファイルシステムを作成しないように注意してください。最大ログサイズ

は、メモリーとスワップ領域の合計容量の３分の１程度にするのが妥当です
(swapinfo(1M)) を参照)。

ninode=n

n には、ファイルシステム内の iノードの最大数を指定します。実際の iノー

ドの最大数は n で、おおよその制限に丸めています。数字の 0 と文字列
unlimited は、iノードの数を無制限にすると解釈されます。デフォルトは、
unlimited です。

version=n

n は、VxFS ディスクレイアウトのバージョン番号です。有効値は、4 と 5 で

す。デフォルトでは、ディスクレイアウトバージョン５です。バージョン５
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ディスクレイアウトは、ファイルシステムで 32 テラバイトのサイズまでサ

ポートします。

オペランド
mkfs には、以下のオペランドがあります。

special VxFS ファイルシステムの特殊デバイスファイルの名前。

size VxFS ファイルシステムのセクタの数。

戻り値
mkfs は、次の値を戻します。

0 正常終了。
1 コマンドが構文エラーで失敗。

32 他のエラーが発生。

例
mkfs を使って /dev/rdsk/c0t6d0 に VxFS ファイルシステムを作成するには、次のように指定します。

mkfs −F vxfs /dev/rdsk/c0t6d0 1024

mkfs を使って、 /dev/rdsk/c0t6d0 に VxFS ファイルシステムを作成したときに使ったコマンドを調べるには、

次のように指定します。

mkfs −F vxfs −m /dev/rdsk/c0t6d0

/dev/vgqa/lvol1 に、ラージファイルの作成が可能なバージョン４ディスクレイアウトの VxFS ファイルシステ

ムを作成するには、次のように指定します。

mkfs −F vxfs -o version=4,largefiles /dev/vgqa/lvol1

警告
LVM で使用していた特殊なデバイスを再利用するには、ディスク上に残っているすべての LVM 情報を先に消

去しておかねばなりません。LVM 情報を削除するには、 mkfs_vxfs(1M) を実行する前に pvremove(1M) を実行

します。 LVM 情報は mediainit(1) でデバイスを初期化しても削除できますが、時間がかかります。

古いアプリケーションの中には、ラージファイルを正しく処理できないものもあるため、 −olargefiles オプショ

ンの使用には注意が必要です。

参照
df_vxfs(1M), fsadm_vxfs(1M), fsck_vxfs(1M), mkfs(1M), mount_vxfs(1M), newfs_vxfs(1M), swapinfo(1M), dir(4),

fs_vxfs(4)

Veritas Volume Manager Administrator’s Guide

標準準拠
mkfs : SVID3
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名称
mklost+found − fsck(1M) 用lost+found ディレクトリの作成

構文
/usr/sbin/mklost+found

説明
mklost+found コマンドは、現在のディレクトリに lost+found ディレクトリを作成します。また、空のファイル

をいくつか作成します。これらのファイルは、 fsck コマンド用に空のスロットを用意するために、後で削除さ

れます ( fsck(1M) を参照)。

HFSファイルシステムでは、通常、 mklost+found コマンドは、必要ありません。新しいファイルシステムが作

成されたときに、 mkfs コマンドが自動的に lost+found ディレクトリを作成するからです ( mkfs(1M) を参照)。

著者
mklost+found 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
fsck(1M), mkfs(1M)
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名称
mknod − スペシャルファイルの作成

構文
/sbin/mknod name c major minor

/sbin/mknod name b major minor

/sbin/mknod name p

説明
mknod は、次のファイルのタイプを作成します。

• キャラクタ型デバイススペシャルファイル (最初の構文の形式)

• ブロック型デバイススペシャルファイル (2番目の構文の形式)

• 名前付きのパイプと呼ばれることもある FIFOファイル (3番目の構文の形式)

name は、作成されるファイルのパス名です。新しく作成されたファイルは、あらゆるユーザーが読み取り、

および書き込みが可能なデフォルトモード (0666) をもちます。しかし、モードは、ユーザーのファイルモード

作成マスク ( umask(1) を参照) の現在の設定によって変更されます。

キャラクタ型およびブロック型スペシャルファイル
キャラクタ型デバイス スペシャルファイルは、9トラックの磁気テープドライブ、プリンタ、プロッタ、
‘‘raw’’ モードで使用されるディスクドライブオペレーティング、および端末のような、一度に 1バイトを転送

することができるデバイス用に使用します。キャラクタ型スペシャルファイルを作成するには、 c 引き数を使

用します。

ブロック型デバイススペシャルファイルは、ディスクドライブのような、通常、データのブロックを一度に転

送するデバイス用に使用します。ブロック型デバイススペシャルファイルを作成するには、 b 引き数を使用し

ます。

残りの引き数は、次のような新しいスペシャルファイルを介してアクセス可能なデバイスを指定します。

major この「メジャー番号」は、メジャーなデバイスタイプを指定します (例えば、デバイ

スドライバ番号)。

minor この「マイナー番号」は、デバイスの位置を指定します (常にというわけではありま

せんが一般的に、ユニット、ドライブ、 HP-IB バスアドレス、回線番号のうちのどれ

か 1つ、2つ以上の任意の組合わせ、または全部)。

major および minor の値は、それぞれ、C言語規約 (10進数は、先頭に0が付かず、8進数は、先頭に0が付きま

す。また、16進数は、先頭に 0x が付きます) を使用して、16進数、8進数、または 10進数のうちのどれかで指

定します。

メジャーデバイス番号とマイナーデバイス番号の割当ては、各 HP-UXシステムによって決まっています。詳細

に関しては、ユーザーのシステムに付属のシステム管理者のためのマニュアルを参照してください。
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該当する特権をもつユーザーだけが、 mknod を使用してキャラクタ型またはブロック型デバイススペシャル

ファイルを作成することができます。

FIFOファイル
FIFO (名前付きのパイプまたはバッファ) ファイルを作成するには、引き数 p を使用します。 mkfifo コマンド

もこの目的で使用できます — mkfifo(1) を参照) の 2番目の引き数に p を使用します。すべてのユーザーが、
mknod を使用して、 FIFOファイルを作成することができます。

警告
アクセス制御リスト

オプションの ACL エントリーを、 chacl コマンド( chacl(1) 参照) を使用してスペシャルファイルと FIFO に追

加することができます。しかし、システムプログラムがユーザーの知らない間に、これらのファイルに対する

オプションの ACLエントリーを変更したり、取り除いてしまうかもしれません。

参照
chacl(1), mkdir(1), mkfifo(1), umask(1), lsdev(1M), sam(1M), mknod(2), acl(5), mknod(5)

システム管理者向けマニュアル

標準準拠
mknod: SVID2, SVID3, XPG2
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名称
mksf − スペシャル (デバイス) ファイルの作成

構文
/sbin/mksf [−C class −d driver] [−D directory] [−H hw−path] [−I instance] [−q −v]

[driver−options] [special−file]

/sbin/mksf [−C class −d driver] [−D directory] [−H hw−path] −m minor [−q −v] [−r]

special−file

説明
mksf コマンドは、デバイスディレクトリにスペシャルファイルを作成します。これは、既存のデバイス (シス

テムがインスタンス番号をすでに割り当てたデバイス) であれば通常は /dev です。このデバイスは、 −C, −d,

−H, および −I オプションの組合わせで指定します。指定したオプションがシステムのユニークなデバイスに一

致する場合、 mksf は、そのデバイス用のスペシャルファイルを作成します。そうでなければ、 mksf は、エ

ラーメッセージをプリントし、終了します。必要であれば、 mksf はこの結果作成されるスペシャルファイル

用に定義したデバイスのインストールディレクトリに対して相対的なサブディレクトリを作成します。

ほとんどのドライバについて、 mksf には、組込みドライバオプションのセット driver−options と、スペシャル

ファイル命名規則があります。上記の最初の形式に示したように、ドライバオプションのサブセットを指定す

れば、ユーザーは特定の特性セットをもつスペシャルファイルを作成できます。スペシャルファイル名を指定

すれば、 mksf は、そのスペシャルファイル名のスペシャルファイルを作成します。指定しない場合、そのド

ライバ用のデフォルト命名規則が使用されます。

２番目の書式では、マイナー番号とスペシャルファイル名を明示的に指定します。この書式は、 mksf に組込

みドライバオプションを使用せずに、ドライバ用スペシャルファイルを作成する場合に使用します。 −r オプ

ションは、キャラクタ型デバイスファイルと raw 型デバイスファイルの両方をサポートするドライバに、デ

フォルトのブロック型デバイスファイルの代わりにキャラクタ型 (raw) デバイスファイルを mksf が作成するよ

う指定します。

オプション
mksf には、以下のオプションがあります。

−C class 指定のデバイスクラス class に属するデバイスとマッチさせます。デバイスクラス

は、 lsdev コマンド (lsdev(1M) を参照 ) を使用してリストできます。これらは、
/usr/conf/master.d ディレクトリにあるファイルで定義されています。このオプション

は、疑似デバイスに対しては無効です。このオプションを −d とともに使用すること

はできません。

−d driver 指定したデバイスドライバ driver によって制御されるデバイスとマッチさせます。デ

バイスドライバは、 lsdev コマンド (lsdev(1M) を参照) を使用してリストできます。

これらは、 /usr/conf/master.d ディレクトリにあるファイルで定義されています。この

オプションを −C とともに使用することはできません。
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−D directory デフォルトのデバイスインストールディレクトリ /dev を変更し、代わりに directory

にスペシャルファイルをインストールします。 directory は存在していなければなりま

せん。存在しなければ、 mksf はエラーメッセージを表示して終了します。「警告」

を参照してください。

−H hw−path 指定したハードウェアパス hw−path にあるデバイスとマッチさせます。ハードウェア

パスは ioscan コマンド (ioscan(1M) を参照) を使用してリストできます。ハードウェ

アパスは、デバイスに到達するまでの各ハードウェア構成要素のアドレスを指定しま

す。これは、数字列をピリオド (.) で区切ったもので、たとえば 52 (カード), 52.3 (

ターゲットアドレス), 52.3.0 (デバイス) などです。ハードウェア構成要素がバスコン

バーターの場合、後続のピリオドがあれば 2, 2/3, および 2/3.0 のようにスラッシュ (/)

で置き換えます。このオプションは、疑似デバイスに対しては無効です。

−I instance 指定した instance 番号とデバイスをマッチさせます。インスタンスは、 ioscan コマン

ドの −f オプション (ioscan(1M) を参照) を使用してリストできます。このオプション

は、疑似デバイスに対しては無効です。

−m minor 指定したマイナー番号 minor をもつスペシャルファイルを作成します。 minor の

フォーマットは、 mknod(1M) および mknod(5) で示したものと同じです。

−q 静寂オプション。通常、 mksf は各ドライバを処理するたび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、ドライバメッセージは表示されませんが、エラー

メッセージは表示されます。 −v オプションを参照してください。

−r ブロック型スペシャルファイルの代わりにキャラクタ型 (raw) スペシャルファイルを

作成します。

−v 冗長オプション。通常の処理メッセージに加えて、スペシャルファイルを作成するた

びにその名称を表示します。 −q オプションを参照してください。

命名規則
スペシャルファイルの多くは、 ccardttargetddevice という命名規則を使用して名称を指定します。これらの変

数は次の意味で使用します。

card ioscan (ioscan(1M) を参照) で指定したユニークなインタフェースカード識別番号。これは
10 進数で表し、一般的な範囲は０～ 255 です。

target デバイスターゲット番号。たとえば、HP−FL または SCSI バスのアドレスです。これは 10

進数で表し、一般的な範囲は０～ 15 です。

device デバイス内のアドレスユニット。たとえば、HP-FL デバイスのユニット、または SCSI デバ

イスの LUNです。これは 10 進数で表し、一般的な範囲は０～ 15 です。

スペシャルファイル
次に、ドライバ固有のオプション (driver−options) およびデフォルトのスペシャルファイル名 (special−file) を示

します。
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asio0

−a access−mode

ポート アクセスモード (0-2)。デフォルトのアクセスモードは 0 (直接接続) です。
access−mode の意味は次のとおりです。

アクセスモード ポート操作

0 直接接続
1 ダイヤルアウトモデム
2 ダイヤルインモデム

−c CCITT

−f ハードウェアフロー制御 (RTS/CTS)

−i モデムダイアラ。 −l とともに使用することはできません。

−l ラインプリンター。 −i とともに使用することはできません。

−p port マルチプレクサポート番号 (内蔵シリアルポートは０、 SAS コンソールポートは０～

１)。デフォルトのポート番号は０です。

−r fifo-trigger fifo-trigger の値は 0 ～ 3 でなければなりません。次の表に、指定の fifo-trigger 値に対

応する FIFO トリガーレベルを示します。

fifo-trigger 受信 FIFO トリガーレベル

0 1

1 4

2 8

3 14

−t 透過モード (通常、診断で使用)

−x xmit-limit xmit-limit の値は 0 ～ 3 でなければなりません。次の表に、指定の xmit-limit 値に対応

する伝送制限を示します。

xmit-limit 伝送制限

0 1

1 4

2 8

3 12

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 access−mode および −i や −l のオプションを

指定したかどうかで決まります。
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access−mode -i -l スペシャルファイル名

— 未指定 指定 ccardp0_lp

2 未指定 未指定 ttydcard0

1 未指定 未指定 culcardp0

0 指定 未指定 cuacardp0

0 未指定 未指定 ttycardp0

audio

−f format オーディオフォーマット (0-3)。 format の意味は次のとおりです。

ファイル名修飾子

format オーディオフォーマット format-mod

0 オーディオフォーマットは無変更
1 ８ビット Mu 型 U

2 ８ビット A 型 A

3 16 ビットリニア L

−o output-dest 出力宛先 (0-4)。 output-dest の値は 0 ～ 4 でなければなりません。次の表に、指定の
output-dest 値に対応する出力宛先を示します。

ファイル名修飾子

output-dest 出力宛先 output-mod

0 全出力 B

1 ヘッドホン E

2 内部スピーカー I

3 出力なし N

4 ライン出力 L

−r Raw 型、制御アクセス。このオプションを −f または −o オプションとともに使用する

ことはできません。

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、指定したオプションで決まります。

オプション スペシャルファイル名

−r audioCtl_card

−f 0 audio_card

その他 audiooutput-mod format-mod_card

オプションの output-mod および format-mod の値は、上記の表に示してあります。各

スペシャルファイル名の card の前にはアンダースコア (_) があります。また card 0

の場合、各ファイルは後ろに _card のない単純な名称とリンクされます。
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autox0 schgr

−i を −r または −p とともに使用することはできません。

−i ioctl。ピッカー制御スペシャルファイルを作成します。

−p optical-disk[:last-optical-disk]

１から始まる光ディスク番号。オプションの :last-optical-disk を指定すると、指定し

た範囲のディスクに対してスペシャルファイルが作成されます。

−r raw。ブロック型スペシャルファイルではなく、キャラクタ型スペシャルファイルを

作成。

special−file −p オプションで光ディスクの範囲を指定した場合、スペシャルファイルは指定でき

ません。シングルディスクの場合にスペシャルファイルを指定すると、 A面のデバイ

スには名称の最後に a が付けられ、B面のデバイスには名称の最後に b が付けられま

す。デフォルトのスペシャルファイル名は、 −r オプションを指定したかどうかで決

まります。

-r スペシャルファイル名

指定 rac/ccardttargetddevice_optical-diska

rac/ccardttargetddevice_optical-diskb

未指定 ac/ccardttargetddevice_optical-diska

ac/ccardttargetddevice_optical-diskb

device と optical-diskの間にはアンダースコア (_) があります。

CentIf

−hhandshake-mode

ハンドシェイクモード。有効な値の範囲は 1 ～ 6 です。
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handshake-mode ハンドシェイク操作

1 NACK/BUSY の自動ハンドシェイク
2 BUSY のみの自動ハンドシェイク
3 両方向の読み取り/書き込み
4 ストリームモード

(NSTROBE のみ、ハンドシェイクなし)

5 NACK/BUSY の自動ハンドシェイク
(パルス NSTROBE 付き)

6 BUSY の自動ハンドシェイク
(パルス NSTROBE 付き)

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 handshake-mode 2 ならば ccardt0d0_lp、それ

以外ならば ccardt0d0hhandshake-mode_lp です。 SCentIf で有効なハンドシェイク値

は、２ (BUSY のみの自動ハンドシェイク) だけです。

consp1

−r fifo-trigger fifo-trigger の値は 0 ～ 3 でなければなりません。次の表に、指定の fifo-trigger 値に対

応する FIFO トリガーレベルを示します。

fifo-trigger 受信 FIFO トリガーレベル

0 1

1 4

2 8

3 14

−t 透過モード (通常、診断で使用)

−x xmit-limit xmit-limit の値は 0 ～ 3 でなければなりません。次の表に、指定の xmit-limit 値に対応

する伝送制限を示します。

xmit-limit 伝送制限

0 1

1 4

2 8

3 12

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は次のとおりです。
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スペシャルファイル名

ttycardp0

disc3

−f フロッピー

−r raw。ブロック型スペシャルファイルではなく、キャラクタ型スペシャルファイルを

作成

−s section セクション番号

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −r と −s オプションを指定したかどうかで決

まります。

-r -s スペシャルファイル名

指定 未指定 rdsk/ccardttargetddevice および
rfloppy/ccardttargetddevice

指定 指定 rdsk/ccardttargetddevicessection

未指定 未指定 dsk/ccardttargetddevice および
floppy/ccardttargetddevice

未指定 指定 dsk/ccardttargetddevicessection

hil

−a, −k, −r のどれか１つだけを指定できます。

−a address リンクアドレス (1-7)

−k クックキーボード

−n hil コントローラデバイス

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −a, −k, および −r オプションで決まります。

オプション スペシャルファイル名

-a hil_card.address

-k hilkbd_card

-r rhil_card

card の前にはアンダースコア (_) があります。また、 card 0 の場合、各ファイルは
_card をもたない単純な名称 (hiladdress, hilkbd, または rhil) とリンクされます。

lan0 lan1 lan2 lan3
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−e と −i のどちらか１つだけを指定できます。

−e イーサネットプロトコル

−i IEEE 802.3 プロトコル

−t 透過モード (通常、診断で使用)

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −e, −i, および −t オプションで決まります。

オプション -t スペシャルファイル名

-e 未指定 ethercard

-e 指定 diag/ethercard

-i 未指定 lancard

-i 指定 diag/lancard

lantty0

−e 排他アクセス

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −e オプションを指定したかどうかで決まり

ます。

-e スペシャルファイル名

未指定 lanttycard

指定 diag/lanttycard

lpr2 lpr3

−c 大文字。出力をすべて大文字に変換します。

−e 用紙切れの回復後ページ替え

−n 用紙送りなし

−o 前の用紙切れ動作 (ジョブの中断)

−r raw

−t 透過モード (通常、診断で使用)

−w ウェイトなし。オープン時のエラーで再実行なし。

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −r オプションを指定したかどうかで決まり

ます。

Section 1M-628 Hewlett-Packard Company − 8 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



mksf(1M) mksf(1M)

-r スペシャルファイル名

未指定 ccardttargetddevice_lp

指定 ccardttargetddevice_rlp

mux0 mux2 mux4 pci_mux0

−a access−mode

ポート アクセスモード (0-2)。デフォルトのアクセスモードは 0 (直接接続) です。
access−mode の意味は次のとおりです。

access−mode ポート操作

0 直接接続
1 ダイヤルアウトモデム
2 ダイヤルインモデム

−c CCITT

−f ハードウェアフロー制御 (RTS/CTS)

−i モデムダイアラ。 −l とともに使用することはできません。

−l ラインプリンター。 −i とともに使用することはできません。

−p port マルチプレクサ ポート番号 (mux0 と mux2の場合は 0-15、 mux4の場合は 0-1、
pci_mux0 の場合は a1 - a16, b1 - b16, c1 - c16 など)。特定のドライバが制御する MUX

カードの中には、サポートされている最大数よりポート数が少ないものもあります。

−t 透過モード (通常、診断で使用)

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 access−mode および −i と −l オプションを指

定したかどうかで決まります。次の「カード」は mux card のインスタンス番号を参照

しています。

access−mode -i -l スペシャルファイル名

— 未指定 指定 ccardpport_lp

2 未指定 未指定 ttydcardpport

1 未指定 未指定 culcardpport

0 指定 未指定 cuacardpport

0 未指定 未指定 ttycardpport

pflop sflop

−r raw。ブロック型スペシャルファイルではなく、キャラクタ型スペシャルファイルを

作成。
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special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −r オプションを指定したかどうかで決まり

ます。

-r スペシャルファイル名

未指定 floppy/ccardttargetddevice

指定 rfloppy/ccardttargetddevice

ps2

−a か −p のどちらかだけを指定できます。

−a auto_device 自動検索デバイス。 auto_device の値が０であれば、最初のマウスを示します。値が

１であれば、最初のキーボードを示します。

−p port PS2 ポート番号

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 −a および −p オプションで決まります。

オプション スペシャルファイル名

-a 0 ps2mouse

-a 1 ps2kbd

-p ps2_port

port の前にはアンダースコア (_) があります。

SASコンソールポート asio0 を参照してください。

SCentIf CentIf を参照してください。

scc1

−a access−mode

ポート アクセスモード (0−2)。デフォルトのアクセスモードは０です。 access−mode

の意味は次のとおりです。

access−mode ポート操作

0 直接接続
1 ダイヤルアウトモデム
2 ダイヤルインモデム

−b ポートB

−c CCITT

−i モデムダイアラ。 −l とともに使用することはできません。
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−l ラインプリンター。 −i とともに使用することはできません。

special−file デフォルトのスペシャルファイル名は、 access−mode および −i と −l オプションを指

定したかどうかで決まります。

access−mode -i -l スペシャルファイル名

— 未指定 指定 ccardpport_lp

2 未指定 未指定 ttydcardpport

1 未指定 未指定 culcardpport

0 指定 未指定 cuacardpport

0 未指定 未指定 ttycardpport

schgr autox0 を参照してください。

sdisk

−r raw。ブロック型スペシャルファイルではなく、キャラクタ型スペシャルファイルを作成

−s section セクション番号

special−file

デフォルトのスペシャルファイル名は、 −r オプションと −s オプションを指定したかどう

かで決まります。

-r -s スペシャルファイル名

指定 未指定 rdsk/ccardttargetddevice

指定 指定 rdsk/ccardttargetddevicessection

未指定 未指定 dsk/ccardttargetddevice

未指定 指定 dsk/ccardttargetddevicessection

sflop pflop を参照してください。

stape

−a AT&Tスタイルのリワインド / クローズ

−b bpi １インチ当たりのビット数またはテープの密度。 bpi で使用できる値は次のとおりで

す。
BEST, D1600, D3480, D3480C, D3590, D3590C, D6250, D6250C, D800, D8MM_8200,

D8MM_8200C, D8MM_8500, D8MM_8500C, DDS1, DDS1C, DDS2, DDS2C, NOMOD,

QIC_1000, QIC_11, QIC_120, QIC_1350, QIC_150, QIC_2100, QIC_24, QIC_2GB,

QIC_525, QIC_5GB, DLT_42500_24, DLT_42500_56, DLT_62500_64, DLT_81633_64,

DLT_62500_64C, DLT_81633_64C,

または 10 進数の密度コード。
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-c [code] 圧縮の指定とオプションの圧縮コード。オプションの圧縮コードは、複数の圧縮アル

ゴリズムをサポートしているドライブで特定の圧縮アルゴリズムを選択するときに使

用します。このオプションはオプション文字列の最後に指定します。詳細について

は、 mt(7) を参照してください。

−e 排他モード。このオプションによって、ドライバは媒体をアクセスする際に複数のコ

ンフィギュレーション値を試すことができます。デフォルトの動作は、指定のコン

フィギュレーションだけを使用するものです。

−n クローズ時にリワインドなし

−p パーティション１

-s [block-size] 固定ブロックサイズモード。 block-size を数値で指定すると、これを固定ブロックサ

イズとして使用します。 −s オプションを単独で使用すると、デバイス固有のデフォ

ルトの固定ブロックサイズを使用します。このオプションはオプション文字列の最後

に指定します。

−u カリフォルニア大学バークレイ校スタイルのリワインド / クローズ

−w ウェイト (すぐに記録しない)

−x index index 値を使用して、テープデバイスドライバの属性テーブルエントリーをアクセス

します。 index で使用できる値は、０～ 30 の範囲の 10 進値です。

special−file テープ スペシャルファイルすべてを /dev/rmt ディレクトリに入れます。これは、

テープ属性テーブル (mt(7) を参照) のメインテナンスを正しく行うために必要です。
/dev/rmt ディレクトリ外にあるデバイスファイルは、システムのリブートのたびに一

貫した動作を行わないことがあります。デフォルトのスペシャルファイル名は、アク

セス中のテープドライブおよび指定したオプションで決まります。デフォルトのスペ

シャルファイルはすべて rmt/ccardttargetddevice で始まります。テープに対するデ

フォルトのスペシャルファイル命名方法の詳細については、 mt(7) を参照してくださ

い。

tape2

−a AT&Tスタイルのリワインド / クローズ

−b bpi １インチ当たりのビット数またはテープの密度。 bpi で使用できる値は次のとおりで

す。
BEST, D1600, D3480, D3480C, D6250, D6250C, D800, D8MM_8200, D8MM_8200C,

D8MM_8500, D8MM_8500C, DDS1, DDS1C, DDS2, DDS2C, NOMOD, QIC_1000,

QIC_11, QIC_120, QIC_1350, QIC_150, QIC_2100, QIC_24, QIC_2GB, QIC_525,

QIC_5GB, DLT_42500_24, DLT_42500_56, DLT_62500_64, DLT_81633_64,

DLT_62500_64C, DLT_81633_64C

または 10 進数の密度コード。
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-c [code] 圧縮の指定とオプションの圧縮コード。オプションの 10 進コードは、複数の圧縮ア

ルゴリズムをサポートしているドライブで特定の圧縮アルゴリズムを選択するときに

使用します。このオプションはオプション文字列の最後に指定します。詳細について

は、 mt(7) を参照してください。

−n クローズ時にリワインドなし

−o コンソールメッセージの表示なし

−t 透過モード (通常、診断で使用)

−u カリフォルニア大学バークレイ校スタイルのリワインド / クローズ

−w ウェイト (すぐに記録しない)

−x index インデックス値を使用して、テープデバイスドライバの属性テーブルエントリーをア

クセスします。 index で使用できる値は、０～ 30 の範囲の 10 進値です。

−z RTE 互換クローズ

special−file テープ スペシャルファイルすべてを /dev/rmt ディレクトリに入れます。これは、

テープ属性テーブル (mt(7) を参照) のメインテナンスを正しく行うために必要です。
/dev/rmt ディレクトリ外にあるデバイスファイルは、システムのリブートのたびに一

貫した動作を行わないことがあります。デフォルトのスペシャルファイル名は、アク

セス中のテープドライブおよび指定したオプションで決まります。デフォルトのスペ

シャルファイルはすべて rmt/ccardttargetddevice で始まります。テープに対するデ

フォルトのスペシャルファイル命名方法の詳細については、 mt(7) を参照してくださ

い。

戻り値
mksf は、次の値のどちらかを表示して終了します。

0 正常終了

1 失敗。エラーが発生しました。

診断
mksf の出す診断メッセージのほとんどは説明しなくても理解できます。詳しく説明しておいた方がよいメッ

セージを以下にリストします。エラーが発生すると mksf はただちに中断されます。

エラー
Ambiguous device specification

システム内の複数のデバイスが一致しています。 −d, −C, −H, および −I オプションの組合わせで、ユ

ニークなデバイスを指定してください。

No such device in the system
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指定したオプションと一致するデバイスがシステムにはありません。 ioscan を使用して、システム内

のデバイスをリストしてください (ioscan(1M) を参照)。

Device driver name is not in the kernel

Device class name is not in the kernel

表示されたデバイスドライバまたはデバイスクラスがカーネルに存在していません。適当なデバイス

ドライバまたはデバイスクラス (あるいはその両方) を kcmodule(1M) を使ってカーネルに追加してくだ

さい。

Device has no instance number

指定したデバイスにインスタンス番号が割り当てられていません。 ioscan を使用してそのデバイスに
instance を割り当ててください。

Directory directory doesn’t exist

−D オプションの directory 引き数がありません。 mkdir を使用してディレクトリを作成してください
(mkdir(1) を参照)。

例
インスタンス番号２に関連付けられているラインプリンターデバイスに対して /dev/printer という名称のスペ

シャルファイルを作成します。

mksf −C printer −I 2 /dev/printer

ハードウェアパス 8.4.1 のテープデバイスにデフォルトの命名規則を使用して、スペシャルファイルを作成し

ます。ドライバ固有のオプションは、１インチあたり 1600 ビット、クローズ時にリワインドなしを指定して

います。

mksf −C tape −H 8.4.1 −b D1600 −n

警告
コマンドやサブシステムの多くは、デバイスファイルが /dev に存在すると仮定しているため、 −D オプション

の使用はお勧めできません。

著者
mksf は、HP が開発しました。

ファイル
/dev/config I/O システムスペシャルファイル
/etc/mtconfig テープドライバ属性テーブルデータベース

参照
mkdir(1), insf(1M), ioscan(1M), kcmodule(1M), lsdev(1M), mknod(1M), rmsf(1M), mknod(2), ioconfig(4), mknod(5),

mt(7)
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名称
mk_kernel − システムファイルからのカーネル構成のロード

構文
/usr/sbin/mk_kernel [-o path_name] [-s system_file] [-v]

説明
mk_kernel は、システムファイル (system(4) を参照) から構成情報を読み取り、その変更をカーネル構成に適用

します (kconfig(5) を参照)。 mk_kernel の動作は kconfig -i の動作に似ていますが、以前のリリースとの互換性

を確保するために、意味的な違いがあります。 mk_kernel は、要求された変更を有効にするために必要な場合

に限り、新しいカーネル実行可能ファイルを構築します。 mk_kernel は、既存のカーネル実行可能ファイルが

使用できる場合は、再利用します。

オプション
mk_kernel は、以下のオプションを認識します。

-o path_name

ターゲットカーネルのパスを指定します。

指定されたターゲットカーネルのパスが /stand/vmunix の場合、変更は、現在実行中のカーネル構

成に適用されます。変更は、可能であればすぐに有効になり、可能でなければ次回のブート時に有

効になります。

指定されたターゲットカーネルのパスが /stand/config/vmunix の形式の場合、 config という名前で

保存されたカーネル構成に変更が適用されます。保存されたカーネル構成に対して次回のブートで

使用するというマークがすでに付けられている場合を除いて、変更は、次回のブートで有効になり

ません。

ターゲットカーネル名がスラッシュを含まない１つの単語の場合、その名前は保存されたカーネル

構成の名前として使用されます。変更は、その保存されたカーネル構成に適用されます。保存され

たカーネル構成に対して次回のブートで使用するというマークがすでに付けられている場合を除い

て、変更は、次回のブートで有効になりません。

ターゲットカーネルのパスが上で指定したものでない場合、 mk_kernel はエラーで終了します。

カーネル実行可能ファイルを他の場所に置くことは、サポートされていません。

-o オプションを指定していない場合、変更は hpux_test というカーネル構成に適用されます。カー

ネル構成に対して次回のブートで使用するというマークがすでに付けられている場合を除いて、変

更は、次回のブートで有効になりません。

-s system_file

HP-UX システム記述ファイルを指定します。このオプションを指定しないと、システムファイル
/stand/system が使われます。詳細は、 system(4) を参照してください。

-v 冗長モードです (効果はありません。旧製品との互換性のために残されています)。
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戻り値
mk_kernel は、正常終了した場合に０を返し、エラーが発生した場合に１を返します。

診断
メッセージおよび警告は stdout へ出力されます。 kconfig(1M) および他のコマンドから出力されるメッセージ

は、 mk_kernel から起動されたときに表示されます。エラーが発生すると、 mk_kernel はすぐに終了します。

警告の場合は、処理を続行します。

例
mk_kernel -o /stand/vmunix

デフォルトの HP-UX システム記述ファイル /stand/system を使います。変更は、次回のブートで有効

になるというマークが付けられている、現在実行中のカーネル構成に適用されます。

mk_kernel -s /mnt/altsys/stand/system.new

システム記述ファイル /mnt/altsys/stand/system.new を使います。

mk_kernel -s /stand/system -o fred

システム記述ファイル /stand/system を使います。変更は、保存されたカーネル構成ファイル fred に適

用されます。

警告
カーネル構成ディレクトリの内容は、手動で変更しないでください。

ファイル
/stand/system デフォルトの HP-UXシステム記述ファイル

参照
system(4), kconfig(5), kconfig(1M)
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名称
modprpw − 保護されたパスワードデータベースの変更

構文
modprpw [-E|-V] [-l|-n [domain]]

modprpw [-x] [-l|-n [domain]] username

modprpw [-A|-e|-v|-k] [-m field=value,... ] [-l|-n [domain]] username

説明
modprpw は、ユーザーの保護されたパスワードデータベースの設定を更新します。このコマンドが使用できる

のは、高信頼性システムのスーパーユーザーのみです。

SAM 以外で使用したり、 /etc/passwd または NIS+ テーブルとの同期をとらないで変更を行うと、データベー

スの重大な破壊につながり、システムにアクセスできなくなる可能性があります。

更新された値はすべて、 getprpw(1M) を使って検証できます。

データベースには、ローカルユーザーと NIS+ ユーザー用の情報が含まれています。ただし、一部の NIS+ 情

報はマスターに保存されます。ユーザーはローカルと NIS+ の両方の場合があるため、 modprpw は、 -l また

は -n がどちらも指定されていない場合に、 nsswitch.conf (4) のデフォルトを使用します。

オプション
modprpw は、指定されたオプションによって定義された通りに、ユーザーのパラメータを設定します。最低１

つのオプションが必要です。オプションにフィールドが指定されていない場合、その値はデータベース内では

変更されません。

modprpw は、以下のオプションを認識します。

-A 新規ユーザーエントリを追加し、はじめてログインするために新規ユーザーが使用しなければならないラ

ンダムパスワードを戻します。このエントリは、指定されたユーザー名と -m uid=value を使って作成さ

れます。

ユーザーがすでに存在する場合は、エラーが戻されます。

-l オプションまたは -n オプションのどちらかと組み合わせることができます。 -n が指定されている場合

は、NIS+ テーブルにもエントリを追加します。

useradd(1M) とは異なり、ホームディレクトリの作成または配置と、 /etc/passwd の更新は行いません。

-E このオプションはユーザー名なしで指定され、すべてのユーザーのパスワードを有効期限切れにします。

保護されたパスワードデータベースを一巡して、すべてのユーザーの正常に行われた変更時間をゼロに設

定します。その結果、すべてのユーザーは、次回にログインする時に新規パスワードを入力する必要があ

ります。

-lオプションまたは -n オプションのどちらかと組み合わせることができます。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-637



modprpw(1M) modprpw(1M)

-e このオプションはユーザー名をつけて指定され、指定されたユーザーのパスワードを有効期限切れにしま

す。正常に行われた変更時間をゼロにします。

-l、 -m、 -n の各オプションと組み合わせることができます。

-k パスワードなし、または * パスワードによるロックの場合を除き、使用不能になったユーザーのアカウ

ントをアンロックして使用可能にします。

-l、 -m、 -n の各オプションと組み合わせることができます。

-l このオプションは、ローカルユーザー用のデータを変更するよう指定します。 -n オプションを使って指

定することはできません。このオプションは、他のオプションと一緒に指定する必要があります。

-m データベースフィールドを指定された値に変更するか、ロックをリセットします。 -A、 -e、 -v、 -k の

各オプションの１つと、また、 -l、 -n の各オプションの１つと組み合わせることができます。

データベースフィールドのリストは、デリミタとしてカンマが使われます。 -m に渡されたデータベース

フィールドのリストに無効なデータベースフィールドが含まれている場合は、"invalid-opt" が出力され

て、処理が終了します。

システムデフォルト値 (/tcb/files/auth/system/default) として、論理値 YES、NO、または DFT が指定され

ます。数値は、それぞれ正数、０または -1 が指定されます。 value に -1 が指定された場合は、データ

ベース内の数値が削除されて、システムデフォルト値が使用できるようになります。時間の値は日単位で

指定されますが、データベースでは秒単位で保存されます。

以下の４つのデータベースパラメータ u_minchg、 u_exp、 u_life、 u_pw_expire_warning がすべてゼロ

の場合には、エージングは存在しません。

n/a によって指定されている場合を除き、すべてのデータベースフィールドを設定可能です。 prot.h に示

す順序で、これらのデータベースフィールドを以下に示します。データベースフィールドについては、
prpwd(4) に完全な説明があります。

FIELD=VALUE DATABASE FIELD

n/a データベース u_name

uid=value データベース u_id

ユーザーの uid を設定します。この値に関して、妥当性チェックは行われません。

n/a データベース u_pwd

n/a データベース u_owner

bootpw=value データベース u_bootauth

ブート認証特権を YES/NO/DFT に設定します。 NO は、ユーザーファイルからこ

れを削除します。
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audid=value データベース u_auditid

監査 ID を設定します。次に使用可能な ID を超えないように、自動的に制限され

ます。

audflg=value データベース u_auditflag

監査フラグを設定します。

mintm=value データベース u_minchg=(value*86400)

パスワード変更間の最小時間間隔を設定します (日数 )。 0 = なし。非高信頼性

モードの最短時間と同じです。

maxpwln=value データベース u_maxlen

システムにより生成されるパスワードの最大パスワード長を設定します。

exptm=value データベース u_exp=(value*86400)

パスワード有効期限の時間間隔を設定します (日数)。 0 = 有効期限切れ。非高信

頼性モードの最長時間と同じです。

lftm=value データベース u_life

パスワード寿命の時間間隔を設定します (日数)。 0 = 無限。

n/a データベース u_succhg

以下の各オプション e、 E、 v、 V と、 k オプションによっても変更されます。

n/a データベース u_unsucchg

acctexp=value データベース u_acct_expire=(value*86400+now)

アカウント有効期限の時間間隔を設定します (日数)。この間隔は "now" に追加さ

れて、データベース内の値になります
(database 0 =有効期限なし)。

llog=value データベース u_llogin

最終ログインの時間間隔を設定します (日数)。 u_succlog と一緒に使用します。

expwarn=value データベース u_pw_expire_warning=(value*86400)

パスワード有効期限警告の時間間隔を設定します (日数)。 0 = なし。

n/a データベース u_pswduser 廃止されたフィールド。

usrpick=value データベース u_pickpw

ユーザーがパスワードを選択するかどうかを YES/NO/DFT に設定します。
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syspnpw=value データベース u_genpwd

システムが表記可能なパスワードを生成するかどうかを YES/NO/DFT に設定しま

す。

rstrpw=value データベース u_restrict

生成パスワードが制限付きかどうかを YES/NO/DFT に設定します。 YES の場合

は、パスワードを??詳細にチェックされます??。

nullpw=value データベース u_nullpw

ヌルパスワードが使用可能かどうかを YES/NO/DFT に設定します。 YES は、指

定しないでください。

n/a データベース u_pwchanger 廃止されたフィールド。

admnum=value データベース u_pw_admin_num 廃止されたフィールド。

syschpw=value データベース u_genchars

システムが文字のみで構成されるパスワードを生成するかどうかを YES/NO/DFT

に設定します。

sysltpw=value データベース u_genletters

システムが英字のみで構成されるパスワードを生成するかどうかを YES/NO/DFT

に設定します。

timeod=value データベース u_tod

ログイン可能な時刻を設定します。

フォーマットは以下の通りです。

key0Starttime-Endtime, key1Starttime-Endtime,...

keynStarttime-Endtime

ここで、 key には以下の値が割り当てられます。
Mo - 月曜日
Tu - 火曜日
We - 水曜日
Th - 木曜日
Fr - 金曜日
Sa - 土曜日
Su - 日曜日
Any - 毎日
Wk - 月曜日 -> 金曜日
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Starttime および Endtime は、軍用フォーマットで表示されます。 HHMM、この

場合:

00 <= HH <= 23 および 00 <= MM <= 59

n/a データベース u_suclog

n/a データベース u_unsuclog

n/a データベース u_suctty

n/a データベース u_numunsuclog

n/a データベース u_unsuctty

umaxlntr=value データベース u_maxtries

失敗したログインに許される最大回数を設定します。 0 = 無限。

alock=value データベース u_lock

管理者ロックを YES/NO/DFT に設定します。

-n ドメイン名と共に、または単独で指定できます ( -n [domain] )。 -n [domain] が指定された場合は、NIS+

ユーザー用のデータが変更されます。 domain 名には有効期限があります。 domain 名が指定されない場

合は、ローカルドメインが使用されます。

これは、 -l オプションでは指定できません。このオプションは、他のオプションと指定しなければなり

ません。

-V このオプションはユーザー名なしで指定され、すべてのユーザーのパスワードを「確認/リフレッシュ」

します。これは保護されたパスワードデータベースを一巡して、すべてのユーザーの正常に行われた変更

時間を現在の時間に設定します。その結果、すべてのユーザーのパスワードエージングは現在の時間から

再開します。

-lオプションまたは -n オプションのどちらかと組み合わせることができます。

-v このオプションはユーザー名をつけて指定され、指定されたユーザーのパスワードを「確認 /リフレッ

シュ」します。正常に行われた変更時間が現在の時間に設定されます。

-l、 -m、 -n の各オプションと組み合わせることができます。

-x ユーザーのパスワードを削除して、ランダムパスワードに戻します。このランダムパスワードは、ユー

ザーがログインして新規パスワードを設定するために、あとでログインプロセスに提供する必要がありま

す。ルートには無効です。また、ロックをリセットします。

-lオプションまたは -n オプションのどちらかと組み合わせることができます。

戻り値
0 正常終了。
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1 ユーザーに権限がありません。
2 使用法が無効です。
3 エントリまたはファイルが見つかりません。
4 エントリを変更できません。
5 高信頼性システムではありません。
6 NIS+ ユーザーではありません。

例
パスワード変更間の最短時間を 12 (日) に設定し、「システムが表記可能なパスワードを生成」フラグを NO

に設定し、「システムが文字のみで構成されるパスワードを生成」フラグを YES に設定します。

modprpw -m mintm=12,syspnpw=NO,syschpw=YES someusr

以下の例では、ユーザー joeblow がシステムを使用できる時間が月曜日と金曜日の 5PM-9PM、日曜日の
5AM-9AMに制限されています。その他の日は、制限されていません。

modprpw -m timeod=Mo1700-2100,Fr1700-2100,Su0500-0900 joeblow

警告
このコマンドは SAM 専用です。リリースごとに変更され、旧製品との互換性が保証されない可能性がありま

す。

一部のデータベースフィールドは他のフィールドと相互作用しています。個々の変更による影響は、後になる

まで問題として表面化しないことがあります。

次の場合には特殊な意味を含んでいることがあります。

• 存在しないフィールド
• 値のないフィールド
• 値がゼロとなっているフィールド

値の有効性を調べるチェックが行われるとしても、ごく限られています。値の範囲チェックは、ユーザーの責

任で行ってください。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/tcb/files/auth/*/* 保護されたパスワードデータベース
/tcb/files/auth/system/default システムデフォルトデータベース

著者
modprpw は、HP により開発されました。

参照
getprpw(1M)、prpwd(4)、nsswitch.conf(4)
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名称
mount, umount − ファイルシステムのマウントとマウント解除

構文
/usr/sbin/mount [-l] [-p -v]

/usr/sbin/mount -a [-F FStype] [-eQ]

/usr/sbin/mount [-F FStype] [-eQrV] [-o specific_options] {special directory}

/usr/sbin/mount [-F FStype] [-eQrV] [-o specific_options] special directory

/usr/sbin/umount [-v] [-V] {special directory}

/usr/sbin/umount -a [-F FStype] [-h host] [-v]

説明
mount コマンドは、ファイルシステムをマウントします。ファイルシステムをマウントできるのはスーパー

ユーザーだけです。他のユーザーは、 mount を使用してファイルシステムをリストすることができます。

mount コマンドは、着脱可能なファイルシステム special をファイルツリーのディレクトリ directory に接続し

ます。 directory は、あらかじめ存在していなければならず、新しくマウントされたファイルシステムのルート

名になります。 special と directory は、絶対パス名で指定しなければなりません。 special または directory を省

略すると、 mount は、 /etc/fstab ファイル内のエントリーから足りない値を求めます。 mount は、 / 以外の任

意の着脱可能なファイルシステムに対して実行することができます。

引き数を何も指定せずに mount を実行すると、ファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab にあるすべて

のファイルシステムがリストされます。

umount コマンドは、マウントされているファイルシステムのマウントを解除します。マウントを解除できる

のはスーパーユーザーだけです。

オプション (mount)
mount には、以下のオプションがあります。

-a /etc/fstab 内に記述されたすべてのファイルシステムをマウントしようとします。
/etc/fstab のすべてのオプションフィールドが含まれ、サポートされていなければなり

ません。 -F オプションを指定した場合は、 /etc/fstab 内の FStype を持つファイルシ

ステムがすべてマウントされます。 noauto がエントリーのオプションリストに指定

されると、そのエントリーはスキップされます。ファイルシステムがマウントされる

順序は、必ずしも /etc/fstabにリストされている順序と同じではありません。

-e 冗長モード。マウントされたファイルシステムを示すメッセージが標準出力に出力さ

れます。

-F FStype 操作対象ファイルシステムのタイプ FStype を指定します。 fstyp(1M) を参照してくだ

さい。このオプションがコマンド行で指定されていなければ、それは special をファ
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イル /etc/fstab 内のエントリーと一致させるか、 statfsdev() (statfsdev(3C) を参照) に

よって求めた special のファイルシステム統計情報より求められます。

-l 操作をローカルファイルシステムのみに制限します。

-o specific_options

各ファイルシステムのタイプに固有なオプションを指定します。 specific_options は、

コマンドの FStype 固有のバージョンを対象とした、サブオプションまたはキーワード
/属性の組またはその両方からなるコンマで区切られたリストです。詳細は、 FStype

固有のマニュアルの項目 (サポートされている specific_options の説明) を参照してく

ださい。

-p マウントされているファイルシステムのリストを /etc/fstabの形式で報告します。

-Q 既にマウントされているファイルシステムをマウントしようとしたとき発生するエ

ラーメッセージの表示を抑止します。

-r ファイルシステムを読み取り専用としてマウントします。物理的に書き込み保護され

ているファイルシステムをこの方法でマウントしないと、明示的に書き込みが行われ

たかどうかに関らず、アクセス時間がアップデートされるときにエラーが発生しま

す。

-h マウントを解除できるのは、 host からリモートマウントされた /etc/mnttab にある

ファイルシステムだけです。

-v ファイルシステムタイプとフラグからなる通常出力を報告します。ただし、 directory

と special のフィールドは逆になっています。

-V コマンド行全体をエコーするだけでその他は何もしません。コマンド行は、 /etc/fstab

から得られるユーザー固有オプションやその他の情報を含めて生成されます。このオ

プションによってコマンド行を確認することができます。

オプション (umount)
umount は、次のオプションを認識します。

-a /etc/mnttab に記述されているすべてのファイルシステムのマウント解除を試みます。
/etc/mnttab 内のすべてのオプションフィールドが含まれ、サポートされていなければ

なりません。 FStype が指定されていると、 /etc/mnttab 内の FStype のすべてファイル

システムがマウント解除されます。ファイルシステムは、 /etc/mnttab に記述されて

いる順にマウント解除されるとは限りません。

-F FStype 操作するファイルシステムのタイプ FStype を指定します。コマンド行にこのオプショ

ンが含まれていないとそれは special を /etc/mnttab ファイル内のエントリーと一致さ

せて求められます。一致するものがないとコマンドは失敗します。
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-v 冗長モード。マウントを解除したファイルシステムを示すメッセージが標準出力に出

力されます。

-V コマンド行全体をエコーするだけでその他は何もしません。コマンド行は、 /etc/fstab

から得られるユーザー固有オプションやその他情報を含めて生成されます。このオプ

ションによってコマンド行を確認することができます。

例
現在マウントされているファイルシステムをリストします。

mount

HFSファイルシステム /dev/dsk/c1t2d0 をディレクトリ /home にマウントします。

mount -F hfs /dev/dsk/c1t2d0 /home

同じファイルシステムのマウントを解除します。

umount /dev/dsk/c1t2d0

著者
mount は、HP、 AT&T、カリフォルニア大学バークレー校、および Sun Microsystems で開発されました。

ファイル
/etc/fstab システムに関する静的情報
/etc/mnttab マウントされているファイルシステムテーブル

参照
fsadm(1M)、 mount_cachefs(1M)、 mount_cdfs(1M)、 mount_hfs(1M)、 mount_lofs(1M)、 mount_nfs(1M)、
mount_vxfs(1M)、 setmnt(1M)、 mount(2)、 fstab(4)、 mnttab(4)、 fs_wrapper(5)、 quota(5)

標準準拠
mount: SVID3

umount: SVID3
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名称
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

構文
/sbin/mountall [-F FStype] [-l|-r] [ file_system_table -]

/sbin/mountall [-l|-r] [-m]

/sbin/mountall [-n]

/sbin/umountall [-F FStype] [-k] [-l|-r]

説明
mountall は、 file_system_table に従ってファイルシステムをマウントするために使用されます。デフォルトで

は、 /etc/fstab が file_system_table です。ダッシュ (-) が指定された場合、 mountall は標準入力から file_sys-

tem_table を読み取ります。この場合、標準入力は /etc/fstabと同じ形式でなければなりません。

各ファイルシステムをマウントする前に、 fsck( fsck(1M) を参照) を使用して、そのファイルシステムがマウン

ト可能であることがチェックされます。ファイルシステムがマウント可能でない場合、 fsck を使って修復して

から、マウント処理が実行されます。

umountall は、 root のように着脱不可能なファイルシステムを除き、マウントされた全ファイルシステムをマ

ウント解除します。

オプション
mountall および umountall は、以下のオプションを認識します。

-F FStype マウントまたはマウント解除されるファイルシステムタイプ (FStype) を指定します。

-l ローカルファイルシステムのみ処理することを指定します。

-r リモートファイルシステムのみ処理することを指定します。

-k ファイルをオープンしているプロセスに、 SIGKILL シグナルを送信します。

-m マウント解除された全ファイルシステムを全てマウントしようとします。このオプ

ションは、ファイルシステムの一貫性チェックおよび修復を行いません。

-n マウント解除された全ファイルシステムに対して、ファイルシステムの一貫性チェッ

クおよび修復を行います。このオプションは、ファイルシステムのマウントは行いま

せん。

診断
エラーメッセージおよび警告メッセージは fsck, mount, fuser, または umount から発行されます。各エラーメッ

セージおよび警告メッセージの説明は、 fsck(1M), mount(1M), または fuser(1M) を参照してください。

例
/etc/fstabに記載されているマウント解除されたファイルシステムをすべてマウントします。
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mountall

/etc/fstabに記載されているローカルファイルシステムをすべてマウントします。

mountall -l

/etc/fstabに記載されているリモートファイルシステムをすべてマウントします。

mountall -r

ローカルなHFSファイルシステムをすべてマウントします。

mountall -F hfs -l

NFSファイルシステムをすべてマウント解除し、このファイルシステム中のファイルをオープンしているプロ

セスをすべて終了させます。

umountall -F nfs -k

警告
umountall を使用する場合、特に -k オプションを指定する場合は、重大な損傷を引き起こす可能性があるの

で、十分注意してください。

-n オプションは、将来のリリースから削除される可能性があります。

mountall は、一部のLOFSファイルシステムでは使用できない場合があります。

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する靜的情報。

/etc/mnttab マウントされているファイルシステムテーブル。

参照
fsck(1M), mount(1M), fuser(1M), mnttab(4), fstab(4), signal(2)
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名称
mountd, rpc.mountd − NFSマウント要求サーバ

構文
/usr/sbin/rpc.mountd [-l log_file ] [-t n ]

廃止されたオプション
/usr/sbin/rpc.mountd [-p]

説明
mountd は、ファイルシステムのマウント要求に答える RPC サーバです。 mountd は、ファイル /etc/xtab

(exports(4) を参照) を読み取って、どのディレクトリがどのマシンに利用できるか判定します。また、どのファ

イルシステムがどのクライアントによってマウントされたかについての情報も与えます。この情報は、 show-

mount コマンド (showmount(1M) を参照) を使用すればプリントできます。

rpc.mountd は、ブート時に NFS_SERVER 変数を /etc/rc.config.d/nfsconf ファイルの中で 1に設定して開始する

ことができます。

オプション
mountd には、以下のオプションがあります。

-l log_file エラーを、指定されたログファイル log_file に記録します。 -l オプションを指定していな

いとエラーは記録されません。

ファイルに記録される情報には、エラーが発生した日付と時刻、ホスト名、プロセス ID

、エラーが発生した関数名、およびエラーメッセージがあります。各エラーをユニーク

に識別できるだけの情報が入っているため、異なるサーバが 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。

-p このオプションは廃止されました。

-tn トレーシングレベル n を指定します。ここで、 n は次の値のうちどちらかを指定できま

す。

1 エラーのみ (デフォルト)

2 エラー、マウント要求とマウント障害

警告
クライアントがクラッシュしても、サーバで showmount が実行中である場合は、そのクライアントが依然と

してファイルシステムをマウントしていることを示します。すなわち、クライアントがリブートし、 umount

-a (showmount(1M) を参照) を実行するまで、クライアントのエントリーは /etc/rmtab から削除されません。

また、クライアントが同じリモートディレクトリを 2回マウントした場合も、1つのエントリーのみが
/etc/rmtab に示されるだけです。これらのディレクトリのうち 1つを umount すると、その唯一のエントリー

が削除され、 showmount は、そのリモートディレクトリがマウント済みであることを示さなくなります。
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著者
mountd は、Sun Microsystems, Inc.が開発しました。

ファイル
/etc/rmtab このマシンからファイルシステムをマウントするすべてのホストのリスト

参照
inetd(1M), mount(1M), portmap(1M), showmount(1M), exports(4), inetd.conf(4), inetd.sec(4), rmtab(4), services(4)
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名称
mount_cachefs: mount − CacheFS ファイルシステムのマウント

構文
mount −F cachefs [ generic_options ] −o backfstype= file_system_type

[ other_cacheFS_options ] special_mount_point

説明
mount コマンドの CacheFS バージョンは、キャッシュされたファイルシステムをマウントします。必要に応じ

て、バックファイルシステムの NFS マウントも行います。また、キャッシュ処理を制御するための CacheFS

専用オプションもあります。

オプション
CacheFS ファイルシステムをマウントするには、汎用の mount コマンドに −F オプションを付け、その後に引

き数 cachefs を指定します。次のような汎用 mount オプションが使用できます。

−e 冗長モード。どのファイルシステムがマウントされているかを示すメッセージを標準出力に書

き出します。

−r ファイルシステムを読み取り専用でマウントします。

−o オプションに対する次の引き数は、CacheFS マウント専用です。複数のオプションを指定するときには、コ

ンマで区切ります。引き数の backfstype は、必ず指定しなければなりません。

backfstype= file_system_type

バックファイルシステムのファイルシステムタイプ (nfs など)。

backpath= path バックファイルシステムがマウントされている位置を指定します。この引き数を省略すると、
CacheFS がバックファイルシステムのマウントポイントを判断します。バックファイルシステ

ムは読み取り専用でなければなりません。

cachedir=directory

キャッシュディレクトリの名前。

cacheid=ID ID はキャッシュの特定インスタンスを指定する文字列です。キャッシュ ID を省略すると、
CacheFS が生成します。

rpages CacheFS ファイルシステムをマウントするときにこのオプションを指定すると、初めてロード

されるバイナリは、キャッシュに読み込まれます。その後このバイナリをアクセスすると、

キャッシュから読み込まれます。

write-around | non-shared

CacheFS の書き込みモード。 write-around モード (デフォルト) は、NFS と同じ書き込みを扱

います。すなわち、書き込みはバックファイルシステムに対して行われ、影響を受けたファイ

ルはキャッシュからパージされます。他にだれもキャッシュファイルシステムに書き込まない

ことが確実であれば、 non-shared モードを使用できます。このモードでは、書き込みはすべ
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てフロントファイルシステムとバックファイルシステムの両方に対して行われ、ファイルは

キャッシュ内に残ります。

noconst キャッシュの整合性チェックを無効にします。デフォルトでは、定期的に整合性チェックが行

われます。 noconst は、バックファイルシステムが変更されていないことが分かっている場合

にのみ使用してください。 cfsadmin −s を使用してキャッシュの整合性をチェックしようとす

ると、エラーになります。 demandconst と noconst は、同時に指定することはできません。

demandconst キャッシュの整合性チェックを定期的に行う (デフォルト) 代わりに、明示的に要求された場

合にのみ行います。整合性チェックは、 cfsadmin(1M) コマンドの −s オプションを使用して要

求します。このオプションは、 /usr/bin のようにあまり頻繁に変更されないバックファイルシ

ステムの場合に便利です。 demandconst と noconst は、同時に指定することはできません。

local-access バックファイルシステムがアクセスパーミッションをチェックするのではなく、フロントファ

イルシステムが、アクセスチェックに使用するモードビットを解釈するようにします。この引

き数は、安全化 NFSでは使用しないでください。

purge 指定されたファイルシステムのすべてのキャッシュ情報をパージします。

rw | ro 読み取り書き込み用 (デフォルト) または読み取り専用。

suid | nosuid set-uid の実行を許可 (デフォルト) または禁止します。

acregmin=n キャッシュされた属性が、ファイルの変更後、少なくとも n 秒間保持されるように指定しま

す。 n 秒後、CacheFS は、バックファイルシステムの変更時刻が変化しているかどうかを調

べます。変化していた場合、そのファイルに関する情報はすべてキャッシュからパージされ、

新しいデータがバックファイルシステムから取得されます。デフォルト値は 30 秒です。

acregmax=n キャッシュされた属性が、ファイルの変更後 n 秒を超えて保持されないように指定します。 n

秒後、ファイルの情報はすべてキャッシュからパージされます。デフォルト値は 30 秒です。

acdirmin=n キャッシュされた属性が、ディレクトリの更新後、少なくとも n 秒間保持されるように指定

します。 n 秒後、CacheFS はバックファイルシステムのディレクトリの変更時刻が変化して

いるか調べます。変化していた場合、そのディレクトリに関する情報はすべてキャッシュから

パージされ、新しいデータがバックファイルシステムから取得されます。デフォルト値は 30

秒です。

acdirmax=n キャッシュされた属性が、ディレクトリの更新後 n 秒を超えて保持されないように指定しま

す。 n 秒後、ディレクトリの情報はすべてキャッシュからパージされます。デフォルト値は
30 秒です。

actimeo=n acregmin、 acregmax、 acdirmin、 acdirmax を n に設定します。

例
ファイルシステム server1:/user2 を CacheFS マウントする例を、次に示します。このファイルシステムは、
/usr/abc上に /xyz としてすでに NFSマウントされています。
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example# mount -F cachefs -o backfstype=nfs,backpath=/usr/abc,

cachedir=/cache1 server1:/user2 /xyz

mount コマンドを実行すると、次のような行が /etc/mnttab ファイルに書き込まれます。

server1:/user2 /usr/abc nfs

/usr/abc /cache1/xyz cachefs backfstype=nfs

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

参照
cfsadmin(1M)、 fsck_cachefs(1M)、 mount(1M)
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名称
mount_cdfs: 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

構文
/usr/sbin/mount [−l] [−p|−v]

/usr/sbin/mount −a [−F cdfs] [−eQ]

/usr/sbin/mount [−F cdfs] [−eQrV] [−o specific_options] {special directory}

/usr/sbin/mount [−F cdfs] [−eQrV] [−o specific_options] special directory

/usr/sbin/umount −a [−F cdfs] [−v]

/usr/sbin/umount [−v] [−V] {special directory}

説明
mount コマンドはファイルシステムをマウントします。スーパーユーザーだけがファイルシステムをマウント

できます。ほかのユーザーは mount を使用してマウントされているファイルシステムをリストできます。

mount コマンドは、削除可能なファイルシステム special をファイルツリーのディレクトリ directory に結び付

けます。 directory は既存のディレクトリでなければならず、このディレクトリが新しくマウントされるファイ

ルシステムのルート名になります。 special および directory には絶対パス名を指定してください。 special ある

いは directory のどちらかが省略されると、 mount は /etc/fstab ファイルのエントリーから指定されていない値

を決定しようとします。 mount は、 / を除く削除可能なファイルシステム上で実行できます。

引き数を指定せずに mount を実行すると、ファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab からマウントされ

ているファイルシステムをすべてリストします。

umount コマンドはマウントされているファイルシステムのマウントを解除します。スーパーユーザーだけが

ファイルシステムのマウントを解除できます。

オプション (mount)
mount オプションは、以下のとおりです。

−a /etc/fstab に記述されているファイルシステムをすべてマウントしようとします。
/etc/fstab のすべてのオプションフィールドはインクルードおよびサポートされなけれ

ばなりません。 −F cdfs が指定された場合、 /etc/fstab の CDFS ファイルシステムがす

べてマウントされます。 noauto がエントリーのオプションリストに指定されると、

そのエントリーはスキップされます。 /etc/fstab に記述されている順序でファイルシ

ステムをマウントする必要はありません。

−e 冗長モード。マウントされるファイルを示すメッセージを標準出力に書き込みます。

−F cdfs CDFS ファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1m) を参照)。

−l 動作をローカルファイルシステムに制限します。
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−o specific_options

CDFS 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 CDFS 固有モジュールに対してサブオプションおよび / あるいはキー

ワード / 属性の組をコンマで区切って指定します。

次の specific_options は CDFS ファイルシステムで有効です。

cdcase バージョン番号の表示を抑制します。小文字でファイル名を表示および

マッチします。

rr ISO-9660 形式のファイルシステムに対して、Rock Ridge 拡張機能を使用

します (デフォルト)。

norr ISO-9660 形式のファイルシステムに対して、Rock Ridge 拡張機能を使用

しません。

defaults デフォルトのオプションをすべて使用します。このオプションを指定す

ると、ほかのオプションは指定できません。

ro 読み取り専用としてマウントします (デフォルト)。

suid ユーザー ID 設定の実行を許可します (デフォルト)。

nosuid ユーザー ID 設定の実行を禁止します。

−p /etc/fstab フォーマットでマウントされているファイルシステムのリストをレポートし

ます。

−Q すでにマウントされているファイルシステムをマウントしようとしたために出される

エラーメッセージを表示しません。

−r 指定したファイルシステムを読み取り専用としてマウントします。このオプションは
−o ro specific_option と同じです。 CDFS ファイルシステムでは、これがデフォルトの

オプションです。

−v ファイルシステムタイプとフラグを共に通常の出力にレポートします。ただし、
directory および special フィールドは逆になります。

−V 完了したコマンド行をエコーしますが、ほかの動作は何も実行しません。コマンド行

は、ユーザーの指定したオプションと /etc/fstab から派生したほかの情報を合わせて

生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行を検証できます。

オプション (umount)
umount は次のオプションを認識します。

−a /etc/mnttab に記述されているファイルシステムのマウントをすべて解除しようとしま

す。 /etc/mnttab のすべてのオプションフィールドはインクルードおよびサポートさ

れなければなりません。 −F cdfs が指定された場合、 /etc/mnttab の CDFS ファイルシ
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ステムのマウントがすべて解除されます。ファイルシステムのマウントは /etc/mnttab

に記述されている順序で解除する必要はありません。

−F cdfs CDFS ファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1m) を参照)。

−v 冗長モード。マウントを外されるファイルを示すメッセージを標準出力に書き込みま

す。

−V 完了したコマンド行をエコーしますが、ほかの動作は何も実行しません。コマンド行

は、ユーザーの指定したオプションと /etc/fstab から派生したほかの情報を合わせて

生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行を検証できます。

診断
特殊ファイルがマウントされていなかったり、ビジー状態の場合、 umount はメッセージを表示します。オー

プンされているファイルあるいはログインしているユーザーのワークディレクトリを含む場合、ファイルシス

テムはビジー状態であるといいます。

例
ローカルの CDFS ディスクをマウントします。

mount -F cdfs /dev/dsk/c0t0d4 /cdrom

ローカルの CDFS ディスクのマウントを外します。

umount /dev/dsk/c0t0d4

警告
ファイルシステム上である程度検証されますが、欠陥のある、不正な、あるいは出所がわからないファイルシ

ステムはマウントしないことをお勧めします。

注記
PFS (ポータブルファイルシステム) ユーティリティを使用した CD-ROM フォーマットが追加されています。

詳細は pfs(4)を参照してください。

著者
mount は HP、AT&T、カリフォルニア大学バークレイ校、および Sun Microsystems, Inc.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固定情報

/etc/mnttab マウントされるファイルシステムテーブル

参照
fsclean(1M)、 mount(1M)、 quotaon(1M)、 mount(2)、 fstab(4)、 mnttab(4)、 pfs(4)、 fs_wrapper(5)、 quota(5)

標準準拠
mount: SVID3

umount: SVID3
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名称
mount_hfs: 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

構文
/usr/sbin/mount [−l] [−p|−v]

/usr/sbin/mount −a [−F hfs] [−eQ] [−f]

/usr/sbin/mount [−F hfs] [−eQrV] [−f] [−o specific_options] {special directory}

/usr/sbin/mount [−F hfs] [−eQrV] [−f] [−o specific_options] special directory

/usr/sbin/umount −a [−F hfs] [−v]

/usr/sbin/umount [−v] [−V] {special directory}

説明
mount コマンドは、ファイルシステムをマウントします。ファイルシステムをマウントできるのは、スーパー

ユーザーだけです。他のユーザーは mount を使用して、マウントされたファイルシステムの一覧を表示するこ

とができます。

mount コマンドは、着脱可能なファイルシステムである special を、ファイルツリー上のディレクトリである
directory に結合 (アタッチ) します。 directory は既存でなければなりません。この directory が新たにマウント

されたファイルシステムのルートの名前になります。 special および directory は、絶対パス名の形式で指定し

なければなりません。 special と directory のいずれか一方の指定が省略された場合、 mount は /etc/fstab ファ

イル中のエントリーを調べて、省略された値を決定しようとします。 mount は、 / を除くすべての着脱可能な

ファイルシステムで実行できます。

mount が何の引き数も指定せずに実行された場合、ファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab から、マ

ウントされているファイルシステムをすべてリストします。

umount コマンドは、マウントされたファイルシステムをマウント解除します。スーパーユーザーのみファイ

ルシステムをマウント解除できます。

オプション (mount)
mount は以下のオプションを認識します。

−a /etc/fstab 中で記述された全ファイルシステムのマウントを試みます。 /etc/fstab 中の

オプションフィールドはすべて指定およびサポートされていなければなりません。
−F オプションが指定された場合、 FStype ファイルシステムがすべてマウントされま

す。 hfs はすべての /etc/fstab 中の HFS ファイルシステムに指定されます。 noauto が

エントリーのオプションリストに指定されると、そのエントリーはスキップされま

す。ファイルシステムがマウントされる順序は、 /etc/fstab 中で記述された順番通り

とは限りません。

−e 冗長モードです。どのファイルシステムをマウント中かを示すメッセージを、標準出

力へ書き込みます。
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−f 強制的にファイルシステムをマウントします。ファイルシステムのクリーンフラグ

が、マウント前に fsck を実行すべきことを示している場合でも、マウントを実行しま

す ( fsck(1M) を参照)。このオプションは、 HFS ファイルシステムに対してのみ有効

です。

−F hfs HFSファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1m) を参照)。

−l ローカルファイルシステムに処理を限定します。

−o specific_options

HFS ファイルシステムタイプ特有のオプションを指定します。 specific_options は、コ

マンドの HFS 固有モジュールに対するサブオプションおよび／あるいはキーワード

／属性の組のコンマで区切られたリストです。

以下の specific_options は HFS ファイルシステムで有効です。

defaults すべてのデフォルトオプションを使用します。このオプションを指

定するときは、他のオプションを指定することはできません。

rw 読み取りおよび書き込みでマウントします (デフォルト)。

ro 読み取り専用でマウントします。

suid ユーザー ID 設定を可能にします (デフォルト)。

nosuid ユーザー ID 設定を使用不可にします。

behind ディスクへの非同期の書き込みをイネーブルします。これはシリー

ズ 700 のシステムのデフォルトです。

delayed ディスクへの遅延またはバッファー書き込みをイネーブルします。

これはシリーズ 800 のシステムのデフォルトです。

fs_async ファイルシステムメタデータのリラックスポスティングをイネーブ

ルします。

no_fs_async ファイルシステムメタデータの精密ポスティングをイネーブルしま

す。これはデフォルトです。

largefiles ２ギガバイト以上のサイズのファイルを作成可能にしようとしま

す。ファイルシステムはラージファイルを使用可能なように作成あ

るいは構成されなければなりません (mkfs_hfs(1M) および
fsadm_hfs(1M) を参照)。

nolargefiles ２ギガバイト以上のサイズのファイルを作成不能にしようとしま

す。ファイルシステムはラージファイルを使用不能なように作成あ

るいは構成されなければなりません (mkfs_hfs(1M) および
fsadm_hfs(1M) を参照)。
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quota ディスク割り当てを使用可能にします (rw ファイルシステムでのみ

有効)。

noquota ディスク割り当てを使用不能にします (デフォルト)。

quota オプションを指定してマウントすると、ファイルシステムの割り当ても使用可

能になります。ここが他の一部のシステムと異なる点で、他の一部のシステムでは、

ファイルシステムのマウント後にあらためて quotaon コマンド (quotaon(1M) を参照)

を呼び出す必要があります。本システムでは、 quotaon を実行しても悪影響はありま

せんが、必要ではありません。

−p マウントされたファイルシステムの一覧を、 /etc/fstabの形式で報告します。

−Q すでにマウントされているファイルシステムを再度マウントしようとしたことに起因

するエラーメッセージの表示を抑止します。

−r 指定されたファイルシステムを読み取り専用としてマウントします。このオプション

は −o ro specific_option と同じです。物理的に書き込み保護されたファイルシステムの

マウントでは、必ずこのオプションを指定しなければなりません。さもないと、明示

的に書き込みが要求されなくても、アクセス時刻の更新時にエラーが発生します。

−v ファイルシステムタイプとフラグを伴った通常の出力を表示します。ただし、 direc-

tory と special のフィールドは逆になります。

−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。

オプション (umount)
umount は以下のオプションを認識します。

−a /etc/mnttab 中で記述された全ファイルシステムをマウント解除しようとします。
/etc/mnttab 中のオプションフィールドはすべて指定およびサポートされていなければ

なりません。 −F オプションが指定された場合、 /etc/mnttab 中のすべての HFS ファ

イルシステム hfs に指定されます。 /etc/mnttab がマウント解除されます。ファイルシ

ステムがマウント解除される順序は、 /etc/mnttab 中で記述された順番通りとは限り

ません。

−F hfs HFSファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1m) を参照)。

−v 冗長モードです。どのファイルシステムをマウント解除中かを示すメッセージを、標

準出力へ書き込みます。

−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
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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。

診断
umount は、特殊ファイルがマウントされていないか、またはビジー状態の場合、エラーになります。ファイ

ルシステムがビジー状態とは、オープン中のファイルがあるか、またはログイン中のユーザーのワークディレ

クトリがある状態のことです。

例
ローカル HFSディスクをマウントします。

mount -F hfs /dev/dsk/c0t0d4 /usr

ローカル HFSディスクのマウント解除。

umount /dev/dsk/c0t0d4

警告
ファイルシステム上である程度検証されますが、欠陥のある、不正な、あるいは出所がわからないファイルシ

ステムはマウントしないことをお勧めします。

著者
mount は、Sun Microsystems, Inc.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 マウントされているファイルシステムテーブル。

参照
fsclean(1M)、 mount(1M)、 mkfs_hfs(1M)、 fsadm_hfs(1M)、 quotaon(1M)、 mount(2)、 fstab(4)、 mnttab(4)、
fs_wrapper(5)、 quota(5)

標準準拠
mount: SVID3

umount: SVID3
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名称
mount_lofs: mount、umount − LOFS ファイルシステムのマウントとマウント解除

構文
/usr/sbin/mount [-p|-v]

/usr/sbin/mount -a [-F lofs] [-eQ]

/usr/sbin/mount [-F lofs] [-eQrV] [-o specific_options] {special_directory directory}

/usr/sbin/mount [-F lofs] [-eQrV] [-o specific_options] special_directory directory

/usr/sbin/umount [-v] [-V] {special_directory directory}

/usr/sbin/umount -a [-F lofs] [-v]

説明
mount コマンドは、LOFS ファイルシステムをマウントします。 LOFS ファイルシステムをマウントできるの

は、スーパーユーザーだけです。他のユーザーは mount を使用して、マウントされたファイルシステムの一覧

を表示することができます。

mount は、マウントされたファイルシステムの１つにあるディレクトリ special_directory を、マウントされた

ファイルシステムの１つにある別のディレクトリ directory に結合 (アタッチ) します。これによって、新しい

ファイルシステムを作成することができ、既存のディレクトリまたはファイルシステムに別のパス名を使って

アクセスできるようになります。 special_directory と directory は、どちらも既存でなければなりません。 direc-

tory は新しくマウントされた LOFS ファイルシステムのルートになり、ここに special_directory 以下のファイ

ルシステム階層構造が置かれます。 special_directory および directory は、絶対パス名として指定しなければい

けません。 special_directory または directory のいずれかが省略された場合、 mount は /etc/fstab ファイルのエ

ントリーから失われた値を判定します。 mount は、 / 以外の削除可能なファイルシステム上で実行することが

できます。

引き数を指定せずに mount を呼び出すと、 mount はファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab を調べ、

マウントされた全ファイルシステムの一覧を表示します。

umount コマンドはマウントされているファイルシステムのマウントを解除します。ファイルシステムのマウ

ントを解除できるのは、スーパーユーザーのみです。

オプション (mount)
mount は以下のオプションを認識します。

-a /etc/fstab 中で記述された全ファイルシステムのマウントを試みます。 /etc/fstab 中の

オプションフィールドはすべて、有効な値が指定されていなければなりません。 -F

lofs が指定された場合は、 /etc/fstab 中の全 LOFS ファイルシステムがマウントされま

す。 noauto がエントリーのオプションリストに指定されると、そのエントリーはス

キップされます。ファイルシステムがマウントされる順序は、 /etc/fstab 中で記述さ

れた順番通りとは限りません。
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-e 冗長モードです。どのファイルシステムをマウント中かを示すメッセージを、標準出

力へ書き込みます。

-F lofs LOFS ファイルシステムタイプを指定します。 ( fstyp(1M) 参照)。

-l ローカルファイルシステムに処理を限定します。 LOFS はローカルファイルシステム

です。

-o specific_options

LOFS 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、サブオプションまたはキーワードと属性の組またはその両方から成るコンマで区

切られたリストで、本コマンドの LOFS 固有のモジュールへ渡されます。

LOFS ファイルシステムでは、以下の specific_options が有効です。

defaults すべてのデフォルトオプションを使用します。このオプションを使

用するときは、他のオプションを指定することはできません。

ro 読み取り専用 (「警告」の項を参照)。

-p マウントされたファイルシステムの一覧を、 /etc/fstabの形式で報告します。

-Q すでにマウントされているファイルシステムを再度マウントしようとしたことに起因

するエラーメッセージの表示を抑止します。

-r 指定されたファイルシステムを読み取り専用としてマウントします。(「警告」の項

を参照)。

-v 出力を新しい形式で表示します。新しい形式では、従来の出力に加えて、ファイルシ

ステムタイプとフラグが表示されます。 directory と special_directory のフィールドは

逆になります。

-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。

オプション (umount)
umount コマンドは次のオプションを認識します。

-a /etc/mnttab にあるすべてのファイルシステムのマウントの解除を試行します。
/etc/mnttab にあるすべてのオプションフィールドが含まれるとともに、サポートされ

なければなりません。 -F lofs ファイルシステムタイプが指定されると、 /etc/mnttab

にあるすべての LOFS ファイルのマウントが解除されます。ファイルシステムは
/etc/mnttab にリストされている順序にマウント解除されるとは限りません。
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-F lofs LOFS ファイルシステムタイプを指定します。 ( fstyp(1M) を参照)。

-v 冗長モード。マウントが解除されるファイルシステムを示す標準出力にメッセージを

書き込みます。

-V 完全なコマンド行をエコーしますが、それ以外の機能は果たしません。コマンド行は

ユーザー指定オプション、また /etc/fstab からの他の情報を組み込むことにより、作

成されます。このオプションにより、コマンド行を検証できます。

例
LOFS ファイルシステムをマウントします。

mount /usr /tmp/usr

別の LOFS ファイルシステムをマウントします。

mount -F lofs /usr/sbin /tmp/sbin

警告
LOFS ファイルシステムはユーザーに多数のアプリケーションを提供しますが、これらは混乱を招く可能性が

あります。一般に、LOFS ファイルシステムの生成は経験者が行ってください。

読み取り専用でマウントされている LOFS ファイルシステムの場合、基底のファイルシステムが書き込み可能

でマウントされていれば、LOFS 上での特定の書き込み操作は可能です。したがって、LOFS は、読み書き可

能なファイルシステムの、厳格に書き込み専用代替イメージを提供する必要はありません。

著者
mount は、HP、AT&T、カリフォルニア大学バークレイ校、および Sun Microsystems Inc.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 マウントされているファイルシステムテーブル。

参照
mount(1M)、 mount(2)、 fstab(4)、 mnttab(4)

標準準拠
mount: SVID3
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名称
mount_nfs: 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

構文
/usr/sbin/mount [−l] [−p|−v]

/usr/sbin/mount −a [−F nfs] [−eQ]

/usr/sbin/mount [−F nfs] [−eQrV] [−o specific_options] {host:path directory}

/usr/sbin/mount [−F nfs] [−eQrV] [−o specific_options] host:path directory

/usr/sbin/umount −a [−F nfs] [−h host] [−v]

/usr/sbin/umount [−v] [−V] {host:path directory}

説明
mount コマンドはファイルシステムをマウントします。スーパーユーザーだけがファイルシステムをマウント

できます。ほかのユーザーは mount を使用してマウントされているファイルシステムをリストできます。

mount コマンドは host:path を directory に結び付けます。 host はリモートシステム、 path はこのリモートシス

テム上のディレクトリ、および directory はローカルファイルツリー上のディレクトリです。 directory は既存の

ディレクトリでなければならず、絶対パス名を指定しなければなりません。このディレクトリが新しくマウン

トされるファイルシステムのルート名になります。 host:path あるいは directory のどちらかが省略されると、
mount は /etc/fstab ファイルのエントリーから指定されていない値を決定しようとします。 mount は、 / を除

く削除可能なファイルシステム上で実行できます。

引き数を指定せずに mount を実行すると、ファイルシステムマウントテーブル /etc/mnttab からマウントされ

ているファイルシステムをリストします。 umount コマンドはマウントされているファイルシステムのマウン

トを外します。スーパーユーザーだけがファイルシステムのマウントを外すことができます

オプション
−r 指定したファイルシステムを読み取り専用でマウントします。

−o specific_options

ファイルシステム固有のオプションを、以下のワードから選択してコンマで区切ったリストに従っ

て、設定します。

rw | ro resource が読み書き可、または読み取り専用でマウントされます。デフォルトは、 rw

です。

suid | nosuid Setuid の実行を許可または禁止します。デフォルトは、 suid です。

remount あるファイルシステムが読み取り専用でマウントされている場合に、そのファイルシ

ステムを読み書き可でマウントし直します。
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bg | fg 最初のマウントの試みに失敗した場合、バックグラウンドまたはフォアグラウンドで

再試行します。デフォルトは、 fg です。

quota ユーザーがこのファイルシステム上の割り当てを超えたかどうかを quota(1M) が

チェックすることを可能にします。つまり、サーバー上でファイルシステムに使用可

能な割り当てがある場合には、このファイルシステムに関する操作について割り当て

をさらにチェックすることが可能です。デフォルトは、 quota です。

noquota ユーザーがこのファイルシステム上の割り当てを超えたかどうかを quota(1M) が

チェックすることを禁止にします。つまり、サーバー上でファイルシステムに使用可

能な割り当てがある場合には、このファイルシステムに関する操作について割り当て

をさらにチェックすることが禁止されます。

retry=n マウント操作を再試行する回数です。デフォルトは、 1 です。

vers=<NFS version number>

デフォルトでは、クライアントとサーバー間で使用される NFSプロトコルのバージョ

ンは、両方のシステムで使用可能な最大のバージョンです。 NFSサーバーが NFSバー

ジョン３をサポートしていない場合には、 NFSマウントは NFSバージョン２を使用し

ます。

port=n サーバーの UDP ポート番号を n に設定します (デフォルトは NFS サーバーが通常使

用するポートです)。

proto=<transp> 転送プロトコル <transp> を使用してマウントします。 <transp> の有効値は、 tcp (コ

ネクション指向) および udp (コネクションレス) です。デフォルトでは、 tcp 接続が

実行されます。デフォルトで tcp に設定されていて tcp 接続に失敗した場合は、 udp

接続が試みられます。

grpid デフォルトでは、新しく作成されたファイルに関連する GIDは、System V の方式に従

います。つまり、 GIDは、呼び出しプロセスの有効な GIDに設定されます。この動作

は、親ディレクトリの set-GID ビットを設定することによって、ディレクトリごとに

上書きすることができます。この場合、新しく作成されたファイルの GIDは、親ディ

レクトリの GIDに設定されます (open(2) および mkdir(2) を参照)。 grpid オプション

によってマウントされているファイルシステム上に作成されたファイルは、親ディレ

クトリの set-GID ビットが設定されているかどうかにかかわらず、 BSD の方式に従い

ます。つまり、 GIDは、無条件に親のディレクトリのものから継承されます。

rsize=n 読み取りバッファーサイズを n バイトに設定します (デフォルトはカーネルで設定)。

wsize=n 書き込みバッファーサイズを n バイトに設定します (デフォルトはカーネルで設定)。

timeo=n NFS のタイムアウトを 10 分の１秒の単位の n に設定します。デフォルトは、カーネ

ルによって設定された値です。
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retrans=n NFSの再送回数を n に設定します。デフォルトは、 5 です。

soft | hard サーバーが応答しない場合エラーを返すか、またはサーバーが応答するまで、再試行

要求を続けます。デフォルトは、 hard です。

intr | nointr ハードマウントされたファイルシステム上で応答を待っている間にハング状態のプロ

セスをキーボード割り込みが抹消するのを許可または禁止します。デフォルトは、
intr です。

noac 属性のキャッシュを禁止します。

nocto ファイルを開いたときに新しい属性を禁止します。

devs | nodevs ローカルデバイスへのアクセスを許可または禁止します。デフォルトは、 devs で

す。

acdirmax=n ディレクトリのアップデート後 n 秒間まで、キャッシュされた属性を保持します。デ

フォルトは 60 です。

acdirmin=n ディレクトリのアップデート後少なくとも n 秒間、キャッシュされた属性を保持しま

す。デフォルトは 30 です。

acregmax=n ファイルの変更後 n 秒間まで、キャッシュされた属性を保持します。デフォルトは 60

です。

acregmin=n ファイルの変更後少なくとも n 秒間、キャッシュされた属性を保持します。デフォル

トは 3 です。

actimeo=n 通常のファイルおよびディレクトリの min および max 時間を n 秒に設定します。
actimeo にはデフォルトはありません。したがって、このオプションが、 acregmin、
acregmax、 acdirmin、および acdirmax を指定された値に設定します。

−O オーバーレイマウント。既存のマウントポイントの上にファイルシステムをマウントし、基底のファ

イルシステムへのアクセスを不能にすることを許可します。このフラグを設定しないであらかじめ存

在するマウントポイント上にマウントを行おうとすると、そのマウントは失敗し、エラー device busy.

が生成されます。

オプション (umount)
umount には、以下のオプションがあります。

−a /etc/mnttab に記述されているファイルシステムのマウントをすべて外そうとします。
/etc/mnttab のすべてのオプションフィールドはインクルードおよびサポートされなけ

ればなりません。 −F nfs が指定された場合、 /etc/mnttab の NFS ファイルシステムの

マウントがすべて外されます。 /etc/mnttab に記述されている順序でファイルシステ

ムのマウントを外す必要はありません。
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−F nfs NFSファイルシステムタイプを指定します ( fstyp(1m) を参照)。

−h host host からリモートマウントされた /etc/mnttab にリストされているファイルシステム

のマウントだけを外します。

−v 冗長モード。マウントを外されるファイルを示すメッセージを標準出力に書き込みま

す。

−V 完了したコマンド行をエコーしますが、ほかの動作は何も実行しません。コマンド行

は、ユーザーの指定したオプションと /etc/fstab から派生したほかの情報を合わせて

生成されます。このオプションにより、ユーザーはコマンド行を検証できます。

NFSファイルシステム
バックグラウンドとファグラウンド

bg オプションによってマウントされるファイルシステムは、サーバーのマウントデーモン
(mountd(1M)) が応答しない場合に、バックグラウンドで mount が再試行されることを示します。
mount は、 retry=n オプション内で指定した回数まで要求を再試行します。ファイルシステムがマウ

ントされた後、カーネル内で行われるそれぞれの NFS要求は、10 分１秒の単位で timeo=n だけ応答を

待ちます。応答が到着しないと、このタイムアウトは 2 倍にされて、その要求が再送されます。この

再送回数が retrans=n オプション内に指定された数値に達すると、 soft オプションによってマウント

されていたファイルシステムはその要求に関してエラーを返し、 hard オプションによってマウントさ

れてい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再試行を続けます。

Hard と Soft

読み書き可でマウントされているか、実行可能ファイルを含むファイルシステムは、常に hard オプ

ションによってマウントされていなければなりません。 soft でマウントされているファイルシステム

を使用するアプリケーションは、予想外の I/O エラーを招く可能性があります。

NFSの読み取りの効率を向上させるために、ファイルおよびファイル属性がキャッシュされます。書き

込みが発生するたびに、ファイルの変更時刻が更新されます。ただし、ファイルアクセス時刻は、

キャッシュがリフレッシュされるまで、一時的に最新の状態ではなくなります。属性キャッシュはク

ライアントのファイル属性を保持します。ファイルの属性はフラッシュされる時間を割り当てられま

す。フラッシュタイムの前にファイルが変更されると、最後の修正によってフラッシュタイムが延長

されます (変更されたファイルはすぐにもう一度変更されるという仮定に基づいています)。通常の

ファイルおよびディレクトリには、最小および最大のフラッシュタイムの延長があります。 actimeo=n

と設定すると、ファイルおよびディレクトリの両方のフラッシュタイムは n 秒に設定されます。

例
次のようにして、NFSファイルシステムをマウントします。

mount serv:/usr/src /usr/src

次のようにして、NFSファイルシステムを読み取り専用でマウントします。
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mount −r −o nosuid serv:/usr/src /usr/src

次のようにして、NFSファイルシステムをバージョン３以上でマウントします。

mount -o vers=3 serv:/usr/src /usr/src

特定のホストからインポートされたすべてのファイルシステムをアンマウントするには、次のコマンドをルー

トとして入力します。

umount -h mysystem.home.work.com -a

ホスト名は /etc/mnttab の内容と正確に一致していなければなりません (bdf コマンドで表示された内容)。たと

えば、 bdf で次のように表示されたとします。

mysystem:/projects

この場合、 umount コマンドは次のようになります。

umount -h mysystem -a

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/fstab 各ファイルシステムのデフォルトのパラメータのリスト。

参照
fsclean(1M)、mount(1M)、quotaon(1M)、mount(2)、fstab(4)、mnttab(4)、fs_wrapper(5)、quota(5)

標準準拠
mount: SVID3

umount: SVID3

Section 1M-668 Hewlett-Packard Company − 5 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



mount_vxfs(1M) mount_vxfs(1M)

名称
mount_vxfs: mount − VxFS ファイルシステムのマウント

構文
mount [−l] [−v|−p]

mount [−F vxfs ] [−eQ] −a

mount [−F vxfs ] [−eQrV] [−o specific_options] {special|directory}

mount [−F vxfs ] [−eQrV] [−o specific_options] special directory

説明
mount は、 special に指定したリムーバブルファイルシステムを、 directory に指定したファイルツリー上の

ディレクトリ (マウントポイント) に接続します。 directory には、既存のディレクトリを指定しなければなり

ません。このディレクトリが、新しくマウントされるファイルシステムのルートの名称になります。 special ま

たは directory を省略した場合、 mount は、 /etc/fstab のエントリーを使って省略された値を判断しようとしま

す。 mount は、 / を除くすべてのリムーバブルファイルシステム上で実行できます。 special と directory は、

絶対パス名で指定しなければなりません。

mount は VxFS ブロック スペシャルデバイスの special が、 mount の実行される前から必ず存在している
mount_point によって、ユーザーが使えることを検知します。 mount_point は、新しくマウントされた special の

ルートの名前になります。

ラージファイル (２ギガバイト以上) が HP-UX 10.20 システム以上でサポートされています。

他のいくつかのファイルシステムコマンドと違って、 mount に複数の −o オプションを指定することはできま

せん。すなわち、最後のオプションだけが使われます。

引き数を指定しないで mount を実行すると、マウント済みファイルシステムテーブル /etc/mnttab 中にあるマ

ウント済みの全ファイルシステムがリストされます。

vxumount コマンドは、マウント済みのファイルシステムのマウントを解除します。

mount を使用できるのは、スーパーユーザーだけに限られています。他のユーザーは、マウント済みのファイ

ルシステムをリストする場合に限り mount を使用することができます。

オプション
mount には、以下のオプションがあります。

−a /etc/fstab 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。 /etc/fstab

内の省略可能なフィールドがすべて含まれ、サポートされていなければなりません。 −F vxfs

を指定した場合は、 /etc/fstab 中の VxFS ファイルシステムは、すべてマウントされます。エ

ントリーのオプションリスト (/etc/fstab) に noauto が指定されているエントリーはスキップさ

れます (マウントされません)。ファイルシステムは、 /etc/fstab にリストされている順序でマ

ウントされるとは限りません。
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−e 冗長モード。マウントするファイルシステムを示すメッセージを標準出力に書き込みます。

−F vxfs ファイルシステムタイプ (vxfs) を指定します。

−l 処理の対象をローカルのファイルシステムだけに限定します。

−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。この節の "固有の -o オプ

ション" のトピックを参照してください。

−p マウント済みのファイルシステムの一覧を /etc/fstabのフォーマットで報告します。

−Q すでにマウント済みのファイルシステムをマウントしようとした場合でも、エラーメッセー

ジを表示しません。

−r ファイルシステムを読み取り専用としてマウントします。物理的に書き込み保護されている

ファイルシステムはこの方法でマウントする必要があります。そうしないと、明示的に書き

込みが行われたかどうかに関係なく、アクセス時間がアップデートされる時点でエラーが発

生します。

−v 通常の出力およびファイルシステムタイプとフラグを報告します。ただし、 directory および
special の両フィールドは反転表示になります。

−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
mount は次のオペランドを認識します。

special VxFS ブロック型特殊デバイス(取り外し可能なファイルシステム)の名前

mount_point

マウントされたファイルシステムが使用可能な既存のディレクトリの名前

固有の -oオプション
mount は、 −o オプションを介して、一連の VxFS ファイルシステム型固有のオプションをサポートしていま

す。 specific_options には、vxfs 固有のコマンドモジュール用のサブオプションやキーワード/属性ペアをコン

マで区切ってリストします。一部のファイルシステム関連コマンドと異なり、このコマンドでは −o オプショ

ンを複数指定しても、累積されません。最後のオプションだけが使用されます。

VxFS ファイルシステムに使用できる specific_options オプションは次のとおりです。

blkclear データエクステントをすべてクリアしてからファイルに割り当てます (新しく割り当てるディ

スクのエクステントを、同期用にゼロでクリアする必要がある場合)。これにより、システム

クラッシュの際に、初期化されていないデータがファイルに書き込まれるのを防ぐことがで

きます。
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ckpt=ckpt_name

VxFS ファイルシステムのストレージチェックポイントをマウントします。 ckpt_name は、事

前にストレージチェックポイントを作成してあるファイルシステムの名前です。 mount_point

はストレージ チェックポイントをマウントするディレクトリです。 special はストレージ

チェックポイントの疑似デバイスです。ストレージチェックポイントはシステムの名前空間

に現れない名前です。疑似デバイスは、ストレージチェックポイントがマウントされている

間だけ疑似デバイスにマウントされます。ストレージチェックポイント疑似デバイス名は次

の書式で表されます。

device_path:ckpt_name

ストレージチェックポイントはデフォルトで読み取り専用でマウントされますが、 rw オプ

ションを使って、書き込み可能にしてマウントや再マウントができます。ファイルシステム

は、そのストレージチェックポイントのいずれかマウントできるようになる前にマウントさ

れなければなりません。ファイルシステムは、そのすべてのストレージチェックポイントが

マウント解除された後に限り、マウント解除できます。

ストレージチェックポイントをクラスタファイルシステム上の共有モードでマウントするに

は、 −o cluster オプションも指定しなくてはなりません。 (例の節を参照)。

cluster 共有モードでファイルシステムをマウントします。 special は、必ずクラスタ ボリューム マ

ネージャ (CVM) 環境のの共有ボリュームでなくてはなりません。クラスタ内の他のノードも
special を共有モードでマウントできます。共有モードでは、ローカルマウントを再マウント

できず、ローカルモードでは共有マウントを再マウントできません。

special をマウントする最初のノードを、プライマリノードといいます。プライマリノードが

クラスタのインテントログを扱います。他のノードは、セカンダリノードといいます。プラ

イマリノードが読み取り専用 (ro) としてマウントされていれば、書き込み可能なセカンダリ

ノード (rw) は許可されません。

convosync=direct|dsync|unbuffered|closesync|delay

ファイルシステムの、 O_SYNC および O_DSYNC I/O 処理に対するキャッシュ動作を変更し

ます。

direct を指定すると、 O_SYNC フラグまたは O_DSYNC フラグを設定しているすべての読み

取りまたは書き込みは、キャッシング指示 VX_DIRECT が設定されているときと同じように

処理されます。

dsync を指定すると、 O_SYNC フラグを設定しているすべての書き込みは、キャッシング指

示 VX_DSYNC が設定されているときと同じように処理されます。 O_DSYNC が設定されて

いる書き込み動作には影響しません。

unbuffered を指定すると、 O_SYNC フラグまたは O_DSYNC フラグを設定しているすべて

の読み取りまたは書き込みは、キャッシング指示 VX_UNBUFFERED が設定されているとき
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と同じように処理されます。

closesync を指定すると、 O_SYNC または O_DSYNC を設定している書き込みは直ちに行わ

れず、遅延されます。

closesync, dsync, direct, unbuffered はいずれも、 O_SYNC または O_DSYNC フラグを設定し

てアクセスしたファイルをクローズするときに fsync(2) に相当するものが実行されます。

delay を指定すると、 O_SYNC または O_DSYNC を設定している書き込みは直ちに行われ

ず、遅延されます。VxFS でこのオプションを使用すると O_SYNC または O_DSYNC の書き

込みが遅延書き込みに変更されます。ファイルをクローズするときには特別な処理は行われ

ません。 O_SYNC または O_DSYNC を使ってファイルを開くと通常はデータの完全性が保

証されますが、このオプションを使用する場合は、事実上完全性の保証はなくなります。

注意: convosync オプションは、HP OnLineJFS 製品のみで使用できます。

crw クラスタの read-write オプションは、指定したクラスタファイルシステムを、他の共有ファイ

ルシステムノードと無関係に読み取り専用モードや読み取り/書き込みモードでマウントする

ような、非対称のマウントを許容します。 crw は −o cluster オプションと一緒に指定しなく

てはいけません。 crw を指定しないと、デフォルトのクラスタマウントの機能が維持されま

す。つまり、セカンダリクラスタの読み取り /書き込みの機能がプライマリと同等になりま

す。 crw を、次のマウント機能対応表に示す rw や ro の組み合わせで使えます。

セカンダリ

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

プライマリ ro rw ro,crw rw,crw

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ro 可 不可 不可 不可

rw 不可 可 可 可

ro,crw 不可 可 可 可

rw,crw 不可 可 可 可

プライマリが、最初の列に示されているように ro,crw, rw,crw でマウントされている場合、セ

カンダリの読み取りと書き込みの機能はそれぞれ無関係にセットできます。クラスタのマウ

ントでは、プライマリの rw で、クラスタ全体での読み取り/書き込み機能が使用可能になり

ます。

読込みと書き込みの機能は、オリジナルの設定から別の設定に −o remount オプションを使っ

て変更できます。読み取りと書き込みの機能は次の表のように変更することができます。

−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

旧/新 ro rw ro,crw rw,crw

−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ro 不可 可 可 可
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rw 不可 可 不可 可

ro,crw 不可 可 可 可

rw,crw 不可 可 不可 可

クラスタファイルシステムが読み取り/書き込み (rw) でマウントされているなら、それを構成

しているディスクグループの開始モード属性は共有書き込み (sw) にセットされていなくては

なりません。

クラスタファイルシステムが ro,crw でマウントされて、ディスクグループの開始モードが、

共有読み取り (sr) なら、そのクラスタファイルシステムをプライマリにするこはできず、必

ず seconly でマウントされなくてはなりません (この節の seconly オプションを参照)。 VERI-

TAS SANPoint Foundation Suite Installation and Configuration Guide を参照してください。

datainlog|nodatainlog

一般に、VxFSは、iノードにデータと時刻の変更を記録して O_SYNC または O_DSYNC によ

る書き込みを行います (datainlog)。 nodatainlog オプションを使用した場合は、同時的な書き

込みが記録されません。 O_SYNC による書き込みでは、ユーザーに制御を戻す前に、ファイ

ルへのデータの書き込みと iノードの更新が同時に行われます。

注意: datainlog オプションは、HP OnLineJFS 製品のみで使用できます。

ioerror=disable|nodisable|wdisable|mwdisable

マウントされたファイルシステムのI/O エラー対応のポリシーをセットします。単一の手段の

及ばない、発展するストレージ技術を処理するために、VxFS には複数のエラーポリシーが実

装されています。

ファイルデータを読込んだり書き込んだりしている間や、メタデータを読み取ったり書き込

んだりしている間に、I/O エラーが発生することがあります。ファイルシステムはこのような
I/O エラーに、停止したり、徐々に機能低下させることで対応します。 ioerror は、さまざま

なエラーにどのようにファイルシステムが応答するかを決める、４つのポリシーを備えてい

ます。４つのポリシーのすべては、ファイルシステムを停止させたり、破壊された i ノードを

不良とマークさせたりして、データ破壊を制限します。
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次の表は、ポリシーセットに応じて、さまざまなエラーを、どのようにファイルシステムが

返すのかを示します。

ファイル ファイル メタデータ メタデータ

読み取り 書き込み 読み取り 書き込み

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

disable | disable | disable | disable | disable |

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nodisable | degrade | degrade | degrade | degrade |

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

wdisable | degrade | disable | degrade | disable |

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

mwdisable | degrade | degrade | degrade | disable |

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−

disable が選択されていたなら、I/O エラーを検知した後、VxFS はファイルシステムを使用不

可能にします。そのときは、ファイルシステムのマウントを解除して、I/O エラーを引き起こ

している状態を修復しなくてはなりません。問題が改修されたら、 fsck を実行してから、再

びファイルシステムをマウントします。多くの場合、 fsck の再試行はファイルシステムの修

理には十分です。ファイルシステムのメタデータの構造的な損傷の場合に限れば、完全な
fsck が必要です。内在するストレージが RAID-5 やミラーディスクのように冗長な環境では
disable を選択します。

nodisable が選択されると、VxFS が I/O エラーを検出したとき、にエラーを封じ込めるため

の処置 (適切なエラーフラグをセット) を行いますが、実行は継続します。 "degraded" 状態

は、データやメタデータの破壊の可能性を意味し、ファイルシステム全体のパフォーマンス

についてではないことに注意してください。

ファイルデータの読み取りと書き込みエラーについては、VxFS は、スーパーブロックの
VX_DAT AIOERR フラグをセットします。メタデータの読み取りエラーについては、VxFS

は、スーパーブロックの VX_FULLFSCK フラグをセットします。メタデータの書き込みエ

ラーについては、VxFS は、スーパーブロックの VX_FULLFSCK と VX_METAIOERR フラ

グをセットし、ディスク上の関連するメタデータに不良の印をつけます。そして VxFS は適

切なエラーメッセージをコンソールに表示します。 (エラーへの対処方法については VERITAS

File System 管理ガイドを参照してください)。

ファイルシステムを出来るだけ早く停止させ、I/O エラーを引き起こしている状態を修復しな

くてはなりません。問題が改修されたら、 fsck を実行してから、再びファイルシステムをマ

ウントします。

もし、以前の VxFS エラー処理ポリシーとよく似たポリシーを実装したいなら nodisable を選

択します。
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wdisable (書き込み使用不可) か mwdisable (メタデータ書き込み使用不可) を選択すると、

ファイルシステムは、表に示されたように、遭遇したエラーのタイプによって、使用不可か

機能低下します。冗長性のないストレージを使っているときのように、書き込みエラーより

読み取りエラーが多く発生する環境では、 wdisable か mwdisable を選択します。 mwdisable

はローカルマウントのデフォルトの ioerror マウントオプションです。 disable はクラスタマ

ウントのデフォルトの ioerror マウントオプションです。

注記: ファイルシステムに深刻な損傷がある場合や、ファイルシステム メタデータの構造上

の破損がある場合、どの I/O エラーポリシーが施行されているかに関わらず、VxFS はファイ

ルシステムに完全な fsck のためのマークをします。

クラスターファイルシステム上の振る舞いはいくらか異なります。選択されたポリシーが dis-

able の場合、ファイルシステムは I/O エラーが発生したノードに限り使用不可能になりま

す。ファイルシステムは他のノードからは依然、アクセス可能です。 I/O エラーが CFS プラ

イマリで発生したなら、残存しているノードから新しいプライマリが選出され、もともとの

プライマリはセカンダリになります。

クラスターファイルシステムには disable ポリシーを推奨します。他のポリシーでは、完全な

ファイルシステムチェックでファイルシステムにメタデータ I/O エラーによるマークが発生

する可能性があります。 CFS プライマリが引き続き障害を起こすと、クラスタ内の他のノー

ドがプライマリを引き継ぐことができず、その結果、クラスタ内のすべてのノードからの

ファイルシステムへのアクセスが使用不可能になります。

注記: CVM ディスクの切り離しポリシー (共有ディスクグループの使用不可能なディスクを切

り離す方法) が local なら、I/O エラーのポリシーは必ず disable でなくてはなりません。

largefiles|nolargefiles

これらのオプションは、ラージファイルの有効 /無効を切り替えるためのオプションではな

く、ファイルシステムでラージファイルが使用可能かどうかを確認するためのオプションで

す (largefiles フラグの設定およびクリアには、 mkfs_vxfs または fsadm_vxfs を使用します)。
nolargefiles を指定してマウントできた場合は、そのファイルシステムに 2GB 以上のサイズを

持つファイルが存在していません。また、そのファイルシステムでラージファイルを作成す

ることはできません。 largefiles を指定してマウントできた場合は、そのファイルシステムに
2GB 以上のサイズを持つファイルが存在している可能性があります。また、そのファイルシ

ステムでは、ラージファイルの作成が可能です。マウントを成功させるには、このオプショ

ンの値を mkfs_vxfs または fsadm_vxfs で指定されている largefiles フラグと一致させる必要が

あります。

注意: ラージファイルは、HP-UX 10.20 以降のシステムでサポートされています。ラージファ

イルの作成を有効にする場合は注意が必要です。バックアップユーティリティなどのシステ

ム管理ユーティリティにはラージファイルを認識すると問題を引き起こすものがあるかもし

れません。
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logiosize=1024|2048|4096

インテントログの I/O バッファサイズの制御。デフォルト値は、マウント時に動的に決定さ

れます。いくつかのストレージデバイス (具体的には、 read-modify-write 機能を使うデバイ

ス) は、書き込みが特定のサイズか、その倍数で送り出されると、パフォーマンスが向上しま

す。ファイルシステムが logiosize オプションを使ってマウントされたとき、VxFS はこのよう

なデバイスで最大限のパフォーマンスを得るために、少なくとも size バイト、あるいは size

バイトの倍数でインテントログを書き込みます。 size の値は、1024、2048、4096の何れかを

とることができます。

log|delaylog|tmplog|nolog

インテントログの制御。システムの異常が発生した後でも、ファイルシステムの完全性を保

証するには、ロギングを使用可能にしておく必要があります。デフォルトは log です。 log

モードでは、ファイルシステムの構造的な変更がディスクに記録されてから、システムコー

ルがアプリケーションに戻ります。システムがクラッシュすると、ログに記録されている操

作の中で、完終了していない操作を fsck_vxfs(1M) が最後まで行います。

delaylog モードでは、一部のシステムコールは、インテントログが書き込まれる前に戻りま

す。このモードでは、システムの効率は良くなりますが、(短い時間の後に) インテントログ

が書き込まれるまで、変更の一部は保証されません。このモードでは、システムに異常が発

生したときのファイルシステムの完全性は、従来の UNIX システムが保証していたものと同

等です。

tmplog モードでは、インテントログは通常、遅れて書き込まれます。この方式により効率は

良くなりますが、システムがクラッシュすると、直前の変更が失われてしまうことがありま

す。このモードは一時ファイルシステムだけに使用するようにしてください。

nolog は、 tmplog と同義です。

mincache=direct|dsync|unbuffered|closesync|tmpcache

ファイルシステムのキャッシュ動作を変更します。

direct を指定すると、 O_SYNC フラグを設定しないすべての読み取り、または O_SYNC フ

ラグなしまたはキャッシング指示 VX_DSYNC, VX_DIRECT, VX_UNBUFFERED なしのすべ

ての書き込みは、キャッシング指示 VX_DIRECT が設定されているときと同じように処理さ

れます。

dsync を指定すると、 O_SYNC フラグまたはキャッシング指示 VX_DIRECT, VX_DSYNC,

VX_UNBUFFERED のいずれかを指定しないすべての書き込みは、キャッシング指示
VX_DSYNCが設定されているときと同じように処理されます。

unbuffered を指定すると、 O_SYNC フラグを設定しないすべての読み取り、または、
O_SYNC フラグまたはキャッシング指示 VX_DSYNC, VX_DIRECT, VX_UNBUFFERED なし

のすべての書き込みは、キャッシング指示 VX_UNBUFFERED が設定されているときと同じ

ように処理されます。
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closesync, dsync, unbuffered, direct ではすべて、ファイルをクローズするときに fsync(2) に相

当するものが実行されます。

値 tmpcache を指定すると、効率のために完全性を犠牲にする形で、遅延拡張書き込みを無効

にします。このオプションでは、ファイルが順次に書き込まれるため、VxFS は新しく割り当

てるエクステントにゼロを埋め込みません。システムがクラッシュすると、書き込みを行っ

ているファイルに初期化されていないデータが現れることがあります。 VX_DIRECT,

VX_DSYNC, VX_UNBUFFEREDの詳細については、 vxfsio(7) を参照してください。

注意 : mincache=direct, mincache=dsync, mincache=unbuffered, mincache=tmpcache は、 HP

OnLineJFS 製品のみで使用できます。

noatime ctime や mtime (stat(2) マニュアルページを参照) の更新を同時に行うときを除いて、ファイル

システムがアクセス時間の更新に関与しないように指示します。デフォルトでは、アクセス

時間 (atime) の記録をするようにしてマウントされます。 noatime オプションを使ってアクセ

ス時間が重要でないファイルシステムのディスクの動作を減らすことが可能です。

qio|noqio

VERITAS Quick I/O for Database オプションを使用可能、または、不可能にします。 Quick I/O

はライセンスを受けると、VxFS で利用できます。デフォルトでは、 mount はファイルシス

テム上で Quick I/O を使用可能にします。もし Quick I/O が使用出来ない場合は、 mount は
Quick I/O なしでファイルシステムをマウントします。もし qio が指定されているのに、その

機能がライセンスを受けていない場合は、 mount はファイルシステムをマウントすることな

く、エラーメッセージを表示します。 noqio が指定されていると、 mount は、たとえライセ

ンスがインストールされていたとしても Quick I/O を使用不能にします。

クラスタファイルシステムでも、Quick I/O ライセンスが存在していれば qio がデフォルトで

す。

qlog[=special]

ファイルシステムが VERITAS QuickLog を使用できるようにします。 QuickLog は複数のファ

イルシステムログをまとめて、ファイルシステムログの書き込みを special デバイスにリダイ

レクトします。 If special が指定されていないと、ファイルシステムはひとつの QuickLog 特

殊デバイスを選択します。このオプションは NFS サーバーのパフォーマンスを向上させま

す。 QuickLog は、他の異なる VERITAS 製品による方法でしか利用可能になりません。現在

の製品情報は、 VERITAS File System リリースノートを参照してください。

quota ディスク割り当てが使用可能 (rw タイプのファイルシステムにのみ有効)。 VxFS では、割り

当て情報がファイルシステムの専有領域に保持されます。割り当てを使用可能にしてファイ

ルシステムをマウントし、その前のマウントで割り当てを使用不能にしていたのを変更した

場合は、その割り当て情報が再構築されます。この処理にはしばらく時間がかかります。
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remount

マウントされたファイルシステムのマウントオプションを変更します。 remount は主にロギ

ングとキャッシュ動作の変更に使用されます。また、読み取り専用のファイルシステムを読

み取り/書き込みにする際にも使用します。

remount では、読み取り/書き込みのファイルシステムを読み取り専用にすることはできませ

ん。また、 snapof 属性または snapsize 属性を設定することもできません。

remount は /etc/fstab の中の変更をチェックしません。オプションを指定する場合は、明示的

にコマンド行に渡さなくてはいけせん。

rw|ro 読み取り/書き込みまたは読み取り専用。デフォルトは、 rw です。

seconly 共有ファイルシステムをセカンダリに限定してマウントします。セカンダリに限定された

ファイルシステムは、指定された共有ファイルシステムのプライマリ要素となることができ

ません。 seconly オプションでマウントが成功するためには、プライマリが事前にマウントさ

れていなくてはなりません。 seconly は −o cluster オプションと一緒に指定されていなくては

なりません。 seconly オプションは fsclustadm コマンドでセットしたポリシーを上書きしま

す。このオプションは −o remount オプションを使ってセット・リセットできます。ファイル

システムノードがすでにファイルシステムのプライマリとなっている場合、 seconly で再マウ

ントすると失敗します。

snapof= filesystem

ファイルシステムを、 filesystem のスナップショットとしてマウントします。 filesystem に

は、 VxFS ファイルシステムがマウントされるディレクトリ、またはマウントされた VxFS

ファイルシステムがあるブロック型特殊ファイルのどちらかを指定します。スナップショッ

トファイルシステムをマウントするには、 −F vxfs オプションを明示的に指定する必要があり

ます。

注意: snapof= filesystem は、HP OnLineJFS 製品のみで使用できます。

snapsize=size

snapof と一緒に指定するオプションです。 size には、マウントするスナップショットファイ

ルシステムのサイズをセクタ単位で指定します。このオプションは、デバイスドライバが
special のサイズを決定できない場合だけに必要です。指定していない場合、デフォルトとし

てデバイス全体になります。

注意: snapsize=size は、HP OnLineJFS 製品のみで使用できます。

suid|nosuid

setuid の実行の許可または不許可を指定します。デフォルトは、 suid です。

tranflush

HP-UX 上で VxFS がデフォルトのブートファイルシステム (/stand) のとき、ブートプロセス

の初期の段階の間、インテントログ再生ができません。ブートプロセスの間のデータとメタ
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データの一貫性を確実にするため、 tranflush オプションはすべてのメタデータの更新をシス

テムコールから戻ってくる前にディスクにフラッシュします。よって、 tranflush オプション

は、ほぼ、インテントログ機能の無いファイルシステムの動作で VxFS を使用可能にしま

す。 tranflush オプションは、自動的に blkclear オプションと log オプションを使用可能にし

ます。 mincache=dsync マウントオプションを tranflush と一緒に指定することは当を得てい

ます。このファイルシステムを再マウントするときは、 tranflush を明示的に指定しなければ

いけません。

tmplog, delaylog, datainlog マウントオプションは tranflush では動作しません。 tranflush オプ

ションは読み取り専用ファイルシステムファイルシステムやクラスタファイルシステムでは

動作しません。

例
現在マウントされているファイルシステムをリストします。

mount

VxFS ファイルシステム /dev/dsk/c1t2d0 をディレクトリ /home にマウントします。

mount −F vxfs /dev/dsk/c1t2d0 /home

ファイルシステムのマウントを解除するには、最初にストレージチェックポイントのマウントを解除します。

umount /ckptdir

umount /fsdir

VERITAS Volume Manager ボリューム上のクラスターファイルシステムのストレージチェックポイントをマウ

ントします。

mount −F vxfs −o cluster,ckpt=ckpt_name \

/dev/vx/dsk/dg_name/volume_name:ckpt_name /ckpt_mount_point

システムのリブート時に、自動的にストレージチェックポイントをマウントします。次の例のように /etc/fstab

ファイルにリストできます。

/dev/vx/dsk/fsvol /fsdir vxfs defaults 0 2

/dev/vx/dsk/fsvol:myckpt /ckptdir vxfs ckpt=myckpt 0 0

ファイル
/etc/fstab ファイルシステムに関する静的情報が入っています。
/etc/mnttab マウント済みファイルシステムのテーブル。

参照
edquota(1M), fsadm_vxfs(1M), fsck_vxfs(1M), mkfs_vxfs(1M), mount(1M), vxumount(1M), fsync(2), mount(2),

setuid(2), stat(2), fstab(4), mnttab(4), fs_vxfs(4), quota(5), vxfsio(7)

VERITAS File System 管理ガイド
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VERITAS File System リリースノート

VERITAS SANPoint Foundation Suite Installation and Configuration Guide

標準準拠
mount: SVID3
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名称
mrinfo − マルチキャスト経路指定設定情報ツール

構文
/usr/sbin/mrinfo [−d debuglevel] [−r retries] [−t timeout] [ multicast-router ]

説明
mrinfo は、マルチキャストルーター( multicast-rourter )から設定情報を要求し、その情報を標準出力に出力しま

す。 multicast-router には、 IP アドレスまたはシステム名を指定することができます。 mrinfo は、
ASK_NEIGHBORS のigmpメッセージを指定した multicast-router に送信します。ルーターは、要求を受信すると

ルーターの設定情報を送り返します。 multicast-router を指定しない場合、ローカルルーターに要求が送信され

ます。

各インタフェースの設定情報は、次のフォーマットで出力されます。

interface_addr -> neighbor_addr (neighbor_name) [metrics/thresh/flags]

インタフェースに複数の隣接ルーターがある場合、すべての隣接ルーターが出力に対して報告されます。 flag

の指定可能な値は次のとおりです。

tunnel 隣接ルーターがトンネルを介して届きます。

srcrt トンネルがIPソース経路指定を使用します。

down インタフェースがダウンしています。

disabled インタフェースがマルチキャスト経路指定に管理不能です。

querier ローカルルーターはサブネットを照会します。

metrics および thresh については、 mrouted(1M) を参照してください。

コマンド行のオプションは次のとおりです。

-ddebuglevel デバッグメッセージの出力レベルを設定します。デフォルトは0であり、エラーおよび

警告メッセージのみを出力します。デバッグレベル3を設定すると、大部分のメッセー

ジを出力します。

-rretries 情報のために経路指定デーモンをプルする再試行回数を設定します。デフォルト値は3

です。

-ttimeout 応答を待機するタイムアウト値を秒単位で指定します。デフォルト値は4です。

例
ローカルの経路指定デーモンからマルチキャスト設定を照会する例を次に示します。

mrinfo

127.0.0.1 (localhost) [version 3.3]:
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15.13.106.144 -> 15.13.106.145 (hpntcbs.cup.hp.com) [10/1/querier]

193.2.1.39 -> 0.0.0.0 (all-zeros-broadcast) [1/1/disabled]

15.13.106.144 -> 15.255.176.33 (matmos.hpl.hp.com) [10/1/tunnel]

15.13.106.144 -> 15.17.20.7 (hpspddc.vid.hp.com) [10/1/tunnel/down]

注意
mrinfo は、ルートとして実行しなければなりません。

著者
mrinfo は、Van Jacobsonが開発しました。

参照
mrouted(1M), map-mbone(1M)
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名称
mrouted − IPマルチキャスト経路指定デーモン

構文
/usr/sbin/mrouted [ −p ] [ −c config_file ] [ −d debug_level ]

説明
mrouted コマンドは、DVMRP (Distance-Vector Multicast Routing Protocol)の実現方法で、これはRFC-1075の初期

バージョンで定義されています。距離ベクタ経路指定プロトコルを介して(RFC-1058に記述されたRIPと同様)

トポロジー的な情報を保守し、このプロトコルに基づいて、リバースパスマルチキャスティングと呼ばれるマ

ルチキャストデータグラムの転送アルゴリズムを実現します。

mrouted は、データグラムが開始するサブネットで経路指定された最短パス(リバースパス)ツリーに従って、

マルチキャストデータグラムを転送します。マルチキャスト配送ツリーは、対象を制限した(prune)ブロード

キャスト配送ツリーと考えられるため、あて先グループのメンバーのあるサブネットワーク以外で拡張するこ

とはありません。したがってデータグラムは、マルチキャストグループのリスナーのないブランチには転送さ

れません。マルチキャストデータグラムのIP生存時間を使用して、マルチキャストデータグラムの範囲を制限

することができます。

IPマルチキャスティングをサポートしていない(ユニキャストの)ルーターによって分離されたサブネットの中

でマルチキャスティングをサポートするために、 mrouted は、インターネット上に配置された2つの mrouted

間において、仮想的なポイント-ポイントリンクの「トンネル」をサポートしています。 IPマルチキャストパ

ケットは、転送のためにトンネルを介してカプセル化されるため、ルーターとサブネットを仲介する通常のユ

ニキャストデータグラムのように見えます。トンネルへの入力に対してカプセル化され、トンネルからの出力

で取り除かれます。デフォルトでは、パケットはIP-in-IPプロトコル(IPプロトコル番号4)を使用してカプセル

化されます。

mrouted はトンネル通過機構により、マルチキャストのみを目的とした仮想インターネットを作成できます。

この仮想インターネットは、物理的なインターネットには依存せず、複数の自律システムの範囲で存在するこ

とができます。

mrouted は、マルチキャスト経路指定のみを処理しています。 mrouted と同じマシンでは、ユニキャストの経

路指定ソフトウェアを実行している可能性もしていない可能性もあります。 mrouted はトンネルを使用して、

マルチキャストの転送のために複数の物理的サブネットにアクセスする必要はありません。

実行
-d オプションを指定していない場合、またはデバッグレベルに0を指定している場合、 mrouted はターミナル

処理を行いません。それ以外の場合、ターミナル処理を続け、そのターミナルからのシグナルに対応します。
-d を引き数なしで指定している場合、デバッグレベルはデフォルトの2に設定されます。 mrouted は、デバッ

グレベルに関係なく、常に警告およびエラーメッセージをシステムログデーモンに書き込みます。デバッグレ

ベルがゼロ以外の場合、次のように処理されます。

レベル1 syslog からのメッセージもすべて stderr に出力されます。
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レベル2 レベル1のすべてのメッセージ、および「重要な」イベントに関する通知が、 stderr に出力されま

す。

レベル3 レベル2のすべてのメッセージ、およびすべてのパケットの受信と送信に関する通知が、 stderr に

出力されます。

起動時に、 mrouted は自身の pid をファイル /var/tmp/mrouted.pid に書き込みます。

設定
mrouted は、それ自体を自動的に設定してマルチキャスト可能なあらゆるインタフェース (すなわち
IFF_MULTICASTフラグがセットされたインタフェース。ただし、ループバックの「インタフェース」を除く)

で転送します。また、 mrouted はこれらのインタフェースを介して直接到達可能なその他の mrouted を見つけ

ます。デフォルト設定を変更したり、別の mrouted にトンネルリンクを追加するには、 /etc/mrouted.conf (ま

たは、 -c オプションを指定した代替ファイル)に設定コマンドを記述できます。設定コマンドには４つの型が

あります。

phyint <local-addr> [disable] [metric <m>]

[threshold <t>] [rate_limit <b>]

[boundary (<boundary-name>|<scoped-addr>/<mask-len>)]

[altnet <network>/<mask-len>]

tunnel <local-addr> <remote-addr> [metric <m>]

[threshold <t>] [rate_limit <b>]

[boundary (<boundary-name>|<scoped-addr>/<mask-len>)]

cache_lifetime <ct>

pruning <off/on>

name <boundary-name> <scoped-addr>/<mask-len>

ファイルフォーマットは自由形式です。(改行も含めて)空白は重要ではありません。 boundary と altnet オプ

ションは、必要に応じていくつでも指定できます。

phyint コマンドを使用して、ローカルIPアドレス <local-addr> で識別される物理的インタフェース上のマルチ

キャスト経路指定を使用不能 (disable) にしたり、デフォルト以外の距離 (metric) またはしきい値 (threshold) を

指定の物理的インタフェースと対応させることができます。ローカル IPアドレス <local-addr> は、インタ

フェース名 ( lan0 など) に置き換えることができます。 phyint が複数のIPサブネットに接続される場合は、他

の各サブネットを altnet オプションに指定します。 phyint コマンドは、 tunnel コマンドより前に置く必要が

あります。

tunnel コマンドを使用して、ローカルIPアドレス <local-addr> とリモートIPアドレス <remote-addr> 間のトンネ

ルリンクを作成し、そのトンネルでデフォルト以外の距離 (metric) またはしきい値 (threshold) 対応させること
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ができます。ローカルIPアドレス <local-addr> は、インタフェース名 ( lan0 など) に置き換えることができま

す。ホスト名が単一のIPアドレスに結び付けられている場合にだけ、リモートIPアドレス <remote-addr> をホ

スト名に置き換えることができます。トンネルを使用する前に、両方のルーターの mrouted.conf ファイルにト

ンネルをセットアップしなければなりません。

cache_lifetime は、タイムアウトするまでにキャッシュされたマルチキャスト経路がカーネルにある時間を決定

する値です。このエントリーの値は、300 (5 分) から 86400 (１日) の間でなければなりません。デフォルト値

は300です。

pruning コマンドは、 mrouted が対象を制限しないルーターとして動作させるために提供しています。また、

コマンド行で -p オプションを使用して、 mrouted を対象を制限したモードで開始するこもできます。ルー

ターは、テストの目的でのみこの方法によって設定されます。デフォルトのモードは対象を制限します。

境界に名前を割り当てると name コマンドが使用できるため、設定が容易になります。 phyint や tunnel コマ

ンドの boundary オプションには、名前か境界が指定できます。

metric オプションは、既定のインタフェースまたはトンネルのデータグラムの送信に対応した「コスト」で

す。経路の選択を変更すために、距離を使用することがあります。距離のデフォルト値は1です。 mrouted

は、距離の和が31より大きいパスでは経路指定できないため、距離にはできるだけ小さい値を設定する必要が

あります。

しきい値 (threshold) は、マルチキャストデータグラムが既定のインタフェースまたはトンネルに転送されるの

に必要な最少IP生存時間です。マルチキャストデータグラムの有効範囲の制御に使用します (転送されたパ

ケットのTTLは、しきい値と比較されるだけで、しきい値で減少されません。各マルチキャストルーターは
TTLの値を１つ減少します)。しきい値のデフォルトは1です。

通常、特定のサブネットまたはトンネルに接続された mrouted はすべて、そのサブネットまたはトンネルに対

して同じ距離 (metric) としきい値 (threshold)を使用しなければなりません。

rate_limit オプションを使用して、ネットワーク管理者は、マルチキャストのデータ通信量に割り当てられる一

定のバンド幅を毎秒キロビット単位で指定できます。デフォルトでは、トンネルに対して 500Kbps、物理的イ

ンタフェースに対して 0 (無制限) が割り当てられます。

boundary オプションを使用して、特定の有効範囲アドレスの管理用境界としてインタフェースを設定できま

す。このアドレスに属するパケットは、特定の有効範囲内のインタフェースでは転送されません。 boundary オ

プションには名前か境界が指定できます。

mrouted は、使用可能な vif (仮想インタフェース)が2つ未満の場合は実行を開始しません。その場合の vif

は、物理的なマルチキャスト機能のインタフェースまたはトンネルのどちらかです。その vif がすべてトンネ

ルである場合、警告を記録します。このような mrouted 設定は、もっと直接的なトンネルに置き換える方が適

切です。

設定例
以下は規模の大きな学校でのマルチキャストルーターの設定例です。
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#

# mrouted.conf example

#

# Name our boundaries to make it easier

name LOCAL 239.255.0.0/16

name EE 239.254.0.0/16

#

# lan1 is our gateway to compsci, don’t forward our

# local groups to them

phyint lan1 boundary EE

#

# lan2 is our interface on the classroom net, it has four

# different length subnets on it.

# note that you can use either an ip address or an

# interface name

phyint 172.16.12.38 boundary EE altnet 172.16.15.0/26

altnet 172.16.15.128/26 altnet 172.16.48.0/24

#

# atm0 is our ATM interface, which doesn’t properly

# support multicasting.

phyint atm0 disable

#

# This is an internal tunnel to another EE subnet

# Remove the default tunnel rate limit, since this

# tunnel is over ethernets

tunnel 192.168.5.4 192.168.55.101 metric 1 threshold 1

rate_limit 0

#

# This is our tunnel to the outside world.

# Careful with those boundaries, Eugene.

tunnel 192.168.5.4 10.11.12.13 metric 1 threshold 32

boundary LOCAL boundary EE

シグナル
mrouted は次のシグナルに対して応答します。

HUP mrouted を再起動します。このシグナルを送るたびに、設定ファイルが読み取られます。

INT 猶予付きで実行を終了します(すなわち、すべての隣接ルーターに対してグッバイメッセー

ジを送信する方法)。
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TERM INTと同じ

USR1 内部の経路指定テーブルを /usr/tmp/mrouted.dump にダンプします。

USR2 内部のキャッシュテーブルを /usr/tmp/mrouted.cach にダンプします。

QUIT 内部の経路指定テーブルを stderr にダンプします (mrouted をゼロ以外のデバッグレベルで

実行した場合のみ)。

シグナル送信に便利なように、 mrouted は自身の pid を、起動時に /var/tmp/mrouted.pid へ書き込み

ます。

例
経路指定テーブルは次のようになっています。

Virtual Interface Table

Vif Local-Address Metric Thresh Flags

0 36.2.0.8 subnet: 36.2 1 1 querier

groups: 224.0.2.1

224.0.0.4

pkts in: 3456

pkts out: 2322323

1 36.11.0.1 subnet: 36.11 1 1 querier

groups: 224.0.2.1

224.0.1.0

224.0.0.4

pkts in: 345

pkts out: 3456

2 36.2.0.8 tunnel: 36.8.0.77 3 1

peers: 36.8.0.77 (2.2)

boundaries: 239.0.1

: 239.1.2

pkts in: 34545433

pkts out: 234342

3 36.2.0.8 tunnel: 36.6.8.23 3 16

Multicast Routing Table (1136 entries)

Origin-Subnet From-Gateway Metric Tmr In-Vif Out-Vifs
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36.2 1 45 0 1* 2 3*

36.8 36.8.0.77 4 15 2 0* 1* 3*

36.11 1 20 1 0* 2 3*

.

.

.

この例では、４つの vif が、２つのサブネットと２つのトンネルに接続しています。 vif 3 トンネルは使用され

ていません(同位のアドレスがありません)。 vif 0 および vif 1 サブネットにはいくつかのグループがあります

が、トンネルにはグループがありません。 mrouted のこのインスタンスは、"querier" フラグで示されるよう

に、 vif 0 および vif 1 サブネットで周期的に所属するグループの問い合せを送信する責任があります。境界の

リストは、そのインタフェースにおける有効範囲のアドレスを示します。各インタフェースには、受信パケッ

トおよび送信パケットの数も示されます。

マルチキャストデータグラムを開始できる各サブネットに対応するのは、前回のホップルーターのアドレス(サ

ブネットを直接接続していない場合)、その原点に戻るパスの距離、そのサブネットの更新を受信してからの経

過時間、その原点からのマルチキャストの受信 vif 、および発信した vif のリストです。アスタリスク ( * )

は、発信した vif が原点で経路指定されたブロードキャストツリーのリーフに接続していることを意味してお

り、リーフにあて先グループのメンバーがある場合にのみ、その原点からのマルチキャストデータグラムは、

その発信した vif で転送されます。

また mrouted コマンドは、カーネル転送のキャッシュテーブルのコピーを保守します。 mrouted は、エント

リーを作成して削除します。
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キャッシュテーブルは次のようになっています。

Multicast Routing Cache Table (147 entries)

Origin Mcast-group CTmr Age Ptmr IVif Forwvifs

13.2.116/22 224.2.127.255 3m 2m - 0 1

>13.2.116.19

>13.2.116.196

138.96.48/21 224.2.127.255 5m 2m - 0 1

>138.96.48.108

128.9.160/20 224.2.127.255 3m 2m - 0 1

>128.9.160.45

198.106.194/24 224.2.135.190 9m 28s 9m 0P

>198.106.194.22

各エントリーには、オリジンのサブネットの番号、マスク、およびあて先のマルチキャストグループの特性が

あります。 CTmr フィールドは、エントリーの生存時間を示します。タイマーがゼロに減少すると、エント

リーはキャッシュテーブルから削除されます。 Age フィールドはこのキャッシュエントリーが作成されてから

の時間を示します。トラフィックが継続する場合はキャッシュエントリーがリフレッシュされるため、経路指

定エントリーが非常に古くなることがあります。 Ptmr フィールドは、対象外が上位に送られないと単なる

ダッシュとして扱われます。対象外が送られる場合は、上位の対象外がタイムアウトになるまでの時間数を示

します。 Ivif フィールドは、オリジンからのマルチキャストパケットの受信 vif を示します。さらに各ルー

ターは、特定のソースおよびグループについて、隣接ルーターから受信した対象外の数を記録します。サブ

ネットのマルチキャストツリーにおける配下リンクにマルチキャストグループのメンバーがない場合、対象の

制限されたメッセージは上位ルーターに送信されます。これらのメッセージは、 vif 番号の後に P で示されま

す。 Forwvifs フィールドは、ソースグループに属するデータグラムを送信したインタフェースを示します。 p

は、そのインタフェースではデータグラムが転送されていないことを示します。リストされていないインタ

フェースは、サブネット上の特定のグループメンバーのないリーフサブネットです。インタフェースの b は、

境界インタフェースであることを示します。つまり、そのインタフェースの有効範囲アドレスではトラフィッ

クは転送されません。先頭に > が付いている追加行はサブネットの各ソースに対してプリントされます。１つ

のサブネットに多数のソースが存在する場合には注意してください。

著者
Steve Deering、Ajit Thyagarajan、Bill Fenner.

ファイル
/etc/mrouted.conf

/var/run/mrouted.pid

/var/tmp/mrouted.dump

/var/tmp/mrouted.cache
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参照
mrinfo(1M), map-mbone(1M)

DVMRP については、『Proceedings of the ACM SIGCOMM ’88 Conference』にある S. Deering 著「Multicast Rout-

ing in Internetworks and Extended LANs」で、他のマルチキャスト経路指定アルゴリズムと共に説明されていま

す。
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名称
mtail −メールのログファイルの最後の部分の表示

構文
/usr/sbin/mtail [n]

説明
mtail は、メールのログの最後の部分を表示します。通常のログファイルは /var/adm/syslog/mail.log です。デ

フォルトでは、このログの最後の 20行を表示します。

オプション
n 20行の代わりに、 /var/adm/syslog/mail.logの最後の n 行を表示します。

参照
sendmail(1M)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 1M-691



mvdir(1M) mvdir(1M)

名称
mvdir − ディレクトリの移動

構文
/usr/sbin/mvdir dir newdir

説明
mvdir は、(同一ファイルシステム内で) 1つのディレクトリツリーを他の既存ディレクトリに移動したり、移

動はせずにディレクトリ名を変更します。

dir は、既存のディレクトリでなくてはなりません。

newdir は存在しないが、それを含むディレクトリがある場合、 dir は、 newdir に移動し、名称を変更するか、

またはそのどちらかが行われます。 newdir は、 dir の最後のパス名構成要素と同じ名称をもつエントリーを含

んでいない既存のディレクトリでなければなりません。この場合、 dir は、移動して newdir のサブディレクト

リになります。 dir の最後のパス名構成要素は、移動したディレクトリ用の名称として使用されます。

mvdir は、 newdir によって指定されたパスが dir によって指定されたパスの下位のディレクトリである場合、
dir の移動を行いません。これは、例えば、禁じられている mvdir x/y x/y/z/t などの場合に循環するサブツリー

が作成されることがあるので、許可されていません。

mvdir では、ディレクトリ . を移動することは、できません。

mvdir を使用することができるのは、該当する特権をもつユーザーだけです。

多言語化対応
国際化文字コードセットサポート

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をサポートします。

著者
mvdir は、OSF と HP が開発しました。

参照
cp(1), mkdir(1), mv(1)

標準準拠
mvdir: SVID2, SVID3
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