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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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名称
intro −ファイルフォーマットの概要

説明
本セクションでは、各種ファイルのフォーマットを示します。ファイルフォーマットに関する C 言語の struct

宣言は、該当する各項で示します。通常、これらの構造体は /usr/include ディレクトリまたは /usr/include/sys

ディレクトリにあります。

参照
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
a.out −アセンブラ出力とリンクエディタ出力

構文
#include <elf.h> (ELFファイル用)

#include <a.out.h> (SOM ファイル用)

説明
ELFの a.out

a.out というファイル名は、リンクエディタ ld(1) からのデフォルトの出力ファイル名です。リンク中にエラー

がなければ、リンクエディタは a.out 実行可能ファイルを作成します。アセンブラ as(1) の出力ファイルも、そ

のデフォルトの名前は異なりますが、 a.out ファイルのフォーマットに従います。

ELF ファイルを扱うプログラムは、 elf (3E) で記述するライブラリを使用する可能性があります。このファイ

ルフォーマットの概要は、次のとおりです。詳細は下で述べる「参照」をご覧ください。

リンクビュー 実行ビュー
_____________________ _____________________

ELF ヘッダー ELF ヘッダー
|_____________________| |______________________|

|プログラムヘッダー | |プログラムヘッダー |

| テーブル | | テーブル |

| 任意 | |  |

|_____________________| | _____________________|

| セクション 1 |  | |

|_____________________| | |

| . . .  | | セグメント 1 |

| | | |

|_____________________| | _____________________|

| セクション n |  | |

|_____________________| | |

| . . .  | | セグメント 2 |

| | | |

|_____________________| | _____________________|

| . . .  | | . . .  |

|_____________________| | _____________________|

|セクションヘッダー | |セクションヘッダー |

| テーブル | | テーブル |

| | | 任意 |

|_____________________| |______________________|
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ELF ヘッダーは先頭にあり、その中にはファイルの構成を記述する「ロードマップ」があります。セクション

には、命令、データ、シンボルテーブル、再配置情報など、リンクビューへの大半のオブジェクトファイル情

報が入っています。セグメントには、プログラム実行ビューへのオブジェクトファイル情報が入っています。

上で示したように、セグメントは 1 つまたは複数のセクションを含む可能性があります。

プログラムヘッダーテーブルが存在する場合、それは、プロセスイメージの作成方法をシステムに指示しま

す。プロセスイメージの作成 (プログラムの実行) に使用されるファイルにはプログラムヘッダーテーブルがな

ければなりません。再配置可能なファイルには、プログラムヘッダーテーブルは必要ありません。セクション

ヘッダーテーブルには、ファイルのセクションを説明する情報が含まれています。テーブル内のそれぞれのセ

クションにはエントリーが 1 つずつあり、それぞれのエントリーがセクション名、セクションサイズなどの情

報を与えます。リンク中に使用されるファイルには、セクションヘッダーテーブルがなければなりません。他

のオブジェクトファイルには、セクションヘッダーテーブルはあってもなくてもかまいません。

この図では、ELF ヘッダーの直後にプログラムヘッダーテーブルを、またセクションの後にセクションヘッ

ダーテーブルを示していますが、実際のファイルでは異なる可能性があります。さらに、セクションおよびセ

グメントの順序に指定はありません。 ELF ヘッダーだけがファイル内の固定位置にあります。

a.out ファイルが実行のためにメモリ内にロードされると、テキストセグメント、データセグメント (初期化済

みデータの次に初期化されていないデータの順、後者は実際にはすべてゼロで初期化済み)、およびスタックと

いう 3 つの論理セグメントが設定されます。テキストセグメントは、プログラムからは書き込み不可です。つ

まり、別々のプロセスが同じ a.out ファイルを実行している場合、これらのプロセスは 1 つのテキストセグメ

ントを共有します。

データセグメントは、最後のテキストアドレスの後にある最大のページ境界から始まります (システムで複数

のページサイズがサポートされている場合「最大のページ」とはサポートされている最大のサイズです)。プロ

セスイメージが作成される際に、テキストの最後およびデータの先頭が入っているファイルの部分が 2 度現れ

る可能性があります。データの先頭にある重複したテキスト部分が実行されることはありません。このように

重複している場合、オペレーティングシステムは、データセクションの先頭をページ境界に配置し直さない

で、ファイルの部分を実際のページサイズの倍数で取り込むことがあります。したがって、最後のテキストの

後にある最大のページ境界に、最後のテキストアドレスを最大のページサイズで割った余りを加算した値が、

最初のデータアドレスとなります。最後のテキストアドレスが最大のページサイズの倍数である場合は、重複

は起こりません。スタックは、必要に応じて、自動的に拡張されます。データセグメントは、 brk(2) システム

コールで要求された通りに拡張されます。

SOMの a.out (PA-RISCのみ)
ファイル名 a.out は、アセンブラ (as(1)を参照)、コンパイラ、およびリンカ (ld(1)を参照) の出力ファイルのデ

フォルトファイル名です。アセンブラとコンパイラは、リンカにすぐ入力できる再配置可能オブジェクトファ

イルを作成します。リンカは、実行可能オブジェクトファイルと共有ライブラリファイルを作成します。

オブジェクトファイルは、ファイルヘッダー、補助ヘッダー、スペースディクショナリ、サブスペースディク

ショナリ、シンボルテーブル、再配置情報、コンパイラレコード、空白文字列テーブル、シンボル文字列テー

ブル、および初期化済みコードとデータについてのデータで構成されます。これらのセクションのすべてがあ

らゆるオブジェクトファイルで必要なわけではありません。ファイルの先頭はファイルヘッダーでなければな
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りませんが、残りのセクションは特定の順序である必要はありません。ファイルヘッダーには、ファイルの他

の各セクションを指し示すポインターが入っています。

アセンブラまたはコンパイラが作成する再配置可能ファイルには、少なくとも、ファイルヘッダー、スペース

ディクショナリ、サブスペースディクショナリ、シンボルテーブル、再配置情報、空白文字列テーブル、シン

ボル文字列テーブル、およびコードとデータのセクションがなければなりません。補助ヘッダーとコンパイラ

レコードが入っていてもかまいません。再配置可能ファイルには、一般に、未解決のシンボルが入っていま

す。リンカは再配置可能ファイルを結合し、ライブラリを検索して実行可能ファイルを作成します。リンカを

使用して、再配置可能ファイルを結合し、後のリンカ実行の入力に適切な新しい再配置可能ファイルを作成す

ることもできます。

リンカの作成する実行可能ファイルは通常、ファイルヘッダー、HP-UX 補助ヘッダー、スペースディクショナ

リ、サブスペースディクショナリ、シンボルテーブル、コンパイラレコード、空白文字列テーブル、シンボル

文字列テーブル、および初期化済みコードとデータについてのセクションで構成されます。また、リンカは、

補助ヘッダーとコンパイラレコードを、入力ファイルから出力ファイルにコピーします。ファイルが削除され

ている (strip(1)を参照) 場合、ファイルにはシンボルテーブル、シンボル文字列テーブル、またはコンパイラレ

コードがありません。実行可能ファイルには、未解決のシンボルが入っていてはなりません。

リンカの作成する共有ライブラリファイルには、実行可能ファイルと同じファイルが入っているだけでなく、

ファイルのコードセクションに情報が追加されています。この追加情報には、ヘッダー、エクスポートテーブ

ル、インポートテーブル、および動的ローダーの使用する動的再配置レコードが含まれます。

プログラムは、次の 2つのロード可能スペースで構成されています。 $TEXT$ という名称の読み取り専用共有

コードスペースと、 $PRIVATE$ という名称の書き込み可能プライベートデータスペースです。プログラムに

は他に、 $THREAD_SPECIFIC$ という名称のロード可能プライベートデータスペースを入れることもできま

す。プログラムには、開発ツールに必要なデータが入った他のロード不可能なスペースが入っていることもあ

ります。たとえば、シンボリックデバッグ情報は、 $DEBUG$ または $PINFO$ というスペースに入っていま

す。リンカは、ロード可能なスペースもロード不可能なスペースも、まったく同じように取り扱うので、シン

ボル解決と再配置は、シンボリックデバッグ情報として完全な一般性を保持します。

スペースのアドレス指定範囲は 4,294,967,296 (2ˆ32) バイトです。ロード可能な各スペースは、1/4 ずつ 4つの
1,073,741,824 (2ˆ30) バイトに分割されています。HP-UX オペレーティングシステムは、コードをすべて最初の
1/4 $TEXT$ スペースに入れ、データをすべて 2番目の 1/4 $PRIVATE$ スペースに入れ、共有ライブラリコー

ドをすべて 3番目の 1/4 共有メモリスペースに入れます。

各スペースはさらにサブスペースと呼ばれる論理単位に分割されます。リンカは、再配置可能オブジェクト

ファイルを結合するとき、入力ファイルの全サブスペースを名称ごとにグループ分けしてから、スペース内の

グループを各サブスペースに対応するソートキーで配列します。サブスペースはアーキテクチャとしては重要

ではありません。多数の入力ファイルから独立に、スペースの個々の部分を結合するためのメカニズムに過ぎ
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ません。プログラムの代表的なサブスペースを次表に示します。

$SHLIB_INFO$ 動的ロードに必要な情報
$MILLICODE$ ミリコードルーチン用コード
$LIT$ 共有可能リテラル
$CODE$ コード
$UNWIND$ スタックアンワインド情報
$GLOBAL$ Pascal の外側ブロック宣言
$DAT A$ 初期化済み静的データ
$COMMON$ FORTRANコモン
$BSS$ 初期化されていないデータ
$TBSS$ スレッドのローカル記憶領域

サブスペースは初期化しても初期化しなくてもかまいません (通常は、 $BSS$ と $TBSS$ だけは初期化されま

せん)。初期化済みサブスペースに関するサブスペースディクショナリエントリーには初期化データを指し示す

ファイルポインターが入れられるのに対し、初期化済みでないサブスペースに関するエントリーには、ロード

時に領域全体を初期化するために使用される 32ビットのパターンだけが入れられます。

再配置可能ファイルでは、初期化済みコードとデータに、ファイル内の他のどこかの位置の参照、および他の

ファイルで定義されている未解決シンボルの参照が入っていることがよくあります。これらの参照は、リンク

時に再配置情報を使用して埋め込まれます。再配置情報 (「解決情報」) 内の各エントリーは、サブスペースに

関して初期化済みデータ内の位置を指定し、1つまたは 2つのシンボルに相対的にその位置に配置しなければな

らない実際の値を定義する式を指定します。

リンカは、実行可能ファイルを作成するとき、サブスペースディクショナリを HP-UX 補助ヘッダー内に要約

します。HP-UX プログラムが別個に保持できのるは、コード用セクション、初期化済みデータ用セクション、

および初期化されていないデータ用セクションの 3つだけです。通常、この補助ヘッダーはファイルヘッダー

の直後に配置されます。

a.out ファイルが実行のためにメモリにロードされるとき、次の 3つのメモリ領域がセットアップされます。
a.out コードは、新しい共有可能スペースの最初の 1/4 にロードされます。データ (初期化済みのデータの後に

初期化されていないデータが続く) は、新しいプライベートスペースの 2番目の 1/4 にロードされます。スタッ

クは、データスペースの 2番目の 1/4 の中央付近の固定アドレスで開始するように作成されます。

a.out ファイルが共有ライブラリを使用する場合は、動的ローダー /usr/lib/dld.sl が、メモリにロードされ、プ

ログラムの要求する共有ライブラリをすべてメモリにマップするために呼び出されます。共有ライブラリテキ

ストは、共有メモリスペースの 3番目の 1/4 にロードされ、共有ライブラリデータはデータスペースの 2番目

の 1/4 に割り当てられます。

ここで説明するファイルフォーマットは、HP のプレシジョンアーキテクチャ向けに設計されたあらゆるオペ

レーティングシステムに共通なフォーマットです。したがって、HP-UX には、使用されないフィールドおよび

構造体、または将来使用するために予約済みのフィールドおよび構造体もあります。
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ファイルヘッダー
ファイルヘッダーのフォーマットは、 <filehdr.h> 内の次の構造体宣言で記述されます。

struct header {

short int system_id; /* system id */

short int a_magic; /* magic number */

unsigned int version_id; /* a.out format version */

struct sys_clock file_time; /* timestamp */

unsigned int entry_space; /* index of space containing entry point */

unsigned int entry_subspace; /* subspace index of entry */

unsigned int entry_offset; /* offset of entry point */

unsigned int aux_header_location; /* file ptr to aux hdrs */

unsigned int aux_header_size; /* sizeof aux hdrs */

unsigned int som_length; /* length of object module */

unsigned int presumed_dp; /* DP value assumed during compilation */

unsigned int space_location; /* file ptr to space dict */

unsigned int space_total; /* # of spaces */

unsigned int subspace_location; /* file ptr to subsp dict */

unsigned int subspace_total; /* # of subspaces */

unsigned int loader_fixup_location; /* space reference array */

unsigned int loader_fixup_total; /* # of space reference recs */

unsigned int space_strings_location; /* file ptr to sp. strings */

unsigned int space_strings_size; /* sizeof sp. strings */

unsigned int init_array_location; /* location of init pointers */

unsigned int init_array_total; /* # of init pointers */

unsigned int compiler_location; /* file ptr to comp recs */

unsigned int compiler_total; /* # of compiler recs */

unsigned int symbol_location; /* file ptr to sym table */

unsigned int symbol_total; /* # of symbols */

unsigned int fixup_request_location; /* file ptr to fixups */

unsigned int fixup_request_total; /* # of fixups */

unsigned int symbol_strings_location; /* file ptr to sym strings */

unsigned int symbol_strings_size; /* sizeof sym strings */

unsigned int unloadable_sp_location; /* file ptr to debug info */

unsigned int unloadable_sp_size; /* size of debug info */

unsigned int checksum; /* header checksum */

};

タイムスタンプは、次に示すように 2 ワードの構造体です。タイムスタンプが使用されない場合は、両方の

フィールドがゼロになります。
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struct sys_clock {

unsigned int secs;

unsigned int nanosecs;

};

補助ヘッダー
補助ヘッダーは、ファイル内の 1 つの連続領域に入れられ、ファイルヘッダー内のポインターによって配置さ

れます。補助ヘッダーは次の 2 つの目的のために使用されます。ユーザーのバージョンと著作権文字列をオブ

ジェクトファイルに結び付けるためと、実行可能プログラムをロードするのに必要な情報を入れるためです。

実行可能プログラム内では、HP-UX 補助ヘッダーは他の補助ヘッダーの前になければなりません。次の宣言

は、 <aouthdr.h> にあります。

struct aux_id {

unsigned int mandatory : 1; /* linker must understand aux hdr info */

unsigned int copy : 1; /* copy aux hdr without modification */

unsigned int append : 1; /* merge multiple entries of same type */

unsigned int ignore : 1; /* ignore aux hdr if type unknown */

unsigned int reserved : 12; /* reserved */

unsigned int type : 16; /* aux hdr type */

unsigned int length; /* sizeof rest of aux hdr */

};

/* Values for the aux_id.type field */

#define HPUX_AUX_ID 4

#define VERSION_AUX_ID 6

#define COPYRIGHT_AUX_ID 9

#define SHLIB_VERSION_AUX_ID 10

struct som_exec_auxhdr { /* HP-UX auxiliary header */

struct aux_id som_auxhdr; /* aux header id */

long exec_tsize; /* text size */

long exec_tmem; /* start address of text */

long exec_tfile; /* file ptr to text */

long exec_dsize; /* data size */

long exec_dmem; /* start address of data */

long exec_dfile; /* file ptr to data */

long exec_bsize; /* bss size */

long exec_entry; /* address of entry point */

long exec_flags; /* loader flags */

long exec_bfill; /* bss initialization value */

};
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/* Values for exec_flags */

#define TRAP_NIL_PTRS 01

struct user_string_aux_hdr { /* Version string auxiliary header */

struct aux_id header_id; /* aux header id */

unsigned int string_length; /* strlen(user_string) */

char user_string[1]; /* user-defined string */

};

struct copyright_aux_hdr { /* Copyright string auxiliary header */

struct aux_id header_id; /* aux header id */

unsigned int string_length; /* strlen(user_string) */

char copyright[1]; /* user-defined string */

};

struct shlib_version_aux_hdr {

struct aux_id header_id; /* aux header id */

short version; /* version number */

};

スペースディクショナリ
スペースディクショナリは、 <spacehdr.h> に定義されているように、一連のスペースレコードで構成されてい

ます。

struct space_dictionary_record {

union name_pt name; /* index to space name */

unsigned int is_loadable: 1; /* space is loadable */

unsigned int is_defined: 1; /* space is defined within file */

unsigned int is_private: 1; /* space is not sharable */

unsigned int has_intermediate_code: 1; /* contains intermediate

code */

unsigned int is_tspecific: 1; /* space is $thread_specific$ */

unsigned int reserved: 11; /* reserved */

unsigned int sort_key: 8; /* sort key for space */

unsigned int reserved2: 8; /* reserved */

int space_number; /* space index */

int subspace_index; /* index to first subspace */

unsigned int subspace_quantity; /* # of subspaces in space */

int loader_fix_index; /* index into loader fixup array */

unsigned int loader_fix_quantity; /* # of loader fixups in space */

int init_pointer_index; /* index into init pointer array */

unsigned int init_pointer_quantity; /* # of init ptrs */
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};

スペース名称用の文字列は、ファイルヘッダーのポインターが位置付けるスペース文字列テーブルに入れられ

ます。スペース文字列テーブルの各エントリーの先頭には文字列の長さを定義する 4 バイトの整数が付けら

れ、各エントリーの末尾は、ワード境界まで文字列をパディングする 1～5 個のヌル文字で終了されます。こ

のテーブルのインデックスは、テーブルの先頭に相対的で、文字列の最初のバイト (その前にある長さを示す

ワードではありません) をポイントします。次に定義する共用体は、そのような文字列ポインターすべてに使

用されます。文字列テーブルをメモリに読み込み、スペースレコードのメモリ内コピーを再配置するプログラ

ムについて、文字ポインターが定義されています。

union name_pt {

char *n_name;

unsigned int n_strx;

};

サブスペースディクショナリ
サブスペースディクショナリは、 <scnhdr.h> に定義されている一連のサブスペースレコードで構成されます。

サブスペース名称の文字列はスペース文字列テーブルに入っています。

struct subspace_dictionary_record {

int space_index; /* index into space dictionary */

unsigned int access_control_bits: 7; /* access and priv lev els

of subsp */

unsigned int memory_resident: 1; /* lock in memory during exec */

unsigned int dup_common: 1; /* duplicate data symbols allowed */

unsigned int is_common: 1; /* initialized common block */

unsigned int is_loadable: 1; /* subspace is loadable */

unsigned int quadrant: 2; /* quadrant in space subsp

should reside in */

unsigned int initially_frozen: 1; /* lock in memory

when OS booted */

unsigned int is_first: 1; /* must be first subspace */

unsigned int code_only: 1; /* subspace contains only code */

unsigned int sort_key: 8; /* subspace sort key */

unsigned int replicate_init: 1; /* init values to be replicated

to fill subsp len */

unsigned int continuation: 1; /* subspace is a continuation */

unsigned int is_tspecific: 1; /* subspace contains TLS */

unsigned int reserved: 5; /* reserved */

int file_loc_init_value; /* file location or init value */

unsigned int initialization_length; /* length of initialization */
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unsigned int subspace_start; /* starting offset */

unsigned int subspace_length; /* total subspace length */

unsigned int reserved2: 16; /* reserved */

unsigned int alignment: 16; /* alignment required */

union name_pt name; /* index of subspace name */

int fixup_request_index; /* index to first fixup */

unsigned int fixup_request_quantity; /* # of fixup requests */

};

シンボルテーブル
シンボルテーブルは、 <syms.h> から取られた、次に示す一連のエントリーで構成されています。シンボルと

修飾子の名称の文字列は、シンボル文字列テーブルにあります。このテーブルの構造はスペース文字列テーブ

ルと同じです。

struct symbol_dictionary_record {

unsigned int hidden: 1; /* symbol not visible to loader */

unsigned int secondary_def: 1; /* secondary def symbol */

unsigned int symbol_type: 6; /* symbol type */

unsigned int symbol_scope: 4; /* symbol value */

unsigned int check_level: 3; /* type checking level */

unsigned int must_qualify: 1; /* qualifier required */

unsigned int initially_frozen: 1; /* lock in memory

when OS booted */

unsigned int memory_resident: 1; /* lock in memory during exec */

unsigned int is_common: 1; /* common block */

unsigned int dup_common: 1; /* duplicate data symbols allowed */

unsigned int xleast: 2; /* MPE-only */

unsigned int arg_reloc: 10; /* parameter relocation bits */

union name_pt name; /* index to symbol name */

union name_pt qualifier_name; /* index to qual name */

unsigned int symbol_info; /* subspace index */

unsigned int symbol_value; /* symbol value */

};

/* Values for symbol_type */

#define ST_NULL 0 /* unused symbol entry */

#define ST_ABSOLUTE 1 /* non-relocatable symbol */

#define ST_DAT A 2 /* initialized data symbol */

#define ST_CODE 3 /* generic code symbol */

#define ST_PRI_PROG 4 /* program entry point */

#define ST_SEC_PROG 5 /* secondary prog entry point*/
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#define ST_ENTRY 6  /* procedure entry point */

#define ST_STORAGE 7 /* storage request */

#define ST_STUB 8 /* MPE-only */

#define ST_MODULE 9 /* Pascal module name */

#define ST_SYM_EXT 10 /* symbol extension record */

#define ST_ARG_EXT 11 /* argument extension record */

#define ST_MILLICODE 12 /* millicode entry point */

#define ST_PLABEL 13 /* MPE-only */

#define ST_OCT_DIS 14 /* Used by OCT only--ptr to translated code */

#define ST_MILLI_EXT 15 /* address of external millicode */

#define ST_TSTORAGE 16 /* TLS common symbol */

/* Values for symbol_scope */

#define SS_UNSAT 0  /* unsatisfied reference */

#define SS_EXTERNAL 1 /* import request to external symbol */

#define SS_LOCAL 2 /* local symbol */

#define SS_UNIVERSAL 3 /* global symbol */

シンボル値の意味は、シンボルのタイプで定まります。コードシンボル (総称コード、プログラムエントリー

点、手続き、およびミリコードエントリー点) の場合、シンボル値の下位 2ビットが実行特権レベルをエン

コードします。これは HP-UX では使用されませんが、一般には 3 に設定されます。これらのビットをマスク

したシンボル値が、シンボルのアドレスです (必ず 4 の倍数です)。データシンボルの場合、シンボル値はシン

ボルの単なるアドレスです。スレッドの(共通ではない)ローカル記憶領域シンボルの場合、シンボル値は、ラ

イブラリまたは実行可能ファイルにおけるスレッドローカル記憶領域のオフセットです。また再配置可能ファ

イルでは、シンボル値はシンボルの大きさです。記憶領域要求またはスレッドの共通ローカル記憶領域の場

合、シンボル値は要求されたバイト数です。リンカは、 $BSS$ または $TBSS$ サブスペース内の各シンボルに

ついて、最大の要求を満たすスペースを割り当てます。ただし、そのシンボルについてローカルシンボルまた

は普遍的シンボルが見つかった場合は別です (この場合、記憶領域要求は満足されない参照のように処理され

ます)。

再配置可能ファイルをパラメータの型チェックを指定してコンパイルすると、拡張レコードが、手続きエント

リー点とグローバル変数を定義するシンボルの後に続きます。最初の拡張レコードである 「シンボル拡張レ

コード」が、戻り値またはグローバル変数の型を定義し、(定義値または関数の場合) パラメーターの数と最初

の 3 つのパラメータの型を定義します。多数のパラメータの型記述子が必要は場合は、その後に 1つまたは複

数の「引き数拡張レコード」が続き、それぞれにさらに 4 つの記述子が入れられます。チェックレベルが 0 の

場合は型チェックは行われません。拡張レコードは後続しません。チェックレベル 1 以上の場合、戻り値また

はグローバル変数の型のチェックが指定されます。チェックレベルが 2 以上の場合、パラメータ数のチェック

が指定されます。チェックレベルが 3 の場合、個々の各パラメータの型のチェックが指定されます。リンカ

は、シンボル参照を解決するとき、満たされないシンボルと、ローカルシンボルまたは普遍的シンボルの間

で、要求されたレベルの型チェックを行います。
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union arg_descriptor {

struct {

unsigned int reserved: 3; /* reserved */

unsigned int packing: 1; /* packing algorithm used */

unsigned int alignment: 4; /* byte alignment */

unsigned int mode: 4; /* type of descriptor and its use */

unsigned int structure: 4; /* structure of symbol */

unsigned int hash: 1; /* set if arg_type is hashed */

int arg_type: 15; /* data type */

} arg_desc;

unsigned int word;

};

struct symbol_extension_record {

unsigned int type: 8; /* always ST_SYM_EXT */

unsigned int max_num_args: 8; /* max # of parameters */

unsigned int min_num_args: 8; /* min # of parameters */

unsigned int num_args: 8; /* actual # of parameters */

union arg_descriptor symbol_desc; /* symbol type desc. */

union arg_descriptor argument_desc[3]; /* first 3 parameters */

};

struct argument_desc_array {

unsigned int type: 8; /* always ST_ARG_EXT */

unsigned int reserved: 24; /* reserved */

union arg_descriptor argument_desc[4]; /* next 4 parameters */

};

arg_descriptor の alignment フィールドは、データの最小整列を示します。ここで、 n の値は 2ˆn バイトの整

列を表わします。 arg_descriptor 内の mode、structure、および arg_type の各フィールドの値 (データ型が

ハッシュされないとき) を次表に示します。
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値 モード 構造 arg_type

0 任意 任意 任意
1 値パラメータ スカラー void

2 参照パラメータ 配列 符号付きバイト
3 値の結果 構造体 符号なしバイト
4 名称 ポインター 符号付きショート
5 変数 ロングポインター 符号なしショート
6 関数戻り値 C 文字列 符号付きロング
7 手続き Pascal 文字列 符号なしロング
8 ロング参照パラメータ 手続き 符号付きダブルワード
9 関数 符号なしダブルワード

10 ラベル ショート実数
11 実数
12 ロング実数
13 ショート複素数
14 複素数
15 ロング複素数
16 パック 10進数
17 構造体/配列

手続きエントリー点の場合、パラメータ再配置ビットが、仮パラメータと戻り値の位置を定義します。通常、

パラメータリストの最初の 4ワードは、スタックではなく汎用レジスタ (r26-r23) で渡され、戻り値は r29 で返

されます。これに対し、この範囲の浮動小数点パラメータは、浮動小数点レジスタ (fr4-fr7) で渡され、浮動小

数点値は fr4 で返されます。パラメータ再配置ビットは、パラメータリストの最初の 4 ワードと戻り値を記述

する 5 組のビットで構成されます。最上位の 1 組のビットが最初のパラメータワードを記述し、最下位の 1 組

のビットは戻り値を表します。これらのビットの意味を次表に示します。

ビット 意味

00 パラメータも戻り値もなし
01 パラメータまたは戻り値は汎用レジスタ
10 パラメータまたは戻り値は浮動小数点レジスタ
11 倍精度値

倍精度浮動小数点パラメータの場合、奇数のパラメータワードは 11 とマークされ、奇数のパラメータワード

は 10 とマークされるはずです。倍精度浮動小数点戻り値は単に 11 とマークされます。

手続きの呼び出しごとに、類似のビットの集合がタグ付けされる (以下の「再配置情報」を参照) ので、リンカ

は、各呼び出しを、予想される手続きエントリー点と照合できます。呼び出しとエントリー点が一致しない場

合、リンカは、パラメータと戻り値を適宜再配置するポインターの控えを作成します。
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再配置情報
初期化されたサブスペースはそれぞれ、そのサブスペース内のデータに適用される解決情報の範囲を定義しま

す。解決情報要求は、再配置が必要な各ワード、または満たされていない参照の入っている各ワードと対応さ

せられます。シリーズ 800 システム上で HP-UX リリース 3.0 以前に作成された再配置可能オブジェクトファ

イルでは、各解決情報要求は、リンク時に記入されるコードまたはデータを記述する 5 ワードの構造体です。

リリース 3.0 以降で作成されたオブジェクトファイルには、サブスペースの各バイトを記述する可変長の解決

情報要求が入っています。ファイルヘッダー内の version_id フィールドは、これら 2 つの形式を区別します。

古いオブジェクトファイルには定数 VERSION_ID があり、新しいオブジェクトファイルには定数 NEW_VER-

SION_ID があります。

古いオブジェクトファイルでは、解決情報はゼロ個、1 個、または 2 個のシンボルと 1 個の定数を含む式を計

算し、その結果からビットの 1 フィールドを抽出し、それらのビットを (プレシジョンアーキテクチャ命令

セットに対応する ) いくつかの異なる形式でため込めます。サブスペースディクショナリエントリーの
fixup_request_index フィールドは、ファイルヘッダーで定義される解決情報要求領域をインデックスで指し示

し、 fixup_request_quantity フィールドは、そのサブスペースに使用される解決情報要求の数を指します。解決

情報要求の構造体は、 <reloc.h> に入っています。

struct fixup_request_record {

unsigned int need_data_ref: 1; /* reserved */

unsigned int arg_reloc: 10; /* parameter relocation bits */

unsigned int expression_type: 5; /* how to compute value */

unsigned int exec_level: 2; /* reserved */

unsigned int fixup_format: 6; /* how to deposit bits */

unsigned int fixup_field: 8; /* field to extract */

unsigned int subspace_offset; /* subspace offset of word */

unsigned int symbol_index_one; /* index of first symbol */

unsigned int symbol_index_two; /* index of second symbol */

int fixup_constant; /* constant */

};

/* Values for expression_type */

#define e_one 0 /* symbol1 + constant */

#define e_two 1  /* symbol1 - symbol2 + constant */

#define e_pcrel 2 /* symbol1 - pc + constant */

#define e_con 3 /* constant */

#define e_plabel 7 /* symbol1 + constant */

#define e_abs 18 /* absolute, 1st sym index is address */

/* Values for fixup_field (assembler mnemonics shown) */

#define e_fsel 0 /* F’: no change */

#define e_lssel 1 /* LS’: inverse of RS’ */
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#define e_rssel 2 /* RS’: rightmost 11 bits, signed */

#define e_lsel 3 /* L’: leftmost 21 bits */

#define e_rsel 4 /* R’: rightmost 11 bits */

#define e_ldsel 5 /* LD’: inverse of RD’ */

#define e_rdsel 6 /* RD’: rightmost 11 bits, filled left with ones */

#define e_lrsel 7 /* LR’: L’ with "rounded" constant */

#define e_rrsel 8 /* RR’: R’ with "rounded" constant */

#define e_nsel 9 /* N1’: set all bits to zero: for id of 3-inst

code gen sequence */

/* Values for fixup_format (typical instructions shown) */

#define i_exp14 0 /* 14-bit immediate (LDW, STW) */

#define i_exp21 1 /* 21-bit immediate (LDIL, ADDIL) */

#define i_exp11 2 /* 11-bit immediate (ADDI, SUBI) */

#define i_rel17 3 /* 17-bit pc-relative (BL) */

#define i_rel12 4 /* 12 bit pc-relative (COMBT, COMBF, etc.) */

#define i_data 5 /* whole word */

#define i_none 6

#define i_abs17 7 /* 17-bit absolute (BE, BLE) */

#define i_milli 8 /* 17-bit millicode call (BLE) */

#define i_break 9 /* reserved (no effect on HP-UX) */

新しいオブジェクトファイルでは、再配置エントリーはバイトストリームで構成されます。サブスペースディ

クショナリエントリー内の fixup_request_index フィールドはファイルヘッダーで定義された解決情報ディク

ショナリへのバイトオフセットであり、 fixup_request_quantity フィールドはそのサブスペースに関する解決情

報要求ストリームの長さをバイト単位で定義します。各解決情報要求の最初のバイト (命令コード) で、要求が

識別され、要求の長さが決定されます。

一般に、解決情報ストリームは、 a.out ファイル内のデータをリンカがどのように配置するかを制御する一連

のリンカ命令です。入力サブスペースから出力サブスペースに変更なしに 1 バイトまたは複数バイトをリンカ

にコピーさせる解決情報要求もありますし、複数ワードを再配置したり、外部参照を解決するようリンカに指

示する解決情報要求もあります。出力サブスペースにゼロを挿入したり、または入力サブスペースからデータ

をコピーせずに領域を初期化しないままにするようリンカに指示する解決情報要求もありますし、新しいデー

タを出力ファイルに入れずにコード内のポイントを記述するようリンカに指示する解決情報要求もあります。

インクルードファイル <reloc.h> は、主な各命令コードについて定数を定義します。数多くの解決情報要求

が、ある範囲の命令コードを使用します。範囲の先頭の定数だけが定義されます。各解決情報要求の意味を以

下に説明します。各解決情報の命令コードの範囲とパラメータについては、その下の表で説明します。

R_NO_RELOCATION 再配置なしに Lバイトだけコピー

R_ZEROES L個のゼロバイトを出力シーケンスに挿入
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R_UNINIT 出力サブスペース内の Lバイトをスキップ

R_RELOCATION 再配置を行いながら 1 データワードをコピー。ワードには、自身のサブスペース

に相対的な 32 ビットのポインターが含まれると仮定する

R_DAT A_ONE_SYMBOL シンボルインデックスが S の外部シンボルに相対的に、再配置を行いながら 1

ワードをコピー

R_DAT A_PLABEL シンボル S を参照しながら、1データワードを 32ビットの手続きラベルとしてコ

ピー。ワードのオリジナルの内容は 0 (静的リンクなし) または 2 (静的リンク必

要) でなければならない

R_SPACE_REF 1データワードをスペース参照としてコピー。この解決情報は現時点ではサポート

されていない

R_REPEATED_INIT 出力サブスペース内の Mバイトを埋めるデータを複写しながら、入力サブスペー

スから Lバイトをコピー

R_PCREL_CALL 再配置を行いながら 1命令ワードをコピー。ワードは、プログラムカウンターに相

対的な手続き呼び出し命令と仮定される (たとえば、 BL) 。ターゲットの手続き

は、シンボル S で識別され、パラメータ再配置ビットは R である

R_ABS_CALL 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは絶対的な手続き呼び出し命

令と仮定される (たとえば、 BLE) 。ターゲットの手続きは、シンボル S で識別さ

れ、パラメータ再配置ビットは R である

R_DP_RELATIVE 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは、データポインターに相対

的なロード命令または保存命令と仮定される (たとえば、 ADDIL、LDW、STW)

。ターゲットシンボルはシンボル S で識別される。リンカは、シンボル S の値と

シンボル $global$ の値の間の相違を形成する。通常、 $global$ の値は必ずレジス

タ 27 に入れられる。命令の変位フィールドには小さな定数を入れることができる

R_DLT_REL 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは、レジスタ 18 に相対的な

ロード命令または保存命令と仮定される (たとえば、 LDW、LDO、STW) 。ター

ゲットシンボルはシンボル S で識別される。リンカは、シンボル S についてレジ

スタ 18 (位置独立コード内のリンクテーブルポインター用に予約済み) に相対的な

リンクテーブルオフセットを計算する

R_CODE_ONE_SYMBOL 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは、シンボル S を参照する命

令と仮定される (たとえば、 LDIL、LDW、BE) 。命令の変位フィールドには小さ

な定数を入れることができる

R_MILLI_REL 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは、ショートミリコード呼び

出し命令と仮定される (たとえば、 BLE) 。リンカは、ターゲットシンボル S の値

とモジュール内のシンボル 1 の値の間の相違を形成する。通常、シンボル 1 の値

は、BLE 命令で使用される基底レジスタに既にロード済みでなければならない。
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命令の変位フィールドには小さな定数を入れることができる

R_CODE_PLABEL 再配置を行いながら 1 命令ワードをコピー。ワードは、シンボル S を参照してい

る手続きラベル (たとえば、 LDIL、LDO) を形成するコードシーケンスの一部と

仮定される。 LDO 命令の変位フィールドには値 0 (静的リンクでない) または 2 (

静的リンクが必要) が入らなければならない

R_BREAKPOINT 条件に応じて 1 命令ワードをコピー。HP-UX では、リンカは必ずワードを NOP

命令と置き換える

R_ENTRY 手続きエントリー点を定義。スタックアンワインドビット U、およびフレームサ

イズ F が、スタックアンワインド記述子に記録される

R_ALT_ENTRY 代わりの手続きエントリー点を定義

R_EXIT 手続き終了点を定義

R_BEGIN_TRY 試行/回復領域の先頭を定義

R_END_TRY 試行/回復領域の末尾を定義。オフセット R は、領域の末尾から、回復ブロックの

先頭までの距離をバイト単位で定義する

R_BEGIN_BRTAB 分岐テーブルの先頭を定義

R_END_BRTAB 分岐テーブルの末尾を定義

R_AUX_UNWIND 補助アンワインドテーブルを定義。 CN は、コンパイル単位文字列テーブルの先

頭のラベルとなるシンボルインデックスである。 SN は、有効範囲名称文字列のオ

フセットで、 CN に相対的である。 SK は有効範囲の種類を指定する整数である

R_STATEMENT 文番号 N の先頭を定義

R_SEC_STATEMENT 2 次的文番号 N の先頭を定義

R_DAT A_EXPR 式スタックから 1 ワード取り出し、入力サブスペースの 1 データワードにその取

り出した値を加え、出力サブスペースにコピー

R_CODE_EXPR 式スタックから 1 ワード取り出し、入力サブスペースの 1 命令ワードの命令変位

フィールドにその取り出した値を加えながら、出力サブスペースにコピー

R_FSEL 命令に該当するデフォルトの代わりに、次の解決情報要求に F′ フィールドを使用

R_LSEL 命令に該当するデフォルトの代わりに、次の解決情報要求に L クラスフィールド

選択子を使用。現在の丸めモードにしたがって、L′、LS′、LD′、または LR′ が使
用できる

R_RSEL 命令に該当するデフォルトの代わりに、次の解決情報要求に R クラスフィールド

選択子を使用。現在の丸めモードにしたがって、R′、RS′、RD′、または RR′ が使
用できる
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R_N_MODE 切り捨てモード (L′/R′) を選択。これは各サブスペースの始めでのデフォルトモー
ドである。この設定は、明示的に変更されるまで、またはサブスペースの終わりま

で有効である

R_S_MODE 最も近いページに四捨五入モード (LS′/RS′) を選択。この設定は、明示的に変更さ
れるまで、またはサブスペースの終わりまで有効である

R_D_MODE 切り上げモードを (LD′/RD′) を選択。この設定は、明示的に変更されるまで、また
はサブスペースの終わりまで有効である

R_R_MODE 調整済み定数で切り捨てモード (LR′/RR′) を選択。この設定は、明示的に変更され
るまで、またはサブスペースの終わりまで有効である

R_DAT A_OVERRIDE 入力サブスペースのデータワードまたは命令からの定数の代わりに、次の解決情報

要求に定数 V を使用

R_TRANSLATED 「変換済み」モードをトグル。この解決情報要求は、再配置可能リンクの間に、も

ともと古い形式の再配置可能なオブジェクトファイルから読み取られたサブスペー

スを示すためにだけ、リンカが生成する

R_COMP1 操作をスタック。この解決情報要求の 2 バイト目には、二次命令コードが入れら

れる。以下の説明で、A はスタックの一番上、B はスタックの次の項目を指す。

スタック上の項目はすべて符号付き 32ビット整数とみなされる。

R_PUSH_PCON1 (正の) 定数 V をプッシュ
R_PUSH_DOT 現在の仮想アドレスをプッシュ
R_MAX A と B を取り出してから、max(A, B) をプッシュ
R_MIN A と B を取り出してから、min(A, B) をプッシュ
R_ADD A と B を取り出してから、A + Bをプッシュ
R_SUB A と B を取り出してから、B − A をプッシュ
R_MULT A と B を取り出してから、A * B をプッシュ
R_DIV A と B を取り出してから、B / A をプッシュ
R_MOD A と B を取り出してから、B % A をプッシュ
R_AND A と B を取り出してから、A & B をプッシュ
R_OR A と B を取り出してから、A | B をプッシュ
R_XOR A と B を取り出してから、A XOR Bをプッシュ
R_NOT A をその補数で置き換え
R_LSHIFT C = 0 の場合、A と B を取り出してから、B << A を

プッシュ。そうでない場合は、A を << C で置き換え
R_ARITH_RSHIFT C = 0 の場合、A と B を取り出してから、B >> A を

プッシュ。そうでない場合は、A を A >> C で置き換

え。シフトでは符号拡張を行う
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R_LOGIC_RSHIFT C = 0 の場合、A と B を取り出してから、B >> A を

プッシュ。そうでない場合は、A を A >> C で置き換

え。シフトではゼロを埋める
R_PUSH_NCON1 (負の) 定数 V をプッシュ

R_COMP2 その他のスタック操作

R_PUSH_PCON2 (正の) 定数 V をプッシュ
R_PUSH_SYM シンボル S の値をプッシュ
R_PUSH_PLABEL シンボル S の手続きラベル値をプッシュ。静的リンク

ビットは L

R_PUSH_NCON2 (負の) 定数 V をプッシュ

R_COMP3 その他のスタック操作

R_PUSH_PROC 手続きエントリー点 S の値をプッシュ。パラメータ再

配置ビットは R

R_PUSH_CONST 定数 V をプッシュ

R_PREV_FIXUP リンカは、最後の 4 つの重複しない複数バイトの解決情報要求の待ち行列を保持

する。これは、待ち行列にあるものと同一の解決情報要求の短縮形である。待ち行

列インデックス X は、4 つのうちの 1 つを参照する。X = 0 は、最も新しいものを

指す。この解決情報要求の副次効果として、参照された解決情報は待ち行列の前面

に移動される

R_N0SEL 次の解決情報が、コンパイラが生成した、データにアクセスするための 3 命令

シーケンスの最初のものに適用され、共有ライブラリデータのインポートを使用可

能にすることを示す

R_N1SEL 次の解決情報用に、(N′) フィールド選択子を使用。これは、命令の変位にゼロの
ビットが使用されることを示す。この解決情報は、(共有ライブラリデータをイン

ポートするため) データにアクセスする 3 命令シーケンスを識別するのに使用され

る

R_LINETAB 行テーブルの先頭を定義。CU は、行テーブルの先頭のラベルであるシンボルのイ

ンデックスである。SM は、CU シンボルに相対的なオフセットである。ES は、

現在の行テーブルについて、バージョン情報を示す

R_LINETAB_ESC 行テーブルに記入するエスケープエントリーを定義。ES は、テーブルに記入され

るエスケープエントリーを示す。M は、raw の 8ビットテーブルデータとして解釈

される R_STATEMENT 解釈情報の数を示す

R_LTP_OVERRIDE 次の解決情報を上書きする。この解決情報は、共有ライブラリを生成するときに、

再配置なしに 1データワードをコピーする R_DAT A_ONE_SYMBOL 解決情報であ

ると予想される。リンクテーブルポインターに相対的なシンボルの絶対バイトオフ
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セットがコピーされる。リンカが完全な実行可能ファイルを生成している場合は、

絶対仮想アドレスがコピーされる

R_COMMENT コンパイラからリンカへコメント情報を渡すために使用する解決情報

R_TP_OVERRIDE 命令の解決時にスレッドローカル記憶領域のオフセットを使用するため、
R_DP_RELATIVE、R_DLT_REL、R_DAT A_ONE_SYMBOL 解決情報のうちの次の
1つを上書きする。この解決情報は、スレッドローカル記憶領域シンボルの不一致

の際にも使用される。

R_RESERVED この範囲内の解決情報は、コンパイラとリンカが内部的に使用するために予約済み

である

次表に、各範囲の命令コードについてのニーモニック解決情報要求タイプと長さ、およびパラメータ情報を示

します。パラメータの欄で、シンボル D は、命令コードと、そのテーブルエントリーが記述する範囲の先頭と

の間の差を指します。シンボル B1、B2、B3、および B4 はそれぞれ、解決情報要求の、次の 1、2、3、また

は 4バイトの値を指します。

命令

ニーモニック コード 長さ パラメータ

R_NO_RELOCATION 0-23 1 L = (D+1) * 4

24-27 2 L = (D<<8 + B1 + 1) * 4

28-30 3 L = (D<<16 + B2 + 1) * 4

31 4 L = B3 + 1

R_ZEROES 32 2 L = (B1 + 1) * 4

33 4 L = B3 + 1

R_UNINIT 34 2 L = (B1 + 1) * 4

35 4 L = B3 + 1

R_RELOCATION 36 1 なし

R_DAT A_ONE_SYMBOL 37 2 S = B1

38 4 S = B3

R_DAT A_PLABEL 39 2 S = B1

40 4 S = B3

R_SPACE_REF 41 1 なし

R_REPEATED_INIT 42 2 L = 4; M = (B1 + 1) * 4

43 3 L = (B1 + 1) * 4; M = (B1 + 1) * L

44 5 L = (B1 + 1) * 4; M = (B3 + 1) * 4

45 8 L = B3 + 1; M = B4 + 1

R_PCREL_CALL 48−57 2 R = rbits1(D); S = B1

58−59 3 R = rbits2(D<<8 + B1); S = B1

60−61 5 R = rbits2(D<<8 + B1); S = B3
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R_ABS_CALL 64−73 2 R = rbits1(D); S = B1

74−75 3 R = rbits2(D<<8 + B1); S = B1

76−77 5 R = rbits2(D<<8 + B1); S = B3

R_DP_RELATIVE 80−111 1 S = D

112 2 S = B1

113 4 S = B3

R_DLT_REL 120 2 S = B1

121 4 S = B3

R_CODE_ONE_SYMBOL 128−159 1 S = D

160 2 S = B1

161 4 S = B3

R_MILLI_REL 174 2 S = B1

175 4 S = B3

R_CODE_PLABEL 176 2 S = B1

177 4 S = B3

R_BREAKPOINT 178 1 なし

R_ENTRY 179 9 U,F = B8 (U は 37 ビット、F は 27

ビット)

180 6 U = B5 >> 3; F = pop A

R_ALT_ENTRY 181 1 なし

R_EXIT 182 1 なし

R_BEGIN_TRY 183 1 なし

R_END_TRY 184 1 R = 0

185 2 R = sign_extend(B1) * 4

186 4 R = sign_extend(B3) * 4

R_BEGIN_BRTAB 187 1 なし

R_END_BRTAB 188 1 なし

R_STATEMENT 189 2 N = B1

190 3 N = B2

191 4 N = B3

R_DAT A_EXPR 192 1 なし

R_CODE_EXPR 193 1 なし

R_FSEL 194 1 なし

R_LSEL 195 1 なし

R_RSEL 196 1 なし

R_N_MODE 197 1 なし

R_S_MODE 198 1 なし

R_D_MODE 199 1 なし
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R_R_MODE 200 1 なし

R_DAT A_OVERRIDE 201 1 V = 0

202 2 V = sign_extend(B1)

203 3 V = sign_extend(B2)

204 4 V = sign_extend(B3)

205 5 V = B4

R_TRANSLATED 206 1 なし

R_AUX_UNWIND 207 12 CU,SN,SK = B11 (CU は 24 ビット、

SN は 32 ビット、SK は 32 ビット)

R_COMP1 208 2 OP = B1; V = OP & 0x3f; C = OP &

0x1f

R_COMP2 209 5 OP = B1; S = B3; L = OP & 1;

V = ((OP & 0x7f) << 24) | S

R_COMP3 210 6 OP = B1; V = B4;

R = ((OP & 1) << 8) | (V >> 16);

S = V & 0xffffff

R_PREV_FIXUP 211−214 1 X = D

R_N0SEL 216 1 なし

R_N1SEL 217 1 なし

R_SEC_STMT 215 1 なし

R_LINETAB 218 9 ES = B1; CU = B3; SM = B4

R_LINETAB_ESC 219 3 ES = B1; M = B1

R_LTP_OVERRIDE 220 1 なし

R_COMMENT 221 6 OP = B1; V = B2～B6

R_TP_OVERRIDE 222 1 なし

R_RESERVED 224−255 予約済み

パラメータ再配置ビットは、解決情報要求では、次の 2 つの方法でエンコードされます。上表では rbits1 と
rbits2 として注記してあります。

第 1番目のエンコード方法は、一般的なほとんどの手続き呼び出しが、汎用レジスタ引き数だけを使用し、パ

ラメータリストには穴がないことを意識しています。このような呼び出しのエンコードは、単に汎用レジスタ

の数 (0～4) です。汎用レジスタに入れられる戻り値がある場合は 5 です。

第 2 番目のエンコード方法はもっと複雑です。不可能な組み合わせを取り除くことにより、10 個の引き数再配

置ビットを 9 ビットに圧縮します。エンコードは、3 つの寄与要素の組み合わせです。第 1 番目の寄与要素

は、修正されない戻り値用のビット対です。第 2 番目の寄与要素は、最初の 2 つのパラメータワードが一緒に

なって倍精度パラメータを形成している場合は 9 です。そうでない場合は、最初のワードについてのビット対

の 3 倍に、2 番目のワードのビット対を加算したものです。同様に、第 3 番目の寄与要素は、3 番目と 4 番目

のパラメータワードを基礎にして計算されます。第 2 番目の寄与要素には 40 が乗算され、第 3 番目の寄与要

素には 4 が乗算され、最後にこれら 3 つが加算されます。
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コンパイラレコード
コンパイラレコードは、ファイルを作成するのに使用されたコンパイラのバージョンを識別できるよう、各コ

ンパイラまたはアセンブラによって再配置可能ファイルに入れられます。これらのレコードはリンカによって

実行可能ファイルにコピーされますが、削除することもできます。コンパイラレコードの構造体を以下に示し

ます。文字列はすべてシンボル文字列テーブルに入れられます。

コンパイルレコードのフォーマットは、 <compunit.h> の次の構造体宣言によって記述されます。

struct compilation_unit {

union name_pt name; /* entry name */

union name_pt language_name; /* language used */

union name_pt product_id; /* compiler ID */

union name_pt version_id; /* compiler version */

unsigned int reserved: 31; /* reserved */

unsigned int chunk_flag: 1; /* MPE-only */

struct sys_clock compile_time; /* time file was compiled */

struct sys_clock source_time; /* time file was last modified */

};

ファイル
<a.out.h>

<aouthdr.h>

<compunit.h>

<elf.h>

<filehdr.h>

<reloc.h>

<scnhdr.h>

<spacehdr.h>

<syms.h>

参照
システムツール

as(1) アセンブリコードをマシンコードに変換
cc(1) HP-UX C コンパイラの実行
ld(1) リンカエディタの実行

その他
crt0(3) 起動ルーチンの実行
elf(3E) ELF a.out の場合のみ
end(3C) プログラムの最後の位置にあるシンボル
magic(4) HP-UX インプリメンテーションのマジックナンバー
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nm(1) オブジェクトファイルのネームリストのプリント
strip(1) オブジェクトファイルからの、シンボルおよび行番情報の削除
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名称
acct −プロセスごとのアカウンティングファイルフォーマット

構文
#include <sys/acct.h>

説明
アカウンティングファイルは、システムコール acct() (acct(2) を参照) をコールした結果として生成されます。

その記録のフォーマットは <sys/acct.h> で定義されており、それは次のとおりです。

typedef ushort comp_t; /* floating point":"

13-bit fraction, 3-bit exponent */

struct acct {

char ac_flag; /* Accounting flag */

char ac_stat; /* Exit status */

uid_t ac_uid; /* Accounting user ID */

gid_t ac_gid; /* Accounting group ID */

dev_t ac_tty; /* control typewriter */

time_t ac_btime; /* Beginning time */

comp_t ac_utime; /* acctng user time in clock ticks */

comp_t ac_stime; /* acctng system time in clock ticks */

comp_t ac_etime; /* acctng elapsed time in clock ticks */

comp_t ac_mem; /* memory usage in clicks */

comp_t ac_io; /* chars trnsfrd by read/write */

comp_t ac_rw; /* number of block reads/writes */

char ac_comm[8]; /* command name */

};

#define AFORK 01 /* has executed fork, but no exec */

#define ASU 02 /* used super-user privileges */

#define ACCTF 0300 /* record type: 00 = acct */

ac_flag には、 fork() がコールされた時に AFORK フラグが設定され、 exec() がコールされるとそのフラグは

解除されます ( fork(2) および exec(2) を参照)。 ac_comm フィールドは親プロセスから継承されますが、 exec()

によってリセットされます。システムがそのプロセスのために時計単位時間を費やすごとに、システムは
ac_mem に現在のプロセスのサイズを加算します。プロセスのサイズは、次のように計算されます。

(データサイズ) + (テキストサイズ) + (テキストを共有しているメモリ内のプロセスの数) +

((共有メモリのセグメントサイズ) / (セグメントに接続しているメモリ内のプロセスの数 ))の合計

仮想記憶を持つシステムでは、テキスト、データ、共有メモリのサイズが、メモリセグメント上に載っている

部分を意味します。 ac_mem / (ac_stime+ac_utime) は、そのプロセスの平均サイズの、テキスト共用を考慮に

入れた近似値と考えることができます。
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アカウンティングコマンドのソースファイルにある tacct 構造体は、さまざまなアカウンティングコマンドで

使用される総合アカウンティングフォーマットを表しています。

/*

* total accounting (for acct period), also for day

*/

struct tacct {

uid_t ta_uid; /* userid */

char ta_name[8]; /* login name */

float ta_cpu[2]; /* cum. cpu time, p/np (mins) */

float ta_kcore[2]; /* cum kcore-minutes, p/np */

float ta_con[2]; /* cum. connect time, p/np, mins */

float ta_du; /* cum. disk usage */

long ta_pc; /* count of processes */

unsigned short ta_sc; /* count of login sessions */

unsigned short ta_dc; /* count of disk samples */

short ta_fee; /* fee for special services */

};

警告
短時間で実行終了するコマンドの ac_mem の値は、そのコマンドの実際のサイズに関してほとんど情報を持ち

ません。 ac_mem は、そのプロセスによって起動された他のコマンド (シェルのような) が実行されている間

にも増加していることがあるからです。

カーネルの内部構造は、警告なしにリリースからリリースへと変化することがあります。アプリケーションは

直接、サポートされていないこれらの構造に頼ってしまうことがあります。

アカウンティングファイルは、現在、32 ビットフォーマットで書かれています。したがって、このファイルを

読み込む 64 ビットアプリケーションは、特別な準備が必要です。とくに、 acct.h ヘッダーでは ac_btime

フィールドを、64 ビットコンパイルの time_t ではなく、 int32_t で宣言しています。 ac_btime フィールド

は、アプリケーションの中で、使う前 (すなわち、日付変換関数呼び出しの中) に time_t にキャストする必要

があります。アカウンティングファイルのフォーマットは、将来のリリースでは、64 ビットのレイアウトにす

る予定です。

参照
acct(2)、acct(1M)、acctcom(1M)、exec(2)、fork(2)

標準準拠
acct: SVID2, SVID3, XPG2
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名称
ar −共通アーカイブファイルフォーマット

構文
#include <ar.h>

説明
ar コマンドは、複数のファイルを連結し、アーカイブファイルを作ります ( ar(1) を参照)。アーカイブは、主

にリンクエディタ ( ld(1) を参照) によって探索されるライブラリとして用いられます。

すべてのアーカイブはアーカイブマジック文字列から始まります。

#define ARMAG "!<arch>\n" /* magic string */

#define SARMAG 8  /* length of magic string */

アーカイブマジック文字列の次に、アーカイブファイルメンバーがあります。各ファイルメンバーの前には、

次のようなフォーマットのファイルメンバーヘッダがあります。

#define ARFMAG "`\n" /* header trailer string */

#define AR_NAME_LEN 16 /* ar_name size, includes ‘/’ */

struct ar_hdr /* archive file member header - printable ascii */

{

char ar_name[16]; /* file member name - ‘/’ terminated */

char ar_date[12]; /* file member date - decimal */

char ar_uid[6]; /* file member user id - decimal */

char ar_gid[6]; /* file member group id - decimal */

char ar_mode[8]; /* file member mode - octal */

char ar_size[10]; /* file member size - decimal */

char ar_fmag[2]; /* ARFMAG - string to end header */

};

ファイルメンバーヘッダの中にある情報はすべて、印字可能な ASCII形式の文字列です。ヘッダの中の数字の

情報は、 10進数で格納されています。 ( ar_mode は例外で、これは8進数です)。したがって、プリント可能な

ファイルを含むアーカイブは、アーカイブ全体がプリント可能です。

ar_name フィールドの内容はスラッシュ (/) で終わり、空白で埋められます。 ar_date フィールドは、ファイル

がアーカイブに入れられた時点での、そのファイルの変更時間です。移植可能なアーカイブコマンド ar が使

われている限り、共通フォーマットアーカイブはシステムからシステムに移すことができます。古いバージョ

ンの ar は共通アーカイブフォーマットを使っていないこと、そして、そのアーカイブは共通アーカイバーで

読み書きできないことに注意してください。

すべてのアーカイブファイルメンバーは、偶数バイト境界から始まっている必要があります。もし必要なら、

ファイルメンバーの間には、ニューライン文字が挿入されます。しかし、パディングされていてもファイルの
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サイズは、実際のファイルのサイズを正確に反映しています。

アーカイブファイルの空の部分に関しては、何も規定されていません。アーカイブシンボルテーブルが存在し

た場合、そのアーカイブの最初のファイルは、長さ0の名前を持っています (すなわち、 ar_name[0] == ’/’ およ

び ar_name[1] == ’ ’ となっています)。このアーカイブメンバーの内容は機種に依存しています。詳しくは、

該当する a.out(4) マニュアルエントリーを参照してください。

オブジェクトファイル (a.out(4) を参照) を格納しているアーカイブは、アーカイブシンボルテーブルを持って

いる場合があります。このシンボルテーブルはリンクエディタ (ld(1) を参照) がリンクエディットの処理を

行っている時に、どのアーカイブメンバーをロードする必要があるかを判断するのに使われます。アーカイブ

シンボルテーブルは、(もし存在するなら) 常にアーカイブの中の最初のメンバーになっています (しかしリス

トされることはありません)。そしてこのテーブルは、(ar によって自動的に生成され、アップデートされま

す。

アーカイブ内に 16バイト以上のファイル名を持つメンバーが存在する場合、アーカイブには、長いファイル名

の文字列テーブルを保存するための特殊なメンバーも含まれています。特殊な文字列テーブルメンバーの名前

はゼロバイトで、 ar_name[0] == ’/’ および ar_name[1] == ’/’ です。

特殊な文字列テーブルが存在する場合、あらゆる通常のアーカイブメンバーよりも優先的に使われます。シン

ボルテーブルメンバーと文字列テーブルメンバーが存在する場合は、必ずシンボルテーブルメンバーが優先的

に使われます。

文字列テーブルの各エントリーの後には、スラッシュと改行文字が続きます。テーブルのオフセットはゼロか

ら開始します。アーカイブメンバーの名称が 16バイト以上の場合、メンバーのヘッダ内のエントリ ar_name

には名称が含まれず、代わりに、スラッシュの後に文字列テーブルとのオフセットが記述されたものが含まれ

ます。

例えば、メンバー名が thisverylongfilename.o の場合、ar_name フィールドには /0 が含まれます。この値は、

文字列テーブルとのオフセットを表します。メンバー名が yetanotherlongfilename.o の場合、ar_name フィー

ルドには /27 が含まれます。長い名称の文字列テーブルのフォーマットは以下のとおりです。

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

0 t | h |  i  | s |  i  | s | a | v |  e  | r |

10 y | l | o | n | g |  f  | i | l | e | n |

20 a | m |  e  | . | o |  /  | \n | y |  e  | t |

30 a | n | o |  t  | h | e |  r  | l | o | n |

40 g | f |  i  |  l  | e | n |  a  | m |  e  | . |

50 o | / | \n |

参照
システムツール:

ar(1) アーカイブされたライブリの作成
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ld(1) リンクエディタの起動

その他:
a.out(4) アセンブラ, コンパイラ, およびリンカの出力

magic(4) HP-UXで実行するためのマジックナンバ

ranlib(1) アーカイブシンボルテーブルの生成

strip(1) オブジェクトファイルからのシンボルおよび行番号情報の削除

注意
strip は、アーカイブからアーカイブシンボル テーブルメンバーを取り除きます ( strip(1) を参照)。リンクエ

ディタ ld でそのアーカイブを使うには、その前に -ts オプションをつけた ar コマンドまたは ranlib(1) によっ

て、アーカイブテーブルエントリーを復元する必要があります。
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名称
audeventstab −監査システムイベントの定義と説明

説明
/usr/audit/audeventstab ファイルは、監査イベント番号、対応する呼び名、そして各イベントの簡潔な説明を記

録しています。空白行とコメント( # 文字で始まる)が使用できます。ファイル中の、コメントでもなく空白行

でもない行には、 3つのパートがあります。

event 10進数で表した監査イベント番号。空白で区切られた 1個のフィールドです。

name 対応する呼び名。空白で区切られた 1個のフィールドです。

explanation 先頭に # 文字があるその行の残り

カーネルによって生成された監査イベントの場合、イベント番号はカーネル内部のシステムコール番号に、イ

ベント名はシステムコール名になっています。自己監査プログラムによるイベントの名前は、 <sys/audit.h> で

定義されているマクロです。

例
ファイルからコメントと空白行を取り除いて、イベント番号とイベント名のリストを取り出すには、次のよう

にします。

tab=’ ’
sed < /usr/audit/audeventstab -e ’s/#.∗ //’ -e "/ˆ[ $tab]∗ $/d"

著者
audeventstab は、 HPで開発されました。

FILES
/usr/audit/audeventstab

参照
audisp(1M), audevent(1M)
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名称
audit −監査のファイルフォーマットとその他の情報

構文
#include <sys/audit.h>

説明
監査レコードは、ユーザーが保護関係のシステムコールを呼んだ時か、あるいは audwrite() ( audwrite(2) を参

照) を呼び出す自己監査プロセスによって生成されます。監査システムへのアクセスは、スーパーユーザーの

みに制限されています。

すべての監査レコードは、監査レコードヘッダおよびレコード本体を持ちます。監査レコードヘッダは、時

間、プロセス ID、エラー、イベントタイプ、およびレコード本体の長さから成ります。時間は、監査イベント

が成功、あるいは失敗して完了した時間です。プロセス ID は、監査が行われたプロセスのプロセス ID です。

イベントタイプは、監査作業のタイプを識別するフィールドです。レコード本体の長さは、本体の長さをバイ

ト単位で表しています。ヘッダの正確なフォーマットは、 <sys/audit.h> で定義されており、それは次のとおり

です。

struct audit_hdr {

u_long ah_time; /* date/time (tv_sec of timeeval) */

pid_t ah_pid; /* process ID */

u_short ah_error; /* success/failure */

u_short ah_event; /* ev ent being audited */

u_short ah_len; /* length of variant part */

};

レコード本体は、監査レコードの可変長の構成要素で、監査作業に関する追加の情報を持っています。システ

ムコールによって生成されたレコードでは、本体はシステムコールのパラメータを持っています。自己監査処

理によって生成されたレコードでは、本体はイベントに関するさらに高度な説明を持っています ( audwrite(2)

を参照)。

監査ファイルの中のレコードは、ファイルスペースを節約するため圧縮されています。プロセスが最初に監査

された時に、そのプロセスの生存期間を通じて変化しない情報を持つ pid 識別レコード (PIR) が監査ファイル

に書き込まれます。 PIR には、親プロセスの ID、監査 ID、実ユーザー ID、実グループ ID、実効ユーザー
ID、実効グループ ID、そしてターミナル ID (tty) が書かれています。 PIR は、プロセスごと、監査ファイルご

とに一度だけ記入されます。 PIR は <sys/audit.h> で、次のように定義されています。

struct pir_body { /* pir-related info */

pid_t ppid; /* parent process ID */

int32_t aid; /* audit ID */

uid_t ruid; /* user_ID */

gid_t rgid; /* group ID */

uid_t euid; /* effective user_ID */
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gid_t egid; /* effective group_ID */

dev_t tty; /* tty number */

};

監査ファイルに蓄積された情報は、 audisp ( audisp(1M) を参照)によって解析され、表示されます。

監査がオンにされた時は常に、「現在の」監査ファイルが必要です。また (バックアップのために) 「次の」監

査ファイルがあることが推奨されています ( audsys(1M) および audomon(1M) を参照)。「現在の」監査ファイ

ルがいっぱいになり、「次の」監査ファイルが使用可能な時は、監査システムはファイルを自動的に切り替え

ます。

著者
audit は、HP で開発されました。

参照
audsys(1M), audevent(1M), audisp(1M), audomon(1M), audwrite(2), getevent(2), setevent(2)
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名称
authcap −高信頼性システム用のセキュリティデータベース

構文
/tcb/files/auth/*

/tcb/files/auth/system/*

説明
セキュリティ関連のデータベースはすべて、 ASCII 形式でファイルシステムに記憶されています。このフォー

マットは、セクション3のマニュアル項目で説明されているサポートルーチンによってバイナリ構造に変換さ

れます。このマニュアル項目はこれらのデータベースのフォーマットを説明し、データ構造への変換の原則を

説明しています。

階層構造
完全なデータベースが、 /tcb/files/auth/* および /tcb/files の2つの階層に入っています。最初の階層には保護パ

スワードデータベースが入っており、単一英字名をもつサブディレクトリをもち、その英字名はそれぞれユー

ザー名の開始文字になっています。これらの各ディレクトリの中には通常のファイルがあり、それぞれに特定

ユーザーの保護パスワード項目が含まれた authcap(4) フォーマットのファイルが入っています。つまり、 x で

始まるユーザー名の場合はすべて、ディレクトリ /tcb/files/auth/x 内のファイルにそれぞれの認証および識別情

報が入っています。

/tcb/files/auth/system および /tcb/files の中のディレクトリには、システム全体の情報が入っています。グローバ

ルなシステム設定値は、ディレクトリ /tcb/files/auth/system に入っています。ターミナルおよびデバイスの割

り当てファイルは、ディレクトリ /tcb/files に入っています。

次に示すデータベースファイルは、ディレクトリ system に入っています。

default デフォルト制御

次に示すデータベースファイルは、ディレクトリ /tcb/files に入っています。

ttys ターミナル制御
devassign デバイス割り当て

ファイルフォーマット
各データファイル (/tcb/files/auth/system と /tcb/files)のフォーマットは同じです。各ファイルは1行の仮想行で

構成され、その行は任意に複数の行に分割することができます。その場合、最後の行を除くすべての行の末尾

に \ 文字をつけます。例えば次の行は、

smk:u_name=smk:u_id#16:u_pwd=a78/a1.eitfn6:chkent:

次の各行に分割することができます

smk:u_name=smk:u_id#16:\

:u_pwd=a78/a1.eitfn6:\
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:chkent:

すべての機能は、直前と直後に : の区切り文字をつけなければなりません。複数の行項目には、各行の末尾と

各継続行の先頭に : が必要です。継続行はタブ文字でインデントします。複数の項目は、前に継続文字のつか

ない改行文字で区切ります。

daa:u_name=daa:u_id#75:u_maxtries#9:chkent:

smk:u_name=smk:u_id#76:u_maxtries#5:chkent:

行のフォーマット
行のフォーマットを簡単に表すと、次のようになります。

name:cap1:cap2:cap3:...:capn:chkent:

項目は名前で参照します。項目の名前部分の最後は、 : 文字で終了させます。

各項目の末尾は chkent フィールドです。これは各項目の完全性の検査に使用されます。 authcap ルーチンは、
chkent ターミネータが含まれていない項目をすべて拒絶します。

各項目には0個以上の機能があり、それぞれが : 文字で終了します。各機能には固有の名前があります。数値

の機能のフォーマットは次のとおりです。

id#num

ここで、 num は10進値または(先頭に0がついた)8進値です。ブール値の機能のフォーマットは次のとおりで

す。

id

または

id@

ここで、最初の形式は機能があることを示し、2番目の形式は機能がないことを示します。文字列の機能の

フォーマットは次のとおりです。

id=string

ここで、文字列は0個以上の文字で構成します。 \ および : 文字はそれぞれ \ \ および \:でエスケープします。

ファイルのロック
データベースはすべてロックファイルを使用しており、それが存在することはファイルが再書き込み中である

ことを意味します。場合によっては、ロックファイルがシステム障害の後で残ってしまうことがあり、その場

合は手操作で削除しなければなりません。ロックファイルは、データベースファイル名に −t を加えて構成し

ます。

フィールド/フラグ
データベースはすべて、プログラムによって構造に変換されます。データ構造は2つのサブ構造から構成さ

れ、個々の構造にはデータベース項目内のフィールドにたいしてそれぞれのメンバがあります。フィールド構

Section 4-34 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



authcap(4) authcap(4)

造にはフィールド値(例えば、数値、ブールフラグ、ディレクトリ文字列、マスク、など)が入り、フラグ値(1

ビット)はその項目内のフィールドの有無を示します。

著者
authcap は、HPで開発されました。

参照
default(4), devassign(4), getdvagent(3), getprdfent (3), getprpwent(3), getprtcent(3), prpwd(4), ttys(4).
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名称
bootconf −ブートデバイス設定テーブル

説明
この /stand/bootfonf ファイルには、システムのブートデバイス、または lif ボリュームのアドレスとディスク

レイアウトタイプが記述されています。このファイルは、ソフトウェアディストリビュータおよび、 HP-UX

カーネル制御スクリプト ( OS-Core.KERN-RUN ファイルセット) が使用して、初期ブートローダを更新する形

式と位置を決めます。通常、カーネルの checkinstall スクリプトにより、システムのハードウェアに照会を

行ってファイルを作成します。また、まれなケースとして、システム構成が自動的に設定されない場合、ある

いは追加用/代替用のブートデバイスを自動的に更新する場合などに、管理者が手操作で /stand/bootconf を編

集しなければならないことがあります。

ファイル中には、各ブートデバイスに対し1行が記述されています。それぞれの行には、ブランクで区切った

各フィールドが次の順序で含まれています。

ディスクタイプ ディスク上のファイルシステムのレイアウトを示すフラグ。このフラグは、次のいず

れかでなければなりません。

l ルートディスクが LVM または VERITAS ボリュームマネージャ (VxVM) フォー

マットであることを示します。 LVM または VxVM ミラーを使用している場合

は、「ミラー」の各ディスクにそれぞれ独自の行が対応していなければなりませ

ん。

p ルートディスクにシリーズ800形式のハードパーティションがあり、ブートボ

リュームがセクション6にあることを示します。

w ルートディスクがリリース9.Xのシリーズ700形式になっており、パーティション

のない「ホールディスク」のフォーマットであることを示します。ただし、ブー

ト領域とスワップ空間は、ファイルシステム以外の位置に確保されています。

デバイスファイル

ブート領域のある物理デバイスにアクセスするデバイス特殊ファイルの絶対パスで

す。LVMルートディスクの場合、デバイス特殊ファイルは、 vgdisplay -v コマンドが

返す物理ボリュームとなります。シリーズ800のハードパーティションの場合、これ

はディスクのセクション6を指すデバイス特殊ファイルになります。シリーズ700形式

の「ホールディスク」の場合は、ディスク全体を参照するデバイスファイルになりま

す。

ブランク行を入れることができます。 # で始まる行はすべて、コメントとみなされます。

診断
bootconf ファイルに異常がある場合、ソフトウェアディストリビュータログファイル /var/adm/sw/swagent.log

には、 OS-Core.KERN-RUN ファイルセットのもとに診断メッセージが記録されます。メッセージはほとんど

の場合、読めば意味がわかります。ここでは、保証上の追加説明を示します。
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... is either empty or improperly formatted...

bootconf に関するメッセージがほかにない場合は、ファイルが空である可能性があります。こ

れ以外の場合は、ファイルのフォーマットが誤っており、さらに別のメッセージによって問題

の原因が説明されます。

device file... does not contain a valid boot LIF ...

指定したデバイスファイルが、 HPUX ファイルを含む lif のあるディスクを参照していませ

ん。

... has an invalid character in the flag field...

#, l, p, または w 以外の文字が行の最初のフィールドで使用されています。

... contains contradictory boot LIF types..."

リリース10.0現在で、 /stand/bootconf にあるブート領域は、ディスクレイアウトと同じタイプ

になっていなければなりません。

... has unrecognized extra characters...

device file 指定の後に、文字が置かれています。

例
ブート領域は、LVMルートディスク上に設定されます。

# Boot Device configuration file

# This file contains information regarding the location

# of the boot LIF. It is used by the KERN-RUN fileset to

# update the boot kernel.

l /dev/dsk/c2t7d0

システムのルートにLVMミラーを設定します (デバイスファイルにより、システムがリリース10.0へのアップ

デートするための準備として9.0を実行中であることを示します)。

#Boot Device configuration file

# This file contains information regarding the location

# of the boot LIF. It is used by the KERN-RUN fileset to

# update the boot kernel.

l /dev/dsk/c1d0s2

l /dev/dsk/c4d0s2

l /dev/dsk/c5d0s2

ブート領域は、ハードパーティションディスク上に設定されます。

# Boot Device configuration file

# This File contains information regarding the location

# of the boot LIF. It is used by the KERN-RUN fileset to

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2  − Hewlett-Packard Company Section 4-37



bootconf(4) bootconf(4)

# update the boot kernel.

p /dev/dsk/0s0

ブート領域はホールディスクレイアウトに設定されます。

# Boot Device configuration file

# This File contains information regarding the location

# of the boot LIF. It is used by the KERN-RUN fileset to

# update the boot kernel.

w /dev/dsk/6s0

警告
ファイル中のブートデバイスはすべて、同じディスクレイアウトになっていなければなりません。

著者
bootconf はHPで開発されました。

ファイル
/stand/bootconf

参照
mediainit(1), hpux(1M), mkboot(1M), vgdisplay(1M), lif(4).

Software Distributor ドキュメンテーション
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名称
cdnode − CDFS cdnode のフォーマット

構文
#include <sys/types.h>

#include <sys/cdnode.h>

説明
ここでは、 CDFSファイルシステムに対する cdnode構造体と関連する概念について説明します。

CDFS ファイルシステムは、 iノードと呼ばれる分離した実体の概念は持っていません。通常、 HFS iノードに

ある情報は cdnode データ構造体中にあります。 cdnodeデータ構造体は、物理媒体には存在せず、カーネルの

メモリ空間にのみ保持されています。 cdnode情報は1つのファイルをユニークに特定するために使用されま

す。

cdnode構造体中の情報は CDFS ファイルシステムの 2つの異なるデータ構造体から得られます。

1. ファイルやディレクトリのためのディレクトリレコード

2. もし存在すれば、ファイルやディレクトリの拡張属性レコード (XAR)

通常、対応する XAR を持っていないファイルが多いため、ほとんどの場合 cdnode情報はそのファイルのディ

レクトリレコードから得られる属性のみで構成されます。

cdnodeはカーネルメモリにあるため、ユーザーは直接利用することができません。 stat() システムコールは、

与えられたファイルに関してcnode中に含まれているどんな情報でも、標準のstat構造体( stat(2) 参照) にマップ

しようとします。 cnodeは、stat構造体に対応するフィールドがないような情報も含んでいるため、それらの情

報はマップすることができず、結果としてアクセスすることができません。 cnode構造体全体をアクセスする

方法はありません。

ファイル
/usr/include/sys/cdnode.h

/usr/include/sys/cdfsdir.h

参照
stat(2), cdrom(4), cdfsdir(4)
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名称
cdrom − CD-ROM のバックグランド情報

説明
このマニュアル項目では、既存の CD-ROM 標準、用語、データのレイアウト、サポートのレベルに関する一

般的情報を提供しています。より詳しい情報は、後で列挙する標準ドキュメントにあります。

ここで説明している話題の中には、現在の HP-UX リリースではサポートされていないものがあることに注意

してください。現在のリリースの内容についての詳細は制約の項を参照してください。

標準フォーマット
現在、CD-ROMには、2つの標準フォーマットが定義されています。

ひとつは、 High Sierra Group (HSG) 標準で、CD-ROM Ad Hoc Advisory Committee が決めたものです。この標準

については、 The Working Paper for Information Processing − Volume and File Structure of Compact Read Only Optical

Discs for Information Interchange に記載されています。このドキュメントは、National Information Standards

Organization (NISO) から入手できます。

2番目の標準は、HSG の標準を改良したもので、国際標準化機構 (ISO) によって決められたものです。この標

準については、 Information Processing − Volume and File Structure of CD-ROM for Information Interchange, 参照番

号国際標準化機構 9660: 1988 (E) に記載されています。

データのレイアウト
CD-ROMのデータのレイアウトは、次のように表すことができます。

Section 4-40 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



cdrom(4) cdrom(4)

システム領域 - 32キロバイト

ボリューム記述子

.

.

.

ボリューム記述子ターミネータ

.

.

.

パステーブル

パステーブル

.

.

.

ディレクトリとファイルのデータ

.

.

.

普通は、CD-ROM データには4つの部分 (上の図の二重の水平の線で示されている) があり、そのうち最初の 2

つのセクションだけは上で示した順序で現れないといけません。

システム領域は媒体上の最初の16個の2048バイトブロックから構成されます。このセクションの内容はどちら

の標準でも規定されていません。ですから、CD-ROMの製作者は、その CD-ROMを使うシステムに関連する

データをそこに置くことができます。

ボリューム記述子には普通、1つの第1 ボリューム記述子と 0個以上の補足的なボリューム記述子があります。

各ボリューム記述子の長さは 2048バイトで、CD-ROM の属性とディレクトリの階層構造が記述されていま

す。ボリューム記述子のリストは、 1つ以上のボリューム記述子ターミネータで終わります。ボリューム記述

子ターミネータの長さも2048バイトで、単にボリューム記述子部の終わりを示します。

パステーブルには、CD-ROM のすべてのディレクトリの階層構造に関するすべてのパステーブルがあります。

パステーブルは、CD-ROM データのこのセクションにまとめる必要はありませんが、パステーブルの間に

ディレクトリとファイルのデータ (以下で説明) を散在させて、シーク時間を最小限に抑えることができます。

前述のように、ディレクトリとファイルのデータのセクションには、CD-ROM のすべてのディレクトリ階層
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のデータが含まれます。また、前述のとおり、途中にパステーブルが置かれ、データが非連続になることもあ

ります。

ボリュームとディレクトリの階層構造
ボリュームは、1枚の物理的 CD-ROM のことです。ディレクトリの階層構造は、ボリュームに書かれた階層的

な、ファイルシステムのことです。複数のディレクトリの階層構造を1つのボリュームに置くことも、 1つの

ディレクトリの階層構造を複数のボリュームに置くこともできます。ボリューム上の各ディレクトリの階層構

造は、ボリューム記述子によって記述されます。

同じボリューム上の複数のディレクトリの階層構造は、完全に独立させることができます。そして、それぞれ

が、完全にユニークな関連のないファイルシステムを定義することができます。また、それらの間でデータを

共有することにより、互いに関連させることも可能です。

ボリュームセットは、1つの単位として扱われる1つ以上のボリュームの集まりです。ボリュームセット中の後

続のボリュームはすべて、そのボリュームに先行するボリュームのデータをアップデート、または、追加しま

す。このため、ボリュームセット中の最後のボリュームはいつも、そのボリュームセットに関する最新のディ

レクトリの階層構造を記述します。 ボリュームシーケンス番号と呼ばれる、増加していくユニークな値がボ

リュームセットの各ボリュームに割り当てられます。ボリュームセットは、大きなマルチボリューム データ

ベースを、全体を作り直さないで、アップデートするために使うことができます。

ボリューム記述子
ボリューム上の各ディレクトリの階層構造は、ボリューム記述子によって記述されます。ボリューム記述子に

は、いくつかの型があります。その中で、最も代表的なものは、 1 次ボリューム記述子と補足的なボリューム

記述子です。それらの内容はほとんど同一のものですが、違う目的で使用されます。

1 次ボリューム記述子は、ボリュームの 1 次ディレクトリの階層構造を表します。そのボリュームに付加的な

ディレクトリの階層構造がある場合や 1つのディレクトリの階層構造を違う方法で見る場合は、補足的なボ

リューム記述子を使用します。ボリュームセットの場合、各ボリュームの 1 次ボリューム記述子は、そのボ

リュームと、そのセット中でそのボリュームに先行するすべてのボリュームの 1 次ディレクトリの階層構造を

表します。

ボリューム記述子には、次は情報が含まれます。

standard ID (identifies the format of the volume);

system ID;

volume ID;

size of the volume;

volume set size;

volume sequence number;

logical block size;

path table size;

pointers to the path tables;

directory record for the root directory;
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volume set ID;

publisher ID;

data preparer ID;

application ID;

copyright filename;

abstract filename;

bibliographic filename (ISO only);

volume creation date and time;

volume modification date and time;

volume expiration date and time;

volume effective date and time;

application use area.

パステーブル
パステーブルは、1つのボリューム中のディレクトリの階層構造を定義します。パステーブルは、階層構造中

の各ディレクトリのレコードを持っています。各レコードには、ディレクトリの名前、ディレクトリに対応す

るすべての拡張属性レコードの長さ、ディレクトリが始まるブロックの論理ブロック番号、ディレクトリの親

ディレクトリの番号が記録されています (パステーブル中のすべてのディレクトリはパステーブルに現われた

順序で番号付けされています)。

パステーブルには2種類の型があります。 1つは、 type-L パステーブルで、パステーブル中に記録されている

すべての数値は下位バイトが先に来る順序で記録されています。もう1つの型は、 type-M で、パステーブル中

の数値はすべて上位バイトが先に来る順序で記録されています。どちらの標準でも、パステーブルの各型のう

ちの1つが必要とされています。国際標準化機構の標準では、各型のパステーブルのオプションのコピーを1つ

持つことが許されています。一方、HSG 標準では、各型のオプションのコピーを3つまで持つことが許されて

います。パステーブルの付加的なコピーは、冗長度を持たせるため、あるいは、シークタイムを最小にするた

めに利用されます。

拡張属性レコード
拡張属性レコード (XAR と省略します) は、XAR に対応するファイルやディレクトリについての付加的な情報

を指定するデータ構造体です。 XAR は、次は情報を含んでいます。

owner id;

group id;

permissions;

creation date and time;

modification date and time;

expiration date and time;

effective date and time;

record information;

application use area.

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 4  − Hewlett-Packard Company Section 4-43



cdrom(4) cdrom(4)

XAR が記録されている場合、XAR はファイルやディレクトリの最初のブロックに書かれています。ファイル

やディレクトリの実際のデータは、XAR が終わった次のブロックから書き始められます。

可能な場合、XAR 情報は、 stat() システムコール (stat(2) 参照)によってstat構造体にマップされます。しか

し、stat構造体には XAR で与えられている情報に対応する適当なフィールドが不足しているために多くの項目

はうまくマップできません。 stat構造体の過去との互換性を維持するため、そのような情報は stat() によって

捨てられます。 fsctl() システムコール (fsctl(2) 参照) は、特定のファイルやディレクトリの XAR を得るのに使

用することができます。

インタリーブ
効率上の理由から、ファイル中のデータをインタリーブしてボリューム上に記録することができます。これ

は、ファイルをファイルユニットと呼ばれる単位に分割して実現されます。それぞれのファイルユニットの(

論理ブロックで表した )サイズは ファイルユニット サイズといいます。インタリーブされたファイルをボ

リュームに記録するには、ファイル全体を記録するまで 1つのファイルユニットを書き、 1つ以上のブロック

をスキップし、他のファイルユニットを書き、ブロックをスキップするということを続けます。ファイルユ

ニット間でスキップするブロック数は、インタリーブギャップサイズといいます。インタリーブギャップの部

分のブロックは、他のファイル用に割り当てることが可能です。

ファイルユニットサイズとインタリーブギャップサイズは各ファイルのディレクトリレコードの中に保持され

ています。すなわち、ファイルユニットサイズとインタリーブギャップサイズはファイルごとに変更可能で

す。しかし、同じファイル中では変更することはできません。 (セクション中に書かれたファイルを除きま

す。 −下記参照)

ディレクトリはインタリーブすることができません。

ファイルセクション
ファイル間でデータを共有するために、ファイルを ファイルセクションに分解することができます。 1つの

ファイルのファイルセクションはすべて同じ大きさである必要はありません。

各ファイルセクションは別々のファイルのように扱われ、各セクションはそれ自身のディレクトリレコードを

持ちます。これは、各ファイルセクションがそれ自身のサイズ、XAR、固有のファイルユニットサイズやイン

タリーブギャップ サイズを持っていることを意味します。しかし、単一のファイルのすべてのファイルセク

ションは、同じファイル名を共有しなくてはなりません。ファイル中のファイルセクションの順序は、各セク

ションのディレクトリレコードの順序によって決まります。ディレクトリレコード中の1ビットによってその

レコードがファイルの最後のレコードかどうかが決まります。

1つのファイルセクションは1つのファイル中に何度も出現したり、あるいは、多くの別なファイル中に何度も

出現することができます。また、1つのボリューム中のファイルセクションは、ボリュームセットの中の後続

のボリューム中のファイルによっても使うことができます (これが、アップデートを実現する方法です)。

各ファイルセクションはそれ自身の XAR を持つことができます。しかし、ファイルの最後のファイルセク

ションが対応する XAR を持たない場合、ファイル全体が XAR を持たないものとして扱われます。これは、

アップデートをうまく実現するためです。
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ディレクトリは、いつも1つのファイルセクションから構成されないといけません。

インプリメンテーションとインターチェンジのレベル
CD-ROM の標準はインプリメンテーションの2つのレベルとインターチェンジの3つのレベルを定義していま

す。インプリメンテーションのレベルは、CD-ROM をサポートする受け取り側のシステムが自分のサポート

のレベルを指定する方法を提供します。インプリメンテーションのレベルは、

レベル1 システムは、補足的なボリューム記述子、対応するパステーブル、対応するすべての

ディレクトリとファイルデータを無視してもかまいません。

レベル2 適用される制限条項はありません。

どんな場合でも、受け取り側のシステムは、国際標準化機構標準のセクション10 で規定されている受け取り側

のシステムに対する要求を満たしていなければなりません (HSGに対する該当するセクションはありません)。

インターチェンジのレベルは CD-ROM 上にあるデータ構造体と複雑度を指定する方法を提供します。レベル

は次のとおりです。

レベル1 すべてのファイルは1つのファイルセクションから構成されています。ファイル名は8文

字以内、ファイル名拡張子は 3文字以内です。

レベル2 すべてのファイルは1つのファイルセクションから構成されています。

レベル3 適用される制限条項はありません。

制約
HP-UX では、1 次ボリューム記述子のみしかサポートしていません。ボリュームがマウントされる時、HP-UX

は、見つかった 1 次ボリューム記述子によって記述されたディレクトリの階層構造をマウントします。補足的

なボリューム記述子は認識され無視されます。対応するディレクトリの階層構造も同じです。

マルチボリュームにまたがっているディレクトリの階層構造はサポートしていません。

1つ以上のボリュームから構成されているボリュームセットはサポートしていません。

HP-UX では、パステーブルは無視されます。代わりに HFS ファイルシステムで使用されいる普通のパス名の

検索方法が使用されます。これにより他のマウント可能なファイルシステムをマウントされている CDFS ファ

イルシステムの上にマウントすることができます。また、HP-UX は、CDFS ファイルの cdnode (cdnode(4) 参

照)のキャッシュを持っているので、パステーブルによってこれ以上性能が向上することはほとんどありませ

ん。

HP-UX は、複数のファイルセクションをサポートしていません。すべてのファイルは1つのファイルセクショ

ンに記録されている必要があります。

HP-UXはレベル1のインプリメンテーションとレベル2のインターチェンジをサポートしています。

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。
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参照
fsctl(2), stat(2), cdnode(4), pfs(4)

『 Information Processing − Volume and File Structure of CD-ROM for Information Interchange』 , Ref. No. ISO 9660:

1988 (E)

『The Working Paper for Information Processing − Volume and File Structure of Compact Read Only Optical Discs for

Information Interchange』, National Information Standards Organization [Z39].
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名称
charmap − localedefスクリプトに対するシンボリック変換ファイル

構文
localedef -f charmap locale_name

説明
localedefコマンドを -f オプションをつけて実行すると ロケール記述ファイル中のシンボル名を、 charmap

ファイルで指定されたコードに変換します ( localedef (1M)). 参照)。ロケール記述ファイルは、シンボリック名

で完全に記述するようにしてください。 localedefスクリプトは、その一部、あるいは全部をシンボル名を使っ

て書くことができます。

charmap ファイルは2つの部分に別れています。それは、宣言部と文字定義部です。

宣言部
文字定義の前に次は宣言を書くことができます。

各宣言は、順に、次はリスト中の記号 (記号を囲んでいる<>を含む)、 1文字以上の空白 (タブまたは空白文

字)、および、その記号の値から構成されます。宣言はなくても構いません (すべてオプションになっていま

す)。

マルチバイト文字コードセットには特定の宣言が必要になります。シングルバイトのコードセットはすべてオ

プションとなります。

次に指定できる宣言のリストを示します。

<code_set_name> value

charmapマップファイルを定義する文字コードセットの名前を宣言します。このキーワードは、マルチ

バイト文字コードセットの場合に必要になります。 HP15コード体系については、名前の一部に HP15

を使用します。 EUCコード体系については、名前の一部に EUC 使用します。

<cswidth> value

charmap ファイルの定義されたコード化キャラクタセットの cswidth パラメータ宣言に使われます( euc-

set(1) を参照してください)。

<mb_cur_max> value

マルチバイト文字のバイト数の最大値。宣言がなかった場合のデフォルトは1です。マルチバイト文字

コードセットの場合、このキーワードは必須になります。

<mb_cur_min> value

コード化された文字セットの 1文字の最小のバイト数。この値は <mb_cur_max> よりも小さいか等し

くなければなりません。宣言がなかった場合のデフォルトは、 <mb_cur_max> と同じ値です。

<escape_char> value
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特別な意味を持つ文字をエスケープするために使う文字。宣言がなかった場合のデフォルトはバック

スラッシュ (\) です。

<comment_char> value

charmap ファイルの第1カラムに置いてコメントの始まりを示すために使う文字。宣言がなかった場合

のデフォルトは # 文字です。

文字定義部
文字セットのマッピング定義は、 CHARMAP という文字列を含む行の直後から始まり、 END CHARMAP 文

字列のトレーラ行の前に置かれます( 空行とコメント文字で始まる行は無視されます)。

character定義行は2つの形式を持ちます。

第1の形式は、1つの文字とそのコードを定義します。

<symbolic_name> encoding

symbolic_name は山カッコで囲まれた 1文字以上の表示可能な文字です。山カッコ、エスケープ文字、コメント

文字のようなメタキャラクタを symbolic name の中で使う時はエスケープする必要があります。 1つのコード

に対して、2つ以上のシンボル名を与えることができます。

encodingは文字定数で、次の3つの形式のどれかです。

10進数 エスケープ文字の後に文字 d 、その後に 1文字から3文字の10進数の数字が続きま

す。

8進数 エスケープ文字の後に 1文字から3文字の8進数の数字が続きます。

16進数 エスケープ文字の後に文字 x 、その後に 2文字の16進数の数字が続きます。

マルチバイト文字は文字定数を並べて表します。マルチバイトのコードに使用される定数はすべて同じ形式で

なければなりません。

文字定義行の第2の形式は文字の範囲を定義します。範囲は、1つ目のsymbolic nameから 2つ目までのすべての

文字で、両端の文字も含みます。

<symbolic_name>... <symbolic_name> encoding

symbolic nameは、 1つ以上の非数値文字の後に、1つ以上の10進数の数字からなる整数が続いたものでないと

いけません。 2つ目のsymbolic nameの整数は、 1つ目の整数よりも大きくなければなりません。範囲は、同じ

文字部と最初から最後までの連続した整数値からなる symbolic nameのリストとして解釈されます。それらの名

前は与えられた値から始まる連続したコードに割り当てられます。

例えば、文字定義行

<C4>...<C6> \d129

は次の定義と同じです。
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<C4> \d129

<C5> \d130

<C6> \d131

例
例として、 /usr/lib/nls/loc/charmapsディレクトリの任意のファイルを参照してください。

参照
localedef(1M), localedef(4)

標準準拠
localedef POSIX.2, XPG4.
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名称
core −コアイメージファイルのフォーマット

説明
HP-UX システムは、ある種のシグナルを受け取った時に終了したプロセスのコアイメージをファイルに書き出

します (原因のリストは signal(5) を参照)。最もありふれた原因は、メモリ違反、不当命令、浮動小数点例外、

バスエラー、およびユーザーが生成した終了シグナルです。コアイメージファイルは core と呼ばれます。ま

た、(通常のアクセスコントロールで許されているならば)プロセスのワークディレクトリに書き出されます。

実効ユーザー IDが実ユーザー IDと異なるプロセスは、コアイメージを生成しません。

ファイルには、プロセスが終了した時点で何を行っていたかを確定するのに十分な情報が含まれています。コ

アファイルの内容は、プロセスの異なるセグメントを表したいくつかのオブジェクトから構成されます。各オ

ブジェクトの前には、 corehead データ構造体がつきます。各 corehead データ構造体は、その後ろに続く対応

するオブジェクトを記述します。構造体は <sys/core.h> で定義され、次はメンバーを含んでいます。

int type;

space_t space;

caddr_t addr;

size_t len;

space および addr メンバーは、プロセスの仮想メモリ、仮想記憶上での、オブジェクトの開始アドレスを表し

ます。 len メンバーは、オブジェクトのバイト単位での長さです。

type に対して可能な次は値が <sys/core.h> で定義されています。

CORE_DAT A コアイメージが生成された時点で存在していたプロセスデータです。コアイメー

ジが生成された時点の、初期化されたデータ、初期化されていないデータ、ヒー

プを含んでいます。

CORE_EXEC exec データ構造体、実行可能ファイルのマジックナンバー、およびコマンドから

なるコンパイラに依存したデータ構造体です( <sys/core.h> の proc_exec 構造体の

宣言を参照)。

CORE_FORMAT コアのフォーマットのバージョン番号です。この番号は、コアのフォーマットに

変更があった HP-UX リリースごとに変わります。しかし、必ずしもすべての HP-

UX リリースごとに変わるわけではありません。このため、コアを読むツールは、

与えられたコアイメージがそのツールと互換性があるかどうかを、 CORE_FOR-

MAT を使って簡単に決めることができます。この型は4バイトの2進数整数で表さ

れています。

CORE_KERNEL コアイメージが生成された時点の、カーネルに対応するnullで終了するバージョン

文字列です。

CORE_PROC ハードウェアのレジスタの内容のような、プロセスごとの情報からなる、アーキ

テクチャに依存したデータ構造体です。 <sys/core.h> の proc_info 構造体の宣言を
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参照してください。本リリース HP-UX 10.20 では、user_tid はサポートされていま

せん。

CORE_STACK コアイメージが生成された時点の、プロセスのスタックの内容です。

コアイメージファイルにダンプされたオブジェクトは、特定の順序で並んでいません。その直後に続くオブ

ジェクトの型を決めるために corehead 情報を使用してください。

参照
adb(1), cdb(1), xdb(1), setuid(2), crt0(3), end(3C), signal(5)
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名称
cpio − cpioアーカイブの書式

説明
cpio の -c オプションが使われなかったときの header 構造体は以下のとおりです( cpio(1) を参照)。

struct {

short c_magic,

c_dev;

ushort c_ino,

c_mode,

c_uid,

c_gid;

short c_nlink,

c_rdev,

c_mtime[2],

c_namesize,

c_filesize[2];

char c_name[c_namesize rounded to word];

} Hdr;

cpio -cオプションが使われたときの header 情報は以下のとおりです。

sscanf(Chdr,"%6ho%6ho%6ho%6ho%6ho%6ho%6ho%6ho%11lo%6ho%11lo",

&Hdr.c_magic,&Hdr.c_dev,&Hdr.c_ino,&Hdr.c_mode,

&Hdr.c_uid,&Hdr.c_gid,&Hdr.c_nlink,&Hdr.c_rdev,

&Longtime,&Hdr.c_namesize,&Longfile);

Longtime および Longfile は、それぞれ Hdr.c_mtime および Hdr.c_filesize と同じです。各ファイルの内容は、

そのファイルを記述する他の項目と一緒に記録されます。どの場合も c_magic は定数070707(8進数)です。
c_dev から c_mtime までは stat(2) で説明されているのと同じ意味です。 nullで終了するパス名 c_name の、
nullバイトを含んだ長さは、 c_namesize で与えられています。

archive の最後のレコードは、常に名前が TRAILER!!! です。ディレクトリと最後のレコードは、 c_filesize が
0で記録されます。

c_dev および c_ino が、 stat() の結果と一致しない場合があります。しかし、その値は常に、アーカイブの中の
2つのファイルがお互いにリンクされているかどうかを知るには十分なものになっています。

HP-UX cpio ( -x オプションを使用)によってデバイススペシャルファイルがアーカイブされるときには、 c_rdev

は、アーカイブの書き込みを行う処理系に依存するマジック定数です。 H_rdev はデバイスファイルに、 HP-

UX 32ビットデバイス指定子としてフラグを立て、 c_filesize には、その32ビットデバイス指定子が入ります(

stat(2) を参照)。 -x オプションがないときは、スペシャルファイルはアーカイブも復元もされません。 HP-UX

デバイススペシャルファイルでないものが復元されることはありません。
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参照
cpio(1), find(1), stat(2)

標準準拠
cpio: XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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名称
default −高信頼性システムに対するシステムデフォルトデータベースファイル

構文
/tcb/files/auth/system/default

説明
システムデフォルトデータベースは、高信頼性システムのシステム全体にわたる汎用パラメータを定義すると

いう点で特長があります。このデータベースは、汎用的なスケールでユーザー、およびデバイスに対する値を

設定する目的で設計されています。この場合、システム管理者はユーザーデータベース、あるいはデバイス

データベースの値がすべて同じ場合は、逐一これを複製する必要はなくなります。汎用的な値を簡単に指定で

きるほか、必要に応じて汎用的なシステムの変更も容易に行うことができます。

システムデフォルトデータベースは、4種類の値で構成されます。

システムワイドパラメータ これは、その他の高信頼性システムデータベースには対応する指定を持たな

いパラメータです。デフォルトデータベースでシステムワイドパラメータを

指定しない場合は、未定義になります。

ユーザーパラメータ これは通常、保護パスワードデータベースファイルで指定するパラメータで

す。

ターミナル制御パラメータ これは通常、ターミナル制御データベースファイルで指定するパラメータで

す。

デバイス割り当てパラメータ これは通常、デバイス割り当てデータベースファイルで指定するパラメータ

です。

システムデフォルトパラメータは、パスワード、ターミナル制御、およびデバイス割り当ての各データベース

にあるフィールドに対して指定することができます。これらのデータベースのいずれかから特定のエントリー

を検索すると、明示的に指定された値を含む ufld というデータ構造が呼び出し側に提供されます。 sfld という
2つ目の構造も提供され、これによりシステムデフォルト データベースから採用する値が定義されます。各

データ構造は、それぞれ uflg および sflg というフラグ構造を持っています。これらのフラグ構造は、指定済み

の有効な値を含む各構造の中の対応するフィールドを示します。プログラムは、ユーザー、またはデバイスに

固有の値 (指定されている場合) を優先します。これ以外の場合、プログラムはシステムデフォルト値が指定さ

れていれば、これを使用します。また、いずれの値も指定されてなければ、適当なデフォルト値を提供する場

合も、また打ち切る場合もあります。

保護パスワード、ターミナル制御、およびデバイス割り当ての各データベースで指定される具体的なフィール

ドについては、「参照」の項の該当するデータベースのマンページを参照してください。次のフィールドは、

システムデフォルト データベースに適用されるもので、これ以外のシステムデータベースでは指定できませ

ん。

d_name 名前が "default" という文字列にセットされます。
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d_boot_authenticate このフラグフィールドは、マシンをブートする際にブート認証が必要かどうかを指

定するものです。認証が必要な場合は、システムが init(1M) プログラムを実行して

から、システムブートを行います。

例
次に、典型的なシステムデフォルトデータベースの例を示します。ファイル、および行フォーマットの説明に

ついては、 authcap(4) を参照してください。

default:\

:d_name=default:\

:d_boot_authenticate@:\

:u_pwd=*:\

:u_minchg#0:u_maxlen#10:u_exp#15724800:u_life#31449600:\

:u_pickpw@:u_genpwd@:u_restrict@:u_nullpw@:\

:u_genchars@:u_genletters@:\

:u_maxtries#5:u_lock:\

:t_logdelay#2:t_maxtries#10:\

:chkent:

このシステムデフォルトデータベースでは、 4種類の値を定義します。まず、システムワイドに限って割り当

てられる値を定義します。システム起動時のブート認証は、イネーブルにはなりません。パスワードの有効期

限が現在のシステム時刻から起算して 604800 秒 (60*60*24*7 で 7 日間に変換) 以内に無効になると、ログイン

プログラムがパスワード満了の警告を出します。

システムデフォルトデータベースでは、保護パスワードデータベースの各種デフォルト値も定義します。 u_

で始まるフィールドは、保護パスワードの各フィールドに対応するものです。同様に、 t_ プリフィックスで始

まるフィールドは、ターミナル制御の各フィールドに対応します。対応するデータベースでユーザー、または

デバイス特定の値が指定されていない場合、これらのフィールドタイプを使用して、システムワイドのデフォ

ルト値を指定します。各フィールドの詳しい説明については、「参照」の項に示す該当するマンページを参照

してください。

ファイル
/tcb/files/auth/system/default 高信頼性システム用のシステムデフォルト データベース

ファイル。 authcap(4) を参照してください。

/tcb/files/auth/*/* 保護パスワードデータベースファイル。 prpwd(4) を参照し

てください。 prpwd(4)

/tcb/files/ttys ターミナル制御データベースファイル ttys(4) を参照してく

ださい。 ttys(4)

/tcb/files/devassign デバイス割り当てデータベースファイル devassign(4) を参照

してください。
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著者
defaultは、HPで開発されました。

参照
getprdfent(3), authcap(4), devassign(4), prpwd(4), ttys(4)
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名称
devassign −高信頼性システムに対するデバイス割り当てデータベースファイル

構文
/tcb/files/devassign

説明
システムでは、ローカルのログインターミナルに使用できるデバイスに対するエントリーを含むデバイス割り

当てデータベースです。

ターミナル制御データベースのフォーマットは、その他の高信頼性システムで使用する認証データベースファ

イルの場合と同じです。ファイルフォーマットについては、 authcap(4) を参照してください。ファイルは、各

フィールドに対するキーワードフィールド識別子、および値で構成されます。サポートされるキーワード識別

子と、その用途は次のとおりです。

v_devs このフィールドには、エントリーで定義される同じデバイスを参照する別名のリストをそれぞ

れカンマで区切ってリストします。このフィールドを使用すると、各デバイスの別名ごとに、

デバイス割り当てデータベースのエントリーを複製する必要はなくなります。

v_type このフィールドでは、エントリーで記述されるデバイスを指定します。サポートされるデバイ

スタイプは次のとおりです。

terminal デバイスはローカルログイン ターミナルデバイスとして割り当てられ

ます。

v_users このフィールドを指定する場合は、ログイン、またはデータのインポート /エクスポートに使

用できるユーザー名をそれぞれカンマで区切ってリストします。リストがない場合は、全ユー

ザーがこのデバイスを使用できることになります。リストを指定する場合は、 login プログラ

ムにより照合して、ユーザーがデバイスを使用できるかどうかを判断します。

例
ここでは、ログインデバイスとして割り当てられたターミナルデバイスに対するデバイス割り当てデータベー

スのエントリー例を示します。

tty0:v_devs=/dev/tty0:\

:v_type=terminal:\

:chkent:

警告
devassign データベースまたは ttys データベースにリモートターミナル (ptys) を追加しないでください。ログイ

ンで ptys として扱われるデバイス名のフォーマットは、次のとおりです。

ptym/*

pts/*
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pty/*

pty[x][y] ここで、x は英字で、y は 16 進数の数値です。
tty[x][y] ここで、x は英字で、y は 16 進数の数値です。
telnet/*

著者
devassign は、HP により開発されました。

参照
login(1), getdvagent(3), ttys(4), authcap(4), default(4)
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名称
dialups, d_passwd −ダイアルアップ保護制御

説明
dialups と d_passwd は、 login ( login(1) を参照)のダイアルアップ機密保護機能を制御するのに使います。
/etc/dialups が存在するときは、ログインが実行されている回線の名前( ttyname() が返す値のように /dev/ を名

前の中に含んでいます( ttyname(3C) を参照))が、 dialups の各行の最初の単語と比較されます。 dialups にある

回線でログインが実行されているときは、ダイアルアップ保護が実行されます。スペースやタブの後ろのもの

はすべて無視されます。

ダイアルアップ保護が実行されたときは、 login は追加パスワードを要求し、 /etc/d_passwd の中のものと比較

します。使用するパスワードは、 /etc/passwd の「シェルとして用いるプログラム」フィールドのコマンド名に

よって選択します。 d_passwd の各エントリーは、コロンで区切られた3つのフィールドです。最初のフィール

ドは passwd のエントリーにマッチするコマンド名です。第2のフィールドは、ダイアルアップ保護に使用され

る、暗号化されたパスワードです。これはそのプログラムを使用するためにログインしているユーザーに対す

るものです。第3のフィールドはコメントです。このフィールドはなくてもかまいませんが、2つ目のコロンは

パスワードの最後を区切るために必要です。パスワードのないものは、2つの隣り合うコロンで指定します。
passwd のコマンド名にマッチするエントリーがないときは、 /usr/bin/sh のエントリーが使用されます。

ファイル
/etc/dialups ダイアルインtty回線
/etc/d_passwd パスワード

参照
login(1), passwd(4)
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名称
dir −短いファイル名形式のHFSファイルシステムのディレクトリフォーマット

構文
#include <sys/types.h>

#include <sys/dir.h>

特記事項
このエントリーは HFS ファイルシステムの System V 互換ディレクトリフォーマットを記述しています。この

フォーマットは旧製品との互換性と、System V ファイルシステム環境を想定したアプリケーションとの互換性

のためだけのものです。このフォーマットは、より汎用性のある HFS ディレクトリフォーマット (<dirent.h>

中にある) と似ていますが、互換性はありません。 <dirent.h> は、255文字までのロングファイル名型式をサ

ポートした HFSファイルシステムで使用されているフォーマットと同じものを記述しています。

<dirent.h> で定義された dirent 構造体は、他の UNIX インプリメンテーションとの移植性のために、 direc-

tory(3C) ルーチンといっしょに使用されなければなりません。

説明
ユーザーがディレクトリに書き込めないこと以外は、ディレクトリは普通のファイルとまったく同じように扱

えます。 <sys/dir.h> ヘッダファイルに与えられたディレクトリエントリーの構造体を示します。

#define DIRSIZ 14

#define DIRSIZ_CONSTANT 14

#define DIR_PADSIZE 10

#define MAXNAMLEN 255

struct direct {

u_long d_ino; /* inode number of entry */

u_short d_reclen; /* length of this record */

u_short d_namlen; /* length of string in d_name */

char d_name[DIRSIZ_CONSTANT];

char d_pad[DIR_PADSIZE];

};

/*

* DIRSTRCTSIZ is the number of bytes in the structure

* representing a System V-compatible (14-character

* maximum file name length) HFS directory entry.

*/

#define DIRSTRCTSIZ 32 /* sizeof(struct direct) */

慣例によって、各ディレクトリの最初の2つのエントリーは . と .. (「ドット」と「ドットドット」)です。前

者はディレクトリ自身のエントリーです。後者は親ディレクトリのエントリーです。マスターファイルシステ

ムのルートディレクトリに関しては、 .. は意味が違います。そこには親ディレクトリがないので、 . . と . は
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同じ意味になります。

著者
dir はAT&TおよびHPで開発されました。

参照
directory(3C)
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名称
disktab −ディスク記述ファイル

構文
#include<disktab.h>

説明
disktab はディスク区画設定の、単純なデータベースです。 disktab のエントリーは、コロンで区切られた多く

のフィールドです。各ディスクの最初のエントリーはそのディスクの名前で、縦線 (|) 文字で区切られていま

す。

このファイルは、従来の HP-UX リリースとの後方互換用として提供しているものに過ぎません。この使用は

お勧めできません。

次はリストは、各ディスクエントリーに保存される通常の値です。セクターの大きさは <sys/param.h> で定義

された、 DEV_BSIZE です。

名称 タイプ 説明

ns num トラックごとのセクター数
nt num シリンダごとのトラック数
nc num ディスク上のシリンダの合計数
b0 num ブロックの大きさ(バイト)

f0 num フラグメントの大きさ(バイト)

s0 num ディスクの大きさ(セクター数)

rm num 1分間の回転数

例:

HP_7914:

:132.1 MB:ns#16:nt#7:nc#1152:\

:s0#129024:b0#8192:f0#1024:\

:se#256:rm#3600:

著者
disktab はHPとカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/etc/disktab

参照
newfs(1M), getdiskbyname(3C)
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名称
dlpi.h − Data Link Provider Interface標準ヘッダーファイル

構文
/usr/include/sys/dlpi.h

説明
<dlpi.h> は、DLPI 2.0 規格で規定されている DLPI 要求が含まれている標準ヘッダーファイルです。このファ

イルには、プリミティブ、受信確認、および関連する構造体の定義が含まれています。

DLPI を介して LAN ドライバと対話処理を行うすべての (ユーザー空間およびカーネル空間の) DLS ユーザー

は、このヘッダーファイルをインクルードする必要があります。

このヘッダーファイルには、コネクション型およびコネクションレス型の両方のサービスに対応した定義が含

まれています。

ヘッダーファイル <dlpi_drv.h> には、ネットワークデバイスドライバが DLPI と対話処理を行うために必要と

なる定義が含まれています。詳細は、 dlpi_drv(4) を参照してください。ヘッダーファイル <dlpi_ext.h> には、
DLPI 2.0 規格に対する HP 固有の拡張機能が定義されています。詳細は、 dlpi_ext(4) を参照してください。
dlpi(7)マンページでは、HP-UX上での DLPI の概要について説明されています。

著者
<dlpi.h> は、DLPI 2.0 規格に基づいて HP が開発しました。

参照
dlpi_drv(4)、 dlpi_ext(4)、 dlpi(7)、 lan(7)

『DLPI Programmer’s Guide』2003, Hewlett-Packard

『Driver Development Guide』Hewlett-Packard
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名称
dlpi_drv.h − DLPIとの対話処理を行うためのデバイスドライバ用インタフェースの定義

構文
/usr/include/sio/dlpi_drv.h

説明
<dlpi_drv.h> ヘッダーファイルには、ネットワークデバイスドライバが DLPI (Data Link Provider Interface) と対

話処理を行うために必要となる構造体の定義と関数プロトタイプが含まれています。

このヘッダーファイルには、密結合ドライバおよび疎結合ドライバに使用できるインタフェースが含まれてい

ます。密結合ドライバの場合、DLPI は DLS ユーザに対する唯一のインタフェースとなります。一方、疎結合

ドライバは、ユーザー空間コマンド lanscan(1M) で表示する情報を提供する目的にのみ DLPI を使用します。

疎結合ドライバおよび密結合ドライバはすべて、このファイルをインクルードする必要があります。

dlpi(7)マンページでは、HP-UX上での DLPI の概要について説明されています。ヘッダーファイル <dlpi.h> に

は、DLPI 要求が含まれています。詳細は、 dlpi(4) を参照してください。ヘッダーファイル <dlpi_ext.h> に

は、DLPI 2.0 規格に対する HP 固有の拡張機能が定義されています。詳細は、 dlpi_ext(4) を参照してくださ

い。

警告
<dlpi_drv.h> で提供されるインタフェースは、次期 HP-UXリリースで変更される場合があります。

著者
<dlpi_drv.h> は、HP によって開発されました。

参照
lanscan(1M)、 dlpi(4)、 dlpi_ext(4)、 dlpi(7)、 lan(7)

『Driver Development Guide』Hewlett-Packard

『Device Driver Reference』Hewlett-Packard

『DLPI Programmer’s Guide』2003, Hewlett-Packard
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名称
dlpi_ext.h − HP固有の DLPI 用拡張機能

構文
/usr/include/sys/dlpi_ext.h

説明
<dlpi_ext.h> は、DLPI (Data Link Provider Interface) 2.0 規格に対する HP 固有の拡張機能用のヘッダーファイル

です。このヘッダーファイルには、DLPI 2.0 規格によって提供されている以上の機能を必要とする DLS ユー

ザーのニーズを満たすための、プリミティブ、受信確認、ioctl、および関連する構造体の定義が含まれていま

す。

DLPI を介して LAN ドライバと対話処理を行うすべての (ユーザー空間およびカーネル空間の) DLS ユーザー

は、このヘッダーファイルをインクルードする必要があります。

dlpi(7) マンページでは、HP-UX上での DLPI の概要について説明されています。ヘッダーファイル <dlpi.h> に

は、DLPI 要求が含まれています。詳細は、 dlpi(4) を参照してください。ヘッダーファイル <dlpi_drv.h> に

は、ネットワークデバイスドライバが DLPI と対話処理を行うために必要となる定義が含まれています。詳細

は、 dlpi_drv(4) を参照してください。

著者
<dlpi_ext.h> は、HPによって開発されました。

参照
dlpi(4)、 dlpi_drv(4)、 dlpi(7)、 lan(7)

『DLPI Programmer’s Guide』2003, Hewlett-Packard

『Driver Development Guide』Hewlett-Packard
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名称
DOSIF − DOS 交換形式の記述

説明
doschmod 、 doscp 、 dosdf 、 dosls 、 dosll 、 dosmkdir 、 dosrm 、 dosrmdir の各コマンドはHP-UX から削

除することが予定されています。 HP-UX ファイルと DOS ファイル間の変換には、 dos2ux と ux2dos を使って

ください。 dos2ux(1) を参照してください。

DOSIF (DOS 交換形式) は、DOS オペレーティングシステムで使われている媒体形式につけられた名前です。

この形式は IBM PC や PC AT、HP Vectra システムで使われているものに基づいています。

1章で説明した DOS ユーティリティ(これ以降 dos*(1) と表します)は、DOSIF ボリュームとのデータの読み書

きのために用意されています。 DOSIF ボリュームから情報を得るには、これらのユーティリティを使用してく

ださい。

dos*(1) ユーティリティは、DOSIF ボリュームの内容と直接やりとりを行うことができる唯一の HP-UX コマン

ドです。 DOSIF ボリュームの内容とやりとりを行う他の方法は、SoftPC や DOS コプロセッサのような、HP-

UX DOS エミュレーションやコプロセッサを使用するものだけです。 mount は DOSIF ボリュームには使用で

きません。オペレーティングシステムが認識しないからです (mount(1) を参照)。

dos*(1) コマンドにファイル名を与えるときは、DOSIF ボリュームの HP-UX パス名で始め、コロン (:) の後ろ

にファイル名を続けます。

device_file: file

または

path_name: file

注記: このファイル命名規約は、 dos*(1) ユーティリティの引き数としてしか使用することができません。他の

すべての HP-UXアプリケーションでは、正当なパス名にはなりません。

*、?、および [ ... ] といったメタキャラクタを、HP-UX および DOS のファイル名を指定するときに使用でき

ます。DOS のファイル名を指定するときには、これらのメタキャラクタを引用符で囲む必要があります。その

理由は、ファイル名がシェルではなく DOS ユーティリティによって展開されるからです。dos*(1) ユーティリ

ティがファイル名を展開するときには、regexp(5) の「パターンマッチングノーテション」に記された方法に従

います。

HP-UX デバイス名にコロンが続き、ファイルまたはディレクトリ名がないとき(例えば /dev/rdsk/c1t1d0: )は、
DOSファイルシステムのルート (/) が仮定されます。

例
HP-UXスペシャルファイル /dev/rdsk/c1t1d0 を通してアクセスされる DOSIF ファイル /dos/ivy を指定

/dev/rdsk/c1t1d0:/dos/ivy

HP-UX ファイル /home/mydir/driveC として保存された DOS ボリュームを通してアクセスされる DOSIF ファ
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イル /math を指定

/home/mydir/driveC:/math

参照
dos2ux(1)、doschmod(1)、doscp(1)、dosdf(1)、dosls(1)、dosmkdir(1)、dosrm(1)
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名称
dp − DDFAソフトウェアおよびTelnetのポート識別機能によって使用される専用ポートファイル

説明
dp ファイルには2つの用途があります。

データ通信およびターミナルコントローラデバイスファイルへのアクセス

dp ファイルはデータ通信ターミナルコントローラによって使用されます。デバイスファイル

アクセス (DDFA)ソフトウェアが、 HP-UXシステムに直接接続されたデバイスと同じ方法で、
HP-UXアプリケーションからターミナルサーバポートをプログラムでアクセス可能にするため

に使用されます。ファイル中には、各設定済みターミナルサーバポート設定に対して1行のエ

ントリーがあります。

dp ファイルには、 DDFA ソフトウェアが指定されたターミナルサーバポートへの送信接続を

セットアップし管理するために必要な情報があります。専用ポートのパーサ (dpp) がファイル

を解析し、ファイルで指定された各送信接続に対して、送信接続デーモン (ocd) を生成しま

す。

Telnetポート識別

dp ファイルは、 Telnet接続の呼び出しポートおよびボードを HPデータ通信およびターミナル

コントローラ (DTC)と識別するのに HP-UX Telnetデーモン (telnetd) によって使用されます。

接続時、ホストはTelnet環境オプションを交渉し、 DTC は接続デバイスのポートおよびボード

番号を戻します。 Telnetd はポートおよびボード番号を、 dp ファイルで以前に設定されてい

るそのデバイスの既知の名前にマップします。

データ通信およびターミナルコントローラデバイスファイルへのアクセス
送信接続の場合、エントリーは以下のフォーマットでなければなりません。

dtc_name board / port pseudonym config_file log_level

各フィールドの詳細を以下に説明します。

Telnetポート識別
dp ファイルをTelnetポート識別機能に合わせて設定するには、デフォルトの /usr/examples/ddfa/dp ファイルを

新しいファイルにコピーしてください。そして、コピーを受信コネクションとして適切な値に設定してくださ

い。 dp ファイルおよび修正済みのポート設定ファイルを入れるディレクトリを作成するようにお勧めしま

す。

この目的のエントリーは以下のフォーマットでなければなりません。

dtc_name board/ port pseudonym

各フィールドの詳細は、以下に示します。
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設定情報
ターミナルサーバポートを指定する3つの方法があります。

• 明示的に IPアドレスを指定する。

• DTCのノード名または IPアドレスを指定し、次にボードとポートを指定する。

• ターミナルサーバのノード名または IP アドレスと、ポートの TCP ポートサービスアドレスを指定

する。

dp ファイルのコメントは、 # 文字で始めることによって追加できます。パーサは # 以降のすべてを無視しま

す。 dp ファイルにおけるフィールドは空白文字で区切られます。

DDFAソフトウェアの詳しい設定方法については、 ddfa(7) を参照してください。

dp ファイルのエントリーのフィールドは以下のとおりです。

dtc_name このフィールドは、アクセスしようとするターミナルサーバのノード名か IPアドレス、ま

たはターミナルサーバにおけるポートの IPアドレスです。ノード名はネームデータベース

で定義しておかなければなりません。

board/ port このフィールドにはターミナルサーバポートのアドレスが入ります。各部分は / 文字で区

切ります。値の先頭に0を詰める必要はありません。ポートアドレスは dpp ではなく、
ocd にチェックされます。 board に有効な値は0から7、 port に有効な値は0から31です (

これらの制限条項は TCPポートサービスアドレスが代わりに指定された場合は適用されま

せん)。

dtc_name フィールドが明示的にターミナルサーバポートのノード名または IP アドレスを

定義する場合は、 board/ port フィールドの値は xx/xx ( X または x を使用してください)で

なければなりません。

フィールドが xx/n 形式で、 n が10進数のときは、 n は TCPポートサービスアドレスであ

ると仮定されます。この値はコネクションが確立されるときに用いられます。

を用いて決められます。
pseudonym このフィールドはシステム and エンドユーザーのアプリケーション、またはそ

の両方に知られた、デバイスファイルの絶対パスです。パス名のデバイスファイル名の部

分は 14 文字までに制限されています。

pc_file_path このフィールドはポート設定ファイルのパスです。 pcf はターミナルサーバポートの設定

情報を持っています。このフィールドは、 dpp がエントリーのデーモンを spawn 生成する

ためのフラグとしてこのフィールドの存在を利用するため、送信接続には必須です。

log_level このフィールドは特定の ocd のロギングレベルで、 /var/adm/syslog に送られるメッセージ

の深刻度を決定します。ログレベル(およびシステムログレベルとの相互の関係)は次のと

おりです。
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0 LOG_CRIT メッセージのみをログします。
1 LOG_CRIT および LOG_ERR メッセージのみをログします。
2 LOG_CRIT、LOG_ERR、および LOG_WARNINGメッセージのみをログします。
3 すべてのメッセージをログします。

これはオプションで、送信接続にのみ指定できます。省略すると、ログレベルは 1 に設定

されます。

例
次は例でファイルエントリーの構文を説明します。

プリンタは IP アドレス 11.234.87.123の DTC のボード3番のポート1番に接続されています。 HP-UX スプーラ

は、デバイスファイル /dev/telnet/lpl_ocdを用いて、ポートに取り付けられたデバイスにアクセスできます。

11.234.87.123 03/01 /dev/telnet/lpl_ocd /usr/examples/ddfa/pcf

プリンタは、 IP アドレス 11.234.87.124 のターミナルサーバポートに接続されています。 board/ port フィール

ドは xx/xx です。ポートにアタッチされたデバイスは、デバイスファイル /dev/telnet/lp2_ocd を使用して HP-UX

スプーラによってアクセス可能です。

11.234.87.124 xx/xx /dev/telnet/lp2_ocd /usr/examples/ddfa/pcf

IPアドレス 11.234.87.215 のターミナルサーバの TCPポートサービスアドレス 5001 でアクセスされるポートに

接続されています。ポートにアタッチされたデバイスは、デバイスファイル /dev/telnet/lp3_ocd を使用して HP-

UXスプーラによってアクセス可能です。

11.234.87.215 xx/5001 /dev/telnet/lp3_ocd /usr/examples/ddfa/pcf

ターミナルは、 IPアドレス 11.234.87.215 を持つ DTC のボード 2 のポート 1 に接続されており、 Telnetポート

識別を使おうとしています。

11.234.87.215 02/01 /dev/telnet/tm02

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、仮名) を表示できるようにするため、仮名はすべ

てディレクトリ /dev/telnet に置かなければなりません。仮名が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。

さらに、( w 、 passwd 、 finger および wall のような) コマンドが正しく動くことを確実にするために、各々

の仮名は、(ディレクトリ接頭辞 /dev/telnet/ を含めて、最初の 17 文字で重複がないようにしなければいけませ

ん。仮名で、最初の 17 文字で重複したものがあると、多くのコマンドの正しい機能は保証されません。

ファイル
/usr/sbin/dpp

/usr/sbin/ocd

/usr/sbin/ocdebug

/var/adm/dpp_login.bin
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/var/adm/utmp.dfa

/usr/examples/ddfa/dp

/usr/examples/ddfa/pcf

参照
dpp(1M), ocd(1M), ocdebug(1M), syslog(3C), pcf(4), ddfa(7).
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名称
efi − Extensible Firmware Interfaceの説明

説明
EFI (Extensible Firmware Interface)は、 HP-UX と Itanium(R)ベース プラットフォーム ファームウェア間のイン

タフェースです。 EFIによってサポートされるファイルシステムは、FATファイルシステムに基づいていま

す。 EFI によって、FAT-32をシステムパーティションに、FAT-12またはFAT-16をリムーバブルメディアに使用

することができます。 Itanium(R)ベース プラットフォームのブート可能なディスクには、システムパーティ

ションが必要です。

ハードディスクの場合、システムパーティションはディスク上の連続したセクタのグループです。ディスク上

では、ハードディスクのセカンドロジカルブロックに存在する EFI パーティションテーブルや、ハードディス

クのファーストセクタに存在するマスターブートレコード(MBR)によって開始セクタとサイズが定義されてい

ます。フロッピーディスクの場合、ディスク全体が1つのパーティションとして定義されます。

システムパーティションには、ディレクトリ、データファイル、および EFI イメージが含まれます。 EFI シス

テムファームウェアは EFI システムパーティション、 EFI ボリュームの \EFI ディレクトリを検索し、ロード

可能な EFI イメージを探し出します。 HP-UXブートローダーは、 EFI イメージの一例です。

HP-UXには、 EFI ユーティリティのセットが含まれています。

efi_fsinit(1M) EFI ボリュームを初期化、つまりヘッダーおよび空ディレクトリ作成します。

efi_cp(1M) EFI ボリュームからのファイルのコピーまたは EFI ボリュームへのファイルのコピーを行いま

す。

efi_mkdir(1M) EFI ボリュームにディレクトリを作成します。

efi_ls(1M) EFI ボリュームの内容を表示します。

efi_rm(1M) EFI ボリュームからファイルを削除します。

efi_rmdir(1M) EFI ボリュームからディレクトリを削除します。

EFI ユーティリティは、 EFI ボリュームの内部構造を認識する HP-UX 内で唯一のユーティリティです。その

他の HP-UX にとって、 EFI システムパーティションは、不特定のデータを含んでいるパーティションに過ぎ

ません。現時点では、 EFI ボリュームを HP-UXにマウントすることはできません。

EFI ボリュームは、 lseek(2) を使用したランダムアクセスをサポートするすべての HP-UX ファイル(通常の

ディスクファイルおよびデバイス特殊ファイル)上に作成することができます。 EFI ボリューム内では、個々

のファイルおよびディレクトリは1～255文字のファイル名によって識別されます。ファイル名には、すべての

英数字(A～Z、a～z、0～9)、およびいくつかの特殊文字(. $ % ’ - _ @ ˜ ‘ ! ( ) + , : ; = # & ? ˆ [ ] { } スペース)を

使用できます。 EFI ファイル名の最初の文字は、スペースを除く任意の有効な EFI 文字です。 2つの EFI 名を

比較する場合、アルファベットの大文字と小文字の違いは認識されません。たとえば、次のファイル名は同一

のものとみなされます。

ABC_file
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abc_file

どちらかが存在する場合、ユーザーは他方を作成することはできません。

ディレクトリは、スラッシュ(/)で区切られた複数のコンポーネントで構成されます。最後のディレクトリコン

ポーネントの末尾には、ファイル名と分割するために、スラッシュを指定しなければなりません。 2つの特殊

なディレクトリコンポーネント(.)および(..)があります。それぞれ、他のファイルシステムと同じように、現在

のディレクトリおよび親ディレクトリを表します。

参照
efi_cp(1M)、efi_fsinit(1M)、efi_ls(1M)、efi_mkdir(1M)、efi_rm(1M)、efi_rmdir(1M)
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名称
exports, xtab − NFSクライアントにエクスポートするディレクトリ

構文
/etc/exports

/etc/xtab

説明
/etc/exports ファイルには、NFS クライアントにエクスポートできるディレクトリを記述します。システム管理

者はテキストエディタを用いてこのファイルを作成します。マウント要求を受け取ると、 mountd は毎回この

ファイルを処理します (mountd(1M) を参照)。

/etc/exports は exportfs コマンドによって自動的に読み込まれます (exportfs(1M) を参照)。このファイルを変更

したときは、デーモンの操作がその変更を反映するように、 exportfs を実行しなければなりません (exportfs

-a)。

ブート時にこのファイルが存在する場合、 /sbin/init.d/nfs.server スクリプトは exportfs コマンドを実行し、

ファイル内にリストされたファイルシステムをエクスポートします。

/etc/xtab は、現在エクスポートされているディレクトリのエントリーからなります。このファイルをプログラ

ムからアクセスするには、 getexportent 以外は使用しないでくださいこのファイルからエントリーを取り除く

には、 exportfs -u を使用してください。

各ディレクトリのエントリーは、次は形式の1行からなります。

directory - option[, option ] ...

ここで directory はディレクトリ (またはファイル) のパス名です。

options は次は値と形式をとります。

ro ディレクトリを読み取り専用でエクスポートします。指定されないときは、ディレクトリ

は読み書き用でエクスポートされます。 ro オプションと rw オプションは、同じエクス

ポート行に指定することはできません。

rw=hostname[:hostname]...

ディレクトリを主として読み取り専用でエクスポートします。主として読み取り専用と

は、ほとんどのマシンに対しては読み取り専用で、指定されたマシンには読み書き用でエ

クスポートすることを意味します。 ro と rw のいずれも指定しない場合、ディレクトリは

すべてのマシンに読み書き用でエクスポートされます。 ro オプションと rw オプション

は、同じエクスポート行に指定することはできません。 hostname は256個まで指定できま

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

は完全修飾のDNS名にしなければなりません。現在、HP-UXは完全修飾でないホスト名と

照合していますが、これはHP独自の機能なので、HP-UX の今後のリリースでは廃止される

予定です。
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anon=uid 未知のユーザーからの要求が来たときに、 uid を実効ユーザーIDとして用います。 注記:

以下の root オプションがないときは、NFS サーバはルートユーザー (uid 0) を常に「未知」

と考えます。

このオプションのデフォルト値は -2 です。匿名アクセスを使用不可にするには、 anon を
-1 に設定します。

root=hostname[:hostname]...

hostname で指定したホストからのルートユーザーだけに、ルートアクセスを許します。デ

フォルトでは、どのホストにもルートアクセスが許されません。 hostname は256個まで指

定できます。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、以

下に示した access_list の基準のいずれかにも従っていなければなりません。 hostname は
256個まで指定できます。 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のDNS名で指定しなければなりません。現在、HP-UXは

完全修飾でないホスト名を照合していますが、これはHP独自の機能なので、HP-UX の今後

のリリースでは廃止される予定です。

access=[access_list][:access_list]...

リストされた各 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。

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

ホストの名前。 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のDNS名にしなければなりません。現在、
HP-UXは完全修飾でないホスト名の照合も許しています。これはHP独自の機能

なので、HP-UXの今後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、ネットグループ内のホスト名は完全修

飾のDNS名に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アドレスに変換しなければなりません。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" を指定する必要

があります。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。
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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

解決されたホストと一致させるために使用できます。

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、前にアット記号 (@) 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、 getnetbyname 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。

ネットワークの接頭辞は、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ネットマスクを想定しています。ネットワークの接尾

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、リストの末尾に達する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。ホスト名に接頭辞を付けていて、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。

async async を指定すると、NFS サーバ上で非同期の書き込みを行うので、NFS サーバの書き込

みパフォーマンスが向上します。 async オプションは、ファイルシステム名の後ろならコ

マンド行のどこででも指定することができます。このオプションを使用する前には、以下

の警告の項を参照してください。

# ファイル中のどこでも # 文字はコメントの開始を示します。コメントは行末までです。

ディレクトリ名に名前のリストが指定されていない場合は、すべてのマシンにそのディレクトリのマ

ウントが許可されます。
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/etc/exports は、ファイルシステムと、 access_lists または各ファイルシステムをリモートでマウントできるマ

シン名のリストを含みます。ファイルシステム名は左詰めで、空白で区切られた名前のリストがそれに続きま

す。名前のリストを伴わないファイルシステム名は、すべてのマシンに使用可能なファイルシステムであるこ

とを意味します。

ファイル中のどこでも # 文字はコメントの開始を示します。コメントは行末までです。

例
/usr/games cocoa fudge # export to only these machines

/usr -access=clients # export to my clients

/usr/local # export to the world

/usr2 -access=bison:deer:pup # export to only these machines

/var/adm -root=bison:deer # give root access only to these

/usr/new -anon=0 # give all machines root access

/usr/temp -rw=ram:alligator # export read-write only to these

/usr/bin -ro # export read-only to everyone

/usr/stuff -access=bear,anon=-2,ro # several options on one line

/usr/subnet -access=@mysubnet #use mysubent in /etc/networks

/usr/subnet1 -access=@192.5 #clients must be in the 192.5.0.0 subnet

/usr/domain -access=.myd.myc.com #clients must be in .myd.myc.com

/usr/restrict -access=-host1.myd.myc.com:sales

# disallow -host1 in the sales netgroup.

警告
async オプションを使った場合、報告されないデータ紛失の起こる可能性があるのは書き込み時だけであり、

書き込み応答がクライアントに送られた後で NFS サーバに異常が起こったときだけです。具体的には、サー

バのディスクのキューに入っていて、ディスクにまだ書き込まれていないブロックは、失われる可能性があり

ます。

エクスポートされているディレクトリと同じファイルシステム中にある親ディレクトリまたはサブディレクト

リはエクスポートできません。例えば、 /usr と /usr/local ディレクトリが同じディスクパーティションに置か

れているときは、両方のディレクトリをエクスポートすることはできません。

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

ファイル
/etc/exports 静的エクスポート情報

/etc/xtab エクスポートされたディレクトリの現在の状態

/etc/hosts ホスト名のリスト
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/etc/netgroup ネットワークグループのリスト

/etc/networks ネットワーク情報

/sbin/init.d/nfs.server exportfsコマンドを実行するスクリプト

参照
exportfs(1M), mountd(1M), nfsd(1M), hosts(4), netgroup(4), networks(4)
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名称
fspec −テキストファイル中のフォーマット仕様

説明
HP-UX システム上のテキストファイルを標準外のタブにしておくと都合のいい場合があります (標準外のタブ

とは、8 カラムごとに設定されていないタブのことです)。一般に、そのようなファイルは、 HP-UX システム

コマンドで処理する前に (たいていは、すべてのタブを適切な数のスペースで置き換えることによって) 標準

フォーマットに変換する必要があります。フォーマット仕様はテキストファイルの最初の行にあり、ファイル

の残りの部分でタブをどのように展開するかを指定します。

フォーマット仕様は、空白で区切られたパラメータの並びで、 <: および :> で囲まれています。各パラメータ

はキーとなる文字で、値がその直後に続く場合もあります。次はパラメータが認識されます。

ttabs t パラメータは、そのファイルのタブ設定を指定します。 tabs の値は、次はどれか1

つでなければなりません。

1. カンマで区切られたカラム数のリスト。タブをそのカラムに設定することを示し

ます。

2. - の直後に整数 n。 n カラム間隔のタブを示します。

3. - の直後に「あらかじめ準備された」タブ仕様の名前

標準のタブは、 t-8 で指定できます。また、 t1, 9, 17, 25 などとしても同じです。認識

される、あらかじめ準備されたタブは、 tabs コマンド (tabs(1) を参照) で定義されま

す。

ssize s パラメータは行の長さの最大値を指定します。 size の値は整数でなければなりませ

ん。長さのチェックは、タブを展開した後で、ただし、行の先頭に余白を挿入する前

に行います。

mmargin m パラメータは、各行の先頭に挿入されるスペースの数を指定します。 margin の値

は整数でなければなりません。

d d パラメータは値を持ちません。これが存在すると、フォーマット仕様を含む行は、

変換後のファイルから削除されます。

e e パラメータは値を持ちません。これが存在すると、現在のフォーマットは、その

ファイル中で別のフォーマット指定に出会うまでの間だけ有効です。

(パラメータが与えられない場合を仮定して)デフォルト値は t-8 および m0 です。 s パラメータが指定されな

ければ、長さのチェックは行いません。ファイルの最初の行にフォーマット仕様がないときは、上のデフォル

トがファイル全体に仮定されます。フォーマット仕様の行の例を次に示します。

* <:t5,10,15 s72:> *

フォーマット仕様をコメントとして隠すことができるときは、 d パラメータをつける必要はありません。
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いくつかの HP-UX システムコマンドは、ファイルに対するフォーマット仕様を正確に解釈します。その中の
ed は、他の HP-UX システムコマンドに受け入れ可能な標準フォーマットにファイルを変換するために使用す

ることができます。

参照
ed(1), newform(1), tabs(1)
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名称
fstab −ファイルシステムについての静的情報

構文
#include <fstab.h>

説明
fstab は、 /etc ディレクトリに常駐する ASCIIファイルです。プログラムはこのファイルを読み取ることはでき

ますが、このファイルにデータを追加したり、変更したりすることはできません。システム管理者は、この

ファイルの作成および保守を適正に行う責任があります。

/etc/fstab には、マウント可能なファイルシステムエントリーのリストが含まれています。1行に 1つのファイ

ルシステムエントリーがあり、各エントリーは、1つまたは複数の空白またはタブで区切られたフィールドで

構成されます。

/etc/fstab 内のエントリーの順序は、パス番号フィールドがないエントリーの場合に限り、重要です。 fsck

は、パス番号のあるエントリーのチェックが終わってから、パス番号のないエントリーを、リストされている

順に調べるからです (fsck(1M) を参照)。

各ファイルシステムエントリーには、デバイス特殊ファイルが必ず含まれていなければなりません。さらに、

次のすべてのフィールドが次の順序で含まれてもかまいません。

ディレクトリ

タイプ

オプション

バックアップ頻度
(パラレル
fsck

に対する)

パス番号

コメント

フィールド位置を正しく認識するために、デバイス特殊ファイル名より後ろに 1つでもフィールドがある場合

には、上記のすべてのフィールドを上記の順序で設定しなければなりません。

このファイルのエントリーは、 getmntent() を使用してアクセスされます (getmntent(3X) を参照)。

フィールド間は空白文字で区切られ、エントリーまたはフィールド中で最初の空白以外の文字としての # はコ

メントを示します。

デバイス特殊ファイル ブロック型デバイス特殊ファイル名です。 fsck、mount、swapon、crashconf、およ

びその他のコマンドが、ファイルシステムが常駐する記憶装置の位置を識別するため

にこのフィールドを使用します。

ディレクトリ デバイス特殊ファイルに対応する、マウントされているファイルシステムのルート名

です。タイプが swapfs の場合には、ディレクトリはファイルシステム内のどのディ

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 4-81



fstab(4) fstab(4)

レクトリ名でもかまいません。1つのファイルシステムについて 1つのディレクトリだ

けを指定してください。ディレクトリは既存のディレクトリの絶対パス名でなければ

なりません。

タイプ swap、 swapfs、dump、 ignore、またはファイルシステム タイプ (例えば、 hfs、
vxfs、cdfs、nfs、または lofs) を設定できます。

タイプが swap の場合には、swapon コマンドにより、 デバイス特殊ファイルをス

ワップスペースの 1 領域として使用できます (swapon(1M) を参照 )。オプション

フィールドは有効です。 swap エントリーの場合、ディレクトリ、パス番号、および

バックアップ頻度のフィールドは無視されます。

タイプが swapfs の場合には、ディレクトリが常駐するファイルシステムを swapon コ

マンドによるスワップスペースの 1 領域として使用できるようになります。オプショ

ンフィールドは有効です。 swapfs エントリーの場合、デバイス特殊ファイル、パス番

号、およびバックアップ頻度のフィールドは無視されます。

タイプが dumpの場合には、 crashconfコマンドにより、(crashconf (1M) を参照) デバ

イス特殊ファイルをシステムクラッシュダンプ用の 1 領域として使用できます。
dumpエントリーの場合、 オプション、 ディレクトリ、 パス番号および バックアッ

プ頻度のフィールドは無視されます。

タイプが ignore としてマークされたエントリーは、すべてのコマンドで無視されるの

で、未使用のセクションをマークするためにこのタイプを使用できます。 タイプが
ignore、dump、swap、または swapfs のいずれかとして指定されたエントリーは、
mount および fsck コマンドによって無視されます (mount(1M) および fsck(1M) を参

照)。なお、 fsck は、タイプが cdfs、nfs、または lofs として指定されたエントリーも

無視します。

オプション mount(1M) や swapon(1M) で紹介されているような、コンマで区切られたオプション

キーワードのリストです。使用されるキーワードは、 タイプに指定されているパラ

メータにより異なります。

バックアップ頻度 今後開発される可能性のあるバックアップユーティリティーで使用するために用意さ

れています。

パス番号 fsck コマンドがファイルシステムのチェックを行う順序を決めるために使用します。

ルートファイルシステムのパス番号には 1 を指定し、その他のファイルシステムのパ

ス番号には 1 より大きい数を指定して、ルートファイルシステムが必ず最初にチェッ

クされるようにしてください (fsck コマンドは、パス番号が 0 のファイルシステムを

無視します)。

1つのドライブ内のファイルシステムには、それぞれ異なるパス番号を割り当てなけ

ればなりませんが、異なるドライブ上にあるファイルシステムは、ハードウェアで使
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用可能な並行処理を活用して、同じパス上でチェックすることができます。 fsck は、

パス番号のあるファイルシステムをすべてチェックした後で、パス番号のないファイ

ルシステムを順次チェックします。

コメント # 文字で始まり改行文字で終わる任意指定のフィールドです。パス番号のフィールド

の直後からコメントのフィールドの直前まで (コメントがある場合)、または改行の直

前まで (コメントがない場合) のスペースは、将来の使用のために残してあります。

/etc/fstab中のデバイス特殊ファイルフィールドの数には制限はありません。

ネットワーク機能
NFS

タイプのフィールドが nfs の場合には、リモートの NFSファイルシステムを示します。 NFSファイルシステム

の場合には、デバイス特殊ファイルには、サーバマシン名の後ろに ":"、さらに、サーバマシン上で提供される

ディレクトリのパスを指定してください。 NFS エントリーの場合、パス番号、およびバックアップ頻度の

フィールドは無視されます。

例
典型的な /etc/fstabエントリーの例を紹介します。

デフォルトのマウントオプションを使用して、(バックアップ頻度 0) fsck パス 2 の HFS ファイルシステムを
/home に追加する。

/dev/dsk/c0t6d0 /home hfs defaults 0 2 # /homeディスク

デフォルトのオプションを使用して、LVM を使用して管理されているシステムに swap デバイスを追加する (

ディレクトリフィールド (/) は、たとえ無視されるとしても空ではいけないことに注意してください)。

/dev/vg01/lv10 / swap defaults 0 0 #スワップデバイス

全体ディスクレイアウトをインプリメントしているシステム上にスワップデバイスを追加して、ファイルシス

テムの終端の後ろのスペース (オプション=end) を使用する。

/dev/dsk/c0t5d0 / swap end 0 0 #デバイスの終端でスワップする

ファイルシステムのスワップスペースを、 /swap ディレクトリを含むファイルシステムに追加する。タイプは
swapfs で、オプションとして min=10、lim=4500、res=100、および pri=0 を設定する (オプションについての

説明は、 swapon(1M) を参照)。デバイスフィールドは無視されるが空ではいけない。

default /swap swapfs min=10,lim=4500,res=100,pri=0 0 0

(ファイルシステムスワップとデバイススワップの両方を提供するデバイスの場合には、ファイルシステムエ

ントリーとスワップエントリーの両方が必要なことに注意してください。)

システムがクラッシュした場合にダンプ領域としてデバイスを使用する。ディレクトリフィールドは

無視されるが空ではいけない。
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/dev/dsk/c0t5d0 / dump defaults 0 0

(ファイルシステムスワップとデバイススワップの両方を提供するデバイスの場合には、ファイルシス

テムエントリーとスワップエントリーの両方が必要なことに注意してください。)

制約
NFS

次に、 NFSファイルシステムをサポートするシステム用に NFSファイルシステムをマウントする例を紹介しま

す。

server:/mnt /mnt nfs rw,hard 0 0 #サーバからマウントする

著者
fstab は、HP、AT&T、Sun Microsystems, Inc.、およびカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/etc/fstab

/usr/include/fstab.h

参照
fsck(1M), mount(1M), swapon(1M), crashconf(1M), getfsent(3X), getmntent(3X), mnttab(4)
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名称
fs_vxfs − VxFS ファイルシステムボリュームのフォーマット

構文
#include <sys/types.h>

#include <sys/param.h>

#include <sys/fs/vx_fs.h>

説明
VxFS スーパーブロックの位置は常に固定で、ファイルシステムの開始位置からのオフセットが 8192 バイトの

位置から開始します。スーパーブロックの位置が固定されていることで、各種システムユーティリティがその

位置を特定できるようになっています。

スーパーブロックフィールドには、以下のような基本的なサイズとオフセットの情報が含まれています。

fs_bsize ファイルシステムのブロックサイズ。VxFS でサポートされているブロックサイズ

は、 1024 バイト、2048 バイト、4096 バイト、8192 バイトの４種類です。デフォ

ルトのブロックサイズは、作成時のファイルシステムのサイズによって異なりま

す。個々の値についての詳細は、 mkfs_vxfs(1M) の bsize オプションを参照してく

ださい。

fs_ctime ファイルシステムの作成日時。時刻は time() システムコールによって取得されま

す。

fs_defiextsize 間接データエクステントのデフォルトのサイズ (ブロック数)。現行ではデフォル

トで 64 に設定されています。

fs_dsize ファイルシステム内のデータブロックの数。データブロックは、ファイルシステ

ム内の１ファイルに割り当てられるブロックです。

fs_ectime ファイルシステムの作成日時をさらに詳細にする場合の、インスタンス内のプ

レースホルダー。現行ではゼロに設定されています。

fs_immedlen 各 i ノード内の即値データ領域のサイズ (バイト数)。現行では 96 に設定されてい

ます。

fs_logend 最後のログ領域ブロックのブロックアドレス。ログ領域のサイズは mkfs コマンド

を使用して指定することができます。指定しない場合、8MB より小さいサイズの

ファイルシステムでは 256 ブロック、8MB ～ 512MB のファイルシステムでは
1024 ブロック、512MB より大きいファイルシステムでは 16384 ブロックが、それ

ぞれデフォルトとして使用されます。小さいサイズのファイルシステムでは、領

域の浪費を避けるためにデフォルト値が小さくなっています。

fs_logstart 最初のログ領域ブロックのブロックアドレス。現行では 2 に設定されています。
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fs_magic ファイルシステムのマジック番号 (VX_MAGIC)。この番号によって、ファイルシ

ステムが VxFS ファイルシステムタイプであることがわかります。

fs_nau ファイルシステム割り当て単位の数。

fs_ndaddr VX_EXT4 マッピングタイプによってサポートされている直接エクステントの数 (i

ノードリストに関する説明の項を参照)。現行では 10 に設定されています。

fs_size ファイルシステム内の、サイズが fs_bsize であるブロックの数。 fs_size は符号な

しの 32 ビットの数字であるため、VxFS ファイルシステム内におけるブロックの

最大数は 32 ビットに制限されます。

fs_version ファイルシステムのディスクレイアウトのバージョン番号 (VX_VERSION) です。

上記のフィールドは、ファイルシステムのサイズと構成を定義するフィールドです。ユーティリティ内で実行

される計算を少なくするために、一部の値は、基本の値から算出されてスーパーブロック内に保存されます。

スーパーブロックには、以下のような算出されたオフセットが含まれます。

fs_aublocks 割り当て単位内のデータブロックの数です。

fs_aufirst 最初の割り当て単位のアドレス (ブロック数)。インテントログの終わりと最初の

割り当て単位との間にギャップができる場合があります。このギャップは、最初

の割り当て単位を希望の境界に整列させる目的で使用されます。

fs_auemlen 空きエクステントマップの長さ (ブロック数) です。

fs_aulen １つの割り当て単位の長さ (ブロック数) です。

fs_aupad 割り当て単位の配置パディングの長さ (ブロック数) です。

fs_bmask オフセットを最も近い小さい方のブロック境界に丸めるマスク値 (byte_offset およ

び fs_bmask) です。

fs_boffmask 最も近い小さい方のブロック境界の開始位置からオフセットを行わせるマスク値
(byte_offsetおよび fs_boffmask) です。

fs_bshift ２を底とする fs_bsize の対数。バイトオフセットをブロックオフセットに変換する

ために使用します。

fs_bstart 割り当て単位の開始位置からの最初のデータブロックのオフセット (ブロック

数)。割り当て単位ヘッダーには、最初のデータブロックを特定の境界に配置する

ためのパディングが含まれます。

fs_checksum 上記のフィールドのチェックサム。マクロ VX_FSCHECKSUM は、チェックサム

の確認または計算を行います。

fs_emap 割り当て単位の開始位置からの空きエクステントマップ (emap) のオフセット (ブ

ロック数) です。
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fs_fbstart ファイルシステムの開始位置からの最初のデータブロックのオフセット (ブロック

数) です。

fs_femap ファイルシステムの開始位置からの最初の空きエクステントマップ (emap) のオフ

セット (ブロック数) です。

fs_fimap ファイルシステムの開始位置からの最初の空き i ノードマップ (imap) のオフセッ

ト (ブロック数) です。

fs_iaddrlen 間接アドレスブロックのサイズ (ブロック数)。間接アドレスブロックは 8K バイ

トです。このフィールドは、(8K / fs_bsize)に設定されます。

fs_imap 割り当て単位の開始位置からの空き i ノードマップ (imap) のオフセット (ブロック

数) です。

fs_inopau 割り当て単位内の i ノードの数です。

fs_inopb i ノードリスト内の fs_bsize ブロックごとの i ノードエントリの数。現行では、
VxFS の i ノードは 256 バイト長です。

fs_inoshift ２を底とする fs_inopb の対数。 i ノード番号を i ノードリスト内のブロックオフ

セットに変換するために使用します。

fs_maxtier ２を底とする fs_aublocks の対数です。

fs_nindir 間接アドレスエクステント内のエントリの数。現行では、間接アドレスエクステ

ントの長さは 8192 バイトであるため、 fs_nindir の値は 2048 になっています。

上記のフィールドは、ファイルシステムの作成時に初期化され、ファイルシステムをサイズ変更しない限り変

更されません。これらのフィールドは各割り当て単位ヘッダー内に複製されます。

以下は、動的な追加フィールドです。

fs_clean ファイルシステムが読み取り/書き込みアクセス用にマウントされているときは、
VX_DIRTY に設定されます。 umount の実行時や fsck が正常終了したときは、
VX_CLEAN に設定されます。 fs_clean フィールドが VX_CLEAN に設定されてい

ない限り、そのファイルシステムを読み取り/書き込みアクセス用にマウントする

ことはできません。

fs_efree ファイルシステム内の各エクステントサイズの空きエクステントの現在数の配列

です。

fs_firstlogid ファイルシステムがマウントされたときの初期のログ ID です。

fs_flags 以下のフラグが認識されます。

VX_FULLFSCK ファイルシステムをエラーから復旧させるために、フル構

造チェックが必要である場合に設定されます。このフラグ

が設定されている場合は、再生復旧が完了した後にフル
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チェックが実行されます。

VX_NOLOG ファイルシステムが VX_MS_NOLOG オプションを使用し

てマウントされたときに設定されます。このフラグが設定

されている場合は、ログ再生復旧は実行されません。

VX_LOGBAD I/O エラーによってログが無効とされたときに設定されま

す。このフラグが設定されている場合は、ログ再生復旧は

実行されません。

VX_LOGRESET ログ ID が VX_MAXLOGID ( 2ˆ30 ) よりも大きくなった場

合に設定されます。ログ ID は次回の適切なタイミング (マ

ウントやシステム同期など) でリセットされます。

VX_RESIZE ファイルシステムのサイズ変更が処理中であるときに設定

されます。 fsck は、このフラグを検出すると、サイズ変更

復旧を実行します。ファイルシステムの拡張についての詳

細は、 fsadm_vxfs(1M) を参照してください。

VX_UPGRADING ファイルシステムアップグレードが処理中であるときに設

定されます。 fsck は、このフラグを検出すると、アップグ

レード復旧を実行します。

fs_fname ファイルシステム名 (6 バイト) です。

fs_fpack ファイルシステムパックラベル (6 バイト) です。

fs_free 空きデータブロックの数です。

fs_logversion ログフォーマットのバージョン番号。ログ再生を実行する fsck が、カーネルに

よって書き込まれたログフォーマットを理解できることを確認するために、マウ

ントのたびにカーネルによって設定されます。

ログフォーマットは各リリースごとに変更される可能性があるため、新しいリ

リースにアップグレードする場合は、すべてのファイルシステムをクリーンにす

る必要があります。

fs_mod マウントされたファイルシステムが変更されると必ず設定されます。同期処理の

実行時にスーパーブロックの再書き込みが必要かどうかを表します。

fs_reserved 将来のリリースでの使用のために確保されているフィールドです。

fs_time スーパーブロックを最後にディスクに書き込んだ時刻を、1970 年 1 月 1 日 (グリ

ニッジ標準時) から経過した秒およびマイクロ秒の数字で表します。

以下のフィールドは、VxFS バージョン２以降のディスクレイアウトで必要になります。これらのフィールド

はファイルシステムの作成時に設定され、その後は変更されません。また、これらのフィールドは各割り当て

Section 4-88 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



fs_vxfs(4) fs_vxfs(4)

単位ヘッダー内に複製されます。

fs_checksum2 フィールドのチェックサムです。

fs_dinosize ディスク i ノードのサイズ (バイト数)。現行では 256 バイトです。

fs_dniaddr 各 i ノードの間接アドレスレベルの数です。

fs_iauimlen i ノード割り当て単位内の空き i ノードマップの長さ (ブロック数) です。

fs_iausize i ノード割り当て単位のサイズ (ブロック数) です。

fs_oltsize fs_oltext がポイントするオブジェクト配置テーブルエクステントのサイズ (ブロッ

ク数) です。

fs_oltext ２つのエクステントアドレスの配列。これらのエクステントアドレスは、最初の

オブジェクト配置テーブルエクステントの２つの複製コピーをポイントします。

参照
fsadm(1M)、 fsadm_vxfs(1M)、 fsck(1M)、 fsdb(1M)、 mkfs(1M)、 mount(2)、 time(2)、 inode_vxfs(4)
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名称
ftpaccess − ftpd構成ファイル

構文
/etc/ftpd/ftpaccess

説明
/etc/ftpd/ftpaccess ファイルは、 ftpd コマンドが行う処理を設定するために使用します (ftpd(1M) を参照してく

ださい)。

アクセス機能
autogroup groupname class [ class ... ]

anonymous ユーザーがいずれかの class のメンバーである場合、ftp サーバーは groupname に対して
setgid() を実行します。これにより、anonymous ユーザーの特定のクラスに対して、グループおよび所

有者の読み取り専用のファイルおよびディレクトリへのアクセスが許可されます。 groupname は、
/etc/group (または getgrent() ライブラリルーチンが使用する任意のメカニズム) からの有効なグループ

です。 getgrent(3C) を参照してください。

class class typelist addrglob [ addrglob ... ]

ユーザーの class を、 addrglob 形式のソースアドレスとともに定義します。 class には複数のメンバー

を定義できます。複数の class コマンドで、クラスの追加のメンバーを定義することもできます。現在

のセッションに複数の class コマンドを適用する場合、アクセスファイルにリストされている最初のコ

マンドが使用されます。ホストに対して有効なクラスを定義しないと、アクセスが拒否されます。
typelist には、 anonymous、 guest、 real のいずれかのキーワードをコンマで区切って指定します。

キーワード real が含まれている場合、そのクラスは、 FTP を使用して実際のアカウントにアクセスす

るユーザーと一致します。 anonymous キーワードが含まれる場合、そのクラスは anonymous FTP を使

用するユーザーと一致します。 guest キーワードは、guest のアクセスアカウントと一致します (詳細

は、以下の guestgroup を参照してください)。

addrglob には、グロビングされたドメイン名またはグロビングされた数値アドレスを指定できます。
addrglob は、複数指定できます。 addrglob を複数指定する場合、複雑な記述を避けるために、すべて

の addrglob を 1 つのファイルに記述し、このファイルのパスを指定することができます。

addrglob の前に、感嘆符記号 (!) をつけると、テストは行われません。たとえば、次のように指定する

と、 example.com ドメインの外にいる real ユーザーはクラス rmtuser として分類されます。

class rmtuser real !*.example.com

このオプションは注意して使ってください。テストの結果は、同じ行にあるすべてのテスト結果の論

理和で表されます。

deny addrglob message_file
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addrglob と一致するホストへのアクセスを常に拒否します。アクセスを拒否されたホストに、 mes-

sage_file の拒否メッセージが表示されます。 addrglob は !nameserved を指定して、稼働しているネー

ムサーバーがないサイトへのアクセスを拒否することができます。また、 address:netmask や
address/cidr といった形式のファイル名や、先頭にスラッシュを置いてアドレスグロブを含めたファイ

ル名も指定することができます。

guestgroup groupname [ groupname ... ]

guestuser username [ username ... ]

realgroup groupname [ groupname ... ]

realuser username [ username ... ]

guestgroup の real ユーザーが、いずれかの groupname のメンバーである場合、セッションは anony-

mous FTP の場合とまったく同じように設定されます。つまり、 chroot() が実行され、ユーザーは
USER および PASS コマンドを発行することができなくなります。 groupname は、 /etc/group (または
getgrent()ライブラリルーチンが使用する任意のメカニズム) からの有効なグループです。

ユーザーのホームディレクトリは、anonymous FTP の場合とまったく同じように正しく設定しなけれ

ばなりません。passwd エントリーのホームディレクトリのフィールドは 2 つのディレクトリに分かれ

ます。最初のフィールドは、 chroot() 呼び出しの引き数となるルートディレクトリです。2 番目の

フィールドは、ルートディレクトリに相対的なユーザーのホームディレクトリです。この 2 つは /./ で

区切られます。

例:

/etc/passwd ファイルに以下のサンプルエントリーがあるとします。

guest1:<passwd>:100:92:Guest Account:/ftp/./incoming:/etc/ftponly

guest1 が正常にログインすると、ftp サーバーは chroot (/ftp) を実行してから chdir (/incoming) を実行

します。guest ユーザーは、anonymous FTP ユーザーと同じように、 /ftp (このディレクトリは、 guest1

にとっては、 / のように動作します) の下のディレクトリ構造だけをアクセスできます。

グループ名は、名前または数値 ID で指定できます。数値 ID を使う場合は、数値の前に % を付けま

す。範囲指定も可能です。すべてのグループを指定するときは、アスタリスク (*) を使います。

guestuser は、ユーザー名 (または数値 ID)を使うことを除けば、 guestgroup と同じ働きをします。

realuser と realgroup の構文は、それぞれ guestuser と guestgroup の構文と同じですが、その効果は反

対です。つまり、リモートユーザーが guest であると分かると、real ユーザーと同じアクセスを許可し

ます。たとえば、

guestuser *

realgroup admin

と指定すると、real ユーザーと同じアクセスが許可された管理者グループのユーザーを除いて、他の非
anonymous ユーザーはすべて、guest として扱われます。
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nice nice-delta [ class ]

リモートユーザーの属するクラスが class である場合、ftpd サーバープロセスの nice 値を、指定した
nice-delta の値で調整します。 class を指定しないと、ftpd サーバープロセスの nice 値を調整するデ

フォルトの値として、 nice-delta が使われます。ただし、このデフォルト調整値は、ftpaccessファイル

にクラス固有の nice 指令が定義されていないクラスのユーザーに対して、サーバープロセスの nice 値

を調整するときにだけ使われます。

defumask umask [ class ]

リモートユーザーの属するクラスが class である場合に、デーモンの作成するファイルに適用する
umask を設定します。 class を指定しないと、 umask の指定されていないクラスに対して、この umask

がデフォルトとして使われます。

keepalive { yes|no }

データソケットに対して、TCP の SO_KEEPALIVE オプションを設定します。 keepalive は、ネット

ワークの切断を制御するために使われます。 yes を指定すると、TCP の SO_KEEPALIVE オプション

が設定されます。 no を指定した場合の動作は、システムのデフォルト設定値に依存します ( (ndd(1M)

を参照)。

注記: ネットワークトラフィックを接続状態にしておくために、 keepalive は yes に設定することをお

勧めします。

timeout accept [ seconds ]

timeout connect [ seconds ]

timeout data [ seconds ]

timeout idle [ seconds ]

timeout maxidle [ seconds ]

timeout RFC931 [ seconds ]

以下に示すタイムアウトの値を設定します。

accept [seconds] (デフォルトは 120 秒)。デーモンが受信 (PASV) データ接続を待つ際の時間を指定しま

す。

connect [seconds] (デフォルトは 120 秒)。デーモンが送信 (PORT) データ接続の確立を待つ時間を指定

します。この値によって、接続をどのように試みるかが決まります。デーモンは、接続を完全にあき

らめるまでに、接続の試みと休止状態を何回か繰り返します。

data [seconds] (デフォルトは 120 秒)。デーモンがデータ接続上で何らかの活動が発生するのを待つ時

間を指定します。リモートクライアントが低速リンクで接続されている可能性や、クライアントの

キューにデータがほとんどない可能性もあるので、この値は大きく設定するようお勧めします。

idle [seconds] (デフォルトは 900 秒)。デーモンが次のコマンドを待つ時間を指定します。 ftpd の -t オ

プションを使えば、デフォルト値 (900 秒) 以外の値を使うことができます。 ( ftpd(1M) を参照)。 idle
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を指定すると、デフォルト値と ftpd の -t オプションを使って設定した値の両方より、この値が優先し

て使われます。リモートクライアントは、SITE IDLE ftpd コマンドを使うことで、より大きなアイド

ルタイムアウト値を設定できます。

maxidle [seconds] (デフォルトは 1200 秒)。アイドルタイムアウトの最大時間 (秒数) を設定します。
ftpd の -T オプションで値を指定すれば、デフォルト (1200 秒 ) 以外の値を使うことができます (

(ftpd(1M) を参照)。 maxidle を指定すると、デフォルト値と ftpd の -T オプションを使って設定した値

の両方より、この値が優先して使われます。

RFC931 [seconds] (デフォルトは 10 秒)。 RFC931 (認証/識別) 全体に対するデーモンの最大許容時間を

指定します。この値をゼロ (0) 秒に設定すると、デーモンはこのプロトコルを使えません。RFC931 を

使って取得される情報はシステムログに記録されるだけで、どの認証でも実際には使われません。

file-limit [ raw ] { in|out|total } count [ class ]

指定した class のユーザーが転送できるデータファイルの最大数を (count) に制限します。この制限値

は、 in (受信)、 out (送信)、または total (送受信の合計) ごとに設定できます。 class を設定しない

と、制限値の指定されていないクラスに対して、この制限値が使われます。オプションの raw パラ

メータを指定すると、データファイルを含めたすべてのトラフィックに制限値が適用されます。

data-limit [ raw ] { in|out|total } count [ class ]

指定したクラスのユーザーが転送できるデータの最大バイト数を制限します。この制限値は、 in (受

信)、 out (送信)、または total (送受信の合計) ごとにに設定できます。 class を設定しないと、制限値

の指定されていないクラスに対して、この制限値が使われます。オプションの raw パラメータを指定

すると、データファイルを含めたすべてのトラフィックに制限値が適用されます。

limit-time { *|anonymous|guest } minutes

セッションの合計時間を制限します。特に指定しなければ、制限はありません。 real ユーザーは制限

されません。

guestserver [ hostname ] ...

anonymous または guest のアクセスに使うホストを制御します。 hostname を指定しないで設定する

と、このサイトにアクセスしようとする anonymous または guest が、すべて拒否されます。複数の
hostname を指定できます。 anonymous または guest のアクセスは、指定したコンピュータに対してだ

け許可されます。アクセスが拒否されたユーザーは、指定したリストの先頭にある hostname へアクセ

スするかどうかを尋ねられます。

limit class n times message_file

指定された times に、 class のユーザー数を n に制限し、ユーザーがアクセスを拒否された場合には
message_file を表示します。制限チェックはログイン時にのみ実行されます。現在のセッションに複数

の limit コマンドが適用される場合、最初に適用可能なコマンドが使用されます。 -1 のように、有効

な制限を定義していない場合は、制限なしと同じになります。 times は、以下の形式のいずれかで指定
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できます。

Any 平日
Fr 金曜日
Any0900-1300 毎日、ただし 9:00 ～ 13:00 の間
Th|Any0900-1300 木曜日、または 9:00 ～ 13:00 の間

noretrieve [ absolute|relative ] [ class= classname ] ...

[-] filename [ filename ] ...

指定のファイルの転送を常に拒否します。ファイルが絶対パスで指定されている場合 (先頭の文字が
/)、これらのファイルだけが転送不可としてマークされます。それ以外の場合は、ファイル名が一致す

るすべてのファイルが転送を拒否されます。例えば、以下のように指定した場合、

noretrieve /etc/passwd core

ファイル /etc/passwd はどのユーザーも入手することができませんが、ファイル passwd が /etc 以外に

ある場合は転送が許可されます。一方、 core という名前のファイルはどこにあっても、どのユーザー

も入手することができません。

ディレクトリを指定すると、指定したディレクトリにあるすべてのファイルまたはサブディレクトリ

が「un-gettable」、つまり、取得不能とマークされます。 filename をファイルグロブとして指定できま

す。たとえば、

noretrieve /etc /home/*/.htaccess

と指定すると、 /etc またはそのサブディレクトリにあるどのファイルも検索できなくなります。ま

た、 /home ディレクトリの 2 つ下にある .htaccess という名前のファイルもすべて検索できなくなりま

す。

オプションの最初のパラメータは、名前を絶対パスとして解釈するか、または chroot された現在の環

境からの相対パスとして解釈するかを示します。特に指定しなければ、スラッシュで始まる名前は絶

対パスとして解釈されます。

noretrieve の制約は、特定のクラスのメンバーにだけ適用させることもできます。 class= を指定する

と、このオプションは、特定のクラスのユーザーに対してだけ設定されます。

allow-retrieve [ absolute|relative ] [ class= classname ] ...

[-] filename [ filename ] ...

noretrieve によって拒否されているファイルの検索を許可します。

loginfails number

ログインが number で指定された回数だけ失敗すると、 repeatedloginfailures"" メッセージが記録され、
FTP の接続が終了します。デフォルト値は 5 です。

private { yes|no }
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ユーザーがログインした後、 ftpd コマンド SITE GROUP および SITE GPASS を使って、拡張された

アクセスグループおよび関連したパスワードを指定できます。グループ名およびパスワードが有効で

ある場合、ユーザーは (setgid()により) グループアクセスファイル /etc/ftpd/ftpgroups に指定されてい

るグループのメンバーになります。

グループアクセスファイルの形式を以下に示します。

access_group_name:encrypted_password:real_group_name

access_group_name は任意の (英数字および句読点からなる ) 文字列です。 encrypted_password は、
/etc/passwd で指定されているような、 crypt() (crypt(3C) を参照 ) により暗号化されたパスワードで

す。 real_group_name は、 /etc/group にリストされている有効なグループの名前です。

注記: このオプションを anonymous FTP ユーザーに対して機能させるには、ftp サーバーは /etc/group

を常に開いた状態にし、グループアクセスファイルをメモリーにロードしておかなければなりませ

ん。これは、(1) ftp サーバーで現在、追加のファイル記述子が開かれた状態になっていること、および
(2) SITE GROUP (ftpd(1M) を参照) によりユーザーに与えられた必要なパスワードおよびアクセス権限

が FTP セッション中は変更されないことを示しています。アクセスグループとパスワードのどちら

か、または両方を、 すぐに変更する必要がある場合は、実行中の FTP サーバーのすべて終了させま

す。

情報機能
greeting { full|brief|terse }

greeting text message

リモートユーザーのログインに先だって表示する情報量を制御します。デフォルトは greeting full で、

この場合はホスト名とデーモンのバージョンが表示されます。 greeting brief を指定すると、ホスト名

を表示します。 greeting terse を指定すると、「FTP server ready」というメッセージだけを表示しま

す。このメッセージは、 STAT コマンドの出力としてもプリントされます。 full がデフォルトになっ

ていますが、 brief を使うことをお勧めします。

注記 : 2 つのオプション suppresshostname と suppressversion は、サポートされていません。 greeting

オプションを使えば、ホスト名やデーモンのバージョンを表示しないようにできます。

greeting text message 形式を使えば、どのようなグリーティングメッセージでも指定できます。その場

合、表示する文字列は message で指定します。ただし、連続する空白文字 (複数のスペースやタブ)

は、1 つのスペースに縮められます。

banner path

message コマンドとは機能 (以下を参照) が似ていますが、ユーザーがユーザー名とパスワードを入力

する前にバナーが表示される点が異なります。 path は、anonymous FTP ディレクトリの最上位ではな

く、実際のシステムのルートへの相対パスです。

警告: このコマンドを使うと、準拠していない FTP クライアントは FTP サーバーを完全に使えなくな

ります。複数行にわたる応答、つまり複数行にわたるバナー表示を処理できるのは一部のクライアン
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トだけです。

hostname some.host.name

ftp サーバーのデフォルトのホスト名を定義します。この文字列は、グリーティングメッセージ上と、
%L マクロが使われたときに、常に表示されます。マクロのリストは、後述する message を参照して

ください。仮想サーバーにホスト名が定義されていると、この値は無視されます。デフォルトのホス

ト名として使う名前を指定しないと、ローカルコンピュータのデフォルトのホスト名が使われます。

email name

ftp アーカイブのメンテナンス担当者の電子メールアドレスを定義します。この文字列はマクロ %E が

使用された場合に必ず表示されます。マクロのリストは、後述する message を参照してください。

message path [ when [ class... ]]

ログイン時またはワークディレクトリ変更コマンドの使用時に、 ftpd がユーザーに対して内容を表示

するファイルを、 path で定義します。 when パラメータには LOGIN または CWD=dir のいずれかを指

定します。 when が CWD=dir である場合、 dir には、通知を発行する新しいデフォルトのディレクト

リを指定します。

オプションの class を指定することにより、特定のクラスのメンバーだけにメッセージを表示できま

す。クラスは複数指定することができます。

メッセージファイルには、メッセージを入力したり、使用可能なマクロを使用することができます。
ftpサーバーはマクロを指定された文字列で置き換えます。以下のマクロを使用できます。

%T ローカル時刻 (Thu Nov 15 17:12:42 1990 の形式)

%C 現在のワークディレクトリ

%E ftpaccess で定義されているメンテナンス担当者の電子メールアドレス

%R リモートホスト名

%L ローカルホスト名

%u RFC931 認証により定義されたユーザー名

%U ログイン時に指定されたユーザー名

%M このクラスで許可されている最大ユーザー数

%N このクラスの現在のユーザー数

%B 割当て可能なディスクブロックの絶対制限値

%b ディスクブロックの優先制限値

%Q 現在のブロック番号

Section 4-96 Hewlett-Packard Company − 7 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



ftpaccess(4) ftpaccess(4)

%I 割当て可能な i ノードの最大数 (+1)

%i i ノードの優先制限値

%q 現在割り当てられている i ノードの数

%H 許容量を超えたディスクの使用に対する時間制限

%h 許容割合を超えたファイルの転送に対する時間制限

%xu アップロードされたバイト数

%xd ダウンロードされたバイト数

%xR アップロード/ダウンロード比 (1:n)

%xc クレジットのバイト数

%xT 制限時間 (分)

%xE ログイン後の経過時間 (分)

%xL 残り時間

%xU アップロードの制限

%xD ダウンロードの制限

メッセージはユーザーの妨げにならないように、1 回だけ表示されます。anonymous FTP ユーザーが

メッセージを発行する場合、 path は anonymous FTP ディレクトリツリーの最上位から相対的に指定し

なければなりません。

readme path [ when [ class ]]

ファイルのパスを指定すると、ログイン時またはワークディレクトリ変更コマンドの使用時に、 ftpd

がユーザーに対して、そのファイルが存在するのかということと、いつ修正されたかを通知します。
when パラメータには LOGIN または CWD=<dir> のいずれかを指定します。 when が CWD=<dir> で

ある場合、 dir には、通知を発行する新しいデフォルトのディレクトリを指定します。メッセージは

ユーザーの妨げにならないよう、1 回だけ表示されます。 anonymous FTP ユーザーが README メッ

セージを発行する場合、 path は anonymous FTP ディレクトリツリーの最上位から相対的に指定しなけ

ればなりません。

オプションの class を指定することにより、特定のクラスのメンバーだけにメッセージを表示できま

す。クラスは複数指定することができます。

ロギング機能
log commands typelist

ユーザーが実行した個々のコマンドのログが取られるようにします。 typelist には、 anonymous、
guest、 real のいずれかのキーワードをコンマで区切って指定します。キーワード real が含まれている
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場合、FTP を使って real アカウントにアクセスするユーザーについてのログが取られます。キーワー

ド anonymous が含まれている場合、anonymous FTP を使用するユーザーについてのログが取られま

す。キーワード guest は、guest アクセスアカウントと一致します (詳細は、上記の「アクセス機能」

の項の guestgroup を参照)。

log transfers typelist directions

real ユーザーまたは anonymous FTP ユーザーに対して、ファイル転送のログが取られるようにしま

す。サーバーへの転送 ( TO ) のログとサーバーからの転送 ( FROM ) のログを別々に取ることができ

ます。 typelist には、 anonymous、 guest、 real のいずれかのキーワードをコンマで区切って指定しま

す。キーワード real が含まれている場合、FTP を使って real アカウントをアクセスするユーザーにつ

いてのログが取られます。キーワード anonymous が含まれている場合、anonymous FTP を使用する

ユーザーについてのログが取られます。キーワード guest は、guest アクセスアカウントと一致します
(詳細は、上記の 「アクセス機能」の項の guestgroup を参照 )。 directions には 2 つのキーワード
inbound および outbound のいずれかを、コンマで区切って指定します。各キーワードによって、それ

ぞれ、サーバーへ送信されるファイル、サーバーから送信されるファイルについての転送のログが取

られます。すべてのログはファイル /var/adm/syslog/xferlogに記録されます。

log security typelist

real、guest、anonymous の各ユーザーが犯したセキュリティ違反 (noretrieve、.notar、...) のロギングを

有効にします。 typelist は、キーワード anonymous 、 guest 、または real を指定します。複数のキー

ワードを指定する場合は、コンマで区切ってリストにします。 real キーワードを指定すると、FTP を

使って real アカウントにアクセスしたユーザーのセキュリティ違反がロギングされます。 anonymous

キーワードを指定すると、anonymous FTP を使ったユーザーのセキュリティ違反がロギングされま

す。 guest キーワードは、FTP を使って guest のアクセスアカウント (詳細は、 guestgroup を参照) に

アクセスしたユーザーのセキュリティ違反がロギングされます。

log syslog

log syslog+xferlog

送受両方向の転送に対するロギングメッセージが syslog または xferlog のいずれかまたは双方へ、リダ

イレクトされます。 log を指定しないと、転送ログメッセージは xferlog に記録されます (デフォル

ト)。 log syslog を指定すると、ログメッセージは syslog だけに記録されます。 log syslog+xferlog を指

定すると、ログメッセージは syslog と xferlog の両方に記録されます。

アップロード/ダウンロード比
ul-dl-rate rate [ class ... ]

アップロード/ダウンロード比 (1:rate) を指定します。 ftp ユーザーは、1 バイトのデータをアップロー

ドするごとに rate バイトのデータをダウンロードできます。特に指定しなければ、アップロード/ダウ

ンロード比による制約はありません。

dl-free filename [ class ... ]
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アップロード/ダウンロード比と関係なく、自由にファイル filename をダウンロードできます。上述の
ul-dl-rate を、参照してください。

dl-free-dir dirname [ class ... ]

アップロード/ダウンロード比と関係なく、自由にディレクトリ dirname と、そのサブディレクトリ内

のすべてのファイルをダウンロードできます。上述の ul-dl-rate を、参照してください。

dl-free と dl-free-dir は、 chroot された環境からではなく、システムのルート環境からの相対であるこ

とに注意してください。

その他の機能
alias string dir

ディレクトリの別名である string を、指定したディレクトリ、 dir に定義します。論理ディレクトリの

別名を追加するために使用できます。

例えば、以下のように指定した場合、

alias rfc /pub/doc/rfc

ユーザーは任意のディレクトリから cd rfc というコマンドを実行することにより、 /pub/doc/rfc にアク

セスできます。 alias は cd コマンドにのみ適用されます。

cdpath dir

cdpath 内にディレクトリエントリーを定義します。 dir は、ディレクトリの変更時に使用される検索

パスを定義します。

例えば、以下のように指定した場合、

cdpath /pub/packages

cdpath /.aliases

ユーザーは cd コマンドを使用して、 /pub/packages または /.aliases ディレクトリの下の任意のディレ

クトリに直接移動できます。 /etc/ftpd/ftpaccess ファイル内の各行に記述された順番でディレクトリが

検索されます。

ユーザーが以下のコマンドを発行する場合、

cd foo

ディレクトリは以下の順序で検索されます。

./foo

(foo " という別名 ")

/pub/packages/foo

/.aliases/foo
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cdpath は cd コマンドでのみ使用できます。多数の別名がある場合は、ユーザーが使用できるようにし

たいすべての領域にリンクする別名ディレクトリを設定することもできます。

compress { yes|no } classglob [ classglob ... ]

tar { yes|no } classglob [ classglob ... ]

いずれかの classglob と一致するすべてのクラスについて、 compress や tar の機能を可能にします。実

際のコンバージョンは外部ファイル /etc/ftpd/ftpconversionsで定義されます。

shutdown path

path で指定されたファイルが存在する場合、サーバーはこのファイルを定期的にチェックし、シャッ

トダウンする予定を調べます。シャットダウンが予定されている場合は、ユーザーに通知され、

シャットダウン前の指定された時刻以降の新しい接続は拒否され、シャットダウン前の指定された時

刻に現在の接続は切断されます。 path で指定されるファイルの構造を以下に示します。

year month day hour minute deny_offset disc_offset

text

year 任意の年 > 1970

month 0 ～ 11 <-- 月のインデックスが 0 から始まることに注意
hour 0 ～ 23

minute 0 ～ 59

deny_offset および disc_offset は、新しい接続が拒否され、現在の接続が切断されるシャットダウン時刻

までのオフセットを、 HHMM 形式で示します。

text はメッセージについての通常の規則に従います。「情報機能」の項の message を参照してくださ

い。また、以下の追加のマクロを使用することもできます。

%s システムがシャットダウンする時刻
%r 新規の接続が拒否される時刻
%d 現在の接続が切断される時刻

すべての時刻は ddd MMM DD hh:mm:ss YYYY 形式で指定されます。 shutdown コマンドは、この構成

ファイルに 1 つだけ指定できます。

外部プログラム ftpshut を使用して、このファイルを生成する処理を自動化できます。

daemonaddress address

この値を設定しないと、サーバーはすべての IP アドレス上で接続をリスンします。この値を設定する

と、サーバーは指定した IP アドレスでだけリスンします。このオプションの使用はお勧めしません。

仮想ホスティングができなくなるからです。このオプションは、 ftpd がスタンドアロンモード (

ftpd(1M) を参照) で動作しているときにだけ有効です。

virtual address { root|banner|logfile } path
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仮想 ftp サーバー機能を使用可能にします。 address は仮想サーバーの IP アドレスです。 2 番目の引

き数で、 path が以下のいずれであるかを指定します。

root この仮想サーバーのファイルシステムのルートへのパス。

banner この仮想サーバーに接続されたときにユーザーに表示されるバナーへのパス。

logfile この仮想サーバーに対する転送が記録されるログファイルへのパス。 logfile が指定され

ない場合、デフォルトのログファイルが使用されます。

このファイルの他のすべての設定だけでなく、その他のすべてのメッセージファイルやパーミッショ

ンが、すべての仮想サーバーに適用されます。

address には、IP 番号ではなくホスト名を指定することもできますが、お勧めできません。 FTP セッ

ションを始めたときに DNSが利用できないと、ホスト名を照合できないからです。

virtual address { hostname|email } string

string に、グリーティングメッセージと STAT コマンドで表示されるホスト名、または、メッセージ

ファイルと HELP コマンド使われる電子メールアドレスのいずれかを設定します。

virtual address allow username [ username ... ]

virtual address deny username [ username ... ]

通常、real ユーザーと guest ユーザーは、本人が guest で、しかも chroot でルートを仮想ルートに変え

ていない限り、仮想サーバーにログインできません。 virtual allow 行でユーザーを登録すると、その

ユーザーはアクセスを許可されます。ユーザー名に「*」を指定すると、すべてのユーザーにアクセス

が許可されます。 virtual deny 節は virtual allow 節の後で処理されます。したがって、すべてのユー

ザーを許可した後で特定のユーザーだけアクセスを拒否する、といった使い方ができます。

virtual address private

通常、anonymous ユーザーは仮想サーバーにログインできます。しかし、このオプションを指定する

ことで、anonymous ユーザーからのアクセスを拒否できます。

virtual address passwd file

仮想ドメインに対して、異なるパスワードファイル file を使います。

注記: HP-UX では、現在このオプションがサポートされていません。

virtual address shadow file

この仮想ドメインで、異なるシャドウファイル file を使います。

注記: HP-UX では、現在このオプションがサポートされていません。

defaultserver deny username [ username ... ]

defaultserver allow username [ username ... ]
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通常、デフォルト (非仮想) FTP サーバーには、すべてのユーザーがアクセスできます。特定のユー

ザーからのアクセスを禁止するには、 defaultserver deny を使います。特定のユーザーにだけアクセス

を許可する場合は、まず、 defaultserver deny を指定して、すべてのユーザーに対してアクセスを拒否

し、その後で defaultserver allow を使って、特定のユーザーに許可を与えます。

defaultserver private

通常、anonymous ユーザーは、デフォルトの (非仮想) FTP サーバーへアクセスできます。この節は
anonymous アクセスを禁止します。

virtual 節と defaultserver allow 、 deny 、および private 節を使って、どのユーザーがどの FTP サー

バーへアクセスできるかを制御します。

passive address externalip cidr

PASV コマンドに対して報告するアドレスを制御します。 cidr によって指定した制御接続で、受動

データ接続 cidr (PASV) が要求されると、 externalip アドレスを報告します。

注記: デーモンが実際にリスンするアドレスは変更されません。クライアントに報告するアドレスが変

更されるだけです。この機能を利用することで、 IP 番号を変更するファイアウォールが介在しても、

デーモンを正常に動作させることができます。たとえば、以下のように指定します。

passive address 10.0.1.15 10.0.0.0/8

passive address 192.168.1.5 0.0.0.0/0

この例では、クラス A のネットワーク 10 から接続しているクライアントには、受動接続が IP アドレ

ス 10.0.1.15 でリスンしていると報告し、その他のクライアントには、192.168.1.5 でリスンしていると

報告します。

ネットワークが複雑な場合や、ネットワークにゲートウェイが複数個ある場合は、受動アドレスを複

数個指定して処理させることもできます。

注記: IPv6 対応のシステムでは、このオプションがサポートされていません。

passive ports cidr min max

受動データ接続で使う TCP ポート番号を制御します。 cidr で指定した制御接続に対して、 min ～ max

の範囲からランダムにポートが選択されて、デーモンのリスン用に使われます。この機能を使うこと

により、ファイアウォールでリモートクライアントの接続に使うポートを制限し、ネットワークを保

護することができます。

cidr は、ドット記法の IP アドレスの後ろにスラッシュを付け、さらにその後ろに (マシンアドレスで

はなく) ネットワークアドレスを表す一番左側の部分のビット数を付けた簡略形で、指定します。たと

えば、予約されているクラス A のネットワーク 10 を使っている場合は、ネットマスク 255.0.0.0 の代

わりに cidr /8を使い、10.0.0.0/8 でネットワークを表現します (「8」がクラス A であることを示して

います)。
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注記: IPv6 対応のシステムでは、このオプションがサポートされていません。

pasv-allow class [ addrglob ... ]

port-allow class [ addrglob ... ]

通常、 PORT コマンドで制御接続とは異なるアドレスを指定しても、デーモンは受け付けません。ま

た、別のアドレスから PASV 接続を試みても受け付けません。

port-allow を使うことで、特定のクラス ( class ) のユーザーが PORT コマンドで指定できるアドレスの

リストを設定できます。これらのアドレスは、制御接続のクライアント側 IP アドレスと異なっていて

も、受け付けられます。

pasv-allow を使うことで、特定のクラス ( class ) のユーザーがデータ接続の確立に使用できるアドレス

のリストを設定します。これらのアドレスは、制御接続のクライアント側 IP アドレスと異なっていて

も、受け付けられます。

lslong command [ options ... ]

lsshort command [ options ... ]

lsplain command [ options ... ]

lslong 、 lsshort 、および lsplain 節で、ディレクトリのリストを表示するためのコマンドとそのオプ

ションを指定します。オプションにはスペースを含めないでください。通常、ディレクトリのリスト

を表示するには /usr/bin/ls コマンドを使います。 ls 用にパスを変更するには、そのパスを command

内で指定します。これらの節を指定しなくても、通常は、正しいコマンドが使われます。標準ユー

ザーには lsshort が使われます。 anonymous ユーザーには lslong が使われます。 lsplain は特殊な場合

に使われます。 lslong 、 lsshort 、および lsplain は、絶対必要な場合にだけ使ってください。

mailserver hostname [ hostname ... ]

FTP デーモンからアップロード通知を受けるメールサーバーの名前を指定します。メールサーバーは

複数個指定することもできます。デーモンは、メールサーバーに対して、いずれか 1 つのサーバーが

受け取るまでアップロード通知を順番に配信します。メールサーバーを指定しないと、ローカルホス

トに通知されます。このオプションは、anonymous アップロードを通知しなければならないメール

サーバーが存在する場合にだけ、有効です (後述の incmail を参照)。

incmail emailaddress

virtual address incmail emailaddress

defaultserver incmail "emailaddress"

anonymous アップロードの通知先電子メールサーバーを指定します。アドレスは複数個指定できます。

アドレスを複数個指定すると、すべてのアドレスに通知が送られます。何も指定しないと、通知は行

われません。

virtual で仮想ホストを指定すると、そのホストに対する anonymous アップロードは、指定した電子

メールアドレスにだけ通知されます。それ以外の場合は、通知は、グローバルアドレスに送信されま

す。
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defaultserver のアドレスは仮想ホストには適用されず、実ホストにだけ適用されます。このため、実

ホストは、そのデフォルト anonymous 領域でアップロードの通知を受け取ることができます。しか

し、このオプションを設定すると、仮想ホストに通知が送られなくなります。

mailfrom emailaddress

virtual address mailfrom emailaddress

defaultserver mailfrom emailaddress

anonymous アップロードの通知元電子メールアドレスを指定します。アドレスは 1 つしか指定できま

せん。どの mailfrom で指定した電子メールアドレスも存在しないと、デフォルトのメールボックス名

「wu-ftpd」から電子メールが送信されます。 mailfrom emailaddress の指定が実際に配信可能な指定で

あることを確認して、受信者が通知に応答しようとする問題を避けるとともに、配信メールが宛先不

明で戻ってくる事態を避けてください。

パーミッション機能
chmod { yes|no } typelist

delete { yes|no } typelist

overwrite { yes|no } typelist

rename { yes|no } typelist

umask { yes|no } typelist

指定した機能の実行を許可または禁止します。デフォルトでは、すべてのユーザーに許可が与えられ

ます。

typelist には、キーワード anonymous 、 guest 、 real 、 class= を指定します。キーワードを複数個指

定する場合は、コンマで区切ります。 class= を指定する場合は、その後にクラス名を続けて指定する

必要があります。 class= を指定すると、そのクラス内のユーザーにだけ、 typelist の制限が適用されま

す。

passwd-check { none|trivial|rfc822 } [ enforce|warn ]

サーバーが anonymous ftp に対して強制的に行うパスワードチェックのレベルを定義します。

none パスワードチェックを実行しません。
trivial パスワードに @ が含まれていなければなりません。
rfc822 パスワードは rfc822 に準拠したアドレスでなければなりません。
warn ユーザーに警告しますが、ログインを許可します。
enforce ユーザーに警告し、ログアウトさせます。

deny-email case-insensitive-email-address

引き数で指定した電子メールアドレスを不正なアドレスと見なします。 passwd-check が「enforce」に

設定されていると、パスワードにこのアドレスを指定してきた anonymous ユーザーは、ログインでき

ません。これは、ユーザーが Web ブラウザに IE?0User@ や mozilla@ のような偽のアドレスを設定し

ないようにする、1 つの方法です。 deny-email を使っても、Web ブラウザを ftp に使うユーザーを締
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め出すことはできません。できるのは、ブラウザを正しく設定してもらうことだけです。アドレスは 1

行に 1 つしか指定できませんが、 deny-email 節は、必要な数だけ指定できます。

path-filter typelist mesg allowed_charset [ disallowed_reg exp ... ]

typelist 内のユーザーに対して、 path-filter は、許可するファイルと拒否するファイルを制御する正規

表現を定義します。拒否される正規表現 disallowed_reg exp は複数の正規表現で指定できます (regexp(5)

を参照)。正規表現で指定された条件に一致しない、無効なファイル名の場合、ユーザーに対して mesg

が表示されます。例えば、以下のように指定した場合、

path-filter anonymous /etc/pathmsg ˆ[-A-Za-z0-9_\.]*$ ˆ\. ˆ-

anonymous ユーザーに対するすべてのアップロードファイル名は、文字 A-Z、 a-z、 0-9、ピリオド
(.)、ダッシュ (-)、アンダースコア (_) だけで構成されている必要があります。ファイル名の先頭は (.)

または (-) で始められません。その場合は、 ˆ\. または ˆ- のように指定する必要があります。ファイル

名が無効である場合、ユーザーに対して /etc/pathmsg が表示されます。

upload [ absolute|relative ] [ class= classname ]... [-] root-dir dirglob { yes|no } owner group mode [ dirs|nodirs ]

[ d_mode ]

アップロードを許可または拒否するディレクトリを dirglob で定義します。

アップロードが許可されている場合、新しく作成されたすべてのファイルは owner および group が所

有し、 mode に従ってパーミッションが設定されます。既存ファイルが書き換えられた場合は、元の所

有権とパーミッションがそのまま設定されます。

指定された条件に完全に一致したディレクトリに、ファイルがアップロードされます。

例えば、以下のように指定した場合、

upload /var/ftp * no

upload /var/ftp /incoming yes ftp daemon 0666

upload /var/ftp /incoming/gifs yes jlc guest 0600 nodirs

これらの upload コマンドによって /incoming および /incoming/gifs へのアップロードだけが許可され

ます。 /incoming にアップロードされたファイルは、 ftp/daemon に所有され、パーミッションは 0666

になります。 /incoming/gifs にアップロードされたファイルは、 jlc/guest に所有され、パーミッション

は 0600 になります。この場合の root-dir は、 ftp ユーザー用のパスワードデータベースに指定されて

いるホームディレクトリに一致しなければならないことに注意してください。

オプションの dirs または nodirs のキーワードを指定すると、 mkdir コマンドによる新しいサブディレ

クトリの作成を許可または拒否することができます。

upload コマンドを使うと、ディレクトリの作成がデフォルトで許可されます。デフォルトで許可しな

いようにするには、 upload コマンドをこのファイルで使うときに、最初の行でユーザー、グループ、

およびモードを指定して、その後に nodirs キーワードを続ける必要があります。
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ディレクトリを許可した場合、新しく作成されるディレクトリのパーミッションは、オプションの
d_mode で決定されます。 d_mode を省略すると、パーミッションは mode から判断されます。 mode も

省略すると、パーミッションは 0777 になります。

upload キーワードは、 root-dir のホームディレクトリ (chroot() への引き数) を持つユーザーだけに適

用されます。 root-dir に「*」を指定して、どのホームディレクトリにも一致するようにできます。

owner と group には、どちらも「*」が指定できます。「*」を指定すると、どのアップロードファイ

ルまたはディレクトリにも、それが作成されたディレクトリと同じ所有権が設定されます。

最初のオプションパラメータは、 root-dir 名が絶対パスであるか、現在の chroot 環境からの相対パス

であるかを指定します。このオプションを指定しないと root-dir 名は絶対パスとして解釈されます。

class=classname の制約は、必要な数だけ指定できます。ただし、制約を指定しても、このアップロー

ド節が有効になるのは、現在のユーザーが指定クラスのいずれかに属している場合だけです。

anonymous-root root-dir [ class ... ]

root-dir には anonymous ユーザーに対する chroot() パスを指定します。 anonymous-root の指定に対し

て該当するディレクトリが見つからないと、ftp ユーザーのホームディレクトリを解析するという古い

方法が使われます。 class を 1 つも指定しないと、別の anonymous-root が指定されていない anony-

mous ユーザーのルートディレクトリは、すべて root-dir になります。同じ行に複数のクラスを指定で

きます。ユーザーに対して anonymous-root を選択すると、 root-dir/etc/passwd ファイルに設定されて

いる ftp ユーザーのホームディレクトリを使って、初期ディレクトリが決定されます。システム全体の
/etc/passwd に登録されている ftp ユーザーのホームディレクトリは、初期ディレクトリの決定には使

われません。たとえば、

anonymous-root /home/ftp

anonymous-root /home/localftp localnet

と指定すると、どの anonymous ユーザーの初期ディレクトリも、 chroot() で /home/ftp に変更されま

す。また、 /home/ftp/etc/passwd に ftp ユーザーが登録されていれば、最初の CWD は、そのホーム

ディレクトリになります。ただし、クラス localnet に属する anonymous ユーザーの初期ディレクトリ

は、 chroot() で /home/localftp に変更され、最初の CWD は、 /home/localftp/etc/passwd に登録されて

いる ftp ユーザーのホームディレクトリになります。

guest-root root-dir [ uid-range ... ]

root-dir には、guest ユーザーに対する chroot() パスを指定します。 guest-root の指定に対して該当する

ディレクトリが見つからないと、ユーザーのホームディレクトリを解析するという古い方法が使われ

ます。 uid-range を 1 つも指定しないと、別の guest-root が指定されていない guest ユーザーのルート

ディレクトリは、すべて root-dir になります。同じ行に複数のクラスを指定できます。ユーザーに対し

て guest-root を選択すると、 root-dir/etc/passwd ファイルに設定されているユーザーのホームディレク

トリを使って、初期ディレクトリが決定されます。システム全体の /etc/passwd に登録されているユー

ザーのホームディレクトリは使われません。
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uid-range には、数値の UID を指定します。範囲は、下限と上限 (それらの値を含む) をダッシュで区

切って指定します。下限を省略すると「以下」を指定したことになり、上限を省略すると「以上」を

指定したことになります。たとえば、

guest-root /home/users guest-root /home/staff %100-999 sally

guest-root /home/users/frank/ftp frank

と指定すると、どのユーザーの初期ディレクトリも、 chroot() で /home/users に変更されます。そし

て、 /home/users/etc/passwd に設定されているホームディレクトリで各ユーザーが起動されます。 UID

が 100～999 の範囲 (下限と上限も含む) にあるユーザーとユーザー sally のルートディレクトリは、
chroot() で /home/staff に変更され、CWD は /home/staff/etc/passwd に登録されているそれぞれのユー

ザーのエントリーから取ってこられます。単一ユーザーの frank のルートディレクトリは、 chroot()

で /home/users/owner/ftp に変更され、CWD は /home/staff/etc/passwd に登録されている彼のエント

リーから取ってこられます。

anonymous-root と guest-root は、どちらも順序に意味があることに注意してください。 1 人のユー

ザーが複数の節に該当しても、最初の節しか適用されません。ただし、 class または uid-range が指定

されていない節は例外で、この場合は、該当する他の節がなかったときだけ、適用されます。

deny-uid uid-range [...]

deny-gid gid-range [...]

allow-uid uid-range [...]

allow-gid gid-range [...]

これらの節によって、ftp サーバーに対するアクセスを拒否する UID と GID を指定できます。 allow-

uid と allow-gid 節は、これらの節で指定しない限り拒否される uid/gid のアクセスを許可します。これ

らのチェックは、他のすべてに先立って実行されます。また、拒否のチェックはは許可のチェックよ

り前に実行されます。特に指定しない限り、アクセスは許可されます。ほとんどの場合は、これで、
/etc/ftpd/ftpusersファイルが不要になることに注意してください。たとえば、

deny-gid %-99 %65535 deny-uid %-99 %65535

allow-gid ftp

allow-uid ftp

と指定すると、anonymous ftp ユーザー/グループを除く Linux コンピュータ上のすべての特権またはス

ペシャルユーザー / グループは、 ftp アクセスが拒否されます。ほとんどの場合、これで、
/etc/ftpd/ftpusers ファイルが不要になります。このファイルはまだサポートされているので、
/etc/ftpd/ftpaccessの変更が望ましくないときに使うことができます。

ftpaccess ファイルのどこで指定するかに関係なく、UID または GID を単独で指定できる個所があれ

ば、そこでは、名前または数字を使うことができます。数字を使う場合は、その前に % を付けます。

範囲を指定できる個所では、範囲の前に % を付けます。

restricted-uid uid-range [...]
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restricted-gid gid-range [...]

unrestricted-uid uid-range [...]

unrestricted-gid gid-range [...]

これらの節によって、real ユーザーまたは guest ユーザーが FTP サイトにある自分たちのホームディレ

クトリ以外の領域にアクセスできるかどうかを制御します。これらの節は、guestgroup と guestuser に

置き換わるものではありません。 guest の動作の制御を補完するだけです。 unrestricted-uid と unre-

stricted-gid 節は、この節で指定しない限りホームディレクトリ以外の領域へアクセスできないユー

ザーに、そうした領域にもアクセスできるようにするために使われます。

これらの節の使用例を示すことで、その用途を説明します。ユーザー dick のホームディレクトリが
/home/dick で、 jane のホームディレクトリが /home/jane であるとして、次のように指定した場合を考

えます。

guest-root /home dick jane

restricted-uid dick jane

dick のルートディレクトリも jane のルートディレクトリも、ともに chroot で /home に変更されます

が、2 人とも自分のホームディレクトリに制限されるので、相手のファイルにはアクセスできません。

この例に示すような状況では、可能な限り、ftp の制限方法だけに頼るという方法は採らないでくださ

い。他のすべての ftp アクセス規則と同じように、ディレクトリとファイルのパーミッションを使っ

て、ftpaccess の設定による制御を補強するように心掛けてください。

注記 : 上記の設定を行う場合には、 /usr/lib/libnss_files.1 と /usr/lib/libdld.2 ライブラリを、現在の
chroot 環境の /usr/lib ディレクトリにコピーする必要があります。

site-exec-max-lines number [ class ... ]

SITE EXEC 機能では、従来から、リモートクライアントに送信できる出力の行数が制限されていま

す。この節を使うことで、その制限値を設定できます。省略した場合の制限値は 20 行です。制限値 0

(ゼロ) は、無制限を意味します。制限を取り外す場合は、注意してください。リモートユーザーのク

ラスを特定している節があると、その制限が使われます。そのような節がないと、クラスとして「*」

が指定されている節、または、クラスが指定されていない節の制限が使われます。たとえば、以下の

例を考えてみます。

site-exec-max-lines 200 remote

site-exec-max-lines 0 local

site-exec-max-lines 25

この例では、 remote ユーザーに対する SITE EXECの (したがって、SITE INDEX の) 出力を 200 行に

制限する一方で、 local ユーザーには無制限の出力を許し、その他のすべてのユーザーには出力を 25

行に制限しています。

dns refuse_mismatch filename [ override ]
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リモートサイトに対して順方向と逆方向のどちらで検索しても見つからないと、その FTP セッション

を拒否します。指定したファイル filename (メッセージファイルなど) の内容を表示することで、ユー

ザーに注意を与えます。オプションの override を指定すると、注意は与えますが、接続は許可しま

す。

dns refuse_no_rev erse filename [ override ]

リモートサイトに対する逆引き DNS エントリーが存在しないと、FTP セッションを拒否します。指定

したファイル filename (メッセージファイルなど) の内容を表示することで、ユーザーに注意を与えま

す。オプションの override を指定すると、注意は与えますが、接続は許可します。

dns resolveroptions [ options ]

dns resolveroptions によって、ネームサーバーのオプションを微調整できます。各行では resolver(3N)

で説明されている一連のフラグが指定できます (ただし、先頭の RES_ は外してください)。どの行に

も、オプションで + または - が指定できます。たとえば、以下のように指定したとします。

dns resolveroptions +aaonly -dnsrch

このように指定すると、 aaonly オプション (信頼できる応答のみ受信) が有効になり、 dnsrch オプ

ション (ドメインパスの検索) が無効になります。

警告
HP-UX 11i Version 1.0 では、オプションの IPv6 ソフトウェアをインストールすることで、IPv6 を使用できま

す。 HP-UX 11i Version 1.6 で動作するシステムでは、現在、IPv6 がサポートされていません。

ファイル
/etc/ftpd/ftpaccess

著者
ftpaccessはミズーリ州セントルイスのワシントン大学で開発されました。

参照
ftpshut(1)、 groups(1)、 passwd(1)、 ftpd(1M)、 chroot(2)、 umask(2)、 resolver(3N)、 ftpconversions(4)、 ftp-

groups(4)
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名称
ftpconversions − ftpdのコンバージョンデータベース

構文
/etc/ftpd/ftpconversions

説明
ftpd により認識されるコンバージョンとその属性は ASCII 形式のファイルに次のような構成で保存されます。

ファイルの各行に 1 つのコンバージョンが記述され、フィールドはコロン (:) で区切られます。

%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s

1 2 3 4 5 6 7 8

フィールド 説明

1 ストリップ接頭辞
2 ストリップ接尾辞
3 アドオン接頭辞
4 アドオン接尾辞
5 外部コマンド
6 タイプ
7 オプション
8 説明

ストリップ接頭辞とアドオン接頭辞として、ファイル拡張子 .Z、 .tar、 .gz、または .tar[.Z 、 .gz] を使用する

ことができます。 ftp サーバーがサポートするファイルの拡張子と、ftp サーバーが行う処理が、次の表に要約

されています。この機能は get コマンドを使用した場合にのみサポートされます。

本来のファイル名 指定されたファイル名 処理

filename.Z filename 転送前に圧縮を解除
filename filename.Z 転送前に filename を圧縮
filename filename.tar 転送前に filename の tar

アーカイブを作成
filename filename.tar.Z 転送前に filename の tar

アーカイブを作成して圧縮

外部コマンドフィールドは、プログラム / スクリプトのパスを指定して、上記の表で示されたように、各ファ

イル拡張子に対して指定された処理を行うために使用されます。

タイプフィールドは get コマンドで要求されたファイルの圧縮、復元、または tar によるアーカイブの作成お

よび復元の前に、必ずチェックしなければならないフラグを示しています。

オプションフィールドには、外部コマンドフィールドで指定されたプログラム / スクリプトに対するオプショ

ンを指定します。
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説明は、各コンバージョンに関する短い説明です。

注記: HP-UX の tar コマンドでは、 tar+compress または tar+gzip を行うオプションは提供されていません。

そのような処理を行う場合は、ユーザー個人のプログラム / スクリプトにその処理を行うよう記述して、
/etc/ftpd/ftpconversions ファイルの外部コマンドのフィールドに、そのプログラム / スクリプトのパス名を指定

してください。また、コンバージョンの実行のために使用されるプログラム / スクリプトのコピーと、プログ

ラム/スクリプトで使用される各ライブラリは、 anonymous および guest ユーザーが進行中のコンバージョン

を実行できるように、各 anonymous および guest ユーザーアカウントのホームディレクトリにコピーする必要

があります。

警告
コンバージョン機能では、現在ストリップ接頭辞およびアドオン接頭辞のフィールドはサポートしていませ

ん。

ファイル
etc/ftpd/ftpconversions

著者
ftpconversionsはミズリー州セントルイスのワシントン大学で開発されました。

参照
ftpd(1M)、ftpaccess(4)
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名称
ftpgroups − SITE GROUP および SITE GPASS コマンドと一緒に使用するためのグループパスワードファイル

構文
/etc/ftpd/ftpgroups

説明
ftpgroups ファイルは、 SITE GROUP および SITE GPASS コマンドと一緒に使用するためのグループパスワー

ドファイルです。

このファイルを使用できるようにするには、構成ファイル /etc/ftpd/ftpaccess にエントリー private yes を指定し

なければなりません。

このファイルには、英数字文字列、暗号化されたパスワード、および /etc/group ファイルに記述された実際の

グループ名が含まれます。各エントリーは : で区切られます。ユーザーがログインした後、SITE GROUP およ

び SITE GPASS コマンドを使って、拡張されたアクセスグループおよび関連したパスワードを指定できます。

グループ名およびパスワードが有効である場合、ユーザーは (setgid() により ) グループアクセスファイル
/etc/ftpd/ftpgroupsに指定されているグループのメンバーになります。

グループアクセスファイルの形式を以下に示します。

access_group_name:encrypted_password:real_group_name

access_group_name は任意の (英数字および句読点からなる) 文字列です。 encrypted_password は、 /etc/passwd

で指定されているような、 crypt(3) により暗号化されたパスワードです。 real_group_name は、 /etc/group にリ

ストされている有効なグループの名前です。

注記: このオプションを anonymous FTP ユーザーに対して機能させるには、ftp サーバは /etc/group を常に開い

た状態にし、グループアクセスファイルをメモリにロードしておかなければなりません。すなわち、

(1) ftpサーバーで現在、追加のファイル記述子が開かれた状態になっていること、

(2) SITE GROUP によりユーザーに与えられた必要なパスワードおよびアクセス権限が FTP セッショ

ン中は変更されないことを示しています。

アクセスグループとパスワードのどちらか、または両方を、すぐに変更する必要がある場合は、実行中の FTP

サーバーのセッションをすべて終了させます。

FILES
/etc/ftpd/ftpgroups

著者
ftpgroups はミズーリ州セントルイスのワシントン大学で開発されました。

参照
ftpaccess(4)
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名称
ftphosts − ftpdの個々のユーザーのホストアクセスファイル

構文
/etc/ftpd/ftphosts

説明
/etc/ftpd/ftphosts ファイルは、さまざまなホストから一定のアカウントへのアクセスを許可または拒否するた

めに使用します。

アクセス機能
allow username addrglob [ addrglob... ]

username でのログインは、 addrglob と一致するホストだけに許可されます。 addrglob は、グロビング

されたドメイン名またはグロビングされた数値アドレスです。

deny username addrglob [ addrglob ... ]

addrglob と一致するホストは、username でのログインが常に拒否されます。

anonymous または ftp のユーザー名は、anonymous ユーザーを指定します。

addrglob は、アドレス/cidr、またはアドレス:ネットマスクの形式で表現できます。たとえば、以下のように表

現します。

10.0.0.0/8、10.0.0.0:255.0.0.0

例
allow bartm some.domain 131.211.32.*

deny fred other.domain 135.112.23.*

allow sam any.domain

ファイル
/etc/ftpd/ftphosts

著者
ftphostsはミズーリ州セントルイスのワシントン大学で開発されました。

参照
ftpd(1M)、 ftpaccess(4)、 ftpconversions(4)、 ftpshut(1)
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名称
ftpservers − ftpd仮想ホスティング構成仕様ファイル

構文
/etc/ftpd/ftpservers

説明
/etc/ftpd/ftpservers ファイルは、 ftpd サーバーに、どの仮想ドメイン構成ファイルのセットを使用するべきか

を知らせるときに使用します。 VIRTUAL のサポートがある場合、wu-ftpdで各仮想ドメインごとに別の構成

ファイルを使うことができます。

仮想ホストでは、構成ファイルを別の仮想ドメインディレクトリに置くことができます。ディレクトリパス

と、この構成ファイルを使用する仮想ホストのIPアドレスの一覧は /etc/ftpd/ftpservers ファイルにあります。

仮想ドメインディレクトリに置かれる実際の構成ファイルは、次のような名前でなくてはなりません。

ftpaccess 仮想ドメインの探査ファイル

ftpusers Webサーバーを使用できるアカウントの制限

ftpgroups SITE GROUPとSITE GPASSのサポート

ftphosts その仮想サーバーへのアクセスを許可、または拒否するユーザー名

ftpconversions 仮想ドメインで使用できる変換のカスタマイズ

各仮想ドメインディレクトリにすべてのファイルを置く必要はありません。たとえば ftpconversions ファイル

など、あるセットのドメインでファイルのマスターコピーを使用したい場合は、そのファイルをその仮想ドメ

インディレクトリに置かないでください。その場合、デフォルトのマスターコピーが使用されます。

注意: ファイル名は上に挙げたものと一致しなければなりません。スペルを間違ったり、別の名前にした場

合、サーバーはそれを発見できず、代わりに、そのファイルのマスターコピーが使用されます。

ftpserversのファイルフォーマット
各エントリには2つのフィールドがあります。

ipaddr/hostname directory-containing-configuration-files

たとえば次のようになります。
10.196.145.10 /etc/ftpd/ftpaccess.somedomain/

10.196.145.200 /etc/ftpd/ftpaccess.someotherdomain/

some.domain INTERNAL

ftpクライアントがサーバーに接続すると、 ftpd はftpクライアントが接続したIPアドレスと ftpservers ファイ

ルで見つかったものとを比較します。

一致すれば、そのドメインの構成ファイルを含む、指定されたディレクトリへのパスが返されます。 ftpd サー

バーは、そのディレクトリにある構成ファイルをすべて使用します。
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一致しない場合、または、不正なディレクトリパスが見つかった場合、構成ファイルへのデフォルトパスが使

われます。上の例で、 INTERNAL を使用していますが、これは指定されたディレクトリのチェックでエラー

となり、マスター構成ファイルが使用されます。

仮想ドメインの指定には、実際のIPアドレスか、特定のホスト名を使うことができます。ドメイン参照の必要

を減らし、名前の問題に関するDNSのセキュリティを損わないよう、仮想ドメインの実際のIPを指定するとよ

いでしょう。

注意: コメント行は#記号で表します。コメント行と空行は無視されます。

ファイル
/etc/ftpd/ftpservers

著者
ftpserversは、ミズーリ州セントルイスのワシントン大学で開発されました。

参照
ftpd(1M)、ftpaccess(4)、ftpconversions(4)、ftphosts(4)
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名称
ftpusers − ftpd(1M) 用保護ファイル

説明
ftpd は /etc/ftpd/ftpusers に挙げられた、ローカルユーザーアカウントに対するリモートログインを拒否しま

す。制限されたアカウント名は、それぞれ、ファイルの各行に1つずつ現れないといけません。行には空白が

あってはいけません。 /etc/passwd で、制限されたログインシェルを指定してあるユーザーアカウントは、
/etc/ftpd/ftpusers の中にリストアップしておくべきです。なぜなら、 ftpd は /etc/passwd にあるログインシェル

を使わないで、ローカルアカウントにアクセスするからです。UUCP アカウントは /etc/ftpd/ftpusers に入れて

おくべきです。 /etc/ftpd/ftpusersが存在しないときは、 ftpd はセキュリティチェックを行いません。

例
次の内容の /etc/ftpd/ftpusersファイルを例にとります。

ユーザーアカウント名と正確に一致した行だけが重要です。

空白行は、どのアカウント名とも一致しないので、無害です。

ただし、次のことに注意してください。

uucp

guest

ftpd は、 uucp 、 guest というローカルアカウントを使用したログインの試みを拒否します。

著者
ftpusers 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)、ftpd(1M)
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名称
gated.config − GateDaemon設定ガイド

構文
/etc/gated.conf

説明
設定の概要

• はじめに

• 文の要約

• 優先順位と経路の選択

• トレース文とグローバルオプション

• ディレクトリ文

• オプション文

• インタフェース文と設定

• 定義文

プロトコル文
• プロトコルの概要

• 内部ゲートウェイプロトコル(igp)

• RIP、HELLO、OSPF

• 外部ゲートウェイプロトコル(egp)

• EGP、BGP

• ICMP 文

• リダイレクト文

• ルーター検出文

• カーネルインタフェース

• 静的経路

制御文
• 経路のフィルタ処理

• AS パスのマッチング

• 経路のインポート
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• 経路のエクスポート

• 経路の統合

付録
• 用語集

• 参照

GateDの設定について
構文

gated 設定ファイルは、セミコロン (‘;’) で終了する文から構成されています。文は、スペースで区切られた

トークンから構成されています。ここでのスペースは、空白、タブ、および改行文字を任意に組み合せたもの

です。こうした構成を取ることによって、互いに関連する部分や、特定のプロトコルに関連する部分が簡単に

識別できます。コメントは次の2つの形式のどちらかを使って指定できます。番号記号(‘#’)から行の終りまで

をコメントとする形式と、‘/*’から‘*/’までをコメントとする、C 形式です。

構文記述規則
パーサーで使用されるキーワードと特殊文字は、ボールド体で示されます。パラメータは、イタリックの変数

定義形式で示されます。角カッコ(‘[’ と ‘]’)内に示されるパラメータは、オプションのキーワードとパラメータ

を示します。縦棒(‘|’)は、パラメータの選択に使用され、丸カッコ(‘(’ と ‘)’)は、必要な場合に、キーワードや

パラメータをグループ化するのに使用されます。

次に構文記述の例を示します。

[ backbone | ( area area ) ]

角カッコは、どちらかのパラメータを選択できることを示しています。キーワードは、backbone と area で

す。縦棒は、‘‘backbone’’または‘‘area area’’ のどちらかが指定できることを示します。 area は変数定義形式で

示されていますから、指定する必要のあるパラメータであることがわかります。

文のグループ化
設定文とそれが記述される順序によって、 gated.conf の構成は、オプション文、インタフェース文、定義文、

プロトコル文、静的文、制御文、統合文に分類されます。文を不適切に入力すると、設定ファイルの構文解析

時にエラーが発生します。

残り2つの種類の文(%directive文と%trace文)は、上記のどのカテゴリ一にも属しません。これらの文は、設定

ファイルからパーサーに指示を与え、トレースを制御します。プロトコルの設定とは関係ないため、gated.conf

ファイルのどの箇所にも記述できます。

文の要約
設定文の要約表(「設定文の要約」の項に記載)には、GateDの各設定文が名称別に記載され、文の種類とコマ

ンド機能の概略が示されています。 8種類あるGateD文の詳細な定義と説明については、個々の項を参照して

ください。
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GateD設定文の要約
GateD設定コマンドの要約を次に示します。表には、各コマンドが名称別に記載されており、文の種類と機能

の概略が示されています。

GateD設定文の要約
%directory (指令文) インクルードファイル用のディレクトリを設定します。

%include (指令文) ファイルをgated.confに挿入します。

traceoptions (トレース文) トレースするイベントを指定します。

options (定義文) GateD のオプションを定義します。

interfaces (定義文) GateD のインタフェースを定義します。

autonomoussystem (定義文) AS 番号を定義します。

routerid (定義文) 発信ルーター(BGP、OSPF)を定義します。

martians (定義文) 無効とするあて先アドレスを定義します。

rip (プロトコル文) RIP プロトコルを使用可能にします。

hello (プロトコル文) HELLO プロトコルを使用可能にします。

isis (プロトコル文) ISIS プロトコルを使用可能にします。

kernel (プロトコル文) カーネルインタフェースオプションを設定します。

ospf (プロトコル文) OSPF プロトコルを使用可能します。

egp (プロトコル文) EGP プロトコルを使用可能します。

bgp (プロトコル文) BGP プロトコルを使用可能します。

redirect (プロトコル文) ICMP リダイレクトの処理を設定します。

icmp (プロトコル文) 汎用 ICMP パケットの処理を設定します。

static (静的文) 静的経路を定義します。

import (制御文) インポートする経路を定義します。

export (制御文) エクスポートする経路を定義します。

aggregate (制御文) 統合する経路を定義します。

generate (制御文) 生成する経路を定義します。

優先順位
GateD では、優先順位を指定すると、あるプロトコルまたはピアからの経路を、他の経路よりも優先させるこ

とができます。優先順位は、GateD 設定ファイルの複数の異なる設定文で設定できます。優先順位は、外へ向

かうネットワークインタフェース(あるプロトコルから他へ、またはあるリモートゲートウェイから他へ)を基
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準にして設定できます。優先順位では、1つの igp 内における経路の選択を制御できません。選択は、メト

リックに応じたプロトコルで自動的に実行されます。ただし、優先順位を使用して、異なるピアまたは自律系

システムから得た経路を同じ egp から選択することはできます。優先順位は設定ファイルの各所に設定できま

すが、各経路には優先順位の値を1つしか設定できません。最後に設定された優先順位値、または最も多く指

定されている優先順位値が使用されます (用語集: 優先順位参照)。優先順位値は任意に割り当てられる値であ

り、単一の経路データベースにおいて、同じあて先に到達する経路間での順序の決定に使用されます。優先順

位値が最も小さい(優先順位は最も高い)経路がアクティブな経路として選択されます。タイブレイカーと呼ば

れることもある、もう1つの優先順位(優先順位2)を実装しているプロトコルもあります。

経路の選択方法
• 最高の(数値的に最も小さい)優先順位の経路が選択されます。

• 2つの経路が同じ優先順位の場合、最高の(数値的に最少の)優先順位2(タイブレイカーとも呼ばれて

います)を持つ経路が選択されます。

• egp から得られた経路よりも、igp から得られた経路が優先的に選択されます。優先順位が最も低

い経路は、egp 内の igp から間接的に得られる経路です。

• AS パス情報が利用できる場合は、最適な経路を決定する際の参考とします。

• AS パスがない経路よりも、AS パスを持つ経路が優先的に選択されます。

• AS パスと起点が同じ場合は、より短メトリックの経路が選択されます。

• egp に AS パス起点がある経路よりも、igp に AS パス起点がある経路が選択されます。優先順

位が最も低い経路は、AS パスの起点が未知の経路です。

• より短い AS パスが優先的に選択されます。

• 両方の経路のプロトコルと AS が同じ場合は、最短メトリックの経路が優先的に選択されます。

• ネクストホップアドレスの数値が最小の経路が使用されます。

優先順位の割り当て
GateD が経路を受け取る各ソースには、デフォルトの優先順位が割り当てられます。優先順位の値は 0 から
255 の範囲で、優先順位が最も高い経路は最も小さい数値で示されます。

次の表は、各種の方法で得られる経路に対するデフォルトの優先順位の値を要約した表です。表には、優先順

位を設定する文(そのいくつかは文中の節です)、各文が適用される経路のタイプ、経路のタイプに対するデ

フォルトの優先順位が記載されています。また、プロトコル間の優先順位も記載されています。文の適用範囲

が狭いほど、その優先順位が高くなりますが、設定される経路の規模は小さくなります。

優先順位を指定する経路のタイプ 定義する文 デフォルト

直接接続されたネットワーク interface 0

OSPF 経路 ospf 10

Section 4-120 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



gated.conf(4) gated.conf(4)

IS-IS レベル 1 経路 isis level 1  15

IS-IS レベル 2 経路 isis level 2  18

内部的に生成されたデフォルト gendefault 20

リダイレクト redirect 30

経路ソケットからの経路 kernel 40

config での静的経路 static 60

ANS SPF (SLSP) 経路 slsp 70

HELLO 経路 hello 90

RIP 経路 rip 100

ポイント-ポイントインタフェース 110

障害インタフェースヘの経路 interfaces 120

aggregate/generate 経路 aggregate/generate 130

OSPF AS 外部経路 ospf 150

BGP経路 bgp 170

EGP egp 200

優先順位指定の例
interfaces {

interface 138.66.12.2 preference 10 ;

} ;

rip yes {

preference 90 ;

} ;

import proto rip gateway 138.66.12.1 preference 75 ;

これらの文では、ゲートウェイ 138.66.12.1 の RIP から得た経路に適用される優先順位は 75 です。ゲートウェ

イ 128.66.12.1 の RIP から得た経路に適用される最新の優先順位は、受け入れ文で定義されています。他の RIP

経路に適用できる優先順位は rip 文にあります。 interface 文で設定されている優先順位は、そのインタフェー

スへの経路にだけ適用されます。

トレース文
トレース文はトレースオプションを制御します。 GateD トレースオプションは、多数のレベルで設定できま

す。トレースオプションには、ファイル指定、制御オプション、グローバルトレースオプション、プロトコル

固有のトレースオプションがあります。置き換えられない限り、上位レベルでのトレースオプションは、その

下のレベルに受け継がれます。たとえば、BGP ピア トレースオプションは、グローバル BGP トレースオプ

ションから受け継いだ、BGP グループ トレースオプションを受け継ぎます。グローバル BGP トレースオプ

ションは、グローバル GateD トレースオプションから受け継がれます。各レベルでのトレース指定は、受け継

いだオプションより優先されます。
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グローバルトレースオプション
グローバルオプションには2つのタイプがあります。 1つは、グローバル操作にだけ影響するオプションで、も

う1つは、プロトコルに対して潜在的な重要性を持つオプションです。

グローバル操作に対してのみ重要性を持つオプション
グローバルな重要性だけを持つトレースフラグは次のとおりです。

parse 語彙分析部とパーサーをトレースします。主に、GateD 開発者がデバッグに使用します。

adv 方針ブロックの割り当てと解放をトレースします。主に、GateD 開発者がデバッグに使用

します。

symbols 起動時にカーネルから読み込んだシンボルのトレースに使用されます。シンボルは設定

ファイルの構文解析前にカーネルから読み込まれるので、このレベルのトレースを指定す

る場合は、コマンド行で -tオプションを指定した場合だけ有効となります。

iflist カーネルインタフェースリストの読み取りのトレースに使用されます。設定ファイルの読

み取り前に最初のインタフェーススキャンが行われるので、使用する場合はコマンド行で
-t オプションを指定してください。

プロトコルに対して重要性を持つオプション
プロトコルに対して潜在的な重要性を持つオプションフラグは次のとおりです。

all 以下のフラグをすべてオンにします。

general normal と route の両方を指定するための簡易的なフラグです。

state プロトコルのステートマシン遷移をトレースします。

normal 正常なプロトコルの発生をトレースします。異常なプロトコルの発生は常時トレースされ

ます。

policy インポートおよびエクスポートされた経路に対する、プロトコルのアプリケーションと

ユーザーが指定した方針をトレースします。

task プロトコルまたはピアに関連付けられたシステムインタフェースとその処理をトレースし

ます。

timer プロトコルまたはピアによるタイマー使用をトレースします。

route 経路指定テーブルに対する、プロトコルまたはピアによってインストールされた経路の変

更をトレースします。

上記のすべてのオプションを、すべてのプロトコルに適用できるわけではありません。場合によっては、一部

のオプションは有効ではありません (たとえば、RIP にはステートマシンがありません)。また、要求されたト

レースが実装されていない場合もあります (RIP における policy オプションのサポートなど)。

現状では、コマンド行からパケットのトレースを指定することはできません。パケットトレース用のグローバ

ルオプションによる出力過多の可能性があるからです。
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プロトコルが、グローバルトレースオプションからトレースオプションを受け継ぐ場合、有効でないトレーシ

ングレベル(parse、adv およびパケットトレースのオプション)はマスクされます。

グローバルなトレース文はすぐに機能します。特に、構文解析オプションは設定ファイルの構文解析の時点で

動作します。設定ファイルで指定されたプロトコルによって受け継がれるトレース値は、その構文解析時に作

用するグローバルオプションから、初期値として受け継がれます。

パケットのトレース
バケットのトレースは非常に柔軟です。パケットトレース用オプションは、プロトコルに対して1つ以上あり

ます。すべてのプロトコルで、 packets キーワードを使用できます。このオプションを使用すると、プロトコ

ルによって送受信されたすべてのパケットがトレースできるようになります。ほとんどのプロトコルには、必

要なパケットタイプのパケットだけをトレースするように制限できる他のオプションがあります。これらのト

レースオプションは、次のとおりです。

detail detail は、 send または recv よりも前に指定する必要があります。パケットは通常、1,2行の

簡潔な形式でトレースされます。 detail を指定すると、より冗長な形式によってパケット内

容の詳細が示されます。

send

recv 送信または受信するパケットだけをトレースするよう制限します。これらのオプションを

使用しないと、送受信するパケットが両方ともトレースされます。

detail を指定する場合は、send または recv よりも前に指定する必要があります。様々な方式のパケットトレー

スが可能なプロトコルの場合は、パケットトレースごとに修飾子を指定できます。ただし、1つのトレース指

定内ではトレースフラグが統合されるため、detail packets と指定するとすべてのパケットに対してフルトレー

スが行われますから、注意してください。

Traceoptionsの構文
traceoptions ["trace_file" [replace] [size size[k|m] files files]]

[control_options] trace_options [except trace_options] ;

traceoptions none ;

trace_file トレース情報を格納するファイルを指定します。このファイル名がスラッシュ (/) で始まっ

ていない場合、gatedが起動されたディレクトリがその名前の前に追加されます。

replace 起動したときにファイルが存在すると、ファイルの内容を置き換えてトレースします。デ

フォルトでは、既存のファイルにトレースを追加します。

size size[k|m] files files

トレースファイルの最大サイズを、指定したサイズに制限します(最少 10K)。トレースファ

イルが指定サイズに達すると、ファイルの最大数 (最低指定数は 2)まで、ファイル名が
file.0、file.1、file.2 と次々に変更されます。
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control_options

トレースの出力形式を制御するオプションを指定します。有効な値は次のとおりです。

nostamp

タイムスタンプをすべてのトレース行の前に添付しないように指定します。

except trace_options

トレースのブロードクラスを使用可能にして、他の指定オプションを使用不能にします。

none プロトコルまたはピアに対して、すべてのトレースを停止するように指定します。

指令文
指令文は、挿入するファイルとそのファイルがあるディレクトリを、GateD 設定言語パーサーに示します。指

令文はパーサーによって直ちに実行されます。他の文はセミコロン (;) で終わりますが、指令文は改行で終わ

ります。指令文は次の2つです。

%directory "directory"

挿入するファイルがあるディレクトリを定義します。この文を使用すると、GateD は、パス修

飾が不完全な挿入ファイル ("/" で始まらないファイルなど) を、パス名で識別されるディレク

トリから検索します。この文は、現在のディレクトリを変更しません。挿入するファイル名に

付加する接頭辞を指定するだけです。

%include "filename"

挿入するファイルを指定します。ファイルの内容は、gated.conf ファイル上の %include が指定

されている位置に挿入されます。ファイル名が不完全な ("/" で始まっていない ) 場合は、
%directory 文で定義されているディレクトリからの相対的なファイル名だと見なされます。
%include 文を使用すると、指定ファイルは完全に構文解析されてから挿入されます。ネストは
10 レベルまでサポートされていますが、parse.h の FI_MAX の定義を変更すると、最大ネスト

レベルを増やすことができます。

複雑な環境では、大規模な設定をより簡潔で小規模な設定に分割すると便利な場合がありますが、GateD の最

大の利点は、複数の各種経路指定プロトコルを単一のファイルにまとめることです。小さなファイルを不必要

に分割すると、経路設定が複雑になってしまいます。

オプション文
オプション文は、グローバルオプションを指定します。 gated.conf ファイルでこの文を使用する場合は、他の

種類の設定文の前に options を記述する必要があります。

オプション文の構文は次のとおりです。

options

[ nosend ]

[ noresolv ]

[ gendefault [ preference preference ] [ gateway gateway] ]

[ syslog [ upto ] log_level ]
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[ mark time ]

;

オプションのリストには、次のオプションを1つ以上含めることができます。

gendefault [ preference preference ] [ gateway gateway]

gendefault を使用可能にすると、BGP や EGP ネイバーが起動したときに、特殊プロトコル
default を持つデフォルトの経路が作成されます。 nogendefault オプションを使うと、
BGP/EGP グループごとにこれを利用不可にできます。デフォルトでは、経路の優先順位は 20

です。通常、この経路はカーネル転送テーブルにインストールされませんが、他のプロトコル

から告知することができます。ゲートウェイを指定すると、リストされているゲートウェイの

ネクストホップを使って、デフォルトの経路がカーネル転送テーブルにインストールされま

す。

この gendefault オプションよりも、より一般的なオプションを使用するほうが適切です。 gen-

default オプションは、将来のリリースでは削除される可能性があります。 generate 文の詳細

については、「経路の統合」の項を参照してください。

nosend パケットを送信しません。このオプションを使用すると、経路指定プロトコルに加わらなくて

も、実際のネットワークで GateD を実行してプロトコルの相互作用をテストできます。 GateD

ログにあるパケットトレースを調べると、GateD が適切に機能しているか検証できます。これ

は主に、RIP および HELLO を使用するとき役に立ちます(場合によっては、SMUX SNMP イ

ンタフェースでも役立ちます)。このオプションは、 BGP にはまだ適用できません。また、
EGPおよび OSPF ではあまり役に立ちません。

noresolv

GateD はデフォルトで、gethostbyname() と getnetbyname() ライブラリコールを使って、シンボ

ル名称を IP アドレスに置き換えます。通常、これらの関数は、ローカルホストの hosts とネッ

トワークテーブルの代わりに、ドメインネームシステム(DNS) を使用します。 DNS に問い合

せを送るための経路指定情報が不足していると、GateD は起動時にデッドロックします。この

オプションを使用すると、それらの関数呼び出しを防げるため、シンボル名称は設定ファイル

エラーになります。

syslog [ upto ] log_level

setlogmask() をサポートしているシステムでは、 syslog によって GateD ログのデータ数を制御

できます。利用可能なログレベルと他の用語は、setlogmask(3) マンページで定義されている通

りです。デフォルトでは、syslog upto infoと同じです。

mark time

このオプションを指定すると、gated は指定された間隔でトレースログにメッセージを出力し

ます。このオプションは、gated がまだ実行中かどうかを判定することができる1つの方法で

す。
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インタフェース文
インタフェース文の構文

interfaces {

options

[ strictinterfaces ]

[ scaninterval time ]

[ aliases-nh ( primary | lowestip | keepall ) ]

;

interface interface_list

[ preference preference ]

[ down preference preference ]

[ passive ]

[ simplex ]

[ reject ]

[ blackhole ]

[ alias primary address ]

[ aliases-nh ( primary | lowestip | keepall ) ]

;

define address

[ broadcast address ] | [ pointtopoint address ]

[ netmask mask ]

[ multicast ]

;

} ;

インタフェースは、ルーターとその接続ネットワークの1つを接続します。物理的インタフェースは、インタ

フェース名、IP アドレス、またはドメイン名で指定できます(ネットワークが無番号ポイント-ポイントネット

ワークではない場合)。設定言語では複数レベルで問い合せできるため、ワイルドカード、インタフェースのタ

イプ名、または削除ワードアドレスを使用してインタフェースを識別できます。将来の UNIX オペレーティン

グシステムでは、インタフェースごとに複数のアドレスが使用できる可能性があるので、インタフェース名の

使用には注意してください。 interface_list には、ワイルドカード名(番号を付けない名前)を含むインタフェー

ス名、複数のインタフェースやアドレスを指定する名前、すべてのインタフェースを意味するトークン all を

列挙します。

options

インタフェースに関連する次のグローバルオプションを設定できます。

strictinterfaces

GateD の起動時に存在しておらず、define 文に記載されていない設定ファイルのイン

タフェースを参照した場合、致命的エラーを発生させます。このオプションを使用し

ないと、警告メッセージが発行されますが、GateD は実行を続けます。
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scaninterval time

変更を調査するために、GateD がカーネルインタフェースリストをスキャンする頻度

を指定します。デフォルトは、ほとんどのシステムで 15 秒ごとですが、インタフェー

スの状態変更を経路指定ソケットを介して渡すシステム (BSD 4.4) では 60 秒ごとで

す。 GateD は、SIGUSR2 の受信時にもインタフェースリストをスキャンしますから注

意してください。

aliases-nh ( primary | lowestip | keepall )

Service Guard 環境と同じように、複数のアドレスをインタフェースに割り当てた場合

に、GateDがどのアドレスをインタフェースルートの次のホップとしてインストール

するかを指定します。 primary を使用すると、一次インタフェースアドレス (デフォ

ルト) がインストールされます。 lowestip を使用すると、最低位のIPアドレスがイン

ストールされます。 keepall を使用すると、インタフェースルートは最大の
RT_N_MULTIPATH ルートになるまでカーネル内に保存されます。これはコンパイル

時の定数です。これはグローバルパラメータであり、インタフェースオプションを使

用してインタフェースごとに変更することができます。

注記: Service Guard 環境で gatedを使用する場合は、 keepall オプションが必要です。

interface interface_list

インタフェースオプションを指定のインタフェースに設定します。インタフェースリストは、
all、またはインタフェース名 (インタフェース名に関する警告を参照)、ドメイン名、数値アド

レスを列挙したものです。この文で使用できるオプションは、次のとおりです。

preference preference

インタフェースが起動して適切に機能している場合に、このインタフェースへの経路

の優先順位を設定します。デフォルトの優先順位は 0 です。

down preference preference

インタフェースが適切に機能していないと GateD が判断しているが、カーネルでは障

害が検出されていない場合に、そのインタフェースへの経路の優先順位を設定しま

す。デフォルトの優先順位は 120 です。

passive 受信すべき経路指定情報の不足によって、インタフェースが適切に機能していない場

合に、GateD がそのインタフェースへの経路の優先順位を変更しないようにします。

インタフェースが経路指定プロトコルに実際に関連付けられている場合にだけ、GateD

はこのチェックを実行します。

simplex

インタフェースが、自身のブロードキャストパケットを受信できないように定義しま

す。 IFF_SIMPLEX フラグを使用することでインタフェースを simplex に定義できる

システムもありますが、それ以外のシステムでは、設定ファイルで定義する必要があ

ります。 simplex インタフェースでは、自身から送信されたパケットはソフトウェア
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でループバックされたものと想定され、インタフェースが適切に機能していることを

示すためには使用されません。

reject 拒否経路をカーネルにインストールするときに、基準に合致するインタフェースのア

ドレスを、ローカルアドレスとして使用するよう指定します。拒否またはブラック

ホール擬似インタフェースがインストールされている、BSD 4.3 Tahoe 以前のものに基

づくシステムでだけ使用してください。

blackhole

拒否経路をカーネルにインストールするときに、基準に合致するインタフェースのア

ドレスを、ローカルアドレスとして使用するよう指定します。拒否またはブラック

ホール擬似インタフェースがインストールされている、BSD 4.3 Tahoe 以前のものに基

づくシステムでだけ使用してください。

alias primary address

このインタフェースに対する一次 address を指定します。このオプションは、GateDが

一次アドレスとするアドレスより優先されます。

aliases-nh ( primary | lowestip | keepall )

Service Guard 環境と同じように、複数のアドレスをインタフェースに割り当てた場合

に、GateDがどのアドレスをインタフェースルートの次のホップとしてインストール

するかを指定します。 primary を使用すると、一次インタフェースアドレス (デフォ

ルト) がインストールされます。 lowestip を使用すると、最低位のIPアドレスがイン

ストールされます。 keepall を使用すると、インタフェースルートは最大の
RT_N_MULTIPATH ルートになるまでカーネル内に保存されます。これはコンパイル

時の定数です。このパラメータは、このインタフェースに対するグローバルオプショ

ンより優先されます。

注記: Service Guard 環境で gatedを使用する場合は、 keepall オプションが必要です。

define address

GateD の起動時に存在していなくてもよいインタフェースを定義します。インタフェースは、
strictinterfaces が定義されていると設定ファイルで参照できます。使用できる define のキー

ワードは、次のとおりです。

broadcast address

ブロードキャスト可能なインタフェース(イーサネットまたはトークンリング)である

と定義し、ブロードキャストアドレスを指定します。

pointtopoint address

インタフェースをポイント-ポイント インタフェース (SLIP または PPP)として定義

し、ローカル側のアドレスを指定します。 define 文の最初の address には、インタ

フェースのリモートエンドにあるホストのアドレスを指定します。 pointtopoint キー

ワードの後ろの address には、インタフェースのローカル側のアドレスを指定します。
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ブロードキャストまたはポイント-ポイントとして定義されていないインタフェースは、 X.25

ネットワークなどの、非ブロードキャストマルチアクセス(NBMA)であると仮定されます。

netmask mask

このインタフェースで使用するサブネットマスクを指定します。これは、ポイント-ポ

イントインタフェースでは無視されます。

multicast

インタフェースがマルチキャスト可能であると指定します。

インタフェースリスト
インタフェースリストは、インタフェースまたはインタフェースグループを参照するリストです。インタ

フェースを参照する方式は、4種類使用できます。一般的な参照法から特殊な参照法までを次に示します。

all この方式は、すべての利用可能なインタフェースを参照します。

ワイルドカードによるインタフェース名

この方式は、同じタイプのインタフェースをすべてを参照します。 UNIX インタフェースは、

デバイスドライバー名 (ie など) とユニット番号 (0、5、22 など) から構成されています。英文

字だけを含む名前の参照は、同じ英字部分があるすべてのインタフェースに一致します。

Sun の環境の例を挙げると、ie はすべての Interlan Ethernet インタフェースを参照し、le は、

すべての Lance Ethernet インタフェースを参照します。ただし、ie は iel0 には一致しません。

インタフェース名

この方式は、特定のインタフェース(通常は、物理的インタフェース)を参照します。インタ

フェース名は、英文字部分の後ろに数字を付加して指定します。これは1つの特定インタ

フェースに一致します。ただし、多くのシステムでは、1つの物理的インタフェースに対し

て、複数のプロトコル (IP)アドレスを設定できますから注意してください。たとえば、ef1

は、ef1 という名前のインタフェースに一致しますが、ef10 という名前のインタフェースには

一致しません。

インタフェースアドレス

これは、1つの特定インタフェースに一致します。プロトコルアドレス(10.0.0.51)、またはシン

ボリックホスト名 (nic.ddn.mil) で参照できます。シンボリックホスト名を使用した参照は、ア

ドレスが1つだけ割り付けられている場合にだけ有効です。シンボリックホスト名の使用はな

るべく避けてください。

複数のパラメータが指定された設定ファイルに多数のインタフェースリストが存在する場合、パラメータは実

行時に統合され、インタフェースごとに指定されているパラメータのリストが作成されます。複数のリストに

同一のパラメータを指定すると、最も指定数が多いインタフェースでパラメータが使用されます。

たとえば、3つのインタフェース、le0、le1、du0 があるシステムを想定してください。

rip yes {

interface all noripin noripout ;

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 13 − Hewlett-Packard Company Section 4-129



gated.conf(4) gated.conf(4)

interface le ripin ;

interface le1 ripout ;

} ;

RIP パケットは、インタフェース le0 と le1 からだけ受け入れられ、du0 からは受け入れられません。 RIP パ

ケットは、インタフェース le1 でだけ送信されます。

IPインタフェースのアドレスと経路
BSD 4.3 以降のネットワーク実装では、4種類のインタフェースが使用できます。物理的インタフェースに対し

て複数のプロトコルアドレスを許可している実装もあります。それらの実装のほとんどは、BSD 4.3 Reno 以降

に基づいています。

ループバック

このインタフェースには、アドレス 127.0.0.1 が割り当てられなければなりません。このイン

タフェースに送られたパケットは、発信元に送り返されます。また、このインタフェースは、

拒否やブラックホール経路などの他の機能を実装するために、万能インタフェースとして使用

されます。このインタフェースのネットマスクは、作成されても無視されます。 OSPF や BGP

のルーターIDと同じ追加アレスをこのインタフェースに割り当てると、ルーターIDに基づい

て、一部のインタフェースが故障しても機能するシステムヘ経路指定することができるため、

便利です。

ブロードキャスト

イーサネット、トークンリング、FDDIなどの、物理的レベルブロードキャストのマルチアク

セスインタフェース機能です。このインタフェースには、サブネットマスクとブロードキャス

トアドレスが割り当てられます。ブロードキャスネットワークヘのインタフェース経路は、完

全なサブネットへの経路です。

ポイント-ポイント

このインタフェースは他のホストへのトンネルであり、通常は一種のシリアルリンク上にあり

ます。このインタフェースには、ローカルアドレスとリモートアドレスがあります。ポイント
-ポイントインタフェースに対して複数のアドレスを指定することができますが、あまり役に

は立ちません。

リモートアドレスは、ルーターに存在するすべてのインタフェースアドレスの中で唯一のもの

でなければなりません。ローカルアドレスは、多数のポイント-ポイントインタフェースと1つ

の非ポイント-ポイントインタフェース間で共有できます。これは技術的には、アドレスレス

リンク用のルーター ID方式の1つです。このテクニックは、使用時に要求されなかったものと

してサブネットを保存します。

ポイント-ポイントインタフェースにサブネットマスクを指定すると、インタフェース上の他

のルーターに伝播するサブネットを決定するため、RIP バージョン 1 と HELLO だけで使用さ

れます。
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非ブロードキャストマルチアクセスまたは nbma

インタフェースはマルチアクセスですが、ブロードキャストできません。たとえば、フレーム

リレーや X.25 などです。このタイプのインタフェースには、ローカルアドレスとサブネット

マスクを割り当てます。

GateD は、設定され起動している IP インタフェースで利用できる経路を確保します。通常は、インタフェース

を設定する ifconfig コマンドで処理されます。 GateD は整合性を保つためにこの作業を行ないます。

ポイント-ポイントインタフェースに対して、gated は特別な経路をいくつかインストールします。ローカルア

ドレスが、1つ以上のポイント-ポイントインタフェースで非ポイント-ポイントインタフェースと共有されて

いない場合、gated は、ループバックインタフェースを指すローカルアドレスへの経路を、優先順位 110 でイ

ンストールします。このローカルアドレスを付与してホストから発信されたパケットは、確実にローカルで処

理されます。 OSPF は、リモートエンドのルーターからパケットが返されるポイント-ポイントリンクを経由

した local インタフェースへのパケットを優先的に経路指定します。これはリンクの運用を検証するために使

用されます。 OSPF は優先順位 10 の経路をインストールするため、優先順位 110 の経路は無効になります。

1つ以上のポイント-ポイントインタフェースのローカルアドレスが、非ポイント-ポイントインタフェースに

よって共有されている場合、gated は、ローカルヘの経路を優先順位 0 でインストールします。このアドレス

は転送テーブルにインストールされません。これによって、システムがホストとして機能するときに、OSPF

などのプロトコルが、シリアルインタフェースを経由して、パケットをこのドレスに経路指定しないようにで

きます。

インタフェースの状態が変化すると、GateD はすべてのプロトコルに通知し、プロトコルは適切なアクション

を実行します。 GateD は、UP マークが付いていないインタフェースは存在しないと仮定しています。これは

最適なアクションではありませんが、現在機能させている方法です。

GateD は、ローカルアドレス、リモートアドレス、ブロードキャストアドレス、サブネットマスクの1つでも

無効なインタフェースは無視します。無効なデータはフィールドに 0 を含んでいます。また GateD は、同じ

ローカルアドレスとリモートアドレスを持つポイント-ポイント インタフェースも無視します。この場合、

ループバックテストモードに入っていると見なされます。

定義文
定義文は、GateD のすべて、または少なくとも 2 つ以上のプロトコルに関連する汎用設定文です。
autonomoussystem, routerid, martians の3種類の定義文があります。 gated.conf ファイルで使用する場合は、
autonomoussystem、routerid, martiansを他の種類の設定文より前に記述する必要があります。

自律系システム設定
autonomoussystem autonomous_system [ loops number ] ;

autonomous_system をルーターの自律系システム番号に設定します。 BGP または EGP を使用する場合は、この

オプションが必要です。 AS 番号はネットワーク情報センター (NIC) によって割り当てられます。

Loops は、AS パスをサポートしているプロトコル(BGP など)専用です。 Loopsは、自律系システムが AS パス

に出現する回数を制御します。デフォルトは 1 です。
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ルーター IDの設定
routerid host ;

BGP と OSPF プロトコルで使用するルーター識別子を設定します。デフォルトは、GateD が最初に検出したイ

ンタフェースのアドレスです。非ポイント-ポイントインタフェースのアドレスは、ポイント-ポイントインタ

フェースのローカルアドレスよりも優先的に選択されます。ループバックアドレス(127.0.0.1)ではないループ

バックインタフェースのアドレスは、最優先で選択されます。

無効アドレスの設定
martians {

host host [ allow ] ;

network [ allow ] ;

network mask mask [ allow ] ;

network masklen number [ allow ] ;

default [ allow ] ;

} ;

関連付けられたすべての経路指定情報が無視される無効アドレスのリストを定義します。誤設定されたシステ

ムが、無効なあて先アドレスを送信する場合があります。そのようなアドレスは無効アドレスと呼ばれ、経路

指定ソフトウェアで拒否されます。このコマンドで無効アドレスをリストに追加することができます。範囲の

指定については、「経路のフィルタ処理」の項を参照してください。また allow パラメータを指定すると、許

可されていない範囲のサブセットを、明示的に許可することができます。

定義文の例
options gendefault ;

autonomoussystem 249 ;

interface 128.66.12.2 passive ;

martians {

0.0.0.26

};

上記の例文が実行する機能は、次のとおりです。

• options 文は、EGP や BGP ネイバーと情報交換する場合はデフォルトの経路を生成するよう、シス

テムに指示します。

• autonomoussystem 文は、EGP と BGP に対して AS 番号 249 を使用するように、GateD に指示しま

す。

• interface 文は、データ通信が行われていない場合でも、インタフェース 128.66.12.2 を故障として

マークしないように、GateD に指示します。

• martians 文は、0.0.0.26 に対する経路の受け入れを阻止します。
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プロトコルの概要
経路指定プロトコルは、各あて先への「最適な」経路を決定して、ネットワーク上のシステムに経路指定情報

を与えます。経路指定プロトコルは、内部プロトコルと外部プロトコルの2つの汎用グループに分類されま

す。 GateD ソフトウェアは、内部と外部の経路指定プロトコルの管理を、1つのソフトウェアデーモンに結び

付けます。

内部経路指定プロトコル
内部プロトコルは、自律系システム(AS)内で到達可能性情報の交換に使用されます。内部プロトコルは、頭文

字が igp であるクラスとして参照されます。内部プロトコルには次のものがあります。

RIP 経路指定情報プロトコル(Routing Information Protocol)のバージョン 1 とバージョン 2 は、最も使用される

内部プロトコルです。 RIP は、メトリックが最も小さい経路を最適な経路として選択します。メトリッ

クとは、データがあて先に到着するために通るゲートウェイの数を示すホップカウントです。 RIP が受

入れる最長のパスは 15 ホップです。メトリックが 15 よりも長い場合、あて先は到達不能と見なされ、
GateD は経路を破棄します。 RIP は、最少のゲートウェイを使用する最短のパスの経路を、最適な経路

と想定しています。経路の混雑度や遅延は考慮しません。

RIP バージョン 1 プロトコルは RFC 1058 に、RIP バージョン 2 プロトコルは RFC 1388 に記述されてい

ます。

HELLO

内部プロトコル HELLO は、最適な経路を選択する決定要因として遅延を使用します。往復時間とは、

データグラムがソースとあて先を行き来する時間です。 HELLO は、fuzzball ゲートウェイをバックボー

ンとする NSFNET の最初のプロトタイプで使用されたプロトコルで、インターネットにとって歴史的に

重要なプロトコルです。現在、HELLO はあまり使用されていません。

HELLO プロトコルの初期バージョンは、RFC 891 に記述されています。

OSPF

Open Shortest Path First (OSPF)は、リンク状態プロトコルです。多数のルーターがある複合ネットワーク

の場合は、RIP よりも OSPF が適しています。 OSPF は同じコストのマルチパス経路指定を提供します。

OSPF は RFC 1583 に記載され、MIB は RFC 1253 で定義されています。他の関連文書は、RFC 1245、
RFC 1246、RFC 1370 です。

外部経路指定プロトコル
外部プロトコルは、自律系システム間での経路指定情報の交換に使用されます。外部プロトコルは、自律系シ

ステムが他の自律系システムと経路情報を交換する場合にだけ必要です。自律系システム内のルーターは、
RIP などの内部経路指定プロトコルを実行します。自律系システムを他の自律系システムに接続するゲート

ウェイだけが、外部経路指定プロトコルを実行する必要があります。現在サポートされている外部プロトコル

は、次の2種類です。
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EGP

外部ゲートウェイプロトコル (Exterior Gateway Protocol)。元来、EGP 到達可能性情報は、ARPANET/MIL-

NET "core" ゲートウェイに渡されていました。このゲートウェイで、最適経路が選択されて、接続され

たすべての自律系システムに戻されました。インターネットが非階層型アーキテクチャ指向になったた

め、階層型アーキテクチャを想定した外部経路指定プロトコルである EGP は、あまり有効ではなくなり

ました。

EGPプロトコルは、RFC 827 および RFC 904 に記述されています。

BGP

ボーダーゲートウェイプロトコル (Border Gateway Protocol)は、外部プロトコルとして EGP に代わるプロ

トコルです。 BGP は、自律系システム間での経路指定情報の交換に使用されますが、EGP 以上の機能が

あります。 BGP はパス属性を使用して、最適経路の選択を支援するための各経路の情報を提供します。

パス属性は経路決定において、政策、組織、安全運用(方針)などを考慮に入れた管理上の優先順位などを

含むことができます。 BGP は、非階層型トポロジーをサポートしており、同等の自律系システムのネッ

トワーク構造の実装に使用できます。

BGP バージョン 1 は RFC 1105 に、バージョン 2 は RFC 1163 に、バージョン 3 は RFC 1267 に記述され

ています。バージョン 3 MIB は RFC 1269 に記述されています。 RFC 1164 と RFC 1268 では、バージョ

ン 2 と 3 のインターネットのアプリケーションについて説明しています。 BGP バージョン 3 によるプロ

トコル分析と実例は、RFC 1265 および RFC 1266 で利用できます。 RFC 1397 では、BGP バージョン 2

と 3 におけるデフォルト経路の通知について説明しています。また、RFC 1403 では BGP-OSPF の相互

作用について説明しています。

他の経路指定プロトコル
ルーター検出

ルーター検出(Router Discovery)プロトコルを使用すると、パケットを送信できるホストの利用状況をホ

ストに知らせたり、静的に設定されたデフォルトのルーターを追加することができます。これは、ホ

ストで実行するには最適のプロトコルであり、ホストが経路指定プロトコルを傍受しないようにしま

す。

ルーター検出プロトコルは RFC 1256 に記述されています。

経路指定情報プロトコル(RIP)
経路指定情報プロトコル(RIP) は、頻繁に使用される内部ゲートウェイプロトコルの1つです。 RIP は、距離ベ

クトルの実装、またはローカルネットワーク用の Bellman-Ford 経路指定プロトコルです。 RIP は、ルーターを

アクティブとパッシブ(サイレント)に分類します。アクティブルーターは、その経路(到達可能性情報)を他に

通知します。パッシブルーターは、通知された経路を受信して内部テーブルを更新しますが、通知は行いませ

ん。一般的に、ホストではパッシブモードを使用しますが、ルーターではアクティブモードで RIP を実行しま

す。

RIP をアクティブモードで実行しているルーターは、所定の間隔で更新情報をブロードキャストします。各更

新情報には、IP ネットワークアドレスとそのネットワークまでの距離(整数)で構成された1組の値が含まれて
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います。 RIP はホップカウントメトリックを使用して、あて先までの距離を計測します。 RIP メトリックで

は、ルーターは、直接接続されたネットワークへのメトリックを 1 と通知します。他のゲートウェイを通って

到達できるネットワークは、2ホップ以上となります。つまり、発信元からあて先までのパスに沿ったホップ

の数またはホップカウントは、データグラムがパスを経由して通過するゲートウェイの数を示します。最短パ

スの計算にホップカウントを使用すると、最適な結果が得られない場合もあります。たとえば、3つのイーサ

ネットに渡るホップカウント 3 のパスのほうが、2つの低速シリアルラインに渡るホップカウント 2 のパスよ

りも、実際には速い場合があります。技術的な相違を補うために、多くのルーターでは、低速リンクのホップ

カウントを人為的に高くして通知します。

ほとんどの UNIX システムで行われているように、RIP は、経路指定デーモン routed (宣言 route-"d")によって

実行されます。 RIP 経路指定デーモンは、RIP 更新で受信した情報を動的に組み立てます。 RIP は起動時に、

経路指定情報に対する REQUEST を発行し、その要求に対する応答を受信します。 RIP を提供するように設定

されているシステムでは要求を受信すると、経路指定データベースの情報に基づき、RESPONSE パケットで応

答します。 RESPONSE パケットには、あて先ネットワークのアドレスと各あて先に対する経路指定メトリッ

クが含まれています。

RIP RESPONSE パケットが受信されると、経路指定デーモンは情報を取り出し、経路指定データベースにリス

トされているあて先までの新しい経路と「最適な」(メトリックが最小の) 経路を追加して、データベースを再

構築します。あて先の次のルーターへの経路が 15 より多いホップを含んでいることが判明した場合、また

は、経路が削除された場合、RIP はデータベースから経路を削除します。指定時間内にゲートウェイから更新

情報を受信しなかった場合、そのゲートウェイを通過する経路はすべて削除されます。通常、経路指定アップ

デートは、30 秒ごとに発行されます。多くの実装では、ゲートウェイから180秒間受信しなかった場合、その

ゲートウェイからのすべての経路を、経路指定データベースから削除します。この180秒の間隔は、特定経路

へのあて先にも適用されます。

RIP バージョン 2 (通常、RIP II として知られている) は、追加機能を RIP に付加します。これらの機能のいく

つかは RIP I と互換性がありますが、その他の機能には互換性がありません。誤って解釈される可能性がある
RIP I 経路に情報を提供しないために、RIP II は、パケットをマルチキャストする時に非互換の機能だけを使用

します。 IP マルチキャストの機能がないインタフェースでは、混乱を招く可能性がない情報から成る RIP I 互

換パケットが使用されます。

主な RIP II拡張機能は、次のとおりです。

ネクストホップ

主要な機能は、経路指定更新情報を提供するルーター以外を使用しているネクストホップを通知する

機能です。これは、RIP を実行しない dumb ルーターへの静的経路を通知する際に、非常に役に立ちま

す。これによって、ネットワークを2回通過し、dumb ルーターを介してパケットがあて先に送られる

のを避けることができます。

RIP I ルーターは、RIP II パケットにあるネクストホップ情報を無視するため、パケットがネットワー

クを2回通過することになります。したがって、この情報は RIP I 互換 RIP II パケットで提供されま

す。
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ネットワークマスク

RIP I では、1つのネットワークのすべてのサブネットワークは、同じネットワークマスクになってい

ると想定しています。 RIP I はこの想定に基づいて、受信したすべての経路のネットワークマスクを計

算します。この想定によって、いろいろなネットマスクを持つサブネットのデータが RIP パケットに

含まれることを防ぎます。 RIP II では、各ネットワークがパケット内でネットワークマスクを明示的

に指定する機能を追加します。

RIP I ルーターは、RIP II パケットのネットワークマスクを無視しますが、さらに、そのネットワーク

マスクの計算も不正確になる恐れがあります。そのため、RIP I 互換 RIP II パケットには、誤って解釈

される可能性があるネットワークが含まれないようにする必要があります。これらのネットワーク

は、マルチキャストされるネイティブの RIP II パケットにだけ提供されなければなりません。

認証 さらに、RIP II パケットには2種類の認証文字列のいずれかを含めることができます。この認証文字列

は、提供された経路指定データの検証に使用します。認証は、RIP I 互換 RIP II パケットで使用できま

すが、RIP I ルーターはそれを無視するので注意してください。

1番目の方式は、パケットに含まれた 16 文字以内の認証キーによる単純なパスワードを使用します。

パスワードが一致しない場合、そのパケットは破棄されます。 RIP パケットを捕捉して容易に認証

キーを知ることができるため、この方式はあまり安全ではありません。

2番目の方式はまだ試用段階で、将来のリリースでは異なる方式に変更される可能性があります。この

方式では、MD5 アルゴリズムを使用して、RIP パケットと16 文字以内の認証キーに対する暗号チェッ

クサムを作成します。転送パケットには認証キーではなく、digest という暗号チェックサムが含まれま

す。受信ルーターは、適切な認証キーを使用して計算を行い、digest が一致しない場合はパケットを破

棄します。さらに、順番号を管理して古いパケットが再使用されないようにします。この方式では、

有効な認証キーを持つルーターを経由した経路指定データを使用するため、安全性がさらに確保され

ます。

2つの認証方式はインタフェースごとに指定できます。パケットは常に、1番目の方式を使って送られ

ますが、受信パケットは、1番目と2番目の方式によってチェックされ、その後破棄されます。また個

々の認証キーは、非ルーターの問い合せに使用されます。

RIP-Iとネットワークマスク
RIP-I は、パケットの受信に使用したインタフェースのネットワークマスクから、受信したネットワークとホ

ストのネットワークマスクを取得します。受信したネットワークまたはホストが、使用されたインタフェース

の所属ネットワークと同じで、そのネットワークがサブネット化されている場合 (マスクは元来のネットマス

クよりも詳細です) は、サブネットマスクがあて先に適用されます。マスク外のビットが設定されている場合

はホストであると見なされます。それ以外の場合はサブネットであると見なされます。

ポイント-ポイント インタフェースでのネットマスクは、リモートアドレスに適用されます。ネットマスク

は、リモートアドレスが所属するネットワークに含まれるか、全く同じ場合には無視されます。

以前のリリースとは異なり、ゼロサブネットマスク (インタフェースの所属ネットワークに一致し、より詳細

な、またはより長いネットワークマスクを持つネットワーク) は無視されます。これが望ましくない場合は、

Section 4-136 Hewlett-Packard Company − 20 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



gated.conf(4) gated.conf(4)

経路フィルタを使って拒否できます。

RIP文
rip yes | no | on | off [ {

broadcast ;

nobroadcast ;

nocheckzero ;

preference preference ;

defaultmetric metric ;

query authentication [none | [[simple|md5] password]] ;

interface interface_list

[noripin] | [ripin]

[noripout] | [ripout]

[metricin metric]

[metricout metric]

[version 1]|[version 2 [multicast|broadcast]]

[[secondary] authentication [none | [[simple|md5] password]] ;

trustedgateways gateway_list ;

sourcegateways gateway_list ;

traceoptions trace_options ;

} ] ;

rip 文は、RIP の使用を制御します。 rip 文を指定しない場合、デフォルトは rip on ; になります。 RIP を使用

可能にすると、インタフェースが1つだけの場合は nobroadcast と仮定され、複数インタフェースがある場合は
broadcast と仮定されます。

オプションは次のとおりです。

broadcast

インタフェースの数に関係なく、RIP パケットをブロードキャストするように指定します。こ

れは、静的経路や他のプロトコルから得た経路を RIP に伝達する場合に役立ちます。ネット

ワークインタフェースが1つだけのときに broadcast を使用すると、場合によってはデータパ

ケットが単一ネットワークを2回通過するようになります。

nobroadcast

複数の接続インタフェースがあっても、RIP パケットをそのインタフェースにブロードキャス

トしないよう指定します。 sourcegateways 節があると、経路はそのゲートウェイに直接ユニ

キャストされます。

nocheckzero

受信するバージョン 1 RIP パケットの予約フィールドが 0 であることを、RIP が確認しないよ

う指定します。通常 RIP は、予約フィールドが 0 のパケットを拒否します。
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preference preference

RIP から得た経路の優先順位を設定します。デフォルトの優先順位は 100 です。この優先順位

を、インポート方針で指定された優先順位で置き換えることができます。

defaultmetric metric

他のプロトコルから得た経路を、RIP を通じて通知するときに使用するメトリックを定義しま

す。このオプションを指定しない場合、デフォルトの値は 16 になります (到達不能)。他のプ

ロトコルから RIP に経路をエクスポートするには、このオプションでメトリックを明示的に指

定する必要があります。このメトリックを、エクスポート方針で指定されたメトリックで置き

換えることができます。

query authentication [none | [[simple|md5] password]] ;

ルーターからのものではない問い合せパケットに対して要求する認証を指定します。デフォル

トは none です。

interface interface_list

このインタフェースに RIP を送信するときの各種属性を制御します。 interface_list の説明は、

インタフェースリスト仕様に関する項を参照してください。

同一サブネットに複数のインタフェースが設定されている場合は、RIP 出力が設定されている

最初のインタフェースからだけ、RIP 更新情報が送信されます。 UNIX カーネルの運用方式か

ら来る制限です。将来のリリースでは削除される可能性があります。

使用できるパラメータは次のとおりです。

noripin

このインタフェースで受信した RIP パケットを無視するよう指定します。デフォルト

では、すべての非ループバックインタフェースの RIP パケットを受信します。

ripin これはデフォルトです。この引き数は、ワイルドカード インタフェース記述子で
noripin を使用する場合に必要です。

noripout

このインタフェースに RIP パケットを送信しないよう指定します。デフォルトでは、
broadcast モードのときに、すべてのブロードキャスト インタフェースと非ブロード

キャスト インタフェースに RIP を送ります。ポイント-ポイント インタフェースに
RIP を送るには、手作業で設定する必要があります。

ripout これはデフォルトです。この引き数は、ポイント-ポイントインタフェースに RIP を

送るときに必要です。また、ワイルドカードインタフェース記述子で noripin を使用

するときにも、必要なことがあります。

metricin metric

受信する経路が経路指定テーブルにインストールされる前に、RIP メトリックをその

経路に追加するよう指定します。デフォルトは、カーネルインタフェースメトリック
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に 1 (デフォルトの RIP ホップカウント) を加えた値です。この値は絶対値として使用

されます。カーネルメトリックは追加されません。このオプションを使用すると、

ルーターは、指定インタフェースで得た RIP 経路よりも、他のインタフェースからの
RIP 経路を優先的に選択します。

metricout metric

このインタフェースで送信する経路に、RIP メトリックを追加するよう指定します。

デフォルトは 0 です。このオプションを使用すると、他のルーターは、このルーター

よりも RIP 経路の他のソースを優先します。

version 1

このインタフェースで送信される RIP パケットが、バージョン 1 パケットであること

を指定します。これはデフォルトです。

version 2

RIP バージョン 2 パケットをこのインタフェースに送信するよう指定します。このイ

ンタフェースで IP マルチキャストがサポートされている場合、デフォルトでは、完全

なバージョン 2 パケットが送られます。サポートされていない場合は、バージョン 1

互換であるバージョン 2 パケットが送られます。

multicast

RIP バージョン 2 パケットをこのインタフェースにマルチキャストするよう指定しま

す。これはデフォルトです。

broadcast

IP マルチキャストが使用可能な場合でも、RIP バージョン 1 互換バージョン 2 パケッ

トを、このインタフェースにブロードキャストするよう指定します。

[secondary] authentication [none | [simple|md5] password]

使用する認証タイプを定義します。このオプションは RIP バージョン 2 にだけ適用さ

れ、RIP-1 パケットの場合は無視されます。デフォルトの認証タイプは none です。パ

スワードが指定されている場合、デフォルトの認証タイプは simple です。パスワード

は引用符で囲まれた 0 から 16 文字までの文字列でなければなりません。

secondary を指定すると、2番目の認証が定義されます。省略すると、1番目の認証が指

定されます。デフォルトは、1番目の認証が none で、2番目の認証が省略です。

trustedgateways gateway_list

RIP が更新情報を受け入れるゲートウェイのリストを定義します。 gateway_list は、ホスト名

または IP アドレスのリストです。デフォルトでは、共有ネットワーク上のすべてのルーター

が経路指定情報を提供することになっていますが、trustedgateways 節を指定すると、リストに

あるゲートウェイからの更新情報だけを受け入れます。
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sourcegateways gateway_list

RIP が、マルチキャストやブロードキャストを介さずに、直接パケットを送るルーターのリス

トを定義します。このオプションを使用すると、特定のゲートウェイにいろいろな経路情報を

送信できます。このリストのゲートウェイに対する更新は、インタフェースに設定されている
noripout の影響を受けません。

traceoptions trace_options

RIP 用のトレースオプションを指定します(トレース文と下記の RIP 専用トレースオプション

を参照してください)。

トレースオプション
新しい経路が告知されるか、告知されたメトリックが変化するか、経路がホールドされるかホールドが解除さ

れるたびに、policy オプションは情報を記録します。

パケットトレースオプション (detail、send、recv で指定できます) は、次のとおりです。

packets すべての RIP パケット。

request RIP 情報要求パケット (REQUEST、POLL、POLLENTRY など)。

response RIP RESPONSE パケット。これは実際に経路指定情報を含んでいるパケットです。

other 他のタイプのパケット。 TRACE_ON と TRACE_OFF だけが有効で、両方が指定されると

無視されます。

Helloプロトコル
特に必要がない限り、HELLO を使用しないでください。 HELLO は、GateD 4.0 あたりで廃止される予定で

す。

HELLO プロトコルは内部プロトコルであり、発信元とあて先の間でパケットの送受信に要した時間に基づく

経路指定メトリックを使用します。 HELLO パケットにはタイムスタンプ情報があります。この情報によっ

て、受信側はあて先までの最短遅延パスを計算できます。「最適な」経路は、遅延時間が最短の経路です。
HELLO で使用される時間単位はミリ秒です。 HELLO アップデートパケットが、2つの経路間を100ミリ秒未

満で行き来する場合、そのホップに対して最小値 100 が使用されます。高速インタフェース仕様で構築されて

いるネットワークに対して、HELLO は、ホップカウントの使用をデフォルトとしています。どのような経路

指定アルゴリズムを使用しても、HELLO は即座に経路を変更することができないか、不安定になります。不

安定な状態を避けるには、HELLO の実装をヒステリシスに構築し、経路の変更が継続すると確信できるま

で、HELLO が経路を変更しないようにします。

デフォルトでは、HELLO は RIP と同様に ifconfig コマンドで設定されたカーネルインタフェースメトリック

を使用して、経路が経路指定テーブルにインストールされるときに(metricin)、経路にメトリックが追加される

ようにします。カーネルインタフェース メトリックはホップ単位なので、次のテーブルを使用して、HELLO

のミリ秒メトリックに翻訳する必要があります。

ホップ HELLO メトリック
0 0
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1 100

2 148

3 219

4 325

5 481

6 713

7 1057

8 1567

9 2322

10 3440

11 5097

12 7552

13 11190

14 16579

15 24564

16 30000

HELLOとネットワークマスク
HELLO は、パケットの受信に使用したインタフェースのネットワークマスクから、受信したネットワークと

ホストのネットワークマスクを取得します。受信したネットワークまたはホストが、使用されたインタフェー

スの所属ネットワークと同じで、そのネットワークがサブネット化されている場合 (マスクは元来のネットマ

スクよりも詳細です) は、サブネットマスクがあて先に適用されます。マスク外のビットが設定されている場

合はホストであると見なされます。それ以外の場合はサブネットであると見なされます。

ポイント-ポイント インタフェースでのネットマスクは、リモートアドレスに適用されます。ネットマスク

は、リモートアドレスが所属するネットワークに含まれるか、全く同じ場合には無視されます。

以前のリリースとは異なり、ゼロサブネットマスク (インタフェースの所属ネットワークに一致し、より詳細

な、またはより長いネットワークマスクを持つネットワーク) は無視されます。これが望ましくない場合は、

経路フィルタを使って拒否できます。

Hello文
hello yes | no | on | off [ {

broadcast ;

nobroadcast ;

preference preference ;

defaultmetric metric ;

interface interface_list

[nohelloin] | [helloin]

[nohelloout] | [helloout]

[metricin metric]
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[metricout metric] ;

trustedgateways gateway_list ;

sourcegateways gateway_list ;

traceoptions trace_options ;

} ] ;

hello 文は、HELLO を使用を制御します。 hello 文を指定しない場合、デフォルトは hello off です。 HELLO

を使用可能にすると、インタフェースが1つだけの場合は nobroadcast と仮定され、複数のインタフェースがあ

る場合は broadcast と仮定されます。

broadcast

インタフェースの数に関係なく、HELLO パケットをブロードキャストするよう指定します。

これは、静的経路や他のプロトコルから得た経路を HELLO に伝達する場合に役立ちます。

ネットワークインタフェースが1つだけのときに broadcast を使用すると、場合によってはデー

タパケットが単一ネットワークを2回通過するようになります。

nobroadcast

複数の接続インタフェースがあっても、HELLO パケットをそのインタフェースにブロード

キャストしないよう指定します。 sourcegateways 節があると、経路はそのゲートウェイに直接

ユニキャストされます。

preference preference

HELLO から得た経路の優先順位を設定します。デフォルトの優先順位は 90 です。この優先順

位を、インポート方針で指定された優先順位で置き換えることができます。

defaultmetric metric

他のプロトコルから得た経路を、HELLO を通じて通知するときに使用するメトリックを定義

します。これを指定しない場合、デフォルトの値は 30000 になります (到達不能)。他のプロト

コルから HELLO に経路をエクスポートするには、このオプションでメトリックを明示的に指

定する必要があります。このメトリックを、エクスポート方針で指定されたメトリックで置き

換えることができます。

interface interface_list

このインタフェースに HELLO を送信するときの各種属性を制御します。 interface_list の説明

は、インタフェースリスト仕様に関する項を参照してください。

同一サブネットに複数のインタフェースが設定されている場合は、HELLO 出力が設定されて

いる最初のインタフェースからだけ、HELLO 更新情報が送信されます。 UNIX カーネルの運

用方式から来る制限です。将来のリリースでは削除される可能性があります。

使用できるパラメータは次のとおりです。
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nohelloin

このインタフェースで受信した HELLO パケットを無視するように指定します。デ

フォルトでは、すべての非ループバックインタフェースの HELLO パケットを受信し

ます。

helloin これはデフォルトです。この引き数は、ワイルドカード インタフェース記述子で
nohelloin を使用する場合に必要です。

nohelloout

このインタフェースに HELLO パケットを送信しないよう指定します。デフォルトで

は、broadcast モードのときに、すべてのブロードキャストインタフェースと非ブロー

ドキャスト インタフェースに HELLO を送ります。ポイント-ポイント インタフェー

スに HELLO を送るには、手作業で設定する必要があります。

helloout

これはデフォルトです。ポイント-ポイントインタフェースに HELLO を送る場合に、

この引き数が必要です。また、ワイルドカード インタフェース記述子で nohelloin を

使用するときにも、必要な場合があります。

metricin metric

受信する経路が経路指定テーブルにインストールされる前に、HELLO メトリックをそ

の経路に追加するよう指定します。デフォルトは、カーネルインタフェースメトリッ

クに 1 (デフォルトの HELLO ホップカウント) を加えた値です。この値は絶対値とし

て使用されます。カーネルメトリックは追加されません。このオプションを使用する

と、ルーターは、指定インタフェースで得た HELLO 経路よりも、他のインタフェー

スからの HELLO 経路を優先的に選択します。

metricout metric

このインタフェースで送信する経路に、HELLO メトリックを追加するよう指定しま

す。デフォルトは 0 です。このオプションを使用すると、他のルーターは、このルー

ターよりも、HELLO 経路の他のソースを優先します。

trustedgateways gateway_list

HELLO が更新情報を受け入れるゲートウェイのリストを定義します。 gateway_list は、ホスト

名または IP アドレスのリストです。デフォルトでは、共有ネットワーク上のすべてのルー

ターが経路指定情報を提供することになっていますが、trustedgateways 節を指定すると、リス

トにあるゲートウェイからの更新情報だけを受け入れます。

sourcegateways gateway_list

HELLO が、マルチキャストやブロードキャストを介さずに、直接パケットを送るルーターの

リストを定義します。このオプションを使用すると、特定のゲートウェイにいろいろな経路情

報を送信できます。このリストのゲートウェイに対する更新は、インタフェースに設定されて

いる noripout の影響を受けません。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 27 − Hewlett-Packard Company Section 4-143



gated.conf(4) gated.conf(4)

traceoptions trace_options

HELLO 用のトレースオプションを指定します(下記のトレース文と HELLO 専用トレースオプ

ションを参照してください)。

デフォルトの優先順位は 90 で、デフォルトのメトリックは 30000 です。

トレースオプション
新しい経路が告知されるか、告知されたメトリックが変化するか、経路がホールドされるかホールドが解除さ

れるたびに、policy オプションは情報を記録します。

パケットトレースオプション (detail、send、recv で指定できます) は、次のとおりです。

packets

すべての HELLO パケット。

OSPFプロトコル
Open Shortest Path Routing (OSPF) は、最短パス最優先 (SPF)プロトコルまたは リンク状態プロトコルです。
OSPF は、単一の自律系システム内のルーターに情報を与える内部ゲートウェイプロトコルで、コストが最低

となる経路を最適経路として選択します。 OSPF は多数のルーターがある複合ネットワークに適しているた

め、単一のあて先ヘのパケットを、複数のインタフェースを介して同時に送信できる、同ーコストのマルチパ

ス経路指定を提供します。リンク状態プロトコルにおいて、各ルーターは、 AS トポロジー全体を記述してい

るデータベースを管理します。 AS トポロジーは、すべてのルーターのリンク状態通知を統合して構築されま

す。各関連ルーターは、ルーターのローカル状態 (ルーターで使用可能なインタフェースと到達可能なネイ

バー)をAS 全体へ無差別に提供します。最少でも2つの接続ルーターを持つ各マルチアクセスネットワークに

は、指名ルーターとバックアップ指名ルーターが存在します。指名ルーターは、大量のリンク状態通知をマル

チアクセスネットワークに与え、また、他の特別な任務も遂行します。指名ルーターの概念によって、マルチ

アクセスネットワークで必要とされる隣接性の量を削減できます。

OSPF によって、ネットワークをエリアにまとめることができます。エリア間で渡される経路指定情報は抽象

化されるため、経路指定トラフィックを削減できる可能性があります。 OSPF は4種類の経路、エリア内、エ

リア間、タイプ 1 外部、タイプ 2 外部を使用します(選択優先順に記載)。エリア内パスは同じエリア内にあて

先があり、エリア間パスは他の OSPF にあて先があります。自律系システム外部(ASE)経路は、AS の外部のあ

て先への経路です。タイプ 1 経路として OSPF にインポートされた経路は、外部コストが OSPF コストと直接

互換の igp からの経路であると想定されます。経路指定が決定されると、OSPF は、外部コストへの AS 境界

ルーターに内部コストを追加します。タイプ 2 ASE は、外部コストが OSPF コストと互換性がない egp に対し

て使用されます。その場合、経路指定の決定には、AS 境界ルーターへの内部 OSPF コストだけが使用されま

す。

トポロジーデータベースから、各ルーターは自身をルートとして最短パスツリーを作成します。この最短パス

ツリーによって、AS の各あて先ヘの経路がわかります。外部的に得た経路指定情報は、葉(leaf)としてツリー

に示されます。リンク状態通知のフォーマットは、外部ソースから得た情報と、内部ルーターから得た情報を

区別するため、経路の信頼性や発信元に対する不明瞭さがなくなります。外部的に得た経路指定情報(たとえ

ば、EGP や BGP から得た経路)は、透過的に自律系システムを通過し、OSPF が内部的に得たデータと区別さ
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れます。通知ルーターによって各外部経路にタグを付けると、自律系システムの境界のルーター間で追加情報

の受け渡しができるようになります。

OSPF は、オプションとして、サービスタイプ (TOS) 経路指定を含むことができます。また、OSPF によって

管理者は、各サービスタイプ(遅延が少なく高いスループット)用のあて先に複数の経路をインストールするこ

とができます。 OSPF を実行しているルーターは、あて先アドレスとサービスタイプを使用して、あて先まで

の最適な経路を選択します。

OSPF のエリア内経路とエリア間経路は、常に優先順位 10 で、GateD 経路指定データベースにインポートされ

ます。 OSPF ルーターがエリアの OSPF に関係していない場合は、プロトコル違反になるので、優先順位を置

き換えることはできません。より低い優先順位値を他の経路に明示的に指定することもできますが、これはお

薦めできません。

リンク状態メッセージを配信できる場合は、ハードウェアマルチキャスト機能を使用できます。 OSPF エリア

は、バックボーンエリア (識別子 0.0.0.0. を持つエリア) に接続されています。すべてのエリアは、論理的に連

続していなければなりません。また、バックボーンは別扱いされません。最大限の柔軟性を実現するために、
OSPF では、物理的な実態にかかわらず、仮想リンクを設定して、バックボーンエリアが連続しているように

示すことができます。

エリア内のすべてのルーターは、そのエリアのパラメータに合致しなければなりません。リンク状態アルゴリ

ズムの個々のコピーは、各エリアに対して実行されます。そのため、ほとんどの設定パラメータは対エリア

ベースで定義されます。 1つのエリアに属しているすべてのルーターは、そのエリアの設定に合致しなければ

なりません。設定を誤ると、ネイバー間で隣接性が形成できず、経路指定情報も流れなくなり、ループする場

合もあります。

認証
すべての OSPF プロトコル交換は認証の対象とされます。認証により信頼できるルーターからだけ経路指定情

報をインポートするため、インターネットとそのユーザーを保護することができます。各種の認証スキーマを

使用できますが、各エリアに対しては単一のスキーマを設定しなければなりません。したがって特定エリアに

対し、他のエリアよりも厳密な認証を使用できます。 OSPF プロトコル交換は認証の対象とされます。認証に

より信頼できるルーターからだけ経路指定情報をインポートするため、インターネットとそのユーザーを保護

することができます。 2種類の認証スキーマが利用できます。 1つは、8文字以内の単純な認証キーを使用し、

標準化されています。もう1つはまだ試用段階で、MD5 アルゴリズムと16文字以内の認証キーを使用します。

多くの場合、ネットワークからパケットを捕捉して認証キーを知ることが容易にできるため、単純なパスワー

ドはあまり安全ではありません。実験的な MD5 アルゴリズムではパケットに認証キーを含めないため、より

安全です。

以前の OSPF 仕様では、認証タイプはエリアごとに設定され、インタフェースごとにパスワードを設定できる

ようになっていました。現在では、いろいろな認証タイプとキーをインタフェースごとに設定できるよう拡張

されました。さらに、第1および第2の認証タイプとキーを、各インタフェースに指定することができます。送

信パケットには1番目の認証タイプを使用しますが、受信パケットは1番目または2番目の認証タイプおよび

キーに一致しなければなりません。
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OSPF文
ospf yes | no | on | off [ {

defaults {

preference preference ;

cost cost ;

tag [ as ] tag ;

type 1 | 2 ;

} ;

exportlimit routes ;

exportinterval time ;

traceoptions trace_options ;

monitorauthkey authkey ;

monitorauth none | ( [ simple | md5 ] authkey ) ;

backbone | ( area area ) {

authtype 0 | 1 | none | simple ;

stub [ cost cost] ;

networks {

network [ restrict ] ;

network mask mask [ restrict ] ;

network masklen number [ restrict ] ;

host host [ restrict ] ;

} ;

stubhosts {

host cost cost ;

} ;

interface interface_list; [cost cost ] {

interface_parameters

} ;

interface interface_list nonbroadcast [cost cost ] {

pollinterval time ;

routers {

gateway [ eligible ] ;

} ;

interface_parameters

} ;

Backbone only:

virtuallink neighborid router_id transitarea area {

interface_parameters

} ;

Section 4-146 Hewlett-Packard Company − 30 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



gated.conf(4) gated.conf(4)

} ;

} ] ;

上記の interface_parameters の部分は、次を参照してください。インタフェースの任意のクラスに対して指定で

きるものであり、interface節に記述されます。

enable | disable ;

retransmitinterval time ;

transitdelay time ;

priority priority ;

hellointerval time ;

routerdeadinterval time ;

authkey auth_key ;

デフォルト

次のパラメータは、OSPF ASE 経路を gated 経路指定テーブルにインポートしたり、gated 経路

指定テーブルから OSPF ASE に経路をエクスポートするときに使用されるデフォルト値を指定

します。

preference preference

preference は、gated 経路指定テーブル内での OSPF 経路の優先順位を指定します。

デフォルト値は 150 です。

cost cost

cost は OSPF に対して、GateD 経路指定テーブルの非OSPF経路を ASE としてエク

スポートするときに使用される値です。デフォルト値は 1 です。これは、エクス

ポート方針で明示的に置き換えることができます。

tag [ as ] tag

OSPF ASE 経路には、32ビット タグフィールドがあります。このフィールドは、
OSPF プロトコルでは使用されませんが、経路をフィルタにかけるためエクスポー

ト方針で使用される場合があります。また、OSPF が egp と情報交換する際、AS

パス情報を伝達するためにタグフィールドが使用されることもあります。この場合

は as キーワードを指定して、タグを12ビット情報に制限します。指定しない場

合、タグは 0 に設定されます。

type 1 | 2

GateD 経路指定テーブルから OSPF にエクスポートされた経路は、デフォルトでは

タイプ 1 ASE になりますが、このオプションでエクスポート方針に置き換えること

ができます。
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ASEエクスポートレート

OSPF の性質上、ASE を送り出すレートを制限する必要があります。次の 2 つのパラメータを

使うと、その制限レートを調整することができます。

exportinterval time

このパラメータは、一回分の ASE リンク状態通知を生成して OSPF に送り出す頻

度を指定します。デフォルトは毎秒 1 回です。

exportlimit routes

このパラメータは、ASE を一回当たりどれだけ生成して送り出すのか指定します。

デフォルトは 100 個です。

traceoptions trace_options

OSPF のトレースオプションを指定します (トレース文と下記の OSPF 専用トレースオプショ

ン参照)。

monitorauthkey authkey

OSPF の状態は、ospf_monitor (ハイパーリンクでなければなりません) ユーティリティーを使

用して問い合せできます。このユーティリティーは、OSPF からのテキストによる応答を生成

する非標準 OSPF パケットを送信します。デフォルトでは、これらの要求は認証されません。

認証キーが設定されている場合、受信する要求は指定された認証キーに一致しなければなりま

せん。 OSPF の状態はこれらのパケットによって変更できませんが、OSPF に問い合せると、

システムリソースを使用できるようになります。

backbone

area area

各 OSPF ルーターには、OSPF エリアを少なくとも1つ設定しなければなりません。複数のエ

リアが設定されている場合、最低 1つは バックボーン でなければなりません。バックボーン

は、backbone キーワードによってのみ設定でき、area 0 で指定することはできません。バッ

クボーンインタフェースが仮想リンクの場合もあります。

authtype 0 | 1 | none | simple

OSPF は、エリアごとに認証スキーマを指定します。エリアの各インタフェースには、

異なる認証キーを使用できますが、同じ認証スキーマを使用しなければなりません。

現在有効な値は、非認証の場合は none (0)で、単純キーワード認証の場合は simple (1)

です。

stub [ cost cost]

stub エリアとは、ASE 経路がないエリアのことです。 cost を使用すると、指定された

コストのかかるデフォルトの経路が、エリアに追加されます。

networks

ここには、エリアの適用範囲をリストで記述します。指定範囲に含まれるエリア内
LSA は、他のエリアにはエリア間経路として通知されません。代わりに、指定範囲が
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要約ネットワーク LSA として通知されます。 restrict を指定すると、要約ネットワー

ク LSA は通知されません。指定範囲に含まれないエリア内 LSA も、要約ネットワー

ク LSA として通知されます。適切に設計されたネットワークでこのオプションを使用

すると、エリア間で伝播される経路指定情報の量を削減することができます。このリ

ストのエントリーは、ネットワーク、またはサブネットワークとマスクのペアです。

範囲指定の詳細については、「経路のフィルタ処理」の項を参照してください。

stubhosts

このリストは、ルーターから到達可能なホストとして通知される、直接接続されたホ

ストとそのコストを指定します。 OSPF の実行が望ましくないポイント-ポイントイン

タフェースは、ここで指定する必要があります。

また、(127 ネットワーク上ではない) ループバックインタフェースに追加アドレスを

割り当て、それをスタブホストとして通知すると便利です。このアドレスがルーター
ID として使用されるアドレスと同じ場合、インタフェースアドレスの代わりにルー

ター ID を使って、OSPF ルーターへの経路指定ができるようになるからです。この方

法だと、到達できないこともあるルーターのインタフェースアドレスで経路指定する

よりも、より信頼性が高くなります。

interface interface_list [cost cost ]

インタフェース節のこの形式は、ブロードキャストインタフェース (IP マルチキャス

トのサポートが必須です)、またはポイント-ポイントインタフェースの設定に使用さ

れます。 interface_list の説明は、インタフェースリスト仕様の項を参照してくださ

い。

各インタフェースには cost が存在します。パケットがあて先に到達するために通過す

る、すべてのインタフェースのコストを合計して、そのあて先に対するコストを求め

ます。デフォルトは 1 ですが、他のゼロではない値を指定することもできます。

すべての種類のインタフェースに共通のインタフェースパラメータは、次のとおりで

す。

retransmitinterval time

同じインタフェースを持つネイバーに、リンク状態通知を再伝送する間隔

を示す秒数です。

transitdelay time

このインタフェースでリンク状態更新情報を転送するのに必要な見積り秒

数。転送と伝播の遅延を考慮に入れて、0 よりも大きい値でなければなり

ません。

priority priority

インタフェース上の指名ルーターになるための優先順位を、0 から 255 ま

での数値で指定します。 1 つのネットワークに接続している 2 つのルー
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ターが同時に指名ルーターになろうとした場合、優先順位の高いルーター

が指名ルーターになります。優先順位が 0 に設定されているルーターは、

指名ルーターになれません。

hellointerval time

ルーターが HELLO パケットをインタフェースに送る間隔を示す、秒単位

の時間。

routerdeadinterval time

ルーターの HELLO パケットを受信しなくなった時点から、ルーターのネ

イバーが障害を宣言するまでの秒数。

authkey auth_key

OSPF ヘッダの認証フィールドを生成および検証するために、OSPF 認証に

よって使用されます。認証キーはインタフェースごとに設定できます。認

証キーを指定するには、ピリオドで区切った 1～8桁の10進数、0x を前に

付けた 1～8バイトの16進数、または二重引用符で囲んだ 1～8文字の文字

列を使用します。

ポイント-ポイントインタフェースは、次の追加パラメータもサポートしています。

nomulticast

ポイント-ポイントインタフェース上のネイバー宛ての OSPF パケットは、

デフォルトでは IP マルチキャスト機構によって送信されます。ただし、
UNIX 用の IP マルチキャスト実装には、ポイント-ポイントインタフェー

スで IP マルチキャストが使用できなくなるバグが潜んでいることがありま

す。 Gated はこのような状況を検出して、ポイント-ポイントのネイバーに

ユニキャスト OSPF パケットを送信できるようにします。

リモートネイバーが IP マルチキャストをサポートしていないため、IP マ

ルチキャストを使用したくない場合、nomulticast パラメータを指定する

と、強制的にユニキャスト OSPF パケットが使用されます。また、このオ

プションを使用すると、Gated が前述のバグを検出しても警告を出力しな

いようにできます。

interface interface_list nonbroadcast [cost cost ]

このインタフェース節の形式を使用すると、非ブロードキャスト マルチアクセス
(NBMA)媒体上の非ブロードキャストインタフェースを指定できます。 OSPF ブロー

ドキャスト媒体は IP マルチキャストをサポートする必要があるため、ブロードキャス

ト機能はあるが IP マルチキャストをサポートしていない媒体 (イーサネットなど )

は、非ブロードキャストインタフェースとして設定しなければなりません。

非ブロードキャスト インタフェースは、上記の標準 interface 節をサポートしていま

す。さらに、非ブロードキャストインタフェース固有の次のオプションもサポートし
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ています。

pollinterval time

ネイバーと隣接性を形成する前に、pollinterval で指定された周期で OSPF

パケットが送信されます。

routers 定義上、非ブロードキャストでは OSPF ネイバーを検出するためのブロー

ドキャストパケットを送信することはできません。そのため、すべてのネ

イバーを設定する必要があります。リストには1つ以上のネイバーと、それ

があて先指名ルーターに適任かどうかの指示が含まれています。

virtuallink neighborid router_id transitarea area

仮想リンクを使用すると、バックボーンエリアの接続を確立または増加することがで

きます。 neighborid は、仮想リンクにおける別の終端のルーター IDです。指定された

通過エリアは、このシステムでも設定する必要があります。上記の interface 節で定義

された、すべての標準インタフェースパラメータは、仮想リンクにも指定できます。

トレースオプション
次の OSPF 専用トレースフラグに加えて、OSPF は state をサポートしています。 state はインタフェースとネ

イバーのステートマシン遷移をトレースします。

lsabuild

リンク状態通知の作成

spf 最短パス優先 (SPF) の計算

パケットトレースオプション (detail、send、recv で指定できます) は、次のとおりです。

hello OSPF HELLO パケット。ネイバーへの到達可能性を判断します。

dd OSPF データベース記述パケット。 OSPF データベースを同期させます。

request

OSPF リンク状態要求パケット。 OSPF データベースを同期させます。

lsu OSPF リンク状態アップデートパケット。 OSPF データベースを同期させます。

ack OSPF リンク状態通知パケット。 OSPF データベースを同期させます。

外部ゲートウェイプロトコル (EGP)
外部ゲートウェイプロトコル (EGP) は外部経路指定プロトコルで、他の自律系システムのゲートウェイとの経

路指定情報の交換に使用されます。内部プロトコルとは異なり、EGP は、実際のメトリックではなく、到達可

能性指標だけを伝達します。 EGP アップデートは隔たり (0 から 255 の範囲) というメトリックを含んでいま

す。 GateD は同じ AS から得た EGPの隔たりを比較します。

EGP は、リモートルーターに経路指定情報を送る前に、そのルーターと隣接性を成立させる必要があります。

この作業は、Hello (HELLO プロトコルや OSPF HELLO メッセージとは違います) および I Heard You (I-H-U)

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 35 − Hewlett-Packard Company Section 4-151



gated.conf(4) gated.conf(4)

メッセージを他のルーターと交換することで実行されます。 EGP を介して通信するコンピュータは EGP ネイ

バーと呼ばれ、HELLO と I-H-U メッセージの交換は、ネイバーの取得と呼ばれています。ネイバーを取得す

ると、システムはそのネイバーをポールして、経路指定情報を取得します。ネイバーは経路指定情報を含んで

いるアップデートを送信して応答します。システムはネイバーからポールを受信すると、自身のアップデート

パケットを送って応答します。システムはアップデートを受信すると、アップデートからの経路を経路指定

データベースに保存します。ネイバーが連続した 3 つのポールに応答できなかった場合、GateD は、ネイバー

に障害が発生したと判断して、データベースからそのネイバーへの経路を削除します。

EGP文
egp yes | no | on | off

[ {

preference preference ;

defaultmetric metric ;

packetsize number ;

traceoptions trace_options ;

group

[ peeras autonomous_system ]

[ localas autonomous_system ]

[ maxup number ]

{

neighbor host

[ metricout metric ]

[ preference preference ]

[ preference2 preference ]

[ ttl ttl ]

[ nogendefault ]

[ importdefault ]

[ exportdefault ]

[ gateway gateway ]

[ lcladdr local_address ]

[ sourcenet network ]

[ minhello | p1 time ]

[ minpoll | p2 time ]

[ traceoptions trace_options ]

;

} ;

} ] ;
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preference preference

RIP から得た経路の優先順位を設定します。デフォルトの優先順位は 200 です。この優先順位

は、group 文、neighbor 文、またはインポート方針で指定された優先順位に置き換えることが

できます。

defaultmetric metric ;

EGP を通じて経路を通知するときに使用するメトリックを定義します。指定しないと、デフォ

ルト値は 255 になります。この値を到達不能と見なすシステムもあります。この値を選択した

場合は、EGP ネイバーに経路をエクスポートするときに、メトリックを明示的に指定する必要

があります。このメトリックは、neighbor 文、group 文、またはエクスポート方針で指定され

たメトリックで置き換えることができます。

packetsize maxpacketsize

EGP がネイバーから受信するパケットの要求最大サイズを定義します。この値を超過するパ

ケットを受信した場合、そのパケットは不完全なので破棄しなければなりません。しかしこの

パケットの長さは記録され、同じサイズのパケットを受信できるように、要求最大サイズが増

加されます。このパラメータを指定することによって、最初のパケットを破棄しなくても済み

ます。指定しない場合、デフォルトのサイズは 8192 バイトです。すべてのパケットサイズ

は、システムのページサイズの倍数に切り上げられます。

traceoptions trace_options

EGP 用のトレースオプションを指定します。デフォルトでは、グローバル トレースオプショ

ンが受け継がれます。これらの値は、グループベースまたはネイバーベースで置き換えること

ができます(トレース文と下記の EGP 専用トレースオプションを参照してください)。

group EGP ネイバーは、グループのメンバーとして指定する必要があります。通常、グループはすべ

てのネイバーを1つの自律系システムにまとめるために使用されます。 group 節で指定された

パラメータは、neighbor 節で明示的に置き換えない限り、すべての従属ネイバーに適用されま

す。任意の数の group 節で、任意の数の neighbor 節を指定できます。

neighbor 句のパラメータを group 節で 指定すると、グループ全体のデフォルトを指定できま

す (個々のネイバーでは置き換えも可能です)。また、group 節だけが次の属性を指定できま

す。

peeras グループのピアから要求される自律系システム番号を設定します。指定しない場合

は、動的に取得されます。

localas グループとして想定する GateD の自律系システムを設定します。デフォルトは、
autonomoussystem 文にグローバルに設定されています。通常は、他の自律系システ

ムに偽装してそのシステムを使わないようにする場合だけ、このオプションが使用

されます。

maxup GateD がグループから取得するネイバーの数を指定します。デフォルトでは、グ

ループに存在するすべてのネイバーを取得します。 GateD はリスト順に、最初の
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maxup の数だけネイバーを取得しようとします。最初のネイバーの1つが利用でき

ない場合は、リストでその次にあるネイバーを取得します。起動後に、GateD がよ

り適切なネイバーを取得すると、不必要となったネイバーはドロップされます。

neighbor neighbor_address

各 neighbor 句は、グループ内の1つの EGP ネイバーを定義します。句において必須の引き数

は、neighbor_address です。この引き数は、ネイバーのシンボリックホスト名または IP アドレ

スです。他のすべてのパラメータは任意です。

preference preference

ネイバーから得た経路の優先順位を指定します。これは、egp 文で設定されたデ

フォルトの EGP 優先順位と異なってもかまいません。そのため、GateD は、1つの

ネイバーまたはネイバーのグループからの経路を、他のものより優先的に選択でき

ます。この優先順位は、インポート方針によって明示的に置き換えることができま

す。

preference2 preference

優先順位が同じ場合は、2番目の優先順位である preference2 を使用すると、順位を

決めることができます。デフォルト値は 0 です。

metricout metric

このパラメータは、ネイバーに送信されるすべての経路に対して使用するメトリッ

クを指定します。指定されたネイバーまたはネイバーグループでは、egp 文で設定

されたデフォルトのメトリックや、エクスポート方針で指定されたすべてのメト

リックは、この値に置き換わります。

nogendefault

EGP がネイバーから有効なアップデートを受信したときでも、GateD がデフォルト

の経路を生成しないようにします。デフォルトの経路は、gendefault オプションが

使用可能な場合にだけ生成されます。

importdefault

受信した EGP アップデートにデフォルトの経路 (0.0.0.0)が含まれている場合、
GateD がそれを受け付けるようにします。これを指定しないと、EGP アップデート

に含まれているデフォルトの経路は無視されます。効率を上げるために、外部ルー

ターにデフォルト経路を通知させて、巨大な EGP アップデートパケットの送信を

避けているネットワークもあります。

exportdefault

GateD が EGPネイバーに送る EGP アップデートに、デフォルトの経路(0.0.0.0)含め

ることができるようにします。これによって、システムはデフォルトの経路を EGP

を介して通知できます。通常、デフォルトの経路は EGP アップデートに含まれて

いません。
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gateway gateway

ネットワークがネイバーと共有されていない場合、gateway は、そのネイバーから

受信した経路に対するネクストホップルーターとして、接続ネットワークのルー

ターを使用するように指定します。このオプションは、ほとんど使用されません。

lcladdr local_address

ネイバーとの接続のローカルエンドとして使用するアドレスを指定します。 gate-

way パラメータを使用する場合、ローカルアドレスは、ネイバーまたはネイバーの

ゲートウェイと共有するインタフェース上にあるアドレスでなければなりません。

適切なローカルアドレス(これによって、ネイバーまたはゲートウェイアドレスに

直接到達できるアドレス )を持つインタフェースが動作している時にだけ、セッ

ションがオープンします。

sourcenet network

EGP ポールパケットで問い合せするネットワークを指定します。デフォルトでは、

指定したネイバーアドレスと共有するネットワークです。ネイバーと共有するネッ

トワークがない場合、ネイバーが接続しているネットワークの1つを指定します。

このパラメータを使用すると、EGP パケットが送信されるネイバー以外のネイバー

と共有するネットワークを指定することもできます。通常、このパラメータは不必

要です。

p1 time

minhello time

EGP HELLO パケットを転送する最少間隔を設定します。デフォルトの HELLO 間

隔は 30 秒です。ネイバーが 3 つの HELLO パケットに応答できなかった場合、
GateD はネイバーの取得を停止します。より長い時間間隔を設定すると、ネイバー

は応答しやすくなります。 minhello は、EGP 仕様で定義されている P1 値の別名で

す。

p2 time

minpoll time

ネイバーにポールする時間間隔を指定します。デフォルトは 120 秒です。ポールを
3 回送っても応答がなかった場合、そのネイバーは「故障」と宣言され、それから

得たすべての経路は経路指定データベースから削除されます。より長いポール間隔

を設定すると、経路指定データベースはより安定しますが、経路指定の変更に敏速

に対応できなくなります。 minpoll は、EGP 仕様で定義されている P2 値の別名で

す。

ttl ttl GateD はデフォルトで、ローカルネイバーの IP TTL を 1 に設定し、非ローカルネ

イバーの TTL を 255 に設定します。 (TTL を 1 にして送信したパケットを無視す

る)適切に機能していないルーターと通信する場合に、このオプションを使用しま

す。
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traceoptions trace_options

EGP 用のトレースオプションを指定します。デフォルトでは、これらは、グループ

または EGP グローバルトレースオプションから受け継がれます(トレース文と下記

の EGP専用トレースオプションを参照してください)。

トレースオプション
stateと policyオプションは EGPでも機能します。

パケットトレースオプション (detail、send、recv で指定できます) は、次のとおりです。

packets

すべての EGPパケット。

hello EGP HELLO/I-HEARD-U パケット。ネイバーへの到達可能性を判断します。

acquire

EGP ACQUIRE/CEASE パケット。 EGP セッションを開始および終了します。

update EGP POLL/UPDATE パケット。到達可能性のアップデートを要求および受信します。

BGPプロトコル
ボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)は、自律系システム間での経路指定情報の交換に使用される、外部経

路指定プロトコルです。 BGP は、遷移およびスタブ自律系システム間での経路指定情報の交換と、複数の遷

移自律系システム間での経路指定情報の交換に使用されます。 BGP は EGP と関連がありますが、より機能的

で柔軟性があり、必要とするバンド幅がより少ないプロトコルです。 BGP はパス属性を使って、各経路の詳

細情報を提供し、特に、AS パスを保守します。 AS パスは、経路が通過した各自律系システムの AS 番号を含

み、経路指定が任意のトポロジーでループするのを防ぐ情報を十分に提供します。パス属性を使用すると、経

路のグループを区別して、運用上の優先順位を決定できます。また、経路の優先順位を柔軟に決定して、さま

ざまな運用成果を達成できます。

BGP は、ネイバー間の2種類の基本的セッション、内部セッション (IGP として参照される場合もあります) と

外部セッションをサポートしています。内部セッションは、同じ自律系システムのルーター間で実行され、外

部セッションは、異なる自律系システムのルーター間で実行されます。外部ピアに経路を送信すると、ローカ

ル AS 番号が AS パスの前に付けられるので、外部ピアから受信した経路には、必ずパスの先頭にそのピアの
AS 番号が付いています。通常、内部ネイバーから受信した経路には、AS パスの先頭にローカル AS 番号がな

いので、発信元の内部ネイバーが外部ピアから経路を受信した時にその経路が持っていたAS パスが使用され

ます。 AS パスに AS 番号が付いていない経路は、内部ネイバーから正当に受信することができます。これ

は、受信した経路を、自身の AS 内部の経路であると見なす必要があることを示しています。

BGP 実装は、3種類の BGP プロトコル (バージョン 2、3、4) をサポートしています。 BGP バージョン 2 と 3

は、機能がかなり限られています。これらは、分類されたネットワーク経路を伝達するだけで、AS パスも AS

番号の単純な配列です。 BGP 4 は、汎用アドレス/マスク経路を完全に伝達し、AS パスは異なる経路の統合結

果を示す構造となっています。

外部 BGP セッションは、パス属性に単一のメトリックを含むことも、含まないこともできます。 BGP は単一
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のメトリックを Multi-Exit Discriminatorと呼んでいます。 BGP バージョン2と3では、このメトリックは16ビッ

トの符号なし整数で、BGP バージョン4では、32ビットの符号なし整数です。どちらの場合も、より小さい値

を持つメトリックが優先的に選択されます。現在、このメトリックは、同一ネイバー AS からのルーターが同

じ優先順位を持つ場合に、そのルーター間の順位を決めるためにだけ使用されています。内部BGPセッション

では、パス属性に少なくとも1つのメトリックを保持しています。 BGP ではこれを LocalPrefと呼んでいます。

メトリックのサイズは MED と同じです。 BGP バージョン2と3では、メトリックの値が小さいほど、より適

切なメトリックであると見なしています。バージョン4では、より大きい値を持つメトリックを適切なメト

リックと見なしています。 BGP バージョン4セッションでは、オプションとして、内部セッションに第2メト

リックを保持できます。これは、Multi-Exit Discriminator の内部バージョンです。これらのメトリックの使用

は、指定された内部プロトコル処理のタイプに依存しています。

BGP は、同じようなパス属性を持つ経路を通知用の単一のアップデートに圧縮します。単一のアップデートで

受信された経路は、単一のアップデートで再び通知されます。ネイバーの損失による異常事態は最小限に押さ

えられ、ピアの確立中に送信された初期通知は最大限に圧縮されます。 BGP は、各メッセージごとにカーネ

ルから情報を読み取るようなことはしませんが、入力バッファは補充します。 BGP は、次の読み込みを行う

前に、バッファ内のすべての完全なメッセージを処理します。また、BGP は、複数読み取りを実行して、ソ

ケットに待機しているすべての受信データをクリアします。この機能は、ビジーピア接続によって延長された

時間だけ、他のプロトコルをブロックします。

すべての到達不能メッセージは集められて1つのメッセージにされ、アップデートをフラッシュするときに、

到達可能な経路を送る前に送信されます。これらの到達できなかった通知に対して、ネクストホップが接続の

ローカルアドレスとして設定されます。メトリックは送信されず、パスの起点は不完全であると設定されま

す。外部接続では、到達不能通知の AS パスは、ローカル AS に設定されます。内部接続では、AS パスは長さ
0 に設定されます。

BGP 実装は、外部ピアが共有サブネットに直接接続され、共有サブネットのホストアドレスであるネクスト

ホップを、外部ピアが通知することを想定しています(この制約はテスト用の設定によって緩和できます)。た

だし、内部ピアのグループの場合は、グループタイプの指定によって選択できる代替グループがいくつかあり

ます。内部タイプのグループは、すべてのピアが共有サブネットに直接接続され、外部ピアのように、BGP 通

知で受信したネクストホップを転送に直接使用できると想定しています。経路指定タイプのグループは、ピア

から転送アドレスとして経路と共に受信したネクストホップを使って、経路の直後のネクストホップを決定し

ます。この転送アドレスは、IGP の経路の直後のネクストホップの検索に使用されます。このようなグループ

は、遠距離ピアをサポートしていますが、直後のネクストホップの決定に使用する経路を持つ IGP についての

通知が必要です。タイプ igp グループは、グループピアからの経路を転送に使用しません。このグループは、

受信した BGP 経路のコピーを IGP によって受信し、IGP 経路に関連するパス属性の決定だけに BGP 経路を使

用します。このようなグループは、遠距離ピアをサポートしていますが、同時に実行している IGP についての

通知が必要です。

内部 BGP グループタイプ (およびテストグループ) では、可能な場合、共通方針に基づいて、すべてのグルー

プピアに対して単一の送信メッセージが作成されます。メッセージのコピーは、各ピアに対応するように「ネ

クストホップ」フィールドを調整して、グループのすべてのピアに送信されます。これによって、これらのタ
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イプのグループで実行している大量のピアの計算ロードを最小限にできます。 BGP では、allow 節によって適

切なグループが設定されている場合、未設定ピアを接続できます。

BGP文
bgp yes | no | on | off

[ {

preference preference ;

defaultmetric metric ;

traceoptions trace_options ;

group type ( external peeras autonomous_system )

| ( internal peeras autonomous_system )

| ( igp peeras autonomous_system proto proto )

| ( routing peeras autonomous_system proto proto

interface interface_list )

| ( test peeras autonomous_system )

{

allow {

network

network mask mask

network masklen number

all

host host

} ;

peer host

[ metricout metric ]

[ localas autonomous_system ]

[ nogendefault ]

[ gateway gateway ]

[ preference preference ]

[ preference2 preference ]

[ lcladdr local_address ]

[ holdtime time ]

[ version number ]

[ passive ]

[ sendbuffer number ]

[ recvbuffer number ]

[ indelay time ]

[ outdelay time ]

[ keep [ all | none ] ]

[ showwarnings ]
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[ noauthcheck ]

[ noaggregatorid ]

[ keepalivesalways ]

[ v3asloopokay ]

[ nov4asloop ]

[ logupdown ]

[ ttl ttl ]

[ traceoptions trace_options ]

;

} ;

} ] ;

external | internal | igp | test

bgp 文は、BGP を使用可能または使用不能にします。デフォルトでは、BGP は使用不能です。 BGP によって

経路を通知するためのデフォルトのメトリックは、メトリックを送信するためのものではありません。

preference preference

RIP から得た経路の優先順位を設定します。デフォルトの優先順位は 170 です。この優先順位

は、group 文、peer 文、またはインポート方針で指定された優先順位に置き換えることができ

ます。

defaultmetric metric

BGP を介して経路を通知するときに使用するメトリックを定義します。このオプションを指定

しないと、メトリックは伝達されません。このメトリックは、neighbor 文、group 文、または

エクスポート方針で指定されたメトリックに置き換えることができます。

traceoptions trace_options

BGP 用のトレースオプションを指定します。デフォルトでは、これらのオプションは、グロー

バルトレースオプションから受け継がれます。これらの値は、グループベースまたはネイバー

ベースで置き換えることができます(トレース文と下記の BGP 専用トレースオプションを参照

してください)。

グループ
BGP ピアは、種類別およびピアの自律系システム別にグループ化されます。指定できるグループの数は無制限

ですが、各グループは、独自の種類とピア自律系システムの組み合わせを持っていなければなりません。次の
4種類のグループがあります。

group type external peeras autonomous_system

典型的な外部 BGP グループでは、すべての送受信通知に対して完全な方針チェックが行われ

ます。マシンのローカルインタフェースの1つを介して、外部ネイバーに直接到達できなけれ

ばなりません。デフォルトでは、メトリックは外部通知に含まれず、ネクストホップは共有イ

ンタフェースに関して計算されます。
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group type internal peeras autonomous_system

IP レベル IGP がない環境 (SMDS ネットワークや MILNET など) で動作する内部グループで

す。このグループのすべてのネイバーは、単一のインタフェースを介して直接到達できるネイ

バーでなければなりません。すべてのネクストホップ情報は、このインタフェースに関して計

算されます。インポート方針とエクスポート方針は、グループ通知に適用できます。外部の
BGP ネイバーや EGP ネイバーから受信した経路は、デフォルトでは、受信したメトリックで

再び通知されます。

group type igp peeras autonomous_system proto proto

内部プロトコルと連動して実行する内部グループです。 IGPグループは、IGP タグ機構でパス

属性を完全に示すことができない場合にだけ、IGPがエクスポートしている経路を検査して通

知を送ります。 AS パス、パス起点、過渡的なオプションの属性だけが経路と共に送られま

す。メトリックは送信されず、接続で使用されるローカルアドレスにネクストホップが送信さ

れます。受信した内部 BGP 経路は使用されず再通知もされません。代わりに、AS パス情報が

対応する IGP 経路に追加され、その経路が再通知に使用されます。内部 IGP ピアは、IGP が

エクスポートしている経路のサブネットにだけ送信されるので、IGP のエクスポート方針が使

用されます。通知された経路は IGP がすでにエクスポートした経路なので、「同一グループの

ピアから経路指定してはいけない」という制約は必要ありません。

group type routing peeras autonomous_system proto proto interface interface_list

内部プロトコルの経路を使用して転送アドレスを解決する内部グループです。経路指定タイプ

のグループは、直接接続していないルーター間の外部経路を伝播します。経路指定タイプのグ

ループは、転送アドレスとして経路と共に受信した BGP ネクストホップを使って、経路の直

後のネクストホップを計算します。転送アドレスは、内部プロトコルの経路指定情報によって

解決されます。本来、内部 BGP は AS 外部経路の伝達に使用されます。それに対して、IGP

は、AS 内部経路の伝達だけを行い、内部 BGP の直後のネクストホップの検出に使用されま

す。

proto は、内部プロトコルを使用して BGP 経路の直後のネクストホップを決定するように指示

しますが、設定内の IGP の名前を指定する場合もあります。デフォルトでは、経路指定タイプ

のピアに通知された BGP 経路の直後のネクストホップは、それらのピアに対する BGP 接続の

ローカルアドレスとして設定されます。そのアドレスへの経路は、IGP によって伝播されると

想定されているからです。 interface_list は、オプションとして、リストインタフェースを提供

します。リストインタフェースの経路は、サードパーティのネクストホップを使用できる IGP

によって伝達されます。

group type test peeras autonomous_system

テストピアを使用して固定方針を実装する外部 BGP の拡張です。固定方針と、特殊事態コー

ドによって、テストピアの保守が相対的に楽になります。テストピアは直接接続ネットワーク

にある必要はありません。 GateD とピアが同じ(直接接続された)サブネット上にある場合、通

知されたネクストホップは、そのネットワークに関して計算されます。それ以外の場合、ネク
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ストホップは、ロカールマシンの現在のネクストホップです。テストピアから通知された、ま

たはテストピアが受信した経路指定情報はすべて破棄され、通知できるすべての BGP 経路

は、テストピアに送り返されます。 EGP および BGP から取得した経路からのメトリックはそ

の通知に転送されます。それ以外の場合、メトリックは含まれません。

グループパラメータ
BGP 文には、group 節と peer 句があります。グループ内では peer 句を無制限に指定できます。通常、group節

は、ピアのグループに対してデフォルトのパラメータを設定します。これらのパラメータは、下位の peer 句す

べてに適用できます。 group 節で peer 句のパラメータを指定すると、グループ全体のデフォルトを指定できま

す (これは、個々のピア用に置き換えることができます)。

ピアの指定
グループ内では、次のどちらかの方法によって、BGP ピアを設定できます。 BGP ピアは peer 文によって明示

的に設定できます。または、allow 文によって黙示的に設定することもできます。

allow allow 節によって、ネットワークとマスクペアで指定された範囲内のアドレスからピア接続が

できます。これらのピアのすべてのパラメータは、group 節で設定する必要があります。内部

ピア構造は、オープン要求の受信時に作成され、接続が中断した時に消去されます。ネット

ワークとマスクペアの指定方法についての詳細は、「経路のフィルタ処理」の項を参照してく

ださい。

peer host

peer 節は個々のピアを設定します。各ピアは、グループに対してデフォルトとして設定された

すべてのパラメータを受け継ぎます。これらのデフォルトは、peer 句で明示的に指定されたパ

ラメータと置き換えることができます。

各 group 節内では、個々のピアを指定でき、潜在的ピアのグループも allowを使って指定できます。 allowは、

アドレスマスクのセットを指定するのに使用します。 GateDは、セットで指定される任意のアドレスから BGP

接続要求を受信すると、それを受け入れ、ピア関係を設定します。

ピアのパラメータ
BGP peer 句では、次のパラメータを使用できます。これらのパラメータは group 節でも指定でき、すべてオプ

ションです。

metricout metric

このパラメータを指定すると、特定のピアに送信されるすべての経路で、このメトリックが第
1メトリックとして使用されます。このメトリックは、デフォルトのメトリック、グループで

指定されたメトリック、エクスポート方針で指定されたメトリックに置き換わります。

localas autonomous_system

GateD がピアのグループとして想定する自律的システムを識別します。デフォルトは、
autonomoussystem 文でグローバルに定義されている値です。
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nogendefault

EGP がネイバーから有効なアップデートを受信した時に、GateD がデフォルトの経路を生成す

るのを防止します。デフォルトの経路は、 gendefault オプションが使用可能な場合にだけ生成

されます。

gateway gateway

ネットワークがピアと共有されていない場合、ゲートウェイは、このネイバーから受信した経

路に対するネクストホップルーターとして、接続ネットワークのルーターを使用するように指

定します。ほとんどの場合、このパラメータは必要ありません。

preference preference

ピアから得た経路の優先順位を指定します。これは、bgp文で設定されたデフォルトの BGP 優

先順位と異なってもかまいません。そのため、GateD は、1つのピアまたはピアのグループへ

の経路を優先的に選択できます。この優先順位はインポート方針によって明示的に置き換える

ことができます。

preference2 preference

優先順位が同じ場合は、2番目の優先順位である preference2 を使用すると、順位を決めること

ができます。デフォルト値は 0 です。

lcladdr local_address

ピアとの TCP 接続におけるローカルエンドで使用するアドレスを指定します。外部ピアの場

合、ローカルアドレスは、gateway パラメータが使用されるときに、ピアまたはピアのゲート

ウェイと共有するインタフェース上にあるアドレスでなければなりません。適切なローカルア

ドレス(これによって、ピアまたはゲートウェイアドレスに直接到達できるアドレス)を持つイ

ンタフェースが動作している時にだけ、外部ピアとのセッションはオープンします。他のタイ

プのピアの場合、ピアセッションは、指定ローカルアドレスを持つインタフェースが動作して

いると、継続されます。どちらのピアにおいても、受信した接続のアドレスが設定ローカルア

ドレスと同じ場合だけ、接続が設定ピアに一致するものと認識されます。

holdtime time

ピアと接続をネゴシエーションする時に使用する、BGP ホールド時間の値を秒単位で指定しま

す。 BGP に応じて、GateD が、BGPオープンメッセージのホールド時間フィールドで指定さ

れた時間内に、キープアライブ、アップデート、または通知のメッセージを受信しないと、
BGP 接続はクローズされます。値は、0 (キープアライブメッセージを送信しない) または3以

上です。

version version

ピアで使用する BGP プロトコルのバージョンを指定します。バージョンを指定しない場合

は、サポートされている最新のバージョンが最初に使用され、バージョンネゴシエーションが

行われます。指定すると、指定バージョンだけがネゴシエーション中に提示されます。現在サ

ポートしているバージョンは、2、3、および4です。
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passive ピアに対してアクティブな OPEN を試みないように指定します。 GateD は、ピアが open を発

行するまで待機します。デフォルトでは、明示的に設定されたピアはすべてアクティブであ

り、ピアが応答するまで周期的に OPEN メッセージを送ります。

sendbuffer buffer_size

recvbuffer buffer_size

カーネルに要求する送受信用のバッファ量を制御します。サポートされている最大量は 65535

バイトですが、多くのカーネルではより低い値に制限しています。デフォルトでは、GateD が

サポートする最大の量を設定します。これらのパラメータは、正常に機能しているシステムで

は必要ありません。

indelay time

outdelay time

不安定な経路の変動を抑えるために使用します。 Indelay は、BGPピアから得た経路を gated

経路指定データベースに格納するまで、その経路が安定していなければならない時間数です。
Outdelay は、経路が BGP にエクスポートされるまで、それを gated 経路指定データベースに

格納しておく時間数です。デフォルト値はどちらも 0 で、これらの機能が使用不能であること

を示します。

keep all

経路の AS パスがエクスポートされた AS 番号を含んでいる場合でも、ピアから得た経路を保

持したいときに使用されます。

showwarnings

存在していない経路の削除や経路の複製など、不審な BGP アップデートを受信した場合に、
GateD に警告メッセージを発行させます。

noauthcheck

通常、GateDは、受信したパケットに一体化された認証フィールドがあるかを検証します。こ

のオプションは、他の認証形式を使用する実装と通信するために使用します。

noaggregatorid

AS 内の異なるルーターが異なった AS パスで統合化経路を作成しないよう、GateDに対し、
aggregator属性の routerid に (自身の routerid の代わりに) 0を設定するよう指示します。

keepalivesalways

指定すると、アップデートを正常に他と交換できる場合でも、GateD は常にキープアライブを

送信します。このオプションによって、その時点でプロトコル仕様に完全に従わないルーター

とも、相互操作できるようになります。

v3asloopokay

デフォルトでは、GateD は、(パスに ASが複数あることによって) AP パスがループしている経

路をバージョン3外部ピアに通知しません。このフラグを設定すると、その制約を削除できま

す。内部グループまたはピアに設定すると無視されます。
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nov4asloop

ループした AS パスを持つ経路を、バージョン4外部ピアに通知しないようにします。このオ

プションを使用すると、経路を誤ってバージョン3ネイバーに転送する可能性があるピアに、

そのような経路を通知するのを避けることができます。

logupdown

指定すると、BGP ピアが ESTABLISHED 状態になった時とその状態から脱した時に、メッ

セージがシステムログ機構によって記録されます。

ttl ttl GateD はデフォルトで、ローカルピアの IP TTL を 1 に設定し、非ローカルピアの TTL を 255

に設定します。 (TTL を 1 にして送信したパケットを無視する) 適切に機能していないルー

ターと通信する場合に、このオプションを使用します。 TCP 接続に対して TTL を指定できな

いカーネルもあります。

traceoptions trace_options

BGP ネイバー用のトレースオプションを指定します。デフォルトでは、グループまたは BGP

グローバルトレースオプションから受け継がれます(トレース文と下記の BGP 専用トレースオ

プションを参照してください)。

トレースオプション
stateオプションは BGPでも機能しますが、真の状態遷移情報を提供しないので注意してください。

パケットトレースオプション (detail、send、recv で指定できます) は、次のとおりです。

packets

すべての BGPパケット。

open BGP OPENパケット。ピア関係を確立します。

update BGP UPDATE パケット。到達可能性情報をネットワークに渡します。

keepalive

BGP KEEPALIVEパケット。ピアの到達可能性を検証します。

ICMP文
BSD 経路指定ソケットがないシステムでは、gated はシステムが受信した ICMP メッセージを取得します。現

在、gated は ICMP リダイレクトパケットだけを処理しますが、将来は、ルーター検出メッセージのサポート

など、さらに多くの機能が追加される予定です。 ICMP リダイレクトパケットの処理は、redirect 文で取り扱

われます。

現在、icmp 文を指定する唯一の理由は、gated が受信したICMPメッセージをトレースできるようにすることで

す。

ICMP文
icmp {

traceoptions trace_options ;
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}

traceoptions trace_options ;

ICMP 用のトレースオプションを指定します(トレース文と下記の ICMP 専用トレースオプションを参

照してください)。

トレースオプション
パケットトレースオプション (detail と recv で指定できます) は、次のとおりです。

packets

受信したすべての ICMP パケット。

redirect

受信した ICMP REDIRECT パケット。

routerdiscovery

受信した ICMP ROUTER DISCOVERY パケット。

info ICMP 情報パケット。この情報には、マスク要求/応答、情報要求/応答、エコー要求/応答、タ

イムスタンプ要求/応答が含まれます。

error ICMP エラーパケット。このパケットには、時間の超過、パラメータ障害、到達不能、資源の

消耗が含まれます。

リダイレクト処理
redirect コードは、ICMP メッセージのモニターによって得た、または、それをサポートしているシステムの経

路指定ソケットによって得た、ICMP または ISO リダイレクトに渡されます。リダイレクトは、リダイレクト

要求を処理し、リダイレクトの受け入れについて判断します。リダイレクトが受け入れられると、プロトコル
redirect によって、経路が gated 経路指定テーブルにインストールされます。リダイレクトは、3分後に経路指

定テーブルから削除されます。

GateD は、リダイレクトを受け入れないことを決定すると、カーネル転送テーブルが修正されているかを調べ

ます。 ICMP メッセージがモニターされているシステムでは、カーネルがリダイレクトをどのように処理する

かもう一度推測して調べます。経路指定ソケットがあるシステムでは、リダイレクトが受け入れられたかどう

かを、カーネルから取得します。 GateD は、未処理のリダイレクトを無視します。

GateD は、カーネル転送テーブルが修正済みであると判断すると、カーネルに対して必要となる要求を作成

し、正常な状態に復旧します。

現在利用されているシステムでは、システムがルーターとして機能している場合でも、ICMP リダイレクト処

理を使用不能にできないので注意してください。リダイレクトの作用を無視するには、GateD が各リダイレク

トを処理して、リダイレクトによる変更からカーネルの状態を復旧しなければなりません。関連する機構上の

理由で、カーネルにはリダイレクトの影響を受けるウィンドウが存在します。

デフォルトでは、GateD は、内部ゲートウェイプロトコル (RIP、HELLO、OSPF、IS-IS) へアクティブに関与

している場合、リダイレクトを削除します。リダイレクトが自動的に使用不能にされている場合は、使用可能
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にできません。 nobroadcast モードで RIP や HELLO を受信すると、リダイレクトは無視されず、EGP と BGP

が使用されるようになります。その場合、リダイレクトは手動で設定解除する必要があります。

最新の IETF ルーター要件文書に従って、GateD は、すべての ICMP ネットリダイレクトがホストリダイレク

トとして処理されること保証しています。 ICMP ネットリダイレクトが受け入れられると、GateD は、ネット

リダイレクトではなくホストリダイレクトを反映するために、カーネル転送テーブルが確実にアップデートさ

れる要求をカーネルに発行します。

リダイレクト文は、システムによるリダイレクトの送信を妨げません。リダイレクトの受信だけを防止しま

す。

リダイレクト文
redirect yes | no | on | off

[ {

preference preference ;

interface interface_list

[ noredirects ] | [redirects ] ;

trustedgateways gateway_list ;

traceoptions trace_options ;

} ] ;

preference

リダイレクトから得た経路の優先順位を設定します。デフォルトは 30 です。

interface interface_list

interface文は、インタフェースごとにリダイレクトを使用可能または使用不能にします。 inter-

face_list の説明は、インタフェースリスト仕様に関する項を参照してください。使用できるパ

ラメータは次のとおりです。

noredirects

特定のインタフェースから受信したリダイレクトを無視するように指定します。デ

フォルトは、すべてのインタフェースでリダイレクトを受け入れます。

redirects

これはデフォルトです。この引き数は、ワイルドカード インタフェース記述子で
noredirects を使用する場合に必要です。

trustedgateways gateway_list

アップデートを受け入れるゲートウェイのリストを定義します。 gateway_list は、ホスト名ま

たは IP アドレスのリストです。デフォルトでは、共有ネットワーク上のすべてのルーターが

リダイレクトを提供します。ただし、 trustedgateways 節を指定すると、リストにあるゲート

ウェイからのリダイレクトだけを受け入れます。
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traceoptions trace_options

リダイレクト固有のトレースオプションはありません。エラー以外のすべてのメッセージは
normal クラスでトレースされます。

トレースオプション
Redirect 固有のトレースオプションはありません。エラー以外のすべてのメッセージは normal クラスでトレー

スされます。

ルーター検出プロトコル
ルーター検出プロトコルは、IETF 規格のプロトコルで、ルーターの存在をホストに知らせるために使用されま

す。これは、RIP などのホスト傍受経路指定プロトコルの代わりに使用するプロトコルです。ホストで静的に

設定されたデフォルトの経路に代わって、またはそれに追加して使用します。

このプロトコルは、ルーターに対して機能するサーバ部分と、ホストに対して機能するクライアント部分に分

かれています。 GateD は、これらを2つの別のプロトコルとして扱います。同時には使用できません。

ルーター検出サーバ
ルーター検出サーバは、ルーターに対して機能し、ルーターの存在をホストに通知します。ルーター検出サー

バは、割り当てられた各インタフェースへ、ルーター通知を周期的にマルチキャストまたはブロードキャスト

して、処理します。これらのルーター通知には、特定のインタフェース上のすべてのルーターアドレスのリス

トと、ルーターをデフォルトルーターとして使用するための優先順位が含まれています。

これらのルーター通知は、初期は数秒ごとに行われ、次第に数分ごとに行われます。さらに、ホストはルー

ター請求を送信し、ルーターは、ユニキャストルーター通知によって応答します (マルチキャストまたはブ

ロードキャスト通知が必須ではない場合)。

各ルーター通知には、通知アドレスが有効である期限を示す通知有効期限が含まれています。この期限は、期

限が来る前に他のルーター通知を送信する場合に設定されます。期限 0 は、1つ以上のアドレスが有効ではな

くなったことを示します。

IP マルチキャストをサポートしているシステムにおいて、デフォルトでは、ルーター通知は全ホスト用マルチ

キャストアドレス 224.0.0.1 に送信されます。ただし、ブロードキャストを使用する場合は、その指定ができま

す。ルーター通知を全ホスト用マルチキャストアドレスに送信する時、または、制限ブロードキャストアドレ

ス 255.255.255.255 にインタフェースを設定した時は、物理的インタフェースに設定されたすべての IP アドレ

スが、ルーター通知に含まれます。ネットまたはサブネットのブロードキャストアドレスにルーター通知を送

信する場合は、そのネットまたはサブネットに関連するアドレスだけが含まれます。

ルーター検出サーバ文
routerdiscovery server yes | no | on | off [ {

traceoptions trace_options ;

interface interface_list

[ minadvinterval time ]

[ maxadvinterval time ]

[ lifetime time ]
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;

address interface_list

[ advertise ] | [ ignore ]

[ broadcast ] | [ multicast ]

[ ineligible ] | [ preference preference ]

;

} ] ;

traceoptions trace_options

ルーター検出トレースオプションを指定します(トレース文と下記のルーター検出専用トレー

スオプションを参照してください)。

interface interface_list

物理的インタフェースに適用するパラメータを指定します。規約が、GateD の他の部分とは少

々異なることに注意してください。 interface は物理的インタフェース (le0、ef0、en1など) だ

けを指定し、address はプロトコル (この場合はIP) のアドレスを指定します。

インタフェースのパラメータは、次のとおりです。

maxadvinterval time

インタフェースから、ブロードキャスト/マルチキャストルーター通知を送信する

最大時間間隔。 4 よりも大きく、30:00 (30分つまり1800秒)よりも小さくなければ

なりません。デフォルトは10:00 (10分つまり600秒)です。

minadvinterval time

インタフェースから、非請求のブロードキャスト/マルチキャストルーター通知を

送信する最小時間間隔。 3 秒よりも大きく、maxadvintervalよりも小さくなければ

なりません。デフォルトは0.75 * maxadvintervalです。

lifetime time

ルーター通知内のアドレスの残存時間。 maxadvinterval よりも大きく、2:30:00 (2

時間30分つまり9000秒)よりも小さくなければなりません。デフォルトは 3 * max-

advinterval です。

address interface_list

物理的インタフェース上の特定のアドレスセットに適用するパラメータを指定します。規約

が、GateD の他の部分とは少々異なることに注意してください。 interfaceは、物理的インタ

フェース (le0、ef0、en1など) だけを指定し、address はプロトコル (この場合はIP) のアドレ

スを指定します。

advertise

ルーター通知に含めるアドレスを指定します。これはデフォルトです。
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ignore ルーター通知に含めないアドレスを指定します。

broadcast

システムがIPマルチキャストをサポートしていない場合、または、接続ネットワー

クのホストが IP マルチキャストをサポートしていない場合に、ブロードキャスト

ルーター通知に含めるアドレスを指定します。物理的インタフェースのアドレスを

混在させることができます。たとえば、一部のアドレスをブロードキャストルー

ター通知に含め、一部のアドレスをマルチキャストルーター通知に含めることがで

きます。ルーターが IP マルチキャストをサポートしていない場合には、これがデ

フォルトになります。

multicast

マルチキャストルーター通知に含めるアドレスを指定します。システムが IP マル

チキャストをサポートしていない場合、アドレスは含まれません。システムが IP

マルチキャストをサポートしていて、所定のインタフェースが IP マルチキャスト

をサポートしている場合、デフォルトでは、アドレスはマルチキャストルーター通

知に含まれます。インタフェースが IP マルチキャストをサポートしていない場

合、アドレスはブロードキャストルーター通知に含みます。

preference preference

同じサブネットの他のルーターアドレスに対する、デフォルトのルーターアドレス

としての優先度を示します。より大きい値を持つ、32ビット符号付きで2の補数表

現の整数がより適切です。 16進数 80000000 は、 ineligible としてのみ指定できま

す。デフォルトは、0 です。

ineligible

所定のアドレスに優先順位 (16進数 80000000) を割り当てるように指定します。優

先順位 (16進数 80000000)は、ホストのデフォルトの経路として適切ではないこと

を示します。

これは、アドレスがデフォルトの経路として使用できないが、ICMPリダイレクト

のネクストホップとして渡す場合に役に立ちます。これによって、ホストは所定の

アドレスが利用可能かを検証できます。

ルーター検出クライアント
ホストは、IP マルチキャストがサポートされていて使用できる場合は、全ホスト用マルチキャストアドレス
(224.0.0.1) を介して、それ以外の場合は、インタフェースブロードキャストアドレスを介して、ルーター通知

を受信します。起動時または設定時に、ホストは、全ルーター用マルチキャストアドレス (224.0.0.2)、または

インタフェースブロードキャストアドレスに、ルーター請求をいくつか送ります。

ゼロではない期限を持つルーター通知を受信すると、ホストは通知された各アドレスに、デフォルトの経路を

インストールします。優先順位が ineligible の場合、またはアドレスが接続インタフェースにない場合、経路に

は使用不能のマークが付けられて保留されます。優先順位を使用できない場合、メトリックは、最高優先順位
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の経路が使用される優先順位の関数として設定されます。同じ優先順を持つ複数のアドレスを受信した場合

は、最も小さい IP アドレスを持つアドレスが使用されます。これらのデフォルト経路は、他のプロトコルにエ

クスポートできません。

期限 0 を持つルーター通知を受信すると、ホストは、そのルーターから得たネクストホップアドレスを持つ経

路をすべて削除します。さらに、それらのアドレスをポイントしている ICMP リダイレクトから得た経路も削

除されます。期限が切れる前に、これらの経路をリフレッシュするルーター通知が受信されない場合も、同様

です。

ルーター検出クライアント文
routerdiscovery client yes | no | on | off [ {

traceoptions trace_options ;

preference preference ;

interface interface_list

[ enable ] | [ disable ]

[ broadcast ] | [ multicast ]

[ quiet ] | [ solicit ]

;

} ] ;

traceoptions trace_options

OSPF用のトレースオプションを指定します(トレース文と下記の OSPF専用トレースオプショ

ンを参照してください)。

preference preference ;

ルーター検出デフォルト経路の優先順位を指定します。デフォルトは 55です。

interface interface_list

物理的インタフェースに適用するパラメータを指定します。規約が、GateD の他の部分とは少

々異なることに注意してください。 interface は物理的インタフェース (le0、ef0、en1など) だ

けを指定します。ルーター検出クライアントには、インタフェースアドレスにだけ適用するパ

ラメータはありません。

enable ルーター検出が指定インタフェースで実行されるように指定します。これは

デフォルトです。

disable ルーター検出が指定インタフェースで実行されないように指定します。

broadcast 特定インタフェースでルーター請求がブロードキャストされるように指定し

ます。ホストまたはインタフェースで IP マルチキャストがサポートされて

いない場合、これがデフォルトになります。

multicast 特定インタフェースでルーター請求がマルチキャストされるように指定しま

す。ホストまたはインタフェースで IP マルチキャストがサポートされてい
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ない場合、請求は実行されません。ホストまたはインタフェースが IP マル

チキャストをサポートしている場合、デフォルトでは、ルーター請求をマル

チキャストします。それ以外の場合は、ルーター請求をブロードキャストし

ます。

quiet ルーター検出が実行されても、ルーター請求をこのインタフェースに送信し

ないように指定します。

solicit 初期ルーター請求をこのインタフェースに送信するように指定します。これ

はデフォルトです。

トレースオプション
ルーター検出クライアントとサーバは、各種のプロトコルの発生をトレースする state トレースフラグをサポー

トしています。

state 状態遷移

ルーター検出クライアントとサーバは、パケットトレースオプションを直接サポートしていません、ルーター

検出パケットのトレースは、ICMP 文によって使用可能になります。

カーネル文
カーネルインタフェースは、技術的には経路プロトコルではありませんが、経路プロトコルの機能を多数持っ

ていて、GateD は経路プロトコルと同じ様にカーネルインタフェースを扱います。 GateD がカーネル転送テー

ブルにインストールするために選択した経路は、カーネルがパケットの転送に実際に使用する経路です。

GateD が一般のカーネル転送テーブルのアップデートに使用する、追加、削除、変更の操作は、多くの時間を

費やします。旧ルータープロトコルでは、これによって問題は生じません。旧ルータープロトコルは、時間に

厳密ではなく、大量の経路を容易に処理できないからです。新しいルータープロトコル (OSPF, BGP) は、より

厳格なタイミング要件を備えており、より大量の経路を処理します。これらのプロトコルを使用すると、カー

ネルインタフェースの速度は限界に達します。

大量の経路をインストールする間(実際のネットワークでは数分)に、GateD がロックするのを防ぐために、現

在では、経路はバッチで一括処理されています。バッチのサイズは、下記のパラメータを調整して制御できま

すが、通常は、デフォルトのパラメータで適切に機能します。

正常なシャットダウンの処理中に、通常、GateD は、カーネル転送テーブルにインストールした経路を、
retain とマークが付けられた経路を除いてすべて削除します。その際、retain マークが付いた経路を確実に

テーブルにインストールするために、変更が行われます。 GateD の起動時に経路の再インストールをする必要

がなくなるので、この方法は、大量の経路があるシステムでは便利です。これによって、再起動が完了するの

に要する時間を大幅に削減できます。

転送テーブルと経路指定テーブル
パケットの転送を制御するカーネルのテーブルが、転送テーブルです。 ISO規格では、転送情報ベース (for-

warding information base)、または FIBとして知られています。 GateD が、経路指定プロトコルから得た経路指

定情報を保存するために内部的に使用するテーブルは、経路指定テーブルです。 ISO規格では、経路指定情報
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ベース (routing information base) またはRIBとして知られています。経路指定テーブルは、各種のプロトコルか

ら経路を収集して保存するために使用されます。ネットワークとマスクのユニークな各組み合わせに対して、

アクティブ経路が選択されます。その経路は、優先順位が最も高い(数値が最も小さい)経路です。すべてのア

クティブな経路は、カーネル転送テーブルにインストールされます。このテーブルのエントリーは、カーネル

が実際にパケットを転送するために使用されます。

転送テーブルのアップデート
カーネル FIB、ioctl() インタフェース、および 経路指定ソケットインタフェースをアップデートするには、2

種類の方式があります。その特徴は次のとおりです。

ioctlインタフェースを持つ転送テーブルのアップデート
転送テーブル用の ioctl インタフェースは、BSD 4.3 で導入され、BSD 4.3で広く配布されました。これは片方向

インタフェースであり、GateD はカーネル転送テーブルのアップデートだけができます。このインタフェース

には次の制限事項があります。

固定サブマットマスク
BSD 4.3 ネットワークコードは、ネットワークのすべてのサブネットが同一のサブネットマス

クを持っていると想定していました。この制限事項は、カーネルによって強制されます。ネッ

トワークマスクはカーネル転送テーブルに保存されませんが、同一ネットワーク上のインタ

フェースを検索することによって、パケットが転送される時期を決定します。

片方向インタフェース
GateD は、カーネル転送テーブルをアップデートできますが、転送テーブルの他の変更は取り

入れません。 GateD は、ICMP メッセージを受信し、ICMP リダイレクトに応答することに

よって、カーネルが転送テーブルをどのようにアップデートしたか推測できます。

感知できないアップデート

システム管理者が route コマンドを使って転送テーブルを変更した場合、GateD はその変更を

検出できません。 ioctl() インタフェースを使っているシステムでは、GateD の実行中に、route

コマンドを絶対に使用しないでください。

変更の未サポート

すべての一般的な実装では、変更操作はサポートされていません。カーネルに存在する経路を

変更するには、経路を削除して、新しい経路を追加する必要があります。

経路指定ソケットインタフェースを持つ転送テーブルのアップデート
カーネル転送テーブル用の経路指定ソケットインタフェースは、BSD 4.3 Reno で導入されて、BSD 4.3 Net/2で

広く配布され、BSD 4.4 で改善されました。このインタフェースは、UDP ソケットに似たソケットです。カー

ネルと GateD はこのインタフェースでメッセージを交換します。このインタフェースには、 ioctl() インタ

フェースに比べて、いくつかの利点があります。

可変サブネットマスク

ネットワークマスクは明示的にカーネルに渡されます。これによって、同じネットワークのサ

ブネットで、種々のマスクを使用できます。また、元来のマスクよりも一般的なマスクを持つ
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ルーターを使用できます。これは、クラスレスルーティング (クラスなしの経路指定) として

知られています。

双方向インタフェース
GateD はこのインタフェースによってカーネル転送テーブルを変更できます。さらに、カーネ

ルは転送テーブルの変更を GateD に報告することができます。機能のもっとも興味深い点は、

リダイレクトがカーネル転送テーブルを修正するという指示です。これは、gated がリダイレ

クトについて知るための ICMP メッセージをモニターする必要がなくなったことを意味しま

す。さらに、カーネルがリダイレクトを処理するかどうかについての指標があるので、GateD

は、カーネルが処理しなかったリダイレクトメッセージを安全に無視できます。

明白なアップデート
routeコマンドを含め、他のプロセスによる経路テーブルの変更は、経路指定ソケットによって

受信されます。これによって、GateD は、カーネル転送テーブルが経路指定テーブルと確実に

同期するようにします。さらに、管理者は、gated の実行中に、f2route コマンドによって操作

することができます。

変更のサポート
change メッセージは、カーネルの経路をアトミックに変更します。経路指定コードの初期バー

ジョンには、変更メッセージ処理にバグがあります。コンパイル時間と設定時間のオプション

によっては、変更メッセージの代わりに削除と追加シーケンスが使用されます。

拡張可能性

カーネルとGateD 間の通信の新しいレベルが、新しいメッセージタイプを追加することで追加

できます。

転送テーブルの読み取り
GateD は起動時に、カーネル転送テーブルを読み取り、対応する経路を経路指定テーブルにインストールしま

す。これらの経路は remnant と呼ばれ、設定された時間が経過した後に (デフォルトでは3分)、またはより適

切な経路が得られた時点にタイムアウトします。これによって、経路指定プロトコルが経路の取得を開始する

時間内に転送が行われるようになります。

カーネルから転送テーブルを読み取る主な方式は、次の3種類です。

kmemによる転送テーブルの読み取り
多くのシステム、特に BSD 4.3 に基づくシステムでは、GateD はカーネルのデータ構造の情報をもっており、

カーネルに入って転送テーブルから現在の状態を読み取ります。この方式は時間がかかり、また、GateD が読

み取り中に、カーネル転送テーブルがアップデートされるとエラーが生じます。このエラーは、GateD の起動

中に、システム管理者が route コマンドを使用するか、ICMPリダイレクトメッセージを受信すると発生しま

す。

BSD 4.3 Reno 以降に基づくシステム (OSF/1など) の場合、管理上の理由から、下記の getkerninfo() 呼び出しを

備えていないシステムもあります。 getkerninfo() によって、GateD は、カーネルの内部構造に関する情報がな

くても、カーネルから経路を読み取ることができます。 getkerninfo() を備えていないシステムでは、カーネル
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のメモリをポークして、カーネル基数ツリーを読み取る必要があります。この方法では、ハッシュを使った転

送テーブルの読み取りに比べ、エラーが発生しやすくなります。

getkerninfo/sysctlによる転送テーブルの読み取り
経路指定ソケットに加えて、BSD 4.3 Reno では、getkerninfo() システムコールが導入されました。この呼び出

しによって、ユーザープロセスは、カーネルのデータ構造に関する情報がなくても、カーネルから各種の情報

を読み取ることができます。転送テーブルに対してこの呼び出しを実行することで、gated は、アトミックな

経路指定ソケットメッセージを順番に取得することができます。これによって、GateD が読み取っている最中

に転送テーブルが変更されたときに生じる問題を防ぐことができます。

BSD 4.4 では、getkerninfo() インタフェースは f4sysctl() インタフェースに変更されています。 f4sysctl()は、異

なるパラメータを使用しますが、機能的には同等です。

OSが指定した方式による転送テーブルの読み取り
SunOS 5 などのオペレーティングシステムでは、カーネル転送テーブルから読み取る方式を独自に定義してい

ます。 SunOS 5 バージョンの読み取り方式の概念は、getkerninfo() に類似しています。

インタフェースリストの読み取り
GateD のカーネルサポートサブシステムは、カーネルの物理的インタフェースとプロトコルインタフェースの

状態を周期的に読み取ります。 GateD は、インタフェースリストの変更を検出し、プロトコルにそれを通知し

て、プロトコルがインスタンスやピアを開始または停止できるようにします。インタフェースリストの読み取

り方法は次の2種類です。

SIOCGIFCONFによるインタフェースリストの読み取り
BSD 4.3、4.3 Reno、4.3 Net/2 に基づくシステムでは、 SIOCGIFCONF ioctl インタフェースを使用して、カー

ネルインタフェースリストを読み取ります。この方式を使用すると、インタフェースのリストと基本的な情報

が、 SIOCGIFCONF 呼び出しで返されます。他の情報は、インタフェース ネットワークマスク、フラグ、
MTU、メトリック、あて先アドレス(ポイント-ポイント インタフェース用)、ブロードキャストアドレス(ブ

ロードキャスト可能インタフェース用)を別の ioctl を発行して得る必要があります。

GateD は、変更を調べるために、15秒ごとにこのリストを読み取ります。経路指定ソケットが使用されている

場合、経路指定ソケットは、経路指定設定の変更を示すメッセージを受信するたびに、リストを読み取りま

す。また、GateD は、SIGUSR2 シグナルを受信するとリストを読み取ります。この読み取り間隔は、インタ

フェース設定で明示的に設定できます。

sysctlによるインタフェースリストの読み取り
BSD 4.4 では、sysctl システムコールが追加され、カーネルインタフェースリストの読み取り能力が向上しま

した。インタフェース状態は、経路指定ソケットメッセージとして返されます。 GateD は必要な情報を得るた

めにメッセージを構文解析します。

また、BSD 4.4 では、インタフェース状態の変更を直ちに報告する、経路指定ソケットメッセージも追加され

ました。これによって、GateD はインタフェース設定の変更に迅速に対応することができます。

この方式を使用すると、GateD は1分間に1回だけインタフェースリストを読み取ります。また、経路指定テー
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ブルの変更が指摘された時と SIGUSR2 を受信した時にも、GateD はインタフェースリストを読み取ります。

読み取り間隔はインタフェース設定で明示的に設定できます。

インタフェースの物理的アドレスの読み取り
getkerninfo() と sysctl() の最近のバージョンは、インタフェース情報の一部として、インタフェースの物理的ア

ドレスを返します。この情報が返されないシステムの多くでは、GateD は、ドライバーがイーサネットドライ

バーと同様に扱われていると想定し、 IFF_BROADCAST セットを使って、カーネルの物理的インタフェース

のリストをスキャンすることでインタフェース情報を得ます。 SunOS 4 や SunOS 5 などのシステムでは、シス

テム固有のインタフェースを使用してこの情報が取得されています。

インタフェースの物理的アドレスは、IS-IS、IP プロトコルに役立ちます。これらのプロトコルは、現在使用さ

れていませんが、将来使用される可能性があります。

カーネル変数の読み取り
起動時に、GateD は、カーネルから特別な変数をいくつか読み取ります。通常は、nlist (または kvm_nlist) シス

テムコールで行われますが、異なる方式を用いるシステムもあります。

読み込まれた変数には、UDP チェックサム作成と生成、IP 転送、カーネルのバージョン(通知用)の状態が含

まれています。経路指定テーブルをカーネルメモリから直接読み取るシステムでは、ハッシュテーブルまたは

基数ツリー経路指定テーブルのルートを読み取ります。インタフェースの物理的アドレスが他の方法で提供さ

れていないシステムでは、インタフェースリストのルートを読み取ります。

特殊経路フラグ
最近の BSD ベースのカーネルは、次の特殊経路フラグをサポートしています。

RTF_REJECT

RTF_REJECT が付いた経路は、通常の経路などのパケットの転送をするのではなく、パケッ

トをドロップさせ、到達不能メッセージをパケットの発信元に送ります。このフラグは、ルー

プバックインタフェースを指す経路に対してだけ有効です。

RTF_BLACKHOLE

RTF_REJECT フラグと同様に、RTF_BLACKHOLE が付いた経路はパケットをドロップさせま

すが、到達不能メッセージは送りません。このフラグは、ループバックインタフェースを指す

経路に対してだけ有効です。

RTF_STATIC

GateD は起動時に、その時点でカーネル転送テーブルにある経路をすべて読み取ります。通

常、GateD は、インタフェース経路に加え、その他の経路すべてを GateD の前回の実行の残存

物としてマークし、数分後にそれらを削除します。これは、route コマンドで追加された経路

は、GateD の起動後に保存されないことを意味します。

この動作を補正するために、RTF_STATIC が追加されました。route コマンドを使用して、イ

ンタフェース経路ではない経路をインストールすると、RTF_STATIC フラグが設定されます。

このフラグは、システム管理者によって経路が追加されたこと、およびその経路を保存するこ
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とを GateD に知らせます。

カーネルの設定
kernel {

options

[ nochange ]

[ noflushatexit ]

[ remnantholdtime time ]

;

routes number ;

flash

[ limit number ]

[ type interface | interior | all ]

;

background

[ limit number ]

[ priority flash | higher | lower ]

;

traceoptions trace_options ;

} ;

options option_list

カーネルオプションを設定します。有効なオプションは次のとおりです。

nochange

経路指定ソケットをサポートしているシステムでこのオプションを指定すると、変

更操作は実行されず、削除と追加だけが実行されるようになります。変更操作が中

断される初期バージョンの経路指定ソケットコードで役立ちます。

noflushatexit

正常なシャットダウンの処理中に、GateD は、retain 指標がないカーネル転送テー

ブルの経路をすべてを削除します。noflushatexit オプションは、シャットダウン時

に経路が削除されないようにします。その場合、retain 指標が付いたすべての経路

を確実にインストールするために、経路が変更および追加されます。

この方法は、大量の経路があるシステムでは便利です。GateD は起動時に、カーネ

ル転送テーブルにどの経路があるのかがわかるので、それらを再び追加する必要が

なくなります。

remnantholdtime time

通常、起動時にカーネル転送テーブルから読み取った残りの経路は、3分後または

置き換えられた直後にタイムアウトされます。このオプションによって、間隔は、
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0 から 15分の間に設定されます。0 に設定すると、経路は直ちに削除されます。

routes number

カーネルメモリが貴重なシステムもあります。このパラメータを使うと、GateD がカーネルに

インストールする経路を制限できます。通常、gated は、インタフェース、内部、外部の順序

で、経路を追加/変更/削除します。 gated は最初に、インタフェース経路を待ち行列に入れ、

次に内部経路を、その次に外部経路を待ち行列に入れます。その後、その待ち行列を先頭から

処理します。このパラメータが指定されていて、メモリの限界に達した場合、GateD はリスト

を 2 回スキャンします。最初のスキャンで、GateD は削除操作を行い、変更された経路もすべ

て削除し、変更用待ち行列を「追加」操作に変更します。次に、リストを再スキャンして、再

びメモリの限界に達するまで、インタフェース、内部、外部の順序で追加操作を行います。こ

の方法では、外部経路よりも内部経路のほうが優遇されます。デフォルトでは、カーネル転送

テーブルの経路の数に制限はありません。

flash 経路の変更時に、プロトコルを通知するプロセスはフラッシュアップデートと呼ばれます。最

初に、カーネル転送テーブルインタフェースに通知します。通常、1回のフラッシュアップ

デート中に処理できるインタフェース経路は最大 20 です。このパラメータは、flash コマンド

で調整できます。

limit number

1回のフラッシュアップデート中に処理できる経路の最大数を指定します。デフォ

ルトは 20 です。-1 を指定すると、フラッシュアップデート中に、特定タイプの保

留されている経路変更がすべて処理されます。

type interface | interior | all

1回のフラッシュアップデート中に処理する経路のタイプを指定します。 interior

は、内部経路 (内部ゲートウェイプロトコルの定義を参照) もインストールするよ

うに指示します。all は、外部経路 (外部ゲートウェイプロトコルの定義を参照) も

含めるように指示します。デフォルトは interface で、フラッシュアップデート中に

インタフェース経路だけインストールするように指示します。

flash limit -1 all を指定すると、フラッシュアップデート中に、すべての経路がインストールさ

れます。これは、GateD の以前のバージョンの動作に似ています。

background

フラッシュアップデート中にインタフェース経路が正常にインストールされると、残りの経路

はバックグラウンドで(つまり、経路指定プロトコルのトラフィックを受信していない時に)

バッチ処理されます。通常、他のタスクを実行できるように、同時に120経路がインストール

されます。バックグラウンド処理は、フラッシュアップデートよりも低い優先順序で実行され

ます。これらのパラメータは、次のパラメータで調整できます。
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limit number

1回のバッチ処理で処理できる経路の数を指定します。デフォルトは120です。

priority flash | higher | lower

フラッシュアップデート処理と関連したカーネルアップデートを行うバッチ処理の

優先順位を指定します。デフォルトは lower で、最初にフラッシュアップデートを

処理するように指定します。カーネルアップデートをフラッシュアップデートと同

じ優先順位で処理するには、flash を指定します。カーネルアップデートを低い優

先順位で処理するには、lower を指定します。

トレースオプション
カーネルインタフェースは技術的には経路指定プロトコルではありませんが、多くの場合、経路指定プロトコ

ルとして扱われます。次の2つのシンボルを使用するコードは、トレースファイルの解析前に実行されるの

で、これらのシンボルはコマンド行から入力した時点で調べられます。

symbols

nlist()、または類似のインタフェースによって、カーネルから読み取られたシンボル。

iflist インタフェースリストのスキャン。インタフェースリストの最初のスキャンは、設定ファイル

の解析前に実行されるので、このオプションは、コマンド行から入力した場合に有効です。

次のトレースオプションは、設定ファイルでだけ指定できます。コマンド行からの入力は無効です。

remnants

GateD の起動時にカーネルから読み込まれた経路。

request

カーネル転送テーブルの経路の追加/削除/変更に対する、GateD からの要求。

静的文
Static文は、GateD が使用する静的経路を定義します。1つのStatic文で任意の数の経路を指定できます。
gated.conf ファイルでは、Static文は、プロトコル文の後、制御文の前に記述します。任意の数のStatic文を指定

できます。各Static文には、任意の数の静的経路定義を含めることができます。これらの経路は、より高い優先

順位の経路に置き換えることができます。

static {

( host host ) | default |

( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )

gateway gateway_list

[ interface interface_list ]

[ preference preference ]

[ retain ]

[ reject ]

[ blackhole ]

Section 4-178 Hewlett-Packard Company − 62 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



gated.conf(4) gated.conf(4)

[ noinstall ] ;

( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )

interface interface

[ preference preference ]

[ retain ]

[ reject ]

[ blackhole ]

[ noinstall ] ;

} ;

host host gateway gateway_list

( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )

default gateway gateway_list

これはStatic文のもっとも一般的な形式です。1つ以上のゲートウェイからの静的経路を定義し

ます。静的経路は、リストされているゲートウェイの1つ以上が接続インタフェース上で直接

利用可能な場合に、インストールされます。複数のゲートウェイが該当し、しかも利用可能な

場合、その数はサポートされているマルチパスあて先の数に制限されます(このコンパイル時

のパラメータは、現在ほとんどの UNIXシステムでは 0 です)。

静的経路のパラメータは、次のとおりです。

interface interface_list

このパラメータを指定すると、ゲートウェイは、指定インタフェースのいずれかに存

在する場合にだけ有効と見なされます。interface_list の説明は、インタフェースリスト

仕様に関する項を参照してください。

preference preference

このオプションは、静的経路の優先順位を選択します。preferenceは、この経路と他の

プロトコルの経路との優先順位を制御します。デフォルト値は 60 です。

retain 通常、GateD は、正常なシャットダウン処理中に、カーネル転送テーブルからのイン

タフェース経路を除いて、すべての経路を削除します。retain オプションを使用する

と、特定の静的経路を削除しないようにできます。このオプションは、gated が実行中

でないときに、経路指定を利用可能にするのに役立ちます。

reject 拒否経路は、通常の経路などのパケットを転送するのではなく、パケットをドロップ

させ、到達不能メッセージをパケットの発信者に送ります。このオプションを指定す

ると、経路は拒否経路としてインストールされます。拒否経路をサポートしていない

カーネル転送エンジンもあります。

blackhole

ブラックホール経路は拒否経路と同じですが、到達不能メッセージは送りません。
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noinstall

通常、優先順位が最も高い経路がカーネル転送テーブルにインストールされ、他のプ

ロトコルにエクスポートされます。noinstall を経路に指定すると、その経路は、アク

ティブなときにはカーネル転送テーブルにインストールされませんが、他のプロトコ

ルにエクスポートされることは可能です。

( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] ) interface interface

この形式は、1つのインタフェース上にある複数のネットワークアドレスを基本的にサポート

する、静的インタフェース経路を定義します。preference、retain、reject、blackhole、および
noinstall オプションは、上記と同じです。

制御文の概要
制御文は、経路指定ピアからインポートする経路と、経路指定ピアにエクスポートする経路を制御します。
gated.confファイルでは、制御文は最後に記述します。制御文の種類は次のとおりです。

• import 文

• export 文

• aggregate文

• generate 文

経路のフィルタ処理
設定用言語で指定された特定の経路集合に一致する経路を、あて先別、またはあて先とマスク別に、フィルタ

処理します。特に、経路フィルタは、martians、import、export 文で使用されます。

一致しない場合のアクションは、コンテキストに依存しています。たとえば、import と export 経路フィルタ

は、リストの最後に all reject ;と示します。

経路はもっとも特定化されたフィルタに一致します。同じあて先、マスク、修飾子を使って複数のフィルタを

指定すると、エラーが発生します。

フィルタ処理の構文
network [ exact | refines ]

network mask mask [ exact | refines ]

network masklen number [ exact | refines ]

all

default

host host

これらは経路フィルタで使用できるフォーマットのすべてです。ただし、すべての箇所ですべてのフォーマッ

トを使用できるわけではありません。たとえば、host と default フォーマットは、martians に対しては無効で

す。

多くの場合、フィルタのコンテキストに応じて追加のパラメータを指定できます。たとえば、martian 文では
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allowキーワードを、import 文では preference を、export では metric を指定できます。

network [ exact | refines ]

network mask mask [ exact | refines ]

network masklen number [ exact | refines ]

通常、マッチングにはアドレスとマスクが必要です。マスクは上記のように簡略形式で示され

ます。上記の3つの形式は、マスクの指定方法が異なります。最初の形式では、マスクがネッ

トワーク元来のマスクであることを暗黙に示しています。2番目の形式では、マスクは明示的

に指定されています。3番目の形式では、マスクは連続する1ビットで指定されています。

追加のパラメータを指定しないと、ネットワークとマスクで指定された範囲に該当するすべて

のあて先が一致します。あて先のマスクは無視されます。所属ネットワークを指定すると、そ

のネットワークの、すべてのサブネット、すべてのホストが一致します。2つのオプションの

修飾子によって、あて先のマスクも考慮されます。

exact このパラメータは、あて先のマスクがマスクに完全に一致しなければないことを指

示します。このパラメータは、ネットワークの一致に使用します。ネットワークの

サブネットやホストは一致しません。

refines このパラメータは、あて先のマスクがフィルタマスクよりも、より特定化されて(

より長く) なければないことを示します。このパラメータは、サブネットやホスト

の一致に使用します。ネットワークは一致しません。

all このエントリーはすべてのものを対象とします。これは次と同じです。

0.0.0.0 mask 0.0.0.0

default デフォルト経路に一致します。一致するには、アドレスはデフォルトのアドレスで、マスクは

すべて 0 でなければなりません。これは次と同じです。

0.0.0.0 mask 0.0.0.0 exact

host host

特定のホストに一致します。一致するには、アドレスは指定されたホストに完全に一致し、

ネットワークマスクはホストマスク(すべて1)でなければなりません。これは次と同じです。

host mask 255.255.255 exact

ASパスのマッチング
AS パスは、経路指定情報がルーターに達するために通過する自律系システムのリストと、AS パスの起点の指

標です。この情報を使用すると、あて先ネットワークヘのパスを選択できます。GateD でこれを行う1番目の

方式は、経路のインポート時とエクスポート時に AS パスに適用するパターンのリストを指定することです。

経路が通過する各自律系システムには、AS パスの先頭にその AS 番号が付いています。

起点情報は、AS パス情報の詳細を示します。igp の起点は、その経路が内部経路指定プロトコルから得られた

こと、およびパスが完結しているらしいことを示します。egp の起点は、その経路が、AS パスをサポートして
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いない外部経路指定プロトコルから得られたこと、およびパスが完結していないことを示します。パス情報が

完結していない場合、incomplete の起点が使用されます。

AS パス正規表現は「RFC 1164」の 4.2.で定義されています。

ASパスマッチング構文
次の構文を使って、AS パスを一致させます。

aspath aspath_reg exp origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

指定の起点を持つ aspath_reg exp に一致する AS と一致することを示します。

ASパス正規表現
技術的には、AS パス正規表現は、 AS 番号を示すアルファベットを持つ正規表現です。AS パス正規表現は、
1つ以上の AS パス式から構成されています。AS パス式は、AS パス項とAS パス演算子から構成されていま

す。

ASパス項
AS パス項は、次の3つのオブジェクトのうちの1つです。

autonomous_system

.

( aspath_reg exp )

説明

autonomous_system 任意の有効な自律系システムの番号。1 から 65534 までの番号です。

. すべての自律系システムの番号に一致します。

( aspath_reg exp ) カッコは従属式をまとめます。* や ? などの演算子は、単体の要素または

カッコで囲まれた正規表現に対して機能します。

ASパス演算子
AS パスの演算子は次のとおりです。

aspath_term {m,n}

aspath_term {m}

aspath_term {m,}

aspath_term *

aspath_term +

aspath_term ?

aspath_term | aspath_term
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aspath_term {m,n}

{m,n} が後ろに付いた正規表現 (m と n は負ではない整数で、m <= n) は、最小 m 回から最大
n 回までの繰り返しを意味します。

aspath_term {m}

{m} が後ろに付いた正規表現 (m は正の整数) は、m 回の繰り返しを意味します。

aspath_term {m,}

{m,} が後ろに付いた正規表現 (m は正の整数) は、m 回以上の繰り返しを意味します。

aspath_term *

* が後ろに付いた AS パス項は、0回以上の繰り返しを意味します。この簡略形は {0,} です。

aspath_term +

+ が後ろに付いた正規表現は、1 回以上の繰り返しを意味します。この簡略形は {1,} です。

aspath_term ?

? が後ろに付いた正規表現は、0 回または 1 回の繰り返しを意味します。この簡略形は {0,1}

です。

aspath_term | aspath_term

左側の AS 項、または右側の AS 項に一致します。

Import文
経路指定プロトコルからの経路のインポートと、GateD 経路指定データベースヘの経路のインストールは、
import 文で制御されます。import 文のフォーマットは、使用するプロトコルによって異なります。

優先順位の指定
すべてのフォーマットで、次の2つのキーワードの1つを指定して、他のプロトコルに対する経路の優先順位を

制御できます。

restrict

preference preference

restrict 経路が経路指定テーブルに不適切であること示します。これは、経路が経路指定テーブルにイ

ンストールされていないことを示す場合もあります。また、経路が、負の優先順位でインス

トールされていることを示す場合もあります (経路がアクティブにならなくなるため、経路が

転送テーブルにインストールされたり、他のプロトコルにエクスポートされたりしません)。

preference preference

経路を他のプロトコルからの経路と比較する場合に使用する、優先順位の値を指定します。利

用可能な優先順位の高い経路がアクティブ経路になり、転送テーブルにインストールされて、

他のプロトコルにエクスポートできるようになります。デフォルトの優先順位は、個々のプロ

トコルで設定されます。
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経路のフィルタ処理
すべてのフォーマットで、次のような経路フィルタを使用できます。フィルタ処理の詳細は経路フィルタの項

を参照してください。経路フィルタ処理が指定されていない場合 (文の1行目に、restrict が指定されている場

合)、指定ソースからのすべての経路が対象となります。フィルタが指定されている場合は、指定フィルタに一

致する経路だけがインポートされます。また、フィルタが指定されている場合は、リストの最後に通常 all

restrict ;を指定します。

network [ exact | refines ]

network mask mask [exact | refines ]

network masklen number [ exact | refines ]

default

host host

BGPおよび EGPからの経路のインポート
import proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system

restrict ;

import proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

import proto bgp aspath aspath_reg exp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

restrict ;

import proto bgp aspath aspath_reg exp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

EGP インポートは、自律系システムによって制御できます。BGP は、AS パス正規表現を使用して伝播を制御

することもできます(AS パス正規表現は、AS パスのマッチングの項で説明されています)。 EGP と BGP の

バージョン 2 と 3 は、所属ネットワークの伝播だけをサポートしているので、ホストとデフォルト経路フィル

タは無効です。BGPバージョン 4 は、連続ネットワークマスクと共にあて先の伝播をサポートしています。

EGP と BGP は、経路フィルタで指定されないことによって暗黙に拒否された経路、または、負の優先順位

や、転送テーブルでキーワード restrict によって明示的に拒否された経路を保存します。負の優先順位では経路

はアクティブにならないので、転送テーブルにインストールされず、他のプロトコルにエクスポートされませ

ん。そのため、インポート方針が変更された場合でも、再設定時にセッションを中断したり再確立する手間が

軽減されます。
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RIP、HELLOおよびリダイレクトからの経路のインポート
import proto rip | hello | redirect

[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

restrict ;

import proto rip | hello | redirect

[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

RIP、HELLO およびリダイレクトの経路のインポートは、プロトコル、ソースインタフェース、およびソース

ゲートウェイで制御できます。2つ以上指定すると、もっとも一般的なもの (プロトコル) からもっとも特定さ

れたもの(ゲートウェイ)の順で処理されます。

RIP と HELLO は、同じプロトコルの経路間での優先順位の使用をサポートしていません。これはプロトコル

のメトリックに任されています。これらのプロトコルはアップデート間隔が短いので、拒否された経路を保存

しません。

OSPFからの経路のインポート
import proto ospfase [ tag ospf_tag ] restrict ;

import proto ospfase [ tag ospf_tag ]

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

OSPF の性質上、ASE 経路のインポートだけを制御できます。OSPF のエリア内経路とエリア間経路は、常に

優先順位 10 で gated 転送テーブルにインポートされます。タグを指定すると、import 節は指定タグの付いた経

路にだけ適用されます。

AS ボーダールーターとして機能する場合にだけ、OSPF ASE 経路のインポートを制限できます。この制御は、
export ospfase 節を指定して行ないます。ASE がエクスポートされていない場合に、空の export 節は、ASE の

インポートを制限できます。

他の内部プロトコル同様、OSPF ASE ルーター間での選択に優先順位を使用することはできません。これは、
OSPF コストによって実行されます。方針によって拒否された経路は、負の優先順位でテーブルに保存されま

す。

Export文
import 文は、他のシステムから受信したどの経路を GateD が使用するかを制御します。export 文は、GateD が

他のシステムに通知する経路の選択を制御します。import 文同様、export 文の構文はプロトコルによって少し

異なります。export 文の構文は、import 文の構文に似ており、パラメータの多くは import 文のパラメータと同

じ意味です。2つの文の主な相違は、経路のインポートがソース情報で制御されるのに対して、経路のエクス

ポートは、あて先とソースの両方で制御されることです。
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export 文の1番右端の部分は、制御している経路指定情報のあて先を指定します。中央の部分は、考慮するイ

ンポートのソースを制御します。もっとも左側の部分は、個々のフィルタの選択に使用する経路フィルタで

す。

メトリックの指定
もっとも特定的なメトリックは、エクスポートする経路に対して適用されるメトリックです。メトリックに指

定される値は、export 文で参照するあて先のプロトコルによって異なります。

restrict

metric metric

restrict 何もエクスポートしないように指定します。export 文のあて先の箇所にこれを指定すると、そ

のあて先には何もエクスポートされません。ソースの箇所に指定すると、そのソースからあて

先には何もエクスポートされません。経路フィルタの一部として指定すると、そのフィルタに

一致する経路はエクスポートされません

metric metric

指定のあて先にエクスポートするときに使用するメトリックを指定します。

経路フィルタ
すべてのフォーマットで、次のような経路フィルタを使用できます。フィルタ処理の詳細は、経路フィルタの

項を参照してください。経路フィルタ処理が指定されていない場合 (文の1行目に、restrict が指定されている

場合)、指定ソースからのすべての経路が対象となります。フィルタが指定されている場合は、指定フィルタに

一致する経路だけがエクスポートされます。また、フィルタが指定されている場合、リストの最後に通常 all

restrict ;を指定します。

network [ exact | refines ]

network mask mask [exact | refines ]

network masklen number [ exact | refines ]

default

host host

あて先の指定
前述のように、export 文の構文は、それが適用されるプロトコルによって異なります。メトリックの指定だけ

は、すべての場合に適用されます。すべてのプロトコルは、エクスポートする経路に使用するデフォルトのメ

トリックを定義しています。多くの場合、これは、export 文のいくつかのレベルで置き換えることができま

す。

エクスポートする経路指定情報のソースの仕様(export_list)は、次のとおりです。

EGPおよび BGPへのエクスポート
export proto bgp | egp as autonomous system

restrict ;

export proto bgp | egp as autonomous system
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[ metric metric ] {

export_list ;

} ;

EGP および BGP へのエクスポートは、自律系システムによって制御されます。同じ方針が AS のすべての

ルーターに適用されます。EGPメトリックの範囲は 0 から 255 で、0 がもっとも優先されます。

BGP メトリックは16ビット符号なし数値です。範囲は 0 から 65535 で、0 がもっとも優先されます。BGP

バージョン 4 は、実際は32ビット符号なし数値もサポートしていますが、GateD ではまだサポートされていま

せん。

エクスポート方針を指定しないと、接続インタフェースヘの経路だけがエクスポートされます。方針を指定す

ると、デフォルトは置き換えられます。エクスポートするものは明示的に指定する必要があります。

EGP および BGP のバージョン 2 と 3 は、所属ネットワークの伝播だけをサポートしているので、ホストとデ

フォルト経路フィルタは無効です。BGP バージョン 4 は、連続ネットワークマスクと共にあて先の伝播をサ

ポートしています。

RIPおよび HELLOへのエクスポート
export proto rip | hello

[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

restrict ;

export proto rip | hello

[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

[ metric metric ] {

export_list ;

} ;

RIP および HELLO へのエクスポートは、プロトコル、インタフェース、ゲートウェイによって制御されま

す。2つ以上指定すると、もっとも一般的なもの(プロトコル) からもっとも特定されたもの(ゲートウェイ)の

順に処理されます。

RIP 経路を RIP にエクスポートするため、または HELLO 経路を HELLO にエクスポートするために、メト

リックを設定することはできません。これを試みても無視されます。

エクスポート方針を指定しないと、RIP とインタフェース経路は RIP にエクスポートされ、HELLO とインタ

フェース経路は HELLO にエクスポートされます。方針を指定すると、デフォルトは置き換えられます。エク

スポートするものは明示的に指定する必要があります。

RIP バージョン 1 と HELLO は、共有ネットワークのすべてのサブネットが同一のサブマットマスクを持って

いると想定しているので、そのネットワークのサブネットだけに伝播できます。RIP バージョン 2 ではこの制

約が廃止されたので、バージョン 1 互換アップデートを送信しない場合に、すべての経路に伝播できます。

ループバックインタフェースのネクストホップを指定する経路 (静的で、内部的に生成されたデフォルトの経

路) を、RIP や HELLO によって告知するには、export 節のいくつかのレベルでメトリックを指定する必要があ
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ります。RIP や HELLO に対してデフォルトのメトリックを指定するだけでは不十分です。これは、告知が行

われるよう予定されているかを確認するための安全策です。

OSPFへのエクスポート
export proto ospfase [ type 1 | 2 ] [ tag ospf_tag ]

restrict ;

export proto osfpase [ type 1 | 2 ] [ tag ospf_tag ]

[ metric metric ] {

export_list ;

} ;

GateD 経路指定テーブルから OSPF に経路をエクスポートして、OSPF のエリア内経路とエリア間経路を作成

することはできません。GateD 経路指定テーブルから OSPF ASE にエクスポートすることだけができます。ま

た、OSPF プロトコル内で OSPF 経路の伝播を制御することもできません。

OSPF ASE 経路には、タイプ 1 とタイプ 2 の2つのタイプがあります。このタイプについて詳細は、OSPF プ

ロトコル設定を参照してください。デフォルトのタイプは、ospf 節の defaults 句で指定します。これは、
export 文の指定で置き換えることができます。

OSPF ASE 経路には、タグを運ぶ機能があります。これは任意の32ビット数値で、OSPF ルーターではこれを

使用して経路指定情報をフィルタできます。OSPF タグについて詳細は、OSPF プロトコル設定を参照してくだ

さい。ospf defaults 節で指定されたデフォルトのタグは、export 文で指定したタグに置き換えることができま

す。

ソースの指定
エクスポートリストは、経路の起点に基づいてエクスポートを指定します。構文はソースによって異なりま

す。

BGPおよび EGP経路へのエクスポート
proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system

restrict ;

proto bgp | egp autonomoussystem autonomous_system

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

BGP と EGP 経路は、ソース自律系システムで指定できます。すべての経路はパスとしてエクスポートできま

す。詳細は下記を参照してください。

RIP経路および HELLO経路へのエクスポート
proto rip | hello

[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

restrict ;

proto rip | hello
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[ ( interface interface_list ) | (gateway gateway_list ) ]

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

RIP と HELLO の経路は、プロトコル、ソースインタフェース、ソースゲートウェイでエクスポートできま

す。

OSPF経路へのエクスポート
proto ospf | ospfase restrict ;

proto ospf | ospfase [ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

OSPF、および OSPF ASE 経路は、他のプロトコルにエクスポートできます。タグによるエクスポートの詳細

は下記を参照してください。

非経路指定プロトコルからの経路のエクスポート
インタフェースによる非経路指定

proto direct | static | kernel

[ (interface interface_list ) ]

restrict ;

proto direct | static | kernel

[ (interface interface_list ) ]

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

これらのプロトコルは、プロトコル、またはネクストホップのインタフェースによってエクスポートできま

す。プロトコルは次のとおりです。

direct 直接接続インタフェースの経路。

static static 節で指定された静的経路。

kernel 経路指定ソケットがあるシステムでは、経路指定ソケットから得た経路は、カーネルのプロト

コルによって、GateD 経路指定テーブルにインストールされます。これらの経路は、このプロ

トコルを参照してエクスポートできます。route コマンドによってスクリプトに経路をインス

トールさせ、その経路を他の経路指定プロトコルに伝播することが望ましくない場合に役に立

ちます。

プロトコルによる非経路指定
proto default | aggregate

restrict ;
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proto default | aggregate

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

これらの規約は、プロトコルでのみ参照できます。

default gendefault オプションによって作成された経路を参照します。代わりに経路生成を使用するこ

とをお薦めします。

aggregate

aggregate と generate 文が使用されたときに、他の経路から合成された経路を参照します。詳

細は、「経路の統合」の項を参照してください。

ASパスによるエクスポート
proto proto | all aspath aspath_reg exp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

restrict ;

proto proto | all aspath aspath_reg exp

origin any | ( [ igp ] [egp ] [ incomplete ] )

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

BGP を設定すると、すべての経路は経路指定テーブルに追加されるときに、AS パスに割り当てられます。す

べての内部経路では、起点および非 AS として IGP をその AS パスに指定します(現在の AS は、経路がエクス

ポートされる時に追加されます)。EGP 経路では、起点として EGP を指定し、AS パスとしてソース AS を指

定します。BGP経路では BGPから得たものとして保存されます。

AS パス正規表現は、「AS パスのマッチング」の項で説明されています。

経路タグによるエクスポート
proto proto | all tag tag restrict ;

proto proto | all tag tag

[ metric metric ] {

route_filter [ restrict | ( metric metric ) ] ;

} ;

現在、OSPF と RIP のバージョン 2 はタグをサポートしています。すべての他のプロトコルは、常に 0 のタグ

を持っています。エクスポートされた経路のソースは、このタグに基づいて選択できます。経路指定プロトコ

ルに経路がエクスポートされるときに経路がタグで分類されていると、この機能が役に立ちます。
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経路の統合
経路統合は、特定の経路が存在すると仮定して、より汎用の経路を生成する方式です。たとえば、経路統合が

自律系システムボーダーで使用された場合、RIP によって得られたネットワークのサブシステムが1つ以上存

在すると仮定して、EGP によって通知されるネットワークヘの経路を生成します。GateD の旧バーションで

は、自動的にこれを実行しました。その場合、所属ネットワークのサブネットに対するインタフェースがある

と仮定して、所属ネットワークヘの統合経路を生成しました (旧クラスの A、B および C 概念を使用して)。し

かし、この実行が適切でない場合もあり、また、クラスなしの内部ドメイン経路指定の変更によって、これは

さらに不適切になりました。そのため、統合は明示的に設定しなければなりません。aggregate 文で明示的に要

求しない限り、統合は実行されません。

また、経路統合は、通過する経路情報の量を削減するために、地域ネットワークと国際ネットワークで使用さ

れます。ネットワークアドレスをクライアントに慎重に割り当てると、地域ネットワークは、地域ネットワー

クへの経路を1つだけ通知できます。

統合経路は、統合経路の発信者によるパケット転送には実際に使用されません。受信側だけが使用します。統

合経路を生成させた構成要素経路のどれにも一致しないパケットを受信するルーターは、ICMP ネットワーク

到達不能メッセージによって応答します。これによって、未知の構成要素経路に対するパケットが、デフォル

トの経路に従って他のネットワークへ入ることを防ぎます。他のネットワークに入ると、パケットはボーダー

ルーターへ送り返され、TTL が終結するまで何回も巡り続けます。統合の欠落部分に対しての到達不能メッ

セージの送信は、拒否経路をサポートしているシステムでのみ可能です。

統合の変形は、特定の状況の存在に基づく経路の生成です。これは最終的手段の経路(route of last resort)と呼ば

れることもあります。この経路は、最も低い優先順位で指定された寄与元からのネクストホップとAS パスを

受け継ぎます。これのもっとも一般的な使用方法は、隣接バックボーンのピアからの経路の存在に基づいて、

デフォルトを生成することです。

AggregationおよびGeneration構文
aggregate default

| ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )

[ preference preference ] [ brief ] {

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | proto ]

[ ( as autonomous system ) | ( tag tag )

| ( aspath aspath_reg exp ) ]

restrict ;

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | proto ]

[ ( as autonomous system ) | ( tag tag )

| ( aspath aspath_reg exp ) ]

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

} ;
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generate default

| ( network [ ( mask mask ) | ( masklen number ) ] )

[ preference preference ] {

[ ( as autonomous system ) | ( tag tag )

| ( aspath aspath_reg exp ) ]

restrict ;

proto [ all | direct | static | kernel | aggregate | proto ]

[ ( as autonomous system ) | ( tag tag )

| ( aspath aspath_reg exp ) ]

[ preference preference ] {

route_filter [ restrict | ( preference preference ) ] ;

} ;

} ;

経路フィルタに一致する経路は、寄与経路と呼ばれ、それに適応される統合優先順位に応じて整列されます。

同じ統合優先順位を持つ複数の寄与経路がある場合は、経路の整列に経路の優先順位が使用されます。最も低

い統合優先順位を持つ寄与経路の優先順位が、統合経路の優先順位になります。

preference preference

統合経路に割り当てる優先順位を指定します。デフォルトは 130 です。

brief AS パスを最長の汎用 AS パスに切り詰めるように指示します。デフォルトは、すべての寄与
AS パスの SET と SEQUENCE を構成する AS パスを作成します。

proto proto

リストされた特別プロトコルに加えて、GateD でサポートされている(現在設定されている)プ

ロトコルの中から寄与プロトコルを選択できます。

as autonomous_system

指定の自律系システムから得たものに経路の選択を制限します。

tag tag 指定のタグを持つものに経路の選択を制限します。

aspath aspath_reg exp

指定の AS パスに一致するものに経路の選択を制限します。

restrict 経路を、指定された統合の寄与元と見なさないように指示します。GateD でサポートされてい

る任意のプロトコルを指定できます。

route_filter

下記参照。

経路は、自身より一般的な統合経路にだけ寄与できます。経路はそのマスク下では、統合に一致しなければな

りません。経路は1つの統合経路(最も特定化された統合経路)にだけ寄与できますが、統合経路はより一般的な

統合経路に寄与できます
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経路フィルタ
すべてのフォーマットで、下記の経路フィルタを使用できます。フィルタ処理の詳細は、「経路フィルタ」の

項を参照してください。経路フィルタ処理が指定されていない場合 (文の 1 行目に、restrict が指定されている

場合)、指定ソースからのすべての経路が対象となります。フィルタが指定されている場合は、指定フィルタに

一致する経路だけがインポートされます。また、フィルタが指定されている場合は、リストの最後に通常 all

restrict ;が指定されます。

network [ exact | refines ]

network mask mask [exact | refines ]

network masklen number [ exact | refines ]

default

host host

用語集
本書で使用される用語の定義は、次のとおりです。

隣接性(adjacency)

経路指定情報の交換のために選択された隣接するルーター間の関係。すべての隣接するルーターのペ

アが隣接性をもつわけではありません。

自律系システム(autonomous system)

単一の技術的管理に属するルーター群。内部ゲートウェイプロトコルと共通メトリックを使用して、
AS 内にパケットを経路指定し、外部ゲートウェイプロトコルを使用して、他の AS にパケットを経路

指定します。この古典的定義の発表以降、単一の AS が複数の内部ゲートウェイプロトコルを使用する

こと(時として AS 内の複数のメトリックセットを使用すること)が一般的になりました。自律系システ

ムという用語は、複数の igp とメトリックが使用される場合でも、AS の管理が他の AS に対して、単

一で一貫性のある内部経路指定計画を持っていること、および、AS の管理がそれによってネットワー

クが到達できる対象について一貫した概念を示していることを強調しています。 AS は、 Internet

Assigned Numbers Authorityによって割り当てられ、1 から 65534 の数値で示されます。

BGP

ボーダーゲートウェイプロトコル(Border Gateway Protocol)

内部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。詳細は、「プロトコルの概要」の「BGP」の項を参照し

てください。

コスト(cost)

OSPF のメトリック。"メトリック"参照。

遅延(delay)

HELLO のメトリック。有効な値は 0 から 30000 です。値 30000 は最大基準値で、到達不能を示しま

す。"メトリック"参照。
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指名ルーター(designated router)

OSPF: 各マルチアクセスネットワークには、指名ルーターとして、少なくともアタッチされるルー

ターが2つあります。指名ルーターは、マルチアクセスネットワークのリンク状態通知を生成し、プロ

トコルの実行を支援します。指名ルーターは HELLO プロトコルで選ばれます。

あて先(destination)

ネットワークまたはホスト。

メトリック(distance)

EGPのメトリック。"メトリック"参照。有効な値は 0 から 255 です。

egp

外部ゲートウェイプロトコル(exterior gateway protocol)

外部経路指定プロトコル(exterior routing protocol)

自律系システム内の経路指定情報の交換に使用される経路指定プロトコルのクラス。外部ゲートウェ

イプロトコルの詳細は、「プロトコルの概要」を参照してください。

EGP

外部ゲートウェイプロトコル(Exterior Gateway Protocol)

外部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。詳細は、「プロトコルの概要」の「EGP」の項を参照し

てください。

ゲートウェイ(gateway)

パケットを最終あて先に配信する中間にあるあて先。接続ネットワークによって直接到達可能な他の

ルーターのホストアドレス。ホストアドレスと同様に、文字でも指定できます。

gateway_list

空白で区切られた1つ以上のゲートウェイのリスト。

HELLO

内部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。詳細は、「プロトコルの概要」の「HELLO」の項を参

照してください。

ホスト(host)

ホストの IP アドレス。通常、ドット (.) で区切った 0 から 255 までの範囲の4つの値のドットクワッド

として指定されます。たとえば、132.236.199.63 や 10.0.0.51。また、8桁の16進文字列の前に 0x を付

けて指定することもできます。たとえば、0x???????? や 0x0a000043。options noresolv を指定しない

と、文字で示したホスト名が使用されます。たとえば、gated.cornell.edu や nic.ddn.mil。文字形式より

も数値形式のほうが適切です。

インタフェース(interface)

接続インタフェースのホストアドレス。これは、ブロードキャスト、nbma またはループバックイン

タフェースのアドレスと、ポイント-ポイントインタフェースのアドレスです。ホストアドレスと同様

に、文字でも指定できます。
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インタフェース(interface)

ルーターとその接続ネットワーク間の接続。物理的インタフェースは、単一の IP アドレス、ドメイン

名、インタフェース名で指定できます(ネットワークが非番号ポイント-ポイントインタフェースでない

場合)。設定用言語では複数レベルで参照できるので、ワイルドカード、インタフェースタイプ名、削

除ワードアドレスを使って、インタフェースを識別できます。将来の UNIX オペレーティングシステ

ムでは、インタフェースごとに複数のアドレスが可能になるので、インタフェース名の使用には注意

してください。address、netmask、metric パラメータの変更と同様に、動的インタフェースは追加およ

び削除でき、動作中(アップ)と故障中(ダウン)を指定できます。

igp

内部ゲートウェイプロトコル(interior gateway protocol)

内部経路指定プロトコル(interior routing protocol)

自律系システム内で経路指定情報の交換に使用される経路指定プロトコルのクラス。内部ゲートウェ

イプロトコルの詳細は、「プロトコルの概要」を参照してください。

interface_list

1つ以上のインタフェース名のリスト。ワイルドカード名 (番号のない名前) と、複数のインタフェー

スやアドレスを指定する名前、または、すべてのインタフェースを示すトークン"all"を含んでいま

す。詳細は、「インタフェースリスト」の項を参照してください。

IS-IS 内部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。

local_address

接続インタフェースのホストアドレス。これは、ブロードキャスト、nbma またはループバックイン

タフェースのアドレスと、ポイント-ポイントインタフェースのローカルアドレスです。ホストアドレ

スと同様に、文字でも指定できます。

マスク(mask)

アドレス修飾でネットワークを細分する手段。マスクは、あて先のどのビットに意味があるかを指定

するドットクォッドです。例外として、ルーターフィルタで使用する場合、GateD は連続マスクだけ

をサポートします。

マスク長(mask length)

マスクの有効ビット数。

メトリック(metric)

システムによる最適な経路の決定を支援する単位の1つ。メトリックは、経路指定プロトコルのタイプ

によって、ホップカウント、経路遅延、または管理者が設定した任意の値に基づきます。経路指定メ

トリックは、割り当て内部優先順位の値に影響する場合もあります (「優先順位」参照)。

次の表は、各経路指定プロトコルのメトリックの値の範囲と、各プロトコル(「プロトコルの概要」参

照)であて先に達するために使用する値を示しています。

各経路指定プロトコルのメトリック
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プロトコル メトリック単位 範囲 到達不能
---------- -------------- ---- --------

RIP 距離 (ホップカウント) 0-15 16

HELLO 遅延 (ミリ秒) 0-29999 30000

OSPF パスのコスト 0-????? 削除
ISIS パスのコスト 0-254 削除
EGP 距離 (不使用) 0-65535 255

BGP 未指定 0-65534 65535

マルチアクセスネットワーク(multiaccess networks)

複数の経路の接続をサポートする物理的ネットワーク。このネットワーク上の各ルーターのペアは、

直接通信できると想定されています。

元来のマスク(natural mask)

IP アドレスのフォーマットには、ネットワークアドレスとホストアドレスがあります。元来のマスク

は 3 つのクラスに適用されるデフォルト値です。

0xff000000 クラス A 用 (network.host.host.host)、
0xffff0000 クラス B 用 (network.network.host.host)および
0xffffff00 クラス C 用 (network.network.network.host)。

ネイバー(neighbor)

明示的または暗示的な通信において、経路指定プロトコルで設定される他のルーター。ネイバーは、

通常は共有ネットワーク上に存在していますが、存在していない場合もあります。この用語は主に
OSPF と EGPで使用されます。通常、ピアと同義です。

隣接ルーター(neighboring routers)

共通のネットワークヘのインタフェースを持つ2つのルーター。マルチアクセスネットワークでは、

ルーターは、OSPF HELLO によって動的に検出されます。

ネットワーク(network)

パケット交換ネットワーク。ネットワークは、その IP アドレスまたはネットワーク名で指定できま

す。ネットワーク指定でのホストビットは 0 でなければなりません。デフォルトを使用すると、デ

フォルトのネットワーク (0.0.0.0)を指定できます。

ネットワーク(network)

ネットワークの IP アドレス。通常、ドット (.) で区切った 0 から 255 までの範囲の値を1～4個並べた

ドットクォッドとして指定されます。たとえば、132.236.199、132.236、10。また、2桁から8桁の偶数

桁の16進文字列の前に 0x を付けて指定することもできます。たとえば、0x??????、0x????、0x0a。

さらに、シンボル値 default も使用できます。default は、デフォルトのネットワークを示す特別な値
0.0.0.0 を持ちます。 options noresolv を指定しないと、シンボリックネットワーク名が使用されます。

たとえば、nr-tech-prod、cornellu-net、arpanet。シンボル形式よりも数値形式のほうが適切です。
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番号(number)

正の整数。

OSPF

最短パス優先オープン(Open Shortest Path First)

内部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。詳細は、「プロトコルの概要」の「OSPF」の項を参照

してください。

ospf_area

ピア(peer)

明示的または暗示的な通信において、経路指定プロトコルで設定される他のルーター。ピアは、通常

は共有ネットワーク上に存在していますが、存在していない場合もあります。この用語は主に BGP で

使用されます。通常、ネイバーと同義です。

ポート(port)

UDPまたは TCP のポート番号。有効な値は 1 から 65535 です。

優先順位(preference)

preference は、0 から 255 までの値で、同じあて先に達する多数のルーター間でのルーターの選択に使

用されます。最も高い (数値が最小の) 優先順位を持つ経路が、アクティブ経路として使用されます。

アクティブ経路とは、カーネル転送テーブルにインストールされて、他のプロトコルにエクスポート

される経路です。通常、優先順位 0 は、直接接続インタフェースへの経路用に確保されています。デ

フォルトの優先順位が、GateD が経路を受け取る各ソースに割り当てられます(「優先順位」参照)。

プレフィックス(prefix)

アドレスの最上位ビットを覆う連続マスク。プレフィックスの長さは、覆うビット数を指定します。

QoS

サービスの質(quality of service)

TOS と同等のOSI定義。

RIP

経路指定情報プロトコル(Routing Information Protocol)

内部ゲートウェイプロトコルのクラスの1つ。詳細は、「プロトコルの概要」の「RIP」の項を参照し

てください。

ルーター ID(router id)

OSPF プロトコルを実行する各ルーターに割り当てられる32ビットの数値。この数値によって、自律系

システム内でルーターを他のルーターから識別します。

router_id

特定のルーターを示すために割り当てられ、独自の識別子として使用される IP アドレス。通常、これ

は接続インタフェースのアドレスです。
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RIB

経路指定情報ベース(routing information base)

経路指定データベース(routing database)

経路指定テーブル(routing table)

GateD によって保持されるすべての経路指定の格納場所。経路の決定を行うために使用され、また、

伝播する経路指定情報のソースとして使用されます。

シンプレックス(simplex)

インタフェースは、カーネルまたはインタフェース設定によって、シンプレックスとして定めること

ができます。シンプレックスインタフェースとは、自身がブロードキャストしたパケットを受信でき

ない、ブロードキャスト媒体上のインタフェースです。

GateD は、インタフェースが適切に機能しているかどうかを監視するために、自身のブロードキャス

トパケットを受信できるインタフェースを利用します。

time 時間の値。通常は時間間隔。次の形式で指定できます。

number 秒を示す、負ではない10進数。たとえば、27、60、3600。

number:number 分を示す、負ではない10進数。0 から 59 までの秒を示す数値が後ろに

付きます。たとえば、0:27、1:00、60:00。

number:number:number 時間を示す、負ではない10進数。0 から 59 までの分を示す数値と、0

から 59 までの秒を示す数値が後ろに付きます。たとえば、0:00:27、
0:01:00、1:00:00。

有効存続時間

ttl IP パケットのTime To Live (TTL)。有効な値は 1 から 255 です。

TOS

サービスのタイプ(type of service)

サービスのタイプ は、インターネットサービスの質を選択するためのものです。サービスのタイプ

は、抽象パラメータ precedence、delay、throughput、reliability、および cost によって指定されます。こ

れらの抽象パラメータは、データグラムが通過する特定ネットワークの実際のサービスパラメータに

マップされます。今日、IP トラフィックの大多数がデフォルトタイプのサービスを使用しています。

警告
gated は、BGP プロトコルに対する装備を含んでいますが、現時点では、HP によって公式にサポートされて

いません。経路のaggregationとgeneration 文は、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(1M) 参照。
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名称
gettydefs − gettyが使用する通信速度と端末の設定

説明
/etc/gettydefs ファイルの各行は、 getty が使用する、通信速度と端末の設定をセットアップする情報を持って

います ( getty(1M) を参照)。このファイルは、 login プロンプトがどのようなものかという情報を提供します。

また、このファイルは、ユーザーが Break 文字をタイプすることで現在のスピードが適当でないことを示した

とき、次に試される通信速度も提供します。

/etc/gettydefsのそれぞれのエントリーには、次は形式があります。

label# initial-flags # final-flags # login-prompt #next-label

それぞれのエントリーの前には、空白行があります。さまざまなフィールドは、 \b, \n, \c, あるいは \nnn など

のようにクォートされた文字を含むことができます。ここでいう nnn とは、目的の文字の8進数の値を意味し

ます。以下のようなさまざまなフィールドがあります。

label これは、 getty がその2番目の引き数とマッチしようとする文字列です。しばしば 1200 のよう

なスピードになります。これによって端末の動作をサポートしますが、必要というわけではあ

りません(以下を参照)。

initial-flags これらのフラグは、 ioctl() の初期セッティングで、端末のタイプが getty に対して指定されて

いない場合に、端末はそれに従います ( ioctl(2) を参照 )。 getty が理解するフラグは、
/usr/include/sys/termio.h にリストされているものと同じです ( termio(7)参照)。通常、通信速度

フラグのみ、 initial-flags に必要です。 getty は、自動的に端末を生の入力モードにセットし、

他のたいていのフラグを処理します。 initial-flag の設定は getty が login を実行するまで効力

をもちます。

final-flags これらのフラグは initial-flags と同じ値をとり、 getty が login を実行するすぐ前にセットしま

す。通信速度フラグが、再び要求されます。複合したフラグ SANE は、プロセッサと端末

が合理的にコミュニケーションできるのに必要な、他のたいていのフラグを適当に設定しま

す。他の2つの一般に指定される final-flags は、タブが端末にスペースとして送られるように

する TAB3 と、最後のクローズで通信回線が切断されるようにする HUPCLです。

login-prompt この フィールド全部が login-prompt として表示されます。先に述べたフィールドでは、空白

のスペース(スペース、タブ、あるいはニューライン)が無視されましたが、それとは違いこれ

らは、 login-prompt フィールドに含まれます。

next-label このエントリーが、ユーザが Break 文字をタイプすることで示した希望のスピードに指定さ

れていない場合、 getty は、その label フィールドのように next-label のエントリーをさがし、

端末をそれらの設定にセットアップします。一連のスピードは通常、このようにしてある閉集

合と結び付けられます。例えば、 2400 は 1200 に結び付けられ、次に 300 に、そして最後に
2400 に結び付けられます。

getty が、2番目の引き数なしで呼ばれた場合は、 /etc/gettydefs の最初のエントリーが使われます。このように
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して、 /etc/gettydefs の最初のエントリーは、デフォルトのエントリーになります。また、 getty が指定された
label を見つけられない時も使われます。 /etc/gettydefs 自体がない場合には、端末を 300 ボーにセットするコ

マンドを組み立てるための1つのエントリーがあります。

/etc/gettydefs が作られたり変更されたあと、エラーがないことを確かめるために、チェックオプションととも

に getty を実行してみることを強くお薦めします。

例
次は2行は、dial-up ポートに使うことのできる 300 ボーと 1200 ボーとを切り替える例を示しています。

1200# B1200 HUPCL # B1200 SANE IXANY IXANY TAB3 #login: #300

300# B300 HUPCL # B300 SANE IXANY IXANY TAB3 #login: #1200

次は行は、 hard-wired 連結のための典型的な 9600 ボーエントリーを示しています。

9600# B9600 # B9600 SANE IXANY IXANY ECHOE TAB3 #login: #9600

ファイル
/etc/gettydefs

参照
getty(1M), login(1), ioctl(2), termio(7)
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名称
group, logingroup −グループファイル、 grp.h

説明
group は、それぞれのグループに対して次の情報を持っています。

• グループ名

• 暗号化されたパスワード

• 数字のグループ ID

• グループに属すすべてのユーザーの、カンマで区切られたリスト

このファイルは、 ASCII 形式のファイルです。フィールドは、コロンで区切られており、また、それぞれのグ

ループは、その次のものとニューラインで区切られています。スペースは、どの行においてもフィールドある

いは、フィールドの部分を区切りません。もし、パスワードフィールドが null ならば、グループに関係するパ

スワードはありません。

システムには、この形式のファイルが2つあります。 /etc/group と /etc/logingroup です。 /etc/group は、それぞ

れのグループに名前を供給するためと、 newgrp ユーティリティ ( newgrp(1)を参照) の方法によってグループ

を変更するためにあります。 /etc/logingroup は、 login と initgroups() ( login(1) と initgroups(3C)を参照) を通し

て各ユーザーにデフォルトのグループアクセスリストを提供します。

各ユーザーに対して login によってセットアップされる実際かつ、実効グループ IDは、 /etc/passwd ( passwd(4)

を参照) の中に定義されています。もし、 /etc/logingroup が空のときは、デフォルトのグループアクセスリス

トは、空です。もし、 /etc/logingroup と /etc/group が同じファイルにリンクされていたら、デフォルトのアク

セスリストはユーザーに対応するグループの集合全てを含みます。 /etc/logingroup のなかのグループ名とパ

スワードフィールドは、決して使われません。それらは、この2つのファイルに、一緒にリンクされるよう

に、統一的なフォーマットを与えるためだけに含まれています。

/etc/logingroup あるいは、 /etc/passwd のなかで使われるすべてのグループ ID は、 /etc/group のなかで定義さ

れていなければなりません。どのユーザーも NGROUPS ( setgroups(2)を参照) より多くの /etc/logingroup のグ

ループに属すことはできません。

これらのファイルはディレクトリ /etc のなかにあります。暗号化されたパスワードのために、これらのファイ

ルは一般的な読み取りパーミッションをもっていて、それを使うことができます。例えば、数字のグループ ID

を名前にマップさせるのに用います。

グループ構造体は、 <grp.h> に定義されており、次はメンバーを持っています。

char *gr_name; /* the name of the group */

char *gr_passwd; /* the encrypted group password */

gid_t gr_gid; /* the numerical group ID */

char **gr_mem; /* null-terminated array of pointers

to member names */
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ネットワーク機能
NIS

/etc/group ファイルは、プラス (+) ではじまる行をもつことができます。これは、ネットワーク情報サービス
(NIS)からのエントリーを組み込むことを意味します。 + エントリーには、2 つのスタイルがあります。 + は、
NISその時点のグループファイルのすべての内容をそこに挿入することを意味し、 +name は、もしあるならそ

の時点の NIS からの name に対するエントリーを挿入することを意味します。もし、 + エントリーが、null で

ないパスワードあるいはグループメンバーフィールドを持っているなら、そのフィールドの内容は NIS にあ

るものを置き換えることになります。数字のグループ IDフィールドは、置き換えられません。

グループファイルはまた、マイナス (-) で始まる行をもってもかまいません。これらのエントリーは、グルー

プエントリーを禁止するために使われます。 - エントリーには、1 つのスタイルしかありません。 -name から

成るエントリーは、そのあとに続くいかなる name に対するエントリーも、(もしあれば)禁止することを意味

します。これらのエントリーは、それに続くエントリーが NIS からのものか、ローカルなグループファイルの

ものなのかにかかわらず禁止されます。

警告
グループファイルはブランク行を含んではなりません。ブランク行があると、これらのファイルを利用するシ

ステム管理ソフトウェアが予期しない動作をする可能性があります。

グループ ID (gid) 9 は、Pascal 言語オペレーティングシステムと BASIC 言語オペレーティングシステムのため

に確保されています。これらは、同じディスク上に HP-UX と共に存在できる Series 300/400 コンピュータのた

めのオペレーティングシステムです。他の目的のためにこの gid を用いることでファイル転送と共有を禁止す

ることがあります。

/etc/group の各行の長さは、 <limits.h> のなかで、定義されているように LINE_MAX までと制限されていま

す。また、このような制限があるので、ユーザーをプライマリグループには含めずに、追加グループにのみ含

めてください。

もし、 /etc/group が、 /etc/logingroup とリンクされているならば、ユーザーの所属するグループは NIS によっ

て管理され、どの NIS サーバも応答できないとき、そのユーザーはサーバが応えるまで、ログインできませ

ん。

/etc/passwd, /etc/group, および /etc/logingroup の互換性を 1 つのツールだけを使用して完全に保証することはで

きません。ただし、 pwck および grpck を使用して、作業を単純化することができます (pwck(1M) を参照して

ください)。

/etc/groupにグループパスワードを設定するためのツールはありません。

制約
NIS
例
ここに /etc/groupファイルの実例を示します。
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other:*:1:root,daemon,uucp,who,date,sync

-oldproj

bin:*:2:root,bin,daemon,lp

+myproject:::bill,steve

+:

グループ other は、1 の gid をもっていて、 root, daemon, uucp, who, date, そして sync のメンバーを持ってい

ます。グループ oldproj は、エントリー -oldproj のあとにでてくるので無視されます。また、グループ mypro-

ject は、メンバーとして bill と steve と、グループ myproject に対する NIS エントリーのパスワードとグルー

プ IDを持ちます。 NISにリストされているすべてのグループは、 myproject のエントリーのあとに挿入されま

す。

警告
プラス (+) とマイナス (-) の機能は、 NISの一部です。それゆえ、もし NISが、インストールされていない場合

は、これらの機能は働きません。

ファイル
/etc/group

/etc/logingroup

参照
groups(1)、newgrp(1)、passwd(1)、setgroups(2)、crypt(3C)、getgrent(3C)、initgroups(3C)、passwd(4)

標準準拠
group: SVID2, SVID3, XPG2
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名称
hosts −ホスト名データベース

説明
/etc/hosts ファイルは、インターネット(IP)アドレスと公式のホスト名とエイリアスを関連付けます。これで

ユーザーは、インターネットアドレスの代わりにシンボル名によってホストを参照できるようになります。

注記 : このファイルは、 ifconfig がブート時 (ifconfig(1M) を参照) に必要とするローカルなインタフェースに

対するすべてのアドレスを含んでいなければなりません。ネームサーバを使う場合 (named(1M) を参照) あるい

は、ネットワーク情報サービス (ypserv(1M) を参照) を使う場合、このファイルはサーバが動作していないと

き、バックアップとして機能します。このような状況では、一般的に /etc/hosts は、ローカルネットワークの

マシンのいくつかのアドレスを含みます。

/etc/hostsは、各ホストに対して次はような情報を持ちます。

インターネットアドレス ホスト名 エイリアス

インターネットアドレスは、通常のインターネットドット記法で指定した IPv4 または IPv6 アドレスです。イ

ンターネットアドレスの通常の操作に関する詳細は、 inet(3N) または inet6(3N) を参照してください。

エイリアスは、ホストの持つ別名です。ほとんどのコマンドで公式のホスト名の代わりに使用できます。例え

ば、

192.45.36.5 hpdxsg testhost

この例では、ユーザーは、

rlogin hpdxsg

の代わりに次のコマンド使用して hpdxsg にリモートログインできます。

rlogin testhost

もし、システムがドメインネーミングの環境にあるならば、公式のホスト名は、完全なドメイン名を付けた

ホスト名から成ります。例えば:

192.45.36.5 hpdxsg.xsg.hp.com hpdxsg testhost

行は、空白(スペースあるいはタブ文字)で始まってはいけません。項目は、いくつかの、スペースまたは、タ

ブ文字 (空白)の組合せで区切られます。 # 文字は、コメントの開始を表します。 # 以降文字は、その行の終

りまで、そのファイルをサーチするルーチンによって解釈されません。後続の空白は、行の最後では許されま

す。

DARPA インターネットに対して、通常、このファイルは、Network Information Control Center (NIC) で維持され

る公的なホストデータベースより作成されます。しかし、ローカルな変更としては、非公式なエイリアスまた

は未知のホストあるいはその両方に関して更新が要求される場合があります。

ホスト名は、スペース、改行、あるいはコメント文字以外のプリント可能文字を含めます。
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例
/etc/hostsを見てください。

著者
hosts は、カリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
gethostent(3N), inet(3N), nsswitch.conf(4)
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名称
hosts.equiv, .rhosts − リモートホストによるアクセスおよびローカルホスト上のユーザーによるアクセスを許可

するセキュリティファイル

説明
/etc/hosts.equiv file とユーザーのホームディレクトリにあるファイル .rhosts found ではローカルホストや、ユー

ザーと「同等」とみなすリモートホストおよびリモートホスト上のユーザーを指定します。同等とみなされた

リモートホストのユーザーは、パスワードを要求されずに rcp , remsh , rlogin を使用してローカルホストのア

カウントにアクセスできます (rcp(1), remsh(1), rlogin(1) を参照)。 hosts.equiv によって提供されるセキュリティ

は、 ruserok() ライブラリルーチンによって実現されます (rcmd(3N) を参照)。

ここで、 hostequiv は、システムの /etc/hosts.equiv ファイルまたはユーザーの .rhosts ファイルを指します。
.rhosts はルートまたはユーザーによって所有され、そのユーザーのホームディレクトリの中になければなら

ず、シンボリックリンクであってはならないことに注意してください。 /etc/hosts.equiv ファイルはシステム規

模での同等を定義し、ユーザーの .rhosts ファイルは、ローカルユーザーと、ローカルユーザーがアクセスを許

可または禁止したリモートユーザーとの間の同等を定義します。

hostequiv ファイルには次のフォーマットの単一の行(継続なし)が入ります。

[hostname [username] ]  [#comment]

したがって、次の内容が可能です。

• 空白行

• # で始まるコメント行

• ホスト名と(オプションで)コメント

• ホスト名とユーザー名と(オプションで)コメント

ホスト名とユーザー名は空白、復帰改行、および # を除く印字可能文字列です。

名前と名前の間は空白で区切ります。

リモートホスト名と、ユーザー名の両方が hostequiv のエントリーと「一致」してはじめてアクセスができま

す。アクセス要求が出されると、まず /etc/hosts.equiv ファイルが検索されます。一致した場合はアクセスが許

可されます。一致しなかった場合は、ローカルユーザーのホームディレクトリのファイル .rhosts が (存在する

場合) 検索されます。ローカルユーザーが、スーパーユーザーであったときは、ファイル /etc/hosts.equiv の内

容は無視されます。

ホスト名またはユーザー名は、次のいずれかの方法で hostequiv の中の対応するフィールドの内容に一致しなけ

ればなりません。

Literal match リモートホストの(略称でない)正式なホスト名が hostequiv に文字通り一致
(literally match)する時。
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hostequiv のエントリーにリモートユーザー名が文字通り一致する時。文字

通り一致するユーザー名を /etc/hosts.equiv ファイルに登録する場合は、リ

モートユーザー名はローカルユーザー名に完全に一致しなければなりませ

ん。

Domain-extended match hostequiv に含まれるエントリーと比較されるリモートホスト名は、一般的

には、 gethostbyaddr() (gethostent(3N) 参照 ) で得られる正式なホスト名で

す。ドメインネーム環境では、ドメインネームが付いたホスト名がこれに

使われます。リモートホスト名が hostequiv のホスト名エントリーに完全

に一致しなかった場合でも、ローカルドメインネームを付加したホスト名

に一致するかどうかを調べます。

-name この形式でホスト名が hostequiv に書かれていると、この name に完全に一

致するリモートホストまたは、ローカルドメインネームの付加された
name に一致するリモートホストのユーザーは、そのユーザー名に関わり

なくアクセスが拒否されます。

この形式でユーザー名が、 hostequiv に書かれており、 name が完全にリ

モートユーザー名に一致する場合にも、アクセスは拒否されます。

ただし、このようにしてアクセスを拒否するように /etc/hosts.equiv で設定

しても、 .rhosts で許可されるユーザーは、アクセスができます。

+ hostequiv でホスト名が + のときには、すべてのリモートホスト名と一致し

ます。

また、ユーザー名が + のときには、すべてのリモートユーザー名と一致し

ます。

+@netgroup_name netgroup_name の部分は、 netgroup(4) で定義されたネットワークグループ

の名前が入ります。 hostequiv にホスト名がこの形式で書かれているとき

は、リモートホスト名(だけ)が、 netgroup(4) で定義されたルールに沿って

指定されたネットワークグループに属するホスト名に一致しなくてはいけ

ません。

同様に、 hostequiv のユーザー名がこの形式で書かれている場合には、指

定されたネットワークグループに属するユーザー名(だけ)に一致しなくて

はいけません。

-@netgroup_name netgroup_name は、 netgroup(4) で定義されたネットワークグループの名前

です。 hostequiv のホスト名がこの形式で書かれていて、 netgroup(4) で定

義されたルールに沿って指定されたネットワークグループにリモートホス

ト(だけ)が含まれるとき、アクセスは拒否されます。

Section 4-208 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



hosts.equiv(4) hosts.equiv(4)

また、 hostequiv のユーザー名がこの形式で書かれていて、指定された

ネットワークグループにリモートユーザー名(だけ)が含まれるときも、ア

クセスは拒否されます。

ただし、このようにしてアクセスを拒否するように /etc/hosts.equiv で設定

しても、 .rhosts で許可されるユーザーは、アクセスができます。

例
1. /etc/hosts.equiv hostAに次のような行があったとします。

hostB

そして、 hostB の /etc/hosts.equiv には、何も書かれていなかったとします。 hostB のユーザー chm

は、 hostA で remsh , rlogin をアカウント chm でパスワードを要求されずに実行できます。一方、
chm が hostA から hostB へアクセスするときには、 rlogin については、パスワードを要求され、
remsh では、アクセスを拒否されます。

ユーザー chm の hostB でのホームディレクトリの .rhosts に次のような記述があったとします。

hostA

あるいは、

hostA chm

このとき、ユーザー chm は、 hostA から hostB へアクセスできます。

2. hostA がドメイン arg.bob.com に属していて、 hostB と hostC がドメイン oink.bob.com に属している

とします。 hostB のユーザー chm のホームディレクトリにある .rhosts には次のように書かれていま

す。

hostC

hostA

ユーザー chm は、 hostB のローカルドメイン名 oink.bob.com を hostC のエントリーに付け加えた
hostC.oink.bob.com に hostC が一致するので、アクセスが許可されます。しかし、ユーザー chm は、
hostA から hostB にアクセスできません。これは、 hostA.arg.bob.com が hostA.oink.bob.com に一致し

ないからです。ユーザー chm が、 hostA から hostB にアクセスできるようにするには、 hostB の chm

の .rhosts ファイルに、次のように書きます。

hostA.arg.bob.com

これは、 hostA が違うドメインにあるからです。

3. ユーザー chm の hostA でのホームディレクトリの .rhosts に次のような記述があったとします。

hostB root
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hostB では、 /etc/hosts.equivに次のように書かれています。

hostA

ユーザー chm の hostB でのホームディレクトリには、 .rhosts はありません。このとき、 hostB の

ユーザー root は、 hostA のユーザー chm のアカウントで、パスワードなしで hostA に rlogin できま

すが、 hostA のユーザー root が、ユーザー chm のアカウントで hostB に rlogin することはできませ

ん。

4. ユーザー chm の hostA でのホームディレクトリにある .rhosts に次のような記述があったとします。

+

-hostB

+ root

この設定では、あらゆるホストのユーザー chm と、 hostB 以外のあらゆるホストのユーザー root は、

ユーザー chm のアカウントで hostA にアクセスをできます。

5. hostA の /etc/hosts.equivに次のような記述があったとします。

+ −chm

hostB

hostB の、 chm 以外の全ユーザーは、ユーザー名と同一のアカウントで hostA にアクセスできます。

ただし、ユーザー chm の hostA でのホームディレクトリの .rhosts に次のような記述があったとしま

す。

hostB

この場合には、 hostB のユーザー chm も、 hostA のアカウント chm にアクセスできます。

6. hostA の /etc/hosts.equivに、次のような記述があったとします。

+@example_group

ネットワークグループ example_group は、次のようになっています。

example_group ( , ,EXAMPLE_DOMAIN)

hostA でネットワーク情報サービス (NIS) が稼働していない場合には、全ホストのユーザー chm は、
hostA のアカウント chm にアクセスできます。

hostA でネットワーク情報サービス (NIS) が稼働しており、ドメイン EXAMPLE_DOMAIN に属して

いる場合には、ドメイン EXAMPLE_DOMAIN に属しているかどうかに関係なく、全ホストのユー

ザー chm が、 hostA のアカウントにアクセスできます。

ユーザー chm の hostA でのホームディレクトリにある .rhosts に次のような記述があったとします。

-@example_group
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hostA でネットワーク情報サービス (NIS) が稼働していないか、もしくは、 hostA がドメイン EXAM-

PLE_DOMAIN に属していれば、どのホストのユーザー chm も hostA のアカウント chm にアクセス

できません。ただし、 hostA でネットワーク情報サービス (NIS) が稼働していても、ドメイン EXAM-

PLE_DOMAIN, に属してない場合には、この行は何の影響も与えません。

7. hostA の /etc/hosts.equivに、次のような記述があったとします。

-@example_group

ネットワークグループ example_group に、次のような記述があったとします。

example_group (hostB, ,)

この場合、 hostB のどのユーザーも hostA へのアクセスは拒否されます。

ただし、 hostA のユーザーのホームディレクトリの .rhosts に次のような記述があったとします。

+@example_group chm

hostB chm

+ chm

この場合には、 hostB のユーザー chm は、自分のアカウントで hostA にアクセスできます。

警告
システムの保護のために、ファイル /etc/hosts.equiv と .rhosts は、たとえ中身が空でも、ファイルの持ち主だ

けが読み書きできるようにしておくべきです。

/etc/hosts.equivファイルを作成する際には注意が必要です。

remshd, および rlogind に −l オプションを付けた場合には、スーパーユーザーを除くユーザーに対して、
.rhostsファイルを用いたユーザー認証は、適用されません。

著者
hosts.equivは、カリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

+, -name , +@netgroup_name , -@netgroup_name , 拡張版は、SunMicrosystems,Incで開発されました。

ファイル
$HOME/.rhosts

/etc/hosts.equiv

参照
rcp(1), rdist(1), remsh(1), rlogin(1), remshd(1M), rlogind(1M), gethostent(3N), rcmd(3N), netgroup(4)
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名称
inetd.conf − inetdの設定ファイル

説明
inetd デーモンは呼び出されると、 /etc/inetd.conf 設定ファイルから設定情報を読み込みます。また、その後で

も SIGHUPシグナルを受けとると応答として再度読み直します (inetd(1M) 参照 )。

ファイルの各行はコメントかあるいは、あるサービスについての設定情報として扱われます。行の最初が # で

始まる場合にコメントとみなされます。コメント行ではないものには、タブまたはスペースによって区切られ

た 7つか9つのフィールドがあります。フィールドの数は、最初のフィールドで指定されたサービス名によって

違います。 \ を行末に付けることで、1行の内容を複数行に渡って記述できます。各設定行には、次のような順

序で記述されたフィールドがあります。

• サービス名

• ソケットタイプ

• プロトコル

• wait swait nowait

• ユーザー

• サーバプログラム

• プログラム番号 (NFS RPC サービスのみ)

• バージョン番号 (NFS RPC サービスのみ)

• サーバプログラム引き数

各フィールドの詳細は次のとおりです。

サービス名 サーバが RPC ベース (NFS)ならば rpc を指定します。それ以外の場合は、ファ

イル /etc/services で有効なサービス名を指定します。例えば、 shell は remsh

サービス (remsh(1) 参照)、 login は rlogin サービス (rlogin(1) 参照)、 telnet は
telnet サービス (telnet(1) 参照)のためのサービス名です。

ソケットタイプ サーバが使用するソケットがストリームソケットならば stream、データグラム

ソケットならば dgram、 XTI APIを使用して作られたプログラムにならば xti を

指定します。

プロトコル tcp や udp など、 /etc/protocols で有効なプロトコル名を指定します。 socket

typeフィールドにXTIを指定した場合は、デバイスへの絶対パス名 (たとえば
/dev/tcp) をここに指定します。そうしないとここに指定したプロトコルが /dev/

に追加されます。たとえば、XTIアプリケーションに tcp を指定すると、パス
/dev/tcp が使用されます。
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IPv6 アプリケーションの場合、プロトコルは For IPv6 applications the protocol is

specified as either tcp6 または udp6 を指定します。

waitf[B]swaitf[B]nowait

inetd がシングルまたはマルチスレッドサーバのどちらで動作させるかを指定し

ます。

wait 受け取った要求を処理するために 1 つのサーバを開始すると同時

に、同じサービスの新たな要求の受付を、開始したサーバが処理を

終了するまで止めるように inetd に指示します。

swait 受信要求の受け付けを予期するように inetd に指示すること以外は、
wait と同じです。

nowait inetd に受け取った要求に対して1つのサーバを開始するように指示

します。

多くのUDPベースのサービスはこのフィールドに wait を、またTCPベースの

サービスは nowait を使用します。

ユーザー サーバの実行時に使用するユーザーIDを指定します。

サーバプログラム サーバのソケットに接続要求があった場合に inetd から実行されるプログラムの

絶対パス名を記述します。

サーバプログラム引き数

サーバプログラムの引き数。通常使用するものと同じです。プログラムの名前

を表わす argv[0] から始まります。

サービス名が rpc (NFS RPC サービス) であった場合にはさらに2つのフィールドが要求されます。これらは、

「サーバプログラム」フィールドと「サーバプログラム引き数」フィールドの間に記述されます。

プログラム番号 特定のサービスのグループを示すもので、ユニークな番号です。

バージョン番号 RPC サービスがサポートされているバージョン番号です。この番号は1つでもか

まいませんが、そのプログラムが複数のバージョンで稼動する場合、範囲で指

定することもできます。例えば、 1 または 1-3 のように範囲で指定する場合、

ハイフン (−) で区切ります。バージョン番号を使うと、 RPC プロトコルが拡張

されたり、変更されても、古いプロトコルと新しいプロトコルとで同じサーバ

プロセスを共有できます。

組込みのinetdサービス
inetd daemon は、いくつかの組込み定期的なを利用した「一般的」なサービスを提供しています。 (サービス

のリストは、 inetd(1M) を参照) これらの内部サービスを構成する場合には、サーバプログラム名として inter-

nal を指定し、「サーバプログラム引き数」フィールドを指定する必要はありません。
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例
シェルサービスで TCP プロトコルを使い、サーバプログラムとして remshd を root ユーザーで起動するよう

に設定します。

shell stream tcp nowait root /usr/lbin/remshd remshd

上記の例では、remsh は IPv4 モードで実行されます。 IPv6 モードで実行するには、プロトコル tcp を tcp6 に

変更する必要があります。したがって、 IPv6 モードで実行するには、上記の設定を次のように書き替えま

す。

shell stream tcp6 nowait root /usr/lbin/remshd remshd

FTP サーバが75秒間使用されなければ、タイムアウトするように設定します。

ftp stream tcp nowait root /usr/lbin/ftpd ftpd −t75

次のように設定すると、上記の ftp サービスを IPv6 モードで実行できます。

ftp stream tcp6 nowait root /usr/lbin/ftpd ftpd −t75

RPC ベースのサービスの設定です。 「サービス名」フィールドが rpc であれば、プログラム番号 (100008)、

バージョン番号 (1) という 2つのフィールドが付け加えられることに注意してください。

rpc dgram udp wait root /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld 100008 1 rpc.rwalld

inetd で組込みの TCP サービスである daytime を利用する設定です。

daytime stream tcp nowait root internal

警告
IPv6 は、オプションの IPv6 ソフトウェアをインストールした HP-UX 11i Version 1.0 でサポートされます。現

時点では、HP-UX 11i Version 1.6 では IPv6 はサポートされていません。

著者
inetd.confは、カリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

NFSは、サンマイクロシステムズで開発されました。

参照
inetd(1M), exec(2), fork(2), inetd.sec(4), protocols(4), services(4)
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名称
inetd.sec − inetdのオプション保護ファイル

説明
inetd は、リモートシステムからコネクションを受け取ると、サービスを必要とするホストのアドレスをチェッ

クしホストのリストと照らし合わせて特定のサービスのアクセスを許可するか拒否するかを決めます (

inetd(1M) 参照 )。ファイル inetd.sec は、システム管理者がどのホスト(あるいは一般にネットワーク)がシステ

ムをリモートに使用するのを許可されているかコントロールできるようにします。このファイルを使用するこ

とで、通常行われるサービスによるチェックに加えて、より厳重なセキュリティを実現できます。そのチェッ

クは、サーバによるチェックに優先し、 inetd.sec によってホストのサービス要求が有効だと認められなけれ

ば、インタネットデーモンはサーバを起動できません。

ファイル /var/adm/inetd.sec が存在しない場合、セキュリティはサーバによるものに限定されます。 inetd.sec

とディレクトリ /var/adm は、所有者のみ書き込み可能にするべきです。 inetd.sec への変更は、その後のすべ

てのコネクションに対して適用されます。

inetd.secの中で # で始まる行はコメントです。コメントはデータの行の終りに書くことはできません。

各行には、サービス名、パーミッションフィールド、ローカルホストでサービスの使用を許可されたホストの

インターネットアドレスあるいは、ホストとネットワークの正式名称が含まれます。各行のフィールドは、次

のようになっています。

<service name> <allow deny> <host/net addresses, host/net names>

service name は、ファイル /etc/services で有効な (別名指定でない )サービス名です。 RPCベースのサービス
(NFS)は、ファイル /etc/rpc で有効な(別名指定でない)サービス名です。 /etc/rpc でのサービス名は、ユニーク

な RPC プログラム番号と対応しています。

allow deny は、続くフィールドでのリモートホストのリストが特定のサービスのアクセスを許可するか、拒否

するか決定します。 1つのサービスに対する複数の allow deny 行はサポートされていません。もし、特定の

サービスのための複数の allow deny が指定された場合には、最後の1行を除いて無視されます。

アドレスと名前は、空白スペースで区切られます。アドレスと名前が混在してもかまいません。行を続ける場

合には、行末に \ をつけてください。

ホスト名およびネットワーク名は、それぞれ gethostbyaddr() や getnetbyname() で返される正式名称です。ワ

イルドカード文字 (*) と範囲文字 (-) も使用できます。 * と - は、どんなアドレスフィールドの中でも使用でき

ます。アドレスフィールドのアドレスは、dot (.) で区切った文字列で表現されます。

例
ワイルドカード文字を使うと、全体のネットワークがそのネットワークの中にすべてのホストをリストしなく

てもローカルホストと通信することが可能です。例えば、 10 で始まるネットワークアドレスを持つすべての

ホストがアドレス 192.54.24.5 のホストとともに rlogin が使用できるようにします。

login allow 10.* 192.54.24.5
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NFS の作動しているシステムでは、ホスト 192.54.24.5 の RPC ベースのサーバ、 sprayd へのアクセスを拒否し

ます。

sprayd deny 192.54.24.5

文字 - を含むフィールドは範囲を表わします。ネットワーク10 (arpa)で、サブネットが3から5までのホストの
remsh へのアクセスを拒否します。

shell deny 10.3-5.*

次はエントリーはホスト cory.berkeley.edu 、ネットワーク testlan に属するすべてのホスト、インタネットアド

レス 192.54.24.5 のホストへの rlogin アクセスを拒否します。

login deny 192.54.24.5 cory.berkeley.edu testlan

このセキュリティファイルに書かれていないリモートサービスや、書かれていても allow または、 deny が書

かれていない場合、すべてのリモートホストでアクセスができます。この場合のセキュリティは、そのサービ

スに委ねられます。次の行は、 inetd.sec で存在する場合、以下に示されているサービスへのアクセスを許可す

るか、あるいは拒否します。

すべてのホストに対して ftp の使用を許可します。

ftp

remsh のような shell サービスへのアクセスをすべて拒否します。

shell deny

shellサービスへのアクセスをホストにより許可します。

shell allow

または、
shell

IPv6機能
IPv6 サービスに対して、 inetd.sec のホスト名フィールドで IPv6 アドレスを指定できます。ホスト名フィール

ドには、 IPv6 アドレス、IPv4 アドレス、またはその両方を使用できます。また IPv6 アドレスにマップされた
IPv4 アドレスも使用できます。

IPv6 サービスでのホスト名は、 getaddrinfo() で返される、ホストの正式名です。

ワイルドキャラクタ (*) や範囲指定文字 (-) は、IPv6 アドレスとして使用できません。 subnet_prefix の後に、

スラッシュ (/) と prefix_length を指定した形式で、ワイルドキャラクタ (*) と等価なアドレス表現ができま

す。詳細は IPv6 の使用例を参照してください。

IPv6の使用例
アドレスが fe80::210:83ff:feb9:903f の IPv6 ホストと 192.54.24.5 IPv4 ホストに、 telnet サービスの使用を許可

するには、 an entry in the inetd.sec ファイルで次のように指定します。
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telnet allow fe80::210:83ff:feb9:903f 192.54.24.5

次の例は、 fe80: で始まるすべてのホストに対して ftp アクセスを拒否します。

ftp deny fe80::/16

警告
IPv6 は、オプションの IPv6 ソフトウェアをインストールした HP-UX 11i Version 1.0 でサポートされます。現

時点では、HP-UX 11i Version 1.6 では IPv6 はサポートされていません。

著者
inetd.secは、HPで開発されました。

NFSは、サンマイクロシステムズで開発されました。

ファイル
/var/adm/inetd.sec

参照
inetd(1M), gethostent(3N), getaddrinfo(3N), getnetent(3N), hosts(4), inetd.conf(4), networks(4), protocols(4), rpc(4), ser-

vices(4).
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名称
inetsvcs.conf −セキュリティ付インターネットサービスのための構成情報ファイル

説明
ftp、rcp、remsh、rlogin および telnet といったインターネットサービスは、動き (すなわち、Kerberos V5 を使

用したネットワーク認証を行うか否か) を決めるために /etc/inetsvcs.conf 構成情報ファイルを使用します。ファ

イルの中身は、セキュリティ付インターネットサービスを使用可にするか否かを決定します。この構成情報

ファイルは、プログラム inetsvcs_sec で、修正します。ファイルのデフォルトのエントリは以下のようになっ

ています:

kerberos false

このエントリにより、指定されたすべてのサービスは、今までどおりの (すなわち、ユーザのパスワード入力

をプロンプトして認証を行う) 動きをします。

セキュリティ付インターネットサービスを使用可にするために、inetsvcs_sec プログラムが構成情報ファイルを

以下のエントリにするように修正するのに使用されます:

kerberos true

警告
このファイルは手作業で修正しないでください。このファイルの中に正しくないエントリがあると、サービス

は動かなくなります。プログラム inetsvcs_sec を、構成情報ファイルを修正するために使用してください。

参照
sis(5), inetsvcs_sec(1M)
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名称
info −ディスクレスクライアントの構成情報ファイル

説明
info ファイルはPOSIXのシェルソースファイルで、ブート時に使用されるパラメータの定義が入っています。

通常、ファイルは空でデフォルト値はすべてのパラメータに使用されます。以下の変数リストを、 info ファイ

ル内で定義することができます。

ROOT_SERVER_IP クライアントのプライベートルートサーバーのIPアドレスを指定します。

これを指定しない場合、クライアントのプライベートルートサーバーはデ

フォルトのルートサーバーになります。

PRIVATE_ROOT プライベートルートサーバー上のクライアントのプライベートルートまで

のパス名を指定します。これを指定しない場合、クライアントのプライ

ベート ルートパスはデフォルトの /export/private_roots/client_name. にな

ります。

MOUNT_ROOT_OPTS プライベートルートサーバーからクライアントのプライベートルートをマ

ウントするためのNFSマウントオプションを指定します。これを指定しな

い場合、マウントオプションはデフォルトの boot,hard,nointr,nodevs にな

ります。

MOUNT_STAND_OPTS ブートサーバーからクライアントの /stand ディレクトリをマウントするた

めのNFSマウントオプションを指定します。これを指定しない場合、マウ

ントオプションはデフォルトの boot,hard,nointr,nodevs. になります。

NO_SWAP_TO_NFS NFSを一次スワップとして構成すべきかどうかを指定します。 (注記: NFS

ファイルシステムにスワップするためには、調整可能パラメーター
remote_nfs_swap を1に設定して、ディスクレスカーネルを構成しなければ

なりません。) ディスクレスマシンに独自のローカルスワップディスクが

あって、 NFSにスワップする必要がない場合には、 NO_SWAP_TO_NFS

を値1に設定し、 remote_nfs_swap をゼロに設定してディスクレスカーネ

ルを構成しなければなりません。このパラメータが info ファイルに指定さ

れておらず、カーネル調整可能パラメータ remote_nfs_swap が1にセット

されていれば、NFSが一次スワップとして構成されます。

REMOVE_EXTRA_SWAPFILES

セットされなければ、このパラメータのデフォルトは1になり、ディスク

レスクライアントがブートすると、最小構成スワップ (swap min を超える

すべてのスワップファイルを削除します (スワップ min はクライアントの
/etc/fstab で指定されます)。これはブート時の外部スワップファイルが削

除 さ れ る と い う も の で、 ディ ス ク ス ペー ス を 解 放 し ま す。
REMOVE_EXTRA_SWAPFILES が info ファイルで0にセットされると、
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スワップファイルの削除がディスエーブルとなります。これにより、ス

ワップファイル作成にかかる時間が短縮できるため、ブート時間が速くな

ります。

info ファイルはブートサーバ上のクライアントのカーネル(/export/tftpboot/client/stand) と同じディレクトリ内

にあり、 tftp コマンドを使用してブート時に検索されます。デフォルトでディスクレスクライアントが作成さ

れると、空の info ファイルがクライアントのカーネルディレクトリに配置されます。これはすべてのパラメー

タがデフォルト値に戻ることを示します(上記を参照)。ファイルが存在しない場合、これはエラーとなりま

す。

例
代表的な info ファイルは、次のような内容になります。

# Sample info(4) file:

# set NO_SWAP_TO_NFS

NO_SWAP_TO_NFS=1

ファイル
/export/tftpboot/client/stand/info
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名称
inittab −ブート init プロセス用のスクリプト

説明
/etc/inittab ファイルには、ブート init が一般のプロセスのディスパッチャとしての役割を果たすためのスクリ

プトが書かれています (init(1M) 参照)。 init のプロセスディスパッチ機能を構成する主なプロセスは、端末回

線の個別な初期化を行う /usr/sbin/getty プロセスです。 init によってディスパッチされる他のプロセスで代表

的なものは、デーモンやシェルがあります。

ファイル inittab は、位置に依存する次のような構成のエントリーからなっています。

id:rstate:action: process

各エントリーは、改行で区切られますが、改行の前にバックスラッシュ (\) を置くと、そのエントリーを続け

られます。各エントリーには、最大1024文字まで書けます。 process フィールドには、 # を文頭に、コメント

を入れられます (sh(1) 参照)。 getty を生成する行へのコメントは、 who コマンド (who(1) 参照 )で表示されま

す。このコメントには、位置などその回線についての情報を書いておくと便利です。 (各エントリーの文字数

の制限はありますが)ファイル inittab に書かれるエントリーの数には、何の制限もありません。

エントリーのフィールドは、以下のようになっています。

id エントリーを識別するための、ユニークな1文字から4文字までのキャラクタ定数。重複し

たエントリーがあると、エラーメッセージが出されますが、そのほかは無視されます。エ

ントリーの識別には4文字のキャラクタ定数を使うことをぜひおすすめします(後述の「警

告」を参照)。

rstate このエントリーを、どの runlevel において実行すべきかを定義します。実行レベル (run

level)は、システムにおけるプロセスの設定に対応するもので、ブート init によって生成さ

れた各プロセスには、そのプロセスが存在できる、ひとつあるいは複数の実行レベルが設

定されます。実行レベルは、 0 から 6 までの範囲の番号で表現されます。例えば、もし、

実行レベル 1 のシステムだったとしたら、 rstate フィールドに 1 を含んでいるエントリー

だけが実行されます。

ブート init に実行レベルの変更要求があった場合、変更後の実行レベル用の rstate フィー

ルドに、エントリーがないすべてのプロセスには、警告シグナル (SIGTERM) が送られ、
20秒の猶予期間の後に、抹消シグナル (SIGKILL) が送られ、そして強制的に終了させられ

ます。 rstate フィールドでは、 0 から 6 までの任意の組合わせの、1つ以上の実行レベルを

選択することによって、あるプロセスのために複数の実行レベルを定義することができま

す。

その他に本物の実行レベルではないのですが、 a, b, c の3つの値も、 rstate フィールドの値

としてとることができます。これらの文字が rstate フィールドにあるエントリーは、ユー

ザー init プロセスが実行を要求するときのみ(現在のシステム実行レベルにかかわらず)起

動されます。この3つは、 init が実行レベル a, b, あるいは c には決してなれないという点
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でそのほかの実行レベルとはちがいます。また、これらのプロセスの実行要求は、現在の

実行レベルを変更しません。

さらに、 a, b, c コマンドで起動されたプロセスは、ブート init がレベルを変更しても、消

去されません。これらのプロセスが消去されるのは、 /etc/inittab の action フィールドが off

とされたときか、ブート init が、シングルユーザーモードになるときだけです。

action このフィールドのキーワードは、ブート init に process フィールドで指定されたプロセスを

どのように扱うかを示します。以下のアクションを指定できます。

boot ブート init の inittab ファイルのブーツ時の読み込みの時にのみ、エン

トリーを処理します。ブート init は、そのプロセスを開始し、終了を

待たず、プロセスが死んだときも、再起動はしません。この手順を意

味のあるものにするためには、 rstate を、デフォルトの実行レベルか

ブート init のブート時の実行レベルにしなければなりません。このア

クションは、システムのハードウェアリブートの後に行う初期化に便

利です。

bootwait ブート init がブートされて、 inittab を初めて読むときにだけ処理され

ます。ブート init は、プロセスを起動し、その終了を待ちます。プロ

セスが死んでも再起動はしません。

initdefault この action の指定されたエントリーは、ブート init が最初に実行され

るときにだけ走査されます。ブート init は、このエントリーが存在し

た場合に、実行レベルの初期値をこのエントリーを使って決めます。

このエントリーの rstate フィールドに指定された実行レベルのうち、

最も高いレベルが初期状態として選ばれます。 rstate フィールドに何も

書かれていなかった場合には、ブート init の実行レベルは 6 になりま

す。

initdefault のエントリーでは、ブート init がシングルユーザー状態で起

動するようにはできません。さらに、ブート init が initdefault のエン

トリーを inittab の中に見つけられないときには、ブート時にユーザー

に対して実行レベルの初期値を要求します。

off このエントリーに対応するプロセスが、現在実行中ならば警告シグナ

ル (SIGTERM) が送られ、20秒後に、消去シグナル (SIGKILL) が送ら

れて終了させます。プロセスが動いていなければ何もしません。

once ブート init がエントリーの rstate にマッチする実行レベルに入ると

き、プロセスを開始しその終了を待ちません。終了するときには、そ

のプロセスを再起動しません。ブート init が新しい実行レベルに入る

が、前のレベルで実行されているプロセスがある場合はそのプロセス

は再起動されません。
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ondemand この命令は、 respawn と同じ意味を持ちます。機能的には、 respawn

とまったく同一のものですが、実行レベルとの関連の違いをつけるた

めに違うキーワードが付けられています。このアクションは、 rstate

フィールドを a, b, c のどれかにした場合にのみ使われます。

powerfail このエントリーに対応するプロセスは、ブート init が電源異常シグナ

ル (SIGPWR IR signal (5) 参照)を受け取ったときにだけ実行されます。

powerwait このエントリーに対応するプロセスは、ブート init が電源異常シグナ

ル (SIGPWR) を受け取ったときにだけ実行され、 inittab の処理のその

終了を待ちます。

respawn プロセスが存在しない場合、そのプロセスを開始し、その終了を待ち

ません (inittab ファイルの走査を続けます)。終了したときには、プロ

セスを再起動します。プロセスが存在している場合には、何もせずに
inittab ファイルの走査を続行します。

sysinit このタイプのエントリーは、ブート init が、コンソールにアクセスを

試みる前に実行されます。このエントリーは、ブート init が、実行レ

ベルについての情報を入手しようとするデバイスの初期化にのみ使用

されることを意図したものです。これらのエントリーを実行し、その

終了を待ってから実行を継続します。

wait ブート init がエントリーの rstate に一致するレベルになった場合、そ

のプロセスを開始し、その終了を待ちます。ブート init が同じ実行レ

ベルにある間に、再度 inittab が読まれた場合には、ブート init は、こ

のエントリーを無視します。

process これは、実行される sh コマンドです。 process フィールド全体に exec のプリフィックスが

付けられて、 forkされた sh に "sh −c ’exec コマンド’" の形式で渡されます。このため、
process フィールドには、 sh の構文で exec の後に許される内容であれば何でも記述できま

す。コメントは、 ; #コメントのように書くことができます。

警告
4文字の id を使用するようにしてください。数多くのptyサーバでは、pty名の最後の2文字を id として使用し

ます。 ptyサーバが選んだ id が、 inittab ファイルのエントリーに使われているものと重複したときにファイ

ル /etc/utmp の内容が破壊されてしまうことがあります。ファイル /etc/utmp の内容が不当な場合は、 who の

ようなコマンドが間違った情報を報告することがあります。

ファイル
/etc/inittab ブートによりディスパッチされたプロセスのファイル

init
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参照
sh(1), getty(1M), exec(2), open(2), signal(5)
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名称
inode_vxfs − VxFS ファイルシステム i ノードのフォーマット

構文
#include <sys/types.h>

#include <sys/fs/vx_inode.h>

説明
VxFS i ノードのサイズは通常 256 バイトですが、512 バイトにすることもできます。i ノードのサイズは mkfs

コマンドを使用して指定します。

i ノードエントリのフォーマットは以下のとおりです。

i_mode ファイルのモードおよびタイプ。

i_nlink このファイルに対するリンクの数。

i_uid i ノードの所有者。

i_gid i ノードのグループ。

i_size ファイルのサイズ (バイト)。８バイトが割り当てられます。

i_atime 最終アクセス時刻を構造体 timeval の形式で表したもの。

i_mtime 最終変更時刻を構造体 timeval の形式で表したもの。

i_ctime i ノードに対する最終変更時刻を構造体 timeval の形式で表したもの。

i_aflags これらのフラグは、ファイルの割り当ておよび拡張方法を制御します。

VX_AF_IBAD このフラグが設定されている場合は、i ノードは無効です。 fsck を実

行するとクリアされます。

VX_AF_NOEXTEND このフラグが設定されている場合は、現在の予約領域を上回った場合

にそのファイルを拡張することはできません。 VX_SETEXT ioctl を

使用して予約領域を拡大することは可能ですが、ファイルは自動的に

は拡張されません。

VX_AF_NOGROW このフラグが設定されている場合は、現在の予約領域を上回った場合

にそのファイルを拡張することはできません。このフラグは通常、

ファイルの拡張中に I/O エラーが発生した場合に設定されます。切断

された時点、または setext が実行された時点でクリアされます。

VX_AF_ALIGN このフラグが設定されている場合は、そのファイルはサイズと位置が

固定されたエクステント内で割り当てられます。 i_fixextsize 境界上に

配置された i_fixextsize ブロックのエクステントが見つからない場合、

割り当ては失敗します。配置は、割り当て単位の開始位置に対して相

対的に行われます。
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i_orgtype マッピングタイプ。 i ノードマッピング領域をどのように解釈するかを決定します。現行で

は、以下の４種類のマッピングタイプがサポートされています。

IORG_NONE マッピング領域は未使用です。関連付けられているデータストレージ

が存在しないファイルには、 IORG_NONE が使用されます。エクス

テントや即値データが不要なため、マッピング領域は使用されませ

ん。この編成タイプは、たとえば、ブロック型およびキャラクタ型特

殊ファイルなどで使用されます。

IORG_EXT4 マッピング領域は、32 ビットのエクステントブロックアドレスとサ

イズの配列によって構成されます。

IORG_IMMED マッピング領域自体がデータブロックです。このマッピングは即値 i

ノードデータと呼ばれます。

IORG_TYPED マッピング領域は、型付きエクステントで構成されています。

i_eopflags 拡張 i ノード操作フラグ領域。

i_eopdata 拡張 i ノード操作データ領域。

i_ftarea このフィールドは共用体です。内容はファイルタイプによって決定されます。

デバイスの場合、以下のフィールドがサポートされています。

i_rdev ブロック型またはキャラクタ型特殊デバイスのデバイス番号。

ディレクトリの場合、以下のフィールドがサポートされています。

i_dotdot i ノードがディレクトリの場合は、その親ディレクトリの i ノード番号で

す。これは、最初のディレクトリブロック内の標準の「 .. (ドットドッ

ト)」エントリを置き換えます。 VxFS には、明示的な「. (ドット)」およ

び「.. (ドットドット)」エントリはありません。

通常のファイルの場合、以下のフィールドがサポートされています。

i_reserve そのファイルが排他的に使用するために予約している (事前割り当て )

データブロックの数。事前割り当ては、ioctl を使用して要求されます。

詳細は、 vxfsio(7) を参照してください。

i_fixextsize どのような場合に i ノードに固定エクステントサイズを持たせるかを設定

します。デフォルトでは、可変エクステントサイズ割り当てポリシーが使

用されます。固定エクステントサイズは、ioctl を使用して指定します。

詳細は、 vxfsio(7) を参照してください。

構造ファイルの場合、以下のフィールドがサポートされています。

i_matchino (バージョン２以降のディスクレイアウトのみ) 「マッチング」する i ノー

ドの i ノード番号。複製ファイルの場合は、複製の i ノードです。エクス
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テントマップ再編成ファイルの場合は、再編成の対象となるファイルの i

ノードです。

i_fsetindex (バージョン２以降のディスクレイアウトのみ) このi ノードに関連付けら

れているファイルセットのインデックス。

i_blocks ファイルに割り当てられているブロックの数。間接アドレスエクステント用に割り当てられて

いるブロックを含みます。

i_gen 世代番号。i ノードが解放され、再割り当てされるたびに増加するシリアル番号です。NFS な

どのステートレスサーバー用の「ハンドル」として使用されます。

i_vversion i ノードメタデータが変更された回数。このフィールドは 64 ビットの数字です。

ic_org マッピング領域。このフィールドは、 i_orgtype の値とファイルシステムタイプに基づいた共

用体です。

VxFS の IORG_IMMED編成タイプの場合、以下の構造が使用されます。

i_immed 即値 i ノードデータ領域で、 NIMMED_N ( 現行では 96) バイト長です
(fs_immedlen 参照)。96 バイト以内のディレクトリやシンボリックリンクは、i

ノード内に直接保存されます。

VxFS の IORG_EXT4 編成タイプの場合、以下の構造が使用されます。

i_ies 間接エクステントサイズ。ファイル内の間接データエクステントのサイズ (ブ

ロック数) です。

i_ie 間接アドレスエクステントの配列。 NIADDR 間接アドレスエクステントがあり

ます。間接アドレスエクステントのサイズは 8192 バイトです。それぞれの間接

アドレスエクステントには最大 2048 個までのエクステントアドレスが含まれま

す。

最初の間接アドレスエクステントは、一重の間接指定に使用されます。一重の間

接指定では、間接アドレスエクステント内の各エントリは、データエクステント

の開始ブロック番号を表します。

２番目の間接アドレスエクステントは、二重の間接アドレスエクステントです。

二重の間接指定では、間接アドレスエクステント内の各エントリは、一重の間接

アドレスエクステントの開始ブロック番号を表します。

i_dext 直接エクステントアドレスおよびサイズを含む構造体の配列。最大 NDADDR_N

の直接エクステントがサポートされます。可変長エクステント割り当てポリシー

により、それぞれの直接エクステントには異なるサイズを持たせることができま

す。それぞれの構造体には、以下の要素が含まれます。
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i_de 直接エクステントのアドレス。

i_des 直接エクステントのサイズ。

i_iattrino (バージョン２以降のディスクレイアウトのみ) 間接属性 i ノード。間接属性参照

を含む属性ファイルセット内の i ノードを特定します。

i ノードの残りのバイトは、拡張属性レコード用に予約されます。フォーマット

は以下のようになります。

length 属性レコードの長さ。この値が４バイトの倍数でない場合、次の属性

レコードの開始位置は、その長さを４バイトの境界まで丸めて求めら

れます。

format 属性レコードの残り部分のデータレイアウトのフォーマット。それぞ

れの属性は、属性の管理ドメインを表すクラス、管理ドメイン内にお

ける属性を表すサブクラス、およびデータによって構成されます。レ

コードの正しいフォーマットは以下のようになります。

ATTR_EXTIMMED

即値データ領域を拡大して、96 バイトより大きいファイルを
i ノード内に直接保存できるようにします。

ATTR_IMMED

属性は i ノード内に直接保存されます。レコードの残り部分

のフィールドは以下のようになります。

class 属性のクラス。

subclass 属性のサブクラス。

data 属性データ。

ATTR_DIRECT

属性が大きすぎて i ノード内のディレクトリに保存できない

場合、各属性はそれぞれのファイル内に保存されます。
ATTR_DIRECT は、それぞれの属性と、その属性が保存され

ているファイルに対応する i ノード番号をリストします。リ

スト内のエントリの数は、レコード長によって決まります。

各エントリ内のフィールドは以下のようになります。

class 属性のクラス。

subclass 属性のサブクラス。

length 属性データの長さ。この値を使用して、属性の操

作では属性 i ノードを読み取らずに属性の長さを
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チェックすることができます。

inumber 属性データを含んでいるファイルの i ノード番号

です。 i ノードは属性ファイルセットの一部で

す。

i ノード内の属性レコードは、ゼロの形式を持ったレコードで終了します。これ

は、すべての i ノードの最後の 80 バイトが NULL に設定されているファイルシ

ステムとの互換性を持たせるためです。

参照
setext(1M)、 stat(2)、 fs_vxfs(4)、 vxfsio(7)
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名称
ioconfig − ioconfigエントリーフォーマット

構文
#include <sys/ioparams.h>

説明
ioconfig ファイルは、システムの IO 構成情報を保持するために使用されます。以下の 2 種類の情報が含まれま

す。

• ドライバに動的に割り当てられたメジャー番号のマッピング

• ハードウェアパスへのインスタンス番号のマッピング

ブート時にこのファイルが読み取られ、情報は io_tree カーネルデータ構造体に格納されます。 ioconfig ファイ

ルはインストール時に insf によって作成され、デバイスを追加、または削除する時点で insf、 rmsf、および
ioscan によって修正されます (insf (1M)、 rmsf (1M)、および ioscan(1M) 参照)。 ioconfig ファイルの唯一の目的

は、システムが動作していないときに、設定情報を保持することにあります。システムの動作中は、カーネル

構造を変更するツールすべて、 ioconfig の一貫性を保持しなければならない一方、アクセスはすべてカーネル

の io_tree構造に直接行われます。

ioconfig を保持するために /etc/ioconfig と /stand/ioconfig の 2 種のコピーが作成されます。 2 つ目のコピーは
/stand に配置されます。これは、NFS ディスクレスクライアントがブート時に信頼できる /etc ディレクトリを

持つことが保証されていないためです。

ioconfig ファイルは、 ioconfig マジック番号から始まります。

#define IOCONFIG_MAGIC 0x21224941 /* magic number */

マジック番号の後には、一連の ioconfig_record 構造が続きます。この構造により、ソフトウェアモジュール、

マネージャの各レベルの接続状況をはじめ、各要素のデバイスクラス、およびハードウェアアドレス、さらに

各リーフノードに対応する論理ユニットをそれぞれ定義するツリー構造が論理的に形成されます。ツリーの

ルートは配列要素 0 です。

各 ioconfig_record には、 <sys/ioparams.h> で定義される次のフィールドが含まれています。

#define IOCONFIG_FILE "/etc/ioconfig"

#define MAX_NAME_LEN 16

union ioconfig_record {

char rec_name[MAX_NAME_LEN]; /* record type */

ioconfig_t ioc;

dyn_major_t dm;

} ioconfig_record;

各要素の定義は次のとおりです。
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rec_name 各レコードは、最初のエントリーでレコード種別を識別するキャラクタ文字列を持ちます。デフォ

ルトのレコードは ioconfig_t です。 _ (下線) で始まる文字列は、可変要素の文字列です。

ioc これは、ioconfig ファイルのデフォルトのレコードエントリーです。その他のレコード種別と区別

するため、 rec_name を _ (下線) で始めないでください。

ioconfig_t には、以下の要素が含まれます。

typedef struct ioconfig {

char name[MAX_NAME_LEN]; /* Node name: disc4, scsi_disk */

char class[MAX_NAME_LEN];/* Node class: disk, tape, etc */

hw_path_t hw_path; /* Path to this node */

int instance; /* Instance number within class*/

} ioconfig_t;

dm このレコードは、ドライバに動的に割り当てられたメジャー番号情報を保存します。ブート時にメ

ジャー番号の割り当てを一貫させるために使用します。 rec_name は、その他のレコード種別と区

別するために、 _ (下線) で始めてください。

The dyn_major_t には、以下の要素が含まれます。

typedef struct dyn_major {

char rec_name[MAX_NAME_LEN]; /* Must be _DYN_MAJOR" */"

char name[MAX_NAME_LEN]; /* Driver name */

int c_major;

int b_major;

int reserved;

} dyn_major_t;

著者
ioconfig は、HP で開発されました。

ファイル
/etc/ioconfig

/stand/ioconfig

参照
ioscan(1M)、 ioinit(1M)、 insf(1M)、 rmsf(1M)、 magic(4)
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名称
issue − issue識別記述ファイル

説明
ファイル /etc/issue には、ログインプロンプトとして表示される issue または、プロジェクト名が含まれていま

す。このファイルは、 ASCII 形式で書かれています。その内容は getty プログラムによって読み込まれ、ファ

イル inittabで生成されるすべてのターミナルで表示されます。

ファイル
/etc/issue

参照
getty(1), login(1)
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名称
krb5.conf − Kerberos構成ファイル

説明
構成ファイル、 krb5.conf には、Kerberos V5 ライブラリに必要な情報が収められています。この情報には、デ

フォルトの Kerberos レルム (realm) と既知のレルムに対する Kerberos キー配布センタの位置を記述する情報が

含まれます。

krb5.conf ファイルは、INI スタイルのフォーマットです。セクションは、角カッコ [ ] で区切られます。各セ

クション内には、タグに特定の値を割当てるリレーションがあります。また、タグにはさらにリレーションま

たはサブセクションが収められたサブセクションを含めることもできます。タグには複数の値を割当てること

ができます。次に krb5.conf ファイルでの INIスタイルのフォーマットの例を示します。

[section1]

tag1 = value_a

tag1 = value_b

tag2 = value_c

[section 2]

tag3 = {

subtag1 = subtag_value_a

subtag1 = subtag_value_b

subtag2 = subtag_value_c

}

tag4 = {

subtag1 = subtag_value_d

subtag2 = subtag_value_e

}

krb5.conf ファイルでは、現在、以下のセクションが使用されています。これらのセクションについての詳細に

ついては、以降の項で説明します。

[libdefaults] Kerberos V5 ライブラリで使用される各種デフォルト値を含みます。

[appdefaults] kerveros V5 アプリケーションで使用されるディフォルト値を含みます。

[login] Kerberos V5 ログインプログラム、 login.krb5 によって使用されるデフォルト値を含み

ます。 (注意: Kerberos 版のログインプログラムはこの製品の一部としては配布されま

せん。)

[realms] 特定のレルム (realm) 用の Kerberos サーバをどこで見つけるかを記述する Kerberos レ

ルム名と、その他のレルム固有情報を含みます。
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[domain_realm] サブドメイン名とドメイン名を Kerberos レルム名にマップするリレーションを含みま

す。このリレーションは、完全修飾されたドメイン名に基づいて、ホストがどのレル

ムにあるかをプログラムで調べるために使用されます。

[logging] Kerberos エンティティがロギングをどのように実行するかを決定するリレーションを

含みます。

[capaths] 非階層的クロスレルムで使用される認証パスを含みます。このセクションのエント

リーは、クライアントがクロスレルム認証で使用する中間レルムを決定するために使

用します。また、エンドサービスが、信頼できる中間レルムに対する通過フィールド

をチェックするために使用します。

libdefaultsセクション
次のリレーションは、 [libdefaults]セクションで定義されます。

default_keytab_name このリレーションでは、telnetd や rlogind のようなアプリケーションサーバによって

使用されるデフォルトの keytab 名を指定します。デフォルトは、 /etc/krb5.keytab で

す。以前のデフォルトは、 /etc/v5srvtab でした。

default_realm このリレーションでは、クライアントホストの Kerberos 動作で使用されるデフォルト

のレルム (realm) を指定します。

default_tgs_enctypes このリレーションでは、キー配布センタから返されるセッションキーのサポートされ

た暗号化タイプのリストを指定します。リストは、カンマか空白文字で区切ります。

default_tkt_enctypes このリレーションでは、同一フォーマットでクライアントによって要求されるセッ

ションキーのサポートされた暗号化タイプのリストを指定します。

clockskew このリレーションでは、ライブラリで Kerberos メッセージが無効であると見なすまで

に許容するクロックの差違の最大時間を秒単位で指定します。デフォルト値は 300

秒、つまり 5 分です。

kdc_timesync このリレーションの値が 0 でない場合、ライブラリはシステムクロックとキー配布セ

ンタから返される時間との差を計算します。この時間差は不正確なシステムクロック

を訂正するために計算されます。この訂正ファクタは、Kerberos ライブラリでのみ使

用されます。

kdc_req_checksum_type

このリレーションは、Kerberos のこのバージョンで使用されるデフォルトの CKSUM-

TYPE_RSA_MD5 をサポートしていない DCE 保護サーバとの互換性のために使用さ

れます。 CKSUMTYPE_RSA_MD4 を使用するときには、値として 2 を指定します。

これは、DCE 1.1 以前に対して適用されます。

ap_req_checksum_type このリレーションを使用すると、 KRB_AP_REQ メッセージの認証子内で使われる

チェックサム タイプを指定できます。このタイプのデフォルト値は、

Section 4-234 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



krb5.conf(4) krb5.conf(4)

CKSUMTYPE_RSA_MD5 です。 DCE Kerberos ライブラリとリンクされたアプリケー

ションとの互換性を確保するためには、 CKSUMTYPE_RSA_MD4 が使用されるよう

に値として 2 を指定してください。これは、DCE 1.1 以前に対して適用されます。

safe_checksum_type このリレーションを使用すると、 KRB_SAFE メッセージで使用されるキー付き

チェックサムのタイプを設定できます。このタイプのデフォルト値は、 CKSUM-

TYPE_RSA_MD5_DES です。 DCE Kerberos ライブラリとリンクされたアプリケー

ションとの互換性を確保するためには、代わりに CKSUMTYPE_RSA_MD4_DES が

使用されるように値として 3 を指定してください。これは、DCE 1.1 以前に対して適

用されます。

ccache_type このリレーションは、DCE クライアントであるシステム上で、 kinit によって作成さ

れるキャッシュのタイプを指定するため、または転送されたチケットがいつ受信され

るかを指定するために使用されます。 DCE と Kerberos はキャッシュを共有できます

が、DCE のバージョンによっては Kerberos のこのバージョンで作成されたデフォル

トのキャッシュをサポートしていないものもあります。 DCE 1.0.3a システムでは 1 を

指定し、DCE 1.1 システムでは 2 を指定してください。

appdefaultsセクション
[appdefaults] セクション内の各タグはKerberos V5 アプリケーションを命名します。タグの値はそのアプリケー

ションへのディフォルト動作を決定する関係を持ったサブセクションです。例えば

RS 5

[appdefaults]

kinit = {

forwardable = true

}

各アプリケーションのための指定可能なオプションのリストは各アプリケーションのマンページで参照できま

す。このセクションで指定されているアプリケーションデフォルトは [realms] セクションで指定されているア

プリケーションデフォルトにオーバーライドされています。

loginセクション
[login]セクションは、Kerberos V5 ログインプログラム、 login.krb5 の動作を設定するために使用されます。

realmsセクション
ファイル内の [realms] セクションの各タグは、Kerberos レルム(realm) の名前です。タグの値はサブセクション

であり、そのサブセクション内のリレーションでそのレルムの属性が定義されます。例えば、次の通りです。

[realms]

ATHENA.MIT.EDU = {

kdc = KERBEROS.MIT.EDU

kdc = KERBEROS-1.MIT.EDU:750

kdc = KERBEROS-2.MIT.EDU:88
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admin_server = KERBEROS.MIT.EDU

default_domain = MIT.EDU

v4_instance_convert = {

mit = mit.edu

lithium = lithium.lcs.mit.edu

}

}

各レルムでは、レルムのサブセクションで次のようなタグを指定できます。

kdc このリレーションの値は、そのレルムのキー配布センタを実行しているホスト

の名前です。ホスト名には、オプションのポート番号を (コロンを前につけ

て) 付加することができます。

admin_server このリレーションでは、管理サーバが稼働しているホストを指定します。通

常、これはマスター Kerberos サーバです。

default_domain このリレーションでは、レルム内のホストのデフォルトドメインを指定しま

す。これは、V4 プリンシパル名 (ドメイン名を含まない) を V5 プリンシパル

名 (ドメイン名を含む) に変換するために必要です。

v4_instance_convert このサブセクションを使用すると、管理者は default_domain マッピング規則に

例外を構成できます。このルールには、Kerberos V5 プリンシパル名の 2 番目

の構成要素と同じように、特定のホスト名 (タグ値) に変換される V4 インス

タンス (タグ名) が含まれます。

domain_realmセクション
[domain_realm] セクションは、ホスト名からそのホストによって提供されるサービスの Kerberos レルム
(realm)名への変換を規定します。

タグ名は、ホスト名またはドメイン名です。ここでは、ドメイン名は、先頭にピリオド (’.’) を付けて示しま

す。リレーションの値は、その特定のホストまたはドメインの Kerberos レルム名です。ホスト名およびドメイ

ン名は小文字である必要があります。

変換エントリーが何も適用されない場合、ホストのレルムはホスト名のドメイン部分を大文字に変換したもの

であるとみなされます。例えば、次の [domain_realm] セクションは、 dodo.mit.edu を SMS_TEST.MIT.EDU

レルムにマップします。

[domain_realm]

.mit.edu = ATHENA.MIT.EDU

mit.edu = ATHENA.MIT.EDU

dodo.mit.edu = SMS_TEST.MIT.EDU

.ucsc.edu = CATS.UCSC.EDU

MIT.EDU ドメインのその他すべてのホストは ATHENA.MIT.EDU レルムへマップされ、 UCSC.EDU ドメイ
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ンのすべてのホストは CATS.UCSC.EDU レルムへマップされます。 ucbvax.berkeley.edu は、デフォルトの規則

により BERKELEY.EDU レルムへマップされます。 sage.lcs.mit.edu は、 LCS.MIT.EDU レルムへマップされ

ます。

loggingセクション
[logging] セクションは、特定のエンティティがそのロギングをどのように実行するかを示します。このセク

ションで指定されるリレーションは、エンティティ名に対して 1 個以上の値を割当てます。

現在のところ、以下のエンティティを使用できます。

kdc このエントリーは、キー配布センタがロギングをどのように実行するかを指定します。

admin_server このエントリーは、管理サーバがロギングをどのように実行するかを指定します。

default このエントリーは、明示的に指定されていない場合に、ロギングをどのように実行する

かを指定します。

値の形式は以下の通りです。

FILE= filename

FILE: filename この値を指定すると、エンティティのログメッセージが指定されたファイルに

書き込まれます。 = 形式を使用すると、ファイルは上書きされます。他の形

式では、ファイルに追加で書き込まれます。

STDERR この値を指定すると、エンティティのログメッセージは、標準エラーへ出力さ

れます。

CONSOLE この値を指定すると、エンティティのログメッセージは、コンソールへ出力さ

れます (システムがコンソールをサポートしている場合)。

DEVICE=devicename これを指定すると、エンティティのログメッセージは、指定されたデバイスへ

出力されます。

SYSLOG[:severity[:facility]] これを指定すると、エンティティのログメッセージはシステムログへ出力され

ます。

severity 引き数は、システムログメッセージのデフォルトの重要度を指定します。これは syslog() 呼び出しに

よってサポートされる、下記の重要度のいずれかです (syslog(3C) マンページを参照)。サポートされる引き数

は、次の通りです。

LOG_ALERT LOG_CRIT LOG_DEBUG LOG_ERR

LOG_EMERG LOG_INFO LOG_NOTICE LOG_WARNING

例えば、重要度 LOG_CRIT を指定するには、 severity として CRIT を使用します。 LOG_ 接頭辞は省きま

す。

facility 引き数は、どの機能 (レベル) 以下のメッセージをログするかを指定します。これは syslog() 呼び出しが
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サポートする次の機能のいずれかです (syslog(3C) を参照)。サポートされる引き数は、次の通りです。
LOG_KERN、 LOG_USER、 LOG_MAIL、 LOG_DAEMON、 LOG_AUTH、 LOG_LPR、 LOG_NEWS、
LOG_UUCP、 LOG_CRON、および LOG_LOCAL0～ LOG_LOCAL7

severity を指定しない場合、デフォルトで ERR になります。 facility を指定しない場合、デフォルトで AUTH

になります。

次の例では、キー配布センタからのログメッセージはコンソールへ出力され、デフォルトの重要度
LOG_INFO をもつ機能 LOG_DAEMON ではシステムログへ出力されます。そして、管理サーバからのログ

メッセージは、ファイル /var/adm/kadmin.log へ追加され、デバイス /dev/tty04 へ送信されます。

[logging]

kdc = CONSOLE

kdc = SYSLOG:INFO:DAEMON

admin_server = FILE:/var/adm/kadmin.log

admin_server = DEVICE=/dev/tty04

capathsセクション
クロスレルム認証は、通常、階層的に構成されます。この階層はレルムの名前に基づいています。このため、

レルム名の選択とクロスレルム認証に何が関係するかに制限が課せられます。非階層的構成を使用してもかま

いませんが、レルム間の認証パスを構成するデータベースが必要です。このセクションではそのデータベース

を定義します。

クライアントはこのセクションを使用して、そのクライアントのレルムとサーバのレルム間の認証パスを検索

します。サーバはこのセクションを使用して、受信済みチケットの通過フィールドを確認することにより、ク

ライアントによって使用される認証パスを検証します。

関係しているレルムのすべてにタグ名があります。各タグには、それぞれのレルムに対するサブタグがありま

す。サブタグの値は、クロスレルム認証に関係する中間レルムです。 2 つ以上の中間レルムがある場合、サブ

タグを繰り返してもかまいません。値 "." は、2 つのレルムが直接キーを共有することを意味し、中間レルム

が介在することは認められません。

このテーブルには、 n**2 個までエントリーを記述できますが、クライアントやサーバが必要とするエント

リーを記述するだけでかまいません。クライアントは、そのローカルレルムに対するタグを必要とし、それが

認証する必要があるサーバのレルムすべてに対してサブタグが必要です。サーバは、サーバがサービスするク

ライアントの各レルムに対してタグが必要です。

例えば、 ANL.GOV、 PNL.GOV、および NERSC.GOV のすべては、中間レルムとして ES.NET レルムを使用

し、 ANL には、 PNL.GOV ではなく、 NERSC.GOV を認証する TEST.ANL.GOV のサブレルムがある場合、
ANL.GOVシステムの [capaths] セクションは、次のようになります。

[capaths]

ANL.GOV = {

TEST.ANL.GOV = .
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PNL.GOV = ES.NET

NERSC.GOV = ES.NET

ES.NET = .

}

TEST.ANL.GOV = {

ANL.GOV = .

}

PNL.GOV = {

ANL.GOV = ES.NET

}

NERSC.GOV = {

ANL.GOV = ES.NET

}

ES.NET = {

ANL.GOV = .

}

NERSC.GOVのシステム上で使用される構成ファイルの [capths] セクションはこのように表示されます：

[capaths]

NERSC.GOV = {

ANL.GOV. = ES.NET

TEST.ANL.GOV = ES.NET

TEST.ANL.GOV = ANL.GOV

PNL.GOV = ES.NET

ES.NET = .

}

ANL.GOV = {

NERSC.GOV = ES.NET

}

PNL.GOV = {

NERSC.GOV = ES.NET

}

ES.NET = {

NERSC.GOV = .

}

TEST.ANL.GOV = {

NERSC.GOV = ANL.GOV

NERSC.GOV = ES.NET

}
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}

上記の例では、同じサブタグ名が複数回使われる場合を除いて、順番は重要ではありません。クライアントは

これを使用してパスを決定します。 (通過したフィールドは保存されないので、サーバには重要ではありませ

ん。)

このセクションが存在しない場合、またはクライアントまたはサーバでクライアント/サーバパスが見つから

ない場合、通常の階層構造とみなされます。

この機能は、現在 DCE ではサポートされていません。 DCE のセキュリティサーバは、Kerberos 化されたクラ

イアントとサーバで使用されますが、DCE 1.1 以前のバージョンでは通過したフィールドが記録されないの

で、注意して使用する必要があります。

ファイル
/etc/krb5.conf

Kerberos 構成ファイル

/usr/contrib/krb5/sample/krb5.conf.sample

この製品と共に出荷されたサンプルの Kerberos 構成ファイル

著者
krb5.conf は、マサチューセッツ工科大学で開発されました。

参照
syslog(3C), kerberos(5)
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名称
libgss − GSSAPI (Generic Security Service Application Programming Interface)の共有ライブラリ

構文
#include<gssapi.h>

/usr/lib/libgss.sl

説明
libgss は、RFC2743にあるGSSAPIすべてを含む共有ライブラリで、RFC2744『Generic Security Service API :

C-bindings』に定義されているC言語インタフェースが実装されています。

GSSAPIは、基盤となっている様々なセキュリティメカニズムからは独立して、アプリケーションにセキュリ

ティサービスを提供します。これには、認証、完全性、機密性のサービスが含まれます。GSSAPIは、セキュ

リティコンテキストというデータ構造を使い、2つのピアにおける安全性の高い通信を提供します。GSSAPIを

呼び出す側は、ピア間でトークンを転送する責任を負います。GSSAPIは、基盤となっている通信プロトコル

からは独立しています。

安全性の高い接続を確立するアプリケーションは、コンテキスト起動側、あるいは単に起動側と呼ばれます。

安全性の高い接続を受けいれるアプリケーションは、コンテキスト受け入れ側、あるいは単に受け入れ側と呼

ばれます。

GSSAPI Cバインディングインタフェースを使用するアプリケーション開発者は、アプリケーションと libgss.sl

をリンクします。基盤となるセキュリティメカニズムは、実行時に /etc/gss/mech という構成ファイルで指定で

きます。ライブラリは、指定されたメカニズムに特有の共有ライブラリ (たとえば、Kerberosの場合は libgss-

api_krb5.sl )を、構成ファイルで指定されたパスから動的にロードします

/etc/gss/mechファイルは次のようなフォーマットになっています。

最初のカラム GSSAPIをサポートするバックエンドのセキュリティメカニズムの名前

2番目のカラム オブジェクト識別子(OID)

3番目のカラム GSSAPIをサポートするバックエンドのセキュリティメカニズムを実装した共有ライブラリの

名前。 (バックエンドライブラリは、 32ビット版は /usr/lib/gss のパス、 64ビット版は
/usr/lib/pa20_64/gssのパスになければなりません)

メカニズムファイルのデフォルトパス (/etc/gss/mech) は、環境変数の GSSAPI_MECH_CONF で変更できま

す。

/etc/gss/mech ファイルの例

# Mechanism Name Object Identifier Shared Library

#

krb5_mech 1.2.840.113554.1.2.2 libgssapi_krb5.sl

この構成ファイルのほかに2つ、 /etc/gss/qop と /etc/gss/gsscred.conf という構成ファイルがあります。これは、
libgss.slと組み合わせて使用します。
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/etc/gss/qop ファイルには、基盤となるセキュリティメカニズムのそれぞれに対する、GSSAPIを元にした保護

品質(QOP: quality of protection)に関する情報が含まれます。 /etc/gss/qop ファイルは次のようなフォーマットに

なっています。

最初のカラム QOPの名前文字列

2番目のカラム 保護品質の値(32ビット整数)

3番目のカラム セキュリティメカニズムの名前

/etc/gss/qop ファイルの例

# QOP string QOP Value Mechanism Name

#

GSS_KRB5_INTEG_C_QOP_DES_MD5 0 kerberos_v5

/etc/gss/gsscred.conf は、 gsscred テーブルを保存するのに使用する基盤メカニズムを選択するための構成ファ

イルです。 gsscred テーブルは、セキュリティプリンシパルとUNIXのuidとのマッピングを保存するときに使

われます。サポートされている gsscred バックエンドメカニズムは、フラットファイルだけです。そのため、

ライブラリの処理を成功させるには、 /etc/gss/gsscred.conf で"files"のエントリを必ず指定しなければなりませ

ん。

/etc/gss/gsscred.conf ファイルの例

# gsscred configuration file

#

# Valid gsscred backend mechanisms are:

# files

#

files

GSSAPIフレームワークの使用
GSSAPIフレームワークを使って通信するアプリケーションは、次の主要ステップを踏まなければなりません。

1. 通信するアプリケーションは、他のアプリケーションに対して自分の身元を証明する証明書のセット

を取得します。アプリケーションの証明書は、そのグローバルな身元を保証します。

2. アプリケーションが、自分の証明書を使って、結合セキュリティコンテキストを確立します。この情

報によって、完全性や機密性など、メッセージごとのセキュリティサービスが提供されます。

セキュリティコンテキストは次のようにして確立します。一方のアプリケーション(クライアント)がコ

ンテキスト設定を開始します。もう一方のアプリケーション(サーバー)が、0またはそれ以上のトーク

ンを交換した後で、それを受け入れます。交換回数は基盤となるセキュリティメカニズムによって異

なります。

3. 機密性と完全性サービスは、メッセージごとにを適用されます。保護したいメッセージを送信するア

プリケーションは、GSSAPIのルーチン(gss_get_micかgss_wrap呼び出し)を呼び出して、保護を適用し
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ます。送信側のアプリケーションは、適切なセキュリティコンテキストを指定して、受信側のアプリ

ケーションに送信します。受信側はそのメッセージを、それぞれ対応するデコードルーチンに渡し
(gss_verify_micかgss_unwrap呼び出し)、保護を解除し、データを検証します。

4. 通信セッションが完了したら、ピアアプリケーションはGSSAPIルーチンを呼び出して、セキュリティ

コンテキストを削除します。

次に、 libgss.sl ライブラリに実装されているAPIの名前と、それぞれの内容について簡単に説明しま

す。このAPIの使用の詳細については、それぞれのマンページを参照してください。

証明書操作API
証明書は、他のアプリケーションに対して自分の身元を証明するのに使います。GSSAPIは、アプリケーショ

ンの証明書はすでに適切な場所にあるものと仮定します。次のGSSAPIを使って、その問い合わせや操作を行

います。

gss_acquire_cred: アプリケーションが名前を指定して、すでに存在する証明書のハンドルを取得します。

gss_release_cred: プロセスが、指定された証明書を必要としなくなったことを、GSSAPIに通知します。すべて

のプロセスが証明書をリリースすると、その証明書は削除されます。

gss_inquire_cred: 証明書に関する情報を取得します。

gss_inquire_cred_by_mech: 証明書に関する、メカニズムごとの情報を取得します。

gss_add_cred: 追加の証明書を生成します。

コンテキスト操作API
アプリケーションが結合セキュリティコンテキストを確立してセキュリティサービスで使用するには、次の
GSSAPIが必要です。

gss_init_sec_context: ピアアプリケーションとのセキュリティコンテキストを開始します。

gss_accept_sec_context: ピアアプリケーションが開始したセキュリティコンテキストを受け入れます。

gss_delete_sec_context: セキュリティコンテキストを破棄します(コンテキスト構造体のメモリを解放します)。

gss_inquire_context: セキュリティコンテキストに関する情報を取得します。

gss_process_context_token: ピアアプリケーションからのトークンを処理します。

gss_export_sec_context: セキュリティコンテキストを他のプロセスに転送します。

gss_import_sec_context: 転送されたコンテキストをインポートします。

gss_context_time: コンテキストの有効期間を調べます。

gss_wrap_size_limit: あるコンテキストについて gss_wrap に与えるトークンサイズの上限を調べます。
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メッセージごとの処理のAPI
完全性やデータ機密性のサービスなど、データメッセージごとの処理を実行するには、次のGSSAPIを使用し

ます。

gss_get_mic: あるメッセージに関する、暗号化されたメッセージ完全性コード(MIC: Message Integrity Code)を計

算します(完全性サービス)。

gss_verify_mic: メッセージの完全性を検証します。

gss_wrap: 機密性サービスのメッセージを暗号化します。

gss_unwrap: 機密性サービスのメッセージを解読します。

名称操作API
名称で、プリンシパルを識別します。名称は、(アプリケーションに渡す場合)印字可能な形で表現されます。

また、内部形式(正式の形)はAPIが使用するもので、アプリケーションが理解できない形式です。次に、名称

を操作するのに使うAPIを挙げます。

gss_import_name: 連続した文字列を内部形式に変換します。

gss_display_name: 内部形式の名称をテキストに変換します。

gss_compare_name: 2つの内部形式の名称を比較します。

gss_release_name: 内部形式の名称を破棄します。

gss_inquire_names_for_mech: 指定されたメカニズムがサポートしている名称の種別一覧を取得します。

gss_inquire_mechs_for_name: 指定された種別の名称をサポートするメカニズム一覧を取得します。

gss_canonicalize_name: 内部名称を、メカニズムに特有のMN(Mechanism Name)に変換します。

gss_export_name: MNをビット単位の比較に適したフラットな表現の名称に変換します。

gss_duplicate_name: 内部名称のコピーを作成します。

その他の処理のAPI
これまでに挙げた種類のAPIに加え、メカニズムのOIDの一覧を作成/削除する、GSSAPIのエラーステータス

コードをテキストフォーマットで表示する、バッファのメモリーを解放するなど、様々な処理に使われるAPI

があります。

gss_add_oid_set_member: OIDのセットにオブジェクト識別子を追加します。

gss_release_oid_set: OIDのセットが使用しているメモリを解放します。

gss_create_empty_oid_set: OIDのないOIDのセットを作成します。

gss_test_oid_set_member: OIDがそのセットのメンバーであるかどうかを判定します。

gss_release_buffer: バッファのメモリーを解放します。
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gss_release_oid: OID構造体のメモリーを解放します。

gss_release_name: 名前型のメモリーを解放します。

gss_display_status: GSSAPIステータスコードをテキストに変換します。

gss_indicate_mechs: 使用可能な、基盤となるセキュリティメカニズムを判定します。

著者
libgss.slはSun Microsystems, Inc.によって開発されました。

参照
gssapi(5)

DCE-GSSAPI のマンページはDCE-CoreTools 製品に含まれています。そのマンページを参照するには
/opt/dce/share/man を MANPATHに追加してください。
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名称
lif −ファイル交換の論理的フォーマット

説明
LIF (Logical Interchange Format) はHPの大容量記憶装置用標準フォーマットで、 HP の様々なコンピュータシス

テムの間でファイル単位での互換性があります。 LIF のボリュームには、ヘッダ( LIF ボリュームとして識別

されるためのもの)とそのボリュームの中身(例えばファイル)を定義したディレクトリが含まれています。ディ

レクトリのサイズは、そのボリュームが初期化( lifinit(1) を参照)され、1つのボリュームに生成できるファイル

数の上限が設定されたときのサイズに固定されています。

HP-UXには、( lif ∗ (1) で表わされる)ユーティリティ群があります。

• LIF ボリュームの初期化(ヘッダや空のディレクトリの生成)

• LIF ボリュームからのファイルのコピー
• LIF ボリュームの内容の表示
• LIF ファイルの削除
• LIF ファイルのリネーム

HP-UX のシステムで LIF ボリュームの内部構造がわかるのは lif ∗ (1) ユーティリティ群だけです。 HP-UX シス

テムの他の部分にとっては、 LIF ボリュームは、中身の判らないデータファイルです。 LIF ボリュームという

用語を HP-UX のファイルシステムのボリュームや、マウント可能なファイルシステムの概念と混同しないで

ください。

HP-UX の LIF ユーティリティが現在サポートしているファイルタイプは、 ASCII (1), BINARY (-2), BIN

(-23951)の3種類です。

3種類のコピーモードが、それぞれのファイルタイプに対応しています。

ASCII コピーモードが ASCII で、 HP-UX のファイルが LIF ボリュームにコピーされるときに

ユーティリティは、行末の LF (line-feed) 文字を除去して、各レコードの先頭に2バイトのレ

コード長を挿入します。このレコードが、 LIF フォーマットのメディアに書き込まれま

す。 LIF ASCII ファイルを HP-UX のファイルにコピーするときには、2バイトのレコード

長を除去して、行末に LF を付加します。そして、そのレコードが行き先のファイルに書き

込まれます。このモードでのコピーでは、もとのファイルのサイズを保存します。このコ

ピーモードがデフォルトで適用されるのは、ファイルタイプが ASCII (1)のときです。

BINARY コピーモードが BINARY で、 HP-UX のファイルを LIF ボリュームにコピーするときに

は、1Kバイトごとにレコードを区切ってその先頭に単純に2バイトのレコード長を挿入し

ます。最後に残ったブロックについては、そのブロックに含まれるデータのバイト数が計

算されます。レコードの中身については、何も解釈されません。このレコードが、 LIF

フォーマットのメディアに書き込まれます。 LIF のファイルを BINARY モードで HP-UX

のファイルにコピーするときには、レコード長にデータを除去したものをそのまま宛先に

書き込みます。このモードのコピーでは、バイナリファイルのファイル長が保存されま

す。このモードはファイルタイプが BINARY (−2)のときのコピーで、デフォルトとして適
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用されます。

RAW コピーモードが RAW のとき、 HP-UX のファイルを LIF ボリュームにコピーする場合に

は、ユーティリティは単純に宛先へrawデータをコピーします。ファイルサイズが、256バ

イトの整数倍でなかった場合には、大きめの整数倍にして、余りをnullで埋めます。つま

り、ファイルサイズは、保存されません。 LIF のファイルを RAW モードで HP-UX のファ

イルへコピーするときには、コピー元のデータをそのままコピーします。ファイルタイプ

が BIN (-23951) のとき、このコピーモードがデフォルトで適用されます。

LIF ボリュームは、 lseek() (lseek(2) 参照)を使ってのランダムアクセスがサポートされている任意の HP-UX

ファイルシステム上に通常のディスクファイルとしてもデバイススペシャルファイルとしても造ることができ

ます。 lif ∗ (1) ユーティリティを使うまでは、スペシャルファイルをマウントしないで下さい。詳細は、
lifinit(1) を参照してください。 LIF ボリュームにおいて各ファイルは、1文字から10文字のファイル名で識別さ

れます。ファイル名には、大文字の英数字(AからZ、0から9)とアンダースコア文字(_)を使うことができま

す。 LIF のファイル名は、文字AからZで始めなければなりません。 lif ∗ (1) ユーティリティは他のシステムで

生成される不適当なファイル名も含めてどんなファイル名でも受け付けますが、実際に作ることができるのは

正当な名前だけです。これは、小文字混じりのファイル名のついたファイルを読むことはできますが、そのよ

うなファイルを作ることはできないということです。

LIF のファイル名を lif ∗ (1) ユーティリティに指定する場合には、 HP-UX でのパス名を LIF ボリューム名の後

に LIF のファイル名をコロン (:) で区切って続けたものをパス名に繋げたものを使います。以下に例を示しま

す。

/dev/fd.0:ABC では、 LIF のファイル ABC に HP-UX のデバイス スペシャルファイル
/dev/fd.0 を経由してアクセスします。

myfile:ABC では、 HP-UX のディスクファイル myfile に含まれる LIF のファイル ABC に

アクセスします。

このファイルの命名規約は、 lif ∗ (1) ユーティリティの引き数としてだけ有効で、パス名のように HP-UX オペ

レーティングシステム内のどんな使用目的に対しても、有効なパス名を与えないことに注意してください。

lif ∗ (1)ユーティリティの使用中にスペシャルファイルをマウントしないでください。

参照
lifcp(1), lifinit(1), lifls(1), lifrename(1), lifrm(1)
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名称
localedef −ロケール定義ファイルの形式および方式

説明
ロケールを作成するための localedef コマンドへの入力として用意するロケール定義の構文と意味の説明です
( localedef (1)参照)。

以下は localedef によって認識されるカテゴリ識別子、キーワード、連続した式のリストです。カテゴリ中の

キーワードの順序は copy キーワード、及び LC_COLLATE に記述されたものを除いて、任意です。規約では

カテゴリ識別子はすべて大文字であり、キーワードはすべて小文字であることに注意してください。

カテゴリ識別子とキーワード
次のキーワードはどのカテゴリーにも属しません。また、ロケール定義ファイルで最初に指定しなければなり

ません。

comment_char

ロケール定義ファイル中のコメント行の先頭として解釈される1文字。この文字が、コメント

行の1カラム目になければなりません。デフォルトの comment_char は # です。 1カラム目に
comment_char のある行はすべて無視されます。

escape_char

スクリプトの中のエスケープ文字として解釈される1文字。デフォルトの escape_char は \ で

す。 localedef中のメタキャラクタ escape_char をエスケープして特別の意味を持たないように

し、また、 10進数や8進数や16進数のフォーマットの文字定数の中で使われます。行の最後の

文字(改行文字の前)が escape_char であれば、次の行への継続を表します。

次のキーワードはすべてのカテゴリで使用できます。

copy システムで使用可能な別の有効なロケールに指定する文字列。これは、作成されたロケール中

のカテゴリを、指定するロケールの同じカテゴリにコピーします。 copy キーワードはカテゴ

リ全体を定義するので、使う場合はカテゴリ中の唯一のキーワードであるようにしてくださ

い。

認識するカテゴリは次の6つです。

LC_CTYPE:

このカテゴリは、文字の分類、大文字／小文字変換などの文字属性を定義します。認識するのは、次のような

定義済みの文字分類です。

upper 大文字に分類される文字コード。 cntrl、 digit、 punct、または space の分類で指定

した文字は、このカテゴリでは指定できません。

lower 小文字に分類される文字コード。 upper カテゴリに対するものと同じ制限事項が、こ

の分類にも適用されます。
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digit 数字に分類される文字コード。数値の昇順に連続した10文字だけが指定できます。こ

こでは、代替数字は指定できません。

space 空白に分類される文字コード。 upper、 lower、 alpha、 digit、 graph、または xdigit

カテゴリに指定した文字を、この分類に含めることはできません。

punct 句読点文字に分類される文字コード。 upper、 lower、 alpha、 digit、 cntrl、
xdigit、または space カテゴリに含まれる文字は、指定できません。

cntrl コントロール文字に分類される文字コード。 upper、 lower、 alpha、 digit、
punct、 graph、 print、または xdigit に含まれる文字は、ここでは指定できません。

blank ブランク文字に分類される文字コード。 <space> および <tab> 文字は、自動的にここ

に含まれます。

xdigit 16進数の数字に分類される文字コード。 digit クラスに定義した文字だけが指定でき

ます。これに続いて、6文字からなるセットを1つまたは複数(各セットは昇順)指定し

ます。

alpha 英字に分類される文字コード。 cntrl、 digit、 punct、または space に分類される文

字は、指定できません。 upper と lower クラスに指定した文字は、自動的にこのクラ

スに含まれます。

print 印字可能文字に分類される文字コード。 upper、 lower、 alpha、 digit、 xdigit、
punct クラスに指定した文字、および <space> 文字は、自動的にこのクラスに含まれ

ます。 cntrl カテゴリの文字は、指定できません。

graph 印刷可能文字に分類される文字コード。ただし、
<space> 文字は除きます。この点を除けば、この分類は print カテゴリと似ていま

す。

次の2つは特殊な分類で、2 バイト文字のうち有効なのは 1バイト目か2バイト目かを示します。これらは文字

の分類ではなくバイトの分類であるため、他の分類のように iswctype インタフェース (wctype(3C) を参照) では

使用できません。

first 2バイト文字の1バイト目が有効。

second 2バイト文字の2バイト目が有効。

大文字／小文字変換の定義

toupper 小文字を大文字に変換する文字

tolower 大文字を小文字に変換する文字

その他の文字属性と分類

alt_punct アスキー文字列 ‘‘b!"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]ˆ_‘{˜’’ に変換される文字列のこと。ただし
‘‘b’’は空白のことです( langinfo(5) 項目参照)。
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charclass ロケール固有の文字クラス名(1つまたは複数)を、セミコロンで区切った strings とし

て定義します。名前を指定した文字クラスはそれぞれ、後に LC_CTYPE 定義で定義

できます。文字クラス名の先頭の文字は英字でなければならず、クラス名は定義済み

の分類 (例えば、 space、 letter、 cntrl)と同じであってはなりません。

direction 文字列オペランドでテキストの方向 ( langinfo(5) 項目)を示します。文字列オペランド

が "1" であれば、テキスト方向が右から左であることを示します。

context 文字列オペランドで文字コンテクスト分析を示します。文字列が "1" であれば、アラ

ビアコンテクスト分析が必要です。

LC_COLLATE:

LC_COLLATE カテゴリは、ロケール内の照合要素(シングルキャラクタおよびマルチキャラクタの照

合要素)間の相対的な順序付けについて、照合順序を定義します。次のキーワードはこのカテゴリに属

し、カテゴリ識別子の LC_COLLATE と END LC_COLLATEの間に記述する必要があります。最初の
2つのキーワードはどの順番でも構いませんが、 order_start というキーワードより前に置く必要があ

ります。最初の2つのキーワードは何回使用しても構いません。

collating-element <symbol> from string

string 中の文字からなるマルチキャラクタの照合要素 symbol の定義。 String

は2文字以内に限られます。

collating-symbol <symbol>

symbol を照合順序を定義する照合記号に変換します。ただし symbol とは、実

際に使われる文字のことではありません。

order_start 照合の並びの始まりを示すキーワード。文字列の照合の方法は変更できま

す。

order_start というキーワードに続く行から order_end というキーワードのある行まで、1

行に1つずつ照合の要素が含まれます。

order_start キーワードの後ろにオペランドを記述して、マルチウェイトス

キーマを使用した文字列比較の規則を定義するオプションもあります(オペラ

ンドを指定しなければ、単一の forward オペランドを使用します)。使用可能

なオペランドは次のとおりです。

forward

文字列の先頭から末尾に向かって比較操作を進めることを指定しま

す。

backward

文字列の末尾から先頭に向かって比較操作を進めることを指定しま

す。
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order_end 照合する要素のリストの終了

LC_MONETARY:

LC_MONETARY カテゴリは、通貨に関する数字情報の書式化に使用する規則や記号を定義します。

次のキーワードはこのカテゴリに属し、カテゴリ識別子の LC_MONETARY と END LC_MONETARY

の間に記述する必要があります。

int_curr_symbol

このオペランドは4文字から成る文字列で、国際通貨記号を示します。

currency_symbol

このオペランドは、ローカル通貨記号として使用する文字列です。

mon_decimal_point

このオペランドは、10進数デリミタ(基数キャラクタ)として使用する記号を含む文字

列です。

mon_thousands_sep

このオペランドは、10進数デリミタの左にある数字グループのセパレータとして使用

する記号を含む文字列です。

mon_grouping

このオペランドは、セミコロンで区切られた整数のリストです。最初の整数は10進数

デリミタの直前にあるグループの大きさを定義し、続く整数はその前のグループを定

義します。最後の整数が -1 でない場合、前のグループがあればその大きさを以降の数

字に対して繰り返し使用します。最後の整数が -1 であれば、以降はグループ化しませ

ん。

positive_sign

このオペランドは、金額の数値が負でないことを示す文字列です。

negative_sign

このオペランドは、金額の数値が負であることを示す文字列です。

int_frac_digits

このオペランドは整数であり、 int_curr_symbol による書式化された金額で使用する

小数部の桁数を表します。

frac_digits

このオペランドは整数であり、 currency_symbol による書式化された金額で使用する

小数部の桁数を表します。

p_cs_precedes

このオペランドは整数であり、これが 1 であれば、 currency_symbol または
int_curr_symbol が金額の前にあることを示します。これが 0 であれば、記号が値の後

ろにあることを示します。
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p_sep_by_space

このオペランドは整数であり、これが 1 であれば、 currency_symbol または
int_curr_symbol と値との間が空白で区切られていることを示します。これが 0 であれ

ば、それ以外です。

n_cs_precedes

このオペランドは整数であり、これが 1 であれば、 currency_symbol または
int_curr_symbol が負の金額の前にあることを示します。これが 0 であれば、記号が負

の値の後ろにあることを示します。

n_sep_by_space

このオペランドは整数であり、これが 1 であれば、 currency_symbol または
int_curr_symbol と負の金額との間が空白で区切られていることを示します。これが 0

であれば、それ以外です。

p_sign_posn

このオペランドは整数であり、負以外の金額に対する positive_sign の位置を示しま

す。使用可能な値は次のとおりです。

0 金額と currency_symbol または int_curr_symbol を小かっこで囲

みます。

1 符号の文字列が、金額と currency_symbol または int_curr_sym-

bol の前にあります。

2 符号の文字列が、金額と currency_symbol または int_curr_sym-

bol の後ろにあります。

3 符号の文字列が currency_symbol または int_curr_symbol の前に

あります。

4 符号の文字列が currency_symbol または int_curr_symbol の後ろ

にあります。

n_sign_posn

このオペランドは整数であり、 p_sign_posn と同様ですが、これは負の金額に対する

ものです。

LC_NUMERIC:

LC_NUMERIC カテゴリは、通貨以外の数字情報の書式化に使用する規則や記号を定義します。次の

キーワードはこのカテゴリに属し、カテゴリ識別子の LC_NUMERIC と END LC_NUMERIC の間に

記述する必要があります。

decimal_point

このオペランドは文字列であり、書式化された通貨以外の数値で 10進数デリミタ(基

数キャラクタ)として使用する記号を含みます。このキーワードは、省略不可能であ
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り、空の文字列に設定することはできません。

thousands_sep

このオペランドは文字列であり、 10進数デリミタの左にある数字のグループのセパ

レータとして使用する記号を含みます。

grouping

このオペランドは、セミコロンで区切られた整数のリストです。最初の整数は10進数

デリミタの直前にあるグループの大きさを定義し、続く整数はその前のグループを定

義します。最後の整数が -1 でない場合、前のグループがあればその大きさを以降の数

字に対して繰り返し使用します。最後の整数が -1 であれば、以降はグループ化しませ

ん。

alt_digit

ASCII形式の文字列‘‘0123456789b+-.,eE’’に対応する文字列。ただし、‘‘b’’は空白を意味

します( langinfo(5) の項目参照)。 alt_digit というキーワードは localedef POSIX 標準に

対する HPの拡張機能で、 POSIX標準で定義された alt_digits とは意味が異なっていま

す。

LC_TIME:

LC_TIME カテゴリは、ロケール固有の書式化された日付文字列の生成に関する規則を定義します。次

の必須キーワードはこのカテゴリに属し、カテゴリ識別子の LC_TIME と END LC_TIME の間に記述

する必要があります。

abday セミコロンによって区切られた7つの文字列。日曜日から始まる曜日の略称を表しま

す。

day セミコンロンによって区切られた7つの文字列。日曜日から始まる曜日の完全な名称を

表します。

abmon セミコロンによって区切られた12の文字列。1月から始まる月の略称を表します。

mon セミコロンによって区切られた12の文字列。1月から始まる月の完全な名称を表しま

す。

d_t_fmt

このオペランドは、適切な日時表記法を定義する文字列です。

d_fmt このオペランドは、適切な日付表記法を定義する文字列です。

t_fmt このオペランドは、適切な時間表記法を定義する文字列です。

am_pm

このオペランドは、セミコロンによって区切られた2つの文字列で、 AM と PM を意

味します。
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t_fmt_ampm

このオペランドは、適切な時間表記法を定義する文字列です。 am_pmを付けて12時間

形式で表します。

era このオペランドは、セミコンロンで区切られた文字列リストです。各文字列は、ロ

ケールの元号 (または皇帝の時代 )の名称および年を定義します。それぞれの文字列

が、次の書式に従っていなければなりません。

direction : offset : start_date : end_date : name : format

ここで

direction + または - の文字。 + の文字は、開始日付から終了日付ま

でに年が増えていくような時間軸を示します。 - の文字

は、開始日付から終了日付までに年が減っていくような時

間軸を示します。

offset [SHRT_MIN,SHRT_MAX] の範囲内の数字で、元号の最初

の年を示します。

start_date yyyy/mm/dd 形式の日付で、 yyyy, mm, および dd はそれぞ

れ、元号の始まりの年月日を表します。 A.D. 0 年以前の年

は、負の数値で表します。例えば、 B.C. 100年3月5日に始

まっ た 元 号 は 3-100/3/5 と 表 し ま す。
[SHRT_MIN+1,SHRT_MAX-1] の範囲にある年がサポート

されています。

end_date 元号の終了日付で、上記の start_date と同じ形式、または
-* と +* という2つの特殊な値の1つです。 -* は、元号の

終了日付が開始年月日より前にあることを、 +* は、それ

が終了年月日より後にあることを示します。終了日付は、

年代順にみて元号の始まりの日付より前でも後でもかまい

ません。例えば、西暦の A.D. と B.C. は次のように表しま

す。

+:0:0000/01/01:+∗ :A.D.:%o %N

+:1:-0001/12/31:-∗ :B.C.:%o %N

name 元号の名称を表す文字列で、 date および strftime() の %N

指令と置換されます ( date(1) および strftime(3C) を参照)。

format date(1) および strftime(3C) の %E 指令の書式化用文字列。

この文字列は通常、 %o および %N 指令の関数です。 for-

mat を指定しなければ、 LC_TIME カテゴリのキーワード
era_d_fmt (下記を参照) で指定した文字列をデフォルトと
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して使用します。

era_d_fmt

このオペランドは、元号表記での日付の形式を定義する文字列です。

era_t_fmt

このオペランドは、元号表記での時間の形式を定義する文字列です。

era_d_t_fmt

このオペランドは、元号表記での日時の形式を定義する文字列です。

alt_digits

このオペランドは、セミコロンで区切られた文字列リストです。最初の文字列はゼロ

に対応する代替記号、次の文字列は1に対応する代替記号、というふうに続きます。
HP-UX 固有の alt_digit キーワードが同一ロケールに指定されている場合、最初の10個

の記号はこれら2つのキーワードで一致していなければなりません。

上記以外に、次のような HP-UX 固有のキーワードが認識できます (これらは後方互換性を確

保するために用意されているものであり、それ以外の使用はお勧めできません)。 year_unit,

mon_unit, day_unit, rour_unit, min_unit, sec_unit.

LC_MESSAGES:

LC_MESSAGES カテゴリは、肯定応答と否定応答の形式および値を定義します。次のキーワードはこ

のカテゴリに属し、カテゴリ識別子の LC_MESSAGES と END LC_MESSAGES の間に記述する必要

があります。

yesexpr

この文字列オペランドは、 yes/noの問いかけにyesと答えるような拡張正規表現です。

noexpr この文字列オペランドは、 yes/noの問いかけにnoと答えるような拡張正規表現です。

yesstr この文字列オペランドは、yes/noの問いかけに肯定の応答をするときに使用します。

このキーワードは旧式であるため、代わりに yesexpr を使用してください。

nostr この文字列オペランドは、yes/noの問いかけに否定の応答をするときに使用します。

このキーワードは旧式であるため、代わりに noexpr を使用してください。

キーワードオペランド
キーワードオペランドには文字コード定数、and symbols, 文字列、メタキャラクタが含まれています。正当な

式は character lists, string lists, integer lists, shift, collating element entries, regular expression, character constants

stringです。

character lists

character list オペランドは、1つの文字コード定数、セミコロンで区切ったシンボル名、ま

たは省略記号をはさんで2つの定数またはシンボル名によって示される文字コードの範囲で

す。省略記号の前にある定数は、省略記号の次は定数よりも小さなコード値をとる必要が
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あります。範囲で示した場合は、その範囲にある連続した文字コードのセットをとること

を意味します。リストが2行以上にわたる場合は、次の行に続くことを示すエスケープ文字

を行末に置く必要があります。なお、同時に使われる文字マップファイルで定義されてい

ないシンボル名を使うのは誤りです( charmap(4) 参照)。

string lists string list オペランドは、セミコロンによって区切られた文字列を含みます。 2行以上にな

る場合、行が継続することを示すエスケープ文字を行末に置く必要があります。

string string オペランドは、0個以上の文字の連なりを二重引用符 (") で囲んだものです。文字列

内では、二重引用符文字の前にエスケープ文字を付けなければなりません。次のようなエ

スケープシーケンスも使用できます。

\n 改行

\t 水平タブ

\b バックスペース

\r キャリッジリターン

\f フォームフィード

\\ バックスラッシュ

\’ 一重引用符

\ddd ビットパターン

エスケープの \ddd は、エスケープ文字の後ろに、必要な文字の値を指定する 1～3

桁の8進数を付けたものです (これ以外に使用可能なビットパターン指定について

は、次の character constants を参照してください)。また、エスケープ文字 (\) と

その直後の改行は無視されます。

イラスト用にバックスラッシュ (\) を使用していましたが、 escape_char キーワードで別の

エスケープ文字と置換できます。

character constants

定数は、オペランド内の文字コードを表します。形式は次のとおりです。

10進数定数 エスケープ文字に続いて ’d’ と3桁以内の10進数を指定したもの。

8進数定数 エスケープ文字に続いて3桁以内の8進数を指定したもの。

16進数定数 エスケープ文字に続いて ’x’ と2桁の16進数を指定したもの。

文字定数 単一の文字(例えばA)で、マシンのキャラクタセットにこの文字を表す数

値が示されています。

シンボル名 < と > で囲まれた文字列が、シンボル名です。 localedef 入力ファイル

は、ユーザーが定義した charmapファイルまたはシステムが提供する
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charmapファイルを使用して、全体をシンボル名で作成するようお勧めし

ます。これによって、コード化方式の異なるキャラクタセット間で
localedef 入力ファイルを移植できます ( charmap(4) を参照)。

シンボル名は、 collating-element および collating-symbol キーワードを使

用して、ロケール定義ファイル内で定義できます。これらは文字定数では

ありません。このように内部で定義したシンボル名とcharmapファイルで

定義したものが同じであれば、エラーとなります。

integer lists

Integer list オペランドはセミコロンによって区切られたひとつないし複数の10進数を含み

ます。

shift Shift オペランドは、 toupper , tolower というキーワードに続くオペランドで、開きかっこ

と閉じかっこで囲まれた、コンマで区切られた2つの文字コード定数を含みます。それぞれ

の文字対はセミコロンで次の文字対を区切ります。 tolower では、最初の文字は大文字を表

し、次の文字は対応する小文字を表します。 toupper では、最初の文字は小文字を表し、

次の文字は対応する大文字を表します。

collating element entry

order_start キーワードに続いて、照合する要素の見出しを、 1行に1つずつ、照合する要素

の順序に従って記述します。照合する要素の見出しは次の形式をとります。

collation_element [ weight [; weight ]]

collation_element は文字、文字または照合する要素を意味する大かっこで囲まれた照合記

号、特殊記号 UNDEFINED 、省略を表わす (...) のいずれかになります。

文字は文字自体しか意味しませんが、照合する記号は、文字マップファイルによって解釈

される文字にとってのシンボル名や、 collating-element キーワードによって定義されてい

る複数文字の照合する要素や、 collating-symbol keyword によって定義される照合記号にも

なります。

UNDEFINED という特殊記号は、照合する要素の見出しとしては明示的には定義されてい

ない文字すべての、照合する位置を決定します。例えば、文字の中のあるグループに照合

シーケンスの書き落しがあったときに、定義した文字すべてについて照合を行うと、照合

記号は order_start キーワードの前に定義されることになるでしょう。

collating-symbol <HIGH>

照合する要素の見出しの中に、次の見出しがあることになります。

UNDEFINED <HIGH>

2度目も同じように処理されることに注意してください。つまり、2度目はすべての文字は

文字コードを用いて照合されます。
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省略記号を用いた場合、行の前にある文字の文字コードよりも大きく、後にある文字の文字コードよ

りも小さい文字コードを持つ文字のリストとして解釈されます。文字コードは処理形に依存している

ので、省略記号を用いると移植性はなくなります。使われた場合警告が出ますが、 -c オプションが指

定されていない場合、出力はされません。

weight オペランドは照合する要素が最初のパスやそれに続くパスで、どのように照合されるかという

情報を与えます。 Weight は2文字からなる文字列、特殊記号 IGNORE 、 UNDEFINED 以外の collat-

ing_element で定義されているあらゆる形式の照合する要素のいずれかをとります。 weights が記述さ

れていない場合、文字はリストの中の位置によって厳密に照合されます。 weight が1つしか書かれて

いない場合、2度目のパスではリスト中の対応した位置によって文字をソートします。

同等のクラスは照合する要素の見出しの列で定義されており、最初の weight の位置と同じ文

字または記号を持ちます。例えば、多くのロケールでは文字’A’の変化形は最初のパスですべ

て照合されます。これは照合する要素のエントリーでは次のように表されます。

’A’ ’A’;’A’ # first element of equivalence class

’a’ ’A’;’a’ # next element of class

2文字を1文字に照合する要素は order_start キーワードの前に定義されている collating-ele-

ments によって特定されます。例えば、2文字を1文字に照合する要素であるスペイン語の CH

は order_start キーワードの直前で次のように定義されています。

collating element <CH> from "CH"

これは、照合する要素の見出しの中では <CH> として扱われるでしょう。

1文字を2文字に照合する要素は weight の位置の中の1つに2文字の文字列を書くことで定義します。例

えば、文字 ’X’ を "AE" の２文字と照合させたい場合は、照合する要素のエントリーは次のようになり

ます。

’X’ "AE";’X’

don’t care文字は特別の記号 IGNORE で定義できます。例えば、最初の照合パスでダッシュ文字 ’-’ を

無視したいとします。このときの照合する要素のエントリーは次のようになります。

’-’ IGNORE;’-’

collating-symbol キーワードによって定義された記号は、与えられた文字がシーケンス中のある位置よ

りも高いか低いかの照合を示すのに使われます。例えば、最初のパスで文字コードの値が ’0’ の文字

コードの値よりも小さな文字すべてを他の文字よりも低い優先度で照合し、 2番目のパスで対応する順

番で照合する場合、記号は order_start キーワードの前に定義してください。

collating-symbol <LOW>

照合する要素の最初の2つの見出しは次のようになります。
... <LOW>;...

’0’ ’0’;’0’
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これは範囲を示す省略記号の使い方も表しています。最初の省略は、’0’よりも小さな値の文字コー

ドセットに含まれるすべての文字として解釈され、 2番目の省略は対応する順序の最初の照合で定

義された範囲のすべての文字を意味します。

regular expression

regular expression オペランドは、 regexp(5) で説明されている拡張正規表現の指定に従います。

メタキャラクタ
メタキャラクタとは、オペランド中で localedef にとって特別の意味を持つ文字です。これらの文字の特別の意

味をなくすには、その文字をすべて一重引用符で囲むか、直前にエスケープ文字を置く必要があります。
localedef のメタキャラクタには次のものがあります。

< シンボル名の始まり

> シンボル名の終り

( toupper と tolower キーワードの次は文字変換対の始まりを表わす

文字変換対の終りを表わす

, 文字変換対の文字の分離

" 文字列のクォート

; リストオペランド中での要素の分離

エスケープ文字

他のメタキャラクタやエスケープ文字自身から特別の意味を持たないようにする。バックス

ラッシュ(\)がデフォルトとして設定されていますが、 escape_char キーワードによって再設定

することができます。

コメント
コメントとは、コメント文字で始まる行のことです。コメント文字にはシャープ(#)がデフォルトとして設定さ

れていますが、 comment_char キーワードによって再設定できます。コメントと空白行は無視されます。

セパレータ
セパレータ文字には空白とタブが含まれます。セパレータの数はいくつでも使用でき、 localedef スクリプトに

含まれるキーワードやメタキャラクタや定数や文字列を分離できます。ただし、 < と > の間にあるすべての文

字はシンボル名の一部とみなされるので、空白であっても、除外します。

例
ロケール記述ファイルの例については、 /usr/lib/nls/loc/src のファイルを参照してください。これらのファイル

は、HP-UXと共にお届けする各種のロケールを作成するために使用したものです。
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名称
lvmpvg − LVM物理ボリュームグループ情報

構文
/etc/lvmpvg

説明
lvmpvg は ASCII 形式のファイルで、システム内の物理ボリュームグループすべてに関するボリュームグルー

プ情報を格納します。この情報は階層的な形式で格納されます。

まず、多数の物理ボリュームグループが存在できるボリュームグループを格納します。各物理ボリュームグ

ループのもとに、物理的ボリュームのリストを指定できます。このファイル中に現れる各ボリュームグループ

には、少なくとも1つの物理ボリュームグループがなれけばなりません。物理ボリュームグループ名はボ

リュームグループ内でユニークなものでなければなりませんが、異なるボリュームグループに共通の物理ボ

リュームグループ名を使うことはできます。このファイルには、システムにあるのと同じくらいの数のボ

リュームグループが入ります。

vgcreate および vgextend といったコマンドを使わずに、管理者は物理ボリュームグループの作成や拡張のため

にこのファイルを編集できます。しかし、ファイル中のすべての物理的ボリュームが、 vgcreate か vgextend

を使うことによって、すでに各ボリュームグループに定義されていなければなりません。

lvmpvg ファイルフォーマットは次のような構造を持ちます。 VG と PVG は、それぞれボリュームグループ、

物理ボリュームグループという名前を導入するキーワードです。このファイル中では注釈が許されません。

VG vg_name

PVG pvg_name

pv_path

. . .

PVG pvg_name

pv_path

. . .

VG vg_name

PVG pvg_name

pv_path

. . .

変数は、以下のように定義されます。

pv_path ボリュームグループ内にある物理ボリュームのブロックデバイスパス名

pvg_name 物理ボリュームグループの名前。これは、ボリュームグループ内でユニークでなけれ

ばなりません。

vg_name ボリュームグループのパス名
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例
以下に2つのボリュームグループがある lvmpvg ファイルを示します。1番目には、それぞれに2つの物理的ボ

リュームが定義されている2つの物理ボリュームグループがあります。 2番目には、それぞれに1つの物理的ボ

リュームが定義されている3つの物理ボリュームグループが含まれています。

VG /dev/vg00

PVG PVG0

/dev/dsk/c2t0d0

/dev/dsk/c2t1d0

PVG PVG1

/dev/dsk/c3t0d0

/dev/dsk/c3t1d0

VG /dev/vg01

PVG PVG0

/dev/dsk/c4t0d0

PVG PVG1

/dev/dsk/c5t0d0

PVG PVG2

/dev/dsk/c6t0d0

参照
vgcreate(1M), vgextend(1M), vgreduce(1M), vgremove(1M)
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名称
magic − HP-UX インプリメンテーションのマジックナンバー

構文
#include <magic.h>

説明
magic.h ファイルは、 HP-UX 「マジックナンバー」に関するすべての情報をあるファイルに配置しています。

したがって複数のマジックナンバーに同じ処理が簡単に行えます。このファイルは、ファイルでのマジックナ

ンバーの位置を(常にファイルの先頭に)指定し、次に示すマジックナンバーの構造体を指定します。

struct magic_number {

unsigned short system_id;

unsigned short file_type;

};

typedef struct magic_number MAGIC;

magic.h は、 HP-UXが動作するすべての HPマシンのシステム ID、そしてすべてのインプリメンテーションに

共通なファイルタイプの定義を含みます。実現方法に依存したファイルタイプを追加しても差し支えありませ

ん。定義済みのファイルタイプは次の通りです。

/* for object code files */

#define RELOC_MAGIC 0x106 /* relocatable only */

#define EXEC_MAGIC 0x107 /* normal executable */

#define SHARE_MAGIC 0x108 /* shared executable */

#define DEMAND_MAGIC 0x10B /* demand-load executable */

#define LISP_MAGIC 0x10C /* compiled Lisp */

#define DL_MAGIC 0x10D /* dynamic load library */

#define SHL_MAGIC 0x10E /* shared library */

#define HPE_MAGIC 0x150 /* HPE boot image */

system_id の値は、 model(4) に定義されます。

警告
cpio で管理されるファイルは、 <magic.h> と互換性のないマジックナンバーを使います。

参照
ar(1), ld(1), a.out(4), ar(4), model(4)
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名称
mnttab − マウントされたファイルシステムの表

構文
#include <mntent.h>

説明
mnttab は、ディレクトリ /etc に属し、その内容は mount コマンドでマウントされたデバイスの表です
(mount(1M) を参照)。このファイルには、マウントしたファイルシステムごとに1行ずつの情報があります。こ

れは、 fstab(4) で説明した /etc/fstabの内容と構造的に同じです。

次の形式の複数の行から成っています。

special_file_name dir type opts freq passno mount_time

これらは、次のようなエントリーから構成されています。

/dev/dsk/c0d0s0 / hfs rw 0 1 537851723

/etc/mnttab は、 getmntent() を使うプログラムからアクセスされます (getmntent(3X) を参照)。このファイルを

決して手作業で編集しないでください。また、 /etc/mnttab に正しくないエントリーを作るのに setmnt を使っ

てはいけません (setmnt(1M) を参照)。

mount_time は、ファイルシステムが mount でマウントされた時間を示します。その値は、エポック (1970年1

月1日 00:00:00 世界標準時) からの秒数とします (time(2) を参照)。

mount と umount は、ファイルシステムをマウントあるいはアンマウントすると、 mnttab ファイルをアップ

デートします。 HP-UX カーネルが内部的に管理している、マウントされたファイルシステムの表によって、
mnttab ファイルが古いとわかった場合、syncer は、mnttab を書き直します。(syncer(1M) を参照)。

警告
この表は、プログラムが、マウントしたファイルシステムの情報を返す手段としてのみ提供されています。

/etc/mnttab を決して手作業で編集しないでください。 /etc/mnttab に手作業で変更を行うと、 syncer, mount,

および umount によって、警告せずにオーバライトされます。

著者
mnttab はカリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc.、およびHPで開発されました。

ファイル
/etc/mnttab

参照
mount(1M), getmntent(3X), fstab(4).
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廃止予定
名称

model − HP-UX マシンの識別

構文
#include <model.h>

説明
ハードウェアの違いによる、複数の HP-UX インプリメンテーション間の、ある程度の違いは避けられませ

ん。このような違いがある場合、これを取り除くために条件付きのコンパイルや他の定義を使うことができま

す。その違いを解決するフラグと typedef が、 <model.h> ヘッダファイルに集められています。このファイル

には、さまざまな HP-UXインプリメンテーションを識別するための、多数の定数があります。

例えば、ヘッダファイル model.h には次は定数があります。これらの値は、 <sys/magic.h> で定義されます。

#define HP_S_500 HP9000_ID

#define HP_S_200 HP98x6_ID

#define HP_S_300 CPU_HP_MC68020

#define HP_S_800 CPU_PA_RISC1_0

#define HP_S_700 CPU_PA_RISC1_1

他のこのような定数は、 HP-UXが次のリリースで他のマシンに対応する際に、適宜加えられます。

さらに、 model.h にはプリプロセッサ定数 MYSYS を定義する1文があります。コンパイル機能を必要とする

特定のインプリメンテーションが、この定数で表されます。 MYSYS は、常に上記の定数のうちの1つと等し

くなります。

ファイルに、インプリメンテーションやアーキテクチャに依存した機能がある場合、複数の HP-UX インプリ

メンテーション上で実行されるファイルに対応するために、条件付きコンパイルを使うことができます。例と

して次のようなコードセグメントでは、if文の次は文は、システムプロセッサがHP 9000 シリーズ400機種であ

る場合にのみコンパイルされることになります。

#if MYSYS==HP_S_400

<statements>

#endif

model.h は、いくつかの定義済みの型に対するtypedefも含みます。この型は、ある種のコードやファイルの移

植性を高めるためのものです。

これらの typedef 宣言は、ヘッダファイル inttypes.h によって置き換えられました。

int8, u_int8 符号付きおよび符号なし８ビット整数型。
int16, u_int16 符号付きおよび符号なし 16 ビット整数型。
int32, u_int32 符号付きおよび符号なし 32 ビット整数型。
machptr, u_machptr ポインタを保持できる大きさの符号付きおよび符号なし整数型。

model.h ではなく、 inttypes.h を使用するためにコードを移植する場合、これらの定義は intypes.h に含まれて
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廃止予定
いる定義と一致します。

int8_t, uint8_t 符号付きおよび符号なし８ビット整数型。
int16_t, uint16_t 符号付きおよび符号なし 16 ビット整数型。
int32_t, uint32_t 符号付きおよび符号なし 32 ビット整数型。
intptr_t, uintptr_T ポインタを保持できる大きさの符号付きおよび符号なし整数型。

Cプリプロセッサにおける条件付きコンパイル変数が、インプリメンテーションに依存したコードに対処する

ために、いくつか定義されています。 cpp(1)を参照してください。

参照
cc(1), cpp(1), inttypes(5), magic(4)
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名称
named.conf − NameDaemon用構成ファイル

構文
/etc/named.conf

説明
BIND 9の構成は、BIND 8.xと概して類似しています。ただし、ビューなどの新しい構成の領域がいくつかあり

ます。ほとんど変更しなくてもBIND 8.xの構成ファイルをBIND 9.2でも使用できるはずですが、複雑な構成に

ついては見直しを行って、 BIND 9.2 で実現された新機能を使用した方が効果的にそれらの構成を実現できる

のかどうかをチェックする必要があります。 BIND 4.9.7構成ファイルをBIND 9.2のフォーマットに変換するに

はシェルスクリプト /usr/bin/named-bootconf.sh を使用します。

構成ファイルの要素
BIND 9.2の構成ファイルの記述では、以下の構成要素が使用されます。

acl_name acl ステートメントによって定義する address_match_list の名称。

address_match_list

1つまたは複数の要素 ip_addr、ip_prefix、key_id、または acl_name を含むリスト。

domain_name DNS名として使用する、引用符で囲んだ文字列。たとえば、 my.test.domain。

dotted_decimal ドット (.) のみで区切った1つまたは複数の整数。各整数の値は0から255まで。たとえば
123、45.67または89.123.45.67。

ip4_addr dotted_decimal 表記で記述した、4個の要素を含むIPv4アドレス。

ip6_addr IPv6アドレス、たとえばfe80::200:f8ff:fe01:9742。

ip_addr ip4_addr または ip6_addr。

ip_port IPポート番号。0から65535までの値を持ちます。一般に1023以下の番号は、ルートが所有す

るプロセス用として制限されています。場合によっては、ランダムな大きな番号のポートを選

択するためのプレースホルダとして、アスタリスク (*) 文字を使用することができます。

ip_prefix IPネットワーク。 ip_addr、スラッシュ (/)、ネットマスクのビット数の順で指定します。
ip_addr の後続ゼロを省略することができます。たとえば、127/8はネットワーク127.0.0.0およ

びネットマスク 255.0.0.0を表し、 1.2.3.0/28は、ネットワーク 1.2.3.0およびネットマスク
255.255.255.240を表します。

key_id 共有鍵の名称を表す domain_name。トランザクションを保護するために使用します。

key_list セミコロンで区切った1つまたは複数の key_ids を含み、末尾がセミコロンであるリスト。

number 負でない32ビットの符号なし整数(つまり、0から4294967295までのすべての整数)。使用する

状況により、指定可能な値が制限される可能性があります。
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path_name パス名として使用する、引用符で囲んだ文字列。たとえば zones/master/my.test.domain。

size_spec 数値、または"unlimited"、"default"という語。"unlimited"を size_spec に指定すると、無制限の

量、すなわち利用可能な最大の量を要求することになります。"default"を size_spec に指定す

ると、サーバーの起動時に設定された制限が適用されます。オプションとして、数値の後ろに

単位要素を指定することができます。 "K"または"k"はキロバイト、"M"または"m"はメガバイ

ト、"G"または"g"はギガバイトを表し、それぞれが1024、1024*1024、1024*1024*1024バイト

を表します。ここで指定する値は、64ビットの符号なし整数(0から18446744073709551615ま

でのすべての整数)として表現できるものでなければなりません。本当に大きな数値を設定し

たい場合は、"unlimited"を指定すると良いでしょう。

yes_or_no "yes"または"no"を指定します。"true"または"false"という語、数字の1または0を指定すること

もできます。

dialup_option yes、no、notify、notify-passive、refresh または passive のいずれかを指定します。ゾーン内で

使用する場合、 notify-passive、refresh、および passive はスレーブゾーンおよびスタブゾーン

のみに制限されます。

アドレスマッチリストの構文
address_match_list3D address_match_list_element ;

[ address_match_list_element; ... ]

address_match_list_element3D [ ! ] (ip_address [/length] |

key key_id | acl_name | { address_match_list } )

アドレスマッチリストの定義と使用法
アドレスマッチリストは、主に各種のサーバー操作に関するアクセス制御の定義に使用されます。このリスト

は、他のネームサーバーへの照会優先順位を定義したり、 named が照会をリスンする際に使用するアドレスの

設定にも使用されます。アドレスマッチリストを構成する要素として、以下の情報を使用することができま

す。

• IPアドレス(IPv4またはIPv6)

• IPプレフィックス(‘/’-表記)

• key ステートメントで定義した鍵ID

• あらかじめ acl ステートメントで定義されたアドレスマッチリストの名称

• 中かっこで囲んでネスト化したアドレスマッチリスト

先頭に感嘆符 (!) を付けることで要素を否定することができます。事前定義されたマッチリスト名として、
any、 none、 localhost、および localnets があります。これらのマッチリストの名称の詳細については、 acl ス

テートメントの項を参照してください。key句が追加されたために、この構文要素の名称が適切でなくなった

ように感じられますが、これは、セキュリティ鍵を使用すればホストやネットワークアドレスとは無関係にア

クセスの妥当性をチェックすることができるようになったためです。それでも、「アドレスマッチリスト」と

いう用語が現在も使用されています。
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指定したIPアドレスまたはプレフィックスをアドレスマッチリストと参照する場合、一致する要素が見つかる

まで、このリスト内で順番に検索が実行されます。何をもって一致したとするかは、リストの用途がアクセス

制御なのか listen-on ポートの定義なのか、および要素が否定形かどうかによって異なります。アクセス制御リ

ストとして使用する場合、一致したものが否定形でなければアクセスが許可され、否定形であればアクセスが

拒否されます。一致するものがない場合、アクセスは拒否されます。

オプションやゾーンで指定できる allow-notify、 allow-query、 allow-transfer、 allow-update、および black-

hole などの句ではアドレスマッチリストが使用されます。同様に、 listen-on オプションを指定した場合、リス

ト内でアドレスが見つからないマシンについては、サーバーが照会を受け付けなくなります。

このアルゴリズムでは最初に一致したものが採用されるので、リスト内の他の要素のサブセットを定義するよ

うな要素がある場合は、否定形であるかどうかとは無関係に、それを制限の緩い要素の前に配置する必要があ

ります。たとえば、 1.2.3/24; ! 1.2.3.13; というリストの場合、要素1.2.3.13には意味がありません。なぜなら

ば、このアルゴリズムによって1.2.3.13に対する検索を実行した場合は、要素1.2.3/24に該当することになるか

らです。 ! 1.2.3.13; 1.2.3/24 を使用すれば、否定形によって1.2.3.13がブロックされ、その他のホスト1.2.3.*はす

べて通過するので、この問題は修正されます。

コメントの構文
BIND 9.2の構成ファイルでは、C、C++、またはshell/perlの構文でコメントを記述することができます。

警告: ゾーンファイルとは異なり、BIND 9.2の構成ファイルではコメントの開始文字としてセミコロン (;) を使

用することはできません。セミコロンは構成ステートメントの終端を表します。

構成ファイルの文法
BIND 9.2の構成ファイルはステートメントとコメントから成ります。ステートメントの終端はセミコロンで

す。中かっこで囲まずに書き込むことのできる要素は、ステートメントとコメントだけです。多くのステート

メントには、サブステートメントのブロックが含まれますが、このサブステートメントの終端はセミコロンで

す。以下のステートメントがサポートされます。

acl アクセス制御およびその他の目的のために、namedのIPアドレスマッチリストを定義します。

controls rndcユーティリティが使用する制御チャネルを宣言します。

include ファイルをインクルードします。

key TSIGを使用した認証と認可で使用する鍵情報を指定します。

logging サーバーによるロギングの対象と、ログメッセージの送信先を指定します。

options グローバルなサーバー構成オプションを制御し、その他のステートメントのデフォルト値を設

定します。

server 一定の構成オプションを、各サーバーごとに設定します。

trusted-keys 信頼できるDNSSEC鍵を定義します。
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view ビューを定義します。

zone ゾーンを定義します。

構成ファイルの中では、 logging ステートメントおよび options ステートメントをそれぞれ1回だけ使用するこ

とができます。

aclステートメントの文法
acl acl-name {

address_match_list

};

aclステートメントの定義と使用法
acl ステートメントによって、アドレスマッチリストに文字による名称を割り当てます。アドレスマッチリス

トの主な使用法を表す名称を割り当ててください。たとえば"Access Control Lists"(ACL)。アドレスマッチリス

トの名称は他で使用する前に、 acl ステートメントによって事前に定義されていなければなりません。事後定

義は許されません。以下のACLは組み込みです。

any すべてのホストを許可します。

none すべてのホストを拒否します。

localhost システムのすべてのネットワークインタフェースのIPv4アドレスを許可します。

localnets システムとのインタフェースを持つIPv4ネットワーク上のすべてのホストを許可しま

す。

localhost ACLと localnets ACLは現時点でIPv6をサポートしていません(つまり、 localhost を指定してもホスト

のIPv6アドレスは許可されず、 localnets を指定してもIPv6ネットワーク上のホストは許可されません)。これ

は、あるホストのローカルIPv6アドレスの完全なセットを判別する標準的な手段が存在しないためです。

controlsステートメントの文法
controls {

inet (ip_addr| * ) [port ip_port] allow { address_match_list }

keys { key_list };

[ inet ...; ]

};

controlsステートメントの定義と使用法
controls ステートメントは、ローカルなネームサーバーの操作のために、システム管理者によって使用される

制御チャネルを宣言します。これらの制御チャネルは、 rndc ユーティリティによって、ネームサーバーにコ

マンドを送信したり、ネームサーバーから非DNS結果を取り出す際に使用されます。

inet 制御チャネルとはインターネットにアクセスできるTCP/IPソケットのことであり、指定した ip_addr 上

の、指定した ip_port 上に作成されます。ポートを指定しない場合は、デフォルト値としてポート953が使用さ

れます。 ip_port として * を使用することはできません。
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制御チャネルを通じてコマンドを発行する機能は、 allow 句および keys 句によって制限されます。制御チャネ

ルとの接続が許可されるかどうかは、 address_match_list で指定したアドレスのパーミッションによって決ま

ります。 address_match_list の key_id メンバーは無視され、代わりに key_list に従って独自に解釈されます。

サーバーとコマンドクライアントの間の各メッセージにデジタル署名することにより、制御チャネル上でやり

とりされるコマンドとそれに対する応答を認証するために、 key_list 内の各 key_id を使用できます。制御チャ

ネルに対するコマンドが承認されるためには、指定した鍵のいずれかによる署名がなければなりません。

controls ステートメントが記述されていない場合、 named は、ループパックアドレス127.0.0.1およびこれと対

応するIPv6の::1上でリスンするデフォルトの制御チャネルをセットアップします。 controls ステートメントが

ないか、または controls ステートメントがあっても keys 句がない場合、 named はコマンドチャネル鍵を、
/etc 内の rndc.key からロードしようとします。 rndc.key ファイルを作成するには、 rndc-confgen -a を実行し

ます。 rndc.key 機能は、BIND 8からのシステム移行を促進するために導入されました。 BIND 8ではコマンド

チャネルメッセージのデジタル署名はサポートされず、したがって keys 句もありませんでした。

rndc.key 機能の目的は、BIND 8の構成ファイルとの後方互換性をとることだけなので、あまり高度な構成を行

うことはできません。鍵名やシークレットのサイズを簡単に変更することはできないので、変更する必要があ

る場合には、独自の鍵を使用して rndc.conf ファイルを作成する必要があります。 rndc.key ファイルには、

ファイルの所有者( named を実行しているユーザー)だけにアクセスを許可するパーミッションが設定されてい

ます。他のユーザーにも rndc コマンドへのアクセスを許可できるような柔軟性を持たせたい場合は、
rndc.conf ファイルを作成し、該当する rndc コマンドヘのアクセスを許可するユーザーが所属するグループに

対して、その rndc.conf への読み取り権限を与える必要があります。

BIND 8のUNIX制御チャネルタイプはBIND 9.2ではサポートされておらず、将来のリリースでも追加されるこ

とは期待できません。BIND 8の構成ファイルから継承した controls ステートメントに含まれる場合、そのよう

なタイプは無視され警告が記録されます。

includeステートメントの文法
include filename;

includeステートメントの定義と使用法
include ステートメントを記述すると、 include ステートメントが出現した場所に、指定したファイルが挿入さ

れます。 include ステートメントを使用すれば、特定の部分に関する読み書きのみを許可し、その他には影響

を及ぼさないということも可能になるので構成ファイルを管理しやすくなります。たとえば、特定のネーム

サーバーだけが読める秘密鍵をインクルードすることができます。

keyステートメントの文法
key key_id {

algorithm string;

secret string;

};
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keyステートメントの定義と使用法
key ステートメントにより、TSIGと併用する共有秘密鍵を定義します。構成ファイルの最上位で、または view

ステートメントの内部で key ステートメントを使用することができます。最上位のkeyステートメントで定義

された鍵であれば、すべてのビュー内で使用することができます。 controls ステートメント内で使用したい鍵

があるならば、その鍵を最上位で定義しなければなりません。

key_id 、すなわち鍵名は、鍵を一意に識別するドメイン名です。この鍵を server ステートメントで使用すれば

この鍵を署名として要求に添付することができ、アドレスマッチリスト内で使用すれば、着信要求にこの名

称、アルゴリズム、およびシークレットファイルと一致する鍵による署名が含まれるかどうかを確認すること

ができます。

algorithm_id は、セキュリティ /認証アルゴリズムを指定する文字列です。現時点では、"hmac-md5"が唯一
TSIG認証にサポートされているアルゴリズムです。 secret_string は、このアルゴリズムによって使用される、
base-64方式でエンコードされたシークレット文字列です。

loggingステートメントの文法
logging {

[ channel channel_name {

( file path name

[ versions ( number | unlimited ) ]

[ size size spec ]

| syslog syslog_facility

| stderr

| null );

[ sev erity (critical | error | warning | notice |

info | debug [ level ] | dynamic ); ]

[ print-category yes or no; ]

[ print-severity yes or no; ]

[ print-time yes or no; ]

}; ]

[ category category_name {

channel_name ; [ channel_name ; ... ]

}; ]

...

};

loggingステートメントの定義と使用法
logging ステートメントによって、ネームサーバーに関する各種のロギングオプションを構成します。 channel

フレーズによって、出力方法、フォーマットオプション、および重要度レベルを名称と関連付けます。この名

称をcategoryフレーズと併用すれば、各クラスのメッセージの記録方法を選択することができます。

複数のチャネルまたはカテゴリを定義する場合でも、使用する logging ステートメントは1つだけです。
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logging ステートメントがない場合、ロギングの構成は次のようになります。

logging {

category "unmatched" { "null"; };

category "default" { "default_syslog"; "default_debug"; };

};

BIND 9.2の場合、構成ファイル全体の解析が終了するまでロギング構成は設定されません。BIND 8の場合は、
logging ステートメントの解析が終了した時点で設定されていました。サーバーが起動すると、構成ファイル内

の構文エラーに関するロギングメッセージは、すべてデフォルトのチャネルに送信されます。 -g オプションが

指定されていた場合は標準エラーに送信されます。

channelフレーズ
すべてのログ出力は1つまたは複数のユーザー定義チャネルまたは事前定義されたチャネルに送信されます。

すべての channel 定義ではあて先句を指定しなければなりません。この句により、該当するチャネルに割り当

てられたメッセージを、ファイルに送るのか、特定のsyslogファシリティに送るのか、標準エラーストリーム

に送るのか、それとも破棄するのかを定義します。またオプションとして、該当するチャネルで受け付ける

メッセージの重要度レベルを制限したり(デフォルト値は info です)、namedが生成したタイムスタンプ、カテ

ゴリ名、または重要度レベルを含めるかどうか(デフォルトでは何も含めません)を設定することができます。

該当するチャネルに対して送信されたメッセージのあて先句が null であるためにすべて破棄される場合、
channelオプションは意味がありません。

file あて先句によって、チャネルにディスクファイルを指定します。ファイルのサイズに関する制限、および

ファイルを開くたびに保存されるファイルのバージョン番号に関する制限を組み込むこともできます。

ログファイルの versions オプションを使用した場合、 named はファイルを開くときに、複数のバックアップ

バージョンのファイルの名称変更を行うことにより、それらのファイルを残します。

たとえば、 lamers.log ファイルの古いバージョンを3つ保管することにした場合、このファイルを開く直前に

lamers.log.1 は lamers.log.2 と名称変更され、

lamers.log.0 は lamers.log.1 と名称変更され、

lamers.log は lamers.log.0 と名称変更されます。

バージョンの数を制限したくない場合は、 versions unlimited を使用します。ログファイルに対して size オプ

ションが指定されている場合は、ファイルを開いたために指定されたサイズを超過した場合に限って、名称変

更が行われます。デフォルトではバックアップバージョンは保存されません。単純に既存のログファイルに追

加されます。

ファイルの size オプションは、ログのサイズを制限するために使用されます。ファイルのサイズが制限を超過

した場合、そのファイルに versions オプションが指定されている場合を除き、 named はそのファイルへの書

き込みを停止します。バックアップバージョンが保管されている場合、それらのファイルは前述のようにロー

ルバックされ、新しいファイルが開かれます。 versions オプションが指定されていない場合は、ログファイル

を削除するか、最大サイズを超過しないように縮小しない限り、そのログにデータを書き込むことができなく
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なります。デフォルトでは、ファイルのサイズに制限はありません。

sizeオプションと versions オプションの使用例:

channel "an_example_channel" {

file "example.log" versions 3 size 20m;

print-time yes;

print-category yes;

};

syslog あて先句によって、チャネルにシステムログを指定します。引き数は、 syslog(3C) のマンページで説明

されているsyslogファシリティです。 syslog(3C) マンページでは、このファシリティに対して送信されたメッ

セージを syslog がどのように処理するかが説明されています。 openlog() 関数の引き数が2つしかないような、

非常に古いバージョンの syslog を使用したシステムでは、 syslog あて先句は無視されます。

severity 句の機能は、syslogの"priorities"と同様ですが、 syslog を使用せずに直接ファイルに書き込む場合にも

使用できる点が異なります。指定した重要度レベルより下のメッセージは、該当するチャネルに対し選択され

ません。指定したレベルより高いメッセージが受け付けられます。 syslog を使用している場合は、最終的にど

のメッセージを通過させるのかを決定する際に syslog.conf の優先度も考慮されます。

たとえば、 daemon としてのチャネルファシリティと重要度を定義し、 debug は実行するものの syslog.conf を

通じて daemon.warning しか記録しないように定義した場合、重要度がinfoまたはnoticeのメッセージは除外さ

れます。逆の状況、すなわちwarning以上のメッセージのみを named が書き込む場合、 syslogd はこのチャネ

ルから受信したすべてのメッセージを出力することになります。

stderr あて先句によって、チャネルにサーバーの標準エラーストリームを指定します。サーバーがフォアグラ

ウンドプロセスとして動作する場合、たとえば構成をデバッグする場合にこの句を使用します。

デバッグモードで動作する場合、サーバーは広範なデバッグ情報を提供することができます。サーバーのグ

ローバルデバッグレベルがゼロより大きい場合、デバッグモードがアクティブになります。グローバルデバッ

グレベルが設定されるのは、 -d フラグの後ろに正の整数を指定してnamedサーバーを起動した場合、または
rndc トレースによって起動した場合です。グローバルデバッグレベルをゼロと設定するか、 rndc notrace を実

行すれば、デバッグモードを無効にできます。サーバー上のすべてのデバッグメッセージはデバッグレベルを

持ち、デバッグレベルを大きくすると、より詳細な出力が得られます。次に例を示します。

channel "specific_debug_level" {

file "foo";

severity debug 3;

};

上記の例で、特定のデバッグ重要度が指定されたチャネルには、グローバルデバッグレベルとは無関係に、

サーバーがデバッグモードに入った場合には、必ずレベル3以下のデバッグ出力が送信されます。 dynamic 重

要度が指定されたチャネルは、サーバーのグローバルレベルを使用することで、出力すべきメッセージを決定

します。
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print-time が有効な場合は、日付と時刻が記録されます。 print-time をsyslogチャネルに対して指定することは

できますが、通常、 syslog は日時も出力するのであまり意味はありません。 print-category を要求する場合

は、メッセージのカテゴリも記録されます。最後に、 print-severity がONの場合は、メッセージの重要度レベ

ルが記録されます。 print- オプションを好きなように組み合わせることができます。出力の順序はつねに日

時、カテゴリ、重要度です。3つの print- オプションをすべてONにした場合の例を以下に示します。

28-Feb-2000 15:05:32.863 general: notice: running

namedのデフォルトのロギング用に使用される、事前定義された以下の4つのチャネルがあります。

channel "default_syslog" {

syslog daemon; // syslogのデーモン
// ファシリティに送信する

severity info; //重要度がinfo以上の
// メッセージのみを送信する

};

channel "default_debug" {

file "named.run"; //作業ディレクトリ内の
// named.runに書き込む
// 注記: ’-f ’オプションを指定
// してサーバーを起動した場合、
// "named.run"ではなく
// stderrが使用される。

severity dynamic; //サーバーの現在のデバッグ
// レベルに従って記録する。

};

channel "default_stderr" { // stderrに書き込む
stderr;

severity info; //重要度がinfo以上の
// メッセージを送信する

};

channel "null" {

null; //このチャネルに送信された
// メッセージをすべて通過させる

};

default_debug チャネルは特別な属性を持ち、サーバーのデバッグレベルが非ゼロの場合にしか出力を生成しま

せん。通常はサーバーの作業ディレクトリ内の named.run ファイルに書き込みます。
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セキュリティ上の理由から、 -u コマンド行オプションを使用した場合、 named が新しいUIDに切り替わり、

かつ named の起動中またはルートとして動作中に生成されたデバッグ出力がすべて破棄されるまで、
named.run ファイルは作成されません。この出力を取り込む必要がある場合は、 -g オプションを指定してサー

バーを起動し、標準エラーをファイルにリダイレクトしなければなりません。

いったん定義したチャネルを再定義することはできません。したがって、組み込みチャネルを直接に変更する

ことはできません。ただし、定義済のチャネルに対してカテゴリを指定することでデフォルトのロギングを修

正することはできます。

categoryフレーズ
事前定義されたカテゴリを使用すれば、管理者は記録対象とするメッセージや、それらのメッセージの記録場

所を微調整することができます。カテゴリとしてチャネルのリストが指定されていない場合、そのカテゴリ内

のメッセージは default のカテゴリへと送信されます。 default のカテゴリが指定されていない場合は、以下の

カテゴリが使用れさます。

category "default" { "default_syslog"; "default_debug"; };

たとえば、セキュリティイベントをファイルに記録し、さらにデフォルトのロギング機能をそのまま利用した

い場合は、以下のように指定する必要があります。

channel "my_security_channel" {

file "my_security_file";

severity info;

};

category "security" {

"my_security_channel";

"default_syslog";

"default_debug";

};

あるカテゴリに属するメッセージをすべて破棄するには、以下のように null チャネルを指定します。

category "xfer-out" { "null"; };

category "notify" { "null"; };

利用可能なカテゴリと、各カテゴリに含まれるログ情報のタイプの簡単な説明を以下に示します。将来のBIND

のリリースではカテゴリが追加される可能性があります。

default デフォルトのカテゴリによって、特定の構成が定義されていないカテゴリのためのロギングオ

プションが定義されます。

general 一般カテゴリ。すべての未分類カテゴリは、このカテゴリに属します。

database データベースと関連するメッセージ。ネームサーバーがゾーンとキャッシュのデータを保存す

るために内部的に使用します。
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security 要求の承認と拒否。

config 構成ファイルの解析と処理。

resolver DNS解決、たとえばクライアントの代わりにキャッシングネームサーバーによって実行され

る再帰参照。

xfer-in サーバーが受信しているゾーン転送。

xfer-out サーバーが送信しているゾーン転送。

notify NOTIFYプロトコル。

client クライアント要求の処理。

unmatched named がクラスを判別できなかったメッセージ、または一致するビューが存在しなかった

メッセージ。1行サマリーもクライアントカテゴリに記録されます。このカテゴリは、fileまた

はstderrに送信するのが適切ですが、デフォルトではnullチャネルに送信されます。

network ネットワーク操作。

update 動的更新。

queries 照会ロギングの有効化。

dispatch 着信パケットをそれらを処理する各サーバーモジュールにディスバッチします。

dnssec DNSSECプロトコルとTSIGプロトコルの処理。

lame-servers Lame server。これはリモートサーバーにおける構成ミスであり、解決中にBIND 9がそれらの

サーバーを照会しようとして発見したものです。

lwresステートメントの文法
named.conf ファイルにおける lwresステートメントの文法を以下に示します。

lwres {

[ listen-on { ip_addr [port ip_port] ; [ ip_addr [port ip_port] ;

... ] }; ]

[ view view_name; ]

[ search { domain_name ; [ domain_name ; ... ] }; ]

[ ndots number; ]

};

lwresステートメントの定義と使用法
lwres ステートメントによって、ネームサーバーを軽量リゾルバサーバーとしても機能するように構成しま

す。異なる属性を持つ軽量リゾルバサーバーを構成する、複数の lwres ステートメントを使用することができ

ます。 listen-on ステートメントによって、軽量リゾルバデーモンが要求を受け付ける際に使用するアドレスと

ポートの一覧を指定します。ポートを指定しない場合は、ポート921が使用されます。このステートメントを

省略した場合、要求はアドレス127.0.0.1のポート921上で受け付けられます。
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view ステートメントによって、この軽量リゾルバデーモンのインスタンスをDNSネームスペース内のビューと

バインドし、このビューを参照する通常のDNS照会と同じ方法で応答が構築されるようにします。このステー

トメントを省略した場合はデフォルトのビューが使用されますが、デフォルトのビューがない場合はエラーが

トリガーされます。

search ステートメントは、 /etc/resolv.conf 内のsearchステートメントと等価です。このステートメントによ

り、照会に含まれる相対名称に追加されたドメインのリストが得られます。

ndots ステートメントは、 /etc/resolv.conf 内の ndots ステートメントと等価です。このステートメントにより、

検索パス要素を追加する前に完全一致参照に使われる相対ドメイン名に含まれるドットの最小数を指定しま

す。

optionsステートメントの文法
named.conf ファイルに含まれる options ステートメントの文法を以下に示します。

options {

[ version version_string; ]

[ directory path_name; ]

[ tkey-domain domainname; ]

[ tkey-dhkey key_name key_tag; ]

[ dump-file path_name; ]

[ pid-file path_name; ]

[ statistics-file path_name; ]

[ zone-statistics yes_or_no; ]

[ auth-nxdomain yes_or_no; ]

[ dialup dialup_option; ]

[ minimal-responses yes_or_no; ]

[ notify yes_or_no | explicit; ]

[ recursion yes_or_no; ]

[ forward ( only | first ); ]

[ forwarders { ip_addr [port ip_port] ;

[ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]

[ allow-notify { address_match_list }; ]

[ allow-query { address_match_list }; ]

[ allow-transfer { address_match_list }; ]

[ allow-recursion { address_match_list }; ]

[ allow-v6-synthesis { address_match_list }; ]

[ blackhole { address_match_list }; ]

[ listen-on [ port ip_port ] { address_match_list }; ]

[ listen-on-v6 [ port ip_port ] { address_match_list }; ]

[ query-source [ address ( ip_addr | * ) ]
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[ port ( ip_port | * ) ]; ]

[ max-transfer-time-in number; ]

[ max-transfer-time-out number; ]

[ max-transfer-idle-in number; ]

[ max-transfer-idle-out number; ]

[ tcp-clients number; ]

[ recursive-clients number; ]

[ serial-query-rate number; ]

[ transfer-format ( one-answer | many-answers ); ]

[ transfers-in number; ]

[ transfers-out number; ]

[ transfers-per-ns number; ]

[ transfer-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ transfer-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ notify-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ notify-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ also-notify { ip_addr [port ip_port] ;

[ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]

[ coresize size_spec ; ]

[ datasize size_spec ; ]

[ files size_spec ; ]

[ stacksize size_spec ; ]

[ cleaning-interval number; ]

[ heartbeat-interval number; ]

[ interface-interval number; ]

[ sortlist { address_match_list }];

[ lame-ttl number; ]

[ max-ncache-ttl number; ]

[ max-cache-ttl number; ]

[ sig-validity-interval number ; ]

[ use-ixfr yes_or_no ; ]

[ provide-ixfr yes_or_no; ]

[ request-ixfr yes_or_no; ]

[ min-refresh-time number ; ]

[ max-refresh-time number ; ]

[ min-retry-time number ; ]

[ max-retry-time number ; ]

[ port ip_port; ]

[ additional-from-auth yes_or_no ; ]
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[ additional-from-cache yes_or_no ; ]

[ random-device path_name ; ]

[ max-cache-size size_spec ; ]

[ match-mapped-addresses yes_or_no; ]

};

optionsステートメントの定義と使用法
options ステートメントによって、BINDが使用するグローバルオプションをセットアップします。構成ファイ

ルの中ではこのステートメントを1回だけ使用することができます。複数回使用されている場合は、最初に見

つかったステートメントによって、実際に使用されるオプションが決定され、警告が生成されます。 options

ステートメントがない場合は、各オプションにデフォルト値が設定されたoptionsブロックが使用されます。

version クラスCHAOSに属する名称 version.bind に対する照会により、サーバーから報告されるバー

ジョン。デフォルト値は、このサーバーの本当のバージョン番号です。

directory サーバーの作業ディレクトリ。構成ファイル内に相対パス名がある場合、それらはこのディレ

クトリに対する相対パス名とみなされます。ほとんどのサーバー出力ファイル(named.runな

ど)のデフォルトの位置は、このディレクトリです。 directoryを指定しない場合、作業ディレ

クトリのデフォルト値として (.) 、つまり起動されたサーバーを含むディレクトリが設定され

ます。ディレクトリは絶対パスで指定しなければなりません。

tkey-domain TKEYを使用して生成したすべての共有鍵の名称に追加されるドメイン。クライアントが
TKEY交換を要求する場合、クライアントは目的の鍵の名称を指定してもしなくてもかまいま

せん。存在した場合の共有鍵の名称は、クライアントが指定した部分 + tkey-domain となり

ます。存在しない場合の共有鍵の名称は、ランダムな 16進数値 + tkey-domain となります。

ほとんどの場合、ドメイン名はサーバーのドメイン名である必要があります。

tkey-dhkey サーバーが、TKEYの Diffie-Hellman モードを使用してクライアントと共有する鍵を生成する

際に使用する、 Diffie-Hellman 鍵。サーバーは公開鍵と秘密鍵を作業ディレクトリ内のファイ

ルからロードすることができなければなりません。ほとんどの場合、keynameがサーバーのホ

スト名である必要があります。

dump-file サーバーが rndc dumpdb によってデータベースをダンプする場合の、出力先ファイルのパス

名。デフォルト値は named_dump.db です。

pid-file サーバーがプロセス IDを出力する場合の、出力先ファイルのパス名。指定しない場合のデ

フォルトのパス名は /var/run/named.pid です。 pidファイルは、稼働中のネームサーバーにシ

グナルを送信する必要のあるプログラムによって使用されます。

statistics-file サーバーが rndc statsを使用して統計情報を追加する場合の、追加先ファイルのパス名。デ

フォルト値は、サーバーの現在のディレクトリに含まれる named.stats です。

port サーバーがDNSプロトコルトラフィックを送受信する際に使用するUDP/TCPポート番号。デ

フォルト値は53です。このオプションの主な目的は、サーバーのテストです。 53以外のポー
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トを使用するサーバーは、グローバルDNSと通信することができなくなります。

random-device サーバーが使用するエントロピーの源。エントロピーは主に、TKEYトランザクションや符号

付きゾーンの動的更新などのDNSSEC操作に関して必要となります。このオプションによっ

て、エントロピーの読み込み元とするデバイス(またはファイル)を指定します。ファイルを指

定した場合に、そのファイルが使い果たされると、エントロピーを必要とする操作は失敗する

ことになります。デフォルト値は /dev/random (または等価なファイル)が存在するならばこの

ファイルとなり、存在しなければデフォルト値はありません。 random-device オプションが効

果を持つのは、サーバー起動時の初期構成のロード中であり、その後の再ロード時には無視さ

れます。

ブール値のオプション
auth-nxdomain

"yes"を指定すると、サーバーが実際には信頼できない場合でも、つねにNXDOMAIN応答につい

てAAビットが設定されます。デフォルト値は"no"です。古いバージョンのBINDを使用している

場合は、このオプションを"yes"と設定する必要があるかもしれません。

dialup "yes"と設定した場合、サーバーはすべてのゾーンを、要求時ダイヤルによるダイヤルアップリン

ク経由でゾーン転送を行っているかのように扱います。このダイヤルアップリンクは、このサー

バーから通信が始まった場合に立ち上げられるものです。これは、ゾーンのタイプによって異な

る効果をもたらし、ゾーンの保守に専念できるようになります。ハートビート間隔ごとに1回、

理想的には1回の呼び出しの間という短い間隔でゾーンの保守を行えるようになります。また、

通常のゾーン保守にかかるトラフィックをいくらか抑えることもできます。デフォルト値は"no"

です。 dialup オプションを、viewステートメントまたはzoneステートメントで指定することもで

きます。どちらの場合でも、グローバルなdialupオプションが無効になります。

ゾーンがマスターゾーンの場合、サーバーはすべてのスレーブに対してNOTIFY要求を送信しま

す。その結果スレーブでゾーンのシリアル番号チェックがトリガーされる(NOTIFYがサポートさ

れる場合)ので、スレーブは接続がアクティブである間にゾーンを確認することができます。

ゾーンがスレーブゾーンまたはスタブゾーンの場合、サーバーは通常の「ゾーン更新」(リフレッ

シュ)照会を抑制して、ハートビート間隔が超過したとき限り、NOTIFY要求の送信に加えて照会

を実行します。

細かく制御するためには、NOTIFYメッセージのみを送信する notify 、NOTIFYメッセージを送

信して通常のリフレッシュ照会を抑制する notify-passive 、通常のリフレッシュ処理を抑制して

ハートビート間隔が超過したときにリフレッシュ照会を送信する refresh 、および通常のリフ

レッシュ処理を無効化するだけの passive を使用します。

minimal-responses

"yes"を指定した場合、サーバーは応答の生成時に権限に対してのみレコードを追加し、必要に応

じて委託、否定応答といった追加データセクションを生成します。そうすることで、サーバーの

性能が向上する可能性があります。デフォルト値は"no"です。
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notify "yes"(デフォルト値)を指定した場合、信頼できるサーバーと関連するゾーンに変化があった場合

に、DNS NOTIFYメッセージが送信されます。メッセージは、ゾーンのNSレコード内にリストさ

れたサーバー (SOA MNAMEフィールドで指定されたマスターサーバーを除く )、および also-

notify オプションでリストされたサーバーに対して送信されます。explicitの場合、通知メッセー

ジは、 also-notify によって明示的にリストしたサーバーだけに送信されます。"no"の場合、通知

メッセージは送信されません。

notify オプションをzoneステートメントで指定することもできます。その場合は、optionsステー

トメントで指定した notify は変更されます。このオプションは、スレーブがクラッシュする場合

に限り無効にする必要があります。

recursion "yes"を指定し、かつDNS照会によって再帰処理が要求される場合、サーバーは照会に応答しよう

とします。 recursionがOFFで、かつサーバーが答えることができない場合、サーバーは委託応答

を返します。デフォルト値は"yes"です。recursionを"no"と設定しても、クライアントがサーバー

のキャッシュ内のデータを取得することを予防できないことに注意してください。予防できるの

は、クライアントからの照会の結果として新しいデータがキャッシュされることだけです。
NOTIFYアドレス検索など、サーバーの内部操作の結果としてのキャッシングは引き続き行われ

ます。

zone-statistics

"yes"を指定した場合、デフォルトでサーバーは、サーバー内のすべてのゾーンに関する統計デー

タを収集します。それらの統計情報にアクセスするには、 rndc stats を使用します。その場合

は、statistics-file内にリストされたファイルにダンプ出力されます。

provide-ixfr 句によって、指定されたリモートサーバーつまりスレーブから要求があった場合に、マスターと

して機能するローカルサーバーが差分ゾーン転送に応答するかどうかを決定します。 "yes"を設定

した場合は、可能な限り差分転送が実行されます。 "no"と設定した場合、リモートサーバーに対

するすべての転送は非差分となります。何も設定しない場合は、ビューまたはグローバルオプ

ションブロック内の provide-ixfr オプションの値がデフォルト値として使用されます。

request-ixfr request-ixfr 句によって、スレーブとして機能するローカルサーバーが、指定したリモートサー

バーつまりマスターからの差分ゾーン転送を要求するかどうかを決定します。設定しない場合

は、ビューまたはグローバルオプションブロック内の request-ixfr オプションの値が使用されま

す。

additional-from-auth, additional-from-cache

これらのオプションによって、追加データを含む照会に応答する場合、またはCNAMEとDNAME

チェインがある場合の、信頼できるサーバーの機能を制御します。

これらのオプションを両方とも"yes"(デフォルト)と設定し、かつ照会に対して、応答として信頼

できるデータ(サーバー内で構成されたゾーン)が提供される場合、その応答の追加データセク

ションには、他の信頼できるゾーンおよびキャッシュのデータが入力されます。場合によって

は、これが望ましくないことがあります。たとえば、キャッシュが正確かどうか不明な場合、ま
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たは信頼できないサードパーティによってスレーブゾーンが追加または修正される可能性のある

サーバーの場合です。また、この追加データに対する検索が実行されないようにすれば、追加セ

クションに与えられた情報を解決するための追加照会が必要になる可能性はありますが、サー

バーの動作が速くなります。たとえば、ある照会によってホストfoo.example.comのMXレコード

が要求されて、"MX 10mail.example.net"レコードが見つかった場合、通常は、 mail.example.netに

対するアドレスレコード(A、A6、およびAAAA)が既知である場合には、このレコードも提供さ

れます。これらのオプションを"no"と設定すると、上記のような機能が無効になります。これら

のオプションは、authoritative-onlyサーバーやauthoritative-onlyビュー内で使用すること意図したも

のです。 recursionに"no"を指定せずに、これらのオプションに"no"を設定しても、サーバーは無

視して警告メッセージを記録します。

additional-from-cache no を指定すると、実際に追加データの参照についてだけでなく、応答の参

照についてもキャッシュの利用が無効化されます。通常は、キャッシュしたデータが正確である

かどうかが問題になるようなauthoritative-onlyサーバーでは、これが望ましい動作です。

ネームサーバーに対して、提供されるゾーンの最上位にある名称に関する非再帰照会が行われた

場合、通常はルートサーバー、または照会名の親として認識されているサーバーに対する「上方

委託」を応答として返します。

上方委託に含まれるデータはキャッシュ内にあるため、 additional-from-cache no が指定されて

いる場合、サーバーは上方委託を返すことができません。その代わりに、サーバーはそのような

照会に対してREFUSEDを返します。それでも解決プロセスに関しては上方委託が必要ないの

で、問題は発生しないはずです。

match-mapped-addresses

"yes"を指定した場合、IPv4にマップされたIPv6アドレスは、対応するIPv4アドレスを持つすべて

のアドレスマッチリストエントリに一致します。

転送
転送機能を使用すれば、サイト規模の大きなキャッシュを少数のサーバー上に作成できるので、外部のネーム

サーバーとのリンクを経由するトラフィックを軽減することができます。また、インターネットには直接アク

セスできないものの、外部の名称を検索したいサーバーに照会を実行させることもできます。転送が実行され

るのは、要求された照会についてサーバーが信頼できず、かつキャッシュ内に答えがない場合に限られます。

forward このオプションが意味を持つのは、forwardersリストが空でない場合に限られます。デフォルト値

は first で、その場合サーバーはまず転送を行うサーバーに対して照会を行い、答えが得られない

場合には、サーバー自身が答えを検索します。 only を指定すると、サーバーは転送を行うサー

バーに対する照会のみを実行します。

forwarders 転送用のIPアドレスを指定します。デフォルト値は、空のリスト(転送を実行しない)です。

ドメイン単位で転送を構成することもできます。その場合は、様々な方法でグローバルな転送オプションを変

更することができます。特定のドメインについて、別の転送サーバーを使用させたり、 forward only/first の動

作を変えたり、転送を無効にしたりするよう設定できます。

Section 4-282 Hewlett-Packard Company − 17 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



named.conf(4) named.conf(4)

アクセス制御
サーバーに対するアクセスを、要求元システムのIPアドレスに従って制限することができます。

allow-notify ゾーンに変化のあったことをゾーンマスターおよびスレーブに通知してもよいホストを指定し

ます。 allow-notify をzoneステートメントで指定することもできます。その場合は、 allow-

notify ステートメントのオプションが変更されます。効果があるのは、スレーブゾーンの場合

に限られます。省略した場合は、デフォルトでゾーンのマスターからの通知メッセージだけが

処理されます。

allow-query 通常の照会に応答することを、どのホストに許可するのかを指定します。 allow-query をzone

ステートメントで指定することもできます。その場合は、 allow-query ステートメントのオプ

ションが変更されます。省略した場合は、デフォルトですべてのホストから照会することがで

きます。

allow-recursion このサーバーを通じた再帰照会を、どのホストに許可するのかを指定します。省略した場合

は、デフォルトですべてのホストからの再帰照会が許可されます。ホストに対する再帰照会を

禁止したとしても、すでにサーバーのキャッシュ内にあるデータの取り出しは可能であること

に注意してください。

allow-v6-synthesis

IPv6照会に対する統合的な応答を受信する必要のあるホストを指定します。詳細については、

下記を参照してください。

allow-transfer サーバーからのゾーン転送を、どのホストに許可するのかを指定します。 allow-transfer を
zoneステートメントで指定することもできます。その場合は、 allow-transfer ステートメント

のオプションが無効になります。省略した場合は、デフォルトですべてのホストからの転送が

許可されます。

blackhole アドレスのリストを指定します。サーバーはこのリストに従って照会を拒否したり、照会を解

決したりします。リストに含まれるアドレスからの照会は応答の対象となりません。デフォル

ト値は none です。

インタフェース
listen-on オプションを使用すれば、照会に対する応答を送信する際にサーバーが使用するインタフェースと

ポートを指定することができます。 listen-on ではオプションのポートと address_match_list を指定することが

できます。サーバーはアドレスマッチリストで許可されたすべてのインタフェース上でリスンします。ポート

を指定しない場合は、ポート53が使用されます。

複数の listen-onステートメントを使用することができます。たとえば、

listen-on { 5.6.7.8; };

listen-on port 1234 { !1.2.3.4; 1.2/16; };

を指定した場合、IPアドレス5.6.7.8のポート53上のネームサーバー、またはネット1.2に属し、かつ1.2.3.4では

ないマシンのアドレスのポート1234上のネームサーバーが有効になります。 listen-on を指定しない場合、サー
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バーはすべてのインタフェース上のポート53上でリスンします。 listen-on-v6 オプションは、IPv6を使用して

送信された着信照会をリスンする際に、サーバーが使用するポートを指定するために使用されます。

IPv4の場合とは異なり、サーバーは個々のソケットを対応するIPv6インタフェースアドレスとバインドしませ

ん。その代わりに、つねにIPv6のワイルドカードアドレスでリスンします。したがって、 listen-on-v6 ステー

トメントの address_match_list 引き数について許可される値は、次の2つだけです。

{ any; }

および
{ none;}

複数の listen-on-v6 オプションを使用すれば複数のポート上でリスンできます。

listen-on-v6 port 53 { any; };

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

サーバーにIPv6アドレス上でリスンさせないようにするには、次のようにします。

listen-on-v6 { none; };

listen-on-v6ステートメントを指定しない場合、サーバーはIPv6アドレスでリスンしません。

照会アドレス
サーバーが照会に対して応答できない場合は、他のネームサーバーに照会します。 query-source によって、そ

のような照会について使用するアドレスとポートを指定します。 IPv6経由で送信された照会の場合は、別個の
query-source-v6 オプションがあります。アドレスが * であるか省略された場合は、ワイルドカードIPアドレス
(INADDR_ANY) が使用されます。ポートが * または省略された場合は、ランダムな非特権ポートが使用され

ます。デフォルトのアドレスとポートを次に示します。

query-source address * port *;

query-source-v6 address * port *

注記: query-source オプションで指定されたアドレスは、UDP照会およびTCP照会で使用されます。ただし、

ポートはUDP照会についてのみ適用されます。 TCP照会ではつねにランダムな非特権ポートが使用されます。

ゾーン転送
BINDには、ゾーン転送を容易に行い、かつ転送によってシステムにかかる負荷を制限する機構があります。以

下のオプションはゾーン転送に適用されます。

also-notify ゾーンの最新のコピーがロードされるときのNOTIFYメッセージの送信先として、ゾーンのNSレ

コードにリストされたサーバー以外に、ネームサーバーのIPアドレスを含むグローバルリストを定

義します。これは、ゾーンのコピーが素早くステルスサーバー上で確実に収束する助けになりま

す。 also-notify リストをzoneステートメントでも使用した場合は、options also-notify ステートメン

トが無効になります。zone notifyステートメントを"no"と設定すると、グローバルな also-notify リ

ストに含まれるIPアドレスには、該当するゾーンに関するNOTIFYメッセージが送信されなくなり
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ます。デフォルトでは、このリストは空(グローバル通知リストなし)です。

max-transfer-time-in

この時間(分)より長い時間を要する着信ゾーン転送を終了します。デフォルト値は120分(2時間)で

す。

max-transfer-idle-in

この時間(分)の間処理が行われない着信ゾーン転送を終了します。デフォルト値は60分(1時間)で

す。

max-transfer-time-out

この時間(分)より長い時間を要する発信ゾーン転送を終了します。デフォルト値は120分(2時間)で

す。

max-transfer-idle-out

この時間(分)の間処理が行われない発信ゾーン転送を終了します。デフォルト値は60分(1時間)で

す。

serial-query-rate

スレーブサーバーは、ゾーンのシリアル番号が変わったかどうかを確認するために、定期的にマス

ターサーバーへの照会を行います。それぞれの照会で消費されるスレーブサーバーのネットワーク

帯域はわずかです。ただし、使用帯域幅の総量を制限するために、BIND 9.2では照会送信の頻度を

制限できます。 serial-query-rate オプションの値である整数値は、秒あたりに送信される照会の最

大数を表します。デフォルト値は20です。

transfer-format

ゾーン転送を送信する際に使用できる2種類のフォーマット、つまり one-answer と many-answers

があります。transfer-formatオプションにより、マスターサーバーでどちらのフォーマットを送信す

るのかを決定します。 one-answer では、リソースレコードを転送するたびにDNSメッセージが1つ

使用されます。 many-answers では、可能な限り多くのリソースレコードが1つのメッセージ内に詰

め込まれます。 many-answers の方が効率的ですが、BIND 9.2、BIND 8.x、およびパッチ適用済の
BIND 4.9.xなど比較的新しいスレーブサーバーでしかサポートされていません。デフォルト値は
many-answers です。serverステートメントを使用すれば、サーバーごとに、 transfer-format を変更

できます。

transfers-in

並列的に動作する着信ゾーン転送の最大数。デフォルト値は10です。 transfers-in の値を大きくす

るとスレーブゾーンの収束が加速されますが、ローカルシステムにかかる負荷も大きくなります。

transfers-out

並列的に動作する発信ゾーン転送の最大数。制限を超えたゾーン転送要求は拒否されます。デフォ

ルト値は10です。
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transfers-per-ns

並列的に動作する、特定のリモートネームサーバーからの着信ゾーン転送の最大数。デフォルト値

は2です。 transfers-per-ns の値を大きくするとスレーブゾーンの収束が加速されますが、リモート

ネームサーバーにかかる負荷も大きくなります。 server ステートメントの transfers フレーズを使

用すれば、サーバーごとに transfers-per-ns を変更できます。

transfer-source

transfer-source により、サーバーが着信ゾーン転送をフェッチするために使用する IPv4 TCP接続

を、どのローカルアドレスとバインドするのかを決定します。リフレッシュ照会および転送された

動的更新で使用される発信元IPv4アドレス、およびオプションとしてのUDPポートも決定します。

このオプションを設定しない場合はシステムに制御される値がデフォルト値となります。通常この

値は、リモートエンドと「最も近い」インタフェースのアドレスとなります。このオプションを指

定する場合は、転送対象ゾーンに対するリモートエンドの allow-transfer オプションの中にそのア

ドレスがなければなりません。このステートメントにより、すべてのゾーンのtransfer-sourceが設定

されますが、構成ファイルのviewブロックまたはzoneブロックの中に transfer-source ステートメン

トを指定すれば、ビューごとまたはゾーンごとの設定ができます。

transfer-source-v6

transfer-sourceと同様ですが、ゾーン転送の実行時にIPv6が使用される点が異なります。

notify-source

notify-source により、NOTIFYメッセージを送信する際にどのローカル発信元アドレス、およびオ

プションとしてのUDPポートを使用するのかを決定します。このアドレスを、スレーブサーバーの
masters zone 句または allow-notify 句の中にも指定しなければなりません。このステートメントによ

り、すべてのゾーンの notify-source が設定されますが、構成ファイルのzoneブロックまたはviewブ

ロックの中に notify-source ステートメントを指定すれば、ゾーンごとまたはビューごとの設定がで

きます。

notify-source-v6

notify-source と同様ですが、IPv6アドレスに送信される通知メッセージに適用されます。

オペレーティングシステムのリソース制限
サーバーによるシステムリソースの使用量を制限することができます。リソース制限を指定する際に、単位付

きの値を使用できます。たとえば、制限として1ギガバイトを指定する際には、1073741824の代わりに1Gを使

用できます。 "unlimited_size_spec"を指定すると、無制限の量、すなわち利用可能な最大量を要求することにな

ります。デフォルトでは、サーバーの起動時に設定された制限が適用されます。

以下のオプションにより、ネームサーバー処理に関するオペレーティングシステムのリソース制限が設定され

ます。

coresize コアダンプの最大サイズ。デフォルト値は default です。

datasize サーバーが使用できるデータメモリーの最大量。デフォルト値は default です。サーバーによ

るメモリー使用に関するハードウェア制限です。サーバーがこの制限を超えるメモリーを割り
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当てようとすると、割り当ては失敗するので、サーバーはDNSサービスを実行できなくなる

可能性があります。したがって、サーバーによるメモリー使用量を制限する手段としてこのオ

プションが役立つことはまれですが、デフォルトでは小さすぎるオペレーティングシステムの

データサイズ制限の値を大きくするために使用することはできます。サーバーによるメモリー

使用量を制限したい場合は、代わりに max-cache-size オプションと recursive-clients オプショ

ンを使用します。

files サーバー上で同時に開くことのできるファイルの最大数。デフォルト値は unlimited です。

stacksize サーバーが使用することのできるスタックメモリーの最大量。デフォルト値は default です。

サーバーリソース制限
以下のオプションにより、オペレーティングシステムではなくサーバー自身によって内部的に消費されるサー

バーのリソースに関する制限が設定されます。

recursive-clients

サーバーがクライアントに代わって実行する、同時再帰参照の最大数。デフォルト値は1000です。

再帰参照を行う各クライアントは、大量のメモリー、およそ20キロバイトを使用するので、メモ

リーの少ないホスト上では recursive-clients オプションの値を小さくする必要があるかもしれませ

ん。

tcp-clients サーバーが受け付ける同時クライアントTCP接続の最大数。デフォルト値は100です。

max-cache-size

サーバーのキャッシュ用に使用する、バイト単位の最大メモリー量。キャッシュ内のデータ量がこ

の制限に達すると、サーバーは早めにレコードを期限切れにすることで、制限を超えないようにし

ます。複数のビューを持つサーバーでは、この制限は各ビューのキャッシュに対して個別に適用さ

れます。デフォルト値は unlimited で、TTLが期限切れになった場合に限ってレコードはキャッ

シュから削除されます。

定期タスクの間隔
cleaning-interval

サーバーは、 cleaning-interval で指定した分ごとに、期限の切れたリソースレコードをキャッシュ

から削除します。デフォルト値は60分です。 0を設定すると、定期的なクリーニングは実行されな

くなります。

heartbeat-interval

サーバーは、この時間が経過するたびに、ダイヤルアップのマークが付いたゾーンのすべてについ

て、ゾーン保守タスクを実行します。デフォルト値は60分です。適切な値は1日(1440分)までで

す。0を設定すると、ゾーン保守は実行されなくなります。

interface-interval

サーバーは、 interface-interval で設定した分ごとに、ネットワークインタフェースリストをスキャ

ンします。デフォルト値は60分です。 0を設定すると、構成ファイルのロード時にしかインタ

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 22 − Hewlett-Packard Company Section 4-287



named.conf(4) named.conf(4)

フェースのスキャンは行われなくなります。スキャン後に新しいインタフェースが見つかった場合

は、そのインタフェース上でリスナーが起動されます( listen-on 構成によって許される場合)。なく

なったインタフェース上のリスナーはクリーンアップされることになります。

sortlistステートメント
DNS照会に対する応答が、リソースレコードセット(RRset)を形成する複数のリソースレコード(RR)から構成さ

れることがあります。通常、ネームサーバーから返されるRRsetに含まれるRRの順序は決まっていません。し

たがってクライアントリゾルバのコードは、RRを適切に並べ替える、つまりローカルネット上のアドレスを他

のアドレスに優先させる必要があります。ただし、すべてのリゾルバがこれを実行できるわけではなく、すべ

てのリゾルバが正確に構成されているわけでもありません。クライアントがローカルサーバーを使用している

場合は、そのサーバー上でクライアントのアドレスを基準としたソートを実行できます。そのためには、全ク

ライアントではなく、ネームサーバーのみを構成すれば済みます。sortlistステートメント(後述のsortlistの項を

参照)は、 address_match_list を受け付けて解釈します。sortlist内の各最上位のステートメントは、それ自身が
1つまたは2つの要素を含む明示的な address_match_list でなければなりません。最上位の各リストの最初の要

素(候補はIPアドレス、IPプレフィックス、ACL名、またはネストした address_match_list) は、該当するもの

が見つかるまで照会の発信元アドレスと照合されます。

照会の発信元アドレスと一致するものが見つかったときに、最上位のステートメントに要素が1つしか含まれ

ない場合は、応答の先頭に移動すべき応答内のアドレスを選択するために、発信元アドレスと一致した最初の

要素が使用されます。ステートメントが2つの要素を含むリストである場合、2番目の要素は特別な方法で解釈

されます。最上位の各要素には距離が割り当てられ、最も小さな距離を持つアドレスが応答の先頭に移動され

ます。以下の例では、ホスト自身のアドレスから受信した照会は、ローカル接続したネットワーク上のアドレ

スに優先して応答を受け取ることになります。その次はネットワーク192.168.1/24上のアドレスで、その後は

ネットワーク192.168.2/24または192.168.3/24になりますが、この両者の間に優先順位はありません。ネット

ワーク192.168.1/24上のホストから受信した照会では、同一ネットワーク192.168.1/24上のホストの方が、ネッ

トワーク192.168.2/24および192.168.3/24よりも優先順位が高くなります。 192.168.4/24または192.168.5/24から

受信した照会では、直接に接続したネットワーク上のアドレスのみが優先されることになります。

sortlist {

{ localhost;

// ローカルホストならば
{ localnets;

// 以下のネットを
192.168.1/24;

// 優先する
{ 192.168.2/24; 192.168.3/24; }; }; };

{ 192.168.1/24;

// クラスC 192.168.1については
{ 192.168.1/24;

// .1または.2または.3を使う
{ 192.168.2/24; 192.168.3/24; }; }; };
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{ 192.168.2/24;

// クラスC 192.168.2については
{ 192.168.2/24;

// .2、または.1または.3を使う
{ 192.168.1/24; 192.168.3/24; }; }; };

{ 192.168.3/24;

// クラスC 192.168.3については
{ 192.168.3/24;

// .3または.1または.2を使う
{ 192.168.1/24; 192.168.2/24; }; }; };

{ { 192.168.4/24; 192.168.5/24; };

// .4または.5は同一ネットを優先
};

};

以下の例では、ローカルホストおよび直接接続したネットワーク上のホストに適したリストを示します。これ

はBIND4.9.xのアドレスソートの動きと似ています。ローカルホストからの照会に対して送信される応答で

は、直接接続したネットワークのアドレスが優先されます。直接接続したネットワーク上の他のホストからの

照会に対して送信される応答では、同一ネットワーク上のアドレスが優先されます。その他の照会に対する応

答ではソートが行われません。

sortlist {

{ localhost; localnets; };

{ localnets; };

};

統合的IPv6応答
既存の多くのスタブリゾルバは、RFC1886の定義に従うIPv6 DNS参照をサポートします。そのために正引き用
AAAAレコードと、逆引き用のip6.intドメイン内の nibble ラベルを使用します。ただし、RFC2874スタイルの

参照(A6レコードとip6.arpaドメイン内のバイナリラベルを使用)はサポートされません。

BIND 9.2軽量リゾルバに切り替えるよりも、そのようなスタブリゾルバを使い続けたいユーザーのために、
BIND9.2はRFC1886スタイルの参照を自動的にRFC2874スタイルの参照に変換し、その結果を「統合的」
AAAAレコードおよびPTRレコードとして返す手段を用意しています。この機能はデフォルトでは無効になっ

ていますが、 allow-v6-synthesis { address_match_list }; 句をoptionsステートメントまたは view ステートメント

に追加することによって、クライアントごとに有効化することができます。有効にした場合、再帰的AAAA照

会を実行すると、サーバーはまずA6参照を実行し、失敗した場合にAAAA参照を実行しようとします。どちら

の参照が成功するかとは無関係に、結果は統合的AAAAレコードのセットとして返されます。同様に、ip6.int

において再帰的PTR照会を実行すると、バイナリラベルを使用したip6.arpa内での参照が実行され、それが失敗

すると、ip6.int内で別の参照が実行されます。結果はip6.int内の統合的PTRレコードとして返されます。

統合的レコードのTTLはゼロです。統合的応答のDNSSEC妥当性チェックは、現在はサポートされていませ

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 24 − Hewlett-Packard Company Section 4-289



named.conf(4) named.conf(4)

ん。したがって、統合的RRを含む応答にADフラグは設定されません。

チューニング
lame-ttl Lame server表示をキャッシングしておく秒数を設定します。0を指定するとキャッシングが無

効になります(推奨されません)。デフォルト値は600(10分)です。最大値は1800(30分)です。

max-ncache-ttl ネットワークトラフィックを軽減し、パフォーマンスを向上させるために、サーバーは否定応

答を保存します。 max-ncache-ttl は、そのような応答をサーバーに保持する期間の最大値を秒

単位で設定するために使用されます。 max-ncache-ttl のデフォルト値は10800秒(3時間)です。
max-ncache-ttl に7日を超える値を設定することはできないので、それよりも大きな値を設定

しようとしても、7日になります。

max-cache-ttl サーバーが通常の(肯定)応答をキャッシングする時間の最大値を設定します。デフォルト値は

一週間(7日)です。

sig-validity-interval

動的更新の結果として自動的に生成されるDNSSEC署名の期限が切れるまでの日数を指定しま

す。デフォルト値は30日です。署名が有効になる時刻としては、一定の時計の進みを考慮

し、無条件に現在の時刻から1時間を差し引いた時刻が設定されます。

min-refresh-time、 max-refresh-time、

min-retry-time、max-retry-time

これらのオプションによって、ゾーンのリフレッシュ(SOAの変化に関する照会)や失敗した転

送の再試行に関するサーバーの動きを制御します。通常はゾーンに関するSOAの値が使用さ

れますが、それらの値はマスターによって設定されるので、スレーブサーバーの管理者には値

の内容を制御する機会がほとんど与えられません。

上記のオプションを使用すれば、管理者はリフレッシュと再試行の時間についての最小値と最

大値を、ゾーンごと、ビューごと、またはサーバーごとに設定することができます。これらの

オプションはマスター、スレーブ、およびスタブゾーンに対して有効になり、SOAのリフ

レッシュと再試行の時間として、指定した値が設定されます。

統計ファイル
BIND 9.2によって生成される統計ファイルは、BIND 8によって生成されるファイルと類似していますが同じで

はありません。統計ダンプは+++ Statistics Dump +++ (973798949)という行から始まります。ここで、かっこの

中の数字は、標準UNIXスタイルのタイムスタンプで、1970年1月1日から経過した秒数です。この行に続い

て、カウンタータイプ、カウンターの値、オプションのゾーン名、およびオプションのビュー名を含む一連の

行があります。ビューやゾーンを含まない行は、サーバー全体に関するグローバルな統計を表します。ビュー

名またはゾーン名を含む行は、特定のゾーンまたはビューに関する行です(デフォルトビューの場合ビュー名は

省略されます)。統計ダンプの最終行は、--- Statistics Dump ---(973798949)です。ここでかっこ内の数字は先頭

行の数字と同じです。以下の統計カウンタが維持されます。
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success サーバーまたはゾーンに対して実行され成功した照会の数。成功した照会とは、委託応答以外

のNOERROR応答を返す照会のことをいいます。

referral 委託応答を返した照会の数。

nxrrset データを含まないNOERROR応答を返した照会の数。

nxdomain NXDOMAIN応答を返した照会の数。

recursion 最終的な答を見つけるための再帰参照をサーバーに実行させた照会の数。

failure 上記以外の失敗応答を返した照会の数。

serverステートメントの文法
server ip_addr {

[ bogus yes_or_no ; ]

[ provide-ixfr yes_or_no ; ]

[ request-ixfr yes_or_no ; ]

[ edns yes_or_no ; ]

[ transfers number ; ]

[ transfer-format ( one-answer | many-answers ) ; ]]

[ keys { string ; [ string ; [...]] } ; ]

};

serverステートメントの定義と使用法
server serverステートメントにより、リモートのネームサーバーの特性を定義します。構成ファイルの最上位ま

たは view ステートメントの中に、 server ステートメントを指定することができます。 view ステートメントに
1つまたは複数の server ステートメントが含まれる場合は、それらのステートメントのみがビューに適用さ

れ、最上位のステートメントは無視されます。 view ステートメントに server ステートメントが含まれず、最

上位の server ステートメントがあると、それがデフォルト値として使用されます。

リモートサーバーが間違ったデータを送信していることが分かった場合は、そのサーバーに"bogus"というマー

クを付けると、その後はそのサーバーへの照会が行われなくなります。 provide-ixfr 句により、特定のサー

バーつまりスレーブから要求があった場合に、マスターとして動作するローカルサーバーが差分ゾーン転送に

応答するかどうかを決定します。 "yes"を設定すると、可能な場合には差分転送が実行されます。 "no"と設定

すると、リモートサーバーに対するすべての転送は非差分になります。設定しない場合は、viewブロックまた

はglobal optionsブロック内の provide-ixfr オプションの値がデフォルト値として使用されます。

request-ixfr 句により、スレーブとして動作するローカルサーバーが、特定のリモートサーバーつまりマスター

に差分ゾーン転送を要求するかどうかを決定します。設定しない場合は、viewブロックまたはglobal optionsブ

ロック内の request-ixfr オプションの値がデフォルト値として使用されます。

IXFR をサポートしないサーバーに対するIXFR要求は、自動的にAXFRに戻されます。したがって、IXFRをサ

ポートするサーバーと、しないサーバーを手動でリストアップする必要はありません。グローバルなデフォル

ト値であるyesで問題ありません。 provide-ixfr 句および request-ixfr 句の目的は、マスターとスレーブの両方
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でIXFRがサポートされる場合であってもIXFRを使用できなくすることで、たとえば、いずれかのサーバーに

障害が生じたためIXFRを使用するとデータがクラッシュまたは破壊される場合です。

edns (拡張DNS)句によって、リモートサーバーと通信する際に、ローカルサーバーがEDNSの使用を試行する

かどうかを決定します。デフォルト値は"yes"です。

サーバーは2つのゾーン転送手段をサポートします。まず one-answer では、リソースレコードを転送するたび

にDNSメッセージが1つ使用されます。 many-answers では、可能な限り多くのリソースレコードが1つのメッ

セージ内に詰め込まれます。 many-answers の方が効率的ですが、BIND 9、BIND 8.x、またはパッチ適用済の
BIND 4.9.5でしか使用できません。サーバーについてどちらの手段を使用するのかを transfer-format オプショ

ンで指定することができます。 transfer-format オプションを指定しない場合は、 options ステートメントで指

定した transfer-format が使用されます。 transfers 句は、特定サーバーからの並列的に動作する着信ゾーン転

送の数を制限するために使用されます。 transfers 句を指定しない場合、この制限は、 transfers-per-ns オプ

ションに従って設定されます。

keys 句は、keyステートメントによって定義される key_id を識別するために使用されます。この句は、リモー

トサーバーと通信する際に、トランザクションを保護するために使用されます。 keyステートメントは、keyス

テートメントを参照するserverステートメントの前になければなりません。要求をリモートサーバーに送信す

ると、ここで指定した鍵を使用して要求の署名が生成され、メッセージに追加されます。リモートサーバーか

ら送信される要求に対して、この鍵を署名として追加する必要はありません。 keys句の文法に従えば複数の鍵

を使用できることになりますが、現在のところはサーバーごとに1つの鍵しか使用できません。

trusted-keysステートメントの文法
trusted-keys {

string number number number string ;

[ string number number number string ; [...]]

};

trusted-keysステートメントの定義と使用法
trusted-keys ステートメントによって、DNSSECのセキュリティルートを定義します。セキュリティルートが

定義されるのは、信頼できないゾーンの公開鍵が既知であるものの、そのゾーンがDNSルートゾーンであるか

親ゾーンに署名がないために、 DNS経由ではその公開鍵を安全に取得できない場合です。鍵をいったん信頼で

きる鍵として構成してしまえば、その鍵は妥当性がチェックされ安全であることが証明された鍵として扱われ

ます。リゾルバは、セキュリティルートのサブドメインに含まれるすべてのDNSデータについてDNSSECの妥

当性チェックを実行しようとします。

trusted-keys ステートメントに複数の鍵エントリを指定することができます。各エントリは、鍵のドメイン

名、フラグ、プロトコル、アルゴリズム、およびbase-64による符号化鍵データによって構成されます。

viewステートメントの文法
view

view_name [class] {

match-clients { address_match_list } ;
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match-destinations { address_match_list } ;

match-recursive-only { yes_or_no } ;

[ view_option; ...]

[ zone-statistics yes_or_no ; ]

[ zone_statement; ...]

};

viewステートメントの定義と使用法
viewステートメントを使用すると、要求元が誰であるかに従って、ネームサーバーによるDNS照会への応答の

方法が変化します。このステートメントが特に便利なのは、分割DNSセットアップを実行したいものの、複数

のサーバーを稼働させたくない場合です。各viewステートメントによってクライアントの一部が参照するDNS

ネームスペースのビューが定義されます。クライアントとビューが該当するのは、クライアントの発信元IPア

ドレスがビューの match-clients 句の address_match_list と一致し、かつクライアントのあて先IPアドレスが

ビューの match-destinations 句の address_match_list と一致する場合です。

このステートメントを指定しない場合は、デフォルトとして match-clients と match-destinations はすべてのア

ドレスと一致することになります。 match-recursive-only としてビューを指定することもできます。その場合

は、該当するクライアントからの再帰要求のみがそのビューに該当します。 viewステートメントの順序が重要

です。つまり、クライアントの要求は最初に該当したビューのコンテキストの中で解決されることになりま

す。

viewステートメントの中で定義されたゾーンに対してアクセスできるのは、そのビューに該当するクライアン

トだけです。複数のビューで、同じ名称を持つゾーンを定義することにより、クライアントごとに別々のゾー

ンデータを提供することができます。たとえば、分割DNSセットアップにおける「内部」または「外部」のク

ライアントです。

options ステートメントで指定できるオプションの多くを、viewステートメントでも使用することができます。

その場合は、照会を解決する際にそのビューが使用される場合に限ってそれらのオプションは適用されます。

ビュー固有の値を指定しない場合は、optionsステートメントの値がデフォルト値として使用されます。 zoneオ

プションのデフォルト値として、viewステートメントで指定した値を設定することもできます。このような

ビュー固有のデフォルト値は、optionsステートメントで指定した値に優先します。

ビューはクラスに固有のものです。クラスを指定しない場合は IN クラスが指定されたものとみなされます。

すべての非INビューはヒントゾーンを含まなければならないことに注意してください。なぜならば、デフォル

トのヒントが組み込まれているのは、INクラスだけだからです。構成ファイルにviewステートメントがない場

合は、任意のクライアントが該当するデフォルトのビューが自動的にクラスIN内に作成され、構成ファイルの

最上位に指定されたzoneステートメントは、そのデフォルトビューの一部とみなされます。明示的にviewス

テートメントが指定されている場合は、すべてのzoneステートメントをviewステートメントの中に指定しなけ

ればなりません。

一般的な分割DNSセットアップをviewステートメントによって実現した例を以下に示します。

view "internal" {
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//内部ネットワークを対象とする。
match-clients { 10.0.0.0/8; };

//内部クライアントにのみ再帰サービスを提供する。
recursion yes;

//内部ホストのアドレスを含む、example.comゾーンの
//完全なビューを提供する。

zone "example.com" {

type master;

file "example-internal.db";

};

};

view "external" {

match-clients { any; };

//外部クライアントへの再帰サービスを拒否する。
recursion no;

//公衆アクセスが可能なホストのみを含む、
// example.comゾーンの制限付きビューを提供する。

zone "example.com" {

type master;

file "example-external.db";

};

};

zoneステートメントの文法
zone zone_name [class] [{

type ( master | slave | hint | stub | forward ) ;

[ allow-notify { address_match_list } ; ]

[ allow-query { address_match_list } ; ]

[ allow-transfer { address_match_list } ; ]

[ allow-update { address_match_list } ; ]

[ update-policy { update_policy_rule [...] } ; ]

[ allow-update-forwarding { address_match_list } ; ]

[ also-notify { ip_addr [port ip_port] ;

[ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]

[ dialup dialup_option ; ]

[ file string ; ]

[ forward (only|first) ; ]
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[ forwarders { ip_addr [port ip_port] ;

[ ip_addr [port ip_port] ; ... ] }; ]

[ masters [port ip_port] { ip_addr [port ip_port]

[key key]; [...] } ; ]

[ max-transfer-idle-in number ; ]

[ max-transfer-idle-out number ; ]

[ max-transfer-time-in number ; ]

[ max-transfer-time-out number ; ]

[ notify yes_or_no | explicit ; ]

[ transfer-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ transfer-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ notify-source (ip4_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ notify-source-v6 (ip6_addr | *) [port ip_port] ; ]

[ zone-statistics yes_or_no ; ]

[ sig-validity-interval number ; ]

[ database string ; ]

[ min-refresh-time number ; ]

[ max-refresh-time number ; ]

[ min-retry-time number ; ]

[ max-retry-time number ; ]

}];

zoneステートメントの定義と使用法
ゾーンのタイプ

master サーバーは、そのゾーン用データのマスターコピーを保持するので、ゾーンに対して信頼でき

る応答を提供できます。

slave スレーブゾーンは、マスターゾーンの複製です。マスターリストは、ゾーンの複製を更新する

ためにスレーブサーバーが通信を行う1つ以上のマスターサーバーのIPアドレスを指定しま

す。デフォルトで、転送はサーバーのポート53を経由して行われます。これをすべてのサー

バーについて変更するには、IPアドレスのリストの前にポート番号を指定します。サーバーご

とに変更するには、IPアドレスの後ろにポート番号を指定します。マスターに対する認証を行

うには、サーバーごとにTSIG鍵を使用します。ファイルを指定した場合は、ゾーンが変化す

るたびにそのファイルに複製が書き込まれ、サーバーを再起動するとそのファイルから複製が

ロードされます。サーバーの起動が高速化され、不要な帯域幅の浪費が軽減されるので、ファ

イルの使用を推奨します。データベースファイルが非常に大きな場合は、各ファイルを別々の

ディレクトリに配置することを推奨します。
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stub スタブゾーンはスレーブゾーンと類似していますが、ゾーン全体ではなくマスターゾーンの
NSレコードしか複製しない点が異なります。スタブゾーンはDNSの標準的な部分ではありま

せん。つまりスタブゾーンはBIND実装に固有の部分です。スタブゾーンを使用すれば、親

ゾーン内の連結NSレコードが不要になりますが、代わりにスタブゾーンのエントリとネーム

サーバーのアドレスのセットをnamed.confで管理することになります。このような使用法は新

しい構成については推奨されませんし、BIND 9.2でのサポートには制限があります。 BIND

4/8の場合、親ゾーンのゾーン転送では、親ゾーンの子スタブゾーンのNSレコードが含まれて

いました。つまり、場合によっては、親ゾーン用のマスターサーバーにおいてのみ、子スタブ

を構成せずに済ませることができたということです。 BIND 9ではこのように異なるゾーンの

データが混ざることがありません。したがって、親ゾーンにサービスを提供するBIND 9のマ

スターについて、子スタブを構成する場合、その親ゾーンのすべてのスレーブサーバーについ

ても同じ子スタブゾーンを構成する必要があります。スタブゾーンを使用すれば、特定ドメイ

ンを解決する際に、信頼できる特定のサーバーのセットを強制的に使用させることができま

す。たとえば、RFC2157のアドレッシングを使用したプライベートネットワーク上のネーム

サーバーのキャッシングを、10.in-addr.arpa用のスタブゾーンによって構成すれば、そのドメ

インについて信頼できるサーバーとして、内部のネームサーバーのセットを使用することがで

きます。

forward フォワードゾーンを使用すれば、ドメインごとに転送を構成することができます。 forwardタ

イプを指定したzoneステートメントには、forwardステートメントまたはforwardersステートメ

ントを含めることができ、それらのステートメントはゾーン名によって指定したドメイン内の

照会に対して適用されます。 forwardersステートメントがないか、forwadersステートメントと

して空リストを指定した場合は、ドメインに対して転送は実行されず、optionsステートメン

ト内の forwadersの効果は取り消されます。したがって、このタイプのゾーンを使用してグ

ローバル転送オプションの動きを変更したい (つまり、"forward first to"の次に"forward only"、

またはその逆。ただしグローバルに設定されているのと同じサーバーを使用したい)場合は、

グローバルなforwardersを再指定する必要があります。

hint ルートネームサーバーの初期セットを指定するには、ヒントゾーンを使用します。サーバーの

起動時に、サーバーはルートヒントを使用してルートネームサーバーを検索し、最新のルート

ネームサーバーのリストを取得します。クラスINについてヒントゾーンが指定されていない

場合、サーバーは組み込まれているルートサーバーのヒントをデフォルトとして使用します。
IN以外のクラスには組み込み済みのデフォルトヒントはありません。

クラス
オプションとして、ゾーン名の後ろにクラスを指定することができます。クラスを指定しない場合は、INクラ

ス(インターネット用)とみなされます。ほとんどの場合にはそれでかまいません。"hesiod"クラスは、MITのプ

ロジェクトAthenaに由来する情報サービス用のクラスです。このクラスは、各種のシステムデータベース、た

とえばユーザー、グループ、プリンタなどに関する情報を共有するために使用されます。キーワードHSは、
hesiodの同義語です。その他にMITが開発したものにCHAOSnet、つまり1970年代中盤に作成されたLANプロ

トコルがあります。 CHAOSnet用のゾーンデータを指定するには、CHAOSクラスを使用します。
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ゾーンのオプション
allow-notify allow-notifyの説明を参照してください。

allow-query allow-query の説明を参照してください。

allow-transfer allow-transferの説明を参照してください。

allow-update マスターゾーンに関する動的DNS更新の送信を、どのホストに許可するのかを指定します。

デフォルトではすべてのホストからの更新が拒否されます。このオプションをスレーブゾーン

には適用できないことに注意してください。詳細については、後述の「動的更新の方針」を参

照してください。

update-policy "Simple Secure Update"方針を指定します。詳細については、後述の「動的更新の方針」を参照

してください。

allow-update-forwarding

マスターへ転送されるべきスレーブゾーンの動的DNS更新の送信を、どのホストに許可する

のかを指定します。デフォルト値は { none; } で、更新転送は実行されません。更新転送を有

効にするには、 allow-update-forwarding { any; }; を指定します。通常は { none; } または {

any; } 以外の値を指定すると逆効果が生じます。なぜならば、更新に関するアクセス制御の責

任はマスターサーバーにあって、スレーブにはないからです。スレーブサーバーでの更新転送

機能を有効にすると、IPアドレスに基づく安全ではないアクセス制御に依存しているマスター

サーバーが、攻撃にさらされる可能性があることに注意してください。

also-notify 意味があるのは、このゾーンに対する通知がアクティブな場合に限られます。このゾーンに対

するDNS NOTIFYメッセージを受信するマシン群は、このゾーン用にリストされているすべて

のネームサーバー(プライマリマスターを除く)、および also-notify で指定されたIPアドレスか

ら成っています。 also-notify のアドレスとともにポートを指定すれば、デフォルトのポート
53以外のポートに通知メッセージを送信することができます。 also-notify は、スタブゾーン

に対しては意味がありません。デフォルトは空のリストです。

database ゾーンデータを保存するために使用するデータベースのタイプを指定します。キーワード
databaseの後ろの文字列は、空白で区切った語のリストと解釈されます。最初の語によって

データベースのタイプを指定します。後続の語は引数としてデータベースに渡され、データ

ベースのタイプに固有の方法で解釈されます。デフォルト値は rbt つまりBIND9.2のネイティ

ブなインメモリーレッドブラックツリーデータベースです。このデータベースに引数はあり

ません。その他の値を指定できるのは、追加のデータベースドライバがサーバーとリンクされ

ている場合です。

dialup dialup の説明を参照してください。

forward ゾーンがforwardersリストを持つ場合にのみ意味を持ちます。 onlyという値を指定すると、先

にforwardersを試し、答えが得られなかった場合に参照を失敗させます。firstを指定すると、

通常の参照を試行します。
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forwarders グローバルなforwardersリストを変更するために使用されます。 forwardタイプのゾーンでこれ

が指定されないと、そのゾーンに対して転送は実行されません。グローバルのオプションは使

用されないということです。

max-transfer-time-in

上述の max-transfer-time-inの説明を参照してください。

max-transfer-idle-in

上述の max-transfer-idle-inの説明を参照してください。

max-transfer-time-out

上述の max-transfer-time-outの説明を参照してください。

max-transfer-idle-out

上述の max-transfer-idle-outの説明を参照してください。

notify 上述の notify の説明を参照してください。

zone-statistics yesと設定した場合、サーバーはこのゾーンに関する統計情報を保存します。その情報をserver

オプションで定義したstatistics-fileにダンプ出力することができます。

sig-validity-interval

sig-validity-intervalの説明を参照してください。

transfer-source transfer-sourceの説明を参照してください。

transfer-source-v6

transfer-source-v6の説明を参照してください。

notify-source notify-sourceの説明を参照してください。

notify-source-v6 notify-source-v6の説明を参照してください。

min-refresh-time、max-refresh-time、

min-retry-time、max-retry-time

上述の説明を参照してください。

動的更新の方針
BIND 9.2は、ゾーンに対する動的更新を実行する権限をクライアントに付与するための2種類の代替手段をサ

ポートしています。1つは allow-update オプション、もう1つは update-policy オプションによって構成されま

す。

allow-update 句の機能は、以前のバージョンのBINDと同じです。ゾーン内の任意の名称の任意のレコードを更

新するためのパーミッションを特定のクライアントに与えます。

update-policy 句はBIND 9.2の新機能であり、どのような更新を許可するのかを、より細かく制御することがで

きます。ルールセットが指定されていて、各ルールにより、更新対象の1つ以上の名称に対するパーミッショ

ンが、1つ以上の身元ごとに付与または拒否されます。動的更新要求メッセージに署名が添付されている(つま
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り、TSIGレコードまたはSIG(0)レコードを含む)場合は、署名者の身元を判別することができます。

ルールは update-policy zoneオプションの中に指定され、マスターゾーンに対してのみ意味を持ちます。
update-policy ステートメントを指定した場合に allow-update ステートメントを指定すると構成エラーが発生し

ます。 update-policy ステートメントはメッセージの署名者のみをチェックします。発信元アドレスは問題とさ

れません。

ルール定義の例を以下に示します。

( grant | deny ) identity nametype name [ types ]

各ルールによって特権を付与または拒否します。メッセージがあるルールに該当した場合は、ただちに操作が

許可または拒否され、その他のルールはチェックされません。メッセージとルールが該当するのは、署名者と
identityフィールドが一致する場合、名称とnameフィールドが一致する場合、およびタイプがtypeフィールドに

指定されている場合です。 identityフィールドには、名称またはワイルドカード名を指定します。nametype

フィールドの値はname、subdomain、wildcard、およびselfの4種です。

name 更新後の名称がnameフィールド内の名称と同じ場合に該当します。

subdomain 更新後の名称が、nameフィールド内の名称のサブドメイン(名称自体も含む)と同じ場合に該

当します。

wildcard 更新後の名称がnameフィールド内のワイルドカード名に一致する場合に該当します。

self 更新後の名称がメッセージの署名者と同じ場合に該当します。nameフィールドは無視されま

す。

タイプを指定しない場合、ルールはSIG、NS、SOA、およびNXTを除くすべてのメッセージと該当します。タ

イプを、"ANY"を含む、名称ごとに指定することができます(ANYはNXTを除くすべてのタイプと該当しま

す。NXTを更新することはできません)。

ゾーンファイル
リソースレコードのタイプと使用法

この項では、リソースレコード(RR)について、およびRFC 1034に従う使用法について説明します。

リソースレコード
ノードはドメイン名によって識別されます。各ノードはリソース情報を持ちます。この情報が空のこともあり

ます。特定の名称を付けられたリソース情報は、個々のRRから構成されます。情報内でのRRの順序は重要で

はないので、ネームサーバー、リゾルバ、またはDNSのその他の部分は、この順序を維持する必要はありませ

ん。ただし複数のRRがある場合は、最適化目的で、たとえば近くの特定サーバーを最初に試すようにソートす

ることができます。

リソースレコードの構成要素を以下に示します。

owner name RRが見つかったドメイン名。
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type このリソースレコード内のリソースのタイプを指定する符号化16ビット値。タイプは、抽象化さ

れたリソースを表します。

TTL RRのTTL(Time To Liv e)。このフィールドは32ビットの整数で単位は秒です。主にリゾルバがRR

をキャッシングする際に使用されます。 TTLは、破棄されるまでRRをキャッシングできる時間

の長さを表します。

class プロトコルファミリまたはプロトコルのインスタンスを指定する符号化16ビット値。

RDAT A タイプ。ときにはリソースを記述するクラス依存のデータ。

有効なRRのタイプを以下に示します(リストされたRRの中には、廃止されてはいないものの、実験用(x)また

は履歴用(h)、および一般には使用されなくなったものもあります)。

A ホストアドレス。

A6 IPv6アドレス。

AAAA IPv6の破棄されたフォーマット。

CNAME 別名の正式名称を解決します。

DNAME アドレスの逆引きを委託します。ドメイン名を、別の照会対象名称と置換します。詳細はRFC 2672

に記述されています。

HINFO ホストが使用するCPUとOSを表します。

KEY DNS名と関連した公開鍵が格納されます。

MX ドメイン用のメール交換を表します。詳細についてはRFC 974を参照してください。

NS ドメインの信頼できるネームサーバー。

NXT DNSSECにおいて、一定の間隔である所有者名のRRがゾーン内に存在しないこと、およびある既存

の名称についてどんなタイプのRRが存在するのかを安全に伝えるために使用されます。詳細につい

てはRFC 2535を参照してください。

PTR ドメインのネームスペースの別の部分へのポインタ。

SIG(signature)

セキュアDNSで認証されたデータが含まれます。詳細についてはRFC 2535を参照してください。

SOA 権限ゾーンの開始を表します。

SRV 良く知られたネットワークサービスに関する情報(WKSの後継)。

DNSで現在有効なリソースレコードのクラスを以下に示します。

IN インターネットシステム。
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RDAT A リソースを記述するタイプ固有のデータまたはクラス固有のデータ。

A INクラス用。32ビットのIPアドレス。

A6 ドメイン名をIPv6アドレスにマッピングします。先頭の「プレフィックス」ビットについては間接

参照が行われます。

CNAME ドメイン名。

DNAME 単一ノードではなく、ドメインネームスペースのサブツリー全体に代替名を与えます。照会される

名称の接尾辞の中には、DNAMEレコードのRDAT Aに含まれる名称によって置換されるものもあり

ます。

MX 16ビットの選択値(小さい方が優先)、その後ろに所有者ドメイン用のメール交換として機能するホ

ストの名称。

NS 完全修飾ドメイン名。

PTR ??完全修飾ドメイン名。??

SOA いくつかのフィールド。

所有者名がRRの必須の部分を形成することなく、暗黙的である場合もあります。たとえば、多数のネームサー

バーが内部的にネームスペース用のツリーまたはハッシュ構造を形成し、各ノードからRRがチェインされま

す。 RRの残りの部分は、すべてのRRに共通する固定ヘッダー(タイプ、クラス、TTL)、および記述されるリ

ソースのニーズを満たす可変部分(RDAT A)です。

TTLフィールドの意味は、RRをキャッシュ内に保持する時間の制限です。この制限はゾーン内の信頼できる

データについては適用されません。それらのデータにも期限はありますが、それはゾーンに対するリフレッ

シュ方針によるものです。 TTLはデータの発信元であるゾーンの管理者によって割り当てられます。 TTLを短

くしてキャッシングを最小化したり、TTLをゼロにしてキャッシングを禁止したりすることもできますが、一

般的なホストではこれらの時間をおよそ数日に設定するのがパフォーマンス上最適とされています。何らかの

変更が予期できる場合は、変更に先立ってTTLを短くすることにより変更中の矛盾を最小にすることができま

す。変更した後で元の値に戻します。

RRのRDAT Aセクション内のデータは、バイナリ文字列とドメイン名の組として送信されます。ドメイン名は
DNS内の他のデータへの「ポインタ」として頻繁に使用されます。

RRのテキストとしての表現
RRは、DNSプロトコルのパケットに含まれるバイナリ形式として表現され、ネームサーバーまたはリゾルバに

保存されるときには、通常は高度に符号化された形式として表現されます。 RFC 1034で示された例では、RR

の内容を示すために、マスターファイルで使用されたスタイルと似たスタイルが採用されていました。この

フォーマットでは、ほとんどのRRは単一行で示されますが、かっこを使って継続行を表すこともできます。

行頭はRRの所有者を示します。行頭が空白の場合、所有者は直前のRRと同じであるとみなされます。読みや
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すくするために空白行が挿入されることもあります。

所有者の後に、RRのTTL、タイプ、およびクラスが続きます。クラスとタイプでは、上記のように定義された

ニーモニックが使用されます。 typeフィールドの前の数字がTTLです。構文解析時の曖昧さを排除するため

に、種類とクラスのニーモニックは分離されます。 TTLは数値で、種類のニーモニックはつねに末尾に置かれ

ます。明確にするために、例ではINクラスとTTLの値が省略されています。

リソースデータつまりRRのRDAT Aセクションは、このデータの一般的な表記方法で示されています。

たとえば、メッセージに埋め込まれて送信されるRRを以下のように表現できます。

ISI.EDU.MX10 VENERA.ISI.EDU.

MX10 VAXA.ISI.EDU

VENERA.ISI.EDUA128.9.0.32

A10.1.0.52

VAXA.ISI.EDUA10.2.0.27

A128.9.0.33

MX RRは16ビット数とドメイン名から成ります。アドレスRRでは32ビットのインターネットアドレスを含む

ために標準的なIPアドレスフォーマットが使用されます。

上記の例では6個のRRを示しています。3つのドメイ名に関連するRRが2つずつあります。

XX.LCS.MIT.EDU. INA10.0.0.44

CHAMIT.EDU. 2420

この例はXX.LCS.MIT.EDUに関する、2つのアドレスを示しています。各アドレスは異なるクラスのもので

す。

MXレコード
上述のとおり、ドメインサーバーには、一連のリソースレコードとしての情報が保存されます。各リソースレ

コードには特定のドメイン名(通常はホストですが、そうとは限りません)に関する情報の一部が含まれます。

すなわちRRは、タイプ付けされたデータの組、関連するデータに対応するドメイン名、さらにシステムがRR

を取り扱うときの判断を支援するある種のタイプ情報が格納されているものだと考えることができます。

MXレコードは、電子メールの配信を制御するために使用されます。レコード内に指定されるデータは、優先

順位とドメイン名です。この優先順位によって、電子メールの配信を試みる順序が制御され、最も小さな番号

を持つものが最初に配信されます。優先順位が同じである場合、サーバーはランダムに選択されます。ある特

定の優先順位を持つサーバーがどれも応答しない場合、メール配信エージェントは次に大きな優先順位を持つ

サーバーを探します。優先順位に絶対的な意味はありません。つまり同一ドメイン名と関連する他のMXレ

コードとの相対関係に過ぎません。指定されたドメイン名はメールの配信先となるマシンを表します。ドメイ

ン名とAレコードを関連付けなければなりません。CNAMEでは不十分です。

特定のドメインについて、CNAMEレコードとMXレコードが両方ある場合は、MXレコードがエラーとなるの

で無視されます。代わりに、メールはCNAMEからポイントされるMXレコード内に指定されたサーバーに配信
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されます。

example.com.INMX10mail.example.com.

INMX10mail2.example.com.

INMX20mail.backup.org.

mail.example.com.INA10.0.0.1

mail2.example.com.INA10.0.0.2

例:

メール配信は、mail.example.comおよびmail2.example.com(順序は任意)に対して試行され、どちらも失敗した場

合は、mail.backup.orgへの配信が試行されます。

TTLの設定
RRフィールドのTTLは32ビットの整数で、秒単位で表現されます。主にリゾルバがRRをキャッシングする際

に使用されます。 TTLは、破棄するまでにどれだけの間RRをキャッシングできるかを表します。現在は、以

下の3種類のTTLがゾーンファイル内で使用されます。

SOA SOAの最後のフィールドは、否定キャッシングTTLです。これにより、該当ドメイン

なし(NXDOMAIN)という応答を、他のサーバーがどれだけの間キャッシングするのか

が制御されます。否定キャッシング時間の最大値は3時間(3h)です。

$TTL ゾーンファイルの先頭にある $TTL 指令(SOAの前)により、特定のTTLが設定された

ものを除き、すべてのRRに関するデフォルトのTTLが設定されます。

RR TTLs 各RRの2番目のフィールドにTTLを設定することができます。その場合は、他のサー

バーがそのRRをキャッシングできる長さが制御されます。

すべてのTTLの単位はデフォルトで秒になりますが、1h30mのように、明示的に単位を指定することができま

す。

IPv4の逆マッピング
名称の逆引き解決(すなわち、IPアドレスから名称への変換)は、in-appr.arpaおよびPTRレコードを利用するこ

とで実行されます。 in-addr.arpaドメイン内のエントリは、左から右に向かって重要度が高くなるように作成さ

れています。これは、IPアドレスを記述する通常の順序とは逆です。したがって、10.1.2.3というIPアドレスを

持つマシンは、in-addr.arpaでは3.2.1.10.in-addr.arpaという名称を持つことになります。この名称は、マシンの名

称であるデータフィールドを含むPTRリソースレコードを1つ持つ必要があります。あるいは、マシンが複数

の名称を持つ場合は複数のPTRレコードを持つ必要があります。たとえば、[example.com]では以下のようにな

ります

domain:

$ORIGIN2.1.10.in-addr.arpa

3IN PTR foo.example.com.

注記: 例に含まれる $ORIGIN の行は、例題の状況を設定することのみを目的としているので、実際に使用す
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る場合に必ず登場するわけではありません。ここでは、リストされたオリジンに対して相対的であることを示

すためにのみ使用されています。

ゾーンファイルのその他の指令
マスターファイルフォーマットが最初に定義されたのはRFC 1035であり、その後拡張されています。マスター

ファイルフォーマット自体はクラスに依存しませんが、マスターファイル内のすべてのレコードは同じクラス

に属さなければなりません。マスターファイルの指令には、 $ORIGIN、 $INCLUDE、および $TTL が含まれ

ます。

$ORIGIN指令
構文:

$ORIGIN domain-name [comment]

$ORIGIN により、完全修飾型ではないレコードに追加されるドメイン名を設定します。あるゾーンを最初に

読み込んだときには、暗黙的な $ORIGIN zone-name があります。 $ORIGIN 引数で指定されたドメインが絶対

的でない場合には、現在の $ORIGINが追加されます。

$ORIGIN example.com.

WWW CNAME MAIN-SERVER

は以下と等価です。

WWW.EXAMPLE.COM. CNAME MAIN-SERVER.EXAMPLE.COM.

$INCLUDE指令
構文:

$INCLUDE filename [origin] [comment]

ファイルfilenameを読み込んで、$INCLUDE指令のある場所にそのファイルが挿入されたものとして処理を行

います。オリジンが指定されている場合は、 $ORIGIN にその値を設定した上でファイルは処理されます。そ

うでなければ、現在の $ORIGIN が使用されます。ファイルの読み込みが完了すると、オリジンおよび現在の

ドメイン名は、 $INCLUDEが出現する前の値に戻ります。

注記: RFC 1035では、 $INCLUDE を処理した後に現在のオリジンを復元するように指定されていますが、現

在のドメイン名を復元すべきかどうかについては言及されていません。 BIND 9ではどちらも復元されます。

これはRFC 1035からの逸脱であるとも、独自機能であるとも、またはその両方であると説明することもできま

す。

$TTL指令
構文:

$TTL default-ttl [comment]

後続の、TTLが定義されていないレコードに関するTTL(Time To Liv e)のデフォルト値を設定します。有効な
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TTLの範囲は、0秒から2147483647秒です。 $TTL はRFC 2308で定義されています。

BINDにおけるマスターファイルの拡張機能: $GENERATE指令
構文:

$GENERATE range lhs type rhs [comment]

$GENERATE 指令は、イテレータのみを相違点とする一連のリソースレコードを作成するために使用されま

す。 $GENERATE を使用すれば、「RFC 2317: Classless IN-ADDR.ARPA delegation」に記述されている、/24サ

ブネットでの逆引き委託をサポートするために必要なレコードの集合を簡単に生成することができます。

$ORIGIN 0.0.192.IN-ADDR.ARPA.

$GENERATE 1-2 0 NS SERVER$.EXAMPLE.

$GENERATE 1-127 $ CNAME $.0

は以下と等価です。

0.0.0.192.IN-ADDR.ARPA NS SERVER1.EXAMPLE.

0.0.0.192.IN-ADDR.ARPA NS SERVER2.EXAMPLE.

1.0.0.192.IN-ADDR.ARPA CNAME 1.0.0.0.192.IN-ADDR.ARPA

2.0.0.192.IN-ADDR.ARPA CNAME 2.0.0.0.192.IN-ADDR.ARPA

...

127.0.0.192.IN-ADDR.ARPA CNAME 127.0.0.0.192.IN-ADDR.ARPA

.

range start-stopまたはstart-stop/stepという2種類の形式を使用することができます。最初の形式を使用した

場合、stepは1となります。 start、stop、stepはどれもが正でなければなりません。

lhslhs 作成するリソースレコードの所有者名を記述します。lhs側の内部に単一の記号$がある場合は、イ

テレータの値と置き換わります。

出力に$を含めたい場合は、バックスラッシュ\を使用して$をエスケープする必要があります(つま

り、\$)。オプションとして$の後ろに修飾子を指定することができます。この修飾子はイテレータ

からのオフセット、フィールドの長さ、および基数を変更するものです。修飾子を指定するには、
${offset[,width[,base]]}のように、$の直後に{を指定します。たとえば、${-20,3,d}と指定すると、現

在の値から20が引かれた結果が、余白にゼロを代入した3桁の10進数値として出力されます。利用

できる出力形式は、 10進数(d)、8進数(o)、または 16進数 (xまたは大文字のX)です。デフォルトの

修飾子は ${0,0,d} です。lhsが絶対的でない場合は、名称に現在の$ORIGINが追加されます。

旧バージョンと互換性を持たせるために、引き続き$$は出力におけるリテラル$を表すものと認識

されます。

type 現在サポートされるのは、PTR、CNAME、DNAME、A、AAAA、およびNSのみです。

rhsrhs ドメイン名。 lhs と同様に扱われます。
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$GENERATE 指令は、BINDの拡張機能であり、標準的なゾーンファイルフォーマットの一部ではありませ

ん。

警告
IPv6 は HP-UX 11i Version 1.0 に、オプションの IPv6 ソフトウェアをインストールすると使用可能になりま

す。現時点では、HP-UX 11i Version 1.6 を実行しているシステムでは、IPv6 は使用できません。

著者
named.conf はISC(Internet Software Consortium)によって開発されました。

参照
kill(1) 、 hosts_to_named(1M) 、 sig_named(1M) 、 signal(2) 、 gethostent(3N) 、 resolver(3N) 、 resolver(4) 、
hostname(5)、RFC 882、RFC 883、RFC 973、 RFC 974、RFC 1032、RFC 1033、RFC 1034、RFC 1035、RFC

1123。
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名称
netconfig − ネットワーク構成データベース

構文
/etc/netconfig

説明
ネットワーク構成データベース /etc/netconfig は、システムに接続されたネットワークの情報を保存するシステ

ムファイルです。 netconfig データベースおよびこれにアクセスするルーチン (getnetconfig(3N) を参照) は、

ネットワーク選択構成要素の一部です。ネットワーク選択構成要素には、アプリケーション特定のネットワー

ク検索パスを提供する getnetpath() ルーチンも含まれます。これらのルーチンは、環境変数 NETPATH (envi-

ron(5)を参照) に基づいて netconfig データベースにアクセスします。

netconfig には、システムで使用できるそれぞれのネットワークのエントリーが入っています。エントリーは改

行で区切られます。フィールドは区切り文字で区切られ、後述する順序で並びます。区切り文字は、空白また

はタブが指定できます。 /etc/netconfig の行で、カラム 1 が # (ハッシュ) で始まるものはコメントとして扱わ

れます。

netconfig データベースの有効な行は、それぞれ使用可能なトランスポートに対応します。それぞれのエント

リーの形式は次のとおりです。

network_ID semantics_flag protocol_family protocol_name network_device translation_libraries

network_ID ネットワークを一意に識別するために使用する文字列です。 network_ID はヌル以外の文字で構成

され、最短長は 1 文字です。最大長は指定されていません。このネーム空間はローカルで重要で

あり、名前付けの権限はローカルのシステム管理者が持ちます。システム内のすべての net-

work_ID は固有でなければなりません。

semantics semantics フィールドは、ネットワークの「方式」を記述する文字列です。これはつまり、ネット

ワークがサポートするサービスの集まりであり、ネットワークが提供するサービスインタフェー

スを識別します。 semantics フィールドは必須です。以下の方式が認識されます。

tpi_clts トランスポートプロバイダインタフェース、非接続です。

tpi_cots_ord トランスポートプロバイダインタフェース、接続指向です。正常解放をサ

ポートします。

flag flag フィールドは、(「真」と「偽」の) 2つの値を持つ、ネットワークのある属性を記録します。
flag は、文字の組み合わせで構成され、そのそれぞれの文字列は、対応する属性の値を示しま

す。該当する文字が存在する場合、その属性は「真」です。該当する文字がない場合、その属性

は「偽」です。‘‘-’’ は、どの属性も存在しないことを示します。現在は次の 1 文字だけが認識さ

れます。

v 可視のネットワーク (「デフォルト」) です。環境変数 NETPATH が未設定

の場合に使用します。
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protocol_family

protocol_family と protocol_name のフィールドは、プロトコル特定のアプリケーションのために提

供されます。

protocol_family フィールドには、プロトコルファミリを識別する文字列が入っています。 proto-

col_family 識別子は network_ID のための規則と同じ規則に従います。つまり、文字列はヌル以外

の文字で構成され、最短長は 1 文字であり、最大長は指定されていません。 protocol_family

フィールドの - は、プロトコルファミリの識別子が適用されていないことを示します (実験用の

ネットワーク) 。プロトコルファミリの例を次に示します。

inet インターネットワークです。UDP, TCPなどがあります。

protocol_name

protocol_name フィールドには、プロトコルを識別する文字列が入っています。 protocol_name 識

別子は network_ID のための規則と同じ規則に従います。つまり、文字列はヌル以外の文字で構成

され、最短長は 1 文字であり、最大長は指定されていません。‘‘−’’ は、リストされた名前のうち

で適用できるものがないことを示します。以下のプロトコル名が認識されます。

tcp 伝送制御プロトコルです。

udp ユーザーデータグラムプロトコルです。

network_device

network_device は、トランスポートプロバイダへの接続に使用するデバイスの絶対パス名です。

通常、このデバイスは /dev ディレクトリにあります。 network_device は指定しなければなりませ

ん。

translation_libraries

name-to-address translation libraries は、ネットワークのための「ディレクトリサービス」(名前か

らアドレスへのマッピングサービス ) をサポートします。このフィールドの ‘‘−’’ は、 transla-

tion_libraries がないことを示します。この場合、プロトコルファミリ inet のネットワークには特

別の意味があります。このプロトコルファミリの名前からアドレスへのマッピングは、 switch()

(nsswitch.conf (4) を参照) の hosts と services 用のエントリーに基づいたネームサービススイッチ

により提供されます。他のファミリのネットワークでは、‘‘−’’ は、名前からアドレスへのマッピ

ングが無効となることを示します。それ以外の場合、このフィールドは、動的にリンクされたラ

イブラリへのパス名をカンマで区切ったリストで構成されます。ライブラリのパス名は、絶対パ

スまたは相対パスのどちらでもかまいません。

Itanium(R)ベース ライブラリは /usr/lib/hpux[32|64] ディレクトリに格納されています。以前の

バージョンと互換性を持たせるために、 /usr/lib には適切なリンクが用意されています (たとえ

ば、 /usr/lib/libstraddr.so.1 は /usr/lib/libstraddr.1 にリンクされています)。ライブラリフィールド

を変更し Itanium(R)ベースと PA-RISC の両方のライブラリを用意する場合は、PA-RISC ライブラ

リの命名規則と互換性を持たせるために、 /usr/lib ディレクトリにリンクを作る必要がありま

す。特定のサービスで絶対パス名でライブラリを指定していると、そのサービスを利用するアプ
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リケーションはそのアーキテクチャでしか動作しません。

それぞれのフィールドは netconfig 構造体の要素に対応します。 netconfig 構造体およびこのマニュアルページ

で説明する識別子は、 <netconfig.h> で定義されています。この構造体には以下のメンバーがあります。

char *nc_netid ネットワーク ID です。NULL 終了文字を含みます。

unsigned long nc_semantics 方式です。

unsigned long nc_flag フラグです。

char *nc_protofmly プロトコルファミリです。

char *nc_proto プロトコル名です。

char *nc_device ネットワークデバイスの絶対パス名です。

unsigned long nc_nlookups ディレクトリ検索ライブラリの数です。

char **nc_lookups 名前からアドレスへの変換ライブラリの名前です。

unsigned long nc_unused[9] 将来の拡張のために予約されています。

nc_semantics フィールドは、前で説明した方式に対応して、以下の値をとります。

NC_TPI_CLTS

NC_TPI_COTS_ORD

nc_flag フィールドはビットフィールドです。前で説明した属性に対応して、現在は以下のビットが認識されま

す。 NC_NOFLAGは属性が何もないことを示します。

NC_VISIBLE

例
netconfig ファイルのサンプルを以下に示します。

#

# The ’Network Configuration’ File.

#

# Each entry is of the form:

#

# <network_id> <semantics> <flags> <protofamily> <protoname> <device> \

# <nametoaddr_libs>

#

# The ’-’ in <nametoaddr_libs> for inet family transports indicates

# redirection to the name service switch policies for ’hosts’ and

# ’services’. The ’-’ may be replaced by nametoaddr libraries that

# comply with the SVr4 specs, in which case the name service switch

# will not be used for netdir_getbyname, netdir_getbyaddr,
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# gethostbyname, gethostbyaddr, getservbyname, and getservbyport.

# There are no nametoaddr_libs for the inet family, and currently

# nametoaddr_libs are not supported.

#

udp tpi_clts v inet udp /dev/udp -

tcp tpi_cots_ord v inet tcp /dev/tcp -

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

ファイル
<netconfig.h>

/etc/netconfig

参照
getnetconfig(3N)、getnetpath(3N)、nsswitch.conf(4)
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名称
netgroup −ネットワークグループのリスト

説明
ファイル /etc/netgroup は、ネットワークワイドなグループを定義します。そして、リモートマウント, リモー

トログイン, およびリモートシェルを実行するときのパーミッションのチェックに用いられます。リモートマ

ウントに対して、 netgroup の情報はマシンを分類します。また、リモートログイン、リモートシェルに対して

は、ユーザーを分類します。 netgroup ファイルの各行では、次のようなフォーマットでグループが定義されま

す。

グループ名メンバー1 メンバー2 ...

ここで、メンバー i は、他のグループ名もしくは次のような形式とします。

(ホスト名, ユーザー名, ドメインネーム)

これら3つのフィールドのどれか1つでも空白のままであれば、これはワイルドカードを意味します。したがっ

て、

universal (,,)

は、全員が属するグループを定義します。フィールド名が、英文字、数字、アンダースコア以外 ( - など)で始

まると意味を持ちません。例として、次はエントリーを考えてみましょう。

justmachines (analytica,-,YOURDOMAIN)

justpeople (-,root,YOURDOMAIN)

マシン analytica は、ドメイン YOURDOMAIN のグループ justmachines に属しますが、このマシンに属すユー

ザーはいません。同様にユーザー root は、ドメイン YOURDOMAIN のグループ justpeople に属しますが、こ

のグループに属するマシンはありません。

注意:ドメインネームフィールドは、現在のドメインネーム ( domainname コマンドによって返される) に一致

しなければなりません。一致しなければ、そのエントリーに一致するものがないことになります。また、リ

モートマウントではユーザー名フィールドを無視されます。ホスト名とドメインネームだけを使います。

ネットワークインフォメーションサービス (NIS) によってネットワークグループが、取得できます。これが使

用されると、ネットワークグループは次は NISマップに格納されます。

netgroup

netgroup.byuser

netgroup.byhost

ネットワークインフォメーションサービスの概要は、 ypserv(1M) と ypfiles(4) を参照してください。

著者
netgroup は Sun Microsystems, Inc.で開発されました。
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ファイル
/etc/netgroup

参照
makedbm(1M), mountd(1M), ypmake(1M), ypserv(1M), getnetgrent(3C), hosts.equiv(4), ypfiles(4)

『NFSサービスのインストールと管理』、第7章「NIS Configuration」
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名称
netrc − ftp および rexec のログイン情報

説明
.netrc ファイルには、 ftp オートログインプロセス、 rexec() ライブラリルーチン、および rexec コマンド (順

に ftp(1), re xec(3N), および remsh(1) を参照) で使用されたログイン、および初期化の情報が格納されます。こ

のファイルはオプションです。存在する場合は、ユーザーのホームディレクトリに置かれます。

.netrc ファイルに無名の ftp ログイン以外のパスワード、またはアカウント情報が含まれている場合は、この

所有者は、現在のプロセスの実効ユーザーIDに一致していなければなりません。グループ、およびその他の

ユーザーに対する読み取り、書き込み、および実行の各モードビットはすべて、ゼロにセットされ、それぞれ

の所有者によって読み取り可能でなければなりません。これ以外の場合は、ファイルが無視されます。

ファイルには、次のトークンをそれぞれ空白文字 (スペース、タブ、または改行)、あるいはカンマ (,) で区

切って入れることができます。トークンの一部としてカンマを使用する場合は、引用符(") でトークンを囲み

ます。

machine name リモートマシン名を識別します。オートログインプロセスが .netrc ファイルを

検索して、 ftp コマンド行の ftp open コマンド引き数として、あるいは rexec()

に対する *ahost パラメータとして指定されたリモートマシンに一致する
machine トークンを探します。一致するトークンが見つかると、次の .netrc

トークンが処理され、ファイルの終端に達した時点、あるいは別の machine

トークン、または default トークンが見つかった時点で停止します。

リモートマシン名に別名のホスト名があり、正式ホスト名と別名の両方が .netrc

ファイルに存在する場合、 ftp クライアントは、 .netrc ファイルを検索する際

に、別名よりも正式ホスト名を優先します。 ftp open コマンドへの入力で別名

が指定され、 .netrc ファイルの先頭から最後までの検索で、 ftpクライアント

が、正式ホスト名より先に別名のホスト名を発見した場合、ftp クライアントは

別名エントリーを使用します。ただし、正式ホスト名が先に発見された場合

は、別名ホスト名も .netrc ファイルに入っていたとしても、正式エントリーを

使用します。従って、別名が存在する場合、正式ホスト名に高い優先順位を与

える場合は、正式ホスト名を ftp の .netrc ファイルの最後に置く必要がありま

す。

default default は任意の名前に適用される点を除き、 machine name と同じです。
default に指定できるトークンは1つだけに限られ、必ず machine の全トークン

の後になければなりません。これは通常、次のように ftp に使用します。

default login anonymous password user@site

これにより、 .netrc で指定されていないマシンに自動的に無名の ftp ログインを

行うことができます。これは、 −n フラグを使用して、オートログインを使用不

能にすることにより、 ftp で変更することができます。
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login name リモートマシンのユーザーを識別します。このトークンがない場合は、 ftp また

は rexec() のオートログインプロセスが、指定の名前を使用してログインを開始

します。このトークンが、 rexec −l コマンドオプションで指定されたユーザー

名に一致する場合、あるいはデフォルトとしてローカルユーザー名に一致する

場合は、 rexec password トークン (存在する場合) を使用します。

password string パスワードを供給します。このトークンがあれば、リモートサーバでログイン

プロセスの一部としてパスワードが必要になる場合に、オートログインプロセ

スにより指定の文字列が供給されます。なお、 anonymous 以外のユーザーに対

する .netrc ファイルに、このトークンがない場合は、所有者以外のユーザーが
.netrc を読み取り可能であれば、 ftp は打ち切られます。また、 .netrc 中のパス

ワードは暗号化されない点に注意してください。

account string ftp ログインに対して追加アカウントパスワードを供給します。このトークンが

あれば、リモートサーバで追加アカウントパスワードが必要になる場合に、

オートログインプロセスにより指定の文字列が供給されます。また、追加アカ

ウントパスワードが必要ない場合は、オートログインプロセスは、 acct コマン

ドを開始します。

macdef name ftp マクロを定義します。このトークンは、 ftp macdef コマンドのように使用で

きます。マクロは指定された名前によって定義されます。内容は、次の .netrc

行から始まり、空白行 (改行文字が連続した行) まで続きます。 init というマク

ロを定義すると、 ftp ログインプロセスの最終ステップとして、これが自動的に

実行されます。

例
次の指定は、 guestアカウントに sesameというパスワードがある hpxdzgホストに有効なエントリーとなりま

す。

machine hpxdzg login guest password sesame

警告
ファイルで暗号化していないパスワードを使用すると、セキュリティ上の危険を伴います。

著者
netrc 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
$HOME/.netrc

参照
ftp(1), remsh(1), rexec(3N)

Section 4-314 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



nettlgen.conf(4) nettlgen.conf(4)

名称
nettlgen.conf −ネットワークでのトレーシングとロギングの設定ファイル

構文
/etc/nettlgen.conf

説明
/etc/nettlgen.conf,gpr は、ネットワークでのトレーシングとロギングの共通コマンドに対しての設定ファイルで

す。このファイル中には、 nettl コマンドと netfmt コマンドに使われる設定情報があります ( nettl(1M) と
netfmt(1M) を参照)。 nettlconf コマンド ( nettlconf (1M) を参照)は、ログとサブシステムデータをこのファイル

に保管し、サブシステムがファイル中にあるエントリーに対して追加、修正、消去を行えるようにします。ま

た、 nettlconf によってシステム管理者はファイルにあるロギングリソース利用パラメータとファイル名をカス

タマイズできます。このファイルに対する変更は、必ず nettlconf コマンドを使用して行います。

このファイルの内容は、コロン (:) で区切られたフィールドを持つ複数のレコードです。各行が、グローバル

ロギング情報もしくはサブシステム情報からなるユニークなレコードとなっています。各レコードの最初の

フィールドは、タグフィールドで、そのレコードに含まれる情報の種類を表します。 LOG タグは、ロギング

情報を表します。 SS タグは、サブシステム情報を表します。空白行と # で始まる行は無視されます。

ロギングレコード
ロギングレコードは静的な情報で、ログファイル名やコンソールロギングのオンオフといったロギングのデ

フォルトを構成するのに使われます。次のことに注意してください。ファイル中のロギングレコードのうち最

後のものだけが使われます。つまり、その前のロギングレコードは無視されます。 nettlconf コマンドを使用す

ると、ロギング情報を必要に応じて変更することができます。ロギング情報の変更を実際に有効にするにはシ

ステム管理者は、 nettl コマンドを使っているトレース機能とロギング機能を停止して再起動しなければなり

ません。

ロギングレコードのフィールドは次のとおりです。

フィールド

ナンバー 名前 解説

1 tag LOGタグ文字列

2 Console Logging Flag コンソールロギングを可能にする場合は
1、そうでない場合は0

3 Log Port Size ロギングメッセージの内部バッファを確

保する memory の大きさ (キロバイト単

位) 有効範囲は 1 - 32 でデフォルトは 8
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4 Maximun Log File Space 最大ログファイルスペース (キロバイト

単位)

2つのピンポン ログファイルのサイズ

を合わせた値。有効範囲は 1 - 10240

で、デフォルトは 1000。

5 Log File prefix ログファイルのパスと名前からタイプ拡

張子やエージ拡張子(.LOG0x, ただしxは
0か1)を削除したもの

6 Console Filter File コンソールロギングに使われるフィルタ

設定ファイル

Console Logging Flag は、トレーシング機能とロギング機能の起動時にコンソールロギングを可能にするかど

うかを指定します。コンソールロギングを使用すれば、 Console Filter File の名称をもつファイルで指定した基

準に従ってシステムコンソールにログメッセージを表示できます。コンソールがない場合、またはコンソール

ロギングが必要ない場合は、 nettlconf コマンドを使用してこの機能をオフにすることができます。システム

ブートアップ時に、 Console Logging Flag は必ず /etc/rc.config.d/nettl ファイルにある NETTL_CONSOLE 変数

の値に合わせてアップデートされます。

コンソールロギングについて用いられる簡潔な形式よりさらに情報を望む場合は、コンソールロギングをオフ

にし、使用するフィルタを指定するオプションファイルを用いて、フォーマッタを起動します(see netfmt(1M))

。

Log Port Size は、ログキューに入る未処理のメッセージ数を定義します。ロギングには、256バイトのバッ

ファが使われます。ここで選んだ数は、割り当てるスペースの量をキロバイト単位で示します。デフォルトサ

イズは、8192バイト(8で指定)です。これは、32個の256バイトブロックに分けられます。最初のブロックはシ

ステムが使用し、残りの31ブロックはロギングメッセージが使用します。各ロギングメッセージは新しいブ

ロックで始まり、64バイトのオーバヘッドを伴います。さらに、各ブロックは、8バイトのオーバヘッドを伴

います。デフォルトサイズを使って格納することのできる最大のメッセージは、7624バイトです((31 ∗ 256) −

(31 ∗ 8) − 64)。ほとんどのロギングメッセージはとても小さいので、8キロのバッファを選べばロギング機能が

大量のメッセージに対応するのに十分です。

Maximum Log File Space は、最大のログファイルスペースを決定します。ログファイルは、2つの部分に分か

れます。各ログファイルの1つがすべて使われたところで、ロギングシステムは存在している古いファイルを

削除し、現在のファイル名を古いファイル名へ書き換え、新しいファイルを作成します。デフォルトの仕様で

は、ログファイルの記憶に合計で1メガバイト与えられます (各ファイルは、500キロバイトを超えません)。ロ

ギングは通常頻繁に起こらず、ロギングメッセージはとても小さいので、これはすべての要求に対して十分過

ぎる量です。ファイルスペースの使用率は、各サブシステムでのロギングのレベルの度合い、データ通信量、

接続の頻度などによります。したがって予測は非常に困難です。

Console Filter File は、コンソールロギングに使われるフォーマッタフィルタが存在するファイルの名前を指定

します。このファイルには、コンソールに表示されるログ情報を制御するフィルタがあります。このファイル
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の構文は、 netfmt コマンドで使われるフィルタ設定ファイルと同じです。フィルタ設定ファイルの詳細は、
netfmt(1M) を参照してください。

コンソールフィルタファイルがない場合は、指定されたファイルが作られます。内容はフィルタのデフォルト

セットで、 DISASTER メッセージをコンソール上に表示します。コンソールフィルタファイルがあり、その中

に time_from フィルタがあれば、フィルタ中の time_of_day 、 day_of_year フィールドは、 nettl が始動するたび

にアップデートされます。

Console Filter File フィールドは、オプションです。省略すると、デフォルトファイル /var/adm/conslog.opts が

使われます。

サブシステムレコード
サブシステムレコードは、そのサブシステムの情報を定義し、タグフィールドを含む 10フィールドを持ちま

す。各フィールドは、コロン ( : ) で区切られます。したがって、フィールドのないときにはコロンもありませ

ん。空フィールドは、 NULL 文字列を表します。注記: サブシステムレコード中の情報を変更できるのは、製

品のインストール時に nettlconf コマンドを使用してサブシステムが変更する場合に限ります。 HP のサポート

代表者の指示がない限り、この情報を変更しないでください。

サブシステムレコードフィールドは次のとおりです。

フィールド

ナンバー 名前 説明

1 tag SS タグ文字列

2 Subsystem ID 0から255の間の整数。この数はHPの工

場で設定され、変更は禁止されていま

す。

3 Subsystem Mnemonic 英文字、数字、アンダースコア文字から

なるテキスト文字列。この文字列は工場

で設定され、変更は禁止されています。

4 Initial Log Class トレーシング機能、ロギング機能が初期

化されたときのロギングクラス。以下に

示す数値です。

5 Subsystem Type サブシステムがストリームベースでカー

ネルに存在する場合は、s にセットしま

す。サブシステムがカーネルに存在し、

ストリームベースでない場合は、k に

セットします。サブシステムがカーネル

に存在しない場合は、u にセットしま

す。
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6 Subformatter Shared Library 以下に示すサブフォーマッタ関数が存在

する共有ライブラリファイル名

7 Subformatter Message Catalog このサブシステムのデータをフォーマッ

トする際に使用するメッセージカタログ

のベース名

8 Subformatter Function サブフォーマッタライブラリ中のC関

数。このサブシステムのデータをフォー

マットする際に呼び出されます。

9 Subformatter Option サブフォーマッタライブラリ中のC関

数。このサブシステムのフィルタオプ

ションを得る際に呼び出されます。

10 Group Name テキスト文字列。フォーマットされた出

力のヘッダbanner行に使われます。

デフォルトのロギングレベルの設定は、その製品の設定スクリプトによる設定をお勧めします。初期化におい

て別のロギングレベルに変更したければ、ユーザーが変更することもできます。使用可能なクラスは、Disaster

(8), Error (4), Warning (2), Informative (1)です。複数のクラスは、その数の和をとると、組み合わせられます。し

たがって、DisasterとErrorを組み合わせると12になります。ロギングレベルは、実行時に nettl −log コマンドを

使っても変更できます。この設定ファイル中で指定されていなくても、Disasterクラスは常にオンにします。し

たがって、値14と6による指定は、Disaster, Error, Warningをオンにします。

サブフォーマッタのライブラリファイル名が絶対パスでない場合は、 /usr/lib のもとにあると仮定します。サ

ブフォーマッタのライブラリは、共有ライブラリでなければなりません。

多言語化対応
メッセージカタログは、環境変数 NLSPATH によるパスで見つかります。デフォルトのメッセージカタログ

は、 /usr/lib/nls/%L/%N.cat で見つかります。 %L フィールドには、 LANG 環境変数が代入され、 %N

フィールドには、このパラメータで指定される名前は代入されます。

例
次は例では、デフォルトのロギング情報を示します。コンソールロギングは許されます。ロギングには、ロギ

ングメッセージの保持に8キロバイトが使われます。ログファイルは、合計で1000キロバイトに制限されます(

ファイルあたり500キロバイト)。ログファイルは、 /var/adm/nettl.LOG00 と /var/adm/nettl.LOG01; です。コ

ンソールロギングのフィルタファイルは、 /var/adm/conslog.opts. です。最新のデータは、常に .LOG00 ファ

イルの中にあります。

#

# LOG INFORMATION

#

LOG:1:8:1000:/var/adm/nettl:/var/adm/conslog.opts
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次は例では、コンソールロギングがオフになっています。ログファイルスペースの大きさは、100キロバイト

に制限されます。その他の値は、デフォルトと同じです。

#

# LOG INFORMATION

#

LOG:0:8:100:/var/adm/nettl:/var/adm/conslog.opts

次は例では、代表的なサブシステムレコードを示します。ユーザーはこれらのレコードを変更できません。こ

れらのレコードは、製品のインストール時にサブシステムが nettlconf を使用して設定します。

#

# TEST SUBSYSTEMS

#

SS:96:TEST_ID_1:8:u:NULL:netfmt:subsys_GENERIC_format: \

ss_96_go:FORMATTER

SS:97:TEST_ID_2:8:u:NULL:netfmt:subsys_GENERIC_format: \

ss_97_go:FORMATTER

注記:上記および下記の例で使用した継続マーク(行の終わりでの\ )は、読みやすくするためだけのものです。
nettlと netfmt は、継続マークを認識しません。

次のエントリーは、常に設定ファイル中になければなりません。これは、フォーマッタにサブシステム自身を

定義します。ファイル中になければ、フォーマッタは正確に動作しません。

#

# FORMATTER SUBSYSTEMS

#

SS:127:FORMATTER:12:u:NULL:netfmt:subsys_GENERIC_format: \

subsys_127_get_options:FORMATTER

ファイル
/etc/nettlgen.conf

参照
netfmt(1M), nettl(1M), nettlconf(1M)
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名称
networks − ネットワーク名のデータベース

説明
/etc/networks ファイルは、公式のネットワーク名とネットワークエイリアスが持つインタネットアドレスに対

応します。これによって、ユーザーはインタネット(IP)アドレスを使わずにシンボル名でネットワークを指定

できます。各ネットワークに対して以下の情報がそれぞれ1行ずつあります。

<公式のネットワーク名> <ネットワーク番号> <エイリアス>

エイリアスは、ネットワークを識別するための別名です。例:

loop 192.46.4 testlan

ここで loop というネットワークは、 testlan ともいいます。

行は空白で始めてはいけません(タブや空白文字も不可)。項目は、数や、空白の組合せで区切ります。 # 文字

は、コメントの始まりを示します。 # から行の終わりまでの文字は、ファイルを検索するルーチンに認識され

ません。行の終わりの後続の空白は許されます。 DARPA インタネットに対して、通常このファイルを得られ

るのは、ネットワークインフォメーション コントロールセンター (NIC) で管理される公式なネットワークの

データベースからです。しかし、非公式なエイリアス、または未知のネットワーク、あるいはその両方に関す

る更新には、細かい変更が必要となることもあります。

ネットワーク番号は、慣例化されたインタネットドット記法で指定できます。このインタネットドット記法

は、インタネットアドレスを操作するライブラリの inet_network() ルーチンを使います( inet(3N) を参照)。

ネットワーク名には、スペース、ニューライン、またはコメント文字を除くプリント可能文字なら、何でも使

用できます。

例
/etc/networksを参照してください。

著者
networks 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
/etc/networks

参照
getnetent(3N)
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名称
nisfiles − NIS+のデータベースファイルおよびディレクトリの構造

構文
/var/nis

説明
Network Information Service Plus (NIS+) データベースは、メモリーベースで複写されます。このデータベース

は、安定記憶に対してチェックポイントを実行したりトランザクションログを保存したりするために、
/var/nis ディレクトリ内の一連のファイルを使用します。さらに、NIS+ のサーバーおよびクライアントは、こ

のディレクトリ内のファイルを使用して、バインディング情報および状態情報を保存します。

NIS+ サービスは、Secure RPC 上に作成される認証と認可システムを実行します。この実行において、NIS+

サービスは、 cred.org_dir.domain-name という名前のテーブルを使用して、NIS+ のネーム空間へのアクセスを

認可された主体のパブリックキーおよびプライベートキーを保存します。このサービスは、グループアクセス

情報をサブドメイン groups_dir.domain-name 内に group オブジェクトとして保存します。これらの 2つのテー

ブルは、NIS+ サーバー上の /var/nis/hostname ディレクトリ内のファイルのように見えます。

NIS+ のネットワーク情報サービスの以前のバージョンとは異なり、これらのテーブル内の情報は、最初にサー

バー上で ASCII ファイルからこのサービス内にロードされ、その後 NIS+ ユーティリティ (nistbladm −D) を使

用して更新されます。一部のシステムでは、アーカイブの目的でこれらの ASCII ファイルを定期的に生成し直

したい場合があります。これを行うには、これらのテーブルをリストしその結果から ASCII ファイルを作成す

るスクリプトをサーバーの crontab(1) に追加しなければなりません。

注記 : NIS_COLDSTART および NIS_SHARED_DIRCACHE ファイル以外に、 cp(1) 、 mv(1) または rm(1) な

どのコマンドによって処理しなければならないファイルはありません。トランザクションログファイルには、

行われたすべての変更の記録が保存されるので、このファイルを独立に処理することはできません。

/var/nisディレクトリには、以下のファイルが保存されます。

NIS_COLDSTART

このファイルには、起動時に NIS+ のキャッシュにあらかじめロードされる NIS+ のディレクトリ

オブジェクトが含まれています。このファイルは、通常、NIS+ のインストール時に作成されま

す。 nisinit(1M) または nisclient(1M) を参照してください。

NIS_SHARED_DIRCACHE

このファイルには、キャッシュマネージャによって保存されている NIS+ のバインディングの現在

のキャッシュが含まれています。この内容は、 nisshowcache(1M) によって表示することができま

す。

hostname.log

このファイルには、NIS+ サービスによって保存されるトランザクションログが含まれています。

これは、 nislog(1M) コマンドを使用して表示することができます。このファイルは、ホール (実際

には使用されていない領域) を含んでいます。その見かけのサイズは、実際のサイズよりもはるか
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に大きい可能性があります。サーバー 1つについて、トランザクションログは 1つだけ存在しま

す。

hostname.dict

このファイルは、NIS+ のデータベースがそのファイルを見つけるために使用するデイクショナリ

です。これは、デフォルトの NIS+ のデータベースパッケージによって作成されます。

hostname.dict.log

これは、データベースデイクショナリのためのログファイルです。サーバーに対してチェックポイ

ントが実行されると (nisping -C) 、このファイルは削除されます。

hostname このディレクトリに、サーバーが使用するデータベースが含まれています。

hostname/root.object

ルートサーバー上で、このファイルには、ネーム空間のルートを表すディレクトリオブジェクトが

含まれています。

hostname/parent.object

ルートサーバー上で、このファイルには、親のネーム空間を表すディレクトリオブジェクトが含ま

れています。このファイルは、 nisinit(1M) コマンドによって作成されます。

hostname/table_name

ディレクトリ内のそれぞれのテーブルに対して、そのテーブルに関する情報を保存する同じ名前の

ファイルが存在します。このディレクトリ内にサブディレクトリがある場合には、テーブルに対す

るデータベースはファイル table_name.subdirectory に保存されます。

hostname/table_name.log

このファイルには、テーブル table_name に対するデータベースログが含まれています。このログ

ファイルには、各データベースへの個々のトランザクションの状態が保存されています。あるデー

タベースに対してチェックポイントが実行される (つまり、 hostname/table_name 安定記憶にすべて

の変更が行われる) と、このログファイルは削除されます。

現在、NIS+ は、チェックポイントの実行を自動的には行っていません。したがって、システム管

理者が nisping−C ( nisping(1M) を参照 ) 処理を定期的 (1 日に 1回など) に実行して、ログファイル

に対してチェックポイントを実行したい場合があります。これは、 cron(1M) ジョブを介して行うこ

ともできるし、手作業で行うこともできます。

hostname/root_dir

ルートサーバー上で、このファイルにはルートディレクトリに関連するデータベースが保存されま

す。これは、他のテーブルデータベースに似ています。該当するログファイルを root_dir.log と呼

びます。

hostname/cred.org_dir

このテーブルには、この NIS+ のドメイン内の主体の資格認定が含まれています。
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hostname/groups_dir

このテーブルには、グループアクセスを認可するために NIS+ が必要とするグループオーソライ

ゼーションオブジェクトが含まれます。

hostname/serving_list

このファイルには、このサーバー上で NIS+ サーバーによって処理されるすべての NIS+ ディレク

トリのリストが含まれています。サーバーが NIS+ のディレクトリオブジェクトに追加されたりま

たはそのディレクトリオブジェクトから削除されると、このファイルはそのサーバーによって更新

されます。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UXリリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポートし

ます。

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

参照
cp(1), crontab(1), mv(1), rm(1), nis+(1), niscat(1), nismatch(1), nistbladm(1), nisclient(1M), nisinit(1M), nislog(1M), nisp-

ing(1M), nis_db(3N), nis_objects(3N)
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名称
nlist、nlist64 − nlist/nlist64構造体形式

構文
#include <nlist.h>

特記事項
下に定義された構造体の内容は、 /usr/include/nlist.h を調べると正確にわかります。これは、それぞれの HP-

UX のインプリメンテーションによって、多少変わります。

説明
nlist() および nlist64() は、オブジェクトファイル中のシンボルテーブルから情報を取り出します (nlist(3E) を参

照)。 nlist() および nlist64() は、基本的に同じ機能を持っており、いずれも SOM ファイルと Elf ファイルを処

理できます。シンボルテーブルは機種に依存するので (それぞれのインプリメンテーションの <a.out.h> に定義

されています)、ヘッダファイル nlist.h を定義して、その違いをカプセル化しています。

nlist() または nlist64() のどちらかの nlist 関数を、対応する nlist 構造体とともに使用すると、シンボルテーブ

ル内の選択されたシンボルについての特定の情報を取り出すことができます。それぞれのシンボルに対応する

データは機種に特有なので、関数内の n_name フィールドの名前と位置だけが、HP-UX で標準化されていま

す。構造体の残りの部分には、少なくともシンボルの値と型があります。標準化されていないすべてのフィー

ルドの名前と意味は、必要以上に変更しません。

nlist構造体は nlist64 構造体と同じで、ソースに互換性を持たせるために使われます。

struct nlist64 {

char *n_name;

/* other fields as needed;

the following are suggested if they apply */

char *n_qual;

unsigned short n_type;

unsigned short n_scope;

unsigned long n_info;

unsigned long long n_value;

unsigned int is_elf:1;

unsigned int is_32:1;

unsigned int reserved1:30;

unsigned long long reserved2;

unsigned long long reserved3;

};

参照
nlist(3E)、a.out(4)
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名称
nlspath − NLSPATH 構成ファイル

説明
スーパーユーザーは、ファイル /etc/default/nlspath を使用して、他のユーザーが環境変数 NLSPATH によって
setuid または setgid のルートプログラム用のメッセージカタログとして指定するパスを制限することができま

す。

このファイルには以下のフォーマットを持つエントリーが1つあります。

NLSPATH=pseudo-pathname: pseudo-pathname:...

pseudo-pathnames はコロンで区切ります。構成ファイル /etc/default/nlspath および環境変数 NLSPATH で使用

できるパスは、メッセージカタログファイルを指定するものであるとみなされます。ファイル
/etc/defaults/nlspath を直接編集しないでください。その代わり、コマンド chnlspath がこのファイルの内容を

変更するのに使用します。詳細は、 chnlspath(1M) を参照してください。

もし /etc/default/nlspath に NLSPATH=*, がある時、そのファイルは互換モードになっています。その場合、す

べての setuid と setgid のルートプログラムは、直接、環境変数 NLSPATH を使用して、メッセージカタログの

場所を特定します。この構成ファイルは、環境変数 NLSPATH に依存する setuid または setgid のルートプログ

ラムへの下位互換のみを目的としてサポートされるものです。新しい setuid または setgid のルートプログラム

は、環境変数 NLSPATH および構成ファイル /etc/default/nlspath には依存しません。詳細は、 catopen(3C) を

参照してください。

警告
この構成ファイルの所有者は root ユーザーとし、グループおよびその他のユーザーに対して書き込みパーミッ

ションを与えないでください。この構成ファイルに記述されているパスには、グループおよびその他のユー

ザーに対して書き込みパーミッションを与えないでください。

ファイル
/etc/default/nlspath

参照
catopen(3C), chnlspath(1M), environ(5)
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名称
nsswitch.conf −ネームサービススイッチの設定ファイル

構文
/etc/nsswitch.conf

説明
オペレーティングシステムでは、ホスト、ユーザー (passwd) 、グループなどに関する多くの情報はデータベー

スを使用して管理します。これらのデータは各種のソースから得られます。例えば、ホスト名およびホストア

ドレスは、 /etc/hosts 、NIS、NIS+、LDAP または DNS 内で見つけることができます。それぞれのデータベー

スに 1 つまたは複数のソースが使用される可能性があります。これらのソースおよびその検索順序は、
/etc/nsswitch.confファイル内に指定されています。

以下のデータベースがスイッチを使用します。

データベース 参照元
aliases sendmail

automount automount

group getgrnam()

hosts gethostbyname()

netgroup innetgr()

networks getnetbyname()

passwd getpwnam() 、 getspnam()

protocols getprotobyname()

publickey getpublickey()、 secure_rpc()

rpc getrpcbyname()

sendmailvars sendmail

services getservbyname()

ipnodes getipnodebyname()

以下のソースが使用されます。

ソース 参照
files /etc/hosts、 /etc/passwd など
nis NIS (YP)

nisplus NIS+

ldap LDAPディレクトリサーバー
dns hosts、 ipnodes の場合だけ有効。インターネットのドメインネームサービスを使用

します。
compat passwd および group の場合だけ有効。"+" および "-"を使用します

( 後述の「 +/- 構文によるやりとり」を参照してください)。

/etc/nsswitch.conf には、各データベースごとに 1 つのエントリーがあります。通常、これらのエントリー
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は、"protocols: files" または "networks: files nisplus" などのように単純です。ただし、複数のソースが指定される

場合には、それぞれのソースが使用される状況別に定義することが必要です。ソースは、以下のコードの 1 つ

を戻します。

ステータス 意味
SUCCESS 指定したデータベースエントリーが見つかりました。
UNAV AIL ソースの応答がないか、または破壊されています。
NOTFOUND ソースが "no such entry" (そのエントリーがありません) と応答しました。
TRYA GAIN ソースがビジー状態です。再試行してください。

それぞれのステータスコードに対して、次の 2 つのアクションが可能です。

アクション 意味
continue リスト内の次のソースを試してみます。
return この時点で戻ります。

エントリーの完全な構文は、次のとおりです。

<entry> ::= <database> ":" [<source> [<criteria>]]* <source>

<criteria> ::= "[" <criterion>+ "]"

<criterion> ::= <status> "=" <action>

<status> ::= "success" | "notfound" | "unavail" | "tryagain"

<action> ::= "return" | "continue"

それぞれのエントリーは、ファイル内で 1 行を形成します。空白の行またはスペース文字で始まる行は無視さ

れます。行中では、 # 文字以降も無視されます。つまり、 # を行中の任意の位置に置くと、コメントが書き込

めます。 database および source の名前は、大文字と小文字を区別しますが action および status の名前は大文字

と小文字を区別しません。

デフォルトの基準では、 SUCCESS 以外の場合は continue になります。つまり、 [SUCCESS=return NOT-

FOUND=continue UNAV AIL=continue TRYA GAIN=continue] となります。

エントリー内の最後のソースに続くデフォルトの基準または明示的に指定した基準は、無効です。つまりアク

ションは、ソースが戻すステータスコードに関係なく常に呼び出しを行ったユーザーに戻るので、この基準は

無視されます。

netconfigとのやりとり
エントリーの inet ファミリに基づく、一貫性ある結果で統一するために、 gethostbyname(), getservbyname()

および netdir_getbyname() 関数はすべて同じ内部スイッチライブラリを使用します。これらの関数は、システ

ム全体で hosts および services を検索する場合に、 netconfig() 内の inet ファミリエントリーに基づいた方法を

採用します。 services および hosts の場合だけ、最後のカラムの "-" がサポートされています。これは名前対ア

ドレスのライブラリを表します。
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YP互換モードでの NIS+とのやりとり
NIS+ サーバーは「YP 互換モード」で実行できます。この場合、NIS+ 要求と同様に NIS (YP) 要求も処理しま

す。この場合には、クライアントは、"nisplus" と同じ結果を "nis" ソースから入手します。しかし、"nis" の代

わりに "nisplus" を使用することをお勧めします。

DNS転送モードでの NIS (YP)サーバーとのやりとり
NIS (YP) サーバーは「DNS 転送モード」で実行することができます。この場合、データベース内に存在しない

ホスト名およびホストアドレスを求める検索要求を DNS に転送することができます。この場合には、"hosts"

のソースとして "nis" を指定すれば、DNS 検索結果を入手するのに十分です。つまり、"dns" をソースとして、

明示的に指定する必要はありません。

「YP 互換モード」の NIS+ サーバーは、「DNS 転送モード」で実行することもできます ( rpc.nisd(1M) を参照

してください)。転送は、YP クライアントから行われた要求の場合だけ有効です。つまり、これらのクライア

ントに関する "hosts" ポリシーが正しく設定されていなければなりません。

+/-構文によるやりとり
HP-UX 10.30 以前のリリースでは、パスワードおよびグループに対するネームサービススイッチのサポートが

ありませんが、ユーザーになんらかのポリシーを管理することを許可していました。 /etc/passwd 内に、 +user

(NIS passwd.byname で指定したユーザーを含む)、 -user (指定したユーザーを除外する) および + (除外された

ユーザーを除き、すべての NIS passwd.byname を含む) 形式のエントリーを持つことができました。そして、
/etc/passwd の最後に単なる + を記述して「NIS 内のすべてを最後に指定したファイル内のすべて」を記述する

のが一般的でした。スイッチは、 /etc/passwd ファイル内に + エントリーを記述しなくても、このような
("passwd: files nis")機能を提供します。

それでも不十分な場合には、"compat" ソースを指定して、完全な +/- 構文を使用します。これは、 getpwnam()

関数用に /etc/passwd を読み取り、 +/- エントリーを見つけたら、適切なソースを呼び出します。デフォルトの

場合、ソースは "nis" ですが、これは擬似データベース passwd_compat のソースとして "nisplus" を指定するこ

とによって上書きすることができます。

compat ソースは、 group に対しても完全な +/- 構文を与え、関連擬似データベースは group_compat となりま

す。

このライブラリ関数には、内部的に組み込まれているデフォルトのエントリーがあり、nsswitch.conf 内に適切

なエントリーが存在しない場合や構文が正しくない場合に使用されます。エントリーは以下のようになってい

ます。

passwd: files nis

group: files nis

hosts: dns [NOTFOUND=return] nis [NOTFOUND=return] files

networks: nis [NOTFOUND=return] files

protocols: nis [NOTFOUND=return] files

rpc: nis [NOTFOUND=return] files
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publickey: nis [NOTFOUND=return] files

netgroup: nis [NOTFOUND=return] files

automount: files nis

aliases: files nis

services: nis [NOTFOUND=return] files

ipnodes: dns [NOTFOUND = return] files

有効な設定
すべてのデータベースのコンパイル済みデフォルトエントリーは、NIS (YP) を全社レベルのネームサービスと

して使用するもので、このファイルのデフォルトの設定と同一です。

passwd: files nis

group: files nis

hosts: nis [NOTFOUND=return] files

networks: nis [NOTFOUND=return] files

protocols: nis [NOTFOUND=return] files

rpc: nis [NOTFOUND=return] files

publickey: nis [NOTFOUND=return] files

netgroup: nis

automount: files nis

aliases: files nis

services: files nis

sendmailvars: files

ipnodes: files

nis [NOTFOUND=return] files というポリシーは、「 nis が UNAV AIL を戻した場合には、 files を続行し、 nis

が NOTFOUND を戻した場合には、呼び出し元に戻る、つまり、 nis を正式な情報のソースとして扱い、 nis

が実行していない場合にだけ files を試してみる」という意味です。

パスワードおよびグループに +/- 構文への適合性が要求される場合には、単に、 passwd および group のエン

トリーを次のように修正します。

passwd: compat

group: compat

NIS+ が全社レベルのネームサービスの場合には、クライアントマシン上のすべてのデータベースに対して nis

の代わりに nisplus を使用するようにデフォルトの設定を修正しなければなりません。ファイル /etc/nss-

witch.nisplus には、このポリシーを設定するサンプルの設定があります。 /etc/nsswitch.conf にコピーしてくだ

さい。

nisplusとともに +/- 構文を使用する場合には、以下の 4 つのエントリーを使用します。

passwd: compat
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passwd_compat: nisplus

group: compat

group_compat: nisplus

全社レベルのネームサービスの NIS+ 内にリストされていないホストの情報をインターネットドメインネーム

サービスから入手するには、次の設定を使用して /etc/resolv.conf ファイルをセットアップします。詳細は、
resolver(4)を参照してください。

hosts: nisplus dns [NOTFOUND=return] files

ipnodes: dns [NOTFOUND=return] files

/etc/nsswitch.ldap ファイルには、 /etc/nsswitch.conf にコピーして LDAP ポリシーを設定できるサンプルの設定

ファイルが入っています。 (nis と nisplus が定義するアクセス制御で使う) +/- netgroup 構文が必要なら、管理

者は /etc/pam.conf ファイルの libpam_authz.1 を構成する必要があります。 LDAP-UX の詳細は ldapux(5) のマ

ンページを、 libpam_authz.1 の詳細は pam_authz(5) のマンページを、 +/- netgroup 構文の詳細は passwd(4) を

それぞれ参照してください。 ldapux(5) と pam_authz(5) のマンページは、LDAP-UX 統合製品に入っています。

列挙関数 -- getXXXent( )
多くのデータベースには、列挙関数があります。たとえば、 passwd には getpwent() があり、 hosts には geth-

ostent() があります。ソースが files だけであった場合にはこれらの関数は理にかなっていましたが、多数のエ

ントリーを含む階層構造のソースの場合にはあまり意味がなく、複数のソースの場合にはほとんど意味があり

ません。このインタフェースはまだ提供されていて、意味のある結果を出すように努力しますが、戻された

データは不完全なものであったり (hosts の列挙関数は dns ソースではサポートされていません)、矛盾するも

のであったり (複数のソースが使用される場合)、予想外の形式でフォーマッティングされていたり (1 つの正

式名称と 3 つの別名を持つホストの場合、 nisplus ソースは 4つのエントリーを戻し、それらは連続していな

い可能性もあります)、非常に高価であったり (5000 人のユーザーの passwd データベースを列挙するのはあま

り好ましくない方法です) します。さらに、同じ再入力可能な列挙関数 (getXXXent_r() がサポートされていま

す) を使用する同一プロセスの複数スレッドは、同じ列挙位置を共有します。つまり、これらの関数が交互に

呼び出しを行うと、同じデータベースのばらばらなサブセットを列挙することになります。

通常の場合は、列挙関数を使用しないようにします。 passwd および group の場合は、 fgetgrent() 、 fgetp-

went() および fgetspent() (それぞれ、 getgrent(3C) および getpwent(3C) を参照) の使用が適切なことが多くあり

ます。これらの関数は files ソースだけを使用します。

警告
nsswitch.conf() を使用する各プロセスは、ファイル全体を一度だけ読み取ります。このファイルが後で変更さ

れても、プロセスは古い設定を使用し続けます。

getXXbyYY () 関数を使用すると、動的リンカの機能を用いて共有オブジェクト /usr/lib/nss_SSS.sl.1 にアクセス

するので、この関数を使用するプログラムは、静的にリンクにより実行できません。

nis および nisplus を同じデータベースのソースとして使用しないように強くお勧めします。その理由は、両方

のネームサービスが似た情報を保存することが予測されるために、要求時に処理を行うネームサーバーの種類
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によって、データベースの検索で異なる結果を与える可能性があるからです。

ソースおよびデータベースの名前のスペルを間違えても、その名前がソースおよびデータベースの正しい名前
(ほとんどの場合存在しない) として処理されます。

fgetgrent()、 fgetpwent() 、 fgetspent() 、 getpw() および putpwent() 関数はスイッチを使用しません。

関数 getipnodebyname() および getipnodebyaddr() は libc.2 に導入されているものであり、 libc.1 には含まれま

せん。

libc.1 にリンクされたアプリケーションは、NOTFOUND および TRYA GAIN に対して異なったデフォルトアク

ションを表示します。 libc.1 にリンクされたアプリケーションでは、ネームサービスが NOTFOUND または
TRYA GAINのどちらかの結果を返す場合に、スイッチサーチターミネイトが発生します。

このスイッチサーチターミネイトは、 source エントリーの間に criterion を含まないネームサービスの検索範囲

が指定された、既存の nsswitch.conf ファイルにおいて発生します。

例: hosts: dns files

libc.1 にリンクされたアプリケーションの場合は、ファイルへのフォールバックは、DNS が UNAV AIL を返す

場合にのみ発生します。その他のすべてのアプリケーションの場合は、ファイルへのフォールバックは、DNS

が SUCCESS を返さない場合に発生します。

libc.1 にリンクされたアプリケーションやその他のアプリケーションが同じ動作をするためには、 source の間

で criterion が設定されなければなりません。

libc.1の動作の場合

hosts: dns [NOTFOUND=return TRYAGAIN=return] files

デフォルトシステムの動作の場合

hosts: dns [NOTFOUND=continue TRYA GAIN=continue] files

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

ファイル
/usr/lib内の nss_SSS.1 共有オブジェクトが、SSS と名付けられるファイルを作成します。

/etc/nsswitch.conf 設定ファイル
/usr/lib/nss_compat.1 "compat" ソースを作成
/usr/lib/nss_dns.1 "dns" ソースを作成
/usr/lib/nss_files.1 "files"ソースを作成
/usr/lib/nss_nis.1 "nis" ソースを作成
/usr/lib/nss_nisplus.1 "nisplus" ソースを作成
/usr/lib/nss_ldap.1 "ldap" ソースを作成
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/etc/netconfig ホスト / サービスのポリシーをスイッチにリダイレクトする netdir() 関

数のための設定ファイル
/etc/nsswitch.files "files" だけを使用するサンプルの設定ファイル
/etc/nsswitch.nis "files" および "nis" を使用するサンプルの設定ファイル
/etc/nsswitch.nisplus "files" および "nisplus" を使用するサンプルの設定ファイル
/etc/nsswitch.ldap "files" および "ldap" を使用するサンプルの設定ファイル

参照
nis+(1) 、 automount(1M) 、 rpc.nisd(1M) 、 sendmail(1M) 、 getgrent(3C) 、 getpwent(3C) 、 gethostent(3N) 、
getnetent(3N)、getnetgrent(3C)、getprotoent(3N)、getpublickey(3N)、getrpcent(3C)、getservent(3N)、netdir(3N)、
secure_rpc(3N)、netconfig(4)、resolver(4)、ypfiles(4)、LDAP-UX 統合製品の中の ldapux(5)、pam_authz(5)
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名称
pam.conf − 組み込み可能認証モジュールのための構成ファイル

構文
/etc/pam.conf

説明
pam.conf は、組み込み可能認証モジュールのアーキテクチャである PAM のための構成ファイルです。PAM モ

ジュールは、認証、アカウント管理、セッション管理、パスワード管理の 4 つの指定可能なサービスのうち

の 1 つまたは複数のサービスのための機能を提供します。

認証サービスモジュールは、ユーザーを認証し、ユーザー資格を設定する機能を提供します。アカウント管理

モジュールは、現在のユーザーのアカウントが有効かどうかを判別する機能を提供します。パスワードやアカ

ウントの期限のチェックや、アクセス時間制限の検査があります。セッション管理モジュールは、ログイン

セッションのセットアップおよび終了を行う機能を提供します。パスワード管理モジュールは、ユーザーの認

証トークン (パスワード) を変更する機能を提供します。

単純化した PAM.CONF構成ファイル
pam.conf ファイルにはサービスのリストが入っています。それぞれのサービスは対応するサービスモジュール

とペアになっています。サービスが要求されると、関連付けられたモジュールが呼び出されます。それぞれの

エントリーの形式は次の通りです。

service_name module_type control_flag module_path options

認証、アカウント管理、セッション管理のモジュールをサポートする pam.conf 構成ファイルの例を以下に示

します。

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 debug

login session required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

dtlogin session required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

other auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

other password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

service_name service_name はサービス (例えば login や dtlogin) を示します。キーワード other は、指定さ

れなかった他のすべてのアプリケーションが使用しなければならないモジュールを示します。
other キーワードは、同じ module_type のすべてのサービスが同じ要件を持つ場合にも使用で

きます。前述の例では、すべてのサービスが同じセッションモジュールを使用するため、単一

の other 行で置き換えることができます。

module_type module_type はサービスモジュールのタイプを示します。モジュールのタイプには、認証
(auth) 、アカウント管理 (account) 、セッション管理 (session) 、パスワード管理 (password) が

あります。
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control_flag control_flag フィールドはスタックする動作を決定します。詳細は後述します。

module_path module_path フィールドは、サービスの機能を実現する共有ライブラリオブジェクトへのパス

名を指定します。パス名が絶対パスではない場合、 /usr/lib/security/$ISA/ に対する相対と見

なされます。 $ISA (すなわち、命令セットアーキテクチャ ) トークンは、Itaniumベース 32

ビットモジュールの場合は hpux32 に、PA-RISC 32 ビットモジュールの場合は null に、PAM

エンジン (libpam) が置き換えます。 PA-RISC ライブラリの命名規則と互換性を持たせるため

に、 /usr/lib/security/ に適切なリンクが用意されています ( 例 : /usr/lib/security/lib-

pam_unix.so.1 -> ./libpam_unix.1 )。 /etc/pam.conf または /etc/pam_user.conf にユーザー定義の

モジュールが指定されている場合には、PA-RISC モジュールをポイントするシンボリックリ

ンクを作成するために PA-RISC ライブラリの命名規則に従う必要があります。 libpamを使っ

て /etc/pam.conf を解析することをお勧めします。しかし、アプリケーションが /etc/pam.conf

を直接読み込む場合には、 $ISA トークンを解析してそれを正しいディレクトリ文字列に置き

換えることができなければなりません。

options options フィールドは、PAM フレームワークの階層がモジュール固有のオプションをモジュー

ルに渡すために使用します。オプションの解析および解釈はモジュールが行います。この

フィールドは、モジュールがデバッグをオンにしたり、TIMEOUT 値などのモジュール固有の

任意のパラメータを渡すために使用することもできます。統一化したログインのサポートにも

使用できます。モジュールがサポートするオプションは、それぞれのマニュアルページに記述

されています。例えば、 pam_unix(5) には UNIX モジュールが受け入れるオプションがリスト

されています。

スタックを使った複数の認証サービスの統合
同じ module_type の 1 つの service_name が複数回定義された場合、このサービスは スタックされたといいま

す。そのサービスの module_path で参照されるそれぞれのモジュールは、構成ファイルに記述されている順序

で処理されます。 control_flag フィールドは、モジュールの継続と失敗の方式を指定します。 required,

optional, sufficientのいずれかです。

PAM フレームワークはスタックにあるそれぞれのサービスモジュールを処理します。スタックにあるすべての
required モジュールが成功すると、「正常終了」が戻ります( optional および sufficient のエラー値は無視され

ます)。1 つまたは複数の required モジュールが失敗すると、失敗した最初の required モジュールによるエ

ラー値が戻ります。

スタックに required として指定されたサービスモジュールがない場合、PAM フレームワークは optional また

は sufficient のモジュールが少なくとも 1 つ成功することを必要とします。すべて失敗した場合、スタックの

最初のサービスモジュールによるエラー値が戻ります。

前述の内容には、 sufficient フラグによる例外があります。 sufficient として指定されたサービスモジュールが

成功すると、その前の required モジュールもすべて成功していれば、PAM フレームワークは直ちにアプリ

ケーションに「正常終了」を戻します (スタックにある後続のサービスモジュールは required であってもすべ

て無視されます)。前にある required モジュールが失敗すると、そのモジュールによるエラー値が戻ります。
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モジュールが存在しないか、またはオープンできない場合、その pam.conf エントリーは無視され、 syslog(3C)

により LOG_CRIT レベルでエラーが記録されます。

login および dtlogin のサービスをスタックした構成ファイルのサンプルを以下に示します。

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1. debug

login auth optional /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

dtlogin auth sufficient /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 debug

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

login の場合、ユーザーは UNIX および inhouse の認証モジュールによって認証されます。 control_flag の
required キーワードにより、ユーザーは UNIX サービスモジュールにより認証された場合だけログインを許可

される必要があります。 inhouse 認証は、 control_flag フィールドの optional キーワードにより任意となりま

す。ユーザーは inhouse 認証が失敗した場合でもログインできます。

dtlogin の場合、 control_flag の sufficient キーワードは、UNIX 認証チェックが成功した場合に、PAM が dtlo-

gin に「正常終了」を戻さなければならないことを指定します。inhouse 認証モジュール (スタック内の次のモ

ジュール) は、UNIX認証チェックが失敗した場合だけ呼び出されます。

一部のモジュールはある一定の状況で [PAM_IGNORE] を戻す場合があります。このような場合、PAM フレー

ムワークはエントリーが required 、 optional 、 sufficient のどれであるかにかかわらず、 pam.conf のエント

リー全体を無視します。

ユーザー単位の構成
pam.conf にはシステムのすべてのユーザーを構成する情報が入っています。ただし、場合によってはユーザー

ごとに構成する必要があります。ユーザーポリシー定義は、 libpam_updbe.so.1 という名前の特定のモジュー

ルで作成します。このモジュールは、ユーザーの構成を記述した /etc/pam_user.conf という名前のファイルを

読み取ります。

モジュール libpam_updbe.so.1 を使用する構成ファイル (/etc/pam.conf) のサンプルを以下に示します。

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

su auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

su auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

OTHER auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

login password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

passwd password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

passwd password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

OTHER password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

モジュール libpam_updbe.so.1 は構成ファイル /etc/pam_user.conf を探し、現在のユーザーのログイン名に関連

付けられた構成を読み取ります。現在のユーザーに関する構成が pam_user.conf ファイルにない場合、PAM フ
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レームワークは libpam_updbe.so.1 を含む行を無視します。pam.conf は、 pam_user.conf で構成されていない

このようなユーザーに適用されます。

注意
エントリーに無効な service_name 、 module_type 、 control_flag によるエラーがある場合、このエントリーは無

視されます。指定の module_type に対する有効なエントリーがない場合、PAM フレームワークはアプリケー

ションにエラーを戻します。

例
pam.conf 構成ファイルのサンプルを以下に示します。 # 記号で始まる行はコメントとして扱われ、無視されま

す。

# PAM configuration

#

# Authentication management for login service is stacked.

# Both UNIX and inhouse authentication functions are invoked.

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

#

# Other services use UNIX authentication

other auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

#

# Account management for login service is stacked.

# UNIX account management is required; inhouse account management is optional

login account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login account optional /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

dtlogin account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

dtlogin account optional /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

other account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

#

# Session management

other session required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

#

# Password management

other password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

libpam_updbe.so.1 モジュールを使用してユーザーを構成する pam.conf のサンプルを以下に示します。 # 記号

で始まる行はコメントとして扱われ、無視されます。

#

Section 4-336 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



pam.conf(4) pam.conf(4)

# PAM configuration

#

# Authentication management for login service is stacked.

# Both UNIX and inhouse authentication functions are invoked.

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

dtlogin auth required /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

#

# Other services use UNIX authentication

other auth required /usr/lib/security/$ISA/pam_unix.so.1

#

# Account management for login service is stacked.

# UNIX account management is required; inhouse account management is optional

login account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

login account optional /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

dtlogin account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

dtlogin account optional /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1

other account required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

#

# Session management

other session required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

#

# Password management

passwd password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_updbe.so.1

passwd password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

other password required /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

ユーティリティとファイル
PAM を使用するための既知のユーティリティには、 login 、 passwd 、 su 、 dtlogin があります。

PAM 構成ファイルは、サービス固有のモジュールの名前または位置のどちらも示していません。ただし、以下

のような規則があります。

/usr/lib/security/[hpux32]/libpam_service_name.so.x

特定の認証サービスのさまざまな機能を実現します。
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/etc/pam.conf

構成ファイルです。

/usr/lib/hpux32/libpam.so.1

Itaniumベースシステムでの PAM フレームワークのライブラリを実現します。

/usr/lib/libpam.1

PA-RISC システムでの PAM フレームワークのライブラリを実現します。

参照
dtlogin(1)、login(1)、passwd(1)、su(1)、pam(3)
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名称
pam_user.conf − 組み込み可能認証モジュールのためのユーザー構成ファイル

構文
/etc/pam_user.conf

説明
pam_user.conf は、組み込み可能認証モジュールのアーキテクチャである PAM のためのユーザー構成ファイル

です。PAM システム構成ファイル pam.conf と置き換えるためのものではありません。PAM が正しく動作する

には、 pam.conf が必須となります ( pam.conf (4) を参照)。 pam_user.conf は任意です。ユーザーを基準にした

構成が必要な場合だけ使用します。主に、サービスモジュールが使用する options をユーザー基準で指定しま

す。

pam.conf で定義する options は、 pam_user.conf で構成されていないユーザーや、該当するモジュールタイプ

が構成されていないユーザーのためのデフォルト値を示します。 pam_user.conf の構成を有効にするには、
pam.conf にサービスモジュール libpam_updbe を構成する必要があります ( pam.conf (4) を参照)。

単純化した PAM_USER.CONF構成ファイル
pam_user.conf ファイルにはログイン名のリストが入っています。それぞれのログイン名は対応するサービス

モジュールとペアになっています。サービスモジュールにはオプションが付けられている場合と付けられてい

ない場合があります。それぞれのエントリーの形式は次の通りです。

login_name module_type module_path options

pam_user.conf 構成ファイルの例を以下に示します。

tom auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 debug use_psd

tom auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_dce.so.1 use_first_pass

tom account /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 use_psd

tom account /usr/lib/security/$ISA/libpam_dce.so.1 try_first_pass

susan auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

susan auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_dce.so.1 try_first_pass

login_name はユーザーのログイン名 (例えば tom, susan) を示します。 module_type, module_path, options の詳細

は、 pam.conf (4) を参照してください。

最初のエントリーは、 tom のために UNIX 認証が呼び出された場合、 options の "debug" および "use_psd" が使

われることを示します。2 番目のエントリーは、 tom のために DCE 認証が呼び出された場合、 option の
"use_first_pass" が使われることを示します。 tom にはモジュールタイプ "password" が構成されていないので、
/etc/pam.conf のオプションが有効になります。構成されていないユーザーには /etc/pam.conf のオプションが適

用されます。

注意
エントリーに無効な login_name や module_type によるエラーがある場合、このエントリーは無視されます。指

定の module_type に対する有効なエントリーがない場合、PAM フレームワークは pam_user.conf を無視し、

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 1 − Hewlett-Packard Company Section 4-339



pam_user.conf(4) pam_user.conf(4)

pam.conf にある構成を読み取ります。

例
pam_user.conf 構成ファイルのサンプルを以下に示します。 # 記号で始まる行はコメントとして扱われ、無視

されます。

#

# PAM user configuration

#

# Authentication management

john auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

john auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

david auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 use_psd

david auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

susan auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 use_psd

susan auth /usr/lib/security/$ISA/libpam_inhouse.so.1 try_first_pass

# Password management

john password /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1

david password /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 use_psd

susan password /usr/lib/security/$ISA/libpam_unix.so.1 use_psd

参照
pam(3)、pam.conf(4)
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名称
passwd − パスワードファイル

構文
#include <pwd.h>

説明
/etc/passwdは、各ユーザーに対する次の情報を含んでいます。

• ログイン名
• 暗号化パスワード
• ユーザー ID 番号
• グループ ID 番号
• 予約済み gecos ID

• 初期ワークディレクトリ
• シェルとして使うプログラム

このファイルは ASCII 形式のファイルです。各ユーザーエントリー内の各フィールドは、コロンで区切られま

す。各ユーザーは、ニューラインで区切られます。このファイルは /etc ディレクトリにあります。このファイ

ルには全ユーザーに対する読み取りパーミッションが与えられています。これは、例えば、ユーザー ID 番号

を名前にマッピングするような場合に使われます。

getpwent(3C) は、 <pwd.h> で宣言されたユーザーのパスワード構造体エントリーへのポインタを返します。

ログイン名は英字で始まらなければならず、英数字と下線文字のみを含めることができます。ログインディレ

クトリがヌルの場合、デフォルトでは、ユーザーは / に配置されます。ログインシェルがヌルの場合は、
/usr/bin/shが使用されます。

システムソフトウェア用に割り当てられる ID との衝突を防ぐために、ユーザー ID とグループ ID には範囲
0 (mi99 を使用しないでください。

gecos フィールドには、ユーザーのフルネーム、オフィスの所在地、内線番号、および自宅電話番号を設定で

きます。gecos フィールドは chfn コマンドを使って設定でき、 finger コマンドによって表示されます (chfn(1)

および finger(1) を参照)。この2つのコマンドでは、フィールド中の情報は上に並んだ順だと考えます。ユー

ザーの実名の部分は、 gecos フィールドでは、 & の文字で表せます。いくつかのユーティリティ (finger も含

む) ではそれをログイン名で置き換えて、そのログイン名の最初の文字を大文字にします。

パスワードフィールド
シャドウ化されていない標準システムでは、すべてのパスワードフィールドには暗号化された実際のパスワー

ドが入っています。シャドウ化された標準システムでは、すべてのパスワードフィールドには‘x’ が入ってお

り、暗号化された実際のパスワードは /etc/shadow に入っています。高信頼性システムでは、すべてのパス

ワードフィールドには‘*’ が入っており、暗号化された実際のパスワードは保護されたパスワードデータベー

スに入っています。

パスワードフィールドに関するこれ以降の記述は、 /etc/passwd のエントリーのパスワードフィールドに暗号化
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された実際のパスワードが入っている場合にのみ適用されます。暗号化されたパスワードが /etc/shadow に

入っている場合は shadow(4) を参照してください。また、高信頼性システムにおける暗号化パスワードの詳細

はセキュリティ機能の項を参照してください。

パスワードフィールドがヌルの場合は、パスワードは登録されていないため、ログイン時にパスワードを入力

する必要はありません。ヌル以外の場合には、このフィールドは暗号化パスワードとオプションのパスワード

エージングサブフィールドで構成されています。

暗号化パスワードは、13 文字からなります。これらの文字は下に説明されているような、「数字」からなる
64 文字の文字セットから選ばれます。パスワードフィールドに、数字からなる文字セットにない文字 (例えば
*) を入れるとログインを禁止できます。

「数字」は、次のような文字で表します。 . で 0 を、 / で 1 を表し、 0 から 9 で 2 から 11 を、 A から Z で
12 から 37 を、 a から z で 38 から 63 をそれぞれ表します。

次の場合には、特定のユーザーに対してパスワードのエージングが有効です。それは、パスワードファイル中

のそのユーザーの暗号化パスワードが、カンマに続けて上のアルファベットを使った null でない文字列である

ときです。このような文字列は、初めにスーパーユーザーによって設定されている必要があります。この文字

列はパスワードエージングを満たすのに必要な「期間」を定義します。

UNIX は、1970 年１月１日 (木) を基準日として内部タイムスタンプを記録しています。したがって、パス

ワードは木曜日の 00:00 GMT を週の始まりと見なします。

期間を表す文字列の最初の文字 M は、パスワードの有効な期間を週で表したときの最大値です。パスワード

の有効期限を過ぎたユーザーがログインしようとすると、新しいパスワードを設定するように求められます。

次の文字 m は、パスワードが変更できるようになるまでに経過しなければならない期間を週で表したときの最

小値です。残りの 2 文字は、パスワードが最後に変更された週を定義します (ヌル文字列はゼロと等価です)。
M と m は、0 から 63 の範囲の値で、上に説明のある 64 の文字セットに相当します。

もし m = M = 0 ならば (つまりその文字列が . または .. の場合には)、ユーザーは次にログインしたときにパス

ワードの変更を求められ、エージングの「期間」を表す文字列は、パスワードファイル中のそのユーザーのエ

ントリーから消されます。 m > M (例えば、その文字列が ./) のとき、スーパーユーザー(ユーザーではありませ

ん)のみがパスワードを変更できます。

セキュリティ機能
この項は、高信頼性システムのみに適用されます。高信頼性システムでは、パスワードフィールドには、デ

フォルトとして常に * が表示されます。実際のパスワードとエージング情報は、保護されたパスワードデータ

ベースの一部として保存されます。

高信頼性システムでは、各ユーザーの暗号化パスワードが /tcb/files/auth/ c /user_name というファイルに保存

されています (c は user_name の最初の文字)。一般ユーザーはパスワード情報ファイルをアクセスできませ

ん。暗号化パスワードは 13 文字よりも長くてかまいません。例えば、 david というユーザーのパスワードは
/tcb/files/auth/d/david に保存されます。パスワードだけでなく、 /tcb/files/auth/*/* に保存されたユーザープロ
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ファイルには、ほかにも以下に示すような多数のフィールドが割り当てられています。

• 監査 ID (数値)

• 監査フラグ(数値)

/etc/passwd と同じく、これらのファイルも ASCII 形式のファイルです。各ユーザーエントリー内の各フィール

ドは、コロンで区切られます。詳細については、 authcap(4) および prpwd(4) を参照してください。
/tcb/files/auth/*/* 中のパスワードは、 /etc/passwd の暗号化パスワードフィールドにあるパスワードより優先さ

れます。ユーザ認証は、このファイル中の暗号化パスワードにより行われます。パスワードエージングメカニ

ズムについての説明は、 passwd(1) の機密保護機能の項を参照してください。

高信頼性システムへの変換とパスワードに関する詳細については、『システム/ワークグループの管理』およ

び sam(1M) を参照してください。

ネットワーク機能
NIS

passwd ファイルには、第1カラムがプラス符号 (+) あるいはマイナス符号 (−) で始まるエントリーを入れられ

ます。このような行は、ネットワーク情報システムのデータベースにアクセスするのに使います。プラス符号
(+) で始まる行はネットワーク情報システムからのエントリーの組込みに使われます。 + エントリーには、3

つの形式があります。

+ その位置に、ネットワーク情報システムパスワードファイルの内容全体を挿入します。

+name その位置に、ネットワーク情報システムの name エントリーがあれば挿入します。

+@name その位置に、ネットワークグループ name のすべてのメンバーのエントリーを挿入しま

す。

+ エントリーにヌル以外のパスワード、ディレクトリ、gecos フィールドまたはシェルフィールドがある場合に

は、それらによってネットワーク情報システムの内容が置き換えられます。ユーザー ID 番号とグループ ID 番

号のフィールドは、置き換えられません。

passwd ファイルには、マイナス符号 (−) で始まる行も入れることができ、ネットワーク情報システムからのエ

ントリーを無効にします。 − エントリーには、2 つの形式があります。

−name name に対して、以降にエントリーがあっても、無効にします。

−@name ネットワークグループ name のすべてのメンバーに対して、以降のエントリーを無効にし

ます。

NISに関する警告
プラス符号 (+) とマイナス符号 (−) の機能は NIS の機能です。したがって NIS がインストールされていなけれ

ば、これらの機能は使えません。また、これらの機能が動作するのは、 /etc/passwd に限られ、高信頼性システ

ムに変換したシステムでは動作しません。システムを高信頼性システムに変換した場合、暗号化パスワード

は、保護されたパスワードデータベースである /tcb/files/auth/*/* にあるものだけがアクセスされます。データ

ベース中のすべてのユーザーエントリーは、保護されたパスワードデータベースにもエントリーが必要です。
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uid の −2は NFS によるリモートルートアクセスのために予約されています。通常この uid に割り当てられる

ユーザー名は、 nobody です。 uid は符号ありの数値として記憶されるので、ユーザー nobody のために次は定

義が <pwd.h> にあります。

UID_NOBODY (-2)

警告
ルートユーザー (uid 0) のログインシェルは、システムが常にブート可能であることを保証するため、/sbin/sh

でなければなりません。 sh や ksh など、その他のシェルはすべてディレクトリ /usr 以下に配置されます。こ

のディレクトリは、起動プロセスの初期段階ではマウントされません。ルートユーザーのログインシェルを
/sbin/sh以外の値に変更することは可能ですが、システムが機能しなくなるおそれがあります。

gecos フィールドに記憶されている情報と、このフィールドのサポート外の使い方や将来における使い方とは

矛盾するかもしれません。 gecos フィールドをユーザーの識別情報の記憶に使うことは、工業標準では正式に

決められていません。このフィールドを現在のように使うのはバークレーソフトウェアディストリビューショ

ンに由来します。将来の標準では、このフィールドは他の目的のために定義されるかもしれません。

以下のフィールドには、サイズ制限があります。

• ログイン名フィールドは 8 文字を超えられません。

• 初期ワークディレクトリフィールドは 63 文字を超えられません。

• プログラムフィールドは 44 文字を超えられません。

• フィールドが上に示した制限を超えた場合、結果は予測できません。

次はフィールドには数値制限があります。

• ユーザー ID は、０と UID_MAX-1 (これを含む) の間の整数値です。特殊な例として、−2 が指定で

きる場合もあります。

• グループ ID は、０と UID_MAX-1 (これを含む) の間の整数値です。特殊な例として、−2 が指定で

きる場合もあります。

• 2つの値のうちどちらかの値が範囲外の場合は、 getpwent(3C) 関数は、その ID の値を (UID_MAX)

にリセットします。

例
シャドウパスワードの例

root:x:0:10:System Administrator:/:/sbin/sh

joe:x:100:50:Joe User,Post 4A,12345:/home/joe:/usr/bin/ksh

このシステムがシャドウ化された標準システムに変換されている場合、ユーザー root およびユーザー joe のパ

スワードフィールドには ’x’ が入っており、暗号化された実際のパスワードは /etc/shadow に入っています。

シャドウ化されていない標準システムでは、ユーザー root およびユーザー joe のパスワードフィールドには暗

号化された実際のパスワードが入ります。
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NISの例
root:3Km/o4Cyq84Xc:0:10:System Administrator:/:/sbin/sh

joe:r4hRJr4GJ4CqE:100:50:Joe User,Post 4A,12345:/home/joeuser:/usr/bin/ksh

+john:

−bob:

+@documentation:no−login:

−@marketing:

+:::Guest

NIS の例では、 root と joe というユーザーに対しては特定のエントリーがあり、ネットワーク情報システムが

稼働していなくても構いません。

• ユーザー john のネットワーク情報システム内のパスワードエントリーは、変更なしで組み込

まれます。

• ユーザー bob の以降のエントリーはすべて無視されます。

• ネットワークグループ documentation に属するすべてのユーザーのパスワードフィールドは無

効になります。

• ネットワークグループ marketing に属するユーザーは、 getpwent(3C) から値が戻されないの

で、結果的にログインが禁じられます。

• 他のユーザーはすべて、通常のパスワード、シェル、ホームディレクトリでログインできます

が、 gecosフィールドは Guest となります。

ファイル
/tcb/files/auth/*/* システムを高信頼性システムに変換したときに使用する保護されたパスワー

ドデータベース
/etc/passwd HP-UXが使用する標準パスワードファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル

参照
chfn(1)、 chsh(1)、 finger(1)、 login(1)、 passwd(1)、 pwck(1)、 pwconv(1M)、 useradd(1M)、 a64l(3C)、
crypt(3C)、 getpass(3C)、 getpwent(3C)、 getprpwent(3)、 authcap(4)、 shadow(4)、 limits(5)

標準準拠
passwd: SVID2、SVID3、XPG2
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名称
pcf − DDFA ソフトウェアで使うポート設定ファイル

説明
ポート設定ファイルは、データ通信/ターミナルコントローラデバイスファイル (DDFA) ソフトウェアが、個

々のターミナルサーバポートを設定する場合に使用します。 pcf とは、テンプレートファイルの総称です。実

際には、異なる設定値の必要な各ポートによって名前は変わり、また、ポートに接続するデバイスによって設

定値も適切に変わります。ポート設定ファイルはDedicated Ports (dp) ファイル中のエントリーによって参照さ

れます。専用ポートパーザ (dpp) は、 dp ファイルを解析し、 dp ファイル中の有効な各行に発信用接続デーモ

ン (ocd) プログラムを生成します。有効なエントリーは、第4フィールドにポート設定ファイル名を指定したも

のです。

元のポート設定ファイルは /usr/examples/ddfa/pcf です。このファイルは、そのデフォルト値がポートに正しく

合う場合にのみ、 dp ファイルに参照されます。異なる値が必要な場合は、 /usr/examples/ddfa/pcf を他のディ

レクトリにコピーし、そのコピーを修正して dp ファイルに参照させてください。そのためにディレクトリを

作り、ポート設定ファイルおよび修正済みの dp ファイルをそこに置くとよいでしょう。

DDFAソフトウェアの構成方法については、 ddfa(7) を参照してください。

ポート設定ファイルは変数名とその値から成りたちます。変数はコロン (:) で区切られますが、これは必須で

はありません。変数とその値はスペースかタブで区切られます。 1行には変数とその値を1組だけ入れることが

できます。変数の値のみ変更され変数名は変わりません。

ファイルには以下の情報があります。

telnet_mode: disable または enable の値をとります。この値がenableの場合には、ネットワーク上の

データ転送にテルネットプロトコルを使います。 DTC に対しては、このオプションを
enableにしなければなりません。

timing_mark: disable または enable の値をとります。この値がenableの場合には、ユーザーデータがす

べて転送された後、telnet タイミングマークネゴシエーションが terminal server に送られ

ます。 ocd は、連結をクローズする前にタイミングマークネゴシエーションの返答を待

ちます。こうしてバッファがクリアされる前に、データはすべて確実に terminal server

からデバイスへ出力されます。したがって DTC に対しては enable にしてください。

telnet_timer: ソフトウェアが telnet タイミングマークネゴシエーション、およびバイナリネゴシエー

ションの応答を待つ時間を、秒数で定義します。時間切れになると、 /var/adm/syslog に

エラーメッセージが記録され、ユーザーアプリケーションにエラーが伝えられます。

binary_mode: disable または enable の値をとります。この値がenableの場合には、ネットワーク上の

データ転送をバイナリモードで行い、特殊文字 (XON/XOFFなど) を扱いません。

フロー制御を行わないため、 binary_mode がenableの場合には、データの完全性は保証

されません。

Section 4-346 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



pcf(4) pcf(4)

binary_mode がdisableの場合でも、アプリケーションが termio データ構造体中の IXON

に 0 を設定すれば、いつでも処理が可能になります。

open_tries: ソフトウェアが連結を断念するまでの再試行の回数を定義します。この値が 0 の場合、

ソフトウェアは「永遠に」(およそ68年間) 連結を試み続けます。再試行のプロセスが失

敗した場合、エラーメッセージは /var/adm/syslog に記録され、ユーザーアプリケーショ

ンに伝えられます。

kill -17 pid を用いて SIGUSR2 シグナルを ocd プロセスに送れば、再試行のプロセスを

中断できます。

アプリケーションが ocd にターミナルサーバとの接続をオープンするように要求して終

了した場合、 open_tries と open_timer の両方を超えるまで、オープンを試行します。

open_timer: open tries 間の時間を秒数で定義します。この値が 0 の場合、 ocd は、次のような32秒

までの指数的な再試行間隔のアルゴリズムを使います。 ( 1 2 4 8 16 32 32 32 ...)

close_timer: アプリケーションがptyスレーブにクローズコールしてから、実際に連結がクローズされ

るまでの秒数を定義します。例えばこの値を5秒に設定すると、スプーラがいくつかの

ファイルを一度にスプールするときの、連結してクローズするオーバヘッドを回避でき

ます。十分に大きな値を設定すると、事実上、連結したままです。

status_request: disable または enable の値をとります。この値がenableの場合には、ソフトウェアは ter-

minal server に接続されたデバイスにステータスリクエストを送り、返答を以下のように

処理します。

LP_OK (0x30) ocd は処理を続けます。

LP_NO_PAPER (0x31)

ocd はstatus timerの範囲内でリクエストを送りなおします。

LP_BUSY (0x32)

ocd はstatus timerの範囲内でリクエストを送りなおします。

LP_OFF_LINE (0x34)

ocd はstatus timerの範囲内でリクエストを送りなおします。

LP_DAT A_ERROR (0x38)

ocd はstatus timerの範囲内でリクエストを送りなおします。

status_timer: ソフトウェアがステータスリクエストの応答を待つ時間を秒数で定義します。時間切れ

になると、 /var/adm/syslog にエラーメッセージを記録し、エラーは、ユーザーアプリ

ケーションに伝えられます。

eight_bit: disable または enable の値をとります。通常、ptyで処理されるデータバイトはビット7

が取り除かれます。 eight_bit が enable の場合、ビット7を取り除きません。 eight_bit

が disable の場合、ビット7は取り除かれます。これは、ioctl( )コマンドを使って擬似の

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 4-347



pcf(4) pcf(4)

termio構造体を変更しても実現できます。

tcp_nodelay: disable または enable の値をとります。この値がenableの場合には、データは受け取られ

るとすぐに LAN に送られます。ソフトウェアが、パケットをサーバが受取り能力より

も速く送っている場合、この値をdisableにできます。

以下にデフォルト値を示します。

telnet_mode enable

timing_mark enable

telnet_timer 120

binary_mode disable

open_tries 1500

open_timer 30

close_timer 5

status_request disable

status_timer 30

eight_bit disable

tcp_nodelay enable

警告
ps のようなコマンドが正確なデバイスファイル名(例えば pseudonym), を表示するために、すべての擬似コマン

ドは、 /dev/telnet. ディレクトリに配置する必要があります。このディレクトリに擬似コマンドを配置するよ

うに指定されていないと、多数のコマンドでデバイスファイル名が正確に表示されなくなることがあります。

さらに、 (w、 passwd、 finger および wall のような) コマンドが正しく動くことを確実にするために、各擬似

コマンドは、(ディレクトリ接頭辞 /dev/telnet/ を含めて) 先頭の 17 文字が重複していてはいけません。もし、

先頭 17 文字で重複した擬似コマンドがあると、多数のコマンドの正しく動くことが保証されなくなります。

ファイル
/usr/sbin/dpp

/usr/sbin/ocd

/usr/sbin/ocdebug

/var/adm/dpp_login.bin

/var/adm/utmp.dfa

/usr/examples/ddfa/dp

/usr/examples/ddfa/pcf

参照
dpp(1M), ocd(1M), ocdebug(1M), dp(4), ddfa(7)
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名称
pfs, PFS −ポータブルファイルシステム

説明
ポータブルファイルシステム (PFS) により、各種のCD−ROMファイルシステムにアクセスすることができま

す。現在サポートされているファイルシステムは次のとおりです。 iso9660、 high sierra、 RockRidge Inter-

change

PFSパッケージは次の7つのプログラムで構成されます。

pfs_mountd ローカルマウント、およびリモートマウントを保守します。 PFSクライアント

とPFSサーバの両方で実行されていなければなりません。 pfs_mountd プログ

ラムは引き数の妥当性チェックを行い、 pfs_mountd.rpc を生成します。

pfs_mountd.rpc pfs_mountd に関連するRPCサーバコードです。直接実行することはできませ

ん。

pfsd マウントされたCD−ROMファイルシステムに対するすべてのクライアント要求

に応答します。 pfsd は、PFSサーバとして指定された全システムで実行されて

いなければなりません。 pfsd は引き数の妥当性チェックを行い、 pfsd.rpc を

生成します。

pfsd.rpc pfsd に関連するRPCサーバコードです。直接実行することはできません。

pfs_exportfs ローカルディレクトリを使用可能にして、PFSクライアントがマウントできる

ようにします。

pfs_mount CD−ROMファイルシステムをローカルで、またはサーバからマウントします。

pfs_umount CD−ROMファイルシステムをローカルで、またはサーバからアンマウントしま

す。

クライアントアクセスコールはPFSプロトコル要求に置き換えられ、ネットワークを介してサーバシステムに

送られます。サーバは要求を受け取り、実際のファイルシステム操作を実行して、結果をクライアントに戻し

ます。

ポータブルファイルシステムは、外部データ表現 (XDR - rfc1014) プロトコルの上に設定されたリモートプロ

シージャコール (RPC - rfc1057) を使用して、独立した形式で動作します。 RPCプロトコルにより、ネットワー

クを介して安全に交換できるようにバージョンと認証のパラメータが提供されます。

サーバからは、 /etc/pfs_exports ファイルに該当するファイルシステムのエントリーを追加して、
pfs_exportfs(1M) を実行することにより、特定のファイルシステムにアクセスを認めることができます。

クライアントには、 pfs_mount コマンドによって該当するファイルシステムにアクセスが与えられます。いっ

たんクライアントによりファイルシステムがマウントされると、サーバは、クライアントがアクセス、または

作成する各ファイル (ディレクトリ) に対してファイルハンドルを割り当てます。ディスクをサーバでアンマウ

ントすると、ファイルハンドルは最新のハンドラではなくなるので、リモート要求はファイルハンドルが最新
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ではないという旨のメッセージを戻します。

サーバは、ネットワークを介してマウントされたファイルシステムから見て、クライアントであってもかまい

ません。ただし、クライアントには、これらのファイルシステムに対するアクセスは認められません。代わり

に、クライアントでは、これが常駐するサーバから直接ファイルシステムをマウントすることができます。

エラー
通常、サーバで検出される物理的なディスクI/Oエラーは、クライアントに戻されます。サーバがダウンしてい

る場合、またはアクセスできない場合は、クライアントに次のメッセージが表示されます。

PFS server host not responding, retrying....

4回リトライして、最後に異常終了になります。

著者
pfs は Young Minds で開発されました。

ファイル
/etc/pfs_exports

参照
pfs_exports (5), fstab(4), pfs_mount (1M), pfs_exportfs (1M), pfsd (1M)
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名称
ppp.Auth − PPP 認証ファイルフォーマット

説明
ファイル /etc/ppp/Auth には、リンクレベルの認証プロトコルである CHAP (チャレンジハンドシェーク認証プ

ロトコル ) と PAP (パスワード認証プロトコル ) の HP PPP の処理系で使用する値が収められています。これら
CHAPと PAP 両方の処理系は、RFC 1334、 PPP 認証プロトコルに従っています。

CHAPは、非常に強力な認証機構なので、可能な限り、PAP に優先して使用してください。

フォーマット
各認証宣言は、最大 1023 文字から成る独立した単一行です。コメントは、‘#’ で始まり、その行の終端で終わ

ります。空白行や ‘#’ で始まっている行は無視されます。フィールドは、水平空白文字 (空白やタブ) で区切り

ます。

pppd が CHAP 認証を使用している場合、その行の最初の文字は、CHAP のチャレンジパケットや応答パケッ

ト内で受信した時点でピアの Name と一致していなければなりません。また、この場合の 2 番目のワードは
Secretに使用されます。 pppd が PAP 認証を使用している場合、その行の最初の文字は、伝送または受信済み

の PAP 認証要求パケット内の Peer-ID と一致していなければなりません。この場合の 2 番目のワードは Pass-

word に使用されます。伝送済み CHAP パケット内の Name、あるいは伝送済み PAP パケット内の Peer-ID に使

用されているデフォルト値は、 pppd を実行しているマシンの hostname(1) です。

Name/Peer-ID 文字列および Secret/Password 文字列内では、マッピングの前に ˆx が適切な制御文字に変換さ

れ、 \xxx が 8 進数 xxx に対応する文字を表わします。他の特殊シーケンスは次の通りです。

\s 空白文字に一致します (ASCII 0x20)。

\t 水平タブ文字に一致します (ASCII 0x09)。

\n 改行文字に一致します (ASCII 0x0a)。

\r 復帰文字に一致します (ASCII 0x0d)。

各フィールドの意味は次の通りです。

name 送信または受信済みの CHAP チャレンジメッセージや応答メッセージの Name フィール

ド、あるいは送信または受信済みの PAP 認証要求メッセージの Peer-ID フィールドです。

伝送済みパケットの場合、これは、 pppd name オプションによって置き換えられなけれ

ば、ホスト名です。

secret ピアも認識しているシークレットワードです。

optional address restrictions

名前付きピアでの使用が許可されるアドレスを制限するゼロ以上のパターンのセットで

す。パターンは、スペースかタブで区切られ、左から右に解析されます。各パターンは、

先頭に感嘆符を付けて、後続パターンが許可されていないことを示すことも可能です。パ

ターンのそれ以外の部分は、数字とピリオド、それに任意で使用する先行アスタリスクや
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後続アスタリスクで構成されます。これらのアスタリスクは、どのような文字とも一致し

ます。どのパターンも一致しない場合は、最後のパターンが感嘆符で始まっていればアド

レスは許可されますが、別の文字で始まっている場合は許可されません。

例
次の Auth は、ピアが other-host、robin、または ‘Jack’s machine’ になるよう要求する場合に使用するための
secretを pppd に提供します。

#

# Auth - PPP authentication name/secret file

# Format:

#name secret optional address restrictions

other-host secret-key !137.175.9.2 137.175.9.*/0xffffff00

robin dK3ig8G8hs 137.175.11.4

Jack’s\ smachine I\ sam\ sa\ sjelly\ sdonut.

セキュリティに関する注意
ファイル /etc/ppp/Auth は、モード 600 か 400 で、しかもルートで所有する必要があります。

著者
ppp.Auth は、Progressive Systems で開発されました。

参照
pppd(1), ppp.Devices(4), ppp.Dialers(4), ppp.Filter(4), ppp.Keys(4), ppp.Systems(4), services(4), RFC 792, RFC 1548,

RFC 1332, RFC 1334.
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名称
ppp.Devices − PPP物理デバイス記述ファイルのフォーマット

説明
ファイル /etc/ppp/Devices は、ダイヤラータイプを物理デバイスと速度に対応させます。 pppd は、隣接マシン

への呼び出しを検知するとそれを検査します。適切な速度が見つからなかったり、その速度に対応するデバイ

スがすべてビジー状態である場合、 pppd は後で再試行します。

フォーマット
エントリは、1行に付き 1つです。空白行は無視されます。コメントは、‘#’ で始まり、その行の終端で終わり

ます。大文字と小文字の区別は重要です。行上のフィールドは、水平空白文字 (空白かタブ) で区切られます。

各エントリには、3つ以上のフィールドを次の順序で入れる必要があります。

dialer 文字列 ‘Direct’、( Dialers で検出された) チャットスクリプトをダイヤルするモデムの名前、ある

いは外部ダイヤラープログラムの名前のいずれかです。

device /dev ディレクトリに収められているデバイスの名前( ttya 、 cua など) です。 SnapLink 接続の場

合のデバイス名の後に、スラッシュと使用中のポート番号を続けます( rsd2a/0 、 rrz4a/2 など)。

speed 同期接続のボーレート、あるいは、 Systems device フィールドが ACU に設定されている場合

は、 Systems のエントリの speed フィールドに対してマッピングされる文字列です。速度は、有

効な非同期ボーレートの数値 ( <sys/ttydev.h> 内にある数値)、それらの数値以上 (2400、38400、
19200-PEP など)、あるいは、SnapLink ハードウェアにとって可能な速度 (9600、56000、64000、
1536000 など) のいずれかでなければなりません。

optional parameters

このデバイスに対して何らかの特殊な処理を行います。現在サポートされている値は次の通りで

す。

xonxoff これを指定すると、回線にインバンド (「ソフトウェア」) のフロー制御に関

する条件が設けられます。この場合、そのフローを停止させる場合は文字
DC3 (ˆS、XOFF、ASCII 0x13) が使用され、再開させる場合は文字 DC1 (ˆQ、
XON、ASCII 0x11) が使用されます。デフォルトでは、フロー制御は使用さ

れません。アウトバウンド接続の場合、これは、 Devices の中か、 pppd コ

マンド行に指定することができます。

internal-clocking SnapLink は、同期クロックシグナルを提供します。デフォルトでは、このク

ロックシグナルを提供する場合にモデム CSU/DSU かモデムエリミネータが

予期されます。 SnapLink では、内部刻時は RS-232 ケーブルで使用すること

ができません。

32-bit-fcs SnapLink は、伝送済みフレームに関して 32 ビット FCS の値を計算し、その

計算によって、受信済みフレームを検査します。これは、接続の確立時に折

衝することはできません。 32 ビット FCS は、SnapLink 上で同期 PPP が実行
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されている場合にのみ使用可能です。

min-flags=minflags SnapLink でデータフレーム相互間に挿入する必要のある追加の HDLC フラ

グ文字の数です。デフォルト値および最小値は 2 で、最大値は 16 です。

ignore-cd CD (キャリア検知、DCD (データキャリア検知) とも呼ばれる) シグナルの状

態を無視します。これは、CD をサポートしていないが専用回線を介して
PPP の実行が必要なシステムに役立ちます。

外部ダイヤラー
外部ダイヤラープログラムは、次の引き数を使用して実行されます。

device name Devices エントリの Device フィールドに入っている内容です。

speed Systems エントリと Devices エントリの Speed フィールドに入っている内容です。

telephone number Systems エントリの Phone Number フィールドに入っている内容です。

optional parameters Devicesエントリの Optional Parametersセクションからコピーされます。

外部ダイヤラープログラムがステータス 0 で終了したならば、そのダイヤル試行は正常に終了したと見なされ

ます。それ以外のステータスで終了した場合は、ダイヤル試行が異常終了したといういことです。

例
#

# Devices - PPP devices file

#

#Dialer device speed Optional parameters

T2500-PEP cua 19200-PEP rtscts

T1600 cub 38400 rtscts

Direct rsd0a/0 1536000 internal-clocking

Oddball rsd0a/1 64000 cua 9600 5551212

この例の最終行に関して説明すると、SnapLink のポート 1 のモデムには、ワークステーションのポート ‘a’ に

接続されている非同期ダイヤラーインタフェースがあります。この場合のシステム回線は次のようになりま

す。

host Oddball rsd0a/1 64000 0

/etc/ppp/Oddball という名前のプログラム (または実行可能なシェルスクリプト) が存在していなければなりま

せん。このプログラムは、次のような呼び出しを行った時点でモデムにダイヤルします。

Oddball rsd0a/1 64000 0 cua 9600 5551212

デバッグレベルが 2 以上であれば、認識されていない任意パラメータごとに警告メッセージがプリントされま

す。

外部ダイヤラーは、 root で呼び出されるため、その内容とファイルの保護に対してセキュリティの事前対策を
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講じる必要があります。

著者
ppp.Devices は、Progressive Systems で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Dialers(4), ppp.Filter(4), ppp.Keys(4), ppp.Systems(4), pppd(1), RFC 1548, RFC 1332, RFC 1144, RFC

1055.
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名称
ppp.Dialers − PPPダイヤラー記述ファイルフォーマット

説明
ファイル /etc/ppp/Dialers は、アウトバウンド PPP 呼び出しで使用可能になる UNIX システムに接続されたそ

れぞれのタイプのモデムにダイヤルする方法を記述します。 pppd は、隣接マシンへの呼び出しを検知すると

それを検査します。

pppd は、 Systems から回線を選択する場合、‘speed’ フィールドを使用し、 Dialers のエントリの選択に使用

する ‘dialer’ フィールドが入っている Devices のエントリを選択します。その後、 pppd は、そのダイヤラー記

述の ‘chat script’フィールドを変換します。

フォーマット
エントリは、1行につき 1つです。空白行は無視されます。コメントは、‘#’ で始まり、その行の終端で終わり

ます。ダイヤラーフィールドにおける大文字と小文字の区別は、マッピングする上で重要です。これらは、

チャットスクリプトの文字列です。行のフィールドは、水平空白文字 (空白またはタブ) で区切られます。

チャットスクリプトの末尾に円記号 (‘\’) が付いている場合は、そのチャットスクリプトは次の行に続くと見な

されます。継続は、チャットスクリプトの中だけで発生することが可能です。

各エントリには、次のフィールドをこの順序で入れる必要があります。

dialer このダイヤラーの名前です。これは、 Devices の dialer フィールドに対してマッピングされま

す。

chat-script pppd がモデムと保留する会話の記述です。

チャットスクリプトの詳細
チャットスクリプトは、送信予期対のスペース区切りリストの形式をとります。各対は、「リモート」エンド

の送信を予期し、その後に応答でフィールドの送信を予期する (少なくとも) 1つのフィールドで構成されま

す。 ‘send’ 文字列が \c で終わっていない場合、復帰文字 (ASCII 0x0d) を送信することで、 pppd をその後に続

けます。

チャットスクリプトは、 ‘expect send expect send ...’ か ‘expect-send-expect send ...’ です。このハイフンの後の
send は、その前の expect が、受信したテキストと一致しなかった場合に実行されます。

チャットスクリプトでは、ダイヤルの試行時に pppd の動作を制御するためにある一定の特殊ワードが使用さ

れることがあります。 ABORT と TIMEOUT は、両方とも、チャットスクリプトの ‘expect’ フェーズの中で使

用する必要があります。

ABORT abort-string チャットスクリプトの残りの部分を実行している途中で、 pppd が abort-

string を検出した場合は、ダイヤル呼び出しの試行を打ち切り、ログファ

イルに記録されている障害を注意して見てください。

TIMEOUT timeout-time 現在のチャットスクリプトを実行している間は、応答を timeout-time 秒間

待ってから、ダイヤル呼び出しの試行が時間切れになったと見なしてくだ

さい。書き込みには、固定の 60 秒のタイムアウトが使用されます。
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送信予期対の ’"’ P_WORDは、以下のように適宜、ラインパリティを設定します。

P_AUTO ‘expect’ 文字列の中で受信した文字の中に保持されているパリティに基づいて、伝送パリ

ティを設定します。これはデフォルト値です。

P_ZERO ゼロに設定されたパリティビット付き文字を伝送します (パリティなしの場合は 8 ビッ

ト)。

P_ONE 1 に設定されたパリティビット付き文字を伝送します。

P_EVEN 偶数パリティ付き文字を伝送します。

P_ODD 奇数パリティ付き文字を伝送します。

‘expect’ 文字列か ‘send’ 文字列の中で、 ˆx は、該当の制御文字に変換され、 \ x は x に変換されます。他の特

殊シーケンスは次の通りです。

\s 空白文字を送信または受信します (ASCII 0x20)。

\t 水平タブ文字を送信または受信します (ASCII 0x09)。

\n 改行文字を送信または受信します (ASCII 0x0a)。

\r 復帰文字を送信または受信します (ASCII 0x0d)。

\\ バックスラッシュ (円記号) を送信または受信します (ASCII 0x5c)。

\ˆ カラット文字を送信または受信します (ASCII 0x5e)。

ˆcharacter 単一文字 Ctrl-character を送信または受信します (ASCII 0x00 ～ 0x1f)。

\ddd 8 進数の数字 ( digits)で指定された文字を送信または受信します。

\p 処理を進める前に、0.25 秒休止します (送信の場合のみ)。

\d 2 秒遅らせて処理を進めます (送信の場合のみ)。

\K ブレークを送信します (ゼロビットの 0.25 秒)。

\M ハングアップを使用不能にします (CLOCAL または LNOHANGを設定)。

\m ハングアップを使用可能にします (CLOCAL または LNOHANG の設定を解除) (デフォル

ト)。

\c 前の文字列を送信した後に復帰文字を付加しません (送信の場合のみ)。

\q あらゆるデバッギング出力やロギング出力の中の次の文字列 (たとえばパスワードなど)

をプリントしません。後続の \q シーケンスは ‘quiet’ モードに切り替わります。

\T ここに、 ( Systems の 5 番目のフィールドに入っている) 電話番号を挿入します。
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例
#

# Dialers - PPP dialers file

# #Dialer Chat script

T1600 ABORT NO\sCARRIER ABORT NO\sDIALTONE ABORT BUSY \

ABORT RRING\r\n\r\nRRING\r\n\r\nRRING \

ABORT ERROR TIMEOUT 5 "" AT OK-AT-OK \

ATS111=0DT\T TIMEOUT 30 CONNECT

#

T2500-PEP \

ABORT NO\sCARRIER ABORT NO\sDIALTONE ABORT BUSY \

ABORT RRING\r\n\r\nRRING\r\n\r\nRRING \

ABORT ERROR TIMEOUT 5 "" AT OK-AT-OK \

ATS111=0DT\T TIMEOUT 30 CONNECT\sFAST

#

USRv32bis \

ABORT ERROR ABORT NO\sANSWER ABORT NO\sCARRIER \

ABORT BUSY ABORT RRING\r\n\r\nRRING\r\n\r\nRRING \

ABORT NO\sDIAL\sTONE TIMEOUT 5 "" AT&F \

OK-ATQ0-OK ATB0E0X7&B1&H1&I0&K3&R2&S1 OK-AT-OK \

ATS01=1S02=255S19=0 OK-AT-OK ATDT\T TIMEOUT 30 \

CONNECT

著者
ppp.Dialers は、Progressive Systems で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Devices(4), ppp.Filter(4), ppp.Keys(4), ppp.Systems(4), pppd(1), RFC 1548, RFC 1332, RFC 1144, RFC

1055.
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名称
ppp.Filter − PPPパケットフィルタ指定ファイルのフォーマット

説明
ファイル /etc/ppp/Filter には、PPP のデマンドダイヤル接続の管理方法を記述します。デフォルトの場合、す

べての型のパケットによってリンクが (ない場合は) 作成されます (そのリモートエンドに接続)。つまり、すべ

てのパケットはリンク上を通過でき、また、リンクのシャットダウンまでの待ち時間タイマーをリセットする

ことができます。これらの機能が適切な動作ではない場合は、フィルタファイルを用いて、パケットの型およ

びその発信元やあて先を基に、個々に管理します。これらの選択基準は、リンクの立上げ、リンク上のパケッ

トの通過、休止によるリンクのシャットダウンの 3 段階のどの処理に対しても指定できます。同じ基準を使用

して、詳細をロギングするパケットを選択することもできます。

フォーマット
コメントは ‘#’ で始まり、その行の最後まで続きます。したがって、空白の行または ‘#’ で始まる行は無視さ

れます。大文字と小文字の区別はホスト名の指定では無視されますが、他では意味があります。フィールド

は、空白文字 (空白、タブ、または改行) で区切って指定します。

行がホスト名または IP アドレス、あるいは、特別な語である ‘default’ で始まると、その行は新しいフィルタ

リング指定の始まりであるとみなされます。フィルタリングの指定は、このホストとその最初のホスト名また

は IP アドレスによって指定したピア間を接続するポイント - ポイントリンク上を通過する任意のパケットに適

用されます。フィルタファイルの最初のカラムのホスト名または IP アドレスはポイント - ポイント (PPP また

は SLIP) リンクのリモートエンドにあるピア (システム、ルーター、またはターミナルサーバー) を示します。

フィルタファイルの最初のカラムにあり、リンクピアに対応するホスト名または IP アドレスは、リンクを通る

パケットの発信元またはあて先とは関係ありません。リンクピアのアドレスが、フィルタファイルの最初のカ

ラムに指定される名前やアドレスと一致しない場合には、特別の語である ‘default’ の後に続くフィルタ指定が

使用されます。

改行の後に空白文字が続く場合には、その行は既に指定したフィルタリングの続きです。

pppd によって実行される特定パケットに対するアクションは、以下に示すように 4つのキーワードにより指

定します。

bringup 呼び出しを発生させ接続を開始するパケットについて記述します。したがって、この種

類のパケットは、明示的に指定するか、または ‘pass’ セクション内の大きなクラスに含

めて、リンクを「通過」できることが必要です。

pass 既に作成されている接続上を通過するパケットについて記述します。パケットが通過す

るときにだけ、そのリンクを立ちあげることができます。通過できないパケットは、任

意指定すれば記録できます。このパケットは捨てられます。

keepup 待ち時間をリセットする、つまり、回線を接続したままにしておくパケットについて記

述します。
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log ログファイル内にそのヘッダーおよび内容が記入されるパケットについて記述します。

それぞれのアクションキーワードの後には、空白文字で区切った節が続きます。そこで、それぞれのパケット

に対するアクションの基準を記述します。それぞれの節はファイル内の順序で処理され、検出されたパケット

に制限事項およびパーミッションがつきます。当該パケットに一致するパターンまたは条件が見つかると、た

だちに、 pppd は指示されたアクションを実行して、リストされている残りの節を無視します ( つまり、

ショートカット評価による包含的論理和)。

節には、IP プロトコル番号を含めることができます。また、 /tcp または /udp 修飾子とともに TCP または
UDP ポート番号のハイフンで配った範囲や、 ‘/icmp’ 修飾子とともに ICMP メッセージの型またはコード (

<netinet/ip_icmp.h> 内にある) を表す番号、 /etc/services 内のエントリに対応するサービス名、ホストまたは

ネットワークの名前または IP アドレス、あるいは、特別のキーワード ‘all’ を含めるかどうかは任意です。こ

の ‘all’ は ‘log’ 以外のすべてのアクションに対しデフォルトで設定されています。 ‘log’ のデフォルトは ‘!all’

です。 (通常、‘all’ を使用する必要はありません。つまり、最後の節が否定されていない場合は pppd が自動

的に節リストの最後に ‘!all’ を追加し、最後の節が 否定されている場合は節リストの最後に ‘all’ を追加しま

す。例えば、一般的な ‘log’ の場合、明らかに、記述された節に一致するパケット だけが記録され、他のパ

ケットは記録されません。一般的な ‘pass’ の場合、特定のリストされたパケットが制限され、他のすべてのパ

ケットの通信が許可されるという結果になります。

ネットワークを名前またはアドレスのどちらかで指定すると、そのネットワークのクラスのデフォルトとサイ

ズが異なる場合には、対応するネットワークマスクも指定しなければなりません。ネットワークマスクおよび

節の中の追加の ‘and’ 条件は、スラッシュ (‘/’) で区切り、ピリオドで区切った 10 進数の並び、または 32 ビッ

トの 16 進数のどちらかで指定することができます。その前に感嘆符 (‘!’) を付けると、節の意味は否定されま

す。

‘log’ フィルタ指定で特殊なキーワード ‘trace’ を指定すると、その型のパケットの 内容 (ヘッダーとともに)

がログファイル内に記録されます。さらに、‘log’ フィルタ指定で特殊なフラグ ‘rejected’ を指定すると、 ‘pass’

フィルタによって棄却された場合にだけ、そのパケットを記録します。

TCP データストリームはイニシーターが SYN パケットを目的の受信側に送信した時点でオープンされるの

で、 pppd は telnet または FTP などの TCP アプリケーションの発信 (このホストからの送信) と着信 (リンクの

他方のホストからの着信) の利用を区別することができます。特殊なキーワード ‘syn’ によって、これらの接続

スタータのフィルタリングおよび記録が可能になります。 ‘recv’ または ‘send’ でこれを修飾すると、セッショ

ンが指定した方向に起動された場合にだけ、それらのセッションを開始または記録することができます。特殊

なキーワード ‘fin’ によって、TCP 接続をクローズするパケットのフィルタリングおよび記録が可能になりま

す。

‘src’ および ‘dst’ キーワードは、それぞれ、パケットの発信元またはあて先に適用する際に、ポート、アドレ

ス、またはホスト名を区別するために役立ちます。両者が同じ節で利用される ( 例えば、 .../src/dst ) 場合は、

発信元およびあて先の両方のアドレスまたはポート、あるいはその両方が一致しなければなりません。

unreach= キーワードは、 ICMP のあて先に到達しないメッセージ (RFC 792 および RFC 1122 セクション
3.2.2.1) をそのパケットの発信アドレスに送信して、指示されるコードフィルタを与えるます。このコード
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フィールドは以下から選択することができます。

net あて先のネットワークに到達できません。

host あて先のホストに到達できません。

prot 指定した転送プロトコルがサポートされていません。

protocol 指定した転送プロトコルがサポートされていません。

port 指定した転送プロトコル ( 例えば、UDP) がデータグラムを多重化解除できません。

また、送信元に通知するプロトコルメカニズムがありません。

needfrag フラグメンテーションが必要ですが、フラグメントを行わないフラグが設定されてい

ます。

srcfail 発信元の経路指定に失敗しました。

net-unknown あて先のネットワークが未定義です。

host-unknown あて先のホストが未定義です。

host-isolated 発信元のホストが隔離されています。

net-prohibited あて先のネットワークとの通信が管理上禁止されています。

host-prohibited あて先のホストとの通信が管理上禁止されています。

net-tos 指定した種類のサービスではあて先のネットワークへ到達できません。

host-tos 指定した種類のサービスではあて先のホストへ到達できません。

ip-opt= キーワードを使用すると、各種の IP オプション (RFC 1122 セクション 3.2.1.8 および RFC 791 セク

ション 3.1 (pps 16ff)) の適用範囲に基づいてパケットを選択することができます。このオプションは以下から選

択されます。

rr これ (Record Route) を指定すると、インターネットデータグラムが行う通信経路が記

録されます。

ts タイムスタンプ。

security これを使用すると、DOD の条件に適したセキュリティ、コンパートメント、ユー

ザーグループ (TCC), および規制コードの扱いが運用されます。

lsrr これ (Loose Source Routing) を使用すると、発信元で与えた情報に基づいてインター

ネットデータグラムが経路指定されます。

ssrr これ (Strict Source Routing) を使用すると、発信元で与えた情報に基づいてインター

ネットデータグラムが経路指定されます。

srcrt Loose Source Routingまたは Strict Source Routingのどちらかです。
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any 任意の IP オプション - No Operation オプションと同じです。

例
デフォルトの動作

以下の Filter ファイルは、フィルタ指定ファイルがない場合またはそのファイルが空の場合の pppd のデフォ

ルトの動作を記述します。

# Filter - PPP configuration file,

# binding packet types to actions.

# Describes the default behavior of the daemon:

default bringup all pass all keepup all log !all

このデフォルトの動作ではパケットを制限することはなく、記録も行いません。

インターネットファイアウォール
次のような ‘pass’ 行は、組織のネットワークと大規模なインターネットとの間のセキュリティ上のファイア

ウォールとして適しています。

internet-gateway

bringup !ntp !3/icmp !5/icmp !11/icmp !who !route

!nntp !89

pass nntp/137.39.1.2 !nntp

telnet/syn/recv/137.175.0.0

!telnet/syn/recv !ftp/syn/recv

!login/syn/recv !shell/syn/recv !who

!sunrpc !chargen !tftp !supdup/syn/recv

!exec !syslog !route !6000/tcp/syn/send

keepup !send !ntp !3/icmp !5/icmp !11/icmp

!who !route !89

log rejected

このように ‘pass’ を指定すると、1つのピアとの NNTP (Usenet news) トランザクションだけが許可され、他の

ピアとのトランザクションは許可されません。これは、1つのネットワーク上だけで Telnet セッションの着信

が許可され、他のすべての Telnet、SUPDUP、および FTP セッションの着信は許可されません。ただし、すべ

ての Telnet、SUPDUP、および FTP セッションの発信は許可されます。

これは、他の場所で実行している X ウィンドウシステムのクライアントがローカルウィンドウサーバー上に

表示することを許可しますが、ローカルの X クライアントが別の場所にあるディスプレイを使用することは許

可しません。これは、すべての SUN RPC 通信を許可しないので、ローカルの YP/NIS および NFS サーバー

は、外部からのプローブおよびファイルシステムマウントを許可しません。さらに、ローカルマシンが他の場

所の NFS サーバーにあるファイルシステムをマウントすることも許可しません。ただし、NFS は UDP サービ

スの 1つである RPC を使用するので、TCP ストリームの初期化を行うための条件を決定する SYN および FIN

パケットを用いないとうまく機能しません。これは不正な目的で使われる可能性がある他の種類の通信をブ

Section 4-362 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



ppp.Filter(4) ppp.Filter(4)

ロックします。したがって、最後に ‘!all’ を付けないと、明示的にブロックしていないすべての通信が許可さ

れることを意味します。

‘bringup’ および ‘keepup’ の行は、断続的に行われるダイヤルアップ接続に適してます。つまり、各種のエラー

条件によって、リンクを作成しないようにしたり、使用後は接続を閉じます。 OSPF (Open Shortest Path First)

のルーティングパケット (RFC-1340 からの IP プロトコル番号 89) は、リンクを通過しますが、リンクを立ち

上げません。アイドル状態以外の場合にはリンクを閉じます。 Usenetニュースの通信は、リンクの立上げを行

いませんが、接続が始まるとニュースバッチの途中でリンクがシャットダウンすることはありません。 ‘log

rejected’ の行は、‘pass’ 行によって妨害されたすべてのパケットの記録を保存するので、不成功に終わった侵

入が記入されます。

非常に複雑な例
次の Filter ファイルでは、NTP、ICMP Destination Unreachable、および rwhod によって生成されるパケット以

外のすべてのパケットに応答して、ホスト ‘backbone’ 以外のすべての隣接ホストへの接続を立ち上げること

を、デーモンに指示します。リンクを通るパケットがこれらだけである場合には、リンクを実行状態にするこ

とはありませんが、リンクが実行状態の間はすべてのパケットにそのリンクを通ることが許可されます。送信

されたパケットは、待ち時間タイマーをリセットしませんが、ピアから受信されるパケットはこれをリセット

します。ピアがダウンして、モデムの問題により電話が切断されない場合には (かつ、コマンド行に idle の引

き数が指定されている場合には)、 pppd が接続を切断して再試行します。

ホストが ‘backbone’ (ネットワーク接続のベンダーに所属するサーバー) である特殊な場合には、telnet および
FTP セッション、SMTP 電子メール、NNTP ネットワークニュース、およびドメインネームシステムへの照会

のみが、リンクの立ち上げやアイドル状態を実行状態にする原因であると十分考えられます。

リンクが実行状態になると、上記のすべてに加えて NTP のクロックチャイムおよび ICMP のメッセージがリ

ンクを通過することができます。特殊なホストへのパケットおよび特殊なホストからのパケットも、クラス B

ネットワーク 137.175 のサブネット 42 上のホストに対する照会および応答以外のパケットも、このリンクを通

過することは許されません。また、これらのパケットによってリンクは起動されません。 telnet および FTP

セッションは、発信のセッションが起動された場合だけ許されます。

各種の ICMP の問題点を表すメッセージ (Unreachable (到達不能)、Time Exceeded (時間の超過) の行や、 IP の

ヘッダーについての問題点を報告する ICMP メッセージの全内容は、記録されます。 telnet および FTP のすべ

てのセッションは、着信の試み (上述の ‘pass’ 指定で除外されたために失敗に終わりますが) を含めて記録され

ます。さらに、特定のホストへの、またはそのホストから発信された、このリンクを通過するすべての電子

メールメッセージの最初のパケットのヘッダーも記録されます。

#

# Filter - PPP configuration file binding packet

# types to actions.

#

# For packets that would pass, these services

# will bring up the link:
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#

backbone bringup smtp nntp domain telnet ftp

#

# Once brought up, these will pass (or not):

#

pass !131.119.250.104

domain/137.175.42.0/255.255.255.0

!137.175.42.0/0xffffff00

# (alternative ways of

# expressing subnet mask)

!telnet/syn/recv !ftp/syn/recv

domain smtp nntp ntp icmp telnet ftp

#

# Packets received for the services shown will

# reset the idle timer.

#

keepup !send smtp nntp domain telnet ftp

#

# Only these messages will have headers or contents

# logged, unless higher-level debugging is set:

#

log 3/icmp 11/icmp 12/icmp/trace

telnet/syn ftp/syn

smtp/syn/terminus.netsys.com

#

default bringup !ntp !3/icmp !who

keepup !send !ntp !3/icmp !who

提案事項
より簡単なフィルタを指定して各パケットのオーバーヘッド処理を少なくし、 pppd を迅速に起動して高速で

実行させることができますが、たぶん、このオーバーヘッドは非常に回線速度が速い(T1 のように) 場合にだけ

問題となります。上記の ‘backbone’ の例では、説明のためにかなり過重であり、数週間を超える期間で作成さ

れ、正常に動作させるために作成者は何度も試してみる必要がありました。簡単なフィルタ指定から初めてパ

ケットの記録を監視した結果により、通常は、それぞれの特殊な場合を必要に応じて追加します。その後注意

深くテストし、変更によって希望する効果が達成されることを確認します。

ヘッダーの記録は、十分に注意してください。パケットの内容の追跡にはさらに注意します。とても狭い選択

基準を作成します。そうでないと、ログファイルが短期間で非常に大きく増大します。さらに、デーモンを

ディスクレスワークステーション上で実行している場合、またはログファイルが NFS- マウントファイルシス

テム上にある場合は、ロギング情報の量が大量であるために、高いパケット率でデーモンの処理が行えなくな
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ります。 NFSの書き込みが同期していることを覚えておいてください。

ホスト名を指定するときは、そのアドレスへの接続が切断されてもローカルで使用可能であることを確認しま

す。ドメイン名を決定するために接続を立ち上げなければならないことが分かった場合、むしろ、 Filter およ

び Systems の両方でそのホストの IP アドレス (ピリオドで区切った 10 進数) を使用することを考慮します。

すべてのドメインネームシステムへの通信を指定する場合には、 53/tcp および 53/udp の両方のエントリに拡

張できる ‘domain’ を使用します。 ( 一部の DNS の通信はそれぞれの転送を使用します。) 照会を許可しドメイ

ンの転送を不許可にするためには、 !domain/tcp を使用します。一部のシステムにある古い /etc/services ファイ

ルでは、製造元から配布された時点で、TCP サービスとして NTP が同様にリストされています。現在の UDP

NTP がシステム上にインストールされている場合には、管理者が正しい 123/udp とともに古い 123/tcp エント

リを残している可能性があります。正しい解決方法は、 /etc/services から 123/tcp エントリを削除することで

す。そして、 123/udp を Filter 内に指定します。

DEC ULTRIX 4.2 および一部の他のシステムでは、 /etc/services ファイル内に FTP のデータソケットのエント

リがありません。大量のデータ接続を制御接続とともに記録したい場合には、‘ftp-data’ のエントリを /etc/ser-

vices に追加するか、または Filter 内で明示的に 20/tcp を使用するか、どちらかを行う必要があります。最初

に挙げた方法の方が、ログファイルのエントリにソケット / プロトコル表記ではなくシンボリック名 (‘ftp-

data’)が含まれるので、好ましいです。

使用中の /etc/services ファイルに、有効であると考えられるアプリケーションレベルのプロトコルが抜けてい

る場合には、指定番号 RFC 1340 番のエントリをファイル内に入れることができます。例えば、次のような行

を追加すると有効であることが分かります。

gopher 70/tcp

gopher 70/udp

kerberos 88/tcp

kerberos 88/udp

snmp 161/tcp

snmp 161/udp

nextstep 178/tcp

nextstep 178/udp

prospero 191/tcp

prospero 191/udp

x11 6000/tcp

上記の説明は、これらのアプリケーションを使用している場合で、かつ、それらのアプリケーションがシステ

ムの製造元から受け取った時点でまだ /etc/services ファイル内にない場合です。この方法で使用中の /etc/ser-

vicesを増大していくと、次のようなエントリを使用する代わりに、

pass !6000/tcp/syn/send

使用中の Filter で次のようなエントリを使用することができます。

pass !x11/syn/send
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これは、とても読みやすいエントリです。指定番号 RFC から選び出された TCP および UDP サービスの番号

および名前のリストは、 Examples/services.ex 内で使用可能です。

著者
ppp.Filterは、HP で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Devices(4), ppp.Dialers(4), ppp.Keys(4), ppp.Systems(4), services(4), pppd(1), RFC 791, RFC 792, RFC

1055, RFC 1548, RFC 1332, RFC 1122, RFC 1144, RFC 1340.
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名称
ppp.Keys − PPP 暗号化キーファイルフォーマット

RESTRICTIONS
暗号化は、米国から輸入したソフトウェアでは使用できません。 HP の pppd コマンドでは、 gw-crypt オプ

ションをサポートしていません。カスタマは、sales@progressive-systems.com に依頼して、暗号化機能を備える

ことができます。

説明
pppd コマンド行の gw-crypt オプションに名前が指定されているキーファイルには、HP PPP のリンクレベル

暗号化の処理系で使用する値が収められています。伝送の前に、キーファイル行のエンドポイントと一致して

いるソースおよびあて先アドレスによるパケットが、DES ならびにそのキーファイル行上に指定されている

キーを使用して暗号化されます。受信時に、キーファイル行のアドレスと一致しているソースおよびあて先ア

ドレスを持つパケットは、DES ならびにそのキーファイル行上に指定されているキーを使用して復号化されま

す。

フォーマット
それぞれのキー指定は、最大 1023 文字までの長さの独立した単一の行に収められます。キーファイルのコメ

ントは、‘#’ で始まり、その行の終端で終わります。空白行や ‘#’ で始まっている複数行は無視されます。

フィールドは、水平空白文字 (空白またはタブ) で区切られます。

キー行の最初の 2つのワードは、伝送される各パケットと受信済みの各パケットのソースおよびあて先アドレ

スと比較されます。エンドポイントアドレスの指定には、ホストやネットワークの名前か、あるいはホストや

ネットワークのアドレスのいずれかが含まれることがあります。ネットワークが名前かアドレスのどちらかで

指定される場合、そのクラスのネットワークに対して設定されているデフォルト値と異なるサイズであるなら

ば、該当のネットワークマスクも指定する必要があります。このマスクは、スラッシュ (‘/’) でネットワークの

名前やアドレスと区切られ、ピリオドで区切って一連の 10 進数値として指定するか、あるいは任意に C スタ

イルの ‘0x’ 接頭辞を付けて、1つの 32 ビットの 16 進数値として指定することが可能です。

キー行の残りの部分は、指定されている一対のホストまたはネットワーク相互間で DES キーとして使用した
56 ビット (14 桁) の 16 進数値です (この場合は C スタイルの ‘0x’ 接頭辞は付きません)。それぞれの数字は、

読み易いように水平空白文字で区切ってもかまいません。キーに 14桁 (16 進数値) を下回るかそれを超える数

値が使用されると、その行は無視されます。キーが弱い (weak) か、あるいはある程度弱い (semi-weak) 場合

は、警告メッセージがログファイルの中にプリントされますが、いずれにしても、指定したキーは暗号化に使

用されます。

例
次のキーファイルでは、指定した対のホストまたはネットワーク相互間のデータトラフィックを暗号化または

復号化する場合に使用するキーを pppd に提供します。

#

# Keys - PPP encryption keys file

#
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# Format:

#endpoint endpoint key

frobozz.foo.com glitznorf.baz.edu feed face f00d aa

147.225.0.0 38.145.211.0/0xffffffc0 b1ff a c001 d00d 1

128.49.16.0/0xffffff00 198.137.240.100 0123456789abcd

193.124.250.136 143.231.1.0/0xffffff00 e1c3870e1c3870

推奨事項
弱い (weak)、あるいはある程度弱い (semi-weak) キーの使用は避けてください。弱い DES キーを次に示しま

す。

00000000000000

FFFFFFFFFFFFFF

1E3C78F1E3C78F

E1C3870E1C3870

ある程度弱い DESキーを次に示します。

01FC07F01FC07F

FE03F80FE03F80

1FC07F00FE03F8

E03F80FF01FC07

01C007001E0078

E003800F003C00

1FFC7FF0FFC3FF

FE3FF8FFE1FF87

003C00F001C007

1E007800E00380

E1FF87FF1FFC7F

FFC3FF0FFE3FF8

セキュリティに関する注意
キーファイルは、モード 600 か 400 で、しかもルートで所有する必要があります。

パケットの IP ヘッダーは暗号化されませんが、それらの TCP、UDP、または ICMP ヘッダーはユーザデータ

部分と一緒に暗号化されます。これにより、暗号化されたパケットは通常のインターネット間をトラバースす

ることができるようになりますが、ハッカーがそのエンドポイントでトラフィックを解析することも可能にな

ります。

TCP、UDP、または ICMP ヘッダーが暗号化されるため、プロトコルベースのフィルタならびにパケットのパ

スは、それが SMTP、Telnet、または他の何らかのネットワークサービスのいずれであるかを判別することが

できなくなります。つまり、暗号化されたトラフィックは、そのファイアウォールが、トラフィックのタイプ

に関係なく、エンドポイント相互間のすべてのトラフィックを許容している場合に、パケットをフィルタリン
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グするファイアウォールだけを透過するということです。 HP-UX システム用の HP PPP/SLIP ソフトウェア

は、暗号化されたトラフィックのエンドポイントのゲートウェイとして使用された場合、暗号化された入トラ

フィックの暗号を解読してから、設定されているパケットフィルタリング規則を適用します。

著者
ppp.Keys は、Progressive Systems で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Devices(4), ppp.Dialers(4), ppp.Filter(4), ppp.Systems(4), pppd(1), RFC 792, RFC 1548, RFC 1332,

RFC 1334.
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名称
ppp.Systems − PPP 隣接システムの記述ファイルフォーマット

説明
ファイル /etc/ppp/Systems では、PPP を介して隣接システムを接続する方法を記述します。

フォーマット
エントリは、1行に付き 1つです。空白行は無視されます。コメントは ‘#’ で始まり、その行の終端で終わりま

す。大文字と小文字の区別は、ホスト名の指定では無視されますが、それ以外の場合は重要です。行のフィー

ルドは、水平空白文字 (空白またはタブ) で区切られます。チャットスクリプトの末尾に円記号 (‘\’) が付いて

いると、そのチャットスクリプトは次の行に続くと見なされます。継続は、チャットスクリプトの中でのみ発

生させることが可能です。

各エントリには、6つのフィールドを次の順序で入れる必要があります。

name あて先マシンのホスト名か IP アドレスです。これは、ローカルに解決可能でなければなりません。

when システムを呼び出すことができる曜日と時間を示す文字列 (たとえば、MoTuTh0800-1740 など) で

す。曜日の部分は、Su、Mo、Tu、We、Th、Fr、または Sa のどれを列挙してもかまいません。ま

た、曜日には、すべての平日を表わす場合は Wk (MoTuWeThFr と同じ) を使用したり、あるいは、

あらゆる曜日を表わす場合は Any (SuMoTuWeThFrSa と同じ) を使用することも可能です。

ある範囲に及ぶ時間 (たとえば 0800-1230 など) を示すことができます。時間を指定しなかった場合

は、呼び出しは常時可能であるとされます。

0000 に及ぶ時間の範囲が許可されていることに注意してください。たとえば、0800-0600 は、6 AM

～ 8 AM を除き、いつでも可能であるという意味です。.

縦線 (|) で区切って複数の曜日を指定することができます。たとえば、Any0100-0600|Sa|Su は、シス

テムは日曜～土曜の 1 AM ～ 6 AM か、あるいは土曜と日曜の何時でも呼び出すことができるとい

う意味を示します。

全体 (一連) の曜日と時間は、その後にセミコロンを付け、さらに次のように、その後に最大 3つま

での 10 進数値をハイフンで区切って付けることができます。

1 セミコロンの後に 1つの 10 進数値だけを続けた場合、この数値は、異常終了した呼び出し

が再試行されるまでの初期時間 (秒数) であるリダイヤル遅延として使用されます。たとえ

ば、Any;60 は、いつでも呼び出し可能であるが、異常終了が生じてから再度呼び出しを試

行するまで少なくとも 60 秒待つ必要があるという意味です。再試行が失敗したら、 pppd

は、遅延を倍加してから再試行します。初期の再試行遅延が指定されていない場合は、10

秒が想定されます。

2 セミコロンの後に 2つの 10 進数値を続けた場合、2 番目の数値は、呼び出しを再試行する

まで遅らせる最大時間 (秒数) である最大リダイヤル遅延として使用されます。この値に到

達するまで、異常終了した呼び出しごとに再試行時間は倍加され、その後、最大秒数が経

過するたびに呼び出しが再試行されます。最大再試行遅延が指定されていない場合は、
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3600 秒が想定されます。

3 セミコロンの後に 3つの 10 進数値を続けた場合、最初の数値はコールバック遅延として使

用され、2 番目の数値はリダイヤル遅延として使用され、さらに 3 番目の数値は最大リダ

イヤル遅延として使用されます。コールバック遅延とは、突然の回線切断 (ログファイル

の中に記録されているハングアップまたは SIGHUP イベント) が原因で終了した前にアク

ティブであった接続の再確立するまでの時間 (秒数) のことです。デフォルトでは、遅延な

しでコールバックするよう設定されています。

異常終了した呼び出しの後の遅延の間、 pppd.log に書き込まれたレベル 7 のデバッギングメッセー

ジには、すべて、‘dial failed’というメッセージが付加されます。

device ‘A CU’ に設定すると、 Devices に指定されているデバイスが突き合わせ速度付きで使用される場合

があります。デバイスのダイヤラー チャットスクリプトが最初に実行され、その後に Systems

チャットスクリプトが続きます。

/dev ディレクトリ( tty00 、 cua など) に登録されているデバイスの名前に設定した場合は、 Devices

の中に対応する任意の Direct エントリを設けることができ、 Dialers は調べられず、また、 Sys-

tems チャットスクリプトだけが実行されます。

‘tcp’ に設定した場合は、その後に、スラッシュ、PPP リンクのあて先として機能するシステムのホ

スト名か IP アドレス、もう 1 本のスラッシュ、リモート PPP デーモンに連絡するためのソケット

番号の順に続ける必要があります。

speed 接続の速度です。 device フィールドが ACU である場合、speed フィールドは、 Devices のエントリ

に対して突き合わせられる文字列です。 Speed は、有効な速度の数値 (複数) であるか、あるいはそ

れらの数値で始め (2400、38400、19200-PEP など ) なければなりません。 device フィールドが
‘tcp...’ や ‘telnet...’ である場合、speed フィールドは無視されますが、ダミー項目として存在させて

おく必要があります。

phone number

ダイヤラースクリプトの \T エスケープシーケンスに置き換わる値です。 device フィールドに、
/dev のエントリの名前が指定されている場合、phone number フィールドは任意指定です。 device

フィールドが ‘tcp...’ や ‘telnet...’ である場合、phone number フィールドは無視されますが、ダミー項

目として存在させておく必要があります。

chat script pppd がリモートマシンと保留する会話の記述です。

チャットスクリプトの詳細
チャットスクリプトは、リモートエンドの送信を予期するワードの後に、応答で送信するワードが続く形式を

とります。 ‘send’ 文字列が \c で終わっていない場合、復帰文字 (ASCII 0x0d) を送信することで、 pppd をその

後に続けます。

チャットスクリプトは、 ‘expect send expect send ...’ か ‘expect-send-expect send ...’ です。このハイフンの後の
send は、その前の expect が、受信したテキストと一致しなかった場合に実行されます。
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チャットスクリプトの ‘send’ 文字列では、ダイヤルの試行時に pppd の動作を制御するためにある一定の特殊

ワードが使用されることがあります。 ABORT と TIMEOUT は、両方とも、チャットスクリプトの ‘expect’

フェーズの中で使用する必要があります。

ABORT abort-string pppd は、チャットスクリプトの残りを実行している間 abort-string を調

べ、ダイヤル呼び出しの試行を打ち切り、ログファイルにそれを記録しま

す。

TIMEOUT timeout-time 現在のチャットスクリプトを実行している間は、予期される応答を time-

out-time 秒間待ってから、ダイヤル呼び出しの試行が異常終了したと見な

してください。書き込みには、固定の 60 秒のタイムアウトが使用されま

す。

送信予期対の ’"’ P_WORDは、以下のように適宜、ラインパリティを設定します。

P_AUTO ‘expect’ 文字列の中で受信した文字の中に保持されているパリティに基づいて、伝送パリ

ティを設定します。これはデフォルト値です。

P_ZERO ゼロに設定されたパリティビット付き文字を伝送します (パリティなしの場合は 8 ビッ

ト)。

P_ONE 1 に設定されたパリティビット付き文字を伝送します。

P_EVEN 偶数パリティ付き文字を伝送します。

P_ODD 奇数パリティ付き文字を伝送します。

バッククォート文字 (‘) で、処理の前に実行させるプログラムの名前を囲みます。そのプログラムがチャット

スクリプト対の ‘send’ フェーズ内で実行される場合は、その終了時に標準出力がピアへ送信されます。そのプ

ログラムが終了しても、チャットスクリプトの処理は続行されます。

‘expect’ 文字列か ‘send’ 文字列の中で、 ˆx は、該当の制御文字に変換され、 \x は x に変換されます。他の特

殊シーケンスは次の通りです。

\s 空白文字を送信または受信します (ASCII 0x20)。

\t 水平タブ文字を送信または受信します (ASCII 0x09)。

\n 改行文字を送信または受信します (ASCII 0x0a)。

\r 復帰文字を送信または受信します (ASCII 0x0d)。

\\ バックスラッシュ (円記号) を送信または受信します (ASCII 0x5c)。

\ˆ カラット文字を送信または受信します (ASCII 0x5e)。

ˆcharacter 単一文字 Ctrl-character を送信または受信します (ASCII 0x00 ～ 0x1f)。

\ddd 8 進数の数字 ( digits)で指定された文字を送信または受信します。
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\p 処理を進める前に、0.25 秒休止します (送信の場合のみ)。

\d 2 秒遅らせて処理を進めます (送信の場合のみ)。

\K ブレークを送信します (ゼロビットの 0.25 秒)。

\M ハングアップを使用不能にします (CLOCAL または LNOHANGを設定)。

\m ハングアップを使用可能にします (CLOCAL または LNOHANG の設定を解除) (デフォル

ト)。

\c 前の文字列を送信した後に復帰文字を付加しません (送信の場合のみ)。

\q あらゆるデバッギング出力やロギング出力の中の次の文字列 (たとえばパスワードなど)

をプリントしません。後続の \q シーケンスは ‘quiet’ モードに切り替わります。

\A ピリオドで区切られた 4 つの 10 進数値として書き込まれた IP アドレスとして受信文字

列を解析し、二地点間接続のローカル側に対してそれを使用します (受信の場合のみ)。

例
次の例では、19200bps に設定された DTE インタフェース付きの Telebit PEP モデムを使用するホスト ‘every-

one’ を呼び出します。 38400 DTE の駆動が可能な V.32/V.42/V.42bis モデムを使用するホスト ‘nobody’ を呼び出

します。また、非同期 PPP を実行している /dev/ttya に接続された直接ケーブルを介し、ホスト ‘someone’ に接

続されています。 SnapLink のポート 0 に接続されている T1 CSU/DSU を介して、‘anyone’ に呼びかけます。

また、TCP ストリームを突き抜けて realone.somewhere.com 上のポート 77 につながる PPP 接続を介し、
pseudo-one と接続されます。

‘someone’ との接続が失敗したら、2 秒後に再試行します。その試行が失敗した場合は、4 秒待ってから次の試

行を行い、その後は、8 秒、16 秒、32 秒、40 秒と待ってから試行します。 40 秒ごとに ‘someone’ への接続の

試行を続行します。 ‘everyone’ と ‘nobody’ の場合の再試行の間隔と最大バックオフ値は、デフォルトの
‘10-3600’ です。

"" "" という表記は、何も予期されないため、何も送信しない (その後に復帰が続く) という意味です。暗黙の

復帰は、リモートシステムから応答を引き出すのに有効な場合があります。

#

# Systems - PPP systems file

#

ev eryone Any ACU 19200-PEP 5551212 in:--in: Pwe word: \qfoObar

nobody Any ACU 38400 5551213 in:--in: Pthey word: \qbaZz1ng

someone Any;2-40 cua 38400 0 in:--in: Pthem word: \qmeumBle

anyone Any rsd0a/0 1536000

pseudo-one Any;2-2 tcp/realone.somewhere.com/57
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推奨事項
デフォルトの再試行時間とバックオフ (Any;10-3600) は、次のような場合のダイヤル呼び出し接続で使用する

のが適しています。つまり、割り込み後に速やかに再確立する必要があっても、ダウンの可能性のあるホスト

にリダイヤルし続けるのが望ましくないような場合です。 2つのシステム間の専用回線の場合、あるいは呼び

出しの試行が無駄であるような場合には、最大値を小さくするとよいでしょう。

60 秒などのように、妥当な呼び出し再試行時間は、同時に相互に呼び出し合って、それぞれの電話のシグナル

がビジーであるために待機中のデッドロックを回避するために、ダイヤル呼び出しモデムを使用していずれか

一方向への接続を確立できるシステムで有効です。発信元モデムと応答モデムとの動作は異なるので、通常、
60 秒クロックは、異なる時刻にティッキングを開始します。これによって、どちらか一方のモデムはもう一方

のモデムを妨害を受けることなく呼び出すことができるようになります。この代わりに、異なる再試行時間を

リンクのどちらか一方に指定し、同時に 2つのシステムが相互に呼び出し合わないようにすることも可能で

す。

ホスト名を指定する場合は、それらのアドレスが、接続がダウンした場合でも、必ずローカルで使用できるよ

うにしてください。ドメインネームを決定するために接続を立ち上げる必要が生じた場合は、そのホストの IP

アドレス (ピリオドで区切った 10 進数値) を、代わりに Filter と Systems の両方に使用することを検討してく

ださい。

自動フェイルオーバー回復は、それぞれに複数のモデム、あるいは複数の接続メソッドが用意されているシス

テム相互間に用意することができます。これら 2つのシステムが専用回線 (同期または非同期) を介して接続さ

れている場合は、最初にそのエントリを Systems の中に入れ、その後に、オンデマンド型ダイヤルアップ接続

を記述する別のエントリを入れる必要があります。詳細は、 HP PPP User Guide を参照してください。

セキュリティに関する注意
ファイル /etc/ppp/Systems はモード 600 でなければなりません。

著者
ppp.Systems は、Progressive Systems で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Services(4), ppp.Dialers(4), ppp.Filter(4), ppp.Keys(4), pppd(1), RFC 1548, RFC 1332, RFC 1144, RFC

1055.
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名称
privgrp −特権値の形式

構文
#include <sys/privgrp.h>

説明
setprivgrp() は特権のマスクを設定し、 getprivgrp(2) は、グループ ID をもとにした特権グループの割当てを示

す、構造体の配列を返します (setprivgrp(2) および getprivgrp(2) を参照)。 setprivgrp() はカーネル機能をグルー

プ ID に関連付けます。これにより、スーパーユーザーのような特権を特定のグループ (１つまたは複数) のメ

ンバーに付与することができます。これらのシステムコールを使うのに必要な定数と構造体は <sys/privgrp.h>

で定義されています。

特権は次のとおりです。

PRIV_RTPRIO rtprio() システムコールへのアクセスを許可します ( rtprio(2) 参照)。

PRIV_MLOCK plock() システムコールへのアクセスを許可します ( plock(2) 参照)。

PRIV_CHOWN chown()システムコールへのアクセスを許可します ( chown(2) 参照)。

PRIV_LOCKRDONLY ファイルのオープンを読み取り専用に固定するために、 lockf() システム

コールを使うことを許可します ( lockf (2) 参照)。

PRIV_SETRUGID プロセスの実ユーザー ID や実グループ ID を変更するために、それぞれ
setuid() および setgid() システムコールを使うことを許可します ( setuid(2)

および setgid(2) を参照)。

PRIV_MPCTL プロセッサバインディング、ローカリティドメインバインディング、また

はプロセスの起動方針を変更するために、 mpctl() システムコールを使う

ことを許可します (mpctl(2) を参照)。

PRIV_RTSCHED POSIX.4 のリアルタイムの優先順位を設定するための sched_setparam() お

よび sched_setscheduler() へのアクセスを許可します (rtsched(2) を参照)。

PRIV_SERIALIZE ターゲットプロセスを、このシステムコールによってマークされている他

のプロセスとシリアルに実行させるために、 serialize() を使うことを許可

します (serialize(2) を参照)。

PRIV_SPUCTL プロセッサの非アクティブ化および再アクティブ化のために、 Instant

Capacity On Demand (iCOD) 製品での特定の管理操作を許可します。詳細

は、各製品のマニュアルを参照してください。

PRIV_FSSTHREAD Process Resource Manager (PRM) 製品での特定の管理操作を許可します。詳

細は、各製品のマニュアルを参照してください。
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PRIV_PSET システムの pset 構成に対する変更を許可します (pset_create(2) を参照)。

特権は、複数ワードのマスクで記述されます。各特権に対する #define の値は、ビットインデックスとして解

釈されます (1から数えます)。したがって、マスク中で異なるビットを OR 処理することにより、1つのグルー

プ ID でも複数の異なる特権を持つことができます。

システムに対しては、特権を持ったグループ数の最大値が設定されており、この最大値は、 PRIV_MAXGRPS

で定義されます。この最大値のうち、1つはプロセスすべてに与えられるグローバルな特権として予約され、

残りは実際のグループ ID に割り当てることができます。

PRIV_MASKSIZ は、グループ ID対応の特権を定義するのに用いる、複数ワードのマスクのサイズを定義しま

す。

特権は、 getprivgrp() システムコールにより構造体 struct privgrp_map 型の配列としてユーザーに返されま

す。この構造体は、複数ワードのマスクを1つのグループ ID に対応させます。 privgrp_map 構造体には次の

フィールドがあります。

gid_t priv_groupno

uint32_t priv_mask[PRIV_MASKSIZ]

ここで、 priv_groupno にはグループ ID (setprivgrp(2) を参照) が、 priv_mask には priv_groupno に関連付けられ

た特権のマスクが入ります。

参照
getprivgrp(1)、setprivgrp(1M)、chown(2)、getprivgrp(2)、lockf(2)、 plock(2)、rtprio(2)、rtsched(2)、serialize(2)、
setgid(2)、setuid(2)、 shmctl(2)、mpctl(2)、pset_create(2)
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名称
profile −ログイン時のユーザーの環境のセットアップ

説明
/etc/profile ファイルが存在する場合は、シェルはすべてのユーザーのログイン時にこれを実行します。
/etc/profile ファイルは、システムのすべてのユーザーにとって望ましいことの実行、あるいは妥当なデフォル

トの設定に限定してセットアップされるべきです。ユーザーのログイン (ホーム) ディレクトリに .profile とい

う名前のファイルがある場合、このファイルがセッションの開始前に (シェルの exec .profile によって) 実行さ

れます。 .profile ファイルは各種環境パラメータの設定、ターミナルモードの設定、あるいは /etc/profile の実

行の結果の一部または全部を置き換えるのに便利です。

例
以下に典型的な例を示します (コメントは除く)。

# Make some environment variables global

export MAIL PATH TERM

# Set file creation mask

umask 22

# Tell me when new mail comes in

MAIL=/var/mail/myname

# Add my /bin directory to the shell search sequence

PATH=$PATH:$HOME/bin

# Set terminal type

echo terminal: \c""

read TERM

case $TERM in

300) stty cr2 nl0 tabs; tabs;;

300s) stty cr2 nl0 tabs; tabs;;

450) stty cr2 nl0 tabs; tabs;;

hp) stty cr0 nl0 tabs; tabs;;

745|735) stty cr1 nl] -tabs; TERM=745;;

43) stty cr1 nl0 -tabs;;

*) echo $TERM unknown";;"

esac

さらに完全な .profile のモデルは、 /etc/d.profileを参照してください。

ファイル
$HOME/.profile

/etc/profile
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参照
env(1), login(1), mail(1), sh(1), stty(1), su(1), environ(5), term(5)
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名称
proto − at(1)用プロトタイプジョブファイル

構文
/var/adm/cron/.proto

/var/adm/cron/.proto.queue

説明
ジョブが at または batch に出されると、そのジョブは POSIXシェルスクリプトとして構成されます ( at(1) お

よび batch(1)参照)。ジョブファイルは /var/spool/cron/atjobs中に以下のように作成されます。

• at は、そのジョブが at ジョブかまたは batch ジョブかを記述したヘッダを作成します。 a という

キュー以外のすべてのキューに出された at ジョブは、 batch ジョブとしてリストされます。ヘッ

ダは以下のようになります。

: at job at ジョブ用、または

: batch job batch ジョブ用

• at ジョブ用の環境 ( environ(5) 参照) を現在の環境と同一にするために、一連の POSIXシェルコマ

ンドが追加されます。

• さらに at は、テキストをプロトタイプファイルからジョブファイルにコピーします。ただし以下

の特別な変数は、他のテキストに置換されます。

$d 現在のワークディレクトリに置換されます。

$l 現在のファイルサイズ上限に置換されます ( ulimit(2) 参照)。

$m 現在のumaskに置換されます( umask(2) 参照)。

$t ジョブを実行すべき時刻に置換されます。時刻はコロンを前置した、世界標準時1970年1月1

日0時0分からの経過秒数で表現されます。

$< at が標準入力から読み取ったテキスト (すなわちジョブで実行するために at に与えられたコ

マンド) に置換されます。

• ジョブが queue という名前のキューに出された場合、 /var/adm/cron/.proto.queue というファイルが

存在すれば、 at はそれをプロトタイプファイルとして使用します。それ以外の場合は、
/var/adm/cron/.proto. を使用します。

例
次は .proto ファイルは、ジョブ中の現在のディレクトリ、ファイルサイズ上限、およびumaskを at が最初に実

行されたときにあった、それぞれの値に変更するコマンドを作成します。これらのコマンドはジョブ中のコマ

ンドの前に挿入されます。

cd $d

ulimit $l
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umask $m

$<

参照
at(1), queuedefs(4)

標準準拠
proto: SVID2, SVID3
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名称
protocols −プロトコル名データベース

説明
このファイルは、プロトコル番号と、公式なプロトコル名およびエイリアスを結びつけます。このファイルに

より、ユーザーは番号の代わりにシンボル名でプロトコルを利用することができます。各プロトコルごとに、

次の情報と共に単一の行が示されなければなりません。

<official protocol name> <official protocol number> <aliases>

これらのマッピングは RFC 1700 の Assigned Numbers の中で定義されています。エイリアスは、プロトコルを

識別するための別名です。例えば次のようになります。

tcp 6 TCP

この例の場合 getprotobyname() ライブラリコールは、

p = getprotobyname( tcp");"

とする代わりに、

p = getprotobyname( TCP");"

とすれば実行できます。両者はまったく同一の結果となります。

各行はスペースで始まってはいけません。項目間は1個以上の空白またはタブ文字、あるいはその両方で区切

られます。 # 文字はコメントの開始を表します。ファイルをサーチするルーチンは # から行末までの文字を解

釈しません。

プロトコル名は、スペース、ニューライン、あるいは、コメント文字以外のすべてのプリント可能文字を含む

ことができます。行末に空白あるいはタブがあってもかまいません。

例
tcp 6 TCP # transmission control protocol

udp 17 UDP # user datagram protocol

著者
protocolsはカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
getprotoent(3N)
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名称
prpwd − 高信頼性システムに使用する保護パスワード認証データベースファイル

構文
/tcb/files/auth/...

説明
システム上の各ユーザーについて、認証プロファイルが保持されています。ユーザープロファイルはシステム

管理者 だけがアクセスできる保護パスワードデータベースファイルに入っています。保護パスワードデータ

ベースファイルに入っているのは、ユーザーアカウントの暗号化パスワードをはじめとした情報です。高信頼

性システムでは、通常のユーザーはパスワードを見ることはできません。

保護パスワードデータベースファイルがあっても、 /etc/passwd および /etc/group ファイルは必要です。ユー

ザーがシステムを使用するためには、 /etc/passwd ファイル内で定義されていなければなりません。ユーザーの

保護パスワードデータベースファイルには、そのユーザーの /etc/passwd 内のエントリーとの相互関係を確認す

るために、ユーザー名とユーザーIDが入っています。これらは一致していなければならず、一致していないと

そのユーザーアカウントは無効とされます。

保護パスワードデータベースファイルは、 /tcb/files/auth 階層内に保持されています。このディレクトリには、

アルファベットの1文字を名前にした別のディレクトリも入っています。ユーザー認証プロファイルは、ユー

ザーアカウント名の頭文字に従ってこれらのディレクトリに保存されています。このため、各ユーザー名に対

応するファイルを効率的に検索することができます。例えば、 root アカウントの認証プロファイルは
/tcb/files/auth/r ディレクトリに入っており、ファイル /tcb/files/auth/r/root をオープンすることによってアクセ

スできます。

各ファイルに定義されているフィールドは、ユーザー固有の値です。これらの値はシステムのデフォルト値を

オーバーライドします。高信頼性プログラムは、まず最初にユーザー固有のパラメータが存在するかどうかを

調べてから、システムのデフォルト値を使用します。

保護パスワードデータベースファイルには、キーワードフィールド IDと、フィールドタイプに従ってその

フィールドの値が入っています(一部のフィールドタイプでは明示的な値は必要ありません)。フィールド指定

の詳細な構文については、 authcap(4) で説明してあります。フィールド指定は、すべてのシステム認証データ

ベースで一貫性が保たれています。保護パスワードデータベースファイルでサポートされているキーワード

フィールドIDと、それに関連する機能を、以下に説明します。

u_name これはアカウントのユーザー名で、ファイルの名前および対応する /etc/passwd エントリーの

ユーザー名と一致しなければなりません。

u_id これはアカウントのユーザーIDで、対応する /etc/passwd エントリーのユーザーIDフィールド

と一致しなければなりません。

u_pwd アカウントにパスワードがある場合、このフィールドにはアカウントの暗号化パスワードが

入っています。
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u_owner このフィールドにはアカウントの所有者が入っています。

u_booauth このフィールドが存在してゼロより大きい値 (通常は1) が入っており、さらにシステムデフォ

ルトファイルでブート認証フラグがセットされていると、このユーザーにはシステムをブート

する権限があります。システムデフォルトファイルでブート認証フラグがセットされていない

場合には、このフィールドは使用されません。

u_audid このフィールドには、ユーザーの監査IDが入っています。

u_auditflag このフィールドには、ユーザーの監査フラグが入っています。

u_minchg このフィールドは、パスワードの変更が可能になるまでの最小の時間を秒単位で指定します。

ゼロ以外の値が入っていると、パスワードを変更するユーザーがこの制約をオーバーライドす

る権限をもっている場合を除いて、最後にパスワード変更が実行されてから指定の秒数が経過

するまではパスワードを変更することができません。

u_maxlen このフィールドはユーザーアカウントパスワードの最大長を指定し、 <prot.h> 定数
AUTH_MAX_PASSWD_LENGTH で定義されているシステムの最大値より小さくなければな

りません。

u_exp このフィールドは、アカウントパスワードの期限切れを指定する time_t値です。パスワードの

期限が切れると、ユーザーがシステムにログインする時点でシステム認証プログラムがパス

ワードの変更を要求します。パスワードを変更する前にパスワードの寿命が切れると、そのア

カウントはロックされます。

u_life このフィールドは、パスワードの寿命を指定するtime_t値です。寿命が切れるとアカウントは

ロックされ、ロックを解除できるのは権限をもつシステム管理者だけになります。

u_succhg このフィールドは、最後に正しく実行されたパスワード変更の時間を示す time_t値です。この

フィールドを設定するのは、アカウントパスワードの変更に使用できるプログラムだけにしな

ければなりません。

u_unsucchg このフィールドは、最後に不成功に終わったパスワード変更の時間を示す time_t値です。この

フィールドを設定するのは、アカウントパスワードの変更に使用できるプログラムだけにしな

ければなりません。

u_acct_expire このフィールドは、アカウントが使用可能な時間を秒数で表した time_t値です。この時間が経

過した後では、ユーザーはログインできなくなります。このフィールドと u_life フィールドと

の相違は、 u_life フィールドが最後のパスワード変更の時間からの経過時間であるのに対し、
u_acct_expire はパスワードの変更によって影響を受けない点です。

u_max_llogin この値は、ログインとログインの間の最大時間を秒数で表した値です。最後のログインと現在

の時刻との間の時間がこの値を超えると、アカウントはロックされ、ユーザーはログインでき

なくなります。
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u_pw_expire_warning

この値は、ユーザーパスワードの期限切れのどれだけ前に警告を出すかを、秒数で表した値で

す。

u_pickpw この値は、ユーザーがアカウントのパスワードを選択できるかどうかを制御するフラグです。

これによって、ユーザーがパスワードを選択できず、システムが生成したパスワードを使用す

るよう、アカウントを構成することができます。

u_genpwd このフラグフィールドは、ユーザーがアカウントのパスワードを生成できるかどうかを制御し

ます。システムはランダムな英字、文字、または単語を含んだパスワードを生成することがで

きます。

u_restrict このフラグフィールドは、ユーザーが選択したパスワードについてパスワードの単純性を検査

するかどうかを制御します。行われる検査には、パスワードがログイン名やグループ名を表し

ていないか、前から読んでも後ろから読んでも同じ語ではないか、 spell(1)プログラムで認識

できる語ではないか、などがあります。パスワードの単純性検査の詳細については、
acceptable_password(3)を参照してください。

u_nullpw このフラグは、ユーザーがアカウントのヌルパスワードを選択できるかどうかを制御します。

u_pwchanger このフィールドは、アカウントパスワードを最後に変更したユーザーがアカウントのユーザー

と同じではなかった場合に、そのユーザーのユーザーIDを記録します。これは、ユーザーの

知らない間にアカウントパスワードが変更された可能性があることを、ログイン時にユーザー

に警告するために使用します。

u_pw_admin_num

このフィールドには、システム管理者がアカウントをリセットした後で、ユーザーがログイン

で入力しなければならない乱数が入っています。このフィールドは、ログインに成功すると削

除されます。

u_genchars このフラグフィールドは、ユーザーがパスワードのランダムな文字を生成できるかどうかを制

御します。

u_genletters このフラグフィールドは、ユーザーがパスワードのランダムな英字を生成できるかどうかを制

御します。

u_tod このフィールドには、ユーザーアカウントがログインに使用できるようになる時期を制御す

る、間をコンマで区切った日時指定エントリーのリストが入っています。リストエントリーの

フォーマットの詳細については、 tod(3) を参照してください。

u_suclog このフィールドは、最後に正しく実行されたアカウントへのログインのシステム時間を示す
time_t値です。

u_unsuclog このフィールドは、最後に不成功に終わったアカウントへのログインのシステム時間を示す
time_t値です。
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u_suctty このフィールドは、最後に正しく実行されたアカウントへのログインに使われたターミナルま

たはリモートホストの名前を識別する文字列です。

リモートホストの指定は、ホストのインターネットアドレスの ASCII 表記で構成されます。

このフィールドはインターネットアドレスに変換され、次に gethostbyaddr(3) を用いてホスト

名に変換されます。

u_numunsuclog このフィールドには、不成功に終わったアカウントへのログインの試みの回数が入っていま

す。アカウントへのログインが成功すると、このフィールドはリセットされます。

u_unsuctty このフィールドは、最後に不成功に終わったアカウントへのログインの試みに使われたターミ

ナルまたはリモートホストの名前を識別する文字列です。

u_maxtries このフィールドは、アカウントをロックするまでに許される、連続した不成功のログイン試行

の最大回数を指定します。

u_lock このフラグフィールドは、アカウントを管理の目的でロックするのに使用します。ユーザーは

ロックされたアカウントにログインすることはできません。

注意
getprpwent(3) ルーチンを用いて、保護パスワードデータベースファイルがプログラムで使用できる構造に解析

されます。構造内のフラグは、構造の特定のフィールドが定義されているかどうかを示します。システムデ

フォルト値も構造内に示されます。これらの値は /tcb/files/auth/system/default フィールドから取り出され、

ユーザー固有の値がない場合にプログラムによって使用できるようになっています。

例
次に、代表的な保護パスワードデータベースファイルの例を示します。

perry:u_name=perry:u_id#101:\

:u_pwd=aZXtu1kmSpEzm:\

:u_minchg#0:u_succhg#653793862:u_unsucchg#622581606:u_nullpw:\

:u_suclog#671996425:u_suctty=tty1:\

:u_unsuclog#660768767:u_unsuctty=tty1:\

:u_maxtries#3:chkent:

この保護パスワードデータベースファイルは、ユーザー perry のものです。 perry のユーザーIDは 101です。

この値は、このユーザーの /etc/passwd エントリーと一致していなければなりません。アカウントにはパスワー

ドがあり、その暗号化された形式が u_pwd フィールドで指定されています。

このデータベースファイルは最小のパスワード変更時間を0に指定し、パスワードをいつでも変更できること

を示しています。さらに、このアカウントはヌルのパスワードをもつことができます (u_nullpw)。このアカウ

ントでは、不成功に終わった連続ログインの限界回数を3回とし、ログインの試みが3回失敗するとアカウント

はロックされることを示しています (u_maxtries)。その他のフィールドは、最後に成功したパスワード変更の

時間、最後に不成功に終わったパスワード変更の時間、また最後に成功したおよび不成功に終わったログイン

の時間とターミナル名などの情報を、アカウントに提供しています。
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著者
prpwd は、HPで開発されました。

参照
login(1), users(1), acceptable_password(3), getprpwent(3), tod(3), authcap(4), default(4)
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名称
publickey −パブリックキーのデータベース

構文
/etc/publickey

説明
/etc/publickey は、保護 RPC に使用される、ローカルパブリックキー データベースです。 /etc/publickey ファ

イルは、NIS パブリックキーマップおよび NIS+ パブリックキーマップを含めて、その他のパブリックキー

データベースと組み合わせて、または、その他のパブリックキーデータベースの代わりに使用できます。デー

タベース内の各エントリーには、ネットワークユーザー名 (ユーザー名またはホスト名を表す) の後にユーザー

のパブリックキー (16 進表記)、コロン、パスワード (または 16 進表記) で暗号化されたユーザーのシークレッ

トキーが付いています。

/etc/publickeyファイルには、 nobody のデフォルトのエントリーが入っています。

著者
publickey データベースは Sun Microsystems, Inc.で開発されました。

参照
chkey(1), newkey(1M), getpublickey(3N), nsswitch.conf(4)
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名称
queuedefs − at, batch, crontab用キュー記述ファイル

構文
/var/adm/cron/queuedefs

説明
queuedefs ファイルは、 cron によって処理されるキューの特性を記述します ( cron(1M) を参照)。このファイ

ル中のコメント以外の各行は、それぞれ1つのキューについて記述しています。各行の形式は次のとおりで

す。

q.[ njob j] [ nice n ] [ nwait w]

各フィールドは次のような意味です。

q キューの名前です。このうち a は at により起動されるジョブのためのデフォルトのキュー
( at(1) を参照)、 b は batch により起動されるジョブのためのキュー ( at(1) を参照)、そし

て c は crontab ファイルから実行されるジョブのためのキューです ( crontab(1) を参照)。 d

から y までの名前を持つキューは、ユーザー定義のキューを指定します。

njob そのキューで同時に実行させることのできるジョブの最大値です。ここには任意の値を指

定できますが、すべてのキューで実行することのできるジョブの総数は、100以下です。

nice そのキューの中で、スーパーユーザー以外のユーザー ID で実行されているすべてのジョブ

に対する nice 値です ( nice(1)を参照)。デフォルト値は2です。

nwait そのキューの中で njob 以上のジョブが実行中であるため、あるいはすべてのキューで100

以上のジョブが実行中であるために実行が延期されたジョブを、再実行するまでの待機秒

数です (上記 njob の項を参照)。

例
次は queuedefs ファイルを考えてみます。

a.4j1n

b.2j2n90w

このファイルは以下のように解釈されます。

a.4j1n at ( at(1) を参照) のジョブのための a キューは、同時に4個までのジョブを実行可能

で、これらのジョブを nice 値1で実行します。

nwait 値がないので、他に実行中のジョブが多すぎて実行できない場合、 cron は再試

行するまでに60秒間待機します ( cron(1M) を参照)。

b.2j2n90w batch ( at(1) を参照) のジョブのための b キューは、同時に2個までのジョブを実行可

能です。これらのジョブは nice 値2で実行されます。他に実行中のジョブが多すぎて

実行できない場合、 cron は再試行するまでに90秒間待機します。
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他のキューはすべて、同時に100個までのジョブを実行可能です。これらのジョブは nice 値2で実行され、他

に実行中のジョブが多すぎて実行できない場合、 cron は再試行までに60秒間待機します。

参照
at(1), nice(1), crontab(1), cron(1M), proto(4)

標準準拠
queuedefs: SVID2, SVID3
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名称
rc.config, rc.config.d −システム設定情報を含むファイル

構文
/etc/rc.config

/etc/rc.config.d/*

/etc/TIMEZONE

説明
スタートアップ時に使用するシステム設定の情報は、 /etc/rc.config.d ディレクトリにあるファイルに保存され

ています。 /etc/rc.config ファイルは、 /etc/rc.config.d と /etc/TIMEZONE の中にある全ファイルをもとに、そ

の内容を環境にエクスポートします。

/etc/rc.config
/etc/rc.config ファイルは、すべての /etc/rc.config.d/* スクリプトと、 /etc/TIMEZONE をソースとするスクリプ

トです。設定の定義を読み取る場合、ソースとなるファイルはこのファイルだけです。このファイルは、
/sbin/rc の実行時 (例えば、 init を使用して実行状態を変更する場合) にもソースとなります。 /etc/rc.config.d

にある各ファイルは、実行するスタートアップスクリプトにかかわらず、すべてソースになります。

/etc/rc.config.d
設定情報は、各ファイルのディレクトリとして構成されます。そのディレクトリ内にあるファイルの内容を 1

つにまとめたものではありません。この構造により、開発者は共通のファイルに対する複雑な所有権の共有や

アクセスを意識せず、独自の設定ファイルを作成、および管理できるようになります。

/etc/rc.config.d/*ファイル
ここには、設定変数の割り当てを含むファイルがあります。

設定スクリプトは、(ボーンシェル、 ksh、または csh ではなく) 必ず POSIX シェルで読み取れるよう書かれな

ければなりません。場合によって、これらのファイルは sd コントロールスクリプト、または sam プログラム

で読み込み、および修正しなければならないことがあります。 sd(4) および sam(1M) を参照してください。し

たがって、各変数の定義は必ず、次の構文により別個の行に記述する必要があります。

variable=value

変数定義の行には、後にコメントを続けることはできません。コメント文は必ず、先頭に # コメント文字を置

いて独立した行に記述しなければなりません。以下の例では、設定ファイルに必要な構文を示します。

# Cron configuration. See cron(1M)

# Cron configuration. See cron(1M)

#

# CRON: Set to 1 to start cron daemon

#

CRON=1
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変数設定の複数のインスタンスを記述するときは、配列パラメータとして設定変数を宣言することができま

す。例えば、システムに 2 つのネットワークインタフェースを設定して、それぞれに一意の IP アドレスとサ

ブネットマスクを割り当てることができます (ifconfig(1M) 参照)。次に、この種の宣言の例を示します。

NET_CARDS=2

IP_ADDRESS[1]=15.1.55.2

SUBNET_MASK[1]=255.255.248.0

IP_ADDRESS[2]=15.1.55.3

SUBNET_MASK[2]=255.255.248.0

ソースとなる各ファイルの順序には何も条件はありません。すなわち、参照する変数が現在定義されているか

どうかの保証はないので、各設定ファイルは、別の設定ファイルで定義された変数を参照することはできない

ということです。これらの設定ファイルどうしで環境変数の名称空間が競合しても保護されません。プログラ

マは、こうした問題を避けるようにする必要があります。

/etc/TIMEZONE
/etc/TIMEZONE ファイルには、 TZ 環境変数の定義が含まれます。このファイルは POSIX で必須になりま

す。このファイルは、 /etc/rc.config.d/* ファイルがソースとなるときに、同時に /sbin/rc のソースとなります。

参照
rc(1M)
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名称
rcsfile − RCS ファイルの形式

説明
RCSファイルはASCII形式のファイルです。内容は下記の文法で記述されます。テキストはフリーフォーマッ

ト、つまり文字列中を除き、スペース、タブ、ニューライン文字は無視されます。 @ 記号で囲まれたものが

文字列です。文字列中に @ 記号を含める場合は、もう1つの"@"記号を続けてください。

以下のメタ構文では、次の規約を用いています。

| (バー) 選択肢の区切りです。
{...} (ブレース) オプション部分を囲みます。
{...}* 0回または任意回数の繰返しが可能な部分を囲みます。
{...}+ 1回以上の任意回数の繰返し部分を囲みます。
<...> 最終的な文字とは異なるものを囲みます。

RCSファイルの構文
識別子は、大文字/小文字を区別する必要があります。キーワードは、小文字だけを使用してください。キー

ワードのセットと識別子は重複しても構いません。

<rcstext> ::= <admin> {<delta>}* <desc> {<deltatext>}*

<admin> ::= head {<num>};

access {<id>}*;

symbols {<id> : <num>}*;

locks {<id> : <num>}*; {strict ;}

comment {<string>};

<delta> ::= <num>

date <num>;

author <id>;

state {<id>};

branches {<num>}*;

next {<num>};

<desc> ::= desc <string>

<deltatext> ::= <num>

log <string>

text <string>

<num> ::= {<digit>{.}}+
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<digit> ::= 0 | 1 | ... | 9

<id> ::= <letter>{<idchar>}*

<letter> ::= A | B | ... | Z | a | b | ... | z

<idchar> ::=スペース、タブ、キャリッジリターン、

ニューライン、および<special>を除く、すべての

プリント可能なASCII文字

<special> ::= ; | : | , | @

<string> ::= @{2重の "@"を含む、すべてのASCII文字}*@

RCSファイル構造
<delta> ノードは1つの木を形成します。番号が単一の組 (例 2.3, 2.1, 1.3 など) からなるノードは「幹」の上に

あり、降順で次のフィールドにリンクされます。 <admin> ノード中の head フィールドは、この連鎖の先頭を

示します (すなわち、最高位のペアを含みます)。

番号が 2n 個のフィールド (n>=2) (例 3.1.1.1, 2.1.2.2 など) からなる <delta> ノードは次のようにリンクされま

す。すべての、最初から (2n)−1 個の番号フィールドが同一のノードは、昇順で次のフィールドにリンクされ

ます。このような各連鎖において、先頭から 2(n−1) 個の番号フィールドが、それに続くノードのものと同一な
<delta> ノードを分岐点と呼びます。ノードの枝フィールドは、すべての連鎖の最初のノードの番号リストを

含んでいるので、分岐点だといえます。このリストは、昇順になっています。

例
head

|

|

v

---------

/ \  / \ | | / \  / \

/ \  / \ | 2.1 | / \  / \

/ \ / \ | | / \ __/ \__

/1.2.1.3\ /1.3.1.1\ | |  /1.2.2.2\ /1.2.2.1.1.1\

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

ˆ ˆ | ˆ ˆ

| | | | |

| | v | |

/ \  | --------- / \ |

/ \  | \ 1.3 / / \  |
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/ \  ---------\ / / \----------

/1.2.1.1\ \ / /1.2.2.1\

--------- \ / ---------

ˆ | ˆ

| | |

| v |

| --------- |

| \ 1.2 / |

--------------------------\ /-------------

\ /

\ /

|

|

v

---------

\ 1.1 /

\ /

\ /

\ /

警告
RCSは、テキスト(ASCII)ファイルとともにしか使用できません。 RCSを非テキスト(バイナリ)ファイルととも

に使用すると、データ破壊が起こります。

著者
rcsfile は West Lafayette, IN 47907 の Purdue 大学の Walter F. Tichy によって開発されました。 Revision Number:

3.0. Release Date: 83/05/11. Copyright 1982 by Walter F. Tichy.

参照
ci(1), co(1), ident(1), rcs(1), rcsdiff(1), rcsmerge(1), rlog(1), rcsintro(5)
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名称
resolver −リソルバ用設定ファイル

構文
/etc/resolv.conf

説明
resolver は、インターネットドメインネームシステムへのアクセス機能を提供する、C のライブラリルーチン

セットです (resolver(3N) を参照)。リソルバ用設定ファイルには、リソルバルーチンがプロセスにより初めて

実行されるときに読み込まれる情報が入っています。このファイルは人間が読めるように設計されていて、各

種のリソルバ情報を提供する、キーワードとそれに対する値のリストを持っています。

照会されるネームサーバーがローカルマシン上のものだけである場合は、このファイルが必ず必要なわけでは

ありません。ホスト名が完全修飾されたドメイン名として設定されている場合は、ドメイン名をホスト名
(hostname(1)を参照) から判断できます。

認識される設定オプションは以下のとおりです。

nameserver リソルバが照会すべきネームサーバーのインターネット (IP) アドレス (ドット記法に

よるもの) です。 MAXNS (現在の値は 3) 個までネームサーバーをリストできます。

ただし、キーワード 1 個ごとに 1 つのネームサーバーを書いてください。複数のサー

バーがある場合、リソルバライブラリはリストされている順に照会を行います。
nameserver エントリーがない場合、デフォルトの設定としてローカルマシン上のネー

ムサーバーを使用します (使用されるアルゴリズムは次の通りです。まず、あるネー

ムサーバーに照会を行い、もしそれがタイムアウトとなったならば次のネームサー

バーに照会を行う、という動作をすべてのネームサーバーにわたって行います。この

動作を、リトライの最大値まで行います)。

domain ローカルのドメインネームです。このドメイン内のホスト名を照会するときは、多く

の場合ローカルドメインに対応するショートネームを用いることができます。
domain エントリーがない場合、ドメインは gethostname() で返されるローカルホスト

名から決定されます (gethostname(2) を参照)。この場合、最初のドット (.) 以降のすべ

ての部分がドメイン部として解釈されます。さらに、ホスト名がドメイン部を含まな

い場合には、ルートドメインであると仮定します。

retrans 再送タイムアウト。これは res_init() (resolver(3N) を参照) 呼び出しで解釈されます。

これによる優先順位は、 set_resfeild() (resolver(3N) を参照) API による設定よりも高

く、 RES_RETRANS (resolver(3N) を参照) 環境変数による設定よりも低くなっていま

す。 retrans に不正な値を指定すると、syslog 内のメッセージにフラグが付けられま

す。デフォルト値は 5000 ミリ秒です。

retrans オプションを使うには、以下のように /etc/resolv.conf 内に名前と値のペアを追

加します。
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retransミリ秒単位の値

例: 再送タイムアウト値を 6000 に設定するには、以下のようにします。

retrans 6000

retry 再試行回数。これは res_init() (resolver(3N) を参照) 呼び出しで解釈されます。これに

よる優先順位は set_resfeild() (resolver(3N) を参照 ) API による設定よりも高く、
RES_RETRY (resolver(3N) を参照 ) 環境変数による設定よりも低くなっています。
retry に不正な値を指定すると、 syslog 内のメッセージにフラグが付けられます。デ

フォルト値は 4 です。

retry オプションを使うには、以下のように /etc/resolv.conf 内に名前と値のペアを追加

します。

retry再試行回数

例: 再試行回数を 6 に設定するには、以下のようにします。

retry 6

search ホスト名を調べる検索リストです。捜索オプションが使用されなかった場合、捜索リ

ストにはローカルドメイン名だけが入ります。 search キーワードの後にドメインネー

ムをスペースまたはタブで区切って並べることにより、ドメインの捜索パスを希望ど

おりに変更できます。リソルバーの照会の大部分は、捜索パスの各構成要素を順番に

用いて、マッチするものがみつかるまで試みられます。このプロセスは、リストされ

たドメインのサーバーがローカルではない場合、処理がかなり遅くなるとともに、多

くのネットワークデータ通信量を発生してしまうこと、さらにあるドメインのサー

バーがまったく稼働していない場合には照会はタイムアウトしてしまうことに注意し

てください。

捜索リストは現在のところ、6 個のドメインまでに制限され、また合計で 256 文字以

内となっています。

各種ファイル (例えば .rhosts や inetd.sec) がショートネームで正しく機能するために

は、捜索リストの最初のドメインは、ローカルドメインでなければなりません。

sortlist gethostbyname(3N) から返されるアドレスが、アドレスリストで指定されたネットワー

ク番号に従ってソートされるようにします。このオプションを使用すると、ドメイン

ネームサーバーへの問い合わせ結果として複数のアドレスを受け取った場合、 geth-

ostbyname() がどのサブネットおよびネットワークを優先するかを指定できます。構

文は、次のとおりです。

sortlist addresslist

ソートリストは、IP アドレスとネットマスクのペアで指定します。ネットマスクはオ

プションで、デフォルトではネットワークのネットマスクとなります。 IP アドレス
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とネットマスク (オプション) のペアは、スラッシュで区切ります。最大 10 ペアまで

指定できます。ペア同士は、空白で区切ります。

次の sortlist指令は、128.32.42 サブネット上のアドレスをソートします。

sortlist 128.32.42.0/255.255.255.0

スラッシュの後の引き数は、そのサブネットのサブネットマスクです。ネットワーク

全体を対象とする場合は、スラッシュとサブネットマスクを省略します。

sortlist 128.32.0.0

gethostbyname() は、応答内のアドレスのうち、これらの引き数と合うものをソート

リストの順に並べ、合わないアドレスは最後に付加します。

options options では、ある種の内部リソルバ変数を変更できます。構文は次のとおりです。

options option ...

現在サポートされている option は次のとおりです。

ndots:n res_query (resolver(3N) 参照) に指定された名前について最初に絶対

名照会を実行する基準にするドット数のしきい値を設定します。 n

のデフォルトは ‘‘1’’ です。これは、名前の中に 1 つでもドットがあ

れば名前に検索リスト要素を追加する前にまず絶対名として探索す

ることを意味します。

キーワード domain と search は相互に排他的です。これらのキーワードが 2 つ以上存在する場合、最後のもの

が優先します。

環境変数 LOCALDOMAIN を設定することにより、システムの resolv.conf ファイルの search キーワードをプ

ロセスごとにオーバーライドし、検索ドメインをスペースで区切って並べたリストに変更することができま

す。環境変数 RES_OPTIONS を設定することにより、システムの resolv.conf ファイルの options キーワードを

プロセスごとにオーバーライドし、上記の options の項で説明したスペースで区切ったリソルバオプションの

リストに変更することができます。

キーワードと値は単一の行に存在しなければならず、また、行はキーワード (例えば nameserver) から始めな

ければなりません。キーワードと、それに続く値とは、空白で区切ってください。

リソルバルーチン res_init() は、このファイルの読み取り時にエラーが起こっても、警告を出さずに無視するこ

とに注意してください (resolver(3N) を参照)。

例
典型的な resolv.conf ファイルは次のようになります。

domain div.inc.com

nameserver 15.19.8.119

nameserver 15.19.8.197
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警告
意図と違った行き先に接続されてしまうことを防ぐため、管理者は resolv.conf ファイルの中の捜索リストにど

のドメインを入れるかを慎重に選択する必要があります。捜索リストには担当組織の内部で管理されるドメイ

ンだけを入れるようにお勧めします。捜索リストのセキュリティ上の意味についての詳細は、 /usr/share/doc

の中の RFC 1535 を参照してください。

著者
resolver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
/etc/resolv.conf リソルバ用設定ファイル

参照
named(1M), resolver(3N), gethostent(3N), hostname(5), RFC 1535
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名称
rmtab − ローカルファイルシステムのマウント統計

説明
/etc/rmtab ファイルには、このマシンからリモートファイルシステムをマウントしたすべてのクライアントの

記録が入ります。リモートの mount が完了すると、毎回そのファイルシステムのサーバマシンの rmtab ファ

イル中にエントリーが作成されます。 umount は、リモートでマウントされたファイルシステムのエントリー

を削除します。 umount -a はすべてのサーバに対してブロードキャストを行い、ブロードキャストを行ったマ

シンが作成したエントリーをすべて、 rmtab ファイル中から削除するように指示します。このテーブルは次は

形式の行で構成されます。

hostname:directory

このテーブルはクラッシュが起きた時点までの情報のみを保持し、起動時に mountd のみから読み込まれます
( mountd(1M)を参照)。 mountd は、 showmount や shutdown ( showmount(1M) および shutdown(1M)を参照) な

どのコマンドからの要求を扱うために、メモリ内にテーブルを保持しています。

警告
rmtab テーブルはほぼ正確ですが、常に完全な内容であるとは限りません。

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

ファイル
/etc/rmtab

参照
mount(1M), mountd(1M), showmount(1M), shutdown(1M), umount(1M)
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名称
rndc.conf − rndc構成ファイル

説明
ネームサーバー制御用のBINDのユーティリティである rndc には、独自の構成ファイルである /etc/rndc.conf

があります。このファイルの構造と文法は、namedの構成ファイルである named.conf と類似しています。ス

テートメントは中かっこで囲まれ、セミコロンで終わります。ステートメント内の句もセミコロンで終わりま

す。以下の一般的なコメント形式がサポートされています。

C言語形式 : /* */

C++言語形式 : //から行末まで

Unix形式 : #から行末まで

rndc.conf ファイルの構文は、 named.conf の構文と比較してはるかに単純です。このファイルには、以下の3

つのステートメントがあります。

options ステートメント

server ステートメント

key ステートメント

options ステートメントには2つの句、 default-server句および default-key 句が含まれます。

default-server 句は、 rndc を動作させるデフォルトのサーバーを指定するために使用されます。これは rndc の

実行時にコマンド行でサーバーが指定されなかった場合に適用されます。キーワード default-server の後ろに

は、ネームサーバーの名称またはアドレスを指定します。

default-key 句は、サーバーのコマンドを認証して応答する際に使用されるデフォルトのキーを指定するために

使用されます。これはrndcの実行時にコマンド行で −y オプションによってキーが指定されなかった場合に適

用されます。キーワード default-key の後ろには、 key ステートメントによって指定したキーの名称を指定し

ます。

server ステートメントは、識別文字列、つまりネームサーバーのホスト名またはアドレスから始まります。こ

のステートメントでは1つの句、 key 句を使用します。キー名は、 key ステートメントで指定した名称と一致

しなければなりません。

key ステートメントは、識別文字列、つまりキーの名称から始まります。このステートメントでは algorithm

句と secret句を使用します。

algorithm 句によって、 rndc で使用する暗号化のアルゴリズムを指定します。現在は、HMAC-MD5のみがサ

ポートされています。

secret 句には、認証のために使用するランダムキーが含まれます。このキーは、 algorithm 句で指定したアル

ゴリズムによってbase-64方式で符号化されます。base-64文字列は二重引用符で囲みます。

BIND 9のプログラム dnssec-keygen を使用すれば、 secret 句用のbase-64文字列を生成することができます。
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例
"key"という名称のキーを使用する場合など、キーワードと一致するホストやキー名を使用する場合は、二重引

用符で囲まなければなりません。

options {

default-server localhost;

default-key samplekey;

};

server localhost {

key samplekey;

};

key samplekey {

algorithm hmac-md5;

secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";

};

上記の例で、 rndc はデフォルトによりlocalhost(127.0.0.1)上のサーバーと、 samplekey という名称のキーを使用

します。localhostサーバーに対するコマンドは、キー samplekey を使用することになります。 key ステートメ

ントでは、 samplekey 用にHMAC-MD5アルゴリズムを使用することを指定しています。また secret 句には、
HMAC-MD5によって暗号化し、base-64方式で符号化するシークレットを二重引用符で囲んで指定していま

す。

このシークレットを dnssec-keygen によって生成するには、以下のようにします。

$ dnssec-keygen -a hmac-md5 -b 128 -n user rndc

base-64文字列は、2つのファイル Krndc.+157.+{random}.key および Krndc.+157.+{random}.private の中に生成

されることになります。 rndc.conf および named.conf の key ステートメントに挿入するキーを取り出した後で

は、 .key ファイルと .private ファイルを削除してもかまいません。

ネームサーバーの構成
ネームサーバーが rndc 接続を受け付け、 rndc.conf ファイルで指定したキーを認識するように、 named.conf

の controlsステートメントを使用して構成しなければなりません。

制限事項
現時点では、 rndc をどのポート上で実行させるのかを指定する方法はありません。

著者
rndc.conf は、ISC(Internet Software Consortium)によって開発されました。
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参照
dnssec-keygen(1)、rndc(1)、named(1M)
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名称
rpc − rpcプログラム番号データベース

構文
/etc/rpc

説明
/etc/rpc ファイルには、 RPC プログラム番号の代わりに使用できる、ユーザーの読み取り可能な名前が入って

います。各行には次の情報が入っています。

• RPCプログラムのためのサーバー名
• RPCプログラム番号
• エイリアス

項目間は任意の個数の空白およびタブ文字で区切られます。ファイル中の # は、いずれの場所でも、それ以降

行末までがコメントであることを示します。

例
/etc/rpcファイルの一例を示します。

#

# rpc 12.0 89/09/25

#

rstatd 100001 rstat rup perfmeter

rusersd 100002 rusers

nfs 100003 nfsprog

ypserv 100004 ypprog

mountd 100005 mount showmount

ypbind 100007

walld 100008 rwall shutdown

yppasswdd 100009 yppasswd

etherstatd 100010 etherstat

rquotad 100011 rquotaprog quota rquota

sprayd 100012 spray

selection_svc 100015 selnsvc

dbsessionmgr 100016 unify netdbms dbms

rexd 100017 rex remote_exec

office_auto 100018 alice

著者
rpc は、Sun Microsystems, Inc.で開発されました。
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ファイル
/etc/rpc

参照
getrpcent(3C)
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名称
sccsfile − SCCS ファイルのフォーマット

説明
SCCS ファイルは論理的に6つの部分に分けられる ASCII形式のファイルです。

checksum 1行目を除いたファイル中の文字の総数
delta table 各デルタについての情報
user names デルタを追加できるユーザーのログイン名または数字のグループ ID 、あるいはその

両方
flags 内部キーワードの定義
comment ファイルについて任意に記述する情報
body 制御行の混ざった実際のテキスト行

SCCS ファイルには、全体を通じて、 ASCII形式の SOH (start of heading) 文字 (8進数の 001) で始まる行があり

ます。今後、この文字を制御文字と呼び、 @ で表します。以下の説明にある行のうち、制御文字で始まるよ

うに書かれていないものは、行頭に制御文字を入れられません。 SCCS ファイルのすべての行は、 BUFSIZ (

<stdio.h>で定義) の文字数に制限されています。

DDDDDという形式のエントリーは、5桁の数字列 (00000と99999の間の数) を表します。

SCCS ファイルの各論理部分について、以降で詳しく説明します。

Checksum チェックサムは、 SCCS ファイルの1行目です。その形式は、次のようになります。

@DDDDD

チェックサムの値は、1行目の文字を除く全文字の合計です。文字列 @h は、 0x01 と
0x68 の2バイトからなる マジックナンバーを与えます (別バージョンのUNIXライク

なオペレーティングシステムでも、通常この値を使います。しかし、その場合は違う

バイト順による1つの数で、表示または記述されている場合があります)。

Delta table デルタテーブルは、以下のような形式のいくつかのエントリーで構成されます。

@s DDDDD/DDDDD/DDDDD

@d <type> <SID> yr/mo/da hr:mi:se <pgmr> DDDDD DDDDD

@i DDDDD . . .

@x DDDDD . . .

@g DDDDD . . .

@m <MR number>

.

.

.

@c <comments> . . .

.
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.

.

@e

第1行 (@s) には、挿入された行数/削除された行数/未変更の行数が、それぞれ入って

います。第2行 (@d) には、デルタの種類 (現在のところ、正常ならば Dで、取り除か

れていれば R)、デルタの SID (SCCS ID)、デルタの作成日時、作成時の実際のユー

ザー ID に対応するログイン名、このデルタとその前のデルタのシリアル番号が、そ

れぞれ入っています。

@i, @x, および @g の各行には、それぞれ、含まれているデルタのシリアル番号、除

外されているデルタのシリアル番号、無視されているデルタのシリアル番号が、入っ

ています。これらの行は、必要に応じて指定します。

@m の行 (オプションです) には、それぞれデルタに対応する MR 番号が入ってい

て、 @c の行には、デルタに対応するコメントが入っています。

@e の行で、デルタテーブルのエントリーが終わります。

User names ファイルにデルタを追加できるユーザーのログイン名または数字のグループ ID 、あ

るいはその両方が、ニューラインで区切られたリストになっています。これらのログ

イン名または数字のグループID、あるいはその両方を含む行は、 @u の行と @U の

行で囲まれています。リストが空の場合には、だれでもデルタを作ることができま

す。 ! で始まる行はどれも、特定のグループやユーザーがデルタを作るのを禁止しま

す。

Flags 内部で使われるキーワードです (その使用法についての詳細は、 admin(1) を参照)。

各フラグ行は、次のような形式をとります。

@f <flag> <optional text>

次はようなフラグが定義されています。

@f t <type of program>

@f v <program name>

@f i <keyword string>

@f b

@f m <module name>

@f f <floor>

@f c <ceiling>

@f d <default-sid>

@f n

@f j

@f l <lock-releases>

Section 4-406 Hewlett-Packard Company − 2 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



sccsfile(4) sccsfile(4)

@f q <user defined>

@f z <reserved for use in interfaces>

上記のフラグの機能は以下のとおりです。

t %Y% 識別キーワードの置換を指定します。

v コメントに加えて、 MR 番号の入力を求めるのを制御します。オプションのテキストが

ある場合には、それで MR 番号妥当性チェックプログラムを指定します。

i "No id keywords"というメッセージが、警告/エラー表示されるのを制御します。 i フラグ

がない場合には、このメッセージは単なる警告ですが、 i フラグがあるときには、この

メッセージは致命的なエラーとなります (このファイルに対して get が実行できなかった

り、デルタが作られなかったりします)。

b b フラグがある場合には、 get コマンドで −b オプションを使い、デルタツリーに分岐を

作成できます。

m %M% 識別キーワードの交換テキストの最初の選択を指定します。

f "floor"リリースを指定します。"floor"リリースとは、それより下にはデルタを追加できな

いリリースです。

c "ceiling"リリースを指定します。"ceiling"リリースとは、それより上にはデルタを追加で

きないリリースです。

d get コマンド上で指定のないときに使われる、デフォルトの SID を指定します。

n 新リリースでデルタが作られるとき、飛ばされるリリースがありますが (例えば、デルタ
2.7の後にデルタ5.1が作られたとき、リリース3と4は飛ばされます)、 delta がこれに「
null」デルタ ( 無変更を適用するデルタ) を挿入するようにします。 n フラグがないと、

飛ばされたリリースは完全に空になります。

j get を、同じ SID ならば並行編集できるようにします。制限条項については admin(1) を

参照してください。

l 編集できないようにロックするリリースのリストを指定します ( −e オプションの付いた
get(1))。

q %Q% 識別キーワードの置換を指示します。

z ある種の特殊なインタフェースプログラムで使われます。

Comment

任意のテキストを @t の行と @T の行で囲みます。コメントの項には、通常、そのファイルの

目的の説明を入れます。

Body テキスト行と制御行で構成されます。テキスト行の行頭は制御文字ではなく、制御行の行頭は

制御文字です。制御行には、次の3種類あります。
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種類 表記

insert @I DDDDD

delete @D DDDDD

end @E DDDDD

数字列は、その制御行の適用されるデルタに対応するシリアル番号です。

警告
SCCS ファイルの長さは自由ですが、テキストファイル自体の行数は、99 999行を超えられません。

参照
admin(1), delta(1), get(1), prs(1)
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名称
securenet − NISマップセキュリティファイル

説明
/etc/securenets ファイルは、サーバ上のNISマップにアクセスできるネットワークとホストを定義します。ファ

イル中の各行により、ネットワークマスク、およびネットアドレスをピリオドで区切ったペアとして指定しま

す。例えば次のとおりです。

255.255.255.255 133.33.33.33

ファイルには、ネットマスク/ネットのペアをいくつ指定してもかまいません。

ypserv をサーバ上で開始すると、 /etc/securenets の有無をチェックし、存在する場合はその内容をメモリに読

み込みます。 /etc/securenets に加えた変更の内容は、いったん ypserv を終了し、再開始しない限り有効になり

ません。

ネットマスクとネットアドレスは、開始と同時に、バイナリフォーマットに変換され、論理積が取られます。

結果はネットアドレス (2つ目のアドレス) に一致しなければなりません。

ネットマスクが255.255.255.255 (すべてバイナリの1) の場合、ネットアドレス引き数に指定するアドレスは、

これに一致しなければなりません。またネットマスクのいずれかのフィールドが0の場合、ネットアドレスで

対応するフィールドは必ず0になります。このように使用することにより、アドレスで0と指定した部分はワイ

ルドカードとして使用できるようになります。

クライアントがサーバへの結合を試みると、 ypbind はクライアントのIPと /etc/securenets ファイルに指定され

たクライアントのIPを照合します。再度、アドレスがバイナリに変換され、ネットマスクとの論理積が取られ

ます。結果は必ず、ファイルで指定されたネットアドレスに一致しなければなりません。クライアントアドレ

スが、ファイル中のいずれのペアにも一致しない場合は、結合要求が拒否され、 "no such map in server’s NIS

domain" のメッセージが表示されます。

securenets ファイルにより、ワイルドカード機能を使用して特定のホストやにサブネットに対するアクセスを

制限することができます。

/etc/securenets ファイルに構文エラーがあると、 ypserv ロギングファイル (デフォルトは、 /usr/adm/syslog)に

メッセージが記録され、 ypserv は起動されません。

ホストに複数のインタフェースがある場合、 securenetsファイルの中に各インタフェースアドレスを確保し

て、該当するホストでNISアクセスを保証する必要があります。

例
/etc/securenetsの次の行により、192.33.33.33というアドレスのホストにだけアクセスします。

255.255.255.255 192.33.33.33

次のエントリーにより、 192.33.33サブネットにある任意のホストへのアクセスが可能になります。
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255.255.255.0 192.33.33.0

例えば、全社規模のアクセスなど広範なアクセスを可能にする場合は、次のエントリーによりアドレスが"15"

から始まる任意のホストに対応させることができます。

255.0.0.0 15.0.0.0

参照
ypbind(1M), ypserv(1M)
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名称
security −セキュリティデフォルト構成ファイル

説明
多数のシステムコマンドと機能が、 /etc/default/security 構成ファイルに定義された特定のパラメータに基づい

て構成されています。このファイルはあらゆる環境で読み取り可能であり、ルート書き込み可能でなければな

りません。

このファイル内の各行は、指定されたシステムコマンドまたは機能のコメント、または構成情報として扱われ

ます。コメントは、行頭に # をつけて表されます。コメント以外の行は、 parameter=value の形式をとりま

す。

このファイル内で未定義のパラメータやコメントアウトされたパラメータについては、以下に詳述するデフォ

ルト動作が適用されます。

パラメータ定義、有効値、デフォルトは以下のように定義されます。

ABORT_LOGIN_ON_MISSING_HOMEDIR

このパラメータは、ユーザーのホームディレクトリが存在しない場合に、ログイン動作を

制御します。これは、ルートユーザーには適用されません。

ABORT_LOGIN_ON_MISSING_HOMEDIR=0 ユーザーのホームディレクトリが存在し

ない場合に、ホームディレクトリとして ’/’ を使ってログインします。

ABORT_LOGIN_ON_MISSING_HOMEDIR=1 ユーザーのホームディレクトリが存在し

ない場合に、ログインセッションを終了します。

デフォルト値: ABORT_LOGIN_ON_MISSING_HOMEDIR=0

BOOT_AUTH

このパラメータは、システムをシングルユーザーモードでブートするために認証を必要と

するか否かを制御します。ブート認証機構が使用可能になっている場合、権限をもつユー

ザーのパスワードが入力されるまで、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。このパラメータは高信頼性システムには適用されません。ただし、標準

システムでブート認証が使用可能になっている場合、そのシステムを高信頼性システムに

転換すると、その高信頼性システムでも、デフォルトとしてブート認証が使用可能になり

ます。

BOOT_AUTH=0 ブート認証が使用不能になります。

BOOT_AUTH=1 ブート認証が使用可能になります。

デフォルト値: BOOT_AUTH=0

BOOT_USERS

このパラメータは、コンソールからシステムをシングルユーザーモードでブートすること

を許可されたユーザーの名前を定義します。名前はコンマ (,) で区切ります。これは、ブー
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ト認証が使用可能である場合にのみ有効です。 BOOT_AUTH パラメータの説明を参照して

ください。 BOOT_USERS パラメータは高信頼性システムには適用されません。ただし、

標準システムを高信頼性システムに転換すると、この情報が変換されます。

BOOT_USERS=mary,jack

ルートユーザー以外に、ユーザー mary および jack も、コンソールからシステムをシング

ルユーザーモードでブートできます。

デフォルト値: BOOT_USERS=root

MIN_PASSWORD_LENGTH

このパラメータは、新規パスワードの最小長を制御します。これは、標準システムのルー

トユーザーには適用されません。

MIN_PASSWORD_LENGTH=N 新規パスワードの最小文字数は、 N 文字です。標準シ

ステムの場合、 N には６～８の任意の値が使用できます。高信頼性システムの場合、 N に

は６～80 の任意の値が使用できます。

デフォルト値: MIN_PASSWORD_LENGTH=6

NOLOGIN

このパラメータは、非ルートログインを /etc/nologin ファイルによって使用不能にできるか

どうかを制御します。

NOLOGIN=0 /etc/nologin ファイルを無視し、 /etc/nologin ファイルが存在する場合は終

了しません。

NOLOGIN=1 /etc/nologin ファイルの内容を表示し、 /etc/nologin ファイルが存在する場

合に終了します。

デフォルト値: NOLOGIN=0

NUMBER_OF_LOGINS_ALLOWED

このパラメータは、ユーザーごとに許可される同時ログイン数を制御します。これは、

ルートユーザーには適用されません。

NUMBER_OF_LOGINS_ALLOWED=0 ユーザーごとに許可されるログイン数に制限があ

りません。

NUMBER_OF_LOGINS_ALLOWED=N N 回のログインがユーザーごとに許可されま

す。

デフォルト値: NUMBER_OF_LOGINS_ALLOWED=0

PASSWORD_HISTORY_DEPTH

このパラメータは、パスワードの履歴数を制御します。新規パスワードは、特定のユー

ザーのパスワード履歴に保存されているパスワードのうち、最後に使用したパスワードの
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数字のみを照合してチェックされます。ユーザーは、以前に使用したパスワードを再使用

することはできません。

PASSWORD_HISTORY_DEPTH=N 新規パスワードは、特定のユーザーが最後に使用し

た N 番目のパスワードのみを照合してチェックされます。

パスワードの履歴数が 2 の構成で、ユーザーは 2 つのパスワードを交互に使用することは

できません。パスワードの履歴数でサポートされている最大値は 10 であり、最小値は 1 で

す。 10 を超える履歴数は 10 として処理され、1 未満の履歴数は 1 として処理されます。

パスワード履歴数の構成はシステムに基づいており、高信頼性システムのファイルリポジ

トリ内のユーザーのみを対象としています。この機能は、 NIS または NISPLUS のリポジ

トリ内のユーザーは対象としていません。この機能が使用可能になると、システム上のす

べてのユーザーは同じチェックを受けることになります。このパラメータが設定されてい

ない場合は、パスワード履歴チェック機能は自動的に使用不能になります。この機能が使

用不能の場合、パスワード履歴チェックの深さ (履歴数) は 1 に設定されます。

パスワード変更は、現在のパスワードのチェックも含めて、新規パスワードに関する他の

すべての規則に準じます。

デフォルト値: PASSWORD_HISTORY_DEPTH=1

PASSWORD_MIN_<タイプ>_CHARS

この形式のパラメータは、新しいパスワードに含める必要がある、特定タイプの文字 (大文

字、小文字、数字、特殊文字) の最小数を指定するために使用します。これは、推測が困難

なパスワードを選択することで、サイトの安全運用の方針を実施する際に役立ちます。

PASSWORD_MIN_UPPER_CASE_CHARS=N パスワードを変更する場合は、少なくとも
N 個の大文字をパスワードに含める必要があります。

PASSWORD_MIN_LOWER_CASE_CHARS=N パスワードを変更する場合は、 N 個の小

文字をパスワードに含める必要があります。

PASSWORD_MIN_DIGIT_CHARS=N パスワードを変更する場合は、 N 個の数字をパス

ワードに含める必要があります。

PASSWORD_MIN_SPECIAL_CHARS=N パスワードを変更する場合は、 N 個の特殊文

字をパスワードに含める必要があります。

デフォルト値: これらの各パラメータのデフォルトはゼロです。

PASSWORD_MAXDAYS

このパラメータは、パスワードが有効な期間のデフォルトの最長日数を制御します。この

パラメータはローカルユーザーにのみ適用され、高信頼性システムには適用されません。
passwd -x オプションは、特定のユーザーに対しこの値を無効にするために使われます。
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PASSWORD_MAXDAYS=N 新しいパスワードが N 日まで有効です。これを過ぎると、

パスワードを変更する必要があります。

デフォルト値: PASSWORD_MAXDAYS=-1 パスワードエージングを停止します。

PASSWORD_MINDAYS

このパラメータは、パスワードを変更できるようになるまでのデフォルトの最短日数を制

御します。このパラメータはローカルユーザーにのみ適用され、高信頼性システムには適

用されません。 passwd -n オプションは、特定のユーザーに対しこの値を無効にするために

使われます。

PASSWORD_MINDAYS=N 新しいパスワードは、最後に変更されてから少なくとも N 日

過ぎないと変更できません。

デフォルト値: PASSWORD_MINDAYS=0

PASSWORD_WARNDAYS

パスワードの有効期限が切れる前に、何日間、ユーザーにパスワードの変更を警告するか

のデフォルトの日数を制御します。このパラメータはシャドウパスワードシステムのロー

カルユーザーにのみ適用されます。 passwd -w オプションは、特定のユーザーに対しこの

値を無効にするために使われます。

PASSWORD_WARNDAYS=N ユーザーにはパスワードの有効期限が切れる N 日前からパ

スワードの変更が警告されます。

デフォルト値: PASSWORD_WARNDAYS=0 (警告なし)

SU_DEFAULT_PATH

このパラメータは、スーパーユーザー以外のアカウントに対して su が実行されたときに新

規のデフォルト PATH 環境値を設定するように定義します。 su(1) を参照してください。

SU_DEFAULT_PATH=new_PATH

su コマンドが呼び出されると、 PATH 環境変数は new_PATH に設定されます。パス値は確

認されません。このオプションはスーパーユーザーのアカウントには適用されず、"-" オプ

ションが su コマンドと同時に使用されていない場合のみ適用されます。

デフォルト値: このパラメータが定義されていないか、コメントアウトされている場合、
PATH は変更されません。

SU_KEEP_ENV_VARS

このパラメータは、セキュリティ上のリスクを考慮せずに、 su が子プロセスに特定の「安

全ではない」環境変数を伝達するよう指定します。 su(1) を参照してください。

デフォルトでは、 su は環境変数 HOME、 ENV、 IFS、 SHLIB_PATH 、または LD_* を

エクスポートしません。これらの環境変数は故意に悪用される可能性があるためです。こ

Section 4-414 Hewlett-Packard Company − 4 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



security(4) security(4)

のエントリーには、これらの変数の任意の組み合わせをコンマで区切って指定できます。

現在、この方法で指定できるのはこの環境変数だけです。これは、セキュリティ上の必要

性に伴い、将来の HP-UXリリースで変更される可能性があります。

SU_KEEP_ENV_VARS=var1,var2,...,varN

デフォルト値: このパラメータが定義されていないか、コメントアウトされている場合、こ

れらのどの環境変数も、 su コマンドによって伝達されません。

SU_ROOT_GROUP

このパラメータは、 su コマンド用のルートグループ名を定義します。 su(1) を参照してく

ださい。

SU_ROOT_GROUP=group_name ルートグループ名は、指定されたシンボリックグループ名

に設定されます。 su コマンドは、 su をルートとして許可するためには、非スーパーユー

ザーは指定されたルートグループのメンバでなければならないという制約を強制します。

これによって、パスワードチェックが変更されることはありません。

デフォルト値 : このパラメータが定義されていなかったり、コメントアウトされている場

合、デフォルト値はありません。その場合、非スーパーユーザーは、ルートグループ制約

に拘束されずに su をルートとすることを許可されます。

UMASK このパラメータは pam_unix(5) で起動されたすべてのセッションの umask(2) を制御しま

す。符号なし 8 進数で 0～0777 の値が使用できます (先頭の 0 は省略できます)。

UMASK=default_umask

umask は default_umask の値に設定され、制限されます。

デフォルト値: UMASK=0

注記
このファイルで定義されているパラメータの値を読み取る場合は secdef (3) で定義されている関数を使ってくだ

さい。

著者
securityファイルは、HP により開発されました。

ファイル
/etc/default/security

参照
login(1)、 passwd(1)、 su(1)、 init(1M)、 secdef(3)、 pam_unix(5)
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名称
services −サービス名のデータベース

説明
/etc/services ファイルは、公式のサービス名やエイリアスと、そのサービスの使うポート番号やプロトコルを対

応させます。それぞれのサービスには、次はような1行の情報が必要です。

<official service name> < port number/protocol name> <alias>

ポート番号0から1023まではRFC 1700で割り当てられています。このRFCは番号が1023を超える各種ポートの

用途も規定しています。

エイリアスとは、サービスの別名のことです。 getservbyname() のようなライブラリルーチンは、公式のサー

ビス名の代わりにエイリアスを使っても実行できます。例えば次のように指定されていたとします。

shell 514/tcp cmd

この例では、 getservbyname() は、 shell の代わりに cmd を使っても実行できます。

sp = getservbyname("shell", "tcp");

sp = getservbyname("cmd", "tcp");

上の2つはどちらも同じ結果になります。

行頭にスペースやタブを入れないでください。各項目は、任意の数の空白(スペースやタブ文字の任意の組合わ

せ)で区切られています。ポート番号とプロトコル名は、1つの項目と見なされます。ポートとプロトコルは、
/ で区切ります ( 512/tcpなど)。文字 # は、コメントの先頭を示します。このファイルを読むルーチンは、 # か

ら行末までの文字を解釈しません。

サービス名には、空白文字、ニューライン文字、コメント文字以外の任意のプリント可能文字が入れられま

す。行末には、後続の空白 (スペースかタブ) を付けてもかまいません。

このファイルにリストされているサービスのすべてがHP-UX上で利用できるわけではありません。

例
shell 514/tcp cmd

telnet 23/tcp

login 513/tcp

著者
services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
/etc/services
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参照
getservent(3N)
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名称
services.window − アプリケーション、および結合したメモリーウィンドウ ID を含むファイル

説明
ファイル /etc/services.window は、メモリーウインドウを使用しているアプリケーションにより使用されます。

ファイル /etc/services.window 内の各行は、メモリーウィンドウ ID をともなったアプリケーションと結合しま

す。ファイル /etc/services.window 内の行は、スペースまたはタブで始めることはできません。形式は、アプリ

ケーションを定義する固有の name があり、その後にスペースまたはタブ、そして固有の window_id が続きま

す。例のサンプルファイルを参照してください。

メモリーウインドウでは、固有の、または既存のメモリーウィンドウ内でプロセスを開始することができま

す。メモリーウィンドウでは、プロセスは同じメモリーウィンドウ内の他のアプリケーションとともにオブ

ジェクトを作成および共有することができます。

メモリーウィンドウが作成されると、共有リソースに対するシステムの広範囲な制限が取り除かれます。メモ

リーウィンドウが無いと、32 ビットのプロセスは、共有リソースの 1.75 ギガバイトに制限されていました。

各メモリーウィンドウは、固有の１ギガバイトの象限を定義することができます。また、システムでは複数の

メモリーウィンドウが定義できるので、共有リソースのためのシステムのトータルは、32 ビットプロセスに対

する 1.75 ギガバイトの制限を越えることが可能です。

メモリーウィンドウの定義は、32 ビットプロセスに対してのみ有効です。

ファイル /etc/services.window は、メモリーウィンドウ アプリケーションのために中央の位置を提供し、メモ

リーウィンドウ ID と結合します。何か衝突が起こった場合は、アプリケーション全体に対する別のメモリー

ウィンドウを選択するために、/etc/services.window 内を変更するだけですみます。もし /etc/services.window が

使用されておらず、ユーザーアプリケーションのハードコードウィンドウ ID がスタートアップスクリプトに

ある場合は、衝突の検出または修正は容易ではありません。

メモリーウィンドウ アプリケーションは getmemwindow(1M) コマンドを使用してアプリケーションの win-

dow_id をファイル /etc/services.window から抽出し、その ID を setmemwindow(1M) に渡します。

同じウィンドウ ID を使用していると、アプリケーションは同じメモリーウィンドウに置かれます。

例
以下はファイル /etc/services.window の例です。

# /etc/services.window

#

application1 20

application2 30

application3 40

著者
services.window は HP が開発しました。
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ファイル
/etc/services.window ファイルは、アプリケーションに結合したウィンドウ ID を含んでいます。

参照
setmemwindow(1M), getmemwindow(1M), 11.0 Memory Window White Paper
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名称
shadow − シャドウパスワードファイル

構文
#include <shadow.h>

説明
/etc/shadow ファイルは、 pwconv コマンドによって /etc/passwd ファイルから作成されます。このファイルを

読めるのは特権ユーザーだけです。このファイルを修正するには、コマンド passwd、 useradd、 usermod、お

よび userdel を使用します。プログラム内では、 getspent(3C) マンページに記述されているインタフェースを使

用することで、この情報にアクセスすることができます。これらの関数の戻り値は、 spwd 構造へのポイン

ターです。この構造は <shadow.h> ヘッダーファイルで定義されます。

フィールド
/etc/shadow ファイルはASCIIファイルであり、改行で区切られた任意数のユーザーエントリから構成されま

す。各ユーザーエントリ行は、以下のフィールドから構成されます。各フィールドはコロンで区切られます。

login name 各 login name は、 /etc/passwd 内のログイン名と一致しなければなりません。 pwconv

を実行すると、ユーザーエントリは、 /etc/passwd のエントリと同じ順序で
/etc/shadow 内に挿入されます。

encrypted password

それぞれの /etc/passwd エントリの password フィールドには’x’が含まれており、暗号

化された実際のパスワードは /etc/shadow の中にあります。 encrypted password フィー

ルドは、「ディジッツ」という64種類の文字セットから選ばれた13文字から構成され

ます。「ディジッツ」を表現するために使用れる文字は、0を表す .、1を表す /、2か

ら11までを表す 0 から 9、12から37を表す A から Z、および38から63までを表す a

から z です。このフィールドがヌルである場合は、パスワードが設定されていないの

でログイン時にパスワードは要求されません。ディジッツに属さない文字(*など)の入

力により、ログインを拒否することができます。

last change 1970年1月1日からパスワードの最終変更日付までの日数。

min days 現在のパスワードを変更できるようになるまでに必要な最小日数。

max days 現在のパスワードの最大有効日数。パスワードの有効期限が切れたユーザーがログイ

ンしようとした場合、そのユーザーは新しいパスワードを入力しなければなりませ

ん。 min days と max days が両方ともゼロである場合、ユーザーはログインするたび

にパスワードを変更しなければなりません。 min days が max days よりも大きい場合

は、パスワードを変更することができません。これらの制限はスーパーユーザーには

適用されません。

warn days パスワードの有効期日の何日前からユーザーへの警告を開始するかを指定します。
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inactivity パスワードの有効期限が切れた状態を何日の間放置できるのかを指定します。パス

ワードの有効期限が切れた後で、指定した日数が経過するまでにパスワードをしない

場合、アカウントはロックされます。このフィールドをゼロと設定すると、ユーザー

はパスワードを変更するように要求されます。

expiration 1970年1月1日から、アカウントの有効期日までの日数。このフィールドにゼロを指定

すると、アカウントはロックされます。

reserved reserved フィールドは将来に使用するために予約されており、値はつねにゼロです。

注記
すでに高信頼性システムに変換されているシステムに、 /etc/shadow ファイルを適用することはできません。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル

参照
login(1)、 passwd(1)、 pwconv(1M)、 pwunconv(1M)、 useradd(1M)、 userdel(1M)、 usermod(1M)、 crypt(3C)、
getspent(3C)、putspent(3C)、nsswitch.conf(4)、passwd(4)、shadow(4)
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名称
shells −許可されたログインシェルのリスト

構文
/etc/shells

説明
/etc/shells は、そのシステムにおける正当なシェルのリストを含む ASCII形式のファイルです。このファイルで

は、各シェルは、絶対パス名で記述されます。

# で始まる、行または行の一部は、コメントと見なされ、無視されます。空白行も無視されます。

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

ファイル
/etc/shells

参照
chsh(1), ftpd(1M), getusershell(3C)
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名称
slp.conf − SLPエージェント用構成ファイル

構文
/etc/slp.conf

説明
/etc/slp.conf ファイルには、SLP API、Service Agent サーバー、および Directory エージェントを使用するクラ

イアントを含むエージェントのためのさまざまな構成オプションが含まれています。このファイルでは、その

ホスト上で実行されているすべての SLP エージェントの構成を決定します。

SLP SA サーバーおよび DA は、起動中、および SIGHUP シグナルの送信による再構成時に slp.conf ファイル

を読み取ります。

この構成ファイルを変更しても、すでに実行中のエージェントの動作は変更されません。変更内容を反映する

にはエージェントを再構成または再起動する必要があります。

SLP API は「UA」によって起動されると必ずこの構成ファイルを読み取ってこの中で指定されている構成パラ

メータの値を判別し、照会を送信するときにその値を使用します。

構成ファイルの形式は、ゼロ個以上のプロパティ定義が行毎に指定されています。各プロパティ定義は、３つ

のうち１つまたは複数の SLP エージェントの特定の構成可能な SLP パラメータ、ネットワークパラメータ、

またはその他のパラメータに対応しています。 ABNF[5] 構文によるファイル形式の書式は、次のとおりです。

config-file = line-list

line-list = line / line line-list

line = property-line / comment-line

comment-line = ( "#" / ";" ) 1*allchar newline

property-line = property newline

property = tag "=" value-list

tag = prop / prop "." tag

prop = 1*tagchar

value-list = value / value "," value-list

value = int / bool /

"(" value-list ")" / string

int = 1*DIGIT

bool = "true" / "false" / "TRUE" / "FALSE"

newline = CR / ( CRLF )

string = 1*stringchar

tagchar = DIGIT / ALPHA / tother / escape

tother = %x21-%x2d / %x2f /

%x3a / %x3c-%x40 /

%x5b-%x60 / %7b-%7e
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; つまり「.」を除くすべての文字
; および「=」

stringchar = DIGIT / ALPHA / sother / escape

sother = %x21-%x29 / %x2a-%x2b /

%x2d-%x2f / %x3a-%x40 /

%x5b-%x60 / %7b-%7e

; つまり「.」を除くすべての文字
allchar = DIGIT / ALPHA / HTAB / SP

escape = "

; 予約文字に使用

構成プロパティは、次のように分類することができます。

DA 構成

静的スコープ構成

トレーシングとロギング

連続プロキシ登録

ネットワーク構成パラメータ

UA 構成

構成プロパティに関する以下の項は上記の分類で RFC2614 に定義されているものです。

DA構成
この項では、DA の構成プロパティについて説明します。

net.slp.isDA

SLP サーバーが DA として動作するかどうかを表すブール型です。 false の場合、slpd は SA サーバー

として実行されます。デフォルトは false です。

net.slp.DAHeartBeat

DA ハートビートの秒数を表す 32 ビットの整数です。デフォルトは 3 時間 (10800 秒) です。 isDA が
falseの場合、この値は無視されます。

net.slp.DAAttributes

DA が DAAdvert の中で通知しなくてはならない属性と値を対にしたリストをコンマで区切ったもので

す。このプロパティは、予約文字のエスケープを含め、SLP 属性リストワイヤーフォーマットで指定

する必要があります。本バージョンではこのプロパティは無効です。

静的スコープ構成
これらのプロパティでは、スコープ処理のさまざまな側面を構成することができます。
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net.slp.useScopes

UA または SA が要求または登録を行うときに使用を許可されているスコープ、あるいは DA がサポー

トしなくてはならないスコープを表す文字列の値のリストです。 DA および SA が存在しない場合や
DHCP からスコープ情報を取得できない場合は、デフォルトのスコープ「DEFAULT」が使用されま

す。このパラメータが UA 内で指定されていない場合や DHCP からスコープ情報を取得できない場合

は、ユーザースコープモデルが使用されます。 UA はアクティブまたはパッシブな DA 検知または SA

検知を介して使用される、すべてのスコープに関する情報を提供することができます。その情報がこ

のプロパティで見つからない場合は、スコープ「DEFAULT」が使用されます。他のプロパティと異な

り、このプロパティは「読み取り専用」です。このため、構成ファイルの読み取り以降にこの設定を

変更しようとしても無視されます。

net.slp.DAAddresses

静的に構成された UA および SA が照会および登録を送信するために使用する、 SLPv2 DA の IP アド

レスまたは DNS 解決可能なホスト名の値のリストです。 DA (SA サーバーとしても動作している DA

を除く) はこの値のリストを無視します。デフォルトは none です。他のプロパティと異なり、このプ

ロパティは「読み取り専用」です。このため、構成ファイルの読み取り以降にこの設定を変更しよう

としても無視されます。

このプロパティを指定するには、次の書式を使用します。

addr-list = addr / addr "," addr-list

addr = fqdn / hostnumber

fqdn = ALPHA / ALPHA *[ anum / "-" ] anum

anum = ALPHA / DIGIT

hostnumber = 1*3DIGIT 3("." 1*3DIGIT)

例えば、次のようになります。

sawah,mandi,sambal

DNS が使用されていないネットワークではホスト名の代わりに IP アドレスを使用することができます

が、 IP アドレスを使用すると静的に構成されたネットワークでは SLP 構成プロパティファイルを変更

する必要があり、マシンに IP アドレスを付け直す場合に作業が困難になるので、ネットワーク管理者

は注意が必要です。同様に、ホスト名が使用されている場合は、 SLP を開始する前にネームサービス

が使用できる状態になっている必要があるので、導入時には注意が必要です。つまり、ネームサービ

スが確認できない場合、SLP は使用できません。

トレーシングとロギング
この項では、さまざまなエージェントによって出力されるトレーシングおよびロギング情報について説明しま

す。

net.slp.traceDAT raffic

DA に関連するトラフィックについてのメッセージを出力するかどうかを制御するブール値です。デ

フォルトは false です。
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net.slp.traceMsg

SLP メッセージに関する詳細を出力するかどうかを制御するブール値です。受信するメッセージと送

信する応答に含まれるすべてのフィールドが出力されます。デフォルトは falseです。

net.slp.traceDrop

SLP メッセージが何らかの理由でドロップした場合に詳細を出力するかどうかを制御するブール値で

す。デフォルトは false です。

net.slp.traceReg

登録および登録解除時にすべての登録済みサービスをダンプするかどうかを制御するブール値です。
true の場合、登録または登録解除が実行された後に、DA または SA サーバーの内容がダンプされま

す。デフォルトは false です。

ネットワーク構成プロパティ
この項で説明するプロパティでは、さまざまなネットワーク構成プロパティを設定することができます。

net.slp.isBroadcastOnly

マルチキャストの代わりにブロードキャストを使用するかどうかを表すブール値です。 SLP では、マ

ルチキャストが使用できない場合には自動的にブロードキャストが使用されるので、ほとんどの場合

この設定は必要ありません。デフォルトは falseです。

net.slp.passiveDADetection

パッシブ DA 検知を使用するかどうかを表すブール値です。デフォルトは true です。

net.slp.multicastTTL

マルチキャスト TTL を表す 255 以下の正の整数です。デフォルトは 255 です。

net.slp.DAActiveDiscoveryInterval

DA アクティブ検知の照会を次に行うまでの秒数を表す 16 ビットの正の整数です。デフォルトは 900

秒 (15 分) です。このプロパティをゼロに設定すると、アクティブ検知は実行されません。これは、使

用可能な DA が DHCP または net.slp.DAAddresses プロパティから取得されるものに明示的に制限され

ている場合に便利です。

net.slp.multicastMaximumWait

マルチキャストを実行するまでの最長時間をミリ秒単位で表す 32 ビットの整数です。デフォルトは
15000 ミリ秒 (15 秒) です。

net.slp.multicastTimeouts

現在、このパラメータの値は無効です。マルチキャストタイムアウトは net.slp.multicastMaximumWait

パラメータに基づいて内部的に生成されます。

net.slp.DADiscoveryTimeouts

現在、このパラメータの値は無効です。 DA 検知タイムアウトは net.slp.multicastMaximumWait パラ

メータに基づいて内部的に生成されます。
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net.slp.datagramTimeouts

現在、このパラメータの値は無効です。データグラムタイムアウトは net.slp.multicastMaximumWait パ

ラメータに基づいて内部的に生成されます。

net.slp.randomWaitBound

すべてのランダム待機パラメータの最大値をミリ秒単位で表す 32 ビットの整数です。デフォルトは
1000ms (1 秒) です。

net.slp.MTU

ネットワークパケットMTUのバイト数を表す 16 ビットの整数です。この値はすべての送信される

データグラムの最大サイズを表しますが、実際にはより大きいデータグラムも受信されます。最大サ

イズには、IP ヘッダー、および UPD または TCP ヘッダーが含まれます。デフォルトは 1400 バイトで

す。

net.slp.interfaces

DA または SA がそのインタフェースのポート 427 でマルチキャスト、ユニキャスト UDP、および
TCP メッセージをリスンするネットワークインタフェースの IP アドレスを表す文字列の値のリストで

す。デフォルトではすべてのネットワークインタフェースが使用されます。

例えば、次のようになります。

195.42.42.42,195.42.142.1,195.42.120.1

この例のマシンでは、３枚のインタフェース上で DA がリスンしています。

このプロパティで指定できるのは IP アドレスのみであり、ネットワークのIPアドレスを付け直した場

合にはこの値も変更する必要があります。

SA構成
この項では、SA の構成プロパティについて説明します。これらのプロパティは各 SA に固有であるため、通

常は SA によって自動的に設定されます。

net.slp.SAAttributes

SA が SAAdvert の中で通知しなくてはならない、属性と値を対にしたリストをコンマで区切ったもの

です。このプロパティは、予約文字のエスケープを含め、SLP 属性リストワイヤーフォーマットで指

定する必要があります。

現在、このプロパティは無効です。

UA構成
この項では、UA の構成プロパティについて説明します。これらのプロパティは、SA によって自動的に設定す

ることも、構成ファイル内で設定することもできます。
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net.slp.locale

言語ロケールで使用する RFC 1766 言語タグです。このプロパティを設定すると、その値が SLP メッ

セージのデフォルトロケールとして使用されます。デフォルトは「en」です。このプロパティは、SA

および DA 構成でも使用されます。

現在は、「en」(英語) のみが認識されます。その他の言語タグは無視されます。

net.slp.maxResults

同時に発生した要求に対してタイムアウトの前に蓄積および返答する結果の最大数、または要求結果

が非同期でレポートされる場合には、１つのコールバックで返答する結果の最大数を表す 32 ビットの

整数です。

DA および SA は常に、要求に一致するすべての結果を返答します。この構成値は UA にのみ適用さ

れ、 UA は受信結果をフィルターして net.slp.maxResultsが示す値と同じ数の値を返答します。

net.slp.typeHint

サービスタイプ名の値のリストです。 DA が存在しない場合、 UA は SA 検知を実行してスコープを検

索します。これらの SA 検知要求には、サービスタイプの要求が属性として含まれます。

API 実装では、このプロパティによって指定されたサービスタイプ名を使用して、指定された１つま

たは複数のサービスタイプをサポートする SA (およびそのスコープ) のみを検知します。例えば、
net.slp.typeHint が「service:imap,service:pop3」に設定されている場合、 SA 検知要求には次のフィル

ターが含まれます。

(|(service-type=service:imap)(service-type=service:pop3))

API ライブラリでは、これらのサービスタイプに対する後続の要求のために検知した SA に接続する場

合に、ユニキャストを使用してネットワークアクセスを最適化することもできます。

net.slp.securityEnabled

すべてのエージェントが認証ブロックを使用するかどうかを表します。現在は無効です。

著者
slp.confは、Caldera Systems, Inc.によって開発されました。

参照
slpd(1M)、slp.reg(4)

RFC 2614, RFC 2608
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名称
slp.reg − SLP 静的登録ファイル

構文
/etc/slp.reg

説明
/etc/slp.reg ファイルは、SLP に対応しておらず変換ができない古いアプリケーションや、異なる SLP 実装の登

録内容を交換するためのメカニズムです。

このファイルにはサービス登録のリストが含まれており、 slpd は起動時にこれを読み取って、その後サービス

エージェントサーバーまたはディレクトリエージェントとして動作するときに通知します。

登録内容の文字エンコーディングは UTF-8 でなくてはなりません。

この連続登録ファイルの構文は、次のような ABNF 形式[5]です。

ser-file = reg-list

reg-list = reg / reg reg-list

reg = creg / ser-reg

creg = comment-line ser-reg

comment-line = ( "#" / ";" ) 1*allchar newline

ser-reg = url-props [slist] [attr-list] newline

url-props = surl "," lang "," ltime [ "," type ] newline

surl = ;登録内容の URLです。構文は
; [8] を参照してください。

lang = 1*8ALPHA [ "-" 1*8ALPHA ]

;RFC 1766 言語タグです。[6] を参照してください。
ltime = 1*5DIGIT

; 登録内容の存続期間
; を表す 16 ビットの
: 正の整数です。

type = ; サービスタイプ名です。構文は [7]

; および [8] を参照してください。
slist = "scopes" "=" scope-list newline

scope-list = scope-name / scope-name "," scope-list

scope = ; scope-name の構文については
; [7] の書式を参照してください。

attr-list = attr-def / attr-def attr-list

attr-def = ( attr / keyword ) newline

keyword = attr-id

attr = attr-id "=" attr-val-list
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attr-id = ;属性 ID です。構文は [7] を参照してください。
attr-val-list = attr-val / attr-val "," attr-val-list

attr-val = ;属性値です。構文は [7] を参照してください。
allchar = char / WSP

char = DIGIT / ALPHA / other

other = %x21-%x2f / %x3a-%x40 /

%x5b-%x60 / %7b-%7e

; すべての印字可能な空白以外の
; US-ASCII 文字です。

newline = CR / ( CRLF )

スコープ名、属性タグ、および属性値の構文では、特殊文字をエスケープする必要があります。連続登録を処

理する DA および SA サーバーは、それらが１つの SA によって登録されたものであるかのように処理しなく

てはなりません。 url-props を指定する場合、type トークンは省略できます。 service:URL について type トーク

ンが存在する場合、警告メッセージが生成され、タイプ名は無視されます。最長存続期間 ltime が指定されて

いる (65535 秒) 場合、登録内容は不変のものと判断され、 DA または SA サーバーが終了するまで継続的に更

新されます。

登録内容にスコープを含めるには、 url-props の指定の直後に「scopes」タグを使用して属性定義を追加し、続

けてスコープ名をコンマで区切って指定します。オプションのスコープリストが存在する場合、登録は指定さ

れたスコープ内に行われます。それ以外の場合、登録は net.slp.useScopes プロパティによる DA または SA

サーバーの構成に使用されたスコープ内に行われます。

スコープリストの中に net.slp.useScopes プロパティ (設定されているものとします) に含まれていないスコープ

や DHCP によって指定されていないスコープが含まれている場合、 API ライブラリは登録を拒否し、警告メッ

セージを表示します。

著者
slp.regは Caldera Systems, Inc.によって開発されました。

参照
slpd(1M)、libslp(3N)、slp.conf(4)、slp_syntax(7)

RFC 2614、RFC 2608
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名称
sm, sm.bak, state − statdのディレクトリとファイル構造

構文
/var/statmon/sm

/var/statmon/sm.bak

/var/statmon/state

説明
/var/statmon/sm と /var/statmon/sm.bak は、 statd ( statd(1M)を参照) によって作られたディレクトリです。
/var/statmon/sm にある各ファイルは、 statd デーモンの監視する、1つまたは複数のマシンを表します。
/var/statmon/sm.bak にある各ファイルは、 statd デーモンがそのリカバリについて通知する、1つまたは複数の

マシンを表します。

/var/statmon/state は、 statd が、そのバージョン番号を記録するために作成したファイルです。このバージョ

ン番号は、クラッシュやリカバリが起こるたびに増加されます。

参照
lockd(1M), statd(1M)
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名称
snmpd.conf − SNMPエージェントの設定ファイル

snmpv2.acl, snmpv2.ctx, snmpv2.party,および snmpv2.viewも。

説明
SNMP エージェントは、実行されると設定情報を /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf 設定ファイルから読み込みま

す。 SNMP エージェントとは、 snmpd(1M) (HP-UXに付属)か snmpd.ea (HP OpenView 製品で購入) のどちらか

です。 SNMP エージェントは、 /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf に値が設定されていない場合、すなわち
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf が空であると応答できません。

パラメータ
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf ファイルには、次のような設定可能な値があります。

get-community-name

エージェントに対してコミュニティネームを指定します。エージェントは、このコミュニ

ティネームの SNMP GetRequests に応えます。エージェントが複数のコミュニティネーム取

得に応えるような設定もできます。コミュニティネームが記入されていない場合、エー

ジェントは SNMP GetRequests に応えません。

set-community-name

エージェントに対してコミュニティネームを指定します。エージェントは、このコミュニ

ティネームの SNMP SetRequests と SNMP GetRequests に応えます。エージェントが複数の

コミュニティネーム設定に応えるような設定もできます。コミュニティネームが記入され

ていない場合、エージェントは SetRequests に応えません。

trap-dest トラップの送られるシステムを指定します (トラップの宛先)。ここで指定するシステム

は、普通、管理者の IP アドレスです。トラップを複数のシステムに送信する場合は、各シ

ステムに trap-dest ラインが含まれている必要があります。

location エージェントの物理的位置を指定します。

contact このエージェントの責任者と、その人物への連絡方法を指定します。

SNMPv3の機能
SNMPの v3 の機能を使用する場合の構文は次のとおりです。フォーマットは、

TA G VALUE

TA G は、次のいずれかになります。

usmUserEntry usmUserEntry は、SNMPv3 ユーザーの構成に使用します。

vacmSecurityToGroupEntry

vacmSecurityToGroupEntry は、グループにプリンシパルを割り当てるために使

用します。プリンシパルは、SNMPv3 ユーザーか、SNMPv1 または SNMPv2 の

コミュニティストリングです。
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vacmViewTreeFamilyEntry

vacmAccessEntry は、グループと、関連付けられたアクセス権の定義に使用しま

す。

snmpTargetAddrEntry

snmpTargetAddrEntry は、ターゲットアドレス (通知の送信先のアドレス) の構

成に使用します。

snmpNotifyEntry snmpNotifyEntry は、通知エントリーの構成に使用します。

snmpTargetParamsEntry

snmpTargetParamsEntry は、通知の送信中に使用するパラメータの構成に使用

します。

VALUE は、対応する TA G に対する有効な値です。 TA G が usmUserEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマッ

トは次のようになります。

usmUserEngineID usmUserName usmUserAuthProtocol usmUserPrivProtocol \

usmUserStorageType usmTargetTag

各要素は次のとおりです。

usmUserEngineID これはオクテットストリングで、信頼できる SNMP エンジンの管理上の一

意の識別子です。 snmpget/snmpset リクエストの場合、エージェント構成

ファイル内の値は localSNMPID になります。

usmUserName ASCII テキストのユーザー名です。

usmUserAuthProtocol この SNMP エンジンのための、メッセージの送信および受信に使用する認

証プロトコル。現在サポートされている値は、 usmNoAuthProtocol および
usmHMACMD5AuthProtocol です。

usmUserPrivProtocol SNMP エンジンのための、メッセージの送信および受信に使用するプライ

バシープロトコル。現在、サポートされているプロトコルはありません。

デフォルト値は、 usmUserPrivProtocol の OID、つまり .1.3.6.1.6.3.10.1.2.1

です。

usmUserStorageType nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

usmTargetTag ソースアドレスのチェックに使用する ASCII テキストです。 snmpTarge-

tAddrTable のエントリーセットの選択に使用されます。ソースアドレスの

チェックが必要でない場合は、この値は "-"になります。

TA G が vacmSecurityToGroupEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

vacmSecurityModel vacmSecurityName vacmGroupName vacmSecurityToGroupStorageType

各要素は次のとおりです。

HP-UX 11i Version 2: August 2003 − 2 − Hewlett-Packard Company Section 4-433



snmpd.conf(4) snmpd.conf(4)

vacmSecurityModel SNMPv1 の場合は snmpv1、SNMPv2c の場合は snmpv2c、SNMPv3 の場合は
usm です。

vacmSecurityName 「プリンシパル」(SNMPv3 ユーザーか、SNMPv1 または SNMPv2 のコミュニ

ティストリング) である ASCII 文字列です。

vacmGroupName グループ名を定義する ASCII テキストです。このグループ名は、少なくとも１

つの vacmAccessEntry で定義されている必要があります。

vacmSecurityToGroupStorageType

nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

TA G が vacmAccessEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

vacmGroupName vacmAccessContextPrefix vacmAccessSecurityModel

vacmAccessSecurityLevel vacmAccessContextMatch vacmAccessReadViewName

vacmAccessWriteViewName vacmAccessNotifyViewName vacmAccessStorageType

各要素は次のとおりです。

vacmGroupName グループ名を表す ASCII テキストです。

vacmAccessContextPrefix 管理リクエスト内でコンテキスト名と部分的または全体的に一致させるた

めに使用する ASCII 文字列です。ダッシュ "-" はデフォルトのコンテキス

トを表します。

vacmAccessSecurityModel SNMPv1 の場合は snmpv1、SNMPv2c の場合は snmpv2c、SNMPv3 の場

合は usm です。

vacmAccessSecurityLevel 認証およびプライバシーのレベルです。現在サポートされている値は、
noAuthNoPriv (認証なし、プライバシーなし) と authNoPriv (認証あり、

プライバシーなし) です。

vacmAccessContextMatch exact または prefix です。リクエストのコンテキストを vacmAccessCon-

textPrefix と一致させる方法を示します。

vacmAccessReadViewName GetRequests のためのビューサブツリーの定義に使用します。少なくとも１

つの vacmViewTreeFamilyEntry で定義されている必要があります。

vacmAccessWriteViewName SetRequests のためのビューサブツリーの定義に使用します。少なくとも１

つの vacmViewTreeFamilyEntry で定義されている必要があります。

vacmAccessNotifyViewName トラップメッセージおよび InformRequests 内に、そのオブジェクトが
VarBinds として取り込まれる可能性があるビューサブツリーの定義に使用

します。少なくとも１つの vacmViewTreeFamilyEntry で定義されている必

要があります。
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vacmAccessStorageType nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

TA G が vacmViewTreeFamilyEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

vacmViewTreeFamilyViewName vacmViewTreeFamilySubtree

vacmViewTreeFamilyMask vacmViewTreeFamilyType

vacmViewTreeFamilyStorageType

各要素は次のとおりです。

vacmViewTreeFamilyViewName

このビューサブツリーのファミリーの名前です。

vacmViewTreeFamilySubtree サブツリーを定義するオブジェクト識別子です。

vacmViewTreeFamilyMask 0x00 ～ 0xff の 16 進数の数字の並び。 vacmViewTreeFamilySubtree の値を限

定するためのものです。値０は「ワイルドカード」(すべてに一致) を示

し、値１は完全な一致を示します。

vacmViewTreeFamilyType included または excluded です。 vacmViewTreeFamilySubtree で定義された
OIDの下位のサブツリーにアクセス可能かどうかを示します。

vacmViewTreeFamilyStorageType

nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

TA G が snmpTargetAddrEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

snmpTargetAddrName snmpTargetAddrTDomain snmpTargetAddrTAddress

snmpTargetAddrTimeout snmpTargetAddrRetryCount snmpTargetAddrTagList

snmpTargetAddrParams snmpTargetAddrStorageType snmpTargetAddrTMask

snmpTargetAddrMMS

各要素は次のとおりです。

snmpTargetAddrName ターゲットの名前を表す ASCII テキストです。

snmpTargetAddrTDomain ネットワークタイプを示す OID です。現在サポートされている値は
snmpUDPDomain、つまり 1.3.6.1.6.1.1です。

snmpTargetAddrTAddress x.x.x.x:y です。 x.x.x.x は有効な IP アドレス、 y は有効な UDP ポート番号

です。このアドレスは、送信通知の宛先アドレスとして使用されます。 y

が０の場合は、 SR_TRAP_TEST_PORT の値が宛先ポート番号として使用

されます。０以外の場合の宛先ポートは、 SR_SNMP_TEST_PORT が設

定されている場合は SR_SNMP_TEST_PORT に１を加えた値、設定され

ていない場合は 162 です。

snmpTargetAddrTimeout 往復にかかる時間 (1/100 秒単位) を概算するための InformRequests に使用

されます。InformRequests がこのアドレスに送信され、この時間内に応答
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が到着しない場合、SNMP エンティティは応答が配信されないものとみな

します。

RFC-2573 のとおり、デフォルト値は 1500 (15 秒) です。

snmpTargetAddrRetryCount 応答が受信されない場合の InformRequests の再送回数です。

RFC-2573 のとおり、デフォルト値は３です。

snmpTargetAddrTagList snmpNotifyTable 内の snmpNotifyTag の値に対応した１つまたは複数のタグ

を含む、引用符で囲まれた文字列です。 snmpNotifyTable 内で定義された通

知の snmpNotifyTag がこのタグリスト内にある場合、この通知は snmpTar-

getAddrTDomain に送信されます。

snmpTargetAddrParams snmpTargetParamsTable 内の値の選択に使用される ASCII 文字列です。

snmpTargetAddrStorageType nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

snmpTargetAddrTMask snmpTargetAddrTAddress のマスク値です。

snmpTargetAddrMMS ローカルホストとアドレスが snmpTargetAddrTAddress であるホストの間で

断片化せずに送信できる最大メッセージサイズです。

デフォルトサイズは 2048 です。

TA G が snmpNotifyEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

snmpNotifyName snmpNotifyTag snmpNotifyType snmpNotifyStorageType

各要素は次のとおりです。

snmpNotifyName 通知の名前を表す ASCII テキストです。

snmpNotifyTag snmpTargetAddrTable 内のエントリーの選択に使用される ASCII 文字列で

す。

snmpNotifyType トラップの場合は "1"、通知の場合は "2" です。

snmpNotifyStorageType nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

TA G が snmpTargetParamsEntry の場合は、 VALUE 句のフォーマットは次のようになります。

snmpTargetParamsName snmpTargetParamsMPModel

snmpTargetParamsSecurityModel snmpTargetParamsSecurityName

snmpTargetParamsSecurityLevel snmpTargetParamsStorageType

各要素は次のとおりです。

snmpTargetParamsName パラメータの名前を表す ASCII テキストです。

snmpTargetParamsMPModel SNMPv1 の場合は０、SNMPv2c の場合は１、SNMPv3 の場合は３です。

このフィールドと snmpTargetParamsSecurityModel の組み合わせで、送信さ
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れる通知のタイプを定義します。

snmpTargetParamsSecurityModel

SNMPv1 の場合は snmpv1、SNMPv2c の場合は snmpv2c、SNMPv2* の場

合は snmpv2s、SNMPv3 の場合は usm です。このフィールドと snmpTar-

getParamsMPModel の組み合わせで、送信される通知のタイプを定義しま

す。

snmpTargetParamsSecurityName

通知に使用される、「プリンシパル」(SNMPv3 ユーザーか、SNMPv1 ま

たは SNMPv2 のコミュニティストリング) である ASCII 文字列です。

snmpTargetParamsSecurityLevel

送信される通知のセキュリティレベルです。サポートされている値は
noAuthNoPriv のみです。

snmpTargetParamsStorageType

nonVolatile、 permanent、または readOnly です。

例
フィールドは、空白かタブで区切ります。文字 # は、コメントの行頭を示します (#

から行末までの文字は無視されます)。

次の snmpd.conf ファイルの例では、各行の前にそのエントリーを説明するコメント ( #で始まる行) がありま

す。

# Restrict the agent to responding only to

# SNMP GetRequests that have the

# community name "secret"

get-community-name: secret

# Allow the agent to respond to SNMP Get and SetRequests with

# either the community name "private" or "secret"

set-community-name: private

set-community-name: secret

# Allow the agent to respond to SNMP Get and SetRequests

# that have the community name "private"

set-community-name: private

# Send traps to system 15.2.113.233

trap-dest: 15.2.113.233

# Specify the agent is located on the first floor

# near the mens room

location: 1st Floor near Mens Room

# Specify Bob Jones is responsible for this agent
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# and his phone number is 555-2000

contact: Bob Jones (Phone 555-2000)

# Create a SNMPv3 user ’v3usr’ with No Authentication Protocol.

usmUserEntry localSnmpID v3usr usmHMACMD5AuthProtocol 1.3.6.1.6.3.10.1.2.1 \

nonVolatile whereValidRequestsOriginate -

# Create a SNMPv3 user ’v3usr’ with Authentication enabled and

# password as "passwd".

usmUserEntry localSnmpID v3usr usmNoAuthProtocol 1.3.6.1.6.3.10.1.2.1 \

nonVolatile whereValidRequestsOriginate "passwd"

# Create a group ’admin’ and make the user ’v3usr’ a part of the

# same group.

vacmSecurityToGroupEntry usm v3usr admin nonVolatile

# Assign access control the group ’admin’. This group will have

# security protocol as no authentication and no privacy

vacmAccessEntry admin - usm noAuthNoPriv prefix All All - nonVolatile

# ’All’ is the name of the view that will define the access for the

# group ’admin’. Give access to the view named ’All’. The access is

# for the subtree ‘internet’ i.e. .1.3.6.1

vacmViewTreeFamilyEntry All 1.3.6.1 - included nonVolatile

# Create a target address entry for 192.168.40.40 with UDP port as 0.

# If SNMP_TRAP_TEST_ENTRY or SNMP_TEST_PORT_ENTRY are not used,

# default value of UDP port 162 will be used.

snmpTargetAddrEntry stae2 1.3.6.1.6.1.1 192.168.40.40:0 0 0 \

whereValidRequestsOriginate - nonVolatile 255.255.255.255:0 2048

著者
snmpd.conf は、HPで開発されました。

ファイル
HP-UX 11.X および Solaris 2.X /etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf

参照
snmpd(1M)、 snmpd.ea(1M)、 RFC 1155、RFC 1157、RFC 1212、2RFC 1213、RFC 1231、RFC 1398
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名称
softkeys − keyshソフトキーファイルフォーマット

背景
keysh ソフトキー情報は、ソフトキーノード階層の形式で記憶されます。この階層のトップレベルは、ソフト

キーコマンド自体を表します。それ以下のレベルは、さまざまなコマンドオプションやパラメータを表しま

す。

ソフトキーラベルによって、ユーザーが適格なノードを見て選択できるような、このソフトキーノード階層へ

のウィンドウが作られます。ノードが適しているのは次のような場合です。

• デフォルトで使用可能にされていて、かつその後同位ノードを選択することによって使用不能にさ

れていない場合

• デフォルトで使用不能にされていて、その後同位ノードを選択することで、使用不能にされるので

はなく、使用可能にされている場合

ソフトキーノードが選ばれると、その同位ノードはすべて、適当に使用可能または使用不能にされます。その

場合、ソフトキーノード階層への新しいウィンドウは、次のようになります。

• 選ばれたノードが葉のノードではない場合、適切な下位のノードが表示されます。

• 上の例以外のとき、そのノードにまだ適切な同位ノードが残っている場合、それらが再表示されま

す。

• さらにそれ以外の時、そのノードの上位のノードにまだ同位ノードが残っている場合、それらが再

表示などをされ、ノード階層が1つ上がります。

こういったノードを表示選択するプロセスは、ユーザーが完全なコマンドを入力するまで続きます。

そのとき keysh は、選ばれたソフトキーノードのそれぞれに対応するエディットルールを実行します。これら

のエディットルールは、シェルに渡され、実行される HP-UXコマンドを作り出します。

ソフトキーファイルフォーマット
各ソフトキーファイルには、1つ、または複数のソフトキー定義が入っています。そのそれぞれがソフトキー

ノードのサブ階層として表されます。

ソフトキーノードは、基本的に2種類に分けられます。

option ソフトキーラベルには「オプション」が表示され、選択するとコマンド行にそのまま

挿入されます。例えば、コマンド名やオプション名に使われます。

string ソフトキーラベルには「文字列」(または「パラメータ」) が表示されますが、選択し

てもテキストは挿入されません。その代わり、ヒントのメッセージが表示されます。

その後、ユーザーは求められたテキストをコマンド行に入力してください。例えば、

ファイル名やユーザー名に使われます。

キーワード softkey が、キーワード option の同義語として使われることに注意してください。
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基本的なソフトキーノード定義には、次はような構成要素があります。

{option string}

softkey

attribute

.

.

.

;

softkey のところは、コマンド行のテキストやソフトキーラベルを得るソフトキーノード名です。必要ならば、

ソフトキーの中に1つプラス符号 (+) を入れることで、ソフトキーラベルを音節の境界でハイフネーションでき

ます。

ソフトキーノードに対応するサブメニューがある場合、最後の ; は、次のように下位ノードのリストに置き換

えられます。

{

softkey node

.

.

.

}

各ソフトキーノードには、次はようなオプションの attribute フィールドを設定できます。

disable count このノードを選択すると、これから右に count 個のソフトキーノードが使

用不能になります − デフォルトは0

enable count このソフトキーを選択すると、これから右に count 個のソフトキーノード

が使用可能になります − デフォルトは0

{filter command} このノードは、それぞれ、フィルタだけに有効、あるいはコマンドだけに

有効です − デフォルトはどちらか一方です。

{motorola precision} このノードは、それぞれ、モトローラ (MC680x0)、あるいはprecision (PA-

RISC) プロセッサ上で keysh が実行されているときにだけ有効です − デ

フォルトはどちらか一方です。

disabled このノードは、最初使用不能で、使う前に使用可能にしなければなりませ

ん − デフォルトでは最初は使用可能

automatic このノードが選ばれると、自動的にコマンドが入力されます。

editrule editrule このノードのエディットルールです。
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cleanuprule editrule このソフトキーコマンドに対応する他のエディットルールがすべて実行さ

れた 後で実行されるエディットルール クリーンナップルールは、ソフト

キーコマンドごとに1つだけ許されています。

hint string このノードに対する1行のヒント ‘‘string’’ ソフトキーノードだけで有効で

す。

help helptext このノードに対するヘルプ (複数行でもよい)です。

required string このノードが選択されなかったときに表示される1行のエラーメッセージ

です。

引き数は次の4種類です。

count 符号付きの整数、単語 none、または単語 all

editrule エディットルール (後で説明)

helptext 引用符で囲まれた nroff形式のヘルプ (これも後で説明)

string 引用符で囲まれた任意の文字列。引用符の中では、 awk(1) を使ったときのように、 \ で

次の文字がエスケープすることに注意してください。

典型的なバックアップソフトキーノード定義は、次のようになります。

backup softkey softkey [literal literal ] ;

literal のところは、ターミナルファンクションキーをプログラムするテキスト文字列そのものです (それがソ

フトキーとは違う場合)。

ソフトキーファイルでは、引用されたのではないハッシュマーク文字 (#) によって、そこから行末までをコメ

ントとします。

ソフトキーコマンド変換
ソフトキーコマンドを HP-UXコマンドに変換するため、 keysh は、ユーザーの選んだ各ソフトキーに対応する

エディットルールを実行します。エディットルールは、 awkに類似した編集言語に従って単語のリストを作り

ます。変換されてできた単語のリストは、シェルに渡されて実行されます。

簡単な変換の例として、次のようなリストが考えられます。

ls −l ∗ .c

word[0] word[1] word[2]

エディットルールが実行されるたびに、特殊定数 last と next が、それぞれリストの最後の単語のインデック

ス (この例では ‘‘2’’) と、次にくるべき単語のインデックス (この例では ‘‘3’’) で定義されます。さらに、ソフ
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トキーのユーザー入力に相当する、定数 argument が設定されます (例えばこの例では、 *.c は、ソフトキーに

おいてはファイル名に対応します)。

keysh が、エディットルールの実行の必要に応じて、自動的に数字や文字列を前後に動かすことに注意してく

ださい。また、変数をクリアするのは、ソフトキーコマンドに対応する最初のエディットルールの前だけで

す。代入された変数は、すべて後のエディットルールでも使用可能です。

エディットルール
エディットルールは、カーリーブレース (すなわち、 { と } ) で囲まれた編集文のリストです。

編集文は、次の3種類に分けられます。

• 後に ; の続いた式
• if文
• 単語配置文

式
次のどれもが1つの式です。

variable aからzまでの1文字 (変数)

number 符号なし整数
string 引用符で囲まれた文字列
char 引用符で囲まれた文字

last 上記参照
next 上記参照
argument 上記参照

motorola 論理フラグ
precision 論理フラグ
command 論理フラグ
filter 論理フラグ

word[ number ] 上記参照

それぞれの式は、次のように組み合わせられます。

string[number] 1文字のサブストリング
string[number,number] 複数文字のサブストリング

number+number 加算
number−number 減算
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number*number 乗算
number/number 除算
number%number 剰余
string&string 連結
-number 負数

string==string 一致
string!=string 不一致
number>=number 以上
number<=number 以下
number>number より大きい
number<number より小さい
number&&number 論理積
number||number 論理和
!number 論理否定

(string) グループ

次は関数もサポートされていて、示したような結果を返します。

strlen(string) string中の文字の数
strchr(string, char) <string>中の最初の<char>のインデックス、または −1

strrchr(string, char) string中の最後のcharのインデックス、または −1

trim(string) 前後の空白を除いたstring

hex(number) numberを16進数にして頭に0xを付けたもの
octal(number) numberを8進数にして頭に0を付けたもの

代入は、次のどの方法でも可能です。

variable=string 単なる代入
variable+=number 足して代入
variable-=number 引いて代入
variable*=number 掛けて代入
variable/=number 割って代入
variable%=number 余りをとって代入
variable&=string 連結して代入

word[number]=string 単なる代入
word[number]+=number 足して代入
word[number]-=number 引いて代入
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word[number]*=number 掛けて代入
word[number]/=number 割って代入
word[number]%=number 余りをとって代入
word[number]&=string 連結して代入

if文
if文は、awk のフルブロックモードの if 文と同じで、次のような構造をしています。

if(number) {

edit statement

.

.

.

} else {

edit statement

.

.

.

}

else 以下の部分はオプションです。 number が0でないときは、前半の編集文が実行されます。それ以外の場

合、後半の編集文があれば、それが実行されます。

単語配置文
単語配置文には、次は4つがあります。

insert(number, string); string を、単語リストの word[number] のすぐ前に、新しい単語として挿入

します。

append(string); string を、単語リストの最後の単語の後に、新しい単語として挿入しま

す。 insert(next, string);と同じです。

dash(string); 単語リストの最後の単語がダッシュで始まっている場合は、 string をそれ

に追加します。そうでない場合は、単語リストの最後の単語の後にダッ

シュを新しい単語として挿入し、それに string を追加します。

delete(number); 単語リストから word[number] を削除します。

ヘルプテキスト
各ソフトキーノードには、対応する helptext を設定し、ユーザーがヘルプを求めたときに表示させることがで

きます。このヘルプテキストは、常にフォーマットされていて、ユーザーの選んだページャーを通して表示さ

れます。

ヘルプテキストは、nroffライクな言語でフォーマットされます。これは、標準の HP-UXマニュアルエントリー

を書くのに使われる man(5) マクロのサブセットです。このサブセットには、特に次のマクロが含まれます。
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.nf 詰込みなしのモードを始めます。 .fi までの間は、ニューラインやスペースを

保って、テキストをそのまま表示します。

.fi 詰込みモードを再開します。スクリーン幅の90%を利用するように、各出力行

に単語を詰め込んでテキストを表示します (デフォルトのモードです)。

.br 現在の出力行を強制的に ブレークします。続くテキストは次の行に表示しま

す。

.sp ブレークを強制し、空白行 (垂直スペース ) を1行表示します。

.P ブレークを強制し、空白行を1行表示します。そして、新しいパラグラフをイン

デントなしで始めます。

.IP tag indent ブレークを強制し、空白行を1行表示します。それから、指定された tag を表示

して、指定された indent で、インデントしたパラグラフを新たに始めます。

.IL tag indent 新しく インデントした行を始めます (空白行を表示しない .IP のようなもので

す)。

これらのマクロは、行頭だけでなく、入力したヘルプテキストのどこにあっても認識されることに注意してく

ださい。また、マクロの引き数はすべて必要不可欠です。引き数が要らない場合は、引用符で囲まれた空き文

字列だけの引き数を使ってください。

例
cd コマンドのカスタマイズ ( cd(1)を参照)

softkey cd

editrule { append("cd"); }

{

softkey keysh-src disable all

editrule { append("˜/keysh/src"); }

;

softkey keysh-test disable all

editrule { append("˜/keysh/test"); }

;

softkey keysh-doc disable all

editrule { append("˜/keysh/doc"); }

;

softkey demo disable all

editrule { append("˜/demo"); }

;

softkey tmp disable all

editrule { append("/tmp"); }
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;

string <dir> disable all

editrule { append(argument); }

required "Enter the name of the directory to move to."

;

}

他の例は、 /usr/lib/keysh/C/softkeys. ファイルを参照してください。

著者
keysh は、HPおよびAT&Tで開発されました。

ファイル
$HOME/.softkeys ユーザーソフトキー定義ファイル

/usr/lib/keysh/$LANG/softkeys 標準ソフトキー定義ファイル

参照
keysh(1), man(5)
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名称
symlink − シンボリックリンク

説明
symbolic (または soft ) リンクとは、名前が相対パス名、または絶対パス名を間接的に参照する (指す) ファイ

ルのことです。

パス名の解釈時に、相対パス名に対するシンボリックリンクが解釈の対象となるパス名に拡張され、絶対パス

名のシンボリックリンクは、当該のパス名に置き換えられます。

したがって /a/b/c/d というパス名が与えられた場合に、

c が相対パス名へのシンボリックリンクになっている場合 (例えば次のように )、 ../x/y, パス名は
/a/b/../x/y/dと解釈されます。

If c が /v/w のように絶対パス名へのシンボリックリンクの場合には、与えられたパス名は /v/w/d と解

釈されます。

シンボリックリンクは、すべて上記のように解釈されます。ただし、次の場合は例外となります。シンボリッ

クリンクがパス名で最後の要素になっている場合、これは次のいずれかのシステムコールに対するパラメータ

として渡されます。 readlink, rename, symlink, unlink, chown, lstat

( readlink(2), rename(2), symlink(2), unlink(2), chown(2) 、および lstat(2) を参照)。このような呼び出しが生じた

場合には、シンボリックリンク自身に対してアクセスや処理が行なわれます。

通常の (ハード )リンクと違って、シンボリックリンクは任意のパス名が参照でき、別の論理 デバイス (ボ

リューム)にもリンクできます。

パス名はどのようなタイプのファイル(ディレクトリ、または別のシンボリックリンクを含む)でも指している

可能性があり、システムにこのようなパスがなければ、無効になることがあります。 (自分自身や閉じたルー

プを作るように他のシンボリックリンクを指してしまうようなシンボリックリンクを作ってしまう可能性があ

ります。システムは、パス名を解釈する際にたどるシンボリックリンクの数を制限して、このような状態を検

出します。)

シンボリックリンクのモード、および所有権がシステムに無視されるということは、シンボリックリンクでは

なく、現実のファイルが chmod の影響を受けたことを意味します( chmod(1) 参照)。

シンボリックリンクは ln 、または symlink を使って作ることができます( ln(1), symlink(2) 参照)。

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

参照
cp(1), symlink(2), readlink(2), link(2), stat(2), mknod(1M)
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名称
system − システム記述構成ファイル

説明
HP-UXのシステム記述ファイルは、 kconfig(1M)、および mk_kernel(1M) コマンドが使用するカーネル構成情報

を記述しておくためのものです。

システム記述ファイルには、次の情報があります。

• システムファイルのバージョンを示す行。

• 構成対象の、パッケージ化されたカーネルモジュールおよび旧来のカーネルモジュールのリスト。

• システム調整パラメータに設定する値と、その他のシステム全体の構成情報。

アスタリスク (*) で始まる行はコメント行です。システム記述ファイルにコメントを追加してもカーネル構成

コマンドでは保持されないため、コメントの追加はお勧めしません。詳細は、kconfig (5) を参照してくださ

い。

HP-UXシステム記述ファイル
システムファイルには、ファイルを記述するときに使用したシステムファイルの構文のバージョンを示す行を

含めることができます。この場合、この行はシステム記述ファイルで、コメントを除く最初の行になければな

りません。システム記述ファイル内で記述場所が特定されているのはこの行だけです。他のすべての行は記述

場所の制限はありません。この行のフォーマットは次のとおりです。

version version

version には次の値を指定できます。

1 システムファイルのフォーマットは、このマニュアルページで説明されているとおりです。

0 システムファイルのフォーマットは、HP-UX 111 バージョン 1.6 およびそれ以前に使用されていた

フォーマットです。この値は、システムファイルに version 行がない場合のデフォルトです。

新しいシステムファイルは、常にバージョン１のシステムファイルの構文を使って作成する必要があります。

バージョン０のサポートは、将来の HP-UXリリースで削除される予定です。

カーネル構成コマンドで生成されるシステムファイルには、記述対象の構成を示す行が含まれます。この行の

フォーマットは次のとおりです。

configuration name title timestamp

各要素は次のとおりです。

name 構成の名前。

title 構成のタイトル (引用符で囲まれています)。

timestamp システムファイルが生成された時刻。
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システムファイルには、構成対象の旧来のカーネルモジュールとパッケージ化されたカーネルモジュール (デ

バイスドライバおよび擬似ドライバを含む) をリストした行も含めることができます。

これらの行は、次の２つのうちのいずれかのフォーマットになります。

module module は、旧来のカーネルモジュールまたはパッケージ化されたカーネルモジュールの名前です。

たとえば、 scsi はSCSIディスクドライブ用ドライバ、 scsitape はSCSIテープドライブ用ドライバ、
nfs はNFSサブシステムをそれぞれ選択するためにあります。この行のフォーマットは、以前の

バージョンとの互換性を保つためのものです。モジュールの状態を指定することはできません。モ

ジュールの状態は、モジュールの開発者が指定したデフォルトの状態になります。モジュールの希

望の状態を指定するには、２番目のフォーマットを使用してください。

module module state [ version ]

module は、旧来のカーネルモジュールまたはパッケージ化されたカーネルモジュールの名前です。
state は、 best、 static、 auto、または loaded のいずれかです。これらの状態の説明は、 kcmod-

ule(1M) を参照してください。

version は、モジュールのバージョンです。version フィールドは省略できます。システムファイル

を手動で編集または作成する場合は、通常このフィールドは省略します。このフィールドは、カー

ネル構成を複製する際に、 kconfig -e および kconfig -i で使用されます。詳細は、 kconfig(1M) を参

照してください。

たとえば、

module scsi static [3E0D0C96]

では、SCSI ディスクドライブ用ドライバが選択されます。

module pseudodrv loaded 0.1.0

では、モジュール pseudodrv が動的にロードされます。

システムファイルには、次の用途の行も含めることができます。

• スワップデバイスの定義
• ダンプデバイス (複数) の定義
• ドライバからハードウェアパスへの明示的なバインディング
• 選択されたシステムパラメータのステータスと値の定義。

各カテゴリの行は、以下のようになっています。

• スワップデバイスの指定

スワップの指定はただ1つでなければなりません。スワップを指定しない場合は、プライマリスワップのバ

インディングは Default に設定されます。 Logical Volume Manager (LVM) を使用しているシステムでは、
Default は lvol と同一です。それ以外のシステムでは、 Default は、ルートディスクの、ルートファイルシ

ステムの末尾とディスクの末尾の間に置かれます。
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swap hw_path offset [ blocks ]

指定に従ってスワップデバイスの位置とサイズを構成します。引き数は以下のように解釈

されます。

hw_path スワップデバイスとして構成するデバイスを表すハードウェアパス。また、
defaultという文字列により、ルートデバイスを使用するよう指定できます。

offset スワップ領域の位置。境界は、1Kバイトの間隔で設定されます。負の値を指定

すると、ファイルシステムは該当するデバイス上にあるものと見なされます。

ブート時に、ファイルシステムの正確なサイズを判別するためにスーパーブ

ロックが読み込まれ、この値が offset に代入されます。スワップデバイスが自

動構成される場合には、この機構が使用されます。無効なスーパーブロックは

無視されるので、スワップ領域がファイルシステム上に構成されることによっ

てファイルシステム全体が壊れることが回避されます。 offset として正または

ゼロの値を指定すると、予約する必要のある最小の領域が確保されます。ゼロ

を指定すると、デバイスの先頭に領域は予約されません。ゼロという値は、該

当するデバイス上にファイルシステムがないことを意味します。

blocks スワップ領域に含まれる1Kバイトのディスクブロックの個数(10進数)。このス

ワップデバイスの指定について省略可能なのは、 blocks パラメータのみです。

自動構成の場合のデフォルト値はゼロです。 blocks がゼロの場合デバイスの残

りの部分は、すべてが自動的にスワップ領域として構成されます。 blocks が非

ゼロの場合は、その絶対値がスワップ領域のサイズの上限として取り扱われま

す。その場合、スワップ領域のサイズが実際にカットバックされたときには、
blocks の符号によって、 blocks をそのままにしてスワップ領域を予約領域に隣

接させる、未使用領域のサイズ分だけ IR blocks を移動してスワップ領域をデバ

イスの末尾に隣接させる、のいずれかが決まります。

swap lvol 論理ボリューム上にスワップを構成します。

swap none スワップデバイスなしでカーネルを構成します。

• ダンプデバイスの指定

ダンプの指定が複数あってもかまいません。ダンプを指定しない場合、1次スワップ領域が使用されます。

dump hw_path 指定に従ってダンプデバイスの位置とサイズを構成します。 hw_path は、ダンプデバイス

として構成するデバイスを表すハードウェアパス。または文字列 default により、１次ス

ワップ領域を使用するよう指定できます。

dump lvol 論理ボリューム上にダンプを構成します。

dump none ダンプデバイスなしでカーネルを構成します。

• 明示的なデバイスドライババインディング
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1つ以上のハードウェアパスに対してドライバを指定することができます。 driver文を指定した場合、指定

したソフトウェアモジュールが、カーネルのI/Oシステムの、指定したハードウェアパスに強制的に組み込

まれます。これを使用すれば、自動的に認識されないデバイスを、システムに認識させることができます。

driver hw_path driver_name

ドライバを、カーネルI/Oシステム内の、指定されたハードウェアパスとバインドします。

引数は、以下のように解釈されます。

hw_path ソフトウェアとバインドするデバイスを表すハードウェアパス。

driver_name カーネル内の、指定したハードウェアパスとバインドするソフトウェアの

名称。

• カーネル調整パラメータの設定

これらの行には、カーネル構成に使用されるカーネル調整パラメータの値 (デフォルト以外) が含まれま

す。調整パラメータの値には数値または整数式のいずれかを指定できますが、空白を含めることはできませ

ん。

各行のフォーマットは次のとおりです。

[tunable] parameter_name value

モジュール方式システムファイル
モジュール方式システムファイルは、HP-UX 構成パラダイムから削除されています。モジュール方式システム

ファイルの必要な情報はすべて旧来のシステムファイル自体に統合されたため、単一の HP-UX システム記述

ファイルが作成されます。

ファイル
/stand/system nextbootカーネル構成で使用する HP-UXシステム記述ファイル

/stand/config/system config という名前のカーネル構成で使用する HP-UXシステム記述ファイル

参照
kconfig(5)、kconfig(1M)、mk_kernel(1M)
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名称
tar − tarフォーマットのテープアーカイブ

説明
tar によって作られるヘッダ構造体 ( tar(1) 参照) を以下に示します(配列の大きさは右に示されている定数に

よって定義されています)。

struct {

char name[NAMSIZ]; (100)

char mode[MODE_SZ]; (8)

char uid[UID_SZ]; (8)

char gid[GID_SZ]; (8)

char size[SIZE_SZ]; (12)

char mtime[MTIME_SZ]; (12)

char chksum[CHKSUM_SZ]; (8)

char typeflag;

char linkname[NAMSIZ]; (100)

char magic[MAGIC_SZ]; (6)

char version[VERSION_SZ]; (2)

char uname[UNAME_SZ]; (32)

char gname[GNAME_SZ]; (32)

char devmajor[DEV_SZ]; (8)

char devminor[DEV_SZ]; (8)

char prefix[PREFIX_SZ]; (155)

} dbuf;

すべて ASCII 形式の文字で表されています。ヘッダブロックにはパディングはなく、フィールドはすべて連続

しています。

magic, uname, gname フィールドはnullで終了する文字列です。 name, linkname, prefix フィールドはnullで終了す

る文字列ですが、最後の文字を含めて、配列中のすべての文字がnullでない文字を含む場合は除きます。 ver-

sion フィールドは 00 (ゼロ-ゼロ) という2バイトの文字です。 typeflag は1バイトの文字です。他のすべての

フィールドは、先頭から0でうめられた ASCII 形式の 8進数です。数字フィールドは各々、1つ、または複数の

スペースかnull文字で終ります。

name と prefix フィールドは、ファイルのパス名を示しています。ファイルの階層関係を保存するには、パス名

をパスプリフィックスに指定し、サフィックスとしてスラッシュ文字とファイル名を指定します。 prefix がnull

でない文字を含む場合、 prefix , スラッシュ文字、 name は連結され、修正や文字の追加で新しくパス名を作る

ことはありません。このようにして、最大256文字のパス名をサポートできます。与えられたスペースにパス

名がおさまらない場合、フォーマットを作成するユーティリティは、ユーザーにエラーを知らせ、ファイル、

ヘッダ、中間のデータを保存しないようになります。
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参照
tar(1)

標準準拠
tar: XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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名称
tcpd.conf − tcpd用構成ファイル

説明
inetd があるサービスのために tcpd を起動するとき、tcpd は /etc/tcpd.conf ファイルを読み取ってアクセス制御

チェックを行います(tcpd(1M) 参照)。

このファイルでは、各行ごとにコメントまたは構成情報であると認識されます。コメント行は # で始まりま

す。アンコメントされた行には、キーと値の２つのフィールドが必要です。フィールドはタブまたはスペース

で区切ります。行末を (\) で終了させれば、次の行に続けることもできます。

構成パラメータは次のとおりです。

rfc931_timeout n

RFC931 ユーザー名参照を有効または無効にします。 n の値は、クライアントからユーザー名情報を取

得するときに使用するタイムアウト値 (秒) です。

n の値をゼロにすると、RFC931 の機能は無効になります。

デフォルトの構成では n の値が 0 になっており、RFC931 の機能は無効になっています。

n に設定できる最大値は 30 秒です。

on_rev erselookup_fail {allow | deny}

逆参照が失敗したときに tcpd が接続要求を許可するか拒絶するかを決定します。

いずれの場合でも逆参照の失敗というイベントは tcpd によって記録されますが、このパラメータを
deny に設定すると、逆参照の失敗の直後には接続要求は拒絶されます。 allow に設定すると、アクセ

ス制御ファイル (/etc/hosts.allow および /etc/hosts.deny) 内の PARANOID ワイルドカード
(hosts_options(5) 参照) をホスト名と一致させます。

デフォルト値は deny です。

log_level {normal | extended}

tcpd が syslog を使用して情報を記録するレベルを決定します。 extended を指定すると、クライアント

要求がどのエントリーと一致したか、およびそのエントリーの関連オプションなどの ACL 情報を TCP

ラッパーデーモン (tcpd(1M) 参照) が記録します。

このエントリーのデフォルト値は normal で、この場合 tcpd は、接続の拒絶または許可に関する詳細

のみを「connection from abc@xyz_host」の形式で記録します。

不正なエントリーや複数のエントリーの処理
tcpd は、不正なエントリーや複数のエントリーを次のように処理します。

• 構成パラメータのエントリーが不正な場合、それは無視されます。その代わりに、その構成パラメータのデ

フォルト値が使用されます。例えば、 log_level に次のような不正なエントリーを指定すると、 normal を使

Section 4-454 Hewlett-Packard Company − 1 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



tcpd.conf(4) tcpd.conf(4)

用して置き換えられます。

log_level abcd

は、次のエントリーとして処理されます。

log_level normal

• １つの構成パラメータに対して複数のエントリーが指定されている場合、最後に記述されたエントリーのみ

が有効になり、他のエントリーは無視されます。例えば、 rfc931_timeout に次のような２つのエントリー

を指定すると、このパラメータには、最後に記述された値である 25 が使用されます。

rfc931_timeout 10

rfc931_timeout 25

例
RFC931 ユーザー名参照のタイムアウト値を 25 秒に設定するには、次のように記述します。

rfc931_timeout 25

RFC931 ユーザー名参照を無効にするには、次のように記述します。

rfc931_timeout 0

逆参照が失敗したときに tcpd にそのホストを ACL 内で PARANOID として処理させるには、次のように記述

します。

on_rev erselookup_fail allow

拡張ロギングオプションを設定するには、次のように記述します。

log_level extended

著者
tcpd.confは、HP によって開発されました。

参照
inetd(1M)、tcpd(1M)
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名称
term − コンパイル形式のタームファイル

構文
term

説明
コンパイルした terminfo の記述は、 /usr/share/lib/terminfo というディレクトリの下に置かれます。巨大な HP-

UX のシステムディレクトリを線形探索しないように、 /usr/share/lib/terminfo/c/name という2レベルのディレ

クトリを使います。 name は端末名を、 c は name の頭文字を表しています。したがって、 hp110 は
/usr/share/lib/terminfo/h/hp110 というファイルにあります。同じ端末は、同じコンパイルファイルに多数のリ

ンクをする事で実現します。

フォーマットは、どのハードウェアでも同じになるように選ばれます。 8ビット、またはそれ以上のバイトは

仮定されますが、バイトの順序、符号拡張については仮定されません。

コンパイルファイルは、 tic プログラム( tic(1M) を参照)を使って作成し、 setupterm() ルーチンで読み込みま

す。ファイルは次は6つのセクションに分かれます。

ヘッダ このセクションでファイルが始まり、以下のフォーマットに6つのshort整数を含んで

います。

1. マジックナンバー(8進数 0432)

2. ネームセクションのバイト数
3. 論理セクションのバイト数
4. ナンバーセクションのshort整数の数
5. 文字列セクションのオフセット(short整数)の数
6. 文字列テーブルのバイト数

short整数は、2バイト(8ビットを1バイトとする)に格納されます。 1バイト目は最下

位の8ビット値、2バイト目は最上位の8ビット値を格納しています。 (したがって、

表している値は256 ∗ second + firstです。)−1 は 0377, 0377 で表され、他の負の値は無

効となります。一般に−1 は、機能がターミナルに存在しないことを意味します。この

フォーマットは、 VAX および PDP-11のハードウェア用であることに注意してくださ

い。それ以外のマシンでは、整数を2バイトで読み込み、結果を計算します。

次は端末のネームセクションです。これは terminfo の記述の最初の行を含み、端末用の様々な名前をリスト

し、 |文字で区切られています。このセクションは ASCII 形式の NUL 文字で終了します。

論理フラグは、フラグごとに1バイトが割り当てられています。このバイトは、フラグが立っているときは 1

、立っていないときは 0 の値をとります。機能は <term.h> ファイルに並んでいるのと同じ順序です。

論理セクションとナンバーセクションの間には、ナンバーセクションが偶数バイトから始まるように、必要に

応じてnullバイトが挿入されます。 short整数は、すべてshortワードを境界として並べられます。

ナンバーセクションは、フラグセクションに似ています。それぞれのケーパビリティは2バイトから成り、
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short整数として格納されます。 −1 の値が現れた場合、その機能は存在しないものとされます。

文字列セクションもまた、似ています。それぞれの機能は、上記のフォーマットでshort整数として格納されま

す。 −1 の値は、その機能が存在しないことを表します。そうでなければ、この値は文字列テーブルの初めか

らのオフセットとみなされます。 ˆX , \c といった特殊文字は、プリントされた表記のままではなく、解釈した

形で格納されます。パディング情報 $nn 、およびパラメータ情報 %x は、解釈されずそのままの形で格納され

ます。

最後のセクションは、文字列テーブルです。文字列セクションで参照される文字列機能の値をすべて含んでい

ます。文字列はそれぞれnullで終わっています。

setupterm() は、実際にファイルに存在する機能とは異なる機能を要求することがあります。これには、次の2

つの場合が考えられます。 1つは、 setupterm() を再コンパイルした後で、データベースをアップデートした場

合です(ファイルに認識できない余分なエントリーができてしまう)。もう1つは、データベースをアップデート

する前に、プログラムを再コンパイルした場合です (存在しないエントリーがある状態になる)。 setupterm()

ルーチンはこの両方の場合に対応しなければならないため、ナンバーやサイズの情報を含んでいます。また、

論値、ナンバー、文字列機能のリストに、つねに新しい機能を追加しなければなりません。

次は例は、 HP の移植可能なコンピュータ(HP-110)に関する記述の、8進数ダンプです。

110|hp110|hp110a portable computer,
am, xhp, da, db, mir, cols#80, lines#16, lm#0,
cbt=\Ei, bel=ˆG, cr=\r, tbc=\E3, clear=\E&a0y0C\EJ,
el=\EK, ed=\EJ, hpa=\E&a%p1%dC, cup=\E&a%p1%dy%p2%dC,
cud1=\EB, cub1=\b, cuf1=\EC, cuu1=\EA, cvvis=\E&j@,
dch1=\EP, dl1=\EM, smir=\EQ, smso=\E&dB, sgr0=\E&d@,
rmir=\ER, rmso=\E&d@, is2=\E&j@,
if=/usr/share/lib/tabset/stdcrt, il1=\EL, kbs=\b, kcud1=\EB,
khome=\Eh, kcub1=\ED, kcuf1=\EC, kcuu1=\EA, rmkx=\E&s0A,
smkx=\E&s1A, vpa=\E&a%p1%dY, ind=\n, hts=\E1, ht=\t,

0000 032 001 # \0 025 \0 \b \0 223 \0 254 \0 1 1 0 |
0020 h p 1 1 0 | h p 1 1 0 a p o r
0040 t a b l e c o m p u t e r \0 \0
0060 001 \0 001 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 001 001 001 \0 \0 \0
0100 \0 \0 \0 \0 P \0 377 377 020 \0 \0 \0 377 377 377 377
0120 377 377 377 377 \0 \0 003 \0 005 \0 377 377 007 \0 \n \0
0140 024 \0 027 \0 032 \0 377 377 $ \0 4 \0 377 377 377 377
0160 7 \0 377 377 377 377 9 \0 377 377 < \0 ? \0 D \0
0200 G \0 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
0220 377 377 J \0 377 377 377 377 377 377 M \0 377 377 377 377
0240 377 377 R \0 377 377 377 377 W \0 Z \0 377 377 377 377
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0260 377 377 377 377 377 377 _ \0 377 377 d \0 377 377 { \0
0300 377 377 ˜ \0 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 200 \0
0320 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
0340 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 203 \0 377 377
0360 377 377 206 \0 377 377 377 377 377 377 211 \0 377 377 377 377
0400 377 377 214 \0 217 \0 225 \0 377 377 377 377 377 377 377 377
0420 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

0520 377 377 233 \0 377 377 245 \0 377 377 377 377 247 \0 377 377
0540 252 \0 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
0560 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 033 i \0 007 \0 \r
0600 \0 033 3 \0 033 & a 0 y 0 C 033 J \0 033 K
0620 \0 033 J \0 033 & a % p 1 % d C \0 033 &
0640 a % p 1 % d y % p 2 % d C \0 033 B
0660 \0 \b \0 033 C \0 033 A \0 033 & j @ \0 033 P
0700 \0 033 M \0 033 Q \0 033 & d B \0 033 & d @
0720 \0 033 R \0 033 & d @ \0 033 & j @ \0 / u
0740 s r / l i b / t a b s e t / s t
0760 d c r t \0 033 L \0 \b \0 033 B \0 033 h \0
1000 033 D \0 033 C \0 033 A \0 033 & s 0 A \0 033
1020 & s 1 A \0 033 & a % p 1 % d Y \0 \n
1040 \0 033 1 \0 \t \0
1046

警告
コンパイルしたエントリーは、全体で4096バイトを超えることはできません。

名称フィールドは、128バイトを超えることはできません。

HPは、サポートされているデバイスの、現在のリストに並んでいるターミナルについてのみ、サポートしま

す。けれども、サポートされていない端末とされている端末の両方が、データベースのterminfoに存在するこ

とがあります。サポートされていない端末を使っている場合、正しく動作しないことがあります。

ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/* コンパイルされた端末の機能のデータベース

参照
tic(1M), untic(1M), terminfo(4)
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名称
terminfo −プリンタ、端末、およびモデムの機能データベース

構文
/usr/lib/terminfo/?/*

「説明」内の項タイトルのリスト
terminfoのソースフォーマット

ソースファイルの文法

最低保証制限

正式な文法

機能の定義

エントリーの例

エントリーの例における機能の種類

装置の機能

行の挿入/削除

プリンタの機能

移動を引き起こす機能

代替文字セット

ドットマトリックスグラフィックス

印字解像度の変更による影響

端末の選択

アプリケーション使用法

説明
このマンページに記述した要件は、拡張 Curses に準拠した処理系のみに有効です。

terminfoのソースフォーマット
terminfo データベースには、端末やプリンタなど、各種の装置の機能が記述されています。装置は、一連の機

能を指定し、その装置のサイズを指定し、特定の結果を得るための文字列を指定して記述します。

このマンページでは、terminfo ソースファイルのフォーマットについて説明します。

X/Openに準拠した処理系は、terminfo データベースに情報を入力する手段として、ここで示すフォーマットの

ソースファイルを処理する機能を提供していなければなりません。データベースにこの情報をインストールす

る機能は、処理系固有です。端末の特定のモデルを示す有効な terminfo のエントリーは、X/Openに準拠した

処理系の terminfo に追加して同じ端末モデルを使用できます。

「ソースファイルの文法」の項は、terminfo ソースファイルの文法について説明しています。文法と語彙の規

則は、後述の「正式な文法」に記述されています。 X/Openで定義されたすべての端末機能のリストは、後述

の「機能の定義」に示しています。例は、後述の「エントリーの例」にあります。「装置の機能」の項は、ビ

デオ端末などの、一般的な装置の仕様の説明です。「プリンタの機能」の項は、プリンタの仕様の説明です。

terminfo データベースは、vi や Curses プログラムなどの画面指向のアプリケーションの他に、ls や more のよ
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うなユーティリティーで頻繁に使用されます。このデータベースを使用することで、プログラムを変更せずに

各種装置で実行させることができるようになります。

ソースファイルの文法
ソースファイルには、ISO 8859-1コードセットを使用できます。ソースファイルが別のコードセットの場合の

動作については規定していません。通常の対処方法は、情報を別のコードセットからソースファイルの文法に

変換することです。

terminfo ソースファイルは、1つ以上の装置の記述で構成されています。それぞれの記述は、端末モデルの

ニーモニック名を定義しています。それぞれの記述は、ヘッダ(カラム1から始まる)とその装置の機能をリスト

した1行または複数の行で構成されます。 terminfo ソースファイルの各行は、コンマで終了しなければなりま

せん。さらに、ヘッダ以外の terminfo ソースファイルの各行は、1つ以上の空白(スペースまたはタブ)によっ

てインデントしなければなりません。

terminfo ソースファイルのエントリーは、コンマで区切られたいくつかのフィールドで構成されています。コ

ンマの後の空白は無視されます。途中にあるコンマは、バックスラッシュを使用してエスケープする必要があ

ります。次の例は、terminfo ソースファイルのフォーマットを示します。

alias1|2alias2|...|aliasn|longname,

whitespace|am, lines #24,

whitespace|home=eEeh,

最初の行(通常、ヘッダ行と呼ばれる)は、カラム1から始まり、縦線で区切られた最低でも 2つの別名(エイリ

アス)を含んでいなければなりません。このヘッダ行の最後のフィールドは、その装置のロングネームである必

要があり、任意の文字列を含めることができます。

別名は、terminfo データベース内で重複してはなりません。また、処理系ごとの terminfo コンパイルユーティ

リティーのファイル命名規則に従わなければなりません。処理系は、ポータブルなファイル名の文字集合の文

字だけからなる別名を認識します。ただし、先頭の文字のハイフン(−)は有効ではありません。例えば、一般的

な制限としては、別名に空白またはスラッシュを含めることはできません。処理系ごとの terminfo コンパイル

ユーティリティーによって、ソースファイルの値にその他の制約が課せられる場合があります。

terminfo の各機能の種類は次のとおりです。

• 論理機能は、装置が特定の機能を持っているかまたは持っていないかを示します。

• 数値機能は、装置の特定の機能を数値で与えます。

• 文字列機能は、装置で特定の操作を行うために使用できるシーケンスを与えます。

機能名の長さは、あまり長くならないようにするために 5文字以内に制限しています。可能な場合は、ANSI

X3.64-1979 標準で規定された機能名と同じか、または似た機能名を選択しています。方式も、ANSI標準の仕

様に一致するように設計されています。

すべての文字列機能は、入力に使用される場合を除いて、パディングを指定できます。以降の表の文字列の項

にリストされている入力機能は、名称が key_ で始まります。これらの機能は、 <term.h> に定義されています
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最低保証制限
X/Openに準拠した処理系はすべて、terminfo ソースファイルに対して最低次の制限をサポートしています。

ソースファイルの特性 最低保証値

行の長さ 1023 バイト

端末の別名の長さ 14 バイト

端末のモデル名の長さ 128 バイト
1つのフィールドの幅 128 バイト

文字列の値の長さ 1000 バイト

数値を表す文字列の長さ 99 桁

数値の大きさ 0 から 32767まで

処理系は、前述より上の制限値をサポートすることができます。

正式な文法
この項の文法と語彙の規約は、terminfo ソースファイル内の terminfo 端末記述の構文を示しています。この項

の要件を満たす端末記述は、すべての処理系で受け入れられます ("(n)" の表記は、記述の下にある注記を参照

しています)。

descriptions : START_OF_HEADER_LINE|(1) rest_of_header_line feature_lines

| descriptions START_OF_HEADER_LINE rest_of_header_line

| feature_lines

;

rest_of_header_line : PIPE LONGNAME COMMA NEWLINE

| aliases PIPE LONGNAME COMMA NEWLINE

;

feature_lines : start_feature_line rest_of_feature_line

| feature_lines start_feature_line rest_of_feature_line

;

start_feature_line : START_FEATURE_LINE_BOOLEAN|(2)

| START_FEATURE_LINE_NUMERIC|(3)

| START_FEATURE_LINE_STRING|(4)

;

rest_of_feature_line : features COMMA NEWLINE

| COMMA NEWLINE

;
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features : COMMA feature

| features COMMA feature

;

aliases : PIPE ALIAS

| aliases PIPE ALIAS

;

feature : BOOLEAN

| NUMERIC

| STRING

;

(1) 別名はカラム1から始まります。これは語彙分析によって処理されます。

(2) 論理機能は、カラム1の後から始まりますが、機能行の最初の機能です。これは、語彙分析に

よって処理されます。

(3) 数値機能は、カラム1の後から始まりますが、機能行の最初の機能です。これは、語彙分析に

よって処理されます。

(4) 文字列機能は、カラム1の後から始まりますが、機能行の最初の機能です。これは、語彙分析

によって処理されます。

terminfo 記述の語彙規約は次のとおりです。

1. 空白 (white space)は、 <space> 文字と <tab> 文字で構成されます。

2. 別名は、コンマ (,)、スラッシュ (/)、および縦線 (|) 以外のグラフ文字を含むことができます (

グラフ文字とは、 isgraph() がゼロ以外を返す文字です。 ctype(3C) を参照)。

3. ロングネームは、コンマ (,) および縦線 (|) 以外の任意の印字文字を含むことができます (印字

文字とは、 isprint()がゼロ以外を返す文字です。 ctype(3C) を参照)。

4. 論理機能は、 コンマ (,)、等号 (=)、および番号記号 (#) 以外の印字文字を含むことができま

す。

5. 数値機能は、次のもので構成されます。

a. コンマ (,)、等号 (=)、および番号記号 (#) 以外の印字文字を含む名前

b. 番号記号 (#) 文字

c. 整数の定数に関するC言語規約に準拠する正の整数

6. 文字列機能は、次のもので構成されます。
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a. コンマ (,)、等号 (=)、および番号記号 (#) 以外の印字文字を含む名前

b. 等号 (=) 文字

c. コンマ (,) 以外の印字文字を含む文字列

7. コンマ (,) の直後の空白は無視されます。

8. コメントは、行の先頭、オプションの空白、必須の番号記号 (#)、終わりを示す行末文字から

構成されます。

9. ヘッダ行は、カラム1から始ります。

10. 機能行は、カラム1から始めてはなりません。

11. 空白行は無視されます。

機能の定義
X/Open は、以降の表に示す機能を定義しています。 X/Open に準拠している処理系はすべて、terminfo ソース

ファイル内のエントリーの各機能を受け入れなければなりません。処理系は、この情報を使用して現在の端末

の適切な操作方法を判断します。さらに、処理系は、アプリケーションが tgetent() (以降の表に ターミナル

キャップコードがリストされている場合)および tigetflag() にリストされている照会関数を呼び出すと現在の端

末の機能を返します (tgetent(3X) および tigetflag(3X)を参照)。

機能の表には次の欄があります。

変数 terminfo データベースを操作するCurses 関数で使用する名前です。これらの名前は予

約されており、アプリケーションで定義してはなりません。

省略名 terminfo ソースファイルで指定する機能の省略名です。ソースファイルを更新するた

めに使用され、またtput コマンドによって使用されます (tput(1)を参照)。

ターミナルキャップコード

古いアプリケーションとの互換性を保つためのコードです。これらのコードはいずれ

廃棄されます。そのため、ターミナルキャップコードがない省略名もあります。

説明 機能の要約です。
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論理変数
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

auto_left_margin bw bw cub1 がカラム0から最後のカラ

ムへ折り返す
auto_right_margin am am 端末が自動マージンを持つ
back_color_erase bce ut 画面を後景色で消去
can_change ccc cc 端末が既存の色を再定義できる
ceol_standout_glitch xhp xs オーバライトによってスタンド

アウトが消去されない (hp)

col_addr_glitch xhpa YA hpa/mhpa 機能は右移動のみ
cpi_changes_res cpix YF 文字ピッチの変更で解像度が変

わる
cr_cancels_micro_mode crxm YB cr を使用するとマイクロモー

ドがオフになる
dest_tabs_magic_smso xt xt 消去タブ、マジック smso文字

(t1061)

eat_newline_glitch xenl xn 80 カラム目の次の改行は無視

される (Concept)

erase_overstrike eo eo 重ね打ちを空白で消去できる
generic_type gn gn 一般的な回線タイプ (例、

dialup, switch)

get_mouse getm Gm Curses はボタンイベントを取

り込む必要がある
hard_copy hc hc ハードコピー端末
hard_cursor chts HC カーソルが見づらい
has_meta_key km km メタキー (シフト、パリティ

ビットの設定) を持つ
has_print_wheel daisy YC オペレーターによる文字セット

の変更がプリンタに必要
has_status_line hs hs 特別にステータス行を持つ
hue_lightness_saturation hls hl 端末が HLS カラー表記法だけ

を使用する (Tektronix)

insert_null_glitch in in 挿入モードがヌル文字を区別す

る
lpi_changes_res lpix YG 行ピッチの変更で解像度が変わ

る
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memory_above da da 表示が画面上方に保持される
memory_below db db 表示が画面下方に保持される
move_insert_mode mir mi 挿入モードでの移動が保証され

る
move_standout_mode msgr ms スタンドアウトモードでの移動

が保証される
needs_xon_xoff nxon nx パディングが機能せず、

XON/XOFFが必要
no_esc_ctlc xsb xb Beehive (f1= エスケープ、

f2=ctrl C)

no_pad_char npc NP パディング文字がない
non_dest_scroll_region ndscr ND スクロール領域を消去しない
non_rev_rmcup nrrmc NR smcupがrmcup を反転しない
over_strike os os ハードコピー端末で、端末が重

ね打ちする
prtr_silent mc5i 5i プリンタ出力中は画面上にエ

コーしない
row_addr_glitch xvpa YD vpa/mvpa 機能は右移動のみ
semi_auto_right_margin sam YE 最後のカラムに印刷すると cr

になる
status_line_esc_ok eslok es ステータス行でエスケープが使

用可能
tilde_glitch hz hz Hazeltine。波ダッシュ (˜) をプ

リントできない
transparent_underline ul ul アンダーライン文字を重ね打ち

する
xon_xoff xon xo XON/XOFF ハンドシェークを

端末が用いる
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数値
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

bit_image_entwining bitwin Yo 各ビットマップ行のパス数
bit_image_type bitype Yp ビットイメージデバイスのタイ

プ
buff er_capacity bufsz Ya プリントする前にバッファに保

存されるバイト数
buttons btns BT マウスのボタンの数
columns cols co 1行のカラム数
dot_horz_spacing spinh Yc 水平ドット間隔 (1インチあた

りのドット数)

dot_vert_spacing spinv Yb 垂直ピン間隔 (1インチあたり

のピン数)

init_tabs it it 初期タブ、# スペースごとのタ

ブ
label_height lh lh 各ラベルの行数
label_width lw lw 各ラベルのカラム数
lines lines li 画面またはページ上の行数
lines_of_memory lm lm lines より大きい場合にはメモ

リの行数、0ならば可変
max_attributes ma ma 端末が表示可能な表示属性の組

み合わせの最大数
magic_cookie_glitch xmc sg smso や rmso によって残る空

白文字の数
max_colors colors Co 画面上の色の最大数
max_micro_address maddr Yd micro_..._address の最大値
max_micro_jump mjump Ye parm_..._micro の最大値
max_pairs pairs pa 画面上のカラーペアの最大数
maximum_windows wnum MW 定義可能なウィンドウの最大数
micro_col_size mcs Yf マイクロモードでの文字ステッ

プサイズ
micro_line_size mls Yg マイクロモードでの行ステップ

サイズ
no_color_video ncv NC カラーといっしょに使用できな

い表示属性
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num_labels nlab Nl 画面上のラベル数 (1 から始ま

る)

number_of_pins npins Yh 印字ヘッドのピンの数
output_res_char orc Yi 水平解像度 (ドット/文字)

output_res_line orl Yj 垂直解像度 (ドット/行)

output_res_horz_inch orhi Yk 水平解像度 (ドット/インチ)

output_res_vert_inch orvi Yl 垂直解像度 (ドット/インチ)

padding_baud_rate pb pb パディングを必要とする最低の

ボーレート
print_rate cps Ym 1 秒あたりの印字文字数
virtual_terminal vt vt 仮想端末の端末番号
wide_char_size widcs Yn 倍幅モードでの文字ステップサ

イズ
width_status_line wsl ws ステータス行のカラム数
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文字列
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

acs_chars acsc ac グラフィック文字セッ

トのペア aAbBcC

alt_scancode_esc scesa S8 スキャンコードエミュ

レーションのための代

替エスケープ (デフォ

ルトは VT100 用)

back_tab cbt bt バックタブ
bell bel bl 可聴シグナル (ベル)

bit_image_carriage_return bicr Yv 同じ行の先頭へ移動
binel Zzbit_image_newline ビットイメージの次の

行へ移動
bit_image_repeat birep Xy ビットイメージのセル

#1 を #2 回繰り返す
carriage_return cr cr キャリッジリターン
change_char_pitch cpi ZA 1インチあたりの文字数

を変える
change_line_pitch lpi ZB 1インチあたりの行数を

変える
change_res_horz chr ZC 水平解像度を変える
change_res_vert cvr ZD 垂直解像度を変える

csr cschange_scroll_region 行 #1 から #2 までに変

更 (VT100)

char_padding rmp rP ip と同様、置換モード

用
char_set_names csnm Zy 文字セット名のリスト

を返す
clear_all_tabs tbc ct すべてのタブストップ

をクリアする
clear_margins mgc MC すべてのマージン (

上、下、両横 ) をクリ

アする
clear_screen clear cl 画面をクリアし、カー

ソルをホームに移動す

る
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clr_bol el1 cb 行の先頭までをクリア

する
clr_eol el ce 行の最後までをクリア

する
clr_eos ed cd ディスプレイの最後ま

でをクリアする
code_set_init csin ci 複数コードセットの初

期化シーケンス
color_names colornm Yw カラー #1 に名前を付け

る
column_address hpa ch 水平位置を絶対値 #1 に

セットする
command_character cmdch CC プロトタイプにおける

端末が設定可能なコマ

ンド文字
create_window cwin CW ウィンドウ #1 を #2、

#3 から #4、#5 に定義

する
cursor_address cup cm #1 行 #2 列に移動する
cursor_down cud1 do 1行下がる
cursor_home home ho カーソルをホームポジ

ションに移動する (cup

がない場合)

cursor_invisible civis vi カーソルを表示しない
cursor_left cub1 le カーソルを 1スペース

左に移動する
cursor_mem_address mrcup CM メモリ相対的カーソル

位置指定
cursor_normal cnorm ve カーソルを通常の表示

にする (vs/vi を取り消

す)

cursor_right cuf1 nd 消去しないスペース (

カーソルまたはキャ

リッジを右に移動)

cursor_to_ll ll ll 最終行、先頭カラム
(cup がない場合)

cursor_up cuu1 up 1行上がる (カーソルを

上に移動)
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cursor_visible cvvis vs カーソルを良く見える

ようにする
define_bit_image_region defbi Yx 矩形のビットイメージ

領域を定義する
define_char defc ZE キャラクタセットに文

字を定義する
delete_character dch1 dc 文字削除
delete_line dl1 dl 行削除
device_type devt dv 言語/コードセットのサ

ポートを示す
dial_phone dial DI 電話番号 #1 を呼び出す
dis_status_line dsl ds ステータス行を使用で

きなくする
display_clock dclk DK 時刻クロックを表示す

る
display_pc_char dispc S1 PC 文字を表示する
down_half_line hd hd 半行下がる (前方へ 1/2

ラインフィード)

ena_acs enacs eA 代替文字セットを使用

可能にする
end_bit_image_region endbi Yy ビットイメージ領域を

終了する

enter_alt_charset_mode smacs as 代替文字セットを開始

する
enter_am_mode smam SA 自動マージンをオンに

する
enter_blink_mode blink mb 点滅をオンにする
enter_bold_mode bold md ボールドモード (特別

輝度) をオンにする
enter_ca_mode smcup ti cup を使用するプログ

ラムを開始する文字列
enter_delete_mode smdc dm 消去モード (開始)

enter_dim_mode dim mh 半輝度モードをオンに

する
enter_doublewide_mode swidm ZF 倍幅印字を使用可能に

する
enter_draft_quality sdrfq ZG 印字品質をドラフト印

字にする
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enter_horizontal_hl_mode ehhlm 水平強調表示モードを

オンにする
enter_insert_mode smir im 挿入モード (開始)

enter_italics_mode sitm ZH イタリックを使用可能

にする
enter_left_hl_mode elhlm 左強調表示モードをオ

ンにする
enter_leftward_mode slm ZI キャリッジの移動を左

方向にする
enter_low_hl_mode elohlm 低強調表示モードをオ

ンにする
enter_micro_mode smicm ZJ マイクロモーション機

能を使用可能にする
enter_near_letter_quality snlq ZK 印字品質を手紙に近い

印字にする
enter_normal_quality snrmq ZL 印字品質を通常の印字

にする
enter_pc_charset_mode smpch S2 PC 文字表示モードを開

始する
enter_protected_mode prot mp プロテクトモードをオ

ンにする
enter_reverse_mode rev mr 反転表示モードをオン

にする
enter_right_hl_mode erhlm 右強調表示モードをオ

ンにする
enter_scancode_mode smsc S4 PC スキャンコードモー

ドを開始する
enter_secure_mode invis mk 空白モードをオンにす

る (文字は見えない)

enter_shadow_mode sshm ZM シャドー印字を使用可

能にする
enter_standout_mode smso so スタンドアウトモード

を開始する
enter_subscript_mode ssubm ZN 添え字印字を使用可能

にする
enter_superscript_mode ssupm ZO 肩文字印字を使用可能

にする
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enter_top_hl_mode ethlm 上部強調表示モードを

オンにする
enter_underline_mode smul us アンダースコアモード

を開始する
enter_upward_mode sum ZP キャリッジの移動を上

方向にする
enter_vertical_hl_mode evhlm 垂直強調表示モードを

オンにする
enter_xon_mode smxon SX XON/XOFF ハンド

シェークをオンにする
erase_chars ech ec #1 文字を消去する

rmacs aeexit_alt_charset_mode 代替文字セットを終了

する
exit_am_mode rmam RA 自動マージンをオフに

する
exit_attribute_mode sgr0 me 属性をすべてオフにす

る
exit_ca_mode rmcup te cup を使用するプログ

ラムを終了する文字列
exit_delete_mode rmdc ed 消去モードを終了する
exit_doublewide_mode rwidm ZQ 倍幅印字を使用不能に

する
exit_insert_mode rmir ei 挿入モードを終了する
exit_italics_mode ritm ZR イタリックを使用不能

にする
exit_leftward_mode rlm ZS キャリッジの移動を右

方向に戻す (通常の動

作)

exit_micro_mode rmicm ZT マイクロモーション機

能を使用不能にする
exit_pc_charset_mode rmpch S3 PC 文字表示モードを使

用不能にする
exit_scancode_mode rmsc S5 PC スキャンコードモー

ドを使用不能にする
exit_shadow_mode rshm ZU シャドー印字を使用不

能にする
exit_standout_mode rmso se スタンドアウトモード

を終了する
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exit_subscript_mode rsubm ZV 添え字印字を使用不能

にする
exit_superscript_mode rsupm ZW 肩文字印字を使用不能

にする
exit_underline_mode rmul ue アンダースコアモード

を終了する
exit_upward_mode rum ZX キャリッジの移動を下

方向に戻す (通常の動

作)

exit_xon_mode rmxon RX XON/XOFF ハンド

シェークをオフにする
fixed_pause pause PA 2～3秒間休止する
flash_hook hook fh スイッチフックをフ

ラッシュする
flash_screen flash vb 可視ベル (カーソルは

移動する)

form_feed ff ff ハードコピー端末の改

ページ
from_status_line fsl fs ステータス行から戻る
goto_window wingo WG ウィンドウ #1 に移動
hangup hup HU 電話を切る

init_1string is1 i1 端末またはプリンタの

初期化文字列
init_2string is2 is 端末またはプリンタの

初期化文字列
init_3string is3 i3 端末またはプリンタの

初期化文字列
init_file if if 初期化ファイルの名前
init_prog iprog iP 初期化プログラムのパ

ス名
initialize_color initc IC カラー #1 を RGB #2、

#3、#4 に変更する
initialize_pair initp Ip カラーペア #1 を fg

#2、bg #3 に変更する
insert_character ich1 ic 文字を挿入する
insert_line il1 al 空白行を挿入する
insert_padding ip ip 文字を挿入した後に

パッドを挿入する
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"key_"文字列は固有のキーで送られます。 "key_"の説明には、キーを押したときに getch() で返されるコード

のマクロが含まれています。このマクロは <curses.h> に定義されています (getch(3X) を参照)。

変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

key_a1 ka1 K1 キーパッドの左上
key_a3 ka3 K3 キーパッドの右上
key_b2 kb2 K2 キーパッドの中央
key_backspace kbs kb backspace キーで送られ

る
key_beg kbeg @1 beg(inning) キーで送ら

れる
key_btab kcbt kB back-tab キーで送られ

る
key_c1 kc1 K4 キーパッドの左下
key_c3 kc3 K5 キーパッドの右下
key_cancel kcan @2 cancel キーで送られる
key_catab ktbc ka clear-all-tabs キーで送ら

れる
key_clear kclr kC clear-screen または erase

キーで送られる
key_close kclo @3 close キーで送られる
key_command kcmd @4 cmd(コマンド ) キーで

送られる
key_copy kcpy @5 copy キーで送られる
key_create kcrt @6 create キーで送られる
key_ctab kctab kt clear-tab キーで送られ

る
key_dc kdch1 kD delete-character キーで

送られる
key_dl kdl1 kL delete-line キーで送られ

る
key_down kcud1 kd 端末のdowm-arrow キー

で送られる
key_eic krmir kM 挿入モードの rmir また

は smir により送られる
key_end kend @7 end キーで送られる
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key_enter kent @8 enter/send キーで送られ

る
key_eol kel kE clear-to-end-of-line キー

で送られる
key_eos ked kS clear-to-end-of-screen

キーで送られる
key_exit kext @9 exit キーで送られる
key_f0 kf0 k0 ファンクションキー f0

で送られる
key_f1 kf1 k1 ファンクションキー f1

で送られる
. . . .

. . . . f2～f61 も同様

. . . .

key_f62 kf62 Fq ファンクションキー
f62 で送られる

key_f63 kf63 Fr ファンクションキー
f63 で送られる

key_find kfnd @0 find キーで送られる
key_help khlp %1 help キーで送られる
key_home khome kh home キーで送られる
key_ic kich1 kI ins-char/enter ins-mode

キーで送られる
key_il kil1 kA insert-line キーで送られ

る
key_left kcub1 kl 端末の left-arrow キーで

送られる
key_ll kll kH home-down キーで送ら

れる
key_mark kmrk %2 mark キーで送られる
key_message kmsg %3 message キーで送られ

る
key_mouse kmous Km 0631、マウスイベント

が発生した
key_move kmov %4 move キーで送られる
key_next knxt %5 next-object キーで送ら

れる
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key_npage knp kN next-page キーで送られ

る
key_open kopn %6 open キーで送られる
key_options kopt %7 options キーで送られる
key_ppage kpp kP previous-page キーで送

られる
key_previous kprv %8 previous-object キーで送

られる
key_print kprt %9 print または copy キー

で送られる
key_redo krdo %0 redo キーで送られる
key_reference kref &1 ref(erence) キーで送ら

れる
key_refresh krfr &2 refresh キーで送られる
key_replace krpl &3 replace キーで送られる
key_restart krst &4 restartキーで送られる
key_resume kres &5 resume キーで送られる
key_right kcuf1 kr 端末の right-arrow キー

で送られる
key_save ksav &6 save キーで送られる
key_sbeg kBEG &9 シフトキーと beginning

キーで送られる
key_scancel kCAN &0 シフトキーと cancel

キーで送られる
key_scommand kCMD *1 シフトキーと command

キーで送られる

key_scopy kCPY *2 シフトキーと copy キー

で送られる
key_screate kCRT *3 シフトキーと create

キーで送られる
key_sdc kDC *4 シフトキーと delete-

char キーで送られる
key_sdl kDL *5 シフトキーと delete-line

キーで送られる
key_select kslt *6 select キーで送られる
key_send kEND *7 シフトキーと end キー

で送られる
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key_seol kEOL *8 シフトキーと clear-line

キーで送られる
key_sexit kEXT *9 シフトキーと exit キー

で送られる
key_sf kind kF scroll-forward/down キー

で送られる
key_sfind kFND *0 シフトキーと find キー

で送られる
key_shelp kHLP #1 シフトキーと help キー

で送られる
key_shome kHOM #2 シフトキーと home

キーで送られる
key_sic kIC #3 シフトキーと input

キーで送られる
key_sleft kLFT #4 シフトキーと left-arrow

キーで送られる
key_smessage kMSG %a シフトキーと message

キーで送られる
key_smove kMOV %b シフトキーと move

キーで送られる
key_snext kNXT %c シフトキーと next キー

で送られる
key_soptions kOPT %d シフトキーと options

キーで送られる
key_sprevious kPRV %e シフトキーと prev キー

で送られる
key_sprint kPRT %f シフトキーと print キー

で送られる
key_sr kri kR scroll-backward/up キー

で送られる
key_sredo kRDO %g シフトキーと redo キー

で送られる
key_sreplace kRPL %h シフトキーと replace

キーで送られる
key_sright kRIT %i シフトキーと right-

arrow キーで送られる
key_srsume kRES %j シフトキーと resume

キーで送られる
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key_ssave kSAV !1 シフトキーと save キー

で送られる
key_ssuspend kSPD !2 シフトキーと suspend

キーで送られる
key_stab khts kT set-tab キーで送られる
key_sundo kUND !3 シフトキーと undo キー

で送られる
key_suspend kspd &7 suspend キーで送られる
key_undo kund &8 undo キーで送られる
key_up kcuu1 ku 端末の up-arrow キーで

送られる
keypad_local rmkx ke 「キーパッド送信モー

ド」を終える
keypad_xmit smkx ks 端末を「キーパッド送

信モード」にする
lab_f0 lf0 l0 f0 ではない場合のファ

ンクションキー f0 のラ

ベル
lab_f1 lf1 l1 f1 ではない場合のファ

ンクションキー f1 のラ

ベル
lab_f2 lf2 l2 f2 ではない場合のファ

ンクションキー f2 のラ

ベル
lab_f3 lf3 l3 f3 ではない場合のファ

ンクションキー f3 のラ

ベル
lab_f4 lf4 l4 f4 ではない場合のファ

ンクションキー f4 のラ

ベル
lab_f5 lf5 l5 f5 ではない場合のファ

ンクションキー f5 のラ

ベル
lab_f6 lf6 l6 f6 ではない場合のファ

ンクションキー f6 のラ

ベル
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lab_f7 lf7 l7 f7 ではない場合のファ

ンクションキー f7 のラ

ベル
lab_f8 lf8 l8 f8 ではない場合のファ

ンクションキー f8 のラ

ベル
lab_f9 lf9 l9 f9 ではない場合のファ

ンクションキー f9 のラ

ベル
lab_f10 lf10 la f10 ではない場合の

ファンクションキー
f10 のラベル

label_format fln Lf ラベルフォーマット
label_off rmln LF ソフトラベルをオフに

する
label_on smln LO ソフトラベルをオンに

する
memory_lock meml ml カーソルより上のメモ

リをロックする
memory_unlock memu mu メモリのロックを解除

する
meta_off rmm mo 「メタモード」をオフ

にする
meta_on smm mm 「メタモード」をオン

にする (8ビット)

micro_column_address mhpa ZY column_address と同

様、マイクロ調整用
micro_down mcud1 ZZ cursor_down と同様、

マイクロ調整用
micro_left mcub1 Za cursor_left と同様、マ

イクロ調整用
micro_right mcuf1 Zb cursor_right と同様、

マイクロ調整用
micro_row_address mvpa Zc ro w_address と同様、

マイクロ調整用
micro_up mcuu1 Zd cursor_up と同様、マ

イクロ調整用
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mouse_info minfo Mi マウスのステータス情

報
newline nel nw ニューライン (cr+lf と

同じ動作)

order_of_pins porder Ze ソフトウェアのビット

を印字ヘッドのピンに

対応させる

orig_colors oc oc カラー (ペア) をすべて

本来のものに戻す
orig_pair op op デフォルトのカラーペ

アを本来のものに戻す
pad_char pad pc パディング文字 (ヌル

文字ではないとき)

parm_dch dch DC #1 文字削除する
parm_delete_line dl DL #1 行削除する
parm_down_cursor cud DO #1 行下に移動する
parm_down_micro mcud Zf parm_down_cursor と

同様、マイクロ調整用
parm_ich ich IC 空白を #1 文字挿入する
parm_index indn SF 前方へ #1 行スクロール

する
parm_insert_line il AL 空白行を #1 行挿入する
parm_left_cursor cub LE カーソルを #1 スペース

左に移動する
parm_left_micro mcub Zg parm_left_cursor と同

様、マイクロ調整用
parm_right_cursor cuf RI カーソルを #1 スペース

右に移動する
parm_right_micro mcuf Zh parm_right_cursor と同

様、マイクロ調整用
parm_rindex rin SR 後方へ #1 行スクロール

する
parm_up_cursor cuu UP カーソルを #1 行上に移

動する
parm_up_micro mcuu Zi parm_up_cursor と同

様、マイクロ調整用
pc_term_options pctrm S6 PC 端末オプション
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pkey_key pfkey pk プログラマブルファン

クションキー #1 で文字

列 #2 をタイプする
pkey_local pfloc pl プログラマブルファン

クションキー #1 で文字

列 #2 を実行する
pkey_plab pfxl xl プログラマブルファン

クションキー #1 で文字

列 #2 を送信し、文字列
#3 を表示する

pkey_xmit pfx px プログラマブルファン

クションキー #1 で文字

列 #2 を送信する
plab_norm pln pn プログラマブルラベル

#1 に文字列 #2 を表示

する
print_screen mc0 ps 画面の内容をプリント

する
prtr_non mc5p pO #1 バイトの間だけプリ

ンタをオンにする
prtr_off mc4 pf プリンタをオフにする
prtr_on mc5 po プリンタをオンにする
pulse pulse PU パルスダイヤルを選択

する
quick_dial qdial QD 進行状態を検査しない

で電話番号 #1 をダイヤ

ルする
remove_clock rmclk RC 時刻クロックを取り除

く
repeat_char rep rp 文字 #1 を #2 回繰り返

す
req_for_input rfi RF 次の入力文字を送る

(ptys 用)

req_mouse_pos reqmp RQ マウス位置の報告を要

求する
reset_1string rs1 r1 端末を完全にリセット

し正常なモードにする
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reset_2string rs2 r2 端末を完全にリセット

し正常なモードにする
reset_3string rs3 r3 端末を完全にリセット

し正常なモードにする
reset_file rf rf リセット文字列のある

ファイルの名前
restore_cursor rc rc カーソルを最後の sc の

位置に戻す
row_address vpa cv 垂直位置を絶対位置 #1

に変更する
save_cursor sc sc カーソル位置を保存す

る
scancode_escape scesc S7 スキャンコードをエ

ミュレーションするた

めのエスケープ
scroll_forward ind sf テキストを上へスク

ロールする
scroll_reverse ri sr テキストを下へスク

ロールする
select_char_set scs Zj 文字セットを選択する
set0_des_seq s0ds s0 コードセット0にシフト

する (EUC セット 0、
ASCII)

set1_des_seq s1ds s1 コードセット1にシフト

する
set2_des_seq s2ds s2 コードセット2にシフト

する
set3_des_seq s3ds s3 コードセット3にシフト

する
set_a_attributes sgr1 表示属性 #1～#6 の第2

セットを定義する
set_a_background setab AB ANSI エスケープを用

いて後景色を #1 に変更

する
set_a_foreground setaf AF ANSI エスケープを用

いて前景色を #1 に変更

する
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set_attributes sgr sa 表示属性 #1～#9 の第1

セットを定義する
set_background setb Sb 後景色を #1 に変更する
set_bottom_margin smgb Zk 下マージンを現在の行

にセットする
set_bottom_margin_parm smgbp Zl 下マージンを行 #1 また

は底部から #2 行目に

セットする
set_clock sclk SC クロックを #1 時 #2 分

#3 秒にセットする
set_color_band setcolor Yz リボンの色を #1 に変え

る
set_color_pair scp sp 現在のカラーペアを #1

に変更する
set_foreground setf Sf 前景色を #1 に変更する
set_left_margin smgl ML 左マージンを現在のカ

ラムにセットする
set_left_margin_parm smglp Zm 左 (右) マージンをカラ

ム #1 (#2) にセットする

set_lr_margin smglr ML 左右のマージンをセッ

トする
set_page_length slines YZ ページの長さを #1 行に

変更する
set_pglen_inch slength YI ページの長さを百分の

#1 インチとする
set_right_margin smgr MR 右マージンを現在のカ

ラムにセットする
set_right_margin_parm smgrp Zn 右マージンをカラム #1

にセットする
set_tab hts st すべての行の現在のカ

ラムにタブをセットす

る
set_tb_margin smgtb MT 上下のマージンをセッ

トする
set_top_margin smgt Zo 上マージンを現在の行

にセットする
set_top_margin_parm smgtp Zp 上 (下 ) マージンを行

#1 (#2) にセットする
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set_window wind wi 現在のウィンドウは行
#1−#2 カラム #3−#4 で

ある
start_bit_image sbim Zq ビットイメージグラ

フィックの印字を開始

する
start_char_set_def scsd Zr 文字セットの定義を開

始する
stop_bit_image rbim Zs ビットイメージグラ

フィックの印字を終了

する
stop_char_set_def rcsd Zt 文字セットの定義を終

了する
subscript_characters subcs Zu 「添え字可能」な文字

のリスト
superscript_characters supcs Zv 「肩文字可能」な文字

のリスト
tab ht ta 次の 8スペース ハード

ウェアタブストップま

で移動する
these_cause_cr docr Zw これらの文字をプリン

トすると cr になる
to_status_line tsl ts ステータス行のカラム

#1 に移動する
tone tone TO トーンダイヤルを選択

する
user0 u0 u0 ユーザー文字列 0

user1 u1 u1 ユーザー文字列 1

user2 u2 u2 ユーザー文字列 2

user3 u3 u3 ユーザー文字列 3

user4 u4 u4 ユーザー文字列 4

user5 u5 u5 ユーザー文字列 5

user6 u6 u6 ユーザー文字列 6

user7 u7 u7 ユーザー文字列 7

user8 u8 u8 ユーザー文字列 8

user9 u9 u9 ユーザー文字列 9

underline_char uc uc 1文字にアンダースコア

をつけ、次に進む
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up_half_line hu hu 半行上がる (後方へ 1/2

ラインフィード)

wait_tone wait WA ダイヤルトーンを待つ
xoff_character xoffc XF XOFF文字
xon_character xonc XN XON 文字
zero_motion zerom Zx 次の文字の印字後に

キャリッジを移動しな

い

エントリーの例
次のエントリーは、AT&T 610端末を記述しています (pfxl と sgr の値は出力上の理由のため改行されていま

す。実際には、それぞれ 1行として入力します)。

3610|610bct|ATT610|att610|AT&T610;80column;98key keyboard,

am, eslok, hs, mir, msgr, xenl, xon,

cols#80, it#8, lh#2, lines#24, lw#8, nlab#8, wsl#80,

acsc=‘‘aaffggjjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}˜˜,

bel=ˆG, blink=\E[5m, bold=\E[1m, cbt=\E[Z,

civis=\E[?25l, clear=\E[H\E[J, cnorm=\E[?25h\E[?12l,

cr=\r, csr=\E[%i%p1%d;%p2%dr, cub=\E[%p1%dD, cub1=\b,

cud=\E[%p1%dB, cud1=\E[B, cuf=\E[%p1%dC, cuf1=\E[C,

cup=\E[%i%p1%d;%p2%dH, cuu=\E[%p1%dA, cuu1=\E[A,

cvvis=\E[?12;25h, dch=\E[%p1%dP, dch1=\E[P, dim=\E[2m,

dl=\E[%p1%dM, dl1=\E[M, ed=\E[J, el=\E[K, el1=\E[1K,

flash=\E[?5h$<200>\E[?5l, fsl=\E8, home=\E[H, ht=\t,

ich=\E[%p1%d@, il=\E[%p1%dL, il1=\E[L, ind=\ED, .ind=\ED$<9>,

invis=\E[8m,

is1=\E[8;0 | \E[?3;4;5;13;15l\E[13;20l\E[?7h\E[12h\E(B\E)0,

is2=\E[0mˆO, is3=\E(B\E)0, kLFT=\E[\s@, kRIT=\E[\sA,

kbs=ˆH, kcbt=\E[Z, kclr=\E[2J, kcub1=\E[D, kcud1=\E[B,

kcuf1=\E[C, kcuu1=\E[A, kfP=\EOc, kfP0=\ENp,

kfP1=\ENq, kfP2=\ENr, kfP3=\ENs, kfP4=\ENt, kfI=\EOd,

kfB=\EOe, kf4=\EOf, kf(CW=\EOg, kf6=\EOh, kf7=\EOi,

kf8=\EOj, kf9=\ENo, khome=\E[H, kind=\E[S, kri=\E[T,

ll=\E[24H, mc4=\E[?4i, mc5=\E[?5i, nel=\EE,

pfxl=\E[%p1%d;%p2%l%02dq%?%p1%{9}%<%t\s\s\sF%p1%1d

\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s%;%p2%s,

pln=\E[%p1%d;0;0;0q%p2%:-16.16s, rc=\E8, rev=\E[7m,

ri=\EM, rmacs=ˆO, rmir=\E[4l, rmln=\E[2p, rmso=\E[m,

rmul=\E[m, rs2=\Ec\E[?3l, sc=\E7,
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sgr=\E[0%?%p6%t;1%;%?%p5%t;2%;%?%p2%t;4%;%?%p4%t;5%;%?%p3%p1%

|%t;7%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%tˆN%eˆO%;,

sgr0=\E[mˆO, smacs=ˆN, smir=\E[4h, smln=\E[p,

smso=\E[7m, smul=\E[4m, tsl=\E7\E[25;%i%p1%dx,

エントリーの例における機能の種類
エントリーの例は、論理機能、数値機能、文字列機能という、3つのタイプのterminfo 機能のフォーマットを

示しています。 terminfo ソースファイル内に指定するすべての機能は(ソースファイル内の最後の機能であっ

ても)、コンマが後に続きます。 terminfo ソースファイル内では、機能はその機能名で参照されます(前述の表

の省略名の欄を参照)。

論理機能
論理機能は、その省略名がエントリーに記述されている場合は真(true)で、記述されていない場合は偽(false)と

なります。

省略名の後の "@" 文字は、後述の「行の挿入/削除」の項にある「類似の端末」に記述された状況で、論理機

能を明示的に偽として宣言するために使用します。

数値機能
数値機能は、"#" 文字とその後に正の整数が続きます。前述の例では、次のコーディングによって数値機能
colsに 80 を代入しています。

cols#80

数値機能の値は、通常のC言語規約を使用して、10進数、8進数、または 16進数で指定できます。

文字列機能
el (行末まで消去) のように文字列を値にとる機能は、省略名、"="、およびコンマで終わる文字列によって記

述されます。

このような機能では、el=\EK$<3> のように、"$" を前に付けて任意の位置にミリ秒単位の遅延時間を指定でき

ます。この遅延時間は ‘<’、‘>’ で囲んで表記します。 Curses の処理系は、適切な数のシステム定義のパディン

グ文字を端末に出力することで、遅延を実現します。 tputs() 関数は、このような機能を端末に対して送るとき

に遅延します。

遅延時間は、数、アスタリスクが後に続く数(例えば、5*)、スラッシュが後に続く数(例えば、5/)、あるいは

アスタリスクとスラッシュの両方が後に続く数(例えば、5*/)のいずれでもかまいません。

* 必要な遅延が操作によって影響を受ける行数に比例することを示します。指定の量は、影響を受け

る単位あたりに必要な遅延時間です (文字の挿入の場合、係数は影響を受ける行数です。装置に in

があり、ソフトウェアがそれを使用しない限り、それは常に1です)。 "*" が指定されるている場合

は、10分の1ミリ秒単位の遅延時間を指定するために、3.5 の形で遅延時間を指定すると便利です (

小数点以下は 1桁だけ許されます)。
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/ 遅延が必須であることを示し、xon の設定にかかわらずパディング文字が送られることを示しま

す。 "/" が指定されない場合、または装置の xon が定義されている場合、遅延情報は必須ではな

く、コスト見積のため、またはそのデバイスがrawモードのときのみに使用されます。ただし、bel

または flash に対して指定された遅延は必須として扱われます。

次の表記法は、terminfo ソースファイルで特殊文字を指定するために有効です:

表記法 文字の意味

ˆx Ctrl-x (適切な x に対して)

\a 警告
\b バックスペース
\E または \e ESCAPE文字
\f 書式送り
\l 行送り
\n 改行
\r 復帰
\s スペース
\t タブ
\ˆ 脱字符号 (ˆ)

\\ バックスラッシュ (\)

\, コンマ (,)

\: コロン (:)

\0 ヌル文字
\nnn 3桁の8進数で指定した任意の文字

("X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2" 仕様書、「一般的な端末インタフェース」を参照してく

ださい。)

機能のコメントアウト
各機能をコメントアウトしなければならない場合がときどきあります。コメントアウトするには、機能名の前

にピリオドを付けます。例えば、前述の「エントリーの例」に示す例の 2番目の ind を参照してください。機

能は、左から右の順番に定義されるので、前の定義が後の定義を無効にすることに注意してください。

装置の機能
基本機能

装置の各行のカラム数は、cols 数値機能で指定します。装置に画面がある場合、画面の行数は lines 機能で指

定します。装置が右のマージンに達したときに次の行の先頭に折り返すには、am 機能が設定されていなけれ

ばなりません。端末が画面をクリアし、カーソルをホームポジションに移動できる場合、この操作は clear 文

字列機能で指定されます。端末が重ね打ちをサポートしている場合(文字を重ね打ちしたときにその位置がクリ

アされない)、os 機能を指定する必要があります。装置がソフトコピーユニットのない印字端末の場合は、hc

と os の両方を指定します。現在の行の左端にカーソルを移動する手段がある場合は、それを cr で指定します
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(通常、復帰文字、Ctrl-M です)。可聴シグナル(ベル、ビープ音など)を発生させる手段がある場合は、それを
bel で指定します。大部分の装置のように、装置が XON/XOFF のフロー制御プロトコルを使用する場合は、
xon を指定します。

カーソルを1つ左に移動させる手段(バックスペースなど)がある場合は、その機能を cub1 として指定します。

同様に、右、上、下に移動させるシーケンスは、それぞれ、cuf1、cuu1 と、cud1 で指定します。これらの

ローカルなカーソルの移動では、通過するテキストを変更してはなりません。例えば、普通は "cuf1=\s" を使用

しません。スペースは、通過した部分の文字を消去するからです。

ここで非常に重要なことは、terminfo において、コード化されたローカルなカーソル移動は、CRT端末の左端

および上端では定義されていないということです。 bw が指定されていない場合は、プログラムは左端でバッ

クスペースを実行したり、上端でさらに上に移動してはなりません。テキストを上にスクロールするには、画

面の下左隅に移動し、ind (index)文字列を送らなければなりません。テキストを下にスクロールするには、画

面の左上隅に移動して、ri (reverse index)文字列を送らなければなりません。文字列 ind と ri は、画面のそれぞ

れの隅にないときには、未定義になります。

スクロールシーケンスをパラメータ化したバージョンは indn と rin です。これらは、引き数を1つとり、その

引き数で指定された行数だけスクロールさせること以外は、ind および ri と同じです。これらも、画面の適切

な端以外では、未定義になります。

am 機能は、テキストを出力するときにカーソルが画面の右端より突き出るかどうかを示しますが、最終カラ

ムからの cuf1 には適用されない場合があります。画面の左端から後方への移動は、bw が指定されている場合

のみ可能です。その場合、cub1 は前の行の右端へ移動します。 bw が指定されていない場合の効果は未定義で

す。これは、例えば画面を囲んで、画面の縁にボックスを描くときなどに便利です。装置にスイッチで選択で

きる自動マージンがある場合は、am を terminfo ソースファイルで指定する必要があります。その場合、可能

であれば、初期化文字列でこのオプションをオンにする必要があります。装置に次の行の最初のカラムに移動

するコマンドがある場合は、そのコマンドを nel (改行)として指定できます。このコマンドは現在行の残りを

クリアしてもかまわないので、装置に cr と lf しかない場合は、その1つまたはその両方から nel の動作を構成

できます。

これらの機能でハードコピー端末やCRT端末を十分記述できます。 AT&T 5320 ハードコピー端末は次のように

記述します。

5320|att5320|AT&T 5320 hardcopy terminal,

am, hc, os,

cols#132,

bel=ˆG, cr=\r, cub1=\b, cnd1=\n,

dch1=\E[P, dl1=\E[M,

ind=\n,

Lear Siegler ADM-3は次のように記述します。

adm3|lsi adm3,

am, bel=ˆG, clear=ˆZ, cols#80, cr=ˆM, cub1=ˆH,
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cud1=ˆJ, ind=ˆJ, lines#24,

パラメータ付き文字列
カーソルの位置指定や、引き数を必要とするその他の文字列は、printf() ( printf (1)を参照) のようなエスケープ
(%x)を含む形式で、引き数付き文字列機能によって記述できます。例えば、カーソル位置指定には、移動先の

行とカラムとして割り当てる2つの引き数を使用して cup 機能を指定します (行とカラムには0から始まる番号

が付けられ、見えないメモリではなくユーザーに見える物理的な画面上での位置です)。端末がメモリ相対の

カーソル位置指定機能を持っている場合は、mrcup で指定することができます。

引き数のメカニズムは、スタックと特殊な "%" コードを使用して、スタックを逆ポーランド表記法(後置形式)

で処理しています。一般的に、シーケンスは引き数の1つをスタックにプッシュし、その後、あるフォーマッ

トでプリントします。多くの場合、もっと複雑な操作が必要になります。演算は、オペランドを持つ後置形式

を使用して通常の順序で実行されます。つまり、最初の引き数から5を引くには、%p1%{5}%− を使用しま

す。

"%" のコード化には次の意味があります。

%% "%" を出力

%[[:]flags][width[.precision]][doxXs]

printf() の形式で、flags は [−+#] およびスペース

%c pop() の結果を %c としてプリント

%p[1-9] i 番目の引き数をプッシュ

%P[a-z] pop() の結果を動的変数 [a-z] に設定

%g[a-z] 動的変数に [a-z] を得てからプッシュ

%P[A-Z] pop() の結果を静的変数 [a-z] に設定

%g[A-Z] 静的変数 [a-z] を得てからプッシュ

%’c’ char 定数 c をプッシュ

%{nn} 10進定数 nn をプッシュ

%l strlen(pop())をプッシュ

%+ %− %* %/ %m

演算 (%m は mod): push(pop integer2 op pop integer1)、ここで integer1 はスタックの先

頭を表します。

%& %| %ˆ ビット演算: push(pop integer2 op pop integer1)

%= %> %< 論理演算: push(pop integer2 op pop integer1)

%A %O 論理演算: AND (論理積)、OR (論理和)
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%! %˜ 単項演算: push(op pop())

%i (ANSI 端末の場合) 最初の引き数(引き数が1つだけ存在するとき) または最初の2つの

引き数(引き数が複数個存在するとき)に1を加える

%? expr %t thenpart %e elsepart %;

If-then-elseの構文。 %e elsepart はオプション。 Algol 68 のような else-ifが可能。

%? c
1

%t b
1

%e c
2

%t b
2

%e c
3

%t b
3

%e c
4

%t b
4

%e b
5

%;

ci は条件で、bi が本体。

"−" フラグを "%[doxXs]" と共に使用する場合は、"%" と "−" の間にコロンを入れて、このフラグを2項演演算

子 "%−" と区別しなければなりません。例えば、"%:−16.16s" のようにします。

HP社の2645を例に上げると、行3 とカラム12 に対しては、6ミリ秒のパディングを行って \E&a12c03Y を送る

必要があります。ここでは、行とカラムの順序が逆になっていることと、行とカラムが2桁でゼロパディング

されていることに注意してください。したがって、その cup 機能は次のようになります。

cup=\E&a%p2%2.2dc%p1%2.2dY$<6>

Micro-Term ACT-IV は、行とカラムをバイナリで単純にコード化して、ˆT の後に現在の行とカラムを送る必要

があります。すなわち、次のようになります。

cup=ˆT%p1%c%p2%c

"%c" を使用する装置は、カーソルをバックスペースしたり(cub1)、カーソルを画面上で1行上に移動したり
(cuu1)できる必要があります。これは、システムが \n、ˆD、および \r を変更または放棄する可能性があるの

で、それらを転送することが常に安全とは限らないためです (terminfo を扱うライブラリ関数は、タブが展開

されないように tty モードをセットするので、\t は安全に送信できます。これは、Ann Arbor 4080 では不可欠

です)。

最後の例は、LSI ADM-3aです。これは、行とカラムのオフセットに空白文字を使用します。すなわち、次のよ

うになります。

cup=\E=%p1%’\s’%+%c%p2%’\s’%+%c

"\E=" を送った後、最初の引き数とスペースの ASCII 10進コード (32) の値をプッシュし、それらを加算し(先

の2つの値の代りにその和をスタックにプッシュして)、その値を文字として出力します。次に、同様の処理が
2番目の引き数に対しても行われます。スタックを使用して、より複雑な演算が可能です。

カーソル移動
カーソルを素早くホーム(画面の最上段左端)に移動する機能を端末がサポートしている場合は、それを home

として指定できます。同様に、左下隅に素早く移動する機能を ll として指定できます。これはホームの位置か

ら cuu1 で上に移動することを含んでいますが、プログラムはホームの位置から上に移動したときの効果を想

定できないので、(ll を実行しない限り)プログラムでこれを実行してはなりません。ホームの位置は (0、0) の

指定と同じあることに注意してください。これは、メモリではなく画面の左上隅です (したがって、HP社の端
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末では、他の端末機能を失わずに、シーケンス \EH を home に使用することはできません)。

装置が行やカラムによる絶対カーソル位置指定をサポートしている場合、これらは1つの引き数を持つ機能
hpa (水平絶対位置)と vpa (垂直絶対位置)として指定できます。これらの機能は、より汎用的な2つの引き数の

シーケンスよりも短いことがあり(HP社の2645など)、cup よりも好んで用いられることがあります。引き数付

きのローカルな移動がある場合(例えば、「右にn 個のスペース移動」)、移動するスペース数を示す1つの引き

数と共に、cud、cub、cuf、cuu として指定できます。 Tektronix 4025 などのように、装置に cup がない場合

に主として便利です。

これらの機能を使用するプログラムを実行するときに、装置がある特殊なモードに入っている必要がある場

合、このモードの開始/終了コードを smcup と rmcup として指定できます。これは例えば、メモリを2ページ

以上持つ Concept のような端末で生じます。装置がメモリ相対カーソル位置指定しか持たず、画面相対カーソ

ル位置指定を持たない場合、カーソル位置指定が適切に機能するためには、1画面サイズのウィンドウを装置

に固定しなければなりません。これは、Tektronix 4025 に対しても使用されます。その場合、smcup は ter-

minfo で使用されるコマンド文字にセットします。 smcup のシーケンスが出力された後に rmcup のシーケン

スが(smcup を出力する前の状態に)画面を復元しない場合は、nrrmc を指定します。

領域のクリア
端末がカーソルをそのままにして現在の位置から行の最後までをクリアできる場合は、これを el で指定する必

要があります。端末がカーソルをそのままにして行の先頭から現在の位置までをクリアできる場合は、これを
el1 で指定する必要があります。端末が現在の位置からディスプレイの最後までをクリアできる場合は、これ

を ed で指定する必要があります。 ed は、行の最初のカラムでのみ定義されます (したがって、ed が使用可能

でない場合は、多数の行を削除する要求でシミュレートできます)。

行の挿入/削除
端末がカーソル行の前に新しい空白行をオープンできる場合は、これを il1 で指定する必要があります。これ

は行の先頭からのみ行われます。カーソルは新しい空白行になけれなければなりません。端末がカーソル行を

削除できる場合は、これを dl1 で指定する必要があります。これは、削除する行の先頭からしか行われませ

ん。 1つの引き数を使用して、その指定した数だけ挿入や削除を行う il1 と dl1 のバージョンは、il と dl で指

定できます。

端末に設定可能な消去型スクロール領域がある場合は(例えば、VT100)、これを設定するコマンドを csr 機能

で記述できます。これは、スクロール領域の上端および下端の行を示す2つの引き数をとります。このコマン

ドを使用した後のカーソル位置は未定義です。このコマンドを使用して行の挿入、削除を効果的に行うことが

できます。また、コマンド sc と rc (カーソルのセーブと復元) も便利です。本当の行挿入/行削除を持たない多

くの端末でも、ri または ind を使用して画面の上端や下端に行を挿入できます。この動作は、これらの機能を

持つ端末よりも速いこともあります。

端末に消去型スクロール領域があるか非消去型スクロール領域があるかを判断するには、スクロール領域を画

面の中央に作成し、スクロール領域の最下行にデータを置き、スクロール領域の最上行にカーソルを移動し、

下へスクロール (ri) してその後に行削除 (dl1) または上へスクロール (ind) します。最初にスクロール領域の最

下行にあったデータが dl1 または ind でスクロール領域に復元される場合、端末には非消去型スクロール領域

があります。そうでない場合は、消去型スクロール領域があります。端末に非消去型スクロール領域がある場
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合は、ind、ri、indn、rin、dl、dl1 すべてで消去型スクロールをシミュレートしない限り、csr を指定しない

でください。

端末が、メモリの部分としてウィンドウを定義でき、すべてのコマンドに影響する場合は、引き数付きの文字

列 wind で指定する必要があります。 4つの引き数は順番に、メモリ内の開始行と最終行、メモリ内の開始列

と最終列です。

端末が表示メモリを上方に保持できる場合は、da 機能を指定する必要があります。端末が表示メモリを下方に

保持できる場合は、db を指定する必要があります。これらは、行を削除したり全画面スクロールすると非空白

行が下から上がってきたり、ri でバックスクロールすると非空白行が上から下がってきたりすることを示して

ます。

文字の挿入/削除
terminfo を用いて記述できる文字の挿入/削除の操作に関して、基本的なインテリジェント端末が2種類ありま

す。ごく一般的な文字の挿入/削除の操作は、現在いる行の文字にだけ影響し、厳密に行の最後までしか文字列

をシフトしません。他の Concept 100 や Perkin-Elmer Owlなどの端末では、画面上のタイプされた空白とタイプ

されてない空白を区別します。挿入や削除の際には、画面上でタイプされていない空白だけをシフトします。

タイプされない空白は消去されるか、タイプされない2つの空白に展開されます。端末の種類を判断するに

は、画面をクリアし、カーソルを移動して2つに分かれたテキストをタイプします。まず、"abc def" とタイ

プしてください。 abc と def の間は、スペースではなくローカルなカーソルの移動を使います。次に、カーソ

ルを abc の前に置いて端末を挿入モードにします。文字をタイプしたときに行の後部がきちんとシフトして文

字が画面の端から消える場合、その端末は空白とタイプされていない位置を区別していません。文字を入力し

ていくと、abc が def までシフトした後、その両方の文字列が現在行の最後まで移動してさらに次の行に移動

する場合、端末は2番目のタイプなので、「ヌルの挿入」を意味する機能 in ("insert null") を指定する必要があ

ります。これらは2つの論理的に異なる属性(1行対複数行挿入モードと、タイプされていない空白の特別な扱

い)ですが、挿入モードを1つの属性で記述できない端末はありません。

terminfo は、挿入モードを持つ端末と、単純なシーケンスを送って現在行に空白の位置を作る端末の両方を記

述できます。挿入モードに入るシーケンスを smir に指定します。挿入モードを抜けるシーケンスを rmir に指

定します。次に、挿入される文字の直前に送るシーケンスを ich1 に指定します。本当の挿入モードを持つ多く

の端末では、ich1 を指定しません。画面の位置を空けるシーケンスを送る端末では、この指定が必要です (端

末が両方とも備えている場合、通常、ich1 より挿入モードのほうが好まれます。端末が両方を組み合わせて使

用することを必要としない限り、両方を指定しないでください)。挿入後のパディングが必要な場合は、ip (文

字列オプション)にミリ秒単位で指定します。文字を1つ挿入した後に送る必要があるその他のシーケンスも ip

で指定できます。端末を「挿入モード」("insert mode")にする必要があり、かつ各挿入文字の前に特殊なコード

が必要な場合は、smir/rmir と ich1 の両方を指定し、両方を使用できます。 ich 機能は、1つの引き数 nをと

り、 n個の空白を挿入します。

挿入モードでないときにタイプ入力された文字の間にパディングが必要な場合、ミリ秒単位の数値を rmp に指

定します。

挿入モード時に、同じ行の文字を削除するために移動が必要な場合があります (例えば、挿入する位置の後に

タブがある場合)。端末が挿入モード中に移動できる場合は、mir 機能を指定すると挿入の速度を上げることが

Section 4-492 Hewlett-Packard Company − 34 − HP-UX 11i Version 2: August 2003



terminfo(4) terminfo(4)

できます。 mir を省略しても速度しか影響を受けません。ある端末(特に Datamedia)では、挿入モードの動作

方法の理由により、mirを使用できません。

最後に、1つの文字を削除するために dch1 を指定できます。 n 個の文字を削除するには引き数 n を1つとる
dch を指定できます。また、削除モード(dch1 を機能させるために端末が必要とするモード)を開始、終了する
smdc と rmdc を指定できます。

n 個の文字を消去するコマンド(カーソルを移動しないで、n 個の空白を出力することと同等)は、引き数を1つ

付けて ech で指定できます。

強調、アンダーライン、可視ベル
装置には、文字を画面に表示する際に、選択した文字を強調表示できる 1つまたは複数の表示属性がありま

す。次の表示モード(それぞれを設定する名前で示す)が使用可能です。

• 点滅画面 (blink)

• 太字または特別輝度文字 (bold)

• ディム文字または半輝度文字 (dim)

• 表示しない、または見えないテキスト (invis)

• プロテクトテキスト (prot)

• 反転表示画面 (re v)

• 代替文字セット(このモードを開始する smacs、およびこのモードを終了する rmacs)があります (代

替文字セットモードを開始する前にコマンドが必要な場合は、enacs ("enable alternate-character-set")

つまり「代替の文字セットを使用可能にする」モードにシーケンスを指定します)。これらのモー

ドを単独でオンにすると、別のモードがオフになる場合があります。

すべての表示拡張機能をオフにするには、sgr0 を使用する必要があります。これは、dim または blink などの

一部の機能をオフにする唯一の方法なので、必ず指定する必要があります。

スタンドアウトモードを表示方法として選択し、それを使用してエラーメッセージや注意を促したいその他の

テキストを強調表示します。コントラストが高く、しかも目にやさしい表示形式を選択します (反転表示と半

輝度を合わせたもの、あるいは反転表示だけを推奨します)。スタンドアウトモードを開始、終了するシーケン

スはそれぞれ、smso と rmso で指定します。 TVI 912 や Telelay 1061 の場合のように、スタンドアウトモード

に入る、あるいはスタンドアウトモードから抜けるコードが、1つか2つの空白スペースを画面に残すときは、

スペースをいくつ残すかを示すために xmcを指定する必要があります。

アンダーラインを開始、終了するシーケンスはそれぞれ、smul と rmul で指定できます。現在の文字にアン

ダーラインを引いて、カーソルを右に1スペース移動させるシーケンスが装置にある場合は(Micro-Term MIME

など)、これを uc で指定できます。

"magic cookie" グリッチ (xmc)を持つ端末は、各文字に特別なビットを持つのではなく、表示アルゴリズムに影

響を与えるモード設定のシーケンスを受け取ったとき、特殊な "cookies" を置きます。 HP社の2621などの端末
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では、新しい行に移動したりカーソルの位置が指定されたときに、自動的にスタンドアウトモードを終了しま

す。スタンドアウトモードにおいて移動できることを明示する msgr 機能が指定されていない限り、スタンド

アウトモードを使用するプログラムは、カーソルの移動や改行を送る前にスタンドアウトモードを抜ける必要

があります。

無音でエラーを示すために(ベルの代わりに)画面をフラッシュする機能が端末にある場合は、これを flash で指

定できます。カーソルを移動させてはいけません。正しいフラッシュは、反転表示に画面を変更し、200 ミリ

秒パッディングし、そして画面を通常の表示に戻す方法です。

カーソルが最下行にないときにカーソルを通常よりも見やすくする(例えば、点滅しないアンダーラインをより

目立つブロックや点滅するアンダーラインにする)必要がある場合は、このシーケンスを cvvis で指定します。
chts 論理機能も指定する必要があります。カーソルを完全に見えなくする方法がある場合は、これを civis で

指定します。これらのモードのどちらかの効果を取り消すために、機能 cnorm を指定する必要があります。

端末がアンダーライン文字を使用してアンダーライン付きの文字を(特別なシーケンスを必要とせずに)生成す

る場合、それが文字の重ね打ちとならなくても、機能 ul を指定します。文字を別の文字に重ね打ちして両方の

文字が画面に残る装置には、機能 os を指定します。重ね打ちを空白で消去できる場合は、eo を指定してこれ

を示す必要があります。

モードを任意に組み合わせて設定するシーケンスがある場合は、これを 9個の引き数を持つ sgr (属性の設定)

で指定する必要があります。各引き数は、対応する属性がオンまたはオフの場合に0または0以外のどちらかに

なります。 9個の引き数は、スタンドアウト、アンダーライン、反転、点滅、ディム、太字、非表示、プロテ

クト、代替文字セットの順です。 sgr によってすべてのモードをサポートする必要はありません。対応する独

立した属性コマンドが存在するものだけをサポートする必要があります。例えば、問題となっている端末が各

種モードをオンにするためには次のエスケープシーケンスを必要とするものとします。

tparm() 属性 エスケープ

引き数 シーケンス

なし \E[0m

p1 スタンドアウト \[0;4;7m

p2 アンダーライン \[0;3m

p3 反転 \E[0;4m

p4 点滅 \E[0;5m

p5 ディム \E[0;7m

p6 太字 \E[0;3;4m

p7 非表示 \E[0;8m

p8 プロテクト 使用不可
p9 代替文字セット ˆO (オフ) ˆN (オン)

それぞれのエスケープシーケンスは、そのモードをオンにする前に、他のモードをオフにするために 0 が必要

なことに注意してください。前述したように、スタンドアウトは、反転とディムの組み合わせで設定されてい

ることにも注意してください。また、この端末には太字モードがないので、太字は反転とアンダーラインの組
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み合わせで設定されています。さらに、アンダーラインと点滅など、組み合わせを可能にするシーケンスは、
\E[0;3;5m となります。この端末には、プロテクトモードがなく、他の方法でこのモードをシミュレートする

こともできないので、p8 は無視されます。代替文字セット モードは、オンまたはオフのどちらであるかに

よって ˆO または ˆN のどちらかになるという点で他と異なります。すべてのモードをオンにする場合、シーケ

ンスは次のようになります。

\E[0;3;4;5;7;8mˆN

それでは、それぞれのシーケンスがどんな場合に出力されるのかを考えてみます。例えば、p2 または p6 が真
(true)の場合、つまり、アンダーラインまたは太字モードがオンの場合、;3 が出力されます。前述のシーケンス

をそれぞれの依存関係とともに書き出すと、次のようになります。

シーケンス 出力される場合 terminfo の変換

\E[0 常時 \E[0

;3 %?%p2%p6%|%t;3%;p2 または p6 の場合
;4 %?%p1%p3%|%p6%|%t;4%;p1 または p3 または p6 の場

合
;5 p4 の場合 %?%p4%t;5%;

;7 %?%p1%p5%|%t;7%;p1 または p5 の場合
;8 p7 の場合 %?%p7%t;8%;

m 常時 m

ˆN または ˆO %?%p9%tˆN%eˆO%;p9 の場合 ˆN、それ以外は ˆO

これらすべてを sgr シーケンスにまとめると次のようになります。

sgr=\E[0%?%p2%p6%|%t;3%;%?%p1%p3%|%p6%

|%t;4%;%?%p5%t;5%;%?%p1%p5%

|%t;7%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%tˆN%eˆO%;,

sgr と sgr0 は常に指定しなければならないことに注意してください。

キーパッド
キーが押されたときにシーケンスを送信するキーパッドが装置にある場合は、この情報も指定できます。キー

パッドがローカルにしか機能しない装置を扱うことはできないことに注意してください(例えば、shift のない
HP社の2621キーにあてはまります)。キーパッドが送信するかしないかを設定できる場合は、これらのシーケ

ンスを smkx および rmkx で指定します。設定できない場合、キーパッドは常に送信するものとみなされま

す。

左向き矢印、右向き矢印、上向き矢印、下向き矢印、home キーで送信されるシーケンスは、それぞれ、
kcub1、kcuf1、kcuu1、kcud1、およびkhome で指定できます。 f0、f1、...、f63 のようなファンクションキー

がある場合は、これらのファンクションキーが送信するシーケンスを kf0、kf1、...、kf63 で指定できます。こ

の内の最初の 11個のキーにデフォルトの f0 から f10 以外のラベルがある場合は、それらのラベルを lf0、
lf1、...、lf10で指定できます。
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その他の特殊なキーによって送信されるコードは次のように指定できます。 kll (ホームダウン)、 kbs (バック

スペース)、 ktbc (全タブをクリア)、 kctab (このカラムのタブストップをクリア)、 kclr (画面クリア、または

消去キー)、 kdch1 (文字を削除)、 kdl1 (行を削除)、 krmir (挿入モードを終了)、 kel (行の最後までクリア)、
ked (画面の最後までクリア)、 kich1 (文字を挿入、または挿入モードを開始)、 kil1 (行を挿入)、 knp (次ペー

ジ)、 kpp (前ページ)、 kind (順/下方スクロール)、 kri (逆/上方スクロール)、 khts (このカラムにタブストッ

プを設定) さらに、4つの矢印キーを含む3×3配列のキーがキーパッドにある場合は、これらのキー以外の5つ

のキーを ka1、ka3、kb2、kc1、kc3 で指定できます。これらのキーは、3×3の方向指示パッドの効果が必要な

ときに便利です。前述の機能リストには、その他のキーが定義されています。

ファンクションキーをプログラムする文字列は、pfkey、pfloc、pfx で指定できます。画面ラベルをプログラム

する文字列は、pln で指定する必要があります。これらの文字列にはそれぞれ、ファンクションキーの識別子

とそれに対してプログラムする文字列を示す、 2つの引き数があります。 pfkey によって所定のキーを押すこ

とは、ユーザーがそのキーに設定されている文字列をタイプ入力したことと同じになります。 pfloc は、ロー

カルモードの端末で、そのキーに設定されている文字列を実行します。 pfx は、文字列をコンピュータへ送信

します。機能 nlab、lw、および lh は、画面上のプログラム可能なラベル数と、それぞれの幅と高さを定義し

ます。ラベルをオン/オフするコマンドがある場合は、それを smln と rmln で指定します。 smln は通常、変更

が目に見えるようになったことを確認するために、1つ以上の pln のシーケンスの後に出力されます。

タブと初期化
装置にハードウェアタブがある場合は、次のタブストップに進むコマンドを ht (通常、Ctrl-I)で指定できます。

左方向に次のタブストップに移動する「バックタブ」コマンドは、cbt で指定できます。 tty のモードが、タブ

が装置に送信されるのではなくコンピュータによって展開されることを示す場合、プログラムは ht、cbt (存在

していたとしても)を使用してはなりません。これは、ユーザーがタブストップを適切に設定していない可能性

があるためです。装置の起動時に、n スペースごとに初期設定されるハードウェアタブが装置にある場合は、

数値変数 it を指定してタブが設定されているスペースの数を示します。これは通常、ハードウェアタブ展開の

モードを設定するかどうか、およびタブストップを設定するかどうかを決めるために、tput init によってに使

用されます。不揮発性メモリに保存できるタブストップが装置にある場合、terminfo の記述はこれらが適切に

設定されていると仮定できます。タブストップを設定してクリアするコマンドがある場合は、tbc (タブストッ

プをすべてクリアする) および hts (各行の現在のカラムにタブストップを設定する)で指定できます。

その他の機能には、装置の初期化文字列 is1、is2、is3、装置を初期化するために実行するプログラムのパス名
iprog、長い初期化文字列が入っているファイルの名前 if があります。これらの文字列は、terminfo の記述の

中の他の文字列に矛盾しないモードを装置に設定するのに使用します。これらの文字列は、ユーザーがログイ

ンするたびに装置へ送信され、次の順序で出力されます。プログラム iprog を実行し、is1 を出力し、is2 を出

力し、mgc、smgl、smgr を使用してマージンを設定し、tbc および hts を使用してタブを設定し、ファイル if

をプリントし、最後に is3 を出力します。これは通常、tput の init オプションを使用して行います。

初期化の大部分は、is2 で行われます。特別な装置のモードでは、共通のシーケンスを is2 に入れ、特殊なケー

スを is1 および is3 に入れることによって、文字列を重複させることなく設定できます。まったく分からない

状態からリセットを行うシーケンスは、is1、is2、is3、および if に似た rs1、rs2、rf、および rs3 で指定でき

ます (一部の端末ではファイル if と rf を使用する方法が取られますが、初期化文字列およびリセット文字列を
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使用する方法を推奨します)。これらの文字列は、tput reset によって出力されます。この tput reset は、端末

がロック状態になったときに使用します。コマンドは通常、画面上で目ざわりでログインするときには必要で

ないときだけ、rs1、rs2、rs3、および rf に入れられます。例えば、端末を 80カラムモードに設定するコマン

ドは、通常は is2 の一部ですが、一部の端末では、すでに 80 カラムモードになっており、画面上で障害を引き

起こすので、必要とされません。

tbc と hts を使用して記述できるタブよりも複雑なタブを設定するためのシーケンスが必要な場合は、その

シーケンスを is2 または if に入れることができます。

すべてのマージンは mgc でクリアできます (マージンを設定、クリアするコマンドを指定する方法について

は、後述の「移動を引き起こす機能」の項にある「マージン」を参照してください)。

遅延
特定の機能は、tty ドライバーでのパディングを制御します。これらの機能は、主にハードコピー端末に必要

で、tty モードを適切に設定するために tput init によって使用されます (tput(1)を参照)。 cr、ind、cub1、ff、

および tab 機能に含まれる遅延時間を使用して、適切な遅延時間ビットを tty ドライバーに設定できます。 pb

(パディングボーレート)が指定されている場合、pb の値よりも低いボーレートのときはこれらの遅延時間の値

は無視されます。

ステータス行
通常ではソフトウェアで使用されない特別な「ステータス行」が端末にある場合は、それを示すことができま

す。ステータス行が最下行のさらに下の特別な行として表示され、普通にカーソル位置を指定できる場合(例え

ば、Heathkit H19 の 25行目や、スクロール領域を 23行に設定した VT100 の 24行目など)は、hs 機能を指定す

る必要があります。ステータス行内の指定したカラムへ移動したり、あるいはステータス行から戻ったりする

特別な文字列は、tsl と fsl で指定できます (fsl は、カーソル位置を tsl の前にカーソルがあった位置に戻す必要

があります。必要な場合は、この効果を得るために sc および rc 文字列を tsl および fsl の中に含めることがで

きます)。 tsl 機能には引き数が 1つあり、その引き数はカーソルが移動する先のステータス行のカラム番号で

す。

エスケープシーケンス、およびタブなどのその他の特別なコマンドがステータス行の中でも機能する場合は、

フラグ eslok を指定できます。ステータス行をオフにする (あるいは、その内容を消去する)文字列は、dsl で指

定する必要があります。カーソルの位置を保存して復元するコマンドが端末にある場合は、これらを sc および
rc で指定します。通常、ステータス行は画面の他の部分と同じ幅 (すなわち、cols) であるとみなされます。ス

テータス行が異なる幅の場合 (その端末では行全体をロードできないため)、その幅を数値引き数 wsl によって

カラム単位で示すことができます。
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ライングラフィックス
端末に線を描く代替文字セットがある場合は、グリフから文字へのマッピングを acsc 内に指定します。この文

字列の定義は、Digital VT100 端末で使用される代替文字セットを基本として、AT&T 4410v1 端末からの文字に

よってわずかに拡張されています。

VT100+

グリフ名 の文字

右向き矢印 +

左向き矢印 ,

下向き矢印 .

塗り潰された正方形ブロック 0

ランタン記号 I

上向き矢印 −

ダイヤモンド ‘

チェッカーボード(点描) a

度記号 f

プラス/マイナス g

正方形のボード h

右下角 j

右上角 k

左上角 l

左下角 m

プラス n

スキャンライン 1 o

横線 q

スキャンライン 9 s

左 T ( − ) t

右 T ( − ) u

下 T ( ) v

上 T ( ) w

縦線 x

黒丸 ˜

新しい端末のライングラフィックスセットを記述する最良の方法は、端末が代替文字セットモードのときに適

切なグリフを作成する新しい端末の文字列を、前述の表に 3番目の欄として追加することです。例えば、次の
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ようになります。

VT100+ 新しい端末で

グリフ名 の文字 使用する文字

左上角 l R

左下角 m F

右上角 k T

右下角 j G

横線 q ,

縦線 x .

そして、文字を左から右に書き入れます。例えば、次のようになります。

acsc=lRmFkTjGq\,x.

さらに、terminfo によって、複数の文字セットを定義できます (後述の「代替文字セット」の項を参照してく

ださい)。

カラー操作
カラー端末の大部分は、次の2つの端末のクラスのどちらかに属します。

• Tektronix タイプ

Tektronix方式では、あらかじめ定義された N 個のカラー(通常 8個)のセットを使用し、この中から

アプリケーションが「現在の」前景色と背景色を選択できます。つまり、端末は、同時に画面に表

示される N*N個のカラーペアとして組み合わせる N 個までの色をサポートできます。

• Hewlett-Packard タイプ

HP方式では、アプリケーションは、前景を背景と独立に定義したり、その逆に定義したりすること

ができません。代わりに、アプリケーションは、全体のカラーペアを一度に定義しなければなりま

せん。この方法では、M 個までカラーペアを定義することができ、このカラーペアは 2*M 個の異

なる色から作成されます。

数値変数 colors および pairs は、画面上に同時に表示できる色の数とカラーペアの数を定義します。端末 (例

えば、Tektronix 4100 および 4200 シリースの端末) が色の定義を変更できる場合は、これを ccc (色の変更が可

能) で指定する必要があります。色の定義を変更するには(Tektronix 4200 方式)、initc (色の初期化) を使用しま

す。これには、色番号 (0 から colors−1までの範囲) と 3つのRGB (赤、緑、青) の値、または 3つの HLS カ

ラー (色相、明度、彩度) という 4つの引き数が必要です。 RGB と HLS の値の範囲は端末によって異なりま

す。

Tektronix 4100 シリーズの端末は HLS カラー表記法のみを使用します。これらの端末 (あるいは、HLS モード

で動作する二重モード端末)では、論理変数 hls を定義しなければなりません。この変数は、 init_color() 関数

でその RGB 引き数を端末に送る前に HLS に変換するように指示します (can_change_color(3X)を参照)。 initc

の文字列への最後の 3つ引き数は、この後、HLS値になります。
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端末が色の定義を変更できるが、RGB や HLS とは異なるカラー表記法を使用している場合は、RGB または
HLSのどちらかへのマッピングを作成しなければなりません。

端末が背景色と前景色を設定するANSIエスケープシーケンスをサポートしている場合は、それぞれを setab と
setaf でコード化する必要があります。端末が背景色と前景色を設定するその他のエスケープシーケンスをサ

ポートしている場合は、それぞれを setb と setf でコード化する必要があります。 vidputs() 関数 (vidattr(3X)を

参照) とリフレッシュ機能が定義されている場合は、setab と setaf を使用します。これらの機能には1つ引き数
(色の番号)が必要です。慣例では、最初の 8個の色 (0−7) は、順番に、黒、赤、緑、黄、青、マゼンタ、シア

ン、白にマッピングしています。ただし、色の再マッピングが生じたり、基礎のハードウェアがこれらの色を

サポートしてないことがあります。装置によってサポートされている追加の色 (つまり、7より大きい番号)の

マッピングは、terminfo エントリーの記述者が判断します。

あるカラーペアを初期化するには (HP方式)、initp (ペアを初期化)を使用します。この機能には、カラーペア

の番号 (0からpairs−1の範囲)と 6個の RGB 値(最初の 3個は前景用で、残りの 3個が背景用) という、7個の引

き数が必要です (これらのグループの 3個ずつの RGB 値はそれぞれ、RGB の順序でなければなりません)。
initc または initp を使用する場合、RGB または HLS 引き数はそれぞれ、「赤、緑、青」または「色相、明

度、彩度」の順序でなければなりません。あるカラーペアを現在のカラーペアにするには、scp (カラーペアを

設定)を使用します。この機能には1つの引き数(カラーペアの番号)があります。

一部の端末 (例えば、PC 用の大部分のカラー端末エミュレータ)は、画面の領域を現在の背景色で消去しま

す。このような場合は、bce (背景色による消去)を定義する必要があります。変数 op (オリジナルのペア)は、

前景色と背景色を端末起動時の状態に戻すためのシーケンスを含んでいます。同様に、oc (オリジナルの色)

は、すべての色 (Tektronix方式の場合) またはカラーペア (HP方式の場合)を端末起動時の値に戻す制御シーケ

ンスを含んでいます。

一部のカラー端末は、色を表示属性の代わりに使用します。このような表示属性を色と組み合わせることはで

きません。これらの表示属性についての情報を ncv 変数(色なし表示)に入れる必要があります。この変数の最
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下位の 15ビットと表示属性の間に 1 対 1 の対応があります。次の表にはこの対応を示します。

ビット 10進数 機能変数

属性 位置 の値 との対応

WA_STANDOUT 0 1 sgr, パラメータ 1

WA_UNDERLINE 1 2 sgr, パラメータ 2

WA_REVERSE 2 4 sgr, パラメータ 3

WA_BLINK 3 8 sgr, パラメータ 4

WA_DIM 4 16 sgr, パラメータ 5

WA_BOLD 5 32 sgr, パラメータ 6

WA_INVIS 6 64 sgr, パラメータ 7

WA_PROTECT 7 128 sgr, パラメータ 8

WA_ALTCHARSET 8 256 sgr, パラメータ 9

WA_HORIZONTAL 9 512 sgr1, パラメータ 1

WA_LEFT 10 1024 sgr1, パラメータ 2

WA_LOW 11 2048 sgr1, パラメータ 3

WA_RIGHT 12 4096 sgr1, パラメータ 4

WA_TOP 13 8192 sgr1, パラメータ 5

WA_VERTICAL 14 16384 sgr1, パラメータ 6

特定のビデオ属性を色と共に使用できない場合は、対応する ncv のビットを1に設定します。そうでない場合

は、0に設定します。 ncv 変数に入れる情報を決定するには、色と共存できない属性に対応する 10進数の値を

加算します。例えば、端末が色を使用して反転表示 (ビット番号 2、10進数の値 4)と太字 (ビット番号 5、10進

数の値 32)をシミュレートしている場合、ncv の最終的な値は 36 (4 + 32)になります。

その他
端末がパディングとしてヌル文字 (0) 以外の文字を必要とする場合は、これを pad で指定できます。 pad 文字

列の最初の文字だけが使用されます。端末にパディング文字がない場合は、npc を指定します。

端末が上下に行の半分だけ移動できる場合は、これを hu (半行上げる) および hd (半行下げる) で示すことがで

きます。これは主に、ハードコピー端末上の肩文字と添え字に便利です。ハードコピー端末が次のページへ紙

送り(書式送り)できる場合は、これを ff (通常、contro-L) で指定します。

指定した文字を指定した回数だけ繰り返すコマンド(同一の文字を何回も送信する時間を節約するため)がある

場合は、これを引き数付きの文字列 rep で示すことができます。最初の引き数は繰り返される文字で、2番目

の引き数はその文字を繰り返す回数です。つまり、tparm(repeat_char, ’x’, 10)は xxxxxxxxxx と同じです。

Tektronix 4025 などのように、端末に設定可能なコマンド文字がある場合は、これを cmdch で示すことができ

ます。すべての機能で使用されるプロトタイプコマンド文字を選択します。この文字は、cmdch 機能で指定し

て認識させます。一部のシステムでは次の規約がサポートされています。環境変数 CC が存在すると、このプ

ロトタイプ文字はすべて CC 内の文字に置き換えられます。

switch、dialup、patch、および network などの特定の種類の既知の端末を表さない端末記述には、gn (一般) 機
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能を含める必要があり、それによって、プログラムはその端末との通信方法が分からないことを通知すること

ができます (この機能は、エスケープシーケンスが分かっている仮想端末の記述には適用されません)。端末が

仮想端末プロトコルによってサポートされる端末のどれかである場合は、その端末番号を vt で指定できます。

読み取り前に送信される回線のターンアラウンドシーケンスは、rfi で指定する必要があります。

装置がフロー制御のために XON/XOFF ハンドシェークを使用する場合は、xon を指定します。関数が表示速

度に関してより適切な判断ができるようにパディング情報を含める必要がありますが、実際にはパディング文

字は送信されません。 XON/XOFF ハンドシェークをオン/オフするシーケンスは、smxon と rmxon で指定で

きます。ハンドシェークのために使用される文字が ˆS および ˆQ でない場合、それぞれを xonc と xoffc で指

定できます。

シフトキーとして動作し、送信される任意の文字の第 8ビットを設定する「メタキー」が端末にある場合は、

これを km で示すことができます。これがない場合、ソフトウェアは第8ビットがパリティビットであるもの

とみなすので、このビットは通常クリアされます。この「メタモード」をオン/オフする文字列が存在する場合

は、それぞれを smmと rmmで指定できます。

一度に画面に表示できる行より多い行のメモリが端末にある場合は、そのメモリの行数を lm で示すことがで

きます。値 lm#0 は、行数は固定されていないが、画面に表示できるより多くのメモリがまだあることを示し

ます。

端末に接続された補助プリンタを制御するメディアコピー文字列には、次を指定できます。

mc0 画面の内容をプリントする
mc4 プリンタをオフにする
mc5 プリンタをオンにする

プリンタがオンの場合、端末に送信されるテキストはすべてプリンタに送信されます。この機能のバリエー

ションの mc5p には引き数が 1つあり、この引き数の値と同じ数の文字に対してプリンタをオンにして、その

後、プリンタをオフにします。この引き数は 255 を超えてはなりません。プリンタがオンのときにテキストを

端末の画面に表示しない場合は、mc5i (サイレントプリンタ)を指定します。 mc5p が有効な間は、mc4 を含む

すべてのテキストがプリンタに透過的に渡されます。

特殊な状況
terminfo が使用する作業モデルは、大部分の端末に十分に適用できます。ただし、一部の端末はそのモデルに

完全には合わず、terminfo による特別なサポートを必要とします。このような状況が、端末の欠陥というわけ

ではありません。これは、作業モデルと実際のハードウェアとの間の相違にすぎません。このような端末は、

例外的な装置であるか、あるいは、なんらかの理由で terminfo のモデルの機能の一部が実現されていません。

Hazeltine の特定の端末のように、波ダッシュ (˜) 文字を表示できない端末では、hz で指定する必要がありま

す。

Concept 100 などのように、am の折り返しの直後のラインフィードを無視する端末は、xenl を指定する必要が

あります。 VT100 などのように、右端の文字を受け取るとただちに折り返すのではなく、別の文字を受け取る

までカーソルを右端のカラムに残しておく端末も、xenl を指定する必要があります。
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スタンドアウトから抜けるために el が要求される (その上に通常のテキストを書く代わりに)場合は、xhp を指

定する必要があります。

タブが通過する文字をすべて空白に変える Teleray 端末では、xt (消去的タブ)を指定する必要があります。こ

の機能は、"magic cookie" の先頭にカーソルを移動することが不可能であることを意味するためにも使用され

ます。したがって、スタンドアウトモードを消去するには、代わりに、行の削除と挿入が必要です。

エスケープ文字や Ctrl-C 文字を送信しない Beehive Superbee 端末の場合は、x sb を指定して、エスケープの代

わりに f1 キーが使用され、 Ctrl-C の代わりにf2 キーが使用されることを示します。

類似の端末
非常によく似た 2つの端末がある場合、いくつかの例外を除いて、一方の端末をもう一方と同様に定義できま

す。文字列機能 use に、類似の端末の名前を指定できます。 use の前に指定された機能は、use が指す端末タ

イプの機能より優先されます。機能を取り消すには、文字列機能 use の前に capability-name@ を指定します。

例として次のエントリーを示します。

att4424-2|Teletype 4424 in display function group ii,

re v@, sgr@, smul@, use=att4424,

この例では、re v、sgr、および smul 機能を持たない AT&T 04424 端末を定義するので、強調表示を行うこと

ができません。これは、同じ端末について、さまざまなモードやさまざまなユーザーの好みを指定するのに便

利です。複数の use 機能を指定できます。

プリンタの機能
terminfo データベースによって、端末と同様にプリンタの機能を定義できます。プリンタで使用可能な機能

は、前述の「機能の定義」の項のリストに記述されています。

値を丸める
引き数付きの文字列機能は整数値のみ処理するので、terminfo 設計者は丸められた数値を値として文字列を作

成する必要があります。アプリケーションの設計者もこのことに注意して、引き数付きの文字列機能を指定す

る前に、常に最も近い整数に値を丸める必要があります。

プリンタ解像度
プリンタの解像度は、出力可能な最少の文字間隔で定義されます。通常、水平方向と垂直方向の解像度は独立

しています。つまり、プリンタの垂直解像度は連続した印字のベースライン間の出力可能な最小距離を測定し

て決定できます。これに対し、水平解像度は、同一の文字を連続して印字したときの文字の左端間の出力可能

な最小距離を測定して決定できます。

すべてのプリンタは、一定の水平解像度と垂直解像度で印字できるものとみなされます。現在 terminfo が表す

印字の状態は、一定のマトリックス内の印字の状態です。つまり、すべての文字は、このマトリックス内の各

「セル」に対応する固定位置に印字されます。さらに、各セルは、解像度で示される最少の水平および垂直の

ステップサイズによって指定される同じサイズを持っています (このセルは変更可能で、それについては後述

します)。

多くのプリンタは、「プロポーショナル印字」を行うことができ、水平送りは最後に印字された文字のサイズ
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に依存します。 terminfo はこの機能を使用しませんが、アプリケーションがプロポーショナル印字をシミュ

レートできるように十分な機能定義が備えてあります。

プリンタは、水平解像度と垂直解像度が示す間隔で文字を印字できる必要があるだけでなく、前の位置から最

小距離の整数倍の位置へ「移動」できる必要があります。つまり、印字される文字は、1ページの長さまたは

幅まで、最小の距離の整数倍の間隔だけ離すことができます。

一部のプリンタは、各種「モード」に応じた異なる解像度を持つことができます。「通常モード」では、既存

の terminfo 機能は、表示端末と全く同じように、カラムと行を処理すると想定されます。つまり、以前からあ

る lines 機能はページの長さを行数で指定し、cols 機能はページの幅をカラム数で指定します。「マイクロ

モード」では、多くの terminfo 機能が行とカラムの増分を処理します。一部のプリンタでは、通常モードとマ

イクロモードが同時に起きる可能性があるので、すべての機能が同時に動作します。

プリンタ解像度の指定
プリンタの印字解像度は、いくつかの方法で指定できます。次に示す方法ではそれぞれ、解像度を間隔あたり

の最小ステップの数で指定します。

機能の最小ステップの数

orhi 水平方向の1インチあたりのステップ数
orvi 垂直方向の1インチあたりのステップ数
orc 1カラムあたりのステップ数
orl 1行あたりのステップ数

通常モードでの印字では、文字が次々に印字されると、後で説明する特別な場合を除いて次のカラムに移動し

ます。つまり移動する距離は、1カラムあたりの解像度と同じです。一部のプリンタでは、文字が最も右端の

位置に印字されると、次の行へ自動的に移動します。垂直に移動する距離は、1行あたりの解像度と同じで

す。マイクロモードで印字するときは、これらの距離が異なる可能性があり、一部のプリンタでは 0 の可能性

もあります。

印字後の自動移動

通常モード:

orc 水平移動のステップ数
orl 垂直移動のステップ数

マイクロモード:

mcs 水平移動のステップ数
mls 垂直移動のステップ数

一部のプリンタでは幅広文字を印字できます。通常モードで幅広文字を 1文字印字するときに移動する距離

は、標準的な幅の文字を印字するときと異なる可能性があります。マイクロモードで幅広文字を 1文字印字す

るときに移動する距離も、マイクロモードで標準的な幅の文字を印字するときと異なる可能性があります。た

だし、この差は次のような関連性があるとみなされます。標準的な幅の文字の移動距離が通常モードであって

もマイクロモードであっても同じ(mcs=orc)場合は、幅広文字の移動距離もまた、通常モードであってもマイク
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ロモードであっても同じになります。これは、標準的な幅の文字の距離が幅広文字の距離と必ず同じというこ

とではありません。両方の距離が、通常モードからマイクロモードヘの変更によって変わらないことを示して

るだけです。しかし、標準的な幅の文字に対する移動距離がマイクロモードの場合と通常モードの場合では異

なるときは(mcs<orc)、次の表に示すように、マイクロモードの距離がマイクロモードで印字する幅広文字の距

離と同じであるとみなされます。

幅広文字印字後の自動移動

通常モードまたはマイクロモード (mcs = orc):

widcs 水平移動のステップ数

マイクロモード (mcs < orc):

mcs 水平移動のステップ数

1インチあたりのカラム数 (文字ピッチ) を変更したり、1インチあたりの行数 (行ピッチ) を変更したりする制

御シーケンスがある可能性があります。これらのシーケンスを使用すると、プリンタの解像度が変わります

が、この変更の種類はプリンタによって異なります。

文字ピッチ/行ピッチの変更

cpi 文字ピッチの変更
cpix 設定すると、cpi は orhi を変更し、設定しないと、

orc を変更する

lpi 行ピッチを変更
lpix 設定すると、lpi は orvi を変更し、設定しないと、

orl を変更する

chr 1カラムあたりのステップ数の変更
cvr 1行あたりのステップ数の変更

cpi および lpi 文字列機能は 1つの引き数をとり、その引き数はそれぞれ 1インチあたりのカラム (文字) ピッチ

およびインチあたりの行ピッチです。 chr および cvr 文字列機能は 1つの引き数をとり、その引き数はそれぞ

れ 1カラムあたりのステップ数および 1行あたりのステップ数です。

これらの文字列で制御シーケンスを使用すると、orc、orhi、orl、および orvi の値の一部が変更されます。ま

た、幅広文字を印字するときに移動する距離 widcs は、orc に対応して変化します。マイクロモードで 1文字

を印字するときに移動する距離 mcs も、同様に変化します。ただし、距離が 0 または 1 の場合は変化しないと

みなされる例外があります。

cpi、 lpi、chr、または cvr を使用するプログラムは、プリンタの解像度を計算し直す必要があります (さら
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に、他の値も計算し直す必要があります。後述の「印字解像度の変更による影響」を参照してください)。

文字ピッチ/行ピッチ変更の影響

変更前 変更後

cpix をクリアして cpi を使用:

orhi´ orhi

orc´ orc = orhi / Vcpi

cpix を設定して cpi を使用:

orhi´ orhi = orc * Vcpi

orc´ orc

lpixをクリアして lpi を使用:

orvi´ orvi

orl´ orl = orvi / Vlpif1

lpixを設定して lpi を使用:

orvi´ orvi = orl * Vlpi

orl´ orl

chr を使用:

orhi´ orhi

orc´ Vchr

cvr を使用:

orvi´ orvi

orl´ Vcvr

cpi または chr を使用:

widcs´ widcs = widcs´ * orc / orc´

mcs´ mcs = mcs´ * orc / orc´

Vchr、 Vcpi、 Vcvr、および Vlpi は、それぞれ、 chr、 cpi、 cvr、および lpi で使用される引き数です。プラ

イムのマーク (´) は以前の値を示します。

移動を引き起こす機能
次の説明では、「移動」とは「現在の位置」に対する動きを示しています。これは、表示端末ではカーソルの

ことで、一部のプリンタではキャリッジ位置のことです。その他のプリンタには別の同じようなものがありま

す。通常、現在の位置とは文字が出力される場合に表示される位置です。

terminfo には、いくつかのカラムまたは行を移動させる制御シーケンスのための文字列機能があります。ま

た、terminfo には、いくつかの最小ステップを移動させる制御シーケンスと同等の文字列機能もあります。
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移動のための文字列機能

mcub1 左に 1 ステップ移動
mcuf1 右に 1 ステップ移動
mcuu1 上に 1 ステップ移動
mcud1 下に 1 ステップ移動

mcub 左に N ステップ移動
mcuf 右に N ステップ移動
mcuu 上に N ステップ移動
mcud 下に N ステップ移動

mhpa 左から N ステップ移動
mvpa 先頭から N ステップ移動

後半の 6つの文字列はそれぞれ、1つ引き数 (N ) と共に使用されます

移動は、ページの幅や長さよりも少なく制限されることもあります。また、一部のプリンタでは現在の位置の

左への絶対的な移動を受け入れていません。 terminfo には、これらの制限を指定する機能があります。

移動の制限

mjump mcub1、mcuf1、mcuu1、mcud1 の使用制限
maddr mhpa、mvpa の使用制限

xhpa 設定すると、hpa と mhpa は左に移動できない
xvpa 設定すると、vpa と mvpa は上に移動できない

上記の移動機能が動作するために、プリンタを「マイクロモード」にする必要がある場合は、このモードの開

始/終了の制御シーケンスを定義する文字列機能があります。復帰文字で自動的に通常モードに戻るプリンタに

は、論理機能を使用できます。

マイクロモードの開始/終了

smicm マイクロモードを開始する
rmicm マイクロモードを終了する

crxm cr を使用してマイクロモードを終了する

右端の位置に 1文字を印字したときの移動動作は、プリンタによって異なります。プリンタによっては、移動

しなかったり、次の行の先頭に移動したり、同じ行の先頭に移動したりするものがあります。 terminfo には、

これらの 3つの場合をすべて記述する論理機能があります。

右端の位置に文字を印字した後に起こること

sam 同じ行の先頭に自動的に移動

一部のプリンタは、移動方向が通常とは逆になるモードに入ることができます。このモードは、左向きまたは
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上向き移動の機能がない場合に、これらの機能を移動方向逆転機能と右向きまたは下向き順方向移動機能から

構成できるので、特に便利です。左向きまたは上向きの移動機能の構成をアプリケーションにまかせて、これ

らの機能を terminfo データベースに入れないのが、最もよい方法です。これによって、逆方向モードを終了し

て再度逆方向モードに入る無駄な手順が間に入らずに、複数の逆方向移動を連続して実行することができま

す。

逆方向モードの開始/終了

slm 水平移動の向きを逆転する
rlm 水平移動の向きを復元する
sum 垂直移動の向きを逆転する
rum 垂直移動の向きを復元する

水平移動の向きを逆転した場合:

mcub1 右に 1 ステップ移動
mcuf1 左に 1 ステップ移動
mcub 右に N ステップ移動
mcuf 左に N ステップ移動
cub1 右に 1 カラム移動
cuf1 左に 1 カラム移動
cab 右に N カラム移動
cuf 左に N カラム移動

垂直移動の向きを逆転した場合:

mcuu1 下に 1 ステップ移動
mcud1 上に 1 ステップ移動
mcuu 下に N ステップ移動
mcud 上に N ステップ移動
cuu1 下に 1 行移動
cud1 上に 1 行移動
cuu 下に N 行移動
cud 上に N 行移動

逆方向移動モードが、mvpa および mhpa という絶対移動機能に影響を与えることはありません。ただし、逆

方向垂直移動モードでは、文字を右端の位置に印字したときに生じる行の「折り返し」の動作も逆転させる必

要があります。つまり、標準的な terminfo の機能 am が定義されているプリンタでは、逆方向垂直移動モード

で右端の位置に 1文字が印字されたときに前の行の先頭に移動しなければなりません。

他の移動機能が逆方向移動モードで使用される場合の動作は未定義です。つまり、プログラムは、他の移動機

能を使用する前に逆方向移動モードを終了しなければなりません。

その他の 2つの機能で、移動機能のリストが完了します。その1つは、ラインフィードやフォームフィードなど

の特殊な制御文字が使用されたときに現在の位置が行の先頭に移動するプリンタのために必要です。もう1つ
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は、1文字を印字した後に通常発生する移動を一時停止する機能のために使用されます。

その他の移動文字列

docr cr を引き起こす制御文字のリスト
zerom 次の 1文字を印字した後に自動移動を行わない

マージン
terminfo には、端末上にマージンを設定する 2つの文字列があります。 1つは左マージン用で、もう1つは右

マージン用です。しかし、プリンタには、各ページの上および下マージン用に特別な 2つのマージンがありま

す。さらに、一部のプリンタでは、移動文字列を使用して現在の位置をマージンに移動した後そのマージンを

固定するのではなく、現在の位置に関係なくマージンの位置を指定する必要があります。したがって、ter-

minfo には、プリンタのマージンを定義するためにさらに 6個の文字列があります。

マージンの設定

smgl 現在のカラムに左マージンを設定
smgr 現在のカラムに右マージンを設定
smgb 現在行に下マージンを設定
smgt 現在行に上マージンを設定

smgbp 行 N に下マージンを設定
smglp カラム N に左マージンを設定
smgrp カラム N に右マージンを設定
smgtp 行 N に上マージンを設定

最後の 4つの文字列は、設定する 1つまたは複数のマージンの位置を指定する 1つ以上の引き数を付けて使用

されます。 smglp および smgrp の両方が設定されている場合は、それぞれ、左マージンおよび右マージンのカ

ラム番号を指定する引き数 N を付けて使用されます。 smgtp および smgbp の両方が設定された場合は、それ

ぞれ、上マージンおよび下マージンを設定するために使用されます。つまり、smgtp は上マージンの行番号で

ある N という引き数を 1つ付けて使用されますが、smgbp は N と M という 2つの引き数を付けて使用されま

す。これらの引き数は下マージンの行番号を指定するもので、最初の引き数はそのページの先頭から数えた行

番号で、2番目の引き数は下から数えた行番号です。これにより、各種メーカーのプリンタで下マージンを指

定する 2つのスタイルに対応できます。下マージンが設定可能なプリンタに対して terminfo エントリーをコー

ド化するときは、そのプリンタの仕様に応じて、1番目または2番目の引き数だけを使用する必要があります。

下マージンを設定するために smgbp を使用するアプリケーションを作成するときは、両方の引き数を指定する

必要があります。

smglp とsmgrp のどちらかが設定されている場合、その文字列は、左マージンと右マージンのカラム番号示す
2つの引き数をこの順序で付けて使用されます。同様に、smgtp と smgbp のどちらかが設定されている場合

は、その文字列は、上マージンと下マージンをページの先頭から数えて示す 2つの引き数をこの順序で付けて

使用されます。つまり、左右または上下のマージンを同時に設定する必要があるプリンタに対して terminfo エ

ントリーをコード化するときは、smglp と smgrp のどちらか 1つまたは smgtp とsmgbp のどちらか 1つを定義
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する必要があります。その他は、空白のままにしておかなければなりません。これらの文字列機能を使用する

アプリケーションを作成する場合は、最初にその対をチェックして、この対のうちの両方が設定されている

か、または1つだけが設定されているかを調べ、その後、それに応じて使用する必要があります。

行やカラムを数える場合、行 0 は先頭の行で、カラム 0は左端のカラムです。 smgbp の2番目の引き数の値が
0 のときは、ページの最下行を意味します。

mgcによって、すべてのマージンをクリアすることができます。

シャドー付き、イタリック体、幅広文字、肩文字、添え字
印字テキストの質を高めるプリンタの機能を記述するために、5つの文字列のセットが使用されます。

高機能印字

sshm シャドー印字モードを開始する
rshm シャドー印字モードを終了する

sitm イタリックモードを開始する
ritm イタリックモードを終了する

swidm 幅広文字モードを開始する
rwidm 幅広文字モードを終了する

ssupm 肩文字モードを開始する
rsupm 肩文字モードを終了する
supcs 肩文字として使用可能な文字のリスト

ssubm 添え字モードを開始する
rsubm 添え字モードを終了する
subcs 添え字として使用可能な文字のリスト

プリンタが、シャドー付きで印字するすべての文字の前に sshm 制御シーケンスを必要とする場合、rshm 文字

列は空白のままになります。つまり、sshm 内に制御シーケンスがあっても rshm 内に何もない場合は、プログ

ラムは、シャドー付きで印字するすべての文字の前に sshm 制御シーケンスを使用する必要があります。そう

でない場合は、シャドー付きで印字すべき一連の文字の前で sshm 制御シーケンスを一度使用し、その後で
rshm を使用する必要があります。 sitm−ritm、 swidm−rwidm、 ssupm−rsupm、および ssubm−rsubm のそれ

ぞれの対についても同様のことが当てはまります。

terminfo には、太字のテキストをプリントする機能 (bold) もあります。シャドー付きの印字と太字の印字はテ

キストを「濃くする」という点で似ていますが、多くのプリンタでは、これらの2種類の印字を多少異なる方

法で作成します。一般に、太字は、同じ文字を複数回重ね打ちして印字されます。同様に、シャドウ付きの印

字も通常は重ね打ちを行いますが、その文字が「太く」なるように、上または横あるいはその両方にわずかに

移動して重ね打ちを行います。

これらの高機能印字モードは独立しているので、例えば、イタリック体の添え字をシャドー付きで印字するこ

とができます。
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前述したように、幅広文字の印字後に自動的に行われる移動の量は、widcs で指定す必要があります。

印刷可能な ASCII 文字のサブセットだけを肩文字または添え字として印字できる場合は、その印字可能な
ASCII 文字のサブセットをそれぞれ、supcs または subcs 文字列にリストする必要があります。 ssupm または
ssubm 文字列に制御シーケンスが含まれているのに、該当する supcs または subcs 文字列が空の場合、印刷可

能なすべての ASCII 文字は肩文字または添え字として使用可能であるものとみなされます。

1個の肩文字または添え字の印字後に自動的に行われる移動は、標準的な文字の場合と同じであるとみなされ

ます。つまり、例えば、次の 3つの例は印字するとすべて同じ移動が行われます。

C "Bi Bi Bi"

msgr 論理機能が記述されているかどうかで、「スタンドアウトモード」中に移動制御シーケンスを使用できる

かどうかが決まることに注意してください。この機能は、ここに追加された高機能印字モードをカバーするた

めに拡張されています。シャドー付き、イタリック体、幅広文字、肩文字、または添え字の印字に影響を与え

ずに移動制御シーケンスを受け入れるプリンタでは、msgr を設定する必要があります。逆に、msgr が設定さ

れていない場合、プログラムは、移動を行う前にこれらのモードを終了させなければなりません。

代替文字セット
terminfo によって、ライングラフィックスの定義ができるようになる (前述の「行の挿入/削除」の項にある

「ライングラフィックス」に説明)のに加えて、代替文字セットを定義することもできます。次の機能によっ

て、選択可能(定義可能)な文字セットを複数個持つプリンタと端末を記述できます。

代替文字セット

scs 文字セット N を選択する
scsd M 文字の文字セット N の定義を開始する
defc 幅が B ドットで、デッセンダーが D の文字 A を定義する
rcsd 文字セット N の定義を終了する
csnm 文字セット名をリストする
daisy プリンタに手動で交換する印字ホイールがある

scs、rcsd、および csnm 文字列は、 N という引き数を 1つ付けて使用されます。この引き数は文字セットを識

別する 0 から 63 までの数値です。 scsd 文字列は、引き数 N とセット内の文字の数を指定する別の引き数 M

を付けて使用されます。 defc 文字列は、次の 3つの引き数を付けて使用されます。 A はその文字の ASCII

コード表現を示し、B はその文字の幅をドット数で示し、D はその文字が「デッセンダー」であるかどうかに

よって 0または 1 になります。また、defc 文字列の後には、その文字の外観を示す「イメージデータ」のバイ

ト列が続きます(下記参照)。

文字セット 0は、プリンタを初期化した後に設定されるデフォルトの文字セットです。もちろん、すべてのプ

リンタに 64個の文字セットがあるわけではありません。使用可能な文字セットを選択しない引き数を付けて
scs を使用すると、tparm() がヌルポインタを返します (tigetflag(3X)を参照)。

文字セットを使用する前にそれを定義しなければならない場合、その文字セットを定義する前に scsd 制御シー

ケンスを使用し、定義した後に rcsd を使用しなければなりません。それらを適切でない引き数 N を付けて使
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用すると、やはり、tparm() がヌルポインタを返します。文字セットを定義した後に選択する必要がある場合

は、rcsd 制御シーケンスの後に scs 制御シーケンスを指定する必要があります。 tparm() の呼び出しで文字

セット番号を付けた scs、scsd、および rcsd 文字列をそれぞれ使用した結果を調べることにより、プログラム

はこの 3つの中のどれが必要であるかを決定できます。

scsd と rcsd 文字列の使用の間で、defc 文字列を使用して各文字を定義する必要があります。 terminfo に記述

されているプリンタに文字を印刷するために、その ASCII コードがそのプリンタに送信されます。これは、

「通常の」文字の場合と同様に代替セットの文字に対しても当てはまります。つまり、文字の定義はその文字

を表す ASCII コードを含んでいます。さらに、ドット数で表した文字の幅が、文字が基線よりも下がる (大部

分の文字セットの小文字の "g" など) かどうかの指示とともに指定されます。ドット数で表した文字の幅は、
defc 文字列の後に続くイメージデータのバイト数も示します。これらのイメージデータバイトは、文字を「描

く」ためにドットマトリックスパターンのどこにインクを塗るかを示します。これらのバイトの数とその書式

は、後述の「ドットマトリックスグラフィックス」で示しています。

terminfo エントリーの作成者にとって、番号で各文字セットを参照するのは最も簡単ですが、これらの番号は

アプリケーションの開発者にとっては無意味です。 csnm 文字列は、各番号に名前をつけることによってこの

問題を軽減します。

tparm() の呼び出において、文字セット番号を付けて csnm 文字列を使用すると、同等の名前が作成されます。

これらの名前は参照としてのみ使用します。命名規約はありませんが、プリンタの terminfo エントリーの作成

者は、そのプリンタ用のユーザーマニュアルにある名前に矛盾しない名前を使用する必要があります。アプリ

ケーションの開発者は、番号 (csnm 文字列を調べて正しい番号を決定するのはユーザーに任せます) または名

前によってある文字セットをユーザーが指定するのを許可する必要があります。名前による場合、アプリケー

ションが csnm 文字列を調べて該当する文字セット番号を決定します。

これらの機能は、通常ドットマトリックスプリンタのみで使用されます。ドットマトリックスプリンタが使用

可能でない場合には、これらの文字列を定義してはなりません。手動で印字ホイールまたはフォントカート

リッジを交換するプリンタの場合は、論理機能 daisy を設定します。

ドットマトリックスグラフィックス
一般に、ドットマトリックスプリンタには、ラスタグラフィックスイメージの再生機能があります。 3つの数

値機能と3つの文字列機能を使用して、プログラムは、ドットマトリックスプリンタの種類やプリンタが同時
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に処理できるピンまたはドットの数に関係なく、ラスタグラフィックスイメージを描くことができます。

ドットマトリックスグラフィックス

npins 印字ヘッドのピンの数 N

spinv 垂直ピン間隔 (インチあたりのピン数)

spinh 水平ドット間隔 (インチあたりのドット

数)

porder ソフトウェアのビットを印字ヘッドの

ピンに対応させる
sbim B ビットの幅のビットイメージ グラ

フィックスの印字を開始する
rbim ビットイメージグラフィックスの印字

を終了する

sbim 文字列は、 B という引き数を 1つ付けて使用され、この引き数はドット数で表したそのイメージの幅で

す。

terminfo が示すドットマトリックスグラフィックスまたはラスタグラフィックスのモデルは、大部分のドット

マトリックスプリンタに使用されるテクニックに似ています。つまり、プリンタの印字ヘッドの各パスは、高

さが N ドットで幅が B ドットのドットマトリックスを作成するものとみなされます。これは通常、幅の広い、

ずんぐりした、ドットの長方形です。ドット数で表すこの長方形の高さは、プリンタごとに異なり、npins 数

値機能で指定します。また、インチ単位の小数で表すの長方形のサイズも異なり、spinv と spinh 数値機能か

ら求めることができます。これらの 3つの値を使って、アプリケーションは、1つのラスタグラフィックスイ

メージを複数の横長の帯に分割します。この帯は各プリンタのドットの垂直送りと水平送りに従って分割され

ます。

sbim および rbim 文字列は、それぞれ、ドットマトリックスイメージの印字を開始および終了させるために使

用されます。 sbim 文字列は、ドット数で表したドットマトリックスの幅を指定する引き数を付けて使用され

ます。一連の「イメージデータバイト」は、sbim 文字列を送信した後、 rbim 文字列を送信する前に、プリン

タに送信されます。バイト数は、ドットマトリックスの幅の整数倍です。後述するように、porder 文字列に

よってこの倍数と各バイトの形式が決定されます。

porder 文字列は、コンマで区切ったピン番号のリストで、オプションとして後に数値のオフセットが続きま

す。オフセットを指定する場合、それはセミコロンによってリストと区別されます。このリスト内の各ピン番

号の位置は、8ビットのデータバイト内の 1ビットに対応しています。ピンには、先頭のピンを1として、1か

ら npins までの連続した番号が付けられます。ここでは「ピン」という用語を広い意味で使用していることに

注意してください。「インクジェット」のドットマトリックスプリンタにはピンがありませんが、1ドットの

インクを用紙に塗るのと同じ方法があるものと考えることができます。 porder のビットの位置は、8つで 1グ

ループに分けられ、それぞれのグループの最初の位置が最上位ビットで、最後の位置が最下位ビットです。ア

プリケーションは、porder のグループの順序で 8ビットのバイトを作成します。

アプリケーションは、各印字ヘッドのパス内の垂直ドット位置を 8ビットのバイトにマッピングし、インクを
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塗る場合はビット値 1、インクを塗らない場合はビット値 0 を使用して、内部イメージから「イメージデータ

バイト」を計算します。これは、負のピン番号を指定して逆転(インクを塗る場合に0、インクを塗らない場合

に1)させることができます。ある位置が porder でスキップされる場合は、ビット値 0 が使用されます。ある

位置にピン番号の代わりに小文字 "x" がある場合、このスキップされる位置にはビット値 1 が使用されます。

整合性のため、0 を入れてスキップされるビットを表すために小文字 "o" を使用できます。 porder には、使用

されたりスキップされたビット位置が、8の整数倍だけ指定されます。そうでない場合は、最後のバイトの下

位ビットは 0 で埋められます。オフセットが指定されている場合は、この値が各データバイトに加算されま

す。オフセットは負の数でもかまいません。

いくつかの例を挙げて、porder 文字列の使用法を明確にします。 AT&T 470、AT&T 475、および C.Itoh 8510

プリンタには、グラフィックス用に 8つのピンがあります。ピンは、上から下に、1バイト内の 8つのビットの

最下位ビットから最上位ビットに対応します。これらのプリンタのための porder 文字列は、8,7,6,5,4,3,2,1 に

なります。 AT&T 478 と AT&T 479 プリンタにも、グラフィックス用に 8つのピンがあります。ただし、これ

らのピンは逆の順所で対応します。これらのプリンタのための porder 文字列は、1,2,3,4,5,6,7,8 になります。
AT&T 5310、AT&T 5320、Digital LA100、および Digital LN03 プリンタには、グラフィックス用に 6つのピン

があります。これらのピンは、上から下に、10進数値 1、2、4、8、16、および 32 によって識別されます。こ

れらは、8ビットバイトの下位の 6ビットに対応しますが、この 10進数の値はさらに値 63 でオフセットされて

います。これらのプリンタのための porder 文字列は、,,6,5,4,3,2,1;63 になります。これは o,o,6,5,4,3,2,1;63 と

同じです。

印字解像度の変更による影響
文字ピッチまたは行ピッチを変更する制御シーケンスを使用すると、次のようにピンまたはドット間隔を変更

できます。

文字/行ピッチの変更

cpi 文字ピッチを変更する
cpix 設定した場合、cpi が spinh を変更する

lpi 行ピッチを変更する
lpix 設定した場合、lpiが spinv を変更する

cpi または lpiを使用するプログラムは、ドット間隔を計算し直す必要があります。

文字/行のピッチの変更結果

変更前 変更後

cpix をクリアして cpi を使用:

spinh´ spinh

cpix を設定して cpi を使用:

spinh´ spinh = spinh´ * orhi / orhi´

lpixをクリアして lpi を使用:
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spinv´ spinv

lpixを設定して lpi を使用:

spinv´ spinv = spinv´ * orvi / orvi´

chr を使用:

spinh´ spinh

cvr を使用:

spinv´ spinv

orhi´ と orhi は、それぞれ、cpi の使用前および使用後の 1インチあたりのステップ数で表した水平解像度の値

です。同様に、orvi´ と orvi は、それぞれ、lpi の使用前および使用後の 1インチあたりのステップ数で表した

垂直解像度の値です。このように、ドットマトリックスグラフィックスの場合の 1インチあたりのドット数の

変化は、1インチあたりのステップ数で表したプリンタの解像度の変化に従います。 delim off

印字の品質
多数のドットマトリックス プリンタは、活字に近い 高品質の印字またはドラフト用の 低品質の印字のため

に、印字テキストのドット間隔を変更できます。一般的に品質の向上に伴い印字速度が低下するので、どちら

かを選択できることが重要です。次の3つの文字列は、これらの機能を記述しています。

印字品質

snlq 活字に近い高品質の印字を設定する
snrmq 通常の品質の印字を設定する
sdrfq ドラフト用の低品質の印字を設定する

上記の機能は、リストの順に品質のレベルが下がっています。プリンタにこの 3つのレベルがすべてあるわけ

ではない場合は、対応する文字列は空白にしておかなければなりません。

印字速度とバッファサイズ
プログラムをプリンタと同期させるために使用できる標準的なプロトコルがなく、現代のプリンタはデータを

印字する前にバッファに入れることができるので、一般に、プログラムは何が印字されるかを随時判断できま

せん。 2つの数値機能によって、プログラムは何が印字されるかを推定できるようになります。

印字速度/バッファサイズ

cps 1秒あたりの文字数で表した名目上の印字速度
bufsz 文字数で表したバッファ容量

cps は、プリンタが文字列を印字する名目上つまり平均の速度です。この値を指定しないと、速度は一般の

ボーレートの 10分の1 と推定されます。 bufsz は、適切なフロー制御が使用されていることを前提として、印

字が開始されるまでにバッファに蓄積される可能性のある最大文字数です。この値を指定しないと、プリンタ

は、文字を受け取ると文字をバッファに入れないで、直接印字するものとみなされます。

1つの例として、プリンタに 1000文字のバッファがある場合、後に 1000個の文字が続く "a" という文字を送信

すると、この文字 "a" が印字されることが保証されます。このプリンタが 1秒あたり 100文字の速度で印字を
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行う場合、プリンタは、バッファ内の文字を印字するのに 10秒かかります。バッファが満杯でない場合は、印

字時間は短くなります。プリンタに送信された文字数を追跡し、印字速度とバッファサイズを知ることによ

り、プログラムはプリンタと同期することができます。

大部分のプリンタのメーカーは、名目上の印字速度ではなく最大印字速度を公表していることに注意してくだ

さい。数ページのテキストを作成して、印字可能な文字数を数え、その後そのテキストを印字するのにかかる

時間を調べるのが、cps に入れる値を求める最もよい方法です。

これらの値を使用するアプリケーションは、印字速度が変化することを認識する必要があります。制御シーケ

ンスを含まない短い行の連続したテキストは、たぶん公表されている印字速度に近い速度で、さらに cps 内の

速度よりも高速で印字されます。多数の制御シーケンスを持つグラフィックスデータ、または非常に長い行の

テキストは、公表されている速度よりもかなり低速で、さらに cps 内の速度よりも低速で印字されます。プリ

ンタが 1 ブロックのテキストを印刷するのにかかる時間を決定するためにアプリケーションが cps を使用して

いる場合、そのアプリケーションはこの推定時間を水増しする必要があります。そのアプリケーションが、cps

を使用してどれだけ多くのテキストがすでに印字されたかを決定している場合には、その推定時間を短縮する

必要があります。つまり、アプリケーションは、すべての出力を適切な位置に印字したいユーザーに有利にな

るように判断を誤ります。

端末の選択
環境変数 TERMINFO が定義されている場合、Curses を使用するプログラムは、標準の位置を確認する前に

ローカル端末の定義を調べます。例えば、TERM に att4424 が設定されている場合、デフォルトでは、コンパ

イルされた端末の定義は処理系固有のディレクトリ内の次のパスにあります。

a/att4424

("a" は、大きなディレクトリを作成しないために、att4424 の最初の文字からとったものです。 ) しかし、
TERMINFO に $HOME/myterms が設定されている場合、 Curses は最初に次のファイルを調べます。

$HOME/myterms/a/att4424

存在しない場合、Curses はデフォルトのパス名を調べます。

これは、試験的に定義を開発したり、処理系で定義されたデフォルトのデータベースへの書き込みパーミッ

ションがない場合に便利です。

LINES 環境変数と COLUMNS 環境変数が設定されている場合、または、プログラムをウィンドウ環境で実行

している場合、その環境における行およびカラムの情報は terminfo に定義されている情報より優先されます。

アプリケーション使用法
端末記述を最も効率的に準備する方法は、terminfo 内の似た端末の記述を模倣し、画面指向のエディタで部分

的な記述を使用してそれが正しいことを確認しながら、記述を徐々に作成することです。新しい端末記述を簡

単にテストするには、環境変数 TERMINFO にコンパイルされた記述を含むディレクトリのパス名を設定する

ことにより、プログラムに terminfo データベース内ではなくそのディレクトリを検索させることができます。
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装置別名規則
すべての装置に、 vt100 などの名前を割り当てなければなりません。装置名 (ロングネームを除く) は、次の規

約を用いて選択する必要があります。ハイフンは、特殊なモードを示す接尾辞を追加する際に使用するために

予約されているので、名前に使用してはなりません。

この特殊なモードとは、ハードウェアが使用したり、ユーザーが選択できるモードです。特定の装置に特殊

モードを割り当てるには、装置名にハイフンとモードのインジケーターで構成される接尾辞を追加します。例

えば、−w 接尾辞は「幅広モード」を意味します。これを指定すると、標準的な 80カラムの代わりに 132カラ

ムの幅が許可されます。したがって、幅広モードに設定した VT100 装置を使用したい場合には、この装置を
vt100-w と指定します。可能な場合は、次の接尾辞を使用してください。

接尾辞 意味 例

-w 5410-w幅広モード (81カラム以上)

-am vt100-am自動マージンあり (通常はデ

フォルト)

-nam vt100-nam自動マージンなし
-n 2300-40画面の行数
-na c100-na矢印キーなし (矢印をローカ

ル動作とする)

-np c100-4pメモリのページ数
-rv 4415-rv反転表示

各種の端末定義
terminfo 内のエントリーの作成方法は、処理系定義に依存します。

terminfo エントリーを記述する方法は複数あります。アプリケーションは、最小限のエントリーにより Curses

を使用して端末を操作できます。エントリーを強化して端末の機能の記述を追加すると、アプリケーションは
Curses を使用してそれらの機能を呼び出すことができるので、Curses 内の最適化を利用してより効率的に動作

させることができます。大部分の端末に対して、最適な terminfo エントリーは既に記述されています。

多言語化対応
環境変数

CC プロトタイプコマンド文字の置換え文字を指定します。「行の挿入/削除」の項にある「そ

の他」に記述されている cmdch を参照してください。

COLUMNS

カラム数の情報を指定して terminfo 内のカラム情報より優先させることができます。「端

末の選択」の項を参照してください。

LINES 行数の情報を指定して terminfo 内の行情報より優先させることができます。「端末の選

択」の項を参照してください。
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TERM 現端末名を指定します。「端末の選択」の項を参照してください。

TERMINFO

ローカルな端末定義の代替位置を指定します。 TERM の値が $TERMINFO/?/* に見つから

ない場合、あるいは TERMINFO が設定されていない場合は、この値はデフォルトで
/usr/lib/terminfo/?/*と解釈されます。「端末の選択」の項を参照してください。

参照
tic(1M), untic(1M), tgetent(3X), tigetflag(3X), term(4), term(5)

ANSI Standard X3.64-1979

X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2
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名称
term.h −端末機能

説明
ヘッダ <term.h> には、以下の表に示しているそれぞれの記号定数と機能名の定義が入っています。

以下の表で、Variable は、C プログラマーが機能 (terminfo レベル) をアクセスする際に使用する名前を表して

います。Capname は、terminfo ソースファイルに指定されている機能の短い名前です。この名前は、ソース

ファイルをアップデートする場合や tput コマンドで使用します。

論理変数
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

auto_left_margin bw bw cub1 がカラム０から

最後のカラムまで折り

返す

auto_right_margin am am 端末が自動マージンを

持つ

back_color_erase bce ut 画面を後景色で消去

buttons btns BT マウスにあるボタンの

数

can_change ccc cc 端末が既存の色を再

定義できる

ceol_standout_glitch xhp xs オーバーライトによっ

てスタンドアウトが

消去されない (hp)

col_addr_glitch xhpa YA hpa/mhpa 機能の肯定

動作のみ

cpi_changes_res cpix YF 文字ピッチの変更が

解像度を変える

create_window cwin CW win #1 を #2、#3

から#4、#5 に行く

よう定義する

cr_cancels_micro_mode crxm YB cr を使用するとマク

ロモードがオフになる

dest_tabs_magic_smso xt xt 消去タブ、マジック

smso 文字 (t1061)

dial_phone dial DI 電話番号 #1 を呼び
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出す

display_clock dclk DK 時刻クロックを表示

する

eat_newline_glitch xenl xn 81 カラム以降の改行

は無視される

(Concept)

erase_overstrike eo eo 重ね打ちを空白で

消去できる

fixed_pause pause PA 2～3秒間休止する

flash_hook hook fh スイッチフックを

フラッシュする

generic_type gn gn 一般的回線タイプ

(例、dialup、switch)

get_mouse getm Gm Cursesはボタンイベント

を取り込む必要がある

goto_window wingo WG ウィンドウ #1 に移動

hangup hup HU 電話を切る

hard_copy hc hc ハードコピー端末

hard_cursor chts HC カーソルを非表示に

近い状態にする

has_meta_key km km メタキー (シフト、

パリティビットのセット)

を持つ

has_print_wheel daisy YC オペレーターによる

文字セットの変更が

プリンタに必要

has_status_line hs hs 特別にステータス行

を持つ

hue_lightness_saturation hls hl 端末が HLS カラー

表記法だけを使用

する (Tektronix)

insert_null_glitch in in 挿入モードが null を

区別する

lpi_changes_res lpix YG 行ピッチの変更が

解像度を変える

memory_above da da 表示が画面上部に保持

される

memory_below db db 表示が画面下部に保持
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される

move_insert_mode mir mi 挿入モードで動きが

保証される

move_standout_mode msgr ms スタンドアウト

モードで移動が

保証される

needs_xon_xoff nxon nx パディングが機能せ

ず、xon/xoff が

必要

no_esc_ctlc xsb xb Beehive

(f1= エスケープ、

f2=ctrl C)

no_pad_char npc NP パディング文字がない

non_dest_scroll_region ndscr ND スクロール領域を

消去しない

non_rev_rmcup nrrmc NR smcup は rmcup を

反転しない

over_strike os os 端末が重ね打ちする

print_rate cps Ym 1 秒あたりのプリント

文字数

prtr_silent mc5i 5i プリンタが画面で

エコーしない

ro w_addr_glitch xvpa YD vpa/mvpa 機能の肯定

動作のみ

semi_auto_right_margin sam YE 最後のカラムに印刷

すると cr になる

set_pglen_inch slength YI ページの長さを百分の

#1インチにセットする

(tparm を使用)

status_line_esc_ok eslok es ステータス行でエス

ケープが使用可能

tilde_glitch hz hz 波ダッシュ (˜) をプリ

ントできない

transparent_underline ul ul アンダーライン文字を

重ね打ちする

xon_xoff xon xo xon/xoff ハンド

シェークを端末が

用いる
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数値
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

bit_image_entwining bitwin Yo 各ビットマップ行のパス数

bit_image_type bitype Yp ビットイメージデバイ

スのタイプ

buffer_capacity bufsz Ya プリントの前にバッファ

に保存されるバイト数

columns cols co 1行のカラム数

dot_horz_spacing spinh Yc 1インチあたりの水平ドッ

ト数

dot_vert_spacing spinv Yb 1インチあたりの垂直

ピン数

init_tabs it it # スペースごとのタブの

初期値

label_height lh lh 各ラベルの行数

label_width lw lw 各ラベルのカラム数

lines lines li 画面またはページ上の行数

lines_of_memory lm lm lines より大きい場合には

メモリの行数、０ならば

可変

max_attributes ma ma 端末が表示可能な最大の

組み合わせの表示属性

magic_cookie_glitch xmc sg smso または rmso によって

残る空白文字の数

max_colors colors Co 画面上の色の最大数

max_micro_address maddr Yd micro_..._address の

最大値

max_micro_jump mjump Ye parm_..._micro の最大値

max_pairs pairs pa 画面上のカラーペアの

最大数

maximum_windows Wnum MW 定義可能なウィンドウの

最大数

micro_char_size mcs Yg マイクロモードでの文字

ステップサイズ

micro_line_size mls Yf マイクロモードでの行

ステップサイズ
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no_color_video ncv NC カラーで使用できない

表示属性

num_labels nlab Nl 画面上のラベル数 (1 から

始まる)

number_of_pins npins Yh 印字ヘッドのピンの数

output_res_char orc Yi 1文字単位の水平解像度

output_res_line orl Yj 1行単位の垂直解像度

output_res_horz_inch orhi Yk 1インチ単位の水平解像度

output_res_vert_inch orvi Yl 1インチ単位の垂直解像度

padding_baud_rate pb pb パディングを必要とする

最小のボーレート

virtual_terminal vt vt 仮想端末の数

wide_char_size widcs Yn 倍幅モードでの

文字ステップサイズ

width_status_line wsl ws ステータス行のカラム数

文字列
変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

acs_chars acsc ac グラフィック

文字セットのペア

aAbBcC

alt_scancode_esc scesa S8 スキャンコード

エミュレーション

のための代替

エスケープ

(デフォルトは

vt100 用)

back_tab cbt bt バックタブ

bell bel bl 可聴シグナル

(ベル)

bit_image_carriage_return bicr Yv 同じ行の先頭に

移動する

(tparm を使用)

bit_image_newline binel Zz ビットイメー

ジの次の行に
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移動する

(tparm を使用)

bit_image_repeat birep Xy ビットイメージ

のセル #1 を

#2 回繰り返す

(tparm を使用)

carriage_return cr cr キャリッジリターン

change_char_pitch cpi ZA 1インチあたり

の文字数を変

える

change_line_pitch lpi ZB 1インチあたり

の行数を変える

change_res_horz chr ZC 水平解像度を変

える

change_res_vert cvr ZD 垂直解像度を変

える

change_scroll_region csr cs 行を #1 から

#2 に変える

(vt100)

char_padding rmp rP 置換モードでの

ip と同様

char_set_names csnm Zy 文字セット名の

リスト

clear_all_tabs tbc ct すべてのタブ

ストップを

クリアする

clear_margins mgc MC すべてのマージ

ン (上、下、

両横) を

クリアする

clear_screen clear cl 画面をクリアし、

カーソルをホー

ムに移動する

clr_bol el1 cb 行の先頭までを

クリアする

clr_eol el ce 行の最後までを

クリアする

clr_eos ed cd ディスプレイの
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最後までをクリ

アする

code_set_init csin ci 複数コードセッ

トの初期シー

ケンス

color_names colornm Yw カラー #1 に

名前を付ける

column_address hpa ch 水平位置を

絶対値に

セットする

command_character cmdch CC プロトタイプに

おける端末が

設定可能な

コマンド文字

cursor_address cup cm 画面でカーソル

が行 #1行 #2 列

に移動する

cursor_down cud1 do 1行下がる

cursor_home home ho カーソルをホー

ムポジション

に移動する

(cup ではない

場合)

cursor_invisible civis vi カーソルを表示しない

cursor_left cub1 le カーソルを 1ス

ペース左に移動

する

cursor_mem_address mrcup CM メモリ相対的

カーソル位置

指定

cursor_normal cnorm ve カーソルを正常

表示にする

(vs/vi を取り

消す)

cursor_right cuf1 nd 消去しない

スペース (カー

ソルまたはキャ

リッジを右に
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移動)

cursor_to_ll ll ll 最終行、先頭カ

ラム (cup では

ない場合)

cursor_up cuu1 up 1行上がる (カー

ソルを上に

移動)

cursor_visible cvvis vs カーソルを良く

見えるように

する

define_bit_image_region defbi Yx 四角形のビット

イメージ領域を

定義する

(tparm を使用)

define_char defc ZE キャラクタ

セットに文字を定義する

delete_character dch1 dc 文字削除

delete_line dl1 dl 行削除

device_type devt dv 言語/コード

セットのサポー

トを示す

dis_status_line dsl ds ステータス行を

使用できなく

する

display_pc_char dispc S1 PC 文字を表示する

down_half_line hd hd 半行下がる

(1/2 ライン

フィードフォ

ワード)

ena_acs enacs eA 代替文字セット

を使用可能に

する

end_bit_image_region endbi Yy ビットイメージ

領域を終了する

(tparm を使用)

enter_alt_charset_mode smacs as 代替文字セット

を開始する

enter_am_mode smam SA 自動マージンにする
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enter_blink_mode blink mb 点滅をつける

enter_bold_mode bold md ボールドモー

ド (特別輝度)

にする

enter_ca_mode smcup ti cup を使用する

プログラムを

開始する文字列

enter_delete_mode smdc dm 消去モード

(開始)

enter_dim_mode dim mh 半輝度モードに

する

enter_doublewide_mode swidm ZF 倍幅プリントを

使用可能にする

enter_draft_quality sdrfq ZG テスト品質のプ

リントにセット

する

enter_horizontal_hl_mode ehhlm n/a 水平強調表示

モードにする

enter_insert_mode smir im 挿入モード

(開始)

enter_italics_mode sitm ZH イタリックを

使用できるよう

にする

enter_left_hl_mode elhlm n/a 左強調表示

モードにする

enter_leftward_mode slm ZI キャリッジを左

方向に移動でき

るようにする

enter_low_hl_mode elohlm n/a 低強調表示モー

ドにする

enter_micro_mode smicm ZJ マイクロモー

ション機能を使

用できるように

する

enter_near_letter_quality snlq ZK 手紙に近い品質

のプリントに

セットする

enter_normal_quality snrmq ZL 通常の品質の
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プリントに

セットする

enter_pc_charset_mode smpch S2 PC 文字表示

モードにする

enter_protected_mode prot mp プロテクト

モードにする

enter_rev erse_mode rev mr 反転表示モード

にする

enter_right_hl_mode erhlm n/a 右強調表示

モードにする

enter_scancode_mode smsc S4 PC スキャン

コードモード

を開始する

enter_secure_mode invis mk 空白モードにす

る (表示不可能

な文字にする)

enter_shadow_mode sshm ZM シャドープリ

ントができるよ

うにする

enter_standout_mode smso so スタンドアウ

トモードを

開始する

enter_subscript_mode ssubm ZN 添え字のプリン

トができるよう

にする

enter_superscript_mode ssupm ZO スーパースクリ

プトのプリント

ができるように

する

enter_top_hl_mode ethlm n/a 上部強調表示

モードにする

enter_underline_mode smul us アンダースコ

アモードを

開始する

enter_upward_mode sum ZP キャリッジを上

方向に移動でき

るようにする

enter_vertical_hl_mode evhlm n/a 垂直強調表示
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モードにする

enter_xon_mode smxon SX xon/xoff ハンド

シェーキングを

オンにする

erase_chars ech ec #1 文字を消去

する

exit_alt_charset_mode rmacs ae 代替文字セット

を終了する

exit_am_mode rmam RA 自動マージンを

オフにする

exit_attribute_mode sgr0 me 属性をすべて

オフにする

exit_ca_mode rmcup te cup を使用する

プログラムを

終了する文字列

exit_delete_mode rmdc ed 消去モードを

終了する

exit_doublewide_mode rwidm ZQ 倍幅プリントを

使用不能にする

exit_insert_mode rmir ei 挿入モードを

終了する

exit_italics_mode ritm ZR イタリックを

使用できなく

する

exit_leftward_mode rlm ZS キャリッジを右

方向に移動でき

るようにする

(通常の動作)

exit_micro_mode rmicm ZT マイクロモー

ション機能を使

用できなくする

exit_pc_charset_mode rmpch S3 PC 文字表示

モードを使用で

きなくする

exit_scancode_mode rmsc S5 PC スキャン

コードモード

を使用できなく

する
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exit_shadow_mode rshm ZU シャドープリ

ントを使用でき

なくする

exit_standout_mode rmso se スタンドアウ

トモードを

終了する

exit_subscript_mode rsubm ZV 添え字をプリン

トできなくする

exit_superscript_mode rsupm ZW スーパースクリ

プトをプリント

できなくする

exit_underline_mode rmul ue アンダースコ

アモードを

終了する

exit_upward_mode rum ZX キャリッジを下

方向に移動でき

るようにする

(通常の動作)

exit_xon_mode rmxon RX xon/xoff ハン

ドシェーキング

をオフにする

flash_screen flash vb ビジュアル

ベル (カーソル

は移動しない)

form_feed ff ff ハードコピー

端末のページを

取り出す

from_status_line fsl fs ステータス行

から戻る

init_1string is1 i1 端末またはプリ

ンタの初期化

文字列

init_2string is2 is 端末またはプリ

ンタの初期化

文字列

init_3string is3 i3 端末またはプリ

ンタの初期化

文字列
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init_file if if 初期化ファイル

の名前

init_prog iprog iP 初期化プログラ

ムのパス名

initialize_color initc IC 色の定義を初期

化する

initialize_pair initp Ip カラーペアを

初期化する

insert_character ich1 ic 文字を挿入する

insert_line il1 al 新しく空白行を

加える

insert_padding ip ip 文字を挿入した

後にパッドを

挿入する

‘‘key_’’ 文字列は固有のキーで送られます。‘‘key_’’ の説明には、キーを押したときに CURSES 関数の getch()

で返されるコードのマクロが含まれています。このマクロは <curses.h> に定義されています [ curs_getch(3X) を

参照 ]。

変数 省略 ターミナル 説明

名 キャップ

コード

key_a1 ka1 K1 キーパッドの左上

key_a3 ka3 K3 キーパッドの右上

key_b2 kb2 K2 キーパッドの中央

key_backspace kbs kb backspace キーで送られる

key_beg kbeg @1 beg キーで送られる

key_btab kcbt kB back-tab キーで送られる

key_c1 kc1 K4 キーパッドの左下

key_c3 kc3 K5 キーパッドの右下

key_cancel kcan @2 cancel キーで送られる

key_catab ktbc ka clear-all-tabs キーで送られる

key_clear kclr kC clear-screen または erase

キーで送られる

key_close kclo @3 close キーで送られる

key_command kcmd @4 cmd キーで送られる

key_copy kcpy @5 copy キーで送られる
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key_create kcrt @6 create キーで送られる

key_ctab kctab kt clear-tab キーで送られる

key_dc kdch1 kD delete-character キーで送ら

れる

key_dl kdl1 kL delete-line キーで送ら

れる

key_down kcud1 kd 端末の下向き矢印キーで送られる

key_eic krmir kM 挿入モードで rmir または

smir により送られる

key_end kend @7 end キーで送られる

key_enter kent @8 enter/send キーで送られる

key_eol kel kE clear-to-end-of-line キーで

送られる

key_eos ked kS clear-to-end-of-screen キー

で送られる

key_exit kext @9 exit キーで送られる

key_f0 kf0 k0 ファンクションキー f0 で

送られる

key_f1 kf1 k1 ファンクションキー f1 で

送られる

key_f2 kf2 k2 ファンクションキー f2 で

送られる

key_f3 kf3 k3 ファンクションキー f3 で

送られる

key_f4 kf4 k4 ファンクションキー f4 で

送られる

key_f5 kf5 k5 ファンクションキー f5 で

送られる

key_f6 kf6 k6 ファンクションキー f6 で

送られる

key_f7 kf7 k7 ファンクションキー f7 で

送られる

key_f8 kf8 k8 ファンクションキー f8 で

送られる

key_f9 kf9 k9 ファンクションキー f9 で

送られる

key_f10 kf10 k; ファンクションキー f10 で

送られる
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key_f11 kf11 F1 ファンクションキー f11 で

送られる

key_f12 kf12 F2 ファンクションキー f12 で

送られる

key_f13 kf13 F3 ファンクションキー f13 で

送られる

key_f14 kf14 F4 ファンクションキー f14 で

送られる

key_f15 kf15 F5 ファンクションキー f15 で

送られる

key_f16 kf16 F6 ファンクションキー f16 で

送られる

key_f17 kf17 F7 ファンクションキー f17 で

送られる

key_f18 kf18 F8 ファンクションキー f18 で

送られる

key_f19 kf19 F9 ファンクションキー f19 で

送られる

key_f20 kf20 FA ファンクションキー f20 で

送られる

key_f21 kf21 FB ファンクションキー f21 で

送られる

key_f22 kf22 FC ファンクションキー f22 で

送られる

key_f23 kf23 FD ファンクションキー f23 で

送られる

key_f24 kf24 FE ファンクションキー f24 で

送られる

key_f25 kf25 FF ファンクションキー f25 で

送られる

key_f26 kf26 FG ファンクションキー f26 で

送られる

key_f27 kf27 FH ファンクションキー f27 で

送られる

key_f28 kf28 FI ファンクションキー f28 で

送られる

key_f29 kf29 FJ ファンクションキー f29 で

送られる
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key_f30 kf30 FK ファンクションキー f30 で

送られる

key_f31 kf31 FL ファンクションキー f31 で

送られる

key_f32 kf32 FM ファンクションキー f32 で

送られる

key_f33 kf33 FN ファンクションキー f33 で

送られる

key_f34 kf34 FO ファンクションキー f34 で

送られる

key_f35 kf35 FP ファンクションキー f35 で

送られる

key_f36 kf36 FQ ファンクションキー f36 で

送られる

key_f37 kf37 FR ファンクションキー f37 で

送られる

key_f38 kf38 FS ファンクションキー f38 で

送られる

key_f39 kf39 FT ファンクションキー f39 で

送られる

key_f40 kf40 FU ファンクションキー f40 で

送られる

key_f41 kf41 FV ファンクションキー f41 で

送られる

key_f42 kf42 FW ファンクションキー f42 で

送られる

key_f43 kf43 FX ファンクションキー f43 で

送られる

key_f44 kf44 FY ファンクションキー f44 で

送られる

key_f45 kf45 FZ ファンクションキー f45 で

送られる

key_f46 kf46 Fa ファンクションキー f46 で

送られる

key_f47 kf47 Fb ファンクションキー f47 で

送られる

key_f48 kf48 Fc ファンクションキー f48 で

送られる
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key_f49 kf49 Fd ファンクションキー f49 で

送られる

key_f50 kf50 Fe ファンクションキー f50 で

送られる

key_f51 kf51 Ff ファンクションキー f51 で

送られる

key_f52 kf52 Fg ファンクションキー f52 で

送られる

key_f53 kf53 Fh ファンクションキー f53 で

送られる

key_f54 kf54 Fi ファンクションキー f54 で

送られる

key_f55 kf55 Fj ファンクションキー f55 で

送られる

key_f56 kf56 Fk ファンクションキー f56 で

送られる

key_f57 kf57 Fl ファンクションキー f57 で

送られる

key_f58 kf58 Fm ファンクションキー f58 で

送られる

key_f59 kf59 Fn ファンクションキー f59 で

送られる

key_f60 kf60 Fo ファンクションキー f60 で

送られる

key_f61 kf61 Fp ファンクションキー f61 で

送られる

key_f62 kf62 Fq ファンクションキー f62 で

送られる

key_f63 kf63 Fr ファンクションキー f63 で

送られる

key_find kfnd @0 find キーで送られる

key_help khlp %1 help キーで送られる

key_home khome kh home キーで送られる

key_ic kich1 kI ins-char/enter ins-mode キー

で送られる

key_il kil1 kA 行挿入で送られる

key_left kcub1 kl 端末の左向き矢印キーで送ら

れる
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key_ll kll kH home-down キーで送られる

key_mark kmrk %2 mark キーで送られる

key_message kmsg %3 message キーで送られる

key_mouse kmous Km 0631、マウスイベントが発生

した

key_move kmov %4 move キーで送られる

key_next knxt %5 next-object キーで送られる

key_npage knp kN next-page キーで送られる

key_open kopn %6 open キーで送られる

key_options kopt %7 options キーで送られる

key_ppage kpp kP previous-page キーで送られる

key_previous kprv %8 previous-object キーで送られる

key_print kprt %9 print または copy キーで送ら

れる

key_redo krdo %0 redo キーで送られる

key_reference kref &1 ref キーで送られる

key_refresh krfr &2 refresh キーで送られる

key_replace krpl &3 replace キーで送られる

key_restart krst &4 restart キーで送られる

key_resume kres &5 resume キーで送られる

key_right kcuf1 kr 端末の右向き矢印キーで送ら

れる

key_save ksav &6 save キーで送られる

key_sbeg kBEG &9 シフトキーと beginning キー

で送られる

key_scancel kCAN &0 シフトキーと cancel キーで

送られる

key_scommand kCMD *1 シフトキーと command キーで

送られる

key_scopy kCPY *2 シフトキーと copy キーで

送られる

key_screate kCRT *3 シフトキーと create キーで

送られる

key_sdc kDC *4 シフトキーと delete-char

キーで送られる

key_sdl kDL *5 シフトキーと delete-line

キーで送られる

key_select kslt *6 select キーで送られる
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key_send kEND *7 シフトキーと end キーで送ら

れる

key_seol kEOL *8 シフトキーと clear-line キー

で送られる

key_sexit kEXT *9 シフトキーと exit キーで

送られる

key_sf kind kF scroll-forward/down キーで

送られる

key_sfind kFND *0 シフトキーと find キーで

送られる

key_shelp kHLP #1 シフトキーと help キーで

送られる

key_shome kHOM #2 シフトキーと home キーで

送られる

key_sic kIC #3 シフトキーと input キーで

送られる

key_sleft kLFT #4 シフトキーと左向き矢印キーで

送られる

key_smessage kMSG %a シフトキーと message キーで

送られる

key_smove kMOV %b シフトキーと move キーで

送られる

key_snext kNXT %c シフトキーと next キーで

送られる

key_soptions kOPT %d シフトキーと options キーで

送られる

key_sprevious kPRV %e シフトキーと prev キーで

送られる

key_sprint kPRT %f シフトキーと print キーで

送られる

key_sr kri kR scroll-backward/up キーで

送られる

key_sredo kRDO %g シフトキーと redo キーで

送られる

key_sreplace kRPL %h シフトキーと replace キーで

送られる

key_sright kRIT %i シフトキーと右向き矢印キーで

送られる
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key_srsume kRES %j シフトキーと resume キーで

送られる

key_ssave kSAV !1 シフトキーと save キーで

送られる

key_ssuspend kSPD !2 シフトキーと suspend キーで

送られる

key_stab khts kT set-tab キーで送られる

key_sundo kUND !3 シフトキーと undo キーで

送られる

key_suspend kspd &7 suspend キーで送られる

key_undo kund &8 undo キーで送られる

key_up kcuu1 ku 端末の上向き矢印キーで送ら

れる

keypad_local rmkx ke 「キーパッド伝送モード」を

終える

keypad_xmit smkx ks 端末を「キーパッド伝送モー

ド」にする

lab_f0 lf0 l0 f0 ではない場合のファンク

ションキー f0 のラベル

lab_f1 lf1 l1 f1 ではない場合のファンク

ションキー f1 のラベル

lab_f2 lf2 l2 f2 ではない場合のファンク

ションキー f2 のラベル

lab_f3 lf3 l3 f3 ではない場合のファンク

ションキー f3 のラベル

lab_f4 lf4 l4 f4 ではない場合のファンク

ションキー f4 のラベル

lab_f5 lf5 l5 f5 ではない場合のファンク

ションキー f5 のラベル

lab_f6 lf6 l6 f6 ではない場合のファンク

ションキー f6 のラベル

lab_f7 lf7 l7 f7 ではない場合のファンク

ションキー f7 のラベル

lab_f8 lf8 l8 f8 ではない場合のファンク

ションキー f8 のラベル

lab_f9 lf9 l9 f9 ではない場合のファンク

ションキー f9 のラベル

lab_f10 lf10 la f10 ではない場合のファンク
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ションキー f10 のラベル

label_format fln Lf ラベルフォーマット

label_off rmln LF ソフトラベルをオフにする

label_on smln LO ソフトラベルをオンにする

meta_off rmm mo 「メタモード」をオフにする

meta_on smm mm 「メタモード」をオンにする

(8ビット)

micro_column_address mhpa ZY マイクロ調整のための

column_address と同様

micro_down mcud1 ZZ マイクロ調整のための

cursor_down と同様

micro_left mcub1 Za マイクロ調整のための

cursor_left と同様

micro_right mcuf1 Zb マイクロ調整のための

cursor_right と同様

micro_row_address mvpa Zc マイクロ調整のための

ro w_address と同様

micro_up mcuu1 Zd マイクロ調整のための

cursor_up と同様

mouse_info minfo Mi マウスのステータス情報

newline nel nw ニューライン (lf に続くとき

は cr と同様)

order_of_pins porder Ze ソフトウェアビットをプリ

ントヘッドピンと

照合する

orig_colors oc oc カラー (ペア) をすべて本来の

ものにセットする

orig_pair op op デフォルトのカラーペアを本来

のものにセットする

pad_char pad pc パディング文字 (null では

ないとき)

parm_dch dch DC #1 文字削除する

parm_delete_line dl DL #1 行削除する

parm_down_cursor cud DO カーソルを #1 行下に移動する

parm_down_micro mcud Zf マイクロ調整のための

parm_down_cursor と同様

parm_ich ich IC スペースを #1 文字挿入する

parm_index indn SF #1 行先にスクロールする
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parm_insert_line il AL 新たに空白行を #1 行追加する

parm_left_cursor cub LE カーソルを #1 スペース左に

移動する

parm_left_micro mcub Zg マイクロ調整のための

parm_left_cursor と同様

parm_right_cursor cuf RI カーソルを #1 スペース右に

移動する

parm_right_micro mcuf Zh マイクロ調整のための

parm_right_cursor と同様

parm_rindex rin SR #1 行逆にスクロールする

parm_up_cursor cuu UP カーソルを #1 行上に移動する

parm_up_micro mcuu Zi マイクロ調整のための

parm_up_cursor と同様

pc_term_options pctrm S6 PC 端末オプション

pkey_key pfkey pk 文字列 #2 をタイプするプログ

ラマブルファンクション

キー #1

pkey_local pfloc pl 文字列 #2 を実行するプログ

ラマブルファンクション

キー #1

pkey_plab pfxl xl 文字列 #2 を xmit し、文字列

#3 を表示するプログラ

マブルファンクション

キー #1

pkey_xmit pfx px 文字列 #2 を xmit するプログ

ラマブルファンクション

キー #1

plab_norm pln pn 文字列 #2 を表すプログラマブ

ルラベル #1

print_screen mc0 ps 画面の内容をプリントする

prtr_non mc5p pO #1 バイトの間だけプリンタ

をオンにする

prtr_off mc4 pf プリンタをオフにする

prtr_on mc5 po プリンタをオンにする

pulse pulse PU パルスダイヤルを選択する

quick_dial qdial QD 進行状態を検査しないで電話

番号 #1 をダイヤルする

remove_clock rmclk RC 時刻クロックを取り除く
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repeat_char rep rp 文字 #1 を #2 回繰り返す

req_for_input rfi RF 次の入力文字を送る (ptys)

req_mouse_pos reqmp RQ マウス位置の報告を要求する

reset_1string rs1 r1 端末を完全に正常なモードに

リセットする

reset_2string rs2 r2 端末を完全に正常なモードに

リセットする

reset_3string rs3 r3 端末を完全に正常なモードに

リセットする

reset_file rf rf リセット文字列を含むファイル

の名前

restore_cursor rc rc カーソルを最後の sc の位置に

戻す

ro w_address vpa cv 垂直絶対位置 (行のセット)

save_cursor sc sc カーソル位置をセーブする

scancode_escape scesc S7 スキャンコードをエミュレー

ションするためのエスケープ

scroll_forward ind sf テキストを上へスクロールする

scroll_rev erse ri sr テキストを下へスクロールする

select_char_set scs Zj 文字セットを選択する

set0_des_seq s0ds s0 コードセット０にシフトする

(EUC セット 0、ASCII)

set1_des_seq s1ds s1 コードセット１にシフトする

set2_des_seq s2ds s2 コードセット２にシフトする

set3_des_seq s3ds s3 コードセット３にシフトする

set_a_background setab AB ANSI エスケープを用いて後景

色をセットする

set_a_foreground setaf AF ANSI エスケープを用いて前景

色をセットする

set_attributes sgr sa 表示属性 #1～#9 を定義する

set_background setb Sb 現在の後景色をセットする

set_bottom_margin smgb Zk 下のマージンを現在の行でセッ

トする

set_bottom_margin_parm smgbp Zl 下のマージンを底部から行 #1

または #2 でセットする

set_clock sclk SC 時刻クロックをセットする

set_color_band setcolor Yz リボンの色を #1 に変える

set_color_pair scp sp 現在のカラーペアをセットする
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set_foreground setf Sf 現在の前景色１をセットする

set_left_margin smgl ML 左マージンを現在の行でセット

する

set_left_margin_parm smglp Zm 左 (右) マージンをカラム #1

(#2) でセットする

set_lr_margin smglr ML 左右のマージンをセットする

set_page_length slines YZ ページの長さを #1 行にセット

する (tparm を使用)

set_right_margin smgr MR 右マージンを現在のカラムで

セットする

set_right_margin_parm smgrp Zn 右マージンをカラム #1 でセッ

トする

set_tab hts st すべての行と現在のカラムに

タブをセットする

set_tb_margin smgtb MT 上下のマージンをセットする

set_top_margin smgt Zo 上マージンを現在の行でセット

する

set_top_margin_parm smgtp Zp 上 (下) マージンを行 #1 (#2)

でセットする

set_window wind wi 現在のウィンドウは #1-#2 行

#3-#4 カラムである

start_bit_image sbim Zq ビットイメージグラフィック

のプリントを開始する

start_char_set_def scsd Zr 文字セットの定義を開始する

stop_bit_image rbim Zs ビットイメージグラフィック

のプリントを終了する

stop_char_set_def rcsd Zt 文字セットの定義を終了する

subscript_characters subcs Zu 「添え字可能」な文字のリスト

superscript_characters supcs Zv 「スーパースクリプト可能」な

文字のリスト

tab ht ta 次の 8スペースハードウェ

アタブストップまでのタブ

these_cause_cr docr Zw これらの文字をプリントすると

cr になる

to_status_line tsl ts ステータス行のカラム

#1 に移動する

tone tone TO プッシュホンのトーンを選択

する
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user0 u0 U0 ユーザー文字列 0

user1 u1 U1 ユーザー文字列 1

user2 u2 U2 ユーザー文字列 2

user3 U3 u3 ユーザー文字列 3

user4 u4 u4 ユーザー文字列 4

user5 u5 u5 ユーザー文字列 5

user6 u6 u6 ユーザー文字列 6

user7 u7 u7 ユーザー文字列 7

user8 u8 u8 ユーザー文字列 8

user9 u9 u9 ユーザー文字列 9

underline_char uc uc 1文字にアンダースコアをつ

け、次に進む

up_half_line hu hu 半行上がる (逆方向 1/2 ライ

ンフィード)

wait_tone wait WA ダイヤルトーンを待つ

xoff_character xoffc XF X-off 文字

xon_character xonc XN X-on 文字

zero_motion zerom Zx 後の文字に何の動作もしない

以下は関数として宣言し、マクロとして定義することができます。

int tgetent(char *bp, char *name);

int tgetflag(char id[2]);

int tgetnum(char id[2]);

char *tgetstr(char id[2], char **area);

char *tgoto(char *cap, int col, int row);

int tputs(char *str, int affcnt, int (*putc)(void));

参照
printf(1)
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名称
ttys −高信頼性システム用、ターミナル制御データベースファイル

構文
/tcb/files/ttys

説明
システムは、システムへのログインが可能なローカルターミナル毎のエントリーが含まれている、単一のター

ミナル制御データベースをサポートしています。認証プログラムは、ターミナル制御データベース内の情報を

使用して、ターミナルからのログインが許可されているかどうかを決定します。その他のフィールドは、さま

ざまな情報の記録に使用されています。

ターミナル制御データベースファイルのフォーマットは、他のシステム認証データベースファイルのフォー

マットと同じです。ファイルフォーマットの詳細については、authcap(4)を参照してください。ファイルは、

キーワードフィールドIDと、それらのフィールドの値とで構成されています。サポートされているキーワード
IDおよびそれらの用途には、次のものがあります。

t_devname このフィールドは、エントリーのターミナルデバイス名を定義します。ターミナルデ

バイスは/devディレクトリに入っているものとみなされるため、この接頭辞はつけな

いようにします。ターミナルエントリーが /dev/tty1 デバイスを記述する場合、
t_devnameフィールドにはtty1と指定してください。

t_uid このフィールドには、ターミナルデバイスを使用して正常にログインできた最後の

ユーザーのユーザー ID が記録されます。

t_logtime このtime_tフィールドは、このターミナルデバイスへの正しく実行された最後のログ

インの時間を記録しています。

t_unsuctime このtime_tフィールドは、このターミナルデバイスへの不成功に終わった最後のログ

インの時間を記録しています。

t_failures このフィールドは、連続的なターミナルデバイスへのログインの失敗の数を記録しま

す。

t_maxtries このフィールドは、ターミナルがロックされるまでにこのターミナルを使用して行え

る、連続した不成功のログイン試行の最大回数を指定します。ターミナルがロックさ

れた場合には、権限をもつ管理者がロックを解除しなければなりません。

t_login_timeout このフィールドは、ログインのタイムアウト値 (秒) を指定します。

t_logdelay このフィールドは、ログイン試行と次のログイン試行までの遅延時間 (秒) を指定しま

す。

t_lock このフラグフィールドは、ターミナルデバイスが管理者によってロックされているか

どうかを示します。このフィールドを操作できるのは、権限をもつ管理者だけです。
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例
次に、ターミナル制御データベースエントリーの例を示します。

console:t_devname=console:\

:t_uid=reese:t_logtime#675430072:\

:t_unsuctime#673610809:\

:t_maxtries#777:\

:chkent:

これは、システムコンソールデバイス /dev/console のエントリーです。最後に正しく実行されたログインセッ

ションは、ユーザー reese のものです。エントリーは、現在の正しく実行されているログインのシステム時間

および不成功に終わった最後のログインの時間を記録しています。

警告
リモートターミナル (ptys) は、 devassign または ttys データベースに追加しないでください。ログインにより
ptys として処理されるデバイス名のフォーマットは、以下のとおりです。

ptym/*

pts/*

pty/*

pty[x][y] ここで、x は英字、y は 16 進数
tty[x][y] ここで、x は英字、y は 16 進数
telnet/*

著者
ttysは、HP により開発されました。

ファイル
/tcb/files/ttys ターミナル制御データベースファイル

参照
login(1), getprtcent(3), devassign(4), authcap(4), default(4)
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名称
ttytype −ポートによるターミナルタイプのデータベース

構文
/etc/ttytype

説明
ttytype は、システムの各ttyポートに接続したターミナルの種類を識別する，データベースです。このファイル

は、各ポートに対して1行で、各行にはターミナルタイプ ( terminfo(4) 中でリストしている名前で) とスペー

ス、ttyデバイスファイル名から頭の /dev/ を取り除いたものが含まれています。例えば、tty02のHP 2622 ター

ミナル用では次のようになります。

2622 tty02

この情報は tset と login (リモートログイン用)が読んで TERM 変数をログイン時に初期化します ( tset(1) と
login(1)を参照) 。

著者
ttytypeはカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
login(1), tset(1)

警告
一部のラインは単に dialup か plugboard と識別されます。
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名称
tunefstab − VxFSファイルシステム調整パラメータテーブル

説明
tunefstab ファイルには、VxFS ファイルシステム用の調整パラメータが格納されています。 tunefs は、コマン

ド行のオプションを処理するか、 tunefstab ファイル内のパラメータを読み取って、マウントされたファイル

システム用の調整パラメータを設定します。

tunefstab ファイル内の各エントリーは、複数フィールドから構成される 1 行のエントリーであり、以下のいず

れかの形式になります。

block-device tunefs-options

system-default tunefs-options

block-device は、ファイルシステムのマウント先となるデバイスの名前です。同一デバイスに対するオプション

を指定する行が複数ある場合は、各行が順番に処理されて、それぞれのオプションが設定されていきます。

block-device ではなく system-default の場合は、処理される各デバイスに対する調整可能パラメータを設定しま

す。 block-device エントリーと system-default エントリーが両方とも指定されている場合は、 system-default エン

トリーの方が優先されます。

tunefstab ファイル内の # 記号で始まる行は、コメント行扱いとなり無視されます。

tunefs-options は vxtunefs および mount_vxfs によりファイルシステムに設定される調整可能パラメータに対応

しています。このリスト内の各オプションは、 name=value の組み合わせ形式になります。オプション間はカ

ンマで区切り、オプションとカンマの間に空白やタブ記号は入れません。

サポートされるオプションの詳細については、マンページ vxtunefs(1M) を参照してください。

例
4 つのカラムにストライプ化されたボリューム /dev/vx/dsk/datadb/db03 があり、ストライプユニットのサイズ

が 128KB である場合は、 read_pref_io パラメータと read_nstream パラメータに、それぞれ 128 と 4 を設定し

ます。これは、以下のいずれかの方法で指定できます。

/dev/vx/dsk/datadg/db03 read_pref_io=128k,read_nstream=4

または以下のように指定します。

/dev/vx/dsk/datadg/db03 read_pref_io=128k

/dev/vx/dsk/datadg/db03 read_nstream=4

Discovered Direct I/Oのサイズを小さくして、常にデフォルト値よりも小さい値が使用されるようにするには、
/etc/vx/tunefstabファイルに以下の行を追加します。

/dev/dsk/c3t1d0 discovered_direct_iosz=128K
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ファイル
/etc/vx/tunefstab デフォルトの tunefstab ファイル。

参照
mkfs_vxfs(1M)、 mount(1M)、 vxtunefs(1M)

VERITAS File System Administrator’s Guide
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名称
tztab − date(1)とctime(3C)用時間帯調整テーブル

説明
tztab ファイルは、世界標準時 (UTC)とローカルタイムの違いを記述します。一部のローカルエリアは、詳細な

ヒストリとともに、同時に記述できます。

tztab ファイルには1つ、または複数の時間帯調整エントリーがあります。エントリーの第一行目にはユニーク

な文字列があり、それはユーザーの環境にある TZ 文字列の値と一致することがあります。その書式は
tznamediff dstzname で、この場合 tzname は時間帯の名前か省略形です。 diff は UTC との時差です。 dstz-

name は"Daylight Savings"時間帯の名前か、その省略形です。 diff が分数値である場合、コロンの後に、分で

表されます。そういった各文字列はアルファベットの文字ではじまります。

各エントリーの2行目かそれ以下の行には、時間帯の調整の詳しい説明があります。各行には7フィールドあり

ます。はじめの6フィールドには時間帯調整が適用される最初の1分が説明されており、7フィールド目には時

間帯調整が説明されています。フィールドはスペースかタブで区切られています。はじめの6フィールドは整

数のパターンで、分 (0-59) 、時 (0-23) 、日 (1-31) 、月 (1-12) 、年 (1970-2038)、曜日 (0-6、日曜日は0) を表し

ます。分、時、月は上記の (それぞれの) 範囲内の数でなければなりません。日や年、曜日は上記の数か、マイ

ナス (全体の範囲を示す) でわけられた2つの数です。日と曜日のフィールドの、どちらか一方は範囲で、もう

一方は数である必要があります。

7番目のフィールドは文字列で、簡単に時間帯調整を説明します。 tznamediff という書式で、 tzname は時間帯

名か省略形を表すアルファベットの文字列で、 diff は UTCとの時差を表します。 tzname は時間帯調整エント

リーの1行目にある、 tzname フィールドか dstzname フィールドと一致しなければなりません。分数式の diff

は必ず分で表されます。

コメントは第1カラムの # ではじまり、ニューラインまでの全文字を含みます。コメントは無視されます。

TZ 文字列の値がテーブルのどのラインとも一致しなければ、現在の U.S. パターンに従って解釈されます。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングルバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
アメリカの東部時間帯の時間帯調整テーブルは、

EST5EDT

0 3 6  1 1974 0-6 EDT4

0 3 22-28 2 1975 0 EDT4

0 3 24-30 4 1976-1986 0 EDT4

0 3 1-7 4 1987-2038 0 EDT4

0 1 24-30 11 1974 0 EST5

0 1 25-31 10 1975-2038 0 EST5
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通常 (1行目に示しているように) 東部標準時は UTCよりも5時間早いのですが、夏時間では差が4時間となりま

す。夏時間がはじめて実施されたのは (2行目) EDTの1974年1月6日の午前3時です。その1分前は ESTで1時59

分であることに注意してください。標準時に戻るのは (6行目) 同年11月の最後の日曜日です。ここで時間は、
EDTの午前1時59分から ESTの午前1時になっています。そのときから夏時間への移行は2月の最後の日曜日か

ら (3行目) 4月の最後の日曜日 (4行目) 、4月の最初の日曜日 (5行目) へとなっています。同期間に標準時へ

戻ったのは10月の最後の日曜日 (7行目) となっています。

著者
tztab はHPで開発されました。

ファイル
/usr/lib/tztab

参照
date(1), ctime(3C), environ(5)
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名称
ups_conf − HP PowerTrust 無停電電源システム (UPS) のモニタ設定ファイル

説明
HP PowerTrust UPS モニタデーモン (ups_mond) のデフォルト設定ファイルです。また、指定のフォーマットに

準拠している限り、別のファイルを使用することもできます。この場合、モニタデーモンは別のファイルを使

用するように設定されます ( ups_mond(1M) の -f オプションを参照)。

設定ファイルの行は最大、256 文字で記述でき、 UPS-tty ファイルの完全パス名は計 100 文字で構成できま

す。

設定ファイルでは、1 行に 1 エントリーずづ記述します。各行の先頭にはキーワードを置きます。設定ファイ

ルのエントリーにあるフィールドはすべて、コロン (:) で区切ります。また設定ファイルの各エントリーは最

初に検出される空白文字で終わります (ライブラリ関数 isspace() の指定のとおりです)。 isspace(3C) を参照し

てください。各行で最初の空白文字を超える文字は、コメントとみなされます。

シャットダウンの遅れと、タイムアウトの値は必ず、ファイルの先頭に記述します。

このファイルの各エントリーは必ず、以下に示すとおりキーワードで開始していなければなりません。終了の

コロンにより、キーワードと、パラメータの値が区切られます。 ups_mond は次のキーワードを認識します。

shutdown_delay_mins

upstty により、対応する UPS が内蔵電源 (バッテリ) で動作中であることを最初に upstty で

通知してから、 ups_mond が shutdown -h を開始するまでの時間を分単位で指定します。デ

フォルトは 1 分です。この値は、サイト全体に共通する一時的な電源障害に対応できる時間

としてセットします。

shutdown_timeout_mins

停止オプション (RB_HALT) を指定した reboot (reboot(2) 参照) を開始するまでに shutdown -h

動作を監視する時間を分単位で指定します。デフォルトは 5 分です。この値は、システムが
shutdown(1M) の実行に要する最大の時間より長くなければなりません。なお shutdown_time-

out_mins の値が経過した後は、AC 電圧を失った UPS はオフになることに注意してくださ

い。 AC 入力電圧が回復すると、 UPS も出力電圧を回復します。このタイムアウト値は、
shutdown よりも長すぎて、ユーザ側が待てなくなるほどの値であってはなりません。この値

は、AC 電源が早めに回復した場合でも、 UPS が電源の入れなおしを遅らせる期間に相当す

ることに注意する必要があります。

kill_after_shutdown

この行では Y または N を続けて指定することにより、AC 電圧異常の後 UPS をオフにするの

か (kill_after_shutdown:Y)、または UPS をオンにするのか (kill_after_shutdown:N) を決定し

ます。デフォルトは kill_after_shutdown:N です。

upstty UPSの設定に使用する tty デバイススペシャルファイルの完全パス名です。各 UPS ごとに対

応するエントリーを記述します。 upstty の各エントリーは、 /etc/ups_conf で指定された順序
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で処理されます。したがって、各 UPS は、優先順位に従てリスト (例えば、SPU を保護する
UPSを先にリストするなど)する必要があります。

upstty エントリーには、 upstty デバイススペシャルファイル名の後に、次のオプションパラ

メータを任意の順序で指定することができます。

MSG_ONLY この upstty により shutdown または reboot が開始されます。

SOLA 無停電電源のタイプを指定します。デフォルトは、 SOLAです。現在これが唯一の定義されて

いるタイプで、PowerTrust を含むすべての HP UPS ファミリーをサポートします。

例
次に、 /etc/ups_confサンプルファイルを示します。

shutdown_delay_mins:1

shutdown_timeout_mins:5

kill_after_shutdown:Y

upstty:/dev/tty0p1

upstty:/dev/tty0p2:MSG_ONLY

upstty:/dev/tty0p3:SOLA:MSG_ONLY

upstty:/dev/tty0p5:SOLA

ファイル
/dev/tty*

/etc/ups_conf

参照
ups_mond(1M)
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(廃止予定)

名称
utmp, wtmp, btmp − utmp, wtmp, btmp エントリー書式

構文
#include <sys/types.h>

#include <utmp.h>

説明
これらのファイルには、 last, who, write, login のようなコマンドのユーザー情報とアカウンティング情報があ

ります ( last(1), who(1), write(1), login(1) 参照) 。また、これらのファイルは、 <utmp.h> で定義された次の構造

体を持ちます。

#define UTMP_FILE "/etc/utmp"
#define WTMP_FILE "/var/adm/wtmp"
#define BTMP_FILE "/var/adm/btmp"
#define ut_name ut_user

struct utmp {
char ut_user[8]; /* User login name */
char ut_id[4]; /* /etc/inittab id(usually line#)*/
char ut_line[12] /* device name (console, lnxx) */
pid_t ut_pid; /* process id */
short ut_type; /* type of entry */
struct exit_status

short e_termination; /* Process termination status*/
short e_exit; /* Process exit status*/
} ut_exit; /* The exit status of a process*/

/* marked as DEAD_PROCESS.*/
unsigned short ut_reserved1; /* Reserved for future use*/
time_t ut_time; /* time entry was made*/
char ut_host[16]; /* host name,if remote*/
unsigned long ut_addr; /* host Internet addr, if remote*/

};

/* Definitions for ut_type */
#define EMPTY 0
#define RUN_LVL 1
#define BOOT_TIME 2
#define OLD_TIME 3
#define NEW_TIME 4
#define INIT_PROCESS 5 /* Process spawned by "init" */
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(廃止予定)

#define LOGIN_PROCESS 6 /* getty process awaiting login */
#define USER_PROCESS 7 /* A user process */
#define DEAD_PROCESS 8
#define ACCOUNTING 9
#define UTMAXTYPE ACCOUNTING /* Max. legal value of ut_type */

/* Special strings or formats used in the "ut_line" field */
/* when accounting for something other than a process */
/* No string for the ut_line field can be more than */
/* 11 chars + a NULL in length */
#define RUNLVL_MSG "run−level %c"
#define BOOT_MSG "system boot"
#define OTIME_MSG "old time"
#define NTIME_MSG "new time"

utmp ファイルには、システムにログインしたユーザーの記録が入ります。 btmp ファイルには、正しくないロ

グオンの各試みを書いた、誤ログインエントリーがあります。 wtmp ファイルには、すべてのログインとログ

アウトが記録されます。

wtmp と btmp はバインドなしで大きくなりますので、規則的にチェックする必要があることに注意してくだ

さい。不必要な情報は、大きくなりすぎないよう定期的に取り除く必要があります。

また、 wtmp と btmp は、それを保守するプログラムによって生成されるわけではない点にも注意してくださ

い。したがって、この2つのファイルを削除した場合、記録は残されません。

ファイル
/etc/utmp

/var/adm/wtmp

/var/adm/btmp

著者
utmp, wtmp, btmp はHPとカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
last(1), login(1), who(1), write(1), acctcon(1M), fwtmp(1M), utmpd(1M), getut(3C), getuts(3C), getutx(3C)

標準準拠
<utmp.h>: XPG2
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名称
utmps − ユーザーアカウンティングデータベース

構文
#include <sys/types.h>

#include <utmps.h>

説明
utmps ファイルには、システムにログオンしているすべてのユーザーのユーザーアカウンティング情報があり

ます。このファイルには、 utmpd(1M) が実行中でない時のみ getuts(3C) を使ってアクセスすることが出来ま

す。以下の情報が、 utmps ファイルに保存されています。

• ユーザーのログイン名 (256 文字以内)

• /etc/lines ID

• デバイス名 (コンソール, lnxx; 64 文字以内)

• プロセスID

• エントリータイプ
• DEAD_PROCESS の終了ステータス
• エントリーの作成時間
• ホストのインターネットアドレス (IPv4 と IPv6 のアドレスをサポートしています。)

• ホスト名 (256 文字以内)

このファイルには、 utmpd(1M) が実行中でない時のみ、ユーザーアカウンティング情報があります。
utmpd(1M) が実行中の時、このファイルのアカウント情報は最新の情報ではありません。このファイルの使用

は今後のリリースで打ち切られる可能性があります。

FILES
/etc/utmps

著者
utmps はHPで開発されました。

参照
last(1), login(1), who(1), write(1), acctcon(1M), fwtmp(1M), utmpd(1M), getuts(3C)
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名称
utmpx − utmpx データベース記憶ファイル

構文
#include <sys/types.h>

#include <utmpx.h>

説明
ファイル utmpx には、システムにログオンしたすべてのユーザーのユーザーアカウント情報が含まれていま

す。このファイルは utmp ファイルの代わりに使用されようになり、 utmp ファイルの価値は低下します。
utmpx ファイルには次の情報が保存されています。

• ユーザーログイン名 (24 文字まで)

• /etc/lines id

• 装置名 (console, lnxx)

• プロセス id

• エントリーの種類

• DEAD_PROCESS としてマークされたプロセスの終了ステータス

• エントリーされた時刻

• リモートである場合にはホストのインターネットアドレス

HP-UX の現在のバージョンでは、 utmp および utmpx の両方のファイルおよびフォーマットを更新します。
utmpx ファイルを直接使用するには、 utmp および utmpx ファイルを同時に更新しなければならないので、お

薦めできません。この機能は、libc API の pututlineおよび pututxline によって提供されています。

ファイル
/etc/utmpx

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

参照
last(1), login(1), who(1), write(1), acctcon(1M), fwtmp(1M), utmp(4), getut(3C) getuts(3C), utmp(4)

標準準拠
<utmp.h>: X/OPEN 4.2
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名称
uuencode −コード化されたuuencodeファイルの書式

説明
uuencode で出力するファイルには、ヘッダ行と、それに続く多数の主文、およびトレイラ行があります。
uudecode コマンドは、ヘッダの前にある行や、トレイラの後にある行は無視します ( uudecode(1) 参照) 。ヘッ

ダの前にある行は、ヘッダと同じ様ではいけません。

ヘッダ行には begin という文字があり、その後にはスペース、モード (8進数) 、スペース、そしてリモート

ファイル名を明示した文字列があります。

主文には多数の行があり、各行は62文字以内です (最後のニューラインを含む) 。これらの行には文字カウント

があり、コード化された文字、さらに改行文字があります。

文字カウントは1文字のプリント可能文字で、整数を表します。この整数は、行の残り部分のバイト数であ

り、常に0から 63までの数です。バイトカウントは、ASCII形式の空白文字の8進数値 (8進数 40) を、その文字

から引くことで定義できます。

3バイトのグループが、1文字6ビットで4文字中に収納されています。文字を印刷可能にするため、すべての文

字がスペースの値でオフセットされています。最後の行は、通常の45バイトよりも短いかも知れません。も

し、サイズが3の倍数でなければ、最終行のカウント値によって決まります。その時は、文字カウントが4の倍

数になるように、意味のない余分なデータが含まれています。主文の終わりの行には、ゼロの総数が書かれて

います。この行には、 ASCII形式のスペースが1つあります。

トレイラ行には、 end という言葉があります。

参照
mail(1), uudecode(1), uuencode(1), uucp(1)
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名称
wtmps, btmps − ユーザーログイン情報

構文
#include <sys/types.h>

#include <utmps.h>

説明
wtmps と btmps には、 last, who, write, login などのコマンドで使用するユーザー情報とアカウンティング情報

があります。 ( last(1), who(1), write(1), login(1)を参照)

btmps ファイルには、不正なログオンの試みを記録した、誤ログインエントリーがあります。 wtmps ファイル

には、アカウンティングの記録とは別に、すべてのログインとログアウトが記録されます。これらのファイル

は、 utmps に似た構造を持ち、主な要素として以下の値を持ちます。

char ut_user[] ユーザーログイン名
char ut_id[] エントリーを識別するユニークな ID

char ut_line[] デバイス名
pid_t ut_pid プロセス ID

short ut_type エントリータイプ
struct ut_exit プロセスの終了ステータス
struct timeval ut_tv エントリーの作成時間
char ut_host[] ホスト名 (リモートの場合)

uint8_t ut_addr[] ホストのインターネットアドレス (リモートの場合)

short ut_addr_type ut_addrのアドレス種別を示すフラグ

#define WTMPS_FILE "/var/adm/wtmps"

#define BTMPS_FILE "/var/adm/btmps"

wtmps と btmps は、際限なく大きくなりますので、規則的にチェックする必要があることに注意してくださ

い。ファイルが大きくなりすぎないよう定期的に不必要な情報を取り除く必要があります。また、 wtmps と
btmps は、それらを保守するプログラムによって生成されるわけではない点にも注意してください。したがっ

て、この2つのファイルを削除した場合、ログインの記録は残されません。

著者
wtmps btmps はHPで開発されました。

ファイル
/var/adm/wtmps

/var/adm/btmps

参照
last(1), login(1), who(1), write(1), acctcon(1M), fwtmp(1M), wtmpfix(1M), getuts(3C)
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名称
ypfiles −ネットワーク情報サービスデータベースとディレクトリ構造

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更され

ましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ネットワーク情報サービス (NIS)のネットワーク検索サービスは、ディレクトリ /var/yp の下のディレクトリの

階層構造にあるデータベースを用います。これらのデータベースは NIS サーバとして働くマシンにのみ存在し

ます。データベースは makedbm (makedbm(1M) を参照) で作成される2つのファイルからなります。そのうち1

つはファイル名拡張子に .pag を持ち、もう一方はファイル名拡張子 .dir を持ちます。例えば、 netgroup とい

う名前のデータベースは netgroup.pag と netgroup.dir という2つのファイルで実現されます。 NIS によるデー

タベースは NISマップと呼ばれます。

NIS domain はネットワーク情報サービスのマップの名前付けされた集合です。それぞれの NIS ドメインは
/var/yp のサブディレクトリとして実現され (サブディレクトリの名前はそのドメインネーム)、それぞれにその

ドメインのマップを含みます。 NIS ドメインの数は無制限で、それぞれに格納できるマップの数も無制限で

す。

/var/yp/domain, に格納されるデータベースの他に、マスター NIS サーバは general_NIS_mapname.time という名

前のファイルを同じ場所に持ちます。これらのファイルは単なる空のファイルで、最後の変更日時がマップを

構築するのに用いた ASCII形式ののファイルの変更日時と比較されます。 ypmake スクリプトがこの比較を行

い、マップが現在のものであるかを判断します (ypmake(1M) を参照 )。 general_NIS_mapname 指定は後述の

「ファイル」でより詳しく説明します。

NIS 検索サービスはマップを必要とはしませんが、システムの他の部分での正常な操作に必要な場合がありま

す。 NIS サーバがアクセスを提供するマップのリストは制限されず、またすべてを包含している必要もありま

せん。あるドメインにマップがあり、クライアントがそれについて問い合わせてきたときには NIS がそれに応

答します。マップが矛盾なく使われるためには、そのドメインで用いるすべての NIS サーバにマップが存在し

なければなりません。複製されたマップの間でデータが一致するために、それぞれのサーバのルートが持つ
crontab ファイルの中で、 ypxfr を定期的に実行するように設定してください (ypxfr(1M) と crontab(1) を参

照)。このことについてのさらに詳しい情報は、 yppush(1M) と ypxfr(1M) にあります。

NISマップは2つの特別なキーと値の組を持ちます。 1つ目のキー NIS_LAST_MODIFIEDは、 ASCII形式の文字10

桁の数字です。この数字は、マップが構築される時の time() を秒表示したものです (time(2) を参照)。 2つ目の

キー NIS_MASTER_NAMEは、そのマップのマスター NISサーバのホスト名です。 makedbm コマンドは自動的に

両方の値を生成します。 ypxfr コマンドは、マップを NISサーバ間で転送する時にこれらの値を用います。

NIS マップの生成と変更はマスターサーバでのみ行ってください。それらは異なるアーキテクチャで動作する
NIS サーバ間でのバイト順の違いの問題をなくしデータベースの格納に使われるディスクスペースを最小限に

とどめるために、 ypxfr を用いてスレーブサーバにコピーされます (ypxfr(1M) を参照)。 NIS データベースは

マスターとスレーブの両方に、 ypinit を用いて新規に作成できます (ypinit(1M) を参照)。
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サーバのデータベースが作成された後にマップの内容が変更されることがあります。一般的には ASCII形式の

のデータベースのソースがマスターに存在し、テキストエディタで変更されます。 NIS マップは変更を行うた

めに再構築され、 ypmake シェルスクリプトを実行することによってマスターからスレーブに伝達されます
(ypmake(1M) を参照)。

すべての標準 NIS マップは ypmake スクリプトまたは NIS Makefile に含まれるコマンドによって構築されま

す。共通でない NIS マップを追加したときには、この ypmake スクリプトまたは Makefile を編集して新しい

マップをサポートします(標準 NIS マップは「ファイル」に後述)。 ypmake と Makefile は、 makedbm を用い

て NIS マップをマスター上で生成し、必要に応じて yppush を実行して、再構築されたマップをスレーブにコ

ピーします (yppush(1M) を参照)。 yppush コマンドは指定されたドメインに関するすべての NISサーバのホス

ト名を含むマップ ypservers を読みます。詳細は ypmake(1M)、 yppush(1M)、 ypxfr(1M) を参照してください。

制約
/var/yp が、14文字よりも長いファイル名を許さないファイルシステム上にあり、新たにネットワーク情報サー

ビスのために標準外のマップを生成するときには、その名前は10文字以下にしてください。 makedbm が、4

文字の拡張子 .dir と .pag をすべてのマップ名につけるからです。

次は表に標準 NISマップ名を、ファイル名を14文字に制限するファイルシステムで用いるための変換を挙げま

す。標準マップ名はどのマシンが NIS サーバであるかに関係なく、 NIS クライアントである HP の機種上で要

求を生成するときに使用してください。
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標準 NIS map名 短縮map名

mail.aliases mail.alias

mail.byaddr mail.byad

ethers.byaddr ether.byad

ethers.byname ether.byna

group.bygid group.bygi

group.byname group.byna

hosts.byaddr hosts.byad

hosts.byname hosts.byna

netgroup netgroup

netgroup.byhost netgr.byho

netgroup.byuser netgr.byus

netid.byname netid.byn

networks.byaddr netwk.byad

networks.byname netwk.byna

passwd.byname passw.byna

passwd.byuid passw.byui

protocols.byname proto.byna

protocols.bynumber proto.bynu

publickey.byname pbkey.byna

rpc.byname rpc.byna

rpc.bynumber rpc.bynu

services.byname servi.byna

auto.master auto.mast

ypservers ypservers

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

ファイル
次の表は標準ネットワーク情報サービスのマップに関するものです。

NIS map 総称カラムには NIS マップ名のセットを示します。このセットには、右側の標準 NIS map名カラムの

エントリーを含みます。

ASCII ソースカラムは通常 HPマスター NISサーバでマップを構築する時に用いられる ASCII形式のファイルを

示します。 ypmake スクリプトでは多様な、ソースを格納するディレクトリや passwd マップの時のファイル

を許します。

標準 NIS map名カラムは、どのマップが NIS サーバに保存され、 NIS クライアントに参照されるかを示しま

す。
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NIS 標準 NIS

map総称 map名
ASCII ソース

aliases /etc/mail/aliase mail.aliases

mail.byaddr

ethers ∗ ethers.byaddr

ethers.byname

group /etc/group group.byname

group.bygid

hosts /etc/hosts hosts.byname

hosts.byaddr

netgroup /etc/netgroup netgroup

netgroup.byhost

netgroup.byuser

netid /etc/netid netid.byname

networks /etc/networks network.byaddr

network.byname

passwd /etc/passwd passwd.byname

passwd.byuid

protocols /etc/protocols protocols.byname

protocols.bynumber

publickey /etc/publickey publickey.byname

rpc /etc/rpc rpc.byname

rcp.bynumber

services /etc/services servi.bynp

services.byname

automounter /etc/auto_master auto.master

ypservers ∗∗∗ ypservers

∗ これらのデータベースは HP マスターネットワーク情報サービスサーバ上では構築されませ

ん。しかし、 HP のマシンがこれらのデータベースを作成、伝達するマスター NIS サーバのス

レーブである場合、 HP のスレーブ NIS サーバはこれらのデータベースを保存します。これら

のマップを必要とする HP 以外のマシンをお使いの場合、そのマシンをマスター NIS サーバに

することを推奨します。それにより、必要に応じてそれらのマップが構築されます。

∗∗∗ ypservers データベースには ASCII 形式のソースはありません。これはマスター NIS サーバで
ypinit を実行したユーザーの応答から作成され、対応する ypservers.time ファイルも存在しま

せん。
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参照
domainname(1), makedbm(1M), rpcinfo(1M), ypinit(1M), ypmake(1M), yppoll(1M), yppush(1M), ypserv(1M), ypxfr(1M)
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