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はじめに

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』では、
Solaris™ 10オペレーティングシステム (Solaris OS)で NIS+ネットワークのネーム
サービスを設定、構成、および管理する方法について説明します。このマニュアル
は、Solaris 10 System Administrator Collectionに含まれます。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます。詳細につい
ては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、
LDAP編)』および
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.htmlを参照してくだ
さい。

注 –このリリースでは、SPARC®および x86系列のプロセッサアーキテクチャ
(UltraSPARC®、SPARC64、AMD64、Pentium、Xeon EM64T)を使用するシステムを
サポートします。サポートされるシステムについては、Solaris 10 Hardware
Compatibility List (http://www.sun.com/bigadmin/hcl)を参照してください。本
書では、プラットフォームにより実装が異なる場合は、それを特記します。

本書では、「x86」という用語はAMD64あるいは Intel Xeon/Pentium製品系列と互
換性のあるプロセッサを使用して製造された 32ビットおよび 64ビットシステムを意
味します。サポートされるシステムについては、Solaris 10 Hardware Compatibility List
を参照してください。
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対象読者
このマニュアルは、経験を積んだシステムおよびネットワーク管理者を対象としてい
ます。

このマニュアルでは、Solarisのネームサービスおよびディレクトリサービスに関連す
るネットワーク概念について説明します。ただし、ネットワークの基礎および Solaris
OSの管理ツールについては説明しません。

このマニュアルの構成
このマニュアルは、各ネームサービスおよびディレクトリサービスに対応して複数の
部分に分かれています。

ネームサービスとディレクトリサービス :パート I「ネームサービスおよびディレクト
リサービスの紹介」

NIS+の設定と構成 :パート II「NIS+の設定と構成」

NIS+の管理 :パート III「NIS+の管理」

NIS+エラーメッセージ :付録A

Solarisシステム管理マニュアルセットの
構成
システム管理マニュアルセットに含まれる各マニュアルとその内容は、次のとおりで
す。

マニュアル名 内容

『Solarisのシステム管理 (基本編)』 ユーザーアカウントとグループ、サーバーとクライアン
トのサポート、システムのシャットダウンとブート、
サービスの管理、およびソフトウェア (パッケージと
パッチ)の管理
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マニュアル名 内容

『Solarisのシステム管理 (上級編)』 印刷サービスの管理、端末とモデムの設定、システム資
源の管理 (ディスク割り当て、アカウンティング、およ
び crontabファイルの管理)、システムプロセスの管
理、および Solarisソフトウェアの障害追跡

『Solarisのシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
』

リムーバブルメディア、ディスクとデバイス、ファイル
システム、およびデータのバックアップと復元

『Solarisのシステム管理 (IPサービス)』 TCP/IPネットワークの管理、IPv4と IPv6のアドレス
の管理、DHCP、IPsec、IKE、Solaris IPフィルタ、モ
バイル IP、IPネットワークマルチパス (IPMP)、および
IPQoS

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS, NIS, LDAP編)』

DNS、NIS、LDAPのネームサービスおよびディレクト
リサービス (NISから LDAPへの移行および NIS+から
LDAPへの移行を含む)

『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : NIS+編)』

NIS+のネーミングとディレクトリサービスの管理

『Solarisのシステム管理 (ネットワークサービス)』 Webキャッシュサーバー、時間関連サービス、ネット
ワークファイルシステム (NFSとAutofs)、メール、
SLP、および PPP

『Solarisのシステム管理 (セキュリティサービス)』 監査、デバイス管理、ファイルセキュリティ、BART、
Kerberosサービス、PAM、Solaris暗号化フレームワー
ク、特権、RBAC、SASL、Solaris Secure Shell

『Solarisのシステム管理 (Solarisコンテナ:資源管理と
Solarisゾーン)』

資源管理に関連するプロジェクトと手順、拡張アカウン
ティング、資源制御、公平配分スケジューラ (FSS)、資
源上限デーモン (rcapd)を使用した物理メモリー制御、
動的資源プール (Solarisゾーンソフトウェア区分技術を
使用した仮想化)

関連マニュアル
� 『DNS and Bind』 - Cricket Liu & Paul Albitz共著、浅羽登志也／上水流由香監
訳、アスキー出版社、1995年
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Sunのオンラインマニュアル
docs.sun.comでは、Sunが提供しているオンラインマニュアルを参照することができ
ます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこと
もできます。URLは、http://docs.sun.comです。

表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用しま
す。

表 P–1表記上の規則

字体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレク
トリ名、画面上のコンピュータ出
力、コード例を示します。

.loginファイルを編集します。

ls -a を使用してすべてのファイル
を表示します。

system%

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面上
のコンピュータ出力と区別して示し
ます。

system% su

password:

AaBbCc123 変数を示します。実際に使用する特
定の名前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、rm
filenameと入力します。

『』 参照する書名を示します。 『コードマネージャ・ユーザーズガ
イド』を参照してください。

「」 参照する章、節、ボタンやメニュー
名、強調する単語を示します。

第 5章「衝突の回避」を参照してく
ださい。

この操作ができるのは、「スーパー
ユーザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキスト
がページ行幅を超える場合に、継続
を示します。

sun% grep ‘^#define \
XV_VERSION_STRING’

コード例は次のように表示されます。

� Cシェル

machine_name% command y|n [filename]
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� Cシェルのスーパーユーザー

machine_name# command y|n [filename]

� Bourneシェルおよび Kornシェル

$ command y|n [filename]

� Bourneシェルおよび Kornシェルのスーパーユーザー

# command y|n [filename]

[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filenameは省略してもよいことを示し
ています。

|は区切り文字 (セパレータ)です。この文字で分割されている引数のうち 1つだけを
指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shiftキーを押しま
す)。ただし、キーボードによっては Enterキーが Returnキーの動作をします。

ダッシュ (-)は 2つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-Dは
Controlキーを押したまま Dキーを押すことを意味します。
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パート I
ネームサービスおよびディレクトリ
サービスの紹介

次の章では、nsswitch.confファイルについて説明します。nsswitch.conf
ファイルは、異なるサービスの使用方法を調整するために利用します。
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第 1章

ネームサービススイッチ

この章では、ネームサービススイッチの機能と、これを使用してクライアントが 1つ
または複数のソースからネーミング情報を入手する方法について説明します。ネーム
サービススイッチは、異なるネームサービスの使用方法を調整するために使います。
Solarisネームサービスとディレクトリサービスの DNS、NIS、および LDAPの概要
については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「ネームサービスとディレクトリサービス (概要)」を参照してく
ださい。

ネームサービススイッチについて
ネームサービススイッチは nsswitch.confという名前のファイルで、クライアント
のマシンやアプリケーションがネットワーク情報を得る方法を管理します。これは、
クライアントマシンまたはクライアントアプリケーションがネットワーク情報を取得
する方法を制御します。ネームサービススイッチは、次のような getXbyY()インタ
フェースのいずれかを呼び出すクライアントアプリケーションによって使用されま
す。

� gethostbyname()
� getpwuid()
� getpwnam()
� getipnodebyname()

各マシンの /etcディレクトリには、スイッチファイルがあります。ファイルの各行
は、host、passwd、groupなどの特定タイプのネットワーク情報を識別します。そ
の後には、クライアントがネットワーク情報を探すための 1つまたは複数のソースが
続きます。

クライアントは、1つまたは複数のスイッチのソースからネーミング情報を入手でき
ます。たとえば、NIS+のクライアントは、NIS+テーブルからホスト情報を、ローカ
ルの /etcファイルからパスワード情報をそれぞれ入手できます。さらに、スイッチ
が各ソースを使用する条件を指定することもできます。表 1–1を参照してください。
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Solarisソフトウェアは、インストールの過程において各マシンの /etcディレクトリ
に nsswitch.confファイルを自動的に配置します。LDAP、NIS、NIS+、または
ファイル用にスイッチファイルの 4つの代替 (テンプレート)バージョンも /etc
ディレクトリにロードされます。34ページの「nsswitch.confテンプレート
ファイル」を参照してください。

これら 4つのファイルは、代替デフォルトスイッチファイルです。各ファイルはそれ
ぞれ/etcファイル、NIS、NIS+、LDAPという異なる主要なネームサービス用に設
計されています。Solarisソフトウェアをマシンに最初にインストールする時に、イン
ストール担当者はマシンのデフォルトのネームサービス (NIS+、NIS、ローカル
ファイル、または LDAP)を選択します。インストール中に、対応するテンプレート
ファイルが nsswitch.confファイルにコピーされます。たとえば、LDAPを使用し
ているクライアントマシンでは、インストールの過程で nsswitch.ldapが
nsswitch.confにコピーされます。特殊な名前空間を持っている場合を除き、通常
の操作には nsswitch.confにコピーされるデフォルトのテンプレートファイルを使
用します。

マシンの主要なネームサービスを後から変更する場合は、該当する代替スイッチ
ファイルを nsswitch.confにコピーします (34ページの「nsswitch.confテン
プレートファイル」を参照)。また、/etc/nsswitch.confファイルの該当行を編
集することで、クライアントが使用するネットワーク情報のソースを変更することも
できます。この構文については以下で説明します。詳細については、38ページ
の「ネームサービススイッチの変更」を参照してください。

nsswitch.confファイルのフォーマット
nsswitch.confファイルは、基本的には 16種類の情報とそのソース (getXXbyYY
()関数の情報検索先)のリストです。順序は必ずしも以下のとおりではありません。

� aliases
� bootparams
� ethers
� group
� hosts
� ipnodes
� netgroup
� netmasks
� networks
� passwd (シャドウ情報含む)
� protocols
� publickey
� rpc
� services
� automount
� sendmailvars

次の表に、スイッチファイル内で上記の各情報タイプ用に指定できるソースの種類の
詳細を示します。
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表 1–1スイッチソースの例

ソース 目的

files クライアントの /etcディレクトリに格納されているローカルファイ
ル/etc/passwdなど

nisplus NIS+テーブル。hostsテーブルなど

nis NISマップ。hostsマップなど

compat パスワードとグループ情報を対象に、/etc/passwd、/etc/shadow、
/etc/groupファイルで旧書式の「+」または「-」構文をサポートする

dns ホスト情報を DNSから入手するように指定する

ldap エントリを LDAPディレクトリから入手するように指定する

検索規準
「単一ソース」。nisplusのような情報のソースが 1つだけの場合、スイッチを使用
している関数は、そのソースだけで情報を検索します。情報が見つかった場合、
successという状態メッセージを返します。情報が見つからない場合は、検索が停止
され、success以外の状態メッセージを返します。状態メッセージに基づいて何をす
るかは、関数によって異なります。

「複数ソース」。テーブルに複数のソースがある場合、スイッチは最初のソースから
情報検索を始めるように関数に指示します。情報が見つかった場合、successという
状態メッセージを返します。情報が見つからない場合は、次のソースが検索されま
す。関数は必要な情報が見つかるか、return処理によって中止されるまで全ソース
の検索を続けます。必要な情報がどのソースにもなかったとき、関数は検索を停止
し、non-successという状態メッセージを返します。

スイッチ状態メッセージ
関数は情報を見つけると、successという状態メッセージを返します。情報が見つか
らない場合は、その理由に応じて 3種類のメッセージのうちの 1つを返します。表示
される状態メッセージを次の表に示します。

表 1–2スイッチ状態メッセージ

状態メッセージ 意味

SUCCESS 要求されたエントリがソース内で発見された

UNAVAIL ソースが応答しない、または使用不可。つまり、NIS+テーブル、NIS
マップ、または /etcディレクトリのファイルが見つからなかった (ア
クセスできなかった)
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表 1–2スイッチ状態メッセージ (続き)
状態メッセージ 意味

NOTFOUND エントリなし。テーブル、マップ、ファイルにアクセスしたが、必要な
情報は見つからなかった

TRYAGAIN ソース使用中のため再検索の必要あり。テーブル、マップ、ファイルは
見つかったが、照会に対して応答しなかった

スイッチの動作に関するオプション
次の表に示すように、状態メッセージに対して次の 2つの動作のどちらかで応答する
ようにスイッチに指示できます。

表 1–3スイッチ状態メッセージへの応答

動作 意味

return 情報の検索を中止する

continue 次のソースがあれば、それを検索する

デフォルト検索基準
nsswitch.confファイルの状態メッセージと動作オプションの組み合わせに
よって、関数の各ステップでの動作が決まります。この状態と動作の組み合わせのこ
とを、「検索基準」と呼びます。

スイッチのデフォルト検索規準は、どのソースについても同じです。これらを上記の
状態メッセージに基づいて説明すれば次のようになります。

� SUCCESS=return。情報の検索を中止し、見つかった情報を使用して処理を続行
する

� UNAVAIL=continue。次のソース (nsswitch.confファイルに指定されたもの)
を使用して検索を続行する。次のソースがなければ、NOTFOUNDという状態
メッセージを返す

� NOTFOUND=continue。次のソース (nsswitch.confファイルに指定されたも
の)を使用して検索を続行する。次のソースがなければ、NOTFOUNDという状態
メッセージを返す

� TRYAGAIN=continue。次のソース (nsswitch.confファイルに指定されたも
の)を使用して検索を続行する。次のソースがなければ、NOTFOUNDという状態
メッセージを返す

これらはデフォルトの検索基準であるため、暗黙的に使用されます。つまり、ス
イッチファイルで、はっきりと指定する必要はありません。ほかの検索基準を明示し
てデフォルトの検索基準を変更するには、上記の STATUS=actionという構文を使用し
ます。たとえば、NOTFOUND状態に対し、デフォルトの動作では次のソースに移って
検索を続行します。networksなど、特定の情報を設定して検索すると、検索は
NOTFOUNDで中止します。スイッチファイルの networksの行を、以下のように編集
してください。
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networks: nis [NOTFOUND=return] files

networks: nis [NOTFOUND=return] files は、NOTFOUND に関してデフォルト
でない検索基準を設定するものです。デフォルト以外の設定をするときは [ ]を使用し
ます。

この例では、検索関数は以下のような働きをします。

� networksマップが見つかり、必要な情報があった場合、関数は SUCCESSという
状態メッセージを返します。

� networksマップが見つからなかった場合、関数は UNAVAILという状態メッセー
ジを返し、デフォルトにより適当な /etcファイルの検索を続行します。

� networksマップは見つかったが必要な情報がなかった場合、関数は NOTFOUND
という状態メッセージを返します。そして /etcファイルの検索を続行する (デ
フォルトの動作)代わりに検索を停止します。

� networksマップが使用中の場合、関数は TRYAGAINという状態メッセージを返
し、デフォルトで適当な /etcファイルの検索を続行します。

注 – nsswitch.confファイル内の検索は、項目の記載順に実行されます。ただし、
passwd -r repositoryコマンドで指定されていない限り、パスワードの更新は逆順で
実行されます。詳細については、40ページの「スイッチファイルとパスワード情
報」を参照してください。

構文が正しくない場合の処理
クライアントのライブラリ関数には、nsswitch.confファイルにおいて「必要なエ
ントリがない」、「エントリの構文が誤っている」といった場合に使用されるコンパ
イル時に組み込まれるデフォルトエントリが含まれています。これらのエントリは
nsswitch.confファイルのデフォルトエントリと同じものです。

ネームサービススイッチは、テーブル名やソース名のスペルが正しいものとして処理
をします。スペルが正しくない場合は、デフォルト値が使用されます。

auto_homeと auto_master
auto_homeテーブル、auto_masterテーブルとマップのスイッチ検索基準は、
automountと呼ばれる１つのカテゴリに統合されます。

Timezoneとスイッチファイル
timezoneテーブルはスイッチを使用しないため、スイッチファイルのリストには含
まれていません。
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nsswitch.confファイル中のコメント
nsswitch.confファイル中の行のうち、「#」で始まっているものはコメント行と
して解釈され、ファイルを検索する関数では無視されます。

行の途中にコメント文字 (#)が含まれる場合、コメント文字の前の文字列は
nsswitch.confファイルを検索するルーチンによって解釈されます。コメント文字
よりあとの文字列は、コメントとして解釈され、無視されます。

表 1–4スイッチファイルのコメント例

行の種類 コメント例

コメント行 (無視される) # hosts: nisplus [NOTFOUND=return] files

完全に解釈される行 hosts: nisplus [NOTFOUND=return] file

部分的に解釈される行
(「files」の部分は解釈さ
れない)

hosts: nisplus [NOTFOUND=return] # files

キーサーバーとスイッチファイルの publickey
エントリ

注意 – nsswitch.confに変更を加えた後は、キーサーバーを再起動する必要があり
ます。

キーサーバーは、起動時にだけネームサービススイッチ構成ファイルの publickey
エントリを参照します。つまり、スイッチ構成ファイルを更新しても、再起動しない
限りキーサーバーは publickeyエントリへの変更を認識しません。

nsswitch.confテンプレートファイル
Solarisソフトウェアでは、4つの nsswitch.confテンプレートファイルを用意し
て、さまざまなネームサービスに対応しています。デフォルトの情報ソース (一次
ソース、およびそれに続くもの)としては、それぞれ異なったものが指定されていま
す。

4つのテンプレートファイルについて説明します。

� 「NIS+テンプレートファイル」(nsswitch.nisplusファイル)。このテンプ
レートファイルで passwd、group、automount、aliasesを除くすべての情報
の一次ソースとして指定されているのは、NIS+です。passwd、group、
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automount、aliasesの一次ソースとして指定されているのは /etcディレクト
リのファイルで、二次ソースとして指定されているのは NIS+テーブルです。
[NOTFOUND=return] という検索基準は、「No such entry」というメッセージ
を受け取ったら NIS+テーブルの検索を停止する」という意味です。また、ローカ
ルファイルを検索するのは NIS+サーバーを使用できない場合だけです。

� 「NISテンプレートファイル」(nsswitch.nisファイル)。NIS+テーブルではな
く NISマップを使用するという点を除けば NIS+テンプレートファイルとほぼ同
じです。passwd、group の情報に関しては files nis という順序で検索するよ
う指定されているため、/etc/passwdと /etc/groupに +エントリを指定する
必要はありません。

� 「Filesテンプレートファイル」(nsswitch.filesファイル)。このテンプレート
ファイルでは、ローカルの /etcディレクトリのファイルだけがマシンの情報ソー
スとして指定されています。netgroupに関する filesのソースは存在しないた
め、クライアントがスイッチファイルでこのエントリを使用することはありませ
ん。

要求するものにもっとも近いテンプレートファイルを nsswitch.confにコピーし、
必要に応じて修正します。

たとえば、LDAPテンプレートファイルを使用するには、以下のコマンドを入力しま
す。

mymachine# cp nsswitch.ldap nsswitch.conf

デフォルトスイッチテンプレートファイル
Solarisソフトウェアの 4つのスイッチファイルを、以下に示します。

例 1–1 NIS+スイッチファイルテンプレート (nsswitch.nisplus)

#
#
# /etc/nsswitch.nisplus:
#
#
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it uses NIS+ (NIS Version 3) in conjunction with files.
#
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet"
# transports.

# the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd
# and /etc/group.
passwd: files nisplus
group: files nisplus
# consult /etc "files" only if nisplus is down.
hosts: nisplus [NOTFOUND=return] files
# Uncomment the following line, and comment out the above, to use
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例 1–1 NIS+スイッチファイルテンプレート (nsswitch.nisplus) (続き)

# both DNS and NIS+. You must also set up the /etc/resolv.conf
# file for DNS name server lookup. See resolv.conf(4).
# hosts: nisplus dns [NOTFOUND=return] files
services: nisplus [NOTFOUND=return] files
networks: nisplus [NOTFOUND=return] files
protocols: nisplus [NOTFOUND=return] files
rpc: nisplus [NOTFOUND=return] files
ethers: nisplus [NOTFOUND=return] files
netmasks: nisplus [NOTFOUND=return] files
bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
publickey: nisplus
netgroup: nisplus
automount: files nisplus
aliases: files nisplus

sendmailvars: files nisplus

例 1–2 NISスイッチファイルテンプレート

#
# /etc/nsswitch.nis:
#
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it uses NIS (YP) in conjunction with files.
#
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet"
# transports.
#
# the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd
# and /etc/group.
passwd: files nis
group: files nis
# consult /etc "files" only if nis is down.
hosts: nis [NOTFOUND=return] files
networks: nis [NOTFOUND=return] files
protocols: nis [NOTFOUND=return] files
rpc: nis [NOTFOUND=return] files
ethers: nis [NOTFOUND=return] files
netmasks: nis [NOTFOUND=return] files
bootparams: nis [NOTFOUND=return] files
publickey: nis [NOTFOUND=return] files
netgroup: nis
automount: files nis
aliases: files nis
# for efficient getservbyname() avoid nis
services: files nis

sendmailvars: files

例 1–3 Filesスイッチファイルテンプレート

#
# /etc/nsswitch.files:
#
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例 1–3 Filesスイッチファイルテンプレート (続き)

# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it does not use any naming service.
#
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet"
# transports.
passwd: files
group: files
hosts: files
networks: files
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
bootparams: files
publickey: files
# At present there isn’t a ’files’ backend for netgroup;
# the system will figure it out pretty quickly, and will notuse
# netgroups at all.
netgroup: files
automount: files
aliases: files
services: files

sendmailvars: files

nsswitch.confファイル
Solarisソフトウェアをはじめてインストールするときのデフォルトの
nsswitch.confファイルは、Solarisソフトウェアをインストールする際に選択した
ネームサービスで決まります。このファイルの各行は、ネットワーク情報の種類 (ホ
スト、パスワード、グループなど)と、それに対する 1つ以上の情報源 (NIS+テーブ
ル、NISマップ、DNSホストテーブル、同一ワークステーション上の /etcなど)を
対応させています。クライアントは、この情報源から各情報を検索します。ネーム
サービスが選択されると、そのサービスのスイッチテンプレートファイルがコピーさ
れ、新しい nsswitch.confファイルが作成されます。たとえば、NIS+が選択され
た場合は、nsswitch.nisplusファイルがコピーされて nsswitch.confファイル
が作成されます。

/etc/nsswitch.confファイルは、Solaris 10ソフトウェアにより各マシンの /etc
ディレクトリに自動的に配置されます。また次の代替テンプレートファイルも作成さ
れます。

� /etc/nsswitch.nisplus
� /etc/nsswitch.nis
� /etc/nsswitch.files

これらの代替テンプレートファイルには、NIS+と NISサービス、ローカルファイ
ル、および LDAPで使用されるデフォルトのスイッチ構成が入っています。Solarisソ
フトウェアをマシンに最初にインストールする時に、インストール担当者はマシンの
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デフォルトのネームサービス (NIS+、NIS、ローカルファイル、または LDAP)を選択
します。インストール時には、対応するテンプレートファイルが
/etc/nsswitch.confにコピーされます。たとえば、クライアントが NIS+を使用
しているマシンでは、インストールの過程で nsswitch.nisplusファイルが
nsswitch.confにコピーされます。

特殊な名前空間を持っている場合を除き、通常の操作には nsswitch.confにコピー
されるデフォルトのテンプレートファイルを使用します。

構成ファイルの変更
マシンのネームサービスを変更するときは、そのマシンのスイッチファイルを新しい
ネームサービスに対応させて変更する必要があります。たとえば、マシンのネーム
サービスを NISから NIS+に変更する場合は、スイッチファイルを NIS+に対応した
ものに変更する必要があります。スイッチファイルを変更するには、対応するテンプ
レートファイルを nsswitch.confにコピーします。

NIS+インストールスクリプトを使って NIS+をマシンにインストールすると、NIS+
テンプレートファイルが自動的に nsswitch.confにコピーされます。この場合、特
にスイッチファイルをカスタマイズしたいというのでなければ、スイッチファイルを
明示的に変更する必要はありません。

スイッチファイルを変更する前に、ファイルに列挙されている情報源が正しく設定さ
れていることを確認してください。たとえば、NIS+用スイッチファイルに変更する
のであれば、ワークステーションには NIS+サービスへのアクセス権が必要になり、
ローカルファイル用スイッチファイルに変更するのであれば、それらのローカル
ファイルがワークステーション上に正しく設定されている必要があります。

� ネームサービススイッチの変更
スイッチファイルを変更する場合は、次の手順に従います。

1. クライアントにスーパーユーザーとしてログインします。

2. 使用するネームサービス用のテンプレートファイルを nsswitch.confにコピー
します。

「NIS+用」(NIS+スクリプトにより自動的にコピーされる)

client1# cd /etc

client1# cp nsswitch.nisplus nsswitch.conf

「NIS用」

client1# cd /etc

client1# cp nsswitch.nis nsswitch.conf
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「ローカルの /etcファイル用」

client1# cd /etc

client1# cp nsswitch.files nsswitch.conf

3. マシンを再起動します。

nscdネームサービスキャッシュデーモンによってスイッチ情報がキャッシュに書
き込まれます。ライブラリ関数の中には、nsswitch.confファイルが変更され
たかどうかを定期的にチェックしないものがあります。このため、マシンを再起動
して、nscdデーモンとそれらのライブラリ関数が確実に最新のスイッチ情報を持
つようにする必要があります。

NIS+クライアントで IPv6を使用できる
ようにする方法
1. スーパーユーザーとしてログインします。

2. /etc/nsswitch.confファイルを編集します。

3. 新しい ipnodesソースを追加して、ネームサービス (ldapなど)を指定します。

ipnodes: ldap [NOTFOUND=return] files

ipnodesは、デフォルトでは filesです。IPv4から IPv6への変更中には、すべ
てのネームサービスが IPv6のアドレスを認識できるわけではないので、デフォル
トの filesを使用する必要があります。デフォルトを使用しない場合は、アドレ
スの解決中に不必要な遅延が生じることがあります。

4. ファイルを保存して、マシンを再起動します。

nscdデーモンはこの情報をキャッシュに保存して起動時にこの情報を読み取るの
で、ここでマシンを再起動する必要があります。

+/-構文との互換性を確保する
/etc/passwd、/etc/shadow、および /etc/groupファイルに +/-が使用される
場合は、互換性を確保するために、nsswitch.confファイルを変更する必要があり
ます。

� 「NIS+」。NIS+で +/-構文と同じ効果を得るには、passwdソースと group
ソースを compatに変更し、nsswitch.confファイルの passwdエントリまた
は group エントリの後に passwd_compat: nisplus というエントリを追加し
ます (下記参照)。
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passwd: compat
passwd_compat: nisplus
group: compat

group_compat: nisplus

この指定により、クライアント関数のネットワーク情報獲得先は、ファイル中に
+/-エントリを指定したのと同じように、/etcディレクトリのファイルと NIS+
テーブルになります。

� 「NIS」。SunOS™ 4と同じ構文を使用するには、passwdソースと groupソー
スを compatに変更します。

passwd: compat

group: compat

この指定により、クライアント関数のネットワーク情報獲得先は、ファイル中に
+/-エントリを指定したのと同じように、/etcファイルと NISマップになりま
す。

注 – NIS+サーバーが NIS互換モードで動作している場合、クライアントマシンでは
netgroupテーブルに対して ypcatを実行できません。実行すると、エントリの有
無に関わらず「テーブルが空である」という結果が出ます。

スイッチファイルとパスワード情報
filesや nisplusなど複数のリポジトリ内のパスワード情報全体にアクセスするこ
とが可能です。nsswitch.confファイルを使って、この情報の検索順序を設定でき
ます。

注意 – nsswitch.confファイルでは、filesを passwd情報の 1番目のソースにし
てください。

NIS+環境では、nsswitch.confファイルの passwd行に、以下の順番でリポジト
リを指定する必要があります。

passwd: files nisplus

NIS環境では、nsswitch.confファイルの passwd行に、以下の順番でリポジトリ
を指定する必要があります。

passwd: files nis
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ヒント – filesを先頭に指定することで、大半の状況では (システムでネットワークま
たはネームサービスに関係した問題が発生している場合でも) rootでのログインが許
可されます。

同一ユーザーを複数のリポジトリで管理することは、推奨されていません。ユーザー
ごとに単一のリポジトリ内でパスワードを集中管理することで、混乱やエラーが発生
する可能性を低減できます。ユーザーごとに複数のリポジトリを管理する場合は、
passwd -rコマンドを使用して、パスワード情報を更新してください。

passwd -r repository
-rオプションとともにリポジトリが指定されていない場合、passwdは
nsswitch.confに記載されているリポジトリを逆順に更新します。
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パート II NIS+の設定と構成

このパートでは、Solaris OS上で NIS+ネームサービスを設定および構成する方法に
ついて説明します。
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第 2章

NIS+の紹介

この章では、NIS+の概要を述べます。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+について
NIS+は NISによく似たネットワークネームサービスですが、より多くの機能を備え
ています。NIS+は、NISの拡張機能ではなく、新しいソフトウェアプログラムです。

NIS+ネームサービスは、ネットワークがどのような構造であっても、その周囲を取
り巻くことにより、サービスを設置した組織の形態に適合するように設計されていま
す。

NIS+はマシンのアドレス、セキュリティ情報、メール情報、Ethernetインタフェー
ス、ネットワークサービスなどの情報を集中的に格納して、ネットワーク上のすべて
のマシンからアクセスできるようにします。このように構成されたネットワーク情報
を、NIS+「名前空間」と呼びます。

NIS+名前空間は階層構造となっていて、UNIX®のディレクトリファイルシステムに
よく似ています。階層構造になっていることから、NIS+名前空間を企業組織の階層
に合わせて構成できます。NIS+名前空間は、独立して管理できる複数のドメインに
分割できます。クライアントは、適切なアクセス権があれば、自分のドメインだけで
はなく、ほかのドメインの情報にもアクセスできます。
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NIS+はクライアントサーバーモデルを使用して、NIS+名前空間に情報を格納し、ま
たその情報にアクセスできます。各ドメインは複数のサーバーによってサポートされ
ます。もっとも重要なサーバーは「マスター」サーバーと呼ばれ、バックアップサー
バーは「複製」サーバーと呼ばれます。ネットワーク情報は、内部 NIS+データベー
ス内にある 16個の標準 NIS+テーブルに格納されています。マスターサーバーと複製
サーバーは、両方とも NIS+のサーバーソフトウェアを実行し、NIS+テーブルのコ
ピーを保持します。マスターサーバー上の NIS+データの変更は、複製サーバーにも
自動的に伝達されます。

NIS+には、名前空間の構造とその情報を保護するために、高度なセキュリティシス
テムが組み込まれています。NIS+は認証 (authentication)と承認 (authorization)を使
用して、クライアントの情報要求に応えるべきかどうかを検証します。「認証」と
は、情報の要求者がネットワークの正当なユーザーであるかどうかを判定することで
す。「承認」とは、要求された情報に関して特定のユーザーが入手または変更を許可
されているかどうかを判定することです。

Solarisのクライアントは、ネームサービススイッチ (/etc/nsswitch.confファイ
ル)を使用して、マシンがどこからネットワーク情報を取り出すかを決定します。こ
の種の情報はローカル側の /etcファイルや、NIS、DNS、NIS+に格納されます。
ネームサービススイッチでは、情報の種類ごとに異なるソースを指定できます。この
スイッチの詳細は、第 1章を参照してください。

NIS+のメリット
NISと比較すると、NIS+には次のようなメリットがあります。

� 安全性の高いデータアクセス
� 階層構造を使用した分散型のネットワーク管理
� 非常に大きな名前空間の管理
� 異なるドメインにあるリソースへのアクセス
� 増分 (incremental)更新

50ページの「NIS+のセキュリティ」で説明したセキュリティシステムを使用すれ
ば、特定のテーブルの個々のエントリに対する特定のユーザーのアクセスを制御でき
ます。このようなセキュリティ方式では、システムを安全に維持でき、しかも NIS+
名前空間全体またはテーブル全体が損傷する危険性がなく、管理業務を広く分散させ
ることができます。

NIS+の階層構造により、使用する名前空間に複数のドメインを置くことができま
す。ドメインに分割することにより、管理が容易になります。個々のドメインは完全
に独立して管理できるため、システム管理者の負担が軽減され、非常に大きな名前空
間の管理責任から解放されます。このように、セキュリティシステムを分散型の
ネットワーク管理と組み合わせることによって、管理作業の負担を分担することがで
きます。
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ドメインが個別に管理されているとしても、すべてのクライアントに名前空間内のす
べてのドメインの情報を参照するアクセス権を与えることができます。クライアント
は自分のドメイン内のテーブルしか見ることができないため、クライアントがほかの
ドメイン内のテーブルにアクセスするには、そのテーブルについて明示的にアドレス
を指定しなければなりません。

増分更新とは、名前空間内での情報の高速の更新を意味します。ドメインは独立して
管理されるため、マスターサーバーテーブルへの変更は、名前空間全体にではなく、
その複製サーバーだけに伝達します。伝達が行われると、これらの変更はすぐに名前
空間全体で有効になります。

NIS+と NISの違い
ネットワーク情報サービスプラス (NIS+)は、ネットワーク情報サービス (NIS)といく
つかの点で異なります。NIS+には、多くの新しい機能が追加されています。また、
NISと似た概念に対して、使用する用語が異なることがあります。わからない用語が
ある場合は、用語集を参照してください。次の表に、NISと NIS+の主な相違点を示
します。

表 2–1 NISとNIS+の違い

NIS NIS+

フラットなドメイン -階層なし 階層構造 -データを名前空間内の異なるレベ
ルに格納

データを 2列のマップに格納 データを複数の列のテーブルに格納

認証を使用しない DES認証を使用

ネットワーク情報源は 1つ ネームサービススイッチ -クライアントは
NIS、NIS+、DNS、またはローカル側の /etc
ファイルから情報源を選択できる

バッチ伝達のため更新は遅い すぐに伝達される増分更新

NIS+は NISに代わるものとして設計されました。NISは、1980年代に普及していた
クライアントサーバーコンピューティングネットワークの管理要件に応えるもので
す。その当時のクライアントサーバーネットワークは、通常、クライアント数が数百
を超えることはなく、多目的サーバーの数もわずかでした。これらのネットワークは
数カ所のリモートサイトを結んでいるだけであり、しかもユーザーに専門知識があり
信頼できたため、セキュリティを必要としませんでした。

しかしクライアントサーバーネットワークは 1980年代半ば頃から急速な成長を遂げ
ました。現在では、世界中のサイトに配置された 10～100台の専用サーバーにサポー
トされた 100～10,000台のマルチベンダークライアントが存在し、複数の公衆網に接
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続されています。さらに、ネットワークが格納する情報は、NISの時代よりもはるか
に急速に変化しています。このようなネットワークの規模と複雑性に対処するため、
新しい管理方式が必要になりました。NIS+はこれらの必要性に焦点をあてて設計さ
れました。

NISの名前空間は、フラットな状態で管理機能を集中管理しています。1990年代に入
りネットワークはスケーラビリティと管理の分散化を求めるようになったため、NIS+
の名前空間は DNSの場合のように階層ドメインをベースに設計されました。

たとえば図 2–1は docという名前の親ドメインと、salesと manfという 2つのサ
ブドメインを持つ会社の例を示しています。

図 2–1階層型ドメインの例

これによって NIS+は、小規模から大規模まで、広い範囲のネットワークで使用でき
ます。また、NIS+のサービスを組織の成長に適合させることもできます。たとえ
ば、ある会社が 2つの部門に分かれた場合、それに対する NIS+の名前空間を 2つの
ドメインに分割し、これらを自律的に管理できます。インターネットがドメインの管
理を下のレベルに委譲するように、NIS+のドメインも程度の差はあっても互いに独
立して管理できます。

NIS+は DNSと似たドメイン階層を使用しますが、NIS+のドメインは DNSのドメイ
ンよりずっと多くの情報を持っています。DNSのドメインは、そのクライアントの名
前とアドレスの情報を格納するだけです。一方 NIS+のドメインには、組織の一部の
中でのマシン、ユーザー、およびネットワークサービスについての「情報」が集めら
れています。

ドメインをこのように分割することで、管理はより自律的になり、規模が拡大した場
合にもうまく対処できますが、情報へのアクセスが以前より困難になることもありま
せん。クライアントはほかのドメインの情報にも、同じドメインと同じようにアクセ
スできます。あるドメインを別のドメインの内部から管理することもできます。

主 NIS+サーバーは「マスター」サーバーと呼ばれ、バックアップサーバーは「複
製」サーバーと呼ばれます。マスターサーバーと複製サーバーは、両方とも NIS+の
サーバーソフトウェアを実行し、NIS+テーブルのコピーを保持します。NISの情報は
マップに格納されますが、NIS+の情報はテーブルに格納されます。主サーバーはオ
リジナルのテーブルを、バックアップサーバーはコピーを、それぞれ格納します。

しかし NIS+は、NISとはまったく異なる更新方式を使用します。NISが開発された
当時は、格納される情報の型はめったに変化しなかったため、NISは安定性に重点を
置いた更新方式によって開発されました。NISテーブルの更新は手作業で処理され、
大規模な組織では、すべての複製サーバーへの伝達に 1日以上かかることもありま
す。この原因の一つは、マップ内の情報が変化するたびにマップ全体を再作成して伝
達しなければならなかったからです。
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しかし NIS+は、複製サーバーに対する「増分 (incremental)」更新が可能です。マス
ターサーバー上での変更は依然として必要ですが、いったん変更すれば、複製サー
バーに自動的に伝達され、すぐに名前空間全体から使用できるようになります。
マップを「作成」したり、伝達を待つ必要はありません。

NIS+のドメイン構造、サーバー、およびクライアントの詳細については、それぞれ
60ページの「NIS+のドメイン」、61ページの「NIS+サーバー」、および 65
ページの「NIS+主体 (クライアント)」を参照してください。

NIS+のドメインは、ネームサービススイッチを使用して、その NIS+クライアントを
経由してインターネットに接続できます (例 1–1を参照)。このクライアントが DNS
のクライアントでもある場合、自分のスイッチ構成ファイルを設定して、NIS+テー
ブルだけでなく、DNSゾーンファイルまたは NISマップ内の情報を検索できます。

NIS+は、マップやゾーンファイルではなく、「テーブル」に情報を格納します。
NIS+は 16種類のあらかじめ定義したテーブル (つまり「システム」テーブル)を提供
します。

Hosts

Bootparams

Passwd

Cred

Group

Services

Protocols

RPC

 Auto_Home

Auto_Master

Netgroups

Mail_Aliases

 Timezone

 Networks

 Netmasks

    Ethers

各テーブルにはそれぞれ異なる情報が格納されています。たとえば、hostsテーブル
にはマシンアドレスについての情報が、passwdテーブルにはネットワークのユー
ザーについての情報が格納されています。

NIS+のテーブルは、NISで使用されるマップと比較して 2つの点で大きく改良され
ています。第 1に、NIS+のテーブルは、最初の列 (キーと呼ばれることもある)だけ
ではなく、任意の列ごとにアクセスできます。これによって、NISで使用される
hosts.bynameや hosts.byaddrマップなどの二重マップが必要なくなります。第
2に、NIS+のテーブル内の情報は、3つの細分化されたレベルでアクセスし、操作で
きます。テーブルレベル、エントリレベル、および列レベルです。NIS+のテーブル
とそこに格納されている情報については、第 10章で説明します。

NIS管理者は、以下に示す原則および条件下で NISを NIS+とともに使用できます。
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� 同一ドメインに NISサーバーと NIS+サーバーの両方が存在する。NIS管理者は、
同一ドメインで NISサーバーと NIS+サーバーの両方を動作させることは可能で
すが、このような動作を長時間行わせることは望ましくありません。一般に、同一
ドメイン内での NISサーバーと NIS+サーバーを両方使用するのは、NISから
NIS+への短い移行期間だけに制限するべきです。

� サブドメイン。NIS管理者のルートドメインのマスターサーバーで NIS+が動作し
ている場合は、NIS管理者は、すべてのサーバーで NISが動作しているサブドメ
インを設定できます。NIS管理者のルートドメインのマスターサーバーで NISが
動作している場合は、NIS管理者はサブドメインの設定はできません。

� 同一ドメインに複数のマシンが存在する。同一ドメイン内のサーバーで NIS+が動
作している場合は、NIS+、NIS、または /etcファイルを使ってネームサービス情
報を取得するように、ドメイン内の各マシンを設定できます。NIS+サーバーが
NISクライアントのニーズを満たすには、この NIS+サーバーが NIS互換モードで
動作している必要があります。

同一ドメイン内のサーバーで NISが動作している場合は、NISまたは /etc
ファイルを使ってネームサービス情報を取得するように、このドメイン内の各マシ
ンを設定できます (各マシンは NIS+を使用することはできません)。

さまざまなネームサービス情報を取得するためにマシンが使用するサービスは、そ
のマシンの nsswitch.confファイルで制御されます。このファイルは、「ス
イッチ」ファイルと呼ばれています。詳細は、第 1章を参照してください。

NIS+のセキュリティ
NIS+は、「承認と認証」という相補的なプロセスによって、名前空間の構造と格納
する情報を保護します。

� 「承認 (authorization)」。名前空間の各構成要素は、「だれからのどのような操作
を許可するか」を規定しています。これが承認です。

� 「認証 (authentication)」。名前空間に対するアクセス要求はすべて、NIS+に
よって「認証」されます。アクセス要求は、 NIS+主体から発行されます。NIS+
主体には、プロセス、マシン、ルート、またはユーザーがなることができます。正
当な NIS+主体は、NIS+「資格」を持ちます。名前空間へのアクセスが行われる
と、必ずその要求者 (主体)の認証が行われます。

NIS+が要求どおりの動作をするのは、「主体が認証されていて (正当な資格を持って
いて)、要求された操作が、該当する構成要素において承認されている」という場合の
みです。資格がない (または完全でない)、要求された操作が承認されていないという
場合、NIS+はアクセス要求を拒否します。NIS+セキュリティシステム全体の概要に
ついては、第 11章を参照してください。
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Solaris 1.xと NIS互換モード
Solaris 1.xまたは 2.xでは、NIS+を NISが動作しているマシンで使用できます。つま
り、NIS+ドメイン内にあるマシンはそれぞれの nsswitch.confファイルを
nisplusではなく nisに設定できます。NISを実行中のマシン上で NIS+のサービ
スにアクセスする場合は、NIS+のサーバーを「NIS互換モード」で動作させる必要が
あります。

NIS互換モードを使用すれば、Solarisソフトウェアを実行している NIS+サーバー
は、NIS+クライアントからの要求に応答しながら、NISクライアントからの要求にも
応答できます。NIS+は 2つのサービスインタフェースを提供することによってこれ
を実現します。1つが NIS+クライアントの要求に応答し、もう 1つが NISクライア
ントの要求に応答します。

このモードでは、NISクライアントに対してさらに設定や変更を行う必要はありませ
ん。実際、NISクライアントは、応答しているサーバーが NISサーバーではないこと
を意識する必要はありません。ただし、NIS互換モードで動作している NIS+サー
バーは ypupdateと ypxfrのプロトコルをサポートしないため、複製またはマス
ターの NISサーバーとしては使用できません。NIS互換モードの詳細については、
『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』の「NIS+
サーバーの設定」を参照してください。

さらに 2つの相違を指摘しておく必要があります。1つは、NIS互換モードでサー
バーを設定する命令が標準の NIS+サーバーの設定に使用される命令とは少し異なる
ということです。もう 1つの相違としては、NIS互換モードは、NIS+の名前空間内
のテーブルに対するセキュリティにも関係があります。NISのクライアントソフト
ウェアは、NIS+サーバーが NIS+クライアントに与える資格 (credential)を提供する
機能がないため、NISクライアントからの要求はすべて「未認証」として分類されま
す。したがって、NISクライアントが NIS+テーブル内の情報にアクセスできるよう
に、NIS+の名前空間内のテーブルは未認証の要求に対してアクセス権を提供しなけ
ればなりません。これはパート IIで説明するように、サーバーを NIS互換モードで設
定するために使用されるユーティリティによって自動的に処理されます。認証プロセ
スと NIS互換モードについては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクト
リサービス : NIS+編)』の「NIS+のセキュリティの概要」を参照してください。

再起動を繰り返しても NIS互換モードが持続するように設定する場合は、89ページ
の「NIS+とサービス管理機能」の説明に従って、/lib/svc/method/nisplus
ファイルを変更する必要があります。
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NIS+の管理コマンド
NIS+では、名前空間を管理するのに必要なコマンドがすべて提供されています。次
の表に、これらのコマンドについてまとめます。

注 – NIS+サービスに関連したコマンド行管理タスクのほとんどは、サービス管理機能
(Service Management Facility、SMF)によって管理されます。SMFを NIS+で使用す
る方法については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。
SMFの概要については、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概
要)」を参照してください。詳細については、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュア
ルページも参照してください。

表 2–2 NIS+の名前空間管理コマンド

コマンド 説明

nisaddcred NIS+主体用の資格を作成し、これらを credテーブルに格納す
る

nisaddent /etc内のファイルまたは NISマップからの情報を NIS+のテー
ブルに追加する

nisauthconf オプションで Diffie - Hellman鍵の長さを設定する

nisbackup NISディレクトリのバックアップコピーを取る

nis_cachemgr NIS+クライアント上で NIS+キャッシュマネージャを起動する

niscat NIS+テーブルの内容を表示する

nis_checkpoint ログには入力されたが、ディスクにチェックポイントが実行され
ていないデータについて強制的にチェックポイントを実行する

nischgrp NIS+オブジェクトのグループ所有者を変更する

nischmod オブジェクトのアクセス権を変更する

nischown NIS+オブジェクトの所有者を変更する

nischttl NIS+オブジェクトの生存期間の値を変更する

nisclient NIS+主体を初期化する

nisdefaults NIS+オブジェクトのデフォルト値 (ドメイン名、グループ名、
マシン名、NIS+主体名、アクセス権、ディレクトリ検索パス、
および生存期間)を表示する

nisgrep NIS+テーブル内のエントリを検索する
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表 2–2 NIS+の名前空間管理コマンド (続き)
コマンド 説明

nisgrpadm NIS+グループの作成または削除、あるいはそのメンバーリスト
を表示する。また、グループへのメンバー追加、メンバー削除、
またはグループメンバーかどうかのテストを行う

nisinit NIS+のクライアントまたはサーバーを初期設定する

nisln 2つの NIS+オブジェクト間でシンボリックリンクを作成する

nislog NIS+処理用ログの内容を表示する

nisls NIS+ディレクトリの内容を表示する

nismatch NIS+テーブル内のエントリを検索する

nismkdir NIS+のディレクトリを作成し、そのマスターサーバーと複製
サーバーを指定する

nispasswd NIS+の passwdテーブルに保管されているパスワード情報を変
更する (nispasswd ではなく、passwd または passwd -r
nisplusを使用する)

nis_ping 複製サーバーのデータをマスターサーバーのデータに強制更新す
る

nispopulate 新しい NIS+ドメインに NIS+テーブルを生成する

nisprefadm クライアントが NIS+サーバーから NIS+情報を検索する順序を
指定する

nisrestore 以前にバックアップを取った NIS+ディレクトリを復元する。新
しい NIS+複製サーバーを急速にオンラインにするときにも使用
する

nisrm 名前空間から NIS+のオブジェクト (ディレクトリを除く)を削
除する

nisrmdir 名前空間から NIS+のディレクトリと複製を削除する

nisserver 新しい NIS+サーバーを設定するときに使うシェルスクリプト

nissetup org_dirディレクトリと groups_dirディレクトリ、および
NIS+ドメイン用の完全セットの (未生成) NIS+テーブルを作成
する

nisshowcache NIS+キャッシュマネージャによって管理される NIS+共有
キャッシュの内容を表示する

nisstat NIS+サーバーに関する統計やその他の情報を報告する

nistbladm NIS+テーブルの作成または削除と、NIS+テーブル内のエント
リの追加、修正、または削除を行う

nistest NIS+名前空間の現在の状態を報告する
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表 2–2 NIS+の名前空間管理コマンド (続き)
コマンド 説明

nisupdkeys NIS+オブジェクトに格納されている公開鍵を更新する

passwd NIS+の Passwdテーブルに保管されているパスワード情報を変
更するまたパスワードの経過時間やその他のパスワード関連のパ
ラメータを管理する

NIS+のAPI
NIS+のAPI (アプリケーションプログラミングインタフェース)とは、アプリケー
ションが NIS+のオブジェクトへのアクセスと修正を行うために呼び出す関数群で
す。NIS+のAPIには 54個の関数があり、それらは次の 9つのグループに分類されま
す。

� オブジェクト操作関数 (nis_names())
� テーブルアクセス関数 (nis_tables())
� ローカル名関数 (nis_local_names())
� グループ操作関数 (nis_groups())
� アプリケーションサブルーチン関数 (nis_subr())
� その他の関数 (nis_misc())
� データベースアクセス関数 (nis_db())
� エラーメッセージ表示関数 (nis_error())
� トランザクションログ関数 (nis_admin())

設定および構成の前に
NIS+名前空間を構成する前に、次の作業を行う必要があります。

� NIS+を使用するすべてのマシンの nsswitch.confファイルを正しく構成しま
す。詳細は、第 1章を参照してください。

� NIS+名前空間のレイアウトを設計します。レイアウトを設計する際、次の点を考
慮してください。

� 名前空間の設計。どんなドメイン名を付けるか。サブドメインを作るか。サブ
ドメインを作るとしたら、それらをどのように編成するか。どのマシンをどの
ドメインに入れるか。ドメインを上位のドメインあるいはインターネットに接
続するか。

� サーバー要件の確認。各ドメインに複製サーバーをいくつ置くか。必要なサー
バーの種類、処理速度、メモリー容量はサーバーのディスク容量はどれくらい
必要か。
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上記およびほかの設計上の考慮事項、および推奨ガイドラインの詳細について
は本書をよくお読みください。

� 名前空間がすでに存在している場合、NIS+に移行するための準備をします。79
ページの「名前空間がすでに存在する場合の設定」を参照してください。

� ルートサーバーマシンを選択します。

� ルートマスターサーバーとして使用できるシステムが少なくとも 1つは稼働してい
ることを確認します。ルートマスターサーバーでは、/etc/passwdなどのシステ
ム情報ファイルに少なくとも 1人のユーザー (root)が登録されていなければなりま
せん。通常のマシンのシステム情報ファイルには rootが存在しますので、これが
問題となることはないはずです。

NISと NIS+
NISとNIS+は、いくつかの同じ作業を行います。ただし NIS+では、NISで提供され
ない階層ドメイン、名前空間セキュリティなどの機能が使用できます。NISと NIS+
の相違点の詳細は、「NIS+と NISの違い」を参照してください。

NIS管理者は、以下に示す原則および条件下で NISを NIS+とともに使用できます。

� 同一ドメインに NISサーバーと NIS+サーバーの両方が存在する。NIS管理者は、
同一ドメインで NISサーバーと NIS+サーバーの両方を動作させることは可能で
すが、このような動作を長時間行わせることは望ましくありません。一般に、同一
ドメイン内での NISサーバーと NIS+サーバーを両方使用するのは、NISから
NIS+への短い移行期間だけに制限するべきです。クライアントから NISサービス
の要求があった場合に、NIS管理者は、NIS+を NIS互換モードで動作させること
ができます。詳細は、51ページの「Solaris 1.xと NIS互換モード」を参照してく
ださい。

� サブドメイン。NIS管理者のルートドメインのマスターサーバーで NIS+が動作し
ている場合は、NIS管理者は、すべてのサーバーで NISが動作しているサブドメ
インを設定できます。NIS管理者のルートドメインのマスターサーバーで NISが
動作している場合は、NIS管理者はサブドメインの設定はできません。この操作
は、NIS管理者が NISから NIS+に移行する際に便利な場合があります。たとえ
ば、互いに独立した複数の NISドメイン (ドメインは地理的に別々のサイトに置か
れていることもある)を持った会社の中で、NIS管理者がそれらのドメインをすべ
てリンクさせて NIS+の下に 1つの階層型マルチドメイン名前空間を構築するケー
スを考えてみます。この場合、NIS管理者はまずルートドメインを NIS+下に設
定し、次に従来の NISドメインをサブドメインとして指定できます。これらのサブ
ドメインでは、NIS+へ切り換える準備ができるまで NISが継続して動作します。

� 同一ドメインに複数のマシンが存在する。

� 同一ドメイン内のサーバーで NIS+が動作している場合は、NIS+、NIS、また
は /etcファイルを使ってネームサービス情報を取得するように、ドメイン内
の各マシンを設定できます。NIS+サーバーが NISクライアントのニーズを満
たすには、この NIS+サーバーが NIS互換モードで動作している必要がありま
す。51ページの「Solaris 1.xと NIS互換モード」を参照してください。
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� 同一ドメイン内のサーバーで NISが動作している場合は、NISまたは /etc
ファイルを使ってネームサービス情報を取得するように、このドメイン内の各
マシンを設定できます (各マシンは NIS+を使用することはできません)。

NIS+のファイルとディレクトリ
表 2–3は、NIS+ファイルが格納される UNIXディレクトリの一覧です。

表 2–3 NIS+ファイルが存在する場所

ディレクトリ 存在するマシン 内容

/usr/bin すべて NIS+ユーザーコマンド

/usr/lib/nis すべて NIS+管理者コマンド

/usr/sbin すべて NIS+デーモン

/usr/lib/ すべて NIS+共有ライブラリ

/var/nis/data NIS+サーバー サーバーの使用できるデータファイル

/var/nis NIS+サーバー NIS+ワーキングファイル

/var/nis NIS+クライアントマシ
ン

NIS+の使用するマシン固有のデータ

注意 – nisinitなど NIS+設定プロシージャによって作成された /var/nis、
/var/nis/dataといったディレクトリ、およびその下のファイルは、名前を変更し
ないでください。Solaris 2.4以前では、/var/nisディレクトリに hostname.dict、
hostname.logという 2つのファイルが含まれていました。またサブディレクトリ
/var/nis/hostnameもありました。Solaris 2.5を起動すると、2つのファイル名は
trans.log、data.dictとなり、サブディレクトリ名は /var/nis/dataとなりま
す。ファイルの「内容」も変更されており、Solaris 2.4以前との互換性はなくなって
います。したがって、これらのファイルやディレクトリを Solaris 2.4での名前にして
しまうと、Solaris 2.4と現行バージョンのどちらの rpc.nisdでも機能しなくなるの
で名前の変更をしないようにしてください。ディレクトリ名もファイル名も変更しな
いでください。
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注 – Solarisプラットフォームでは、NIS+データディレクトリ
(/var/nis/data.dict)はマシンに依存しません。そのため、NIS+名を簡単に変え
ることができます。また、NIS+のバックアップコピーを使用したり機能を復元した
りして、NIS+のデータをひとつのサーバーから別のサーバーに転送もできます。
第 21章を参照してください。

NIS+名前空間の構造
NIS+の名前空間は、NIS+によって格納された情報を配置したものです。この名前空
間は、組織のニーズに合わせていろいろな方法で配置することができます。たとえ
ば、3つの部門を持つ組織の場合、その NIS+の名前空間も各部門ごとに 1つずつで 3
つの部分に分割されます。分割した各部分は、その部門のユーザー、マシン、および
ネットワークサービスについての情報を格納しますが、互いに通信することも簡単で
す。このような配置により、ユーザーによる情報へのアクセスや、管理者による情報
の管理が更に容易に行えます。

NIS+の名前空間の配置はサイトごとに異なりますが、ディレクトリ、テーブル、グ
ループという構成はすべてのサイトが使用します。これらの構成は NIS+「オブ
ジェクト」と呼ばれます。NIS+オブジェクトは、UNIXのファイルシステムに似た階
層形式に配置できます。たとえば、次の図を参照してください。左側の名前空間は、3
つのディレクトリオブジェクト、3つのグループオブジェクト、および 3つのテーブ
ルオブジェクトから構成されています。右側の UNIXファイルシステムは、3つの
ディレクトリと 3つのファイルから構成されています。
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NIS+の名前空間は UNIXファイルシステムに似ていますが、重要な違いが 5つあり
ます。

� 両方ともディレクトリを使用するが、NIS+の名前空間でのオブジェクトはテーブ
ルとグループであり、ファイルではない

� NIS+の名前空間は、NIS+の管理コマンド、または管理用に設計された Solaris管
理コンソール™ツールなどのグラフィカルユーザーインタフェース (GUI)だけで
管理され、UNIX標準のファイルシステムコマンドや GUIでは管理できない

� UNIXファイルシステム構成要素の名前はスラッシュで区切られる (/usr/bin)
が、NIS+の名前空間オブジェクト名はドットで区切られる (doc.com. )

� UNIXファイルシステムの「ルート」へは、ディレクトリを右から左にたどってい
けば到達する (/usr/src/file1)が、NIS+の名前空間のルートは左から右にた
どって到達する (sales.doc.com.)

� NIS+オブジェクト名は、左から右に構成されているので、完全指定名は常に
ドットで終わる。また最後に「.」がないものは完全な名前とはみなされず、相対
的な名前 (まだ上の階層があるという意味)であるとみなされる
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NIS+名前空間のディレクトリ
ディレクトリオブジェクトは、名前空間の骨格を形成します。ツリー構造に配置した
場合、名前空間を別々に分けます。ディレクトリ階層を理解するには、木の根を一番
上に置き、逆さまの木として見るとよく分かります。名前空間の一番上のディレクト
リが「ルート」ディレクトリです。名前空間が 1つの層だけの場合、ディレクトリは
1つしかありませんが、そのディレクトリはルートディレクトリです。ルートディレ
クトリの下にあるディレクトリオブジェクトは、単に「ディレクトリ」と呼ばれま
す。

1つの名前空間には、複数の階層のディレクトリを割り当てることができます。

ディレクトリ間の関係を識別する場合には、下位ディレクトリは「子」ディレクトリ
と呼ばれ、上位ディレクトリは「親」ディレクトリと呼ばれます。

UNIXのディレクトリは UNIXのファイルを格納するように設計されていますが、
NIS+のディレクトリは NIS+オブジェクト (ほかのディレクトリ、テーブル、および
グループ)を格納するように設計されています。各 NIS+のドメインレベルのディレ
クトリには、以下のサブディレクトリが含まれています。

� NIS+グループ情報を格納する
� org_dir. -NIS+システムテーブルを格納する
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技術的には、ユーザーはディレクトリ、テーブル、およびグループをどんな構造にで
も配置することができます。しかし、名前空間内の NIS+のディレクトリ、テーブ
ル、およびグループは、「ドメイン」と呼ばれる構成に配置されるのが普通です。ド
メインは、名前空間の別々の部分をサポートするよう設計されています。たとえば、
あるドメインが会社の営業部門 (Sales Division)をサポートし、別のドメインが製造部
門 (Manufacturing Division)をサポートできます。

NIS+のドメイン
1つの NIS+のドメインは、ディレクトリオブジェクト、その org_dirディレクト
リ、その groups_dirディレクトリ、および NIS+テーブルのセットから構成されま
す。

NIS+のドメインは、実際に存在する名前空間の構成要素ではありません。これらは
単に、現実の組織をサポートするために使用される名前空間の「一部分」を示すため
の便利な方法にすぎません。

たとえば、DOC社に営業部門と製造部門があるとします。これらの部門をサポート
するため、DOC社の NIS+名前空間は、以下の図のような構造によって、3つの主要
ディレクトリグループに配置されることになります。
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図 2–2 NIS+ディレクトリ構造の例

このような構造を、3つのディレクトリ、6つのサブディレクトリ、およびいくつか
の追加オブジェクトと表現するよりも、3つの NIS+ドメインと表現する方が便利で
す。

図 2–3 NIS+ドメインの例

NIS+サーバー
すべての NIS+ドメインは複数の NIS+「サーバー」によってサポートされます。サー
バーは、ドメインのディレクトリ、グループ、およびテーブルを格納し、ユーザー、
管理者、およびアプリケーションからのアクセス要求に応答します。各ドメインは、1
組の複数のサーバーだけによってサポートされます。ただし、この 1組のサーバーは
複数のドメインをサポートできます。
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ドメインはオブジェクトではなく、オブジェクトの集合を意味するものであることを
忘れないでください。したがって、ドメインをサポートするサーバーは、実際にはド
メインにではなく、ドメインのメインディレクトリに関連付けられています。

サーバーとディレクトリオブジェクトとのこうした接続は、ドメインを設定するとき
に行われます。ここで、重要なことを 1つ指摘しておく必要があります。それは、こ
の接続が確立されたときに、ディレクトリオブジェクトはそのサーバー名と IPアドレ
スを格納するということです。後述しますが、クライアントはこの情報を使用して
サービス要求を送信します。

Solarisプラットフォームベースのマシンは、どれも NIS+サーバーとなることができ
ます。このリリースには、NIS+のサーバー用とクライアント用の両方のソフト
ウェアが入っています。したがって、Solaris 2.xがインストールされているマシンで
あれば、サーバーにもクライアントにも、あるいはその両方にもなることができま
す。クライアントとサーバーを区別するのは、その果たす役割です。マシンが NIS+
サービスを提供している場合、それは NIS+サーバーとして機能しています。同じマ
シンが NIS+サービスを要求している場合、これは NIS+クライアントとして機能し
ています。
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多数のクライアント要求にサービスを提供する必要があるため、NIS+サーバーとし
て機能するマシンは、平均的なクライアントよりも高いコンピューティング能力と多
くのメモリーを装備して構成されます。そして、NIS+データを格納する必要がある
ため、より大型のディスクも装備することになります。しかし、性能を高めるための
ハードウェアを除いては、サーバーと NIS+クライアントとの本質的な違いはありま
せん。

NIS+ドメインをサポートするのは、マスターとその複製の 2種類のサーバーです。

ルートドメインのマスターサーバーを「ルートマスター」サーバーと呼びます。1つ
の名前空間には 1つのルートマスターサーバーしか存在しません。ほかのドメインの
マスターサーバーは、単にマスターサーバーと呼びます。同様に、ルート複製サー
バーと単なる複製サーバーがあります。

マスターサーバーと複製サーバーは、両方とも NIS+テーブルを格納し、クライアン
ト要求に応答します。ただし、マスターサーバーはドメインのテーブルのマスターコ
ピーを格納します。複製サーバーは複製だけを格納します。管理者は、情報をマス
ターサーバー内のテーブルにロードし、マスターサーバーはそれを複製サーバーに伝
達します。

この配置には 2つのメリットがあります。第 1に、マスターテーブルが 1組しか存在
しないことから、テーブル間の不一致を避けることができます。複製サーバーに格納
されたテーブルは、マスターのコピーにすぎません。第 2に、これによって NIS+
サービスの「信頼性」が大幅に向上します。マスターまたはスレーブのどちらかがダ
ウンした場合、ほかのサーバーがバックアップとして機能し、サービス要求に応える
ことができます。

サーバーが変更を伝達する方法
NIS+のマスターサーバーは、そのオブジェクトをすぐに更新します。しかし、更新
内容を複製サーバーに伝達する前に、複数の更新をまとめ (バッチ)ようと試みます。
マスターサーバーが、ディレクトリ、グループ、リンク、またはテーブルといったオ
ブジェクトへの更新を受信した場合、約 2分間ほかの更新が到着しないかどうかを待
機して確認します。待機時間が終了すると、これらの更新をディスクと「トランザク
ションログ」の 2カ所に格納します (メモリーにはすでに更新を格納)。
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マスターサーバーはトランザクションログを使用して、名前空間への変更内容が複製
に伝達されるまで、これを格納します。トランザクションログには、更新とタイムス
タンプという 2つの要素が記録されます。

更新とは、変更されたオブジェクトの実際のコピーです。たとえば、ディレクトリが
変更された場合、更新はそのディレクトリオブジェクトの完全なコピーです。テーブ
ルエントリが変更された場合、更新は実際のテーブルエントリのコピーです。タイム
スタンプは、マスターサーバーによって更新が行われた時間を示します。

その変更内容をトランザクションログに記録したのち、マスターは自分の複製に
メッセージを送信し、送信すべき更新があることを知らせます。各複製は、マスター
から受信した最後の更新のタイムスタンプでこれに応答します。するとマスターは、
各複製のタイムスタンプ以降にログに記録した更新を複製に送信します。

マスターサーバーがその複製サーバーをすべて更新すると、トランザクションログを
クリアします。ドメインに新しい複製が追加された場合などには、マスターは、トラ
ンザクションログに記録されているもっとも早い時間のタイムスタンプよりもさらに
前のタイムスタンプを複製から受け取ることがあります。この場合、マスターサー
バーは全面的な「再同期」、つまり「resync」を行います。resyncでは、マスター
に格納されているすべてのオブジェクトと情報を該当複製にダウンロードします。
resync実行中には、マスターと複製の両方がビジー状態となります。複製は要求に
応答できません。マスターは、読み取り要求には応答できますが、更新要求を受け付
けることはできません。両方とも「Server Busy - Try Again」というメッセージ
で応答します。
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NIS+主体 (クライアント)
NIS+主体とは、NIS+サービスに要求をするエンティティ (クライアント)のことで
す。

NIS+主体
一般ユーザーであってもスーパーユーザー (root)であってもログインをすれば NIS+
主体になります。実際の要求は、前者の場合はクライアントユーザーから、後者の場
合はクライアントマシンから送られます。つまり NIS+主体は、クライアントユー
ザーである場合と、クライアントマシンである場合とがあります。

また NIS+サーバーから NIS+サービスを提供するエンティティも、NIS+主体になる
ことができます。すべての NIS+サーバーは NIS+クライアントにもなるので、サー
バーが NIS+の主体となる場合もあります。

NIS+クライアント
NIS+クライアントとは、NIS+サービスを要求するように設定されたマシンです。
NIS+クライアントの設定では、セキュリティ資格 (credential)を設定し、クライアン
トを適切な NIS+グループのメンバーとし、そのホームドメインを確認し、スイッチ
構成ファイルを確認し、最後に NIS+初期設定スクリプトを実行します (詳細は、パー
ト II「NIS+の紹介と概要」を参照)。

NIS+クライアントは、セキュリティ上の制約に従って、名前空間のどの部分にもア
クセスできます。つまり、認証されており、しかも適切なアクセス権が与えられてい
る場合、名前空間内のどのドメインの情報やオブジェクトにもアクセスできます。

クライアントは名前空間全域にアクセスできますが、1つのクライアントが所属する
ドメインは 1つだけであり、これをその「ホーム」ドメインと呼びます。クライアン
トのホームドメインは、インストール時に指定されるのが普通ですが、インストール
後でも変更または指定できます。クライアントの IPアドレスや資格など、クライアン
トについてのすべての情報は、そのホームドメインの NIS+テーブルに格納されてい
ます。

NIS+クライアントであることと、NIS+テーブルに登録されていることは、微妙な違
いがあります。あるマシンについての情報を NIS+テーブルに入力しても、そのマシ
ンが自動的に NIS+クライアントになるわけではありません。これは単に、すべての
NIS+クライアントがそのマシンの情報を使用できるようにするだけです。実際に
NIS+クライアントとして設定しない限り、そのマシンから NIS+サービスを要求する
ことはできません。
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逆に、あるマシンを NIS+クライアントにしても、そのマシンについての情報は NIS+
テーブルに入力されません。これは単に、そのマシンで NIS+サービスを受信できる
ようにするだけです。管理者がそのマシンについての情報を明確に NIS+テーブルに
入力しないと、ほかの NIS+クライアントはその情報を入手できません。

クライアントが名前空間へのアクセスを要求した場合、実際には、クライアントは名
前空間内の特定ドメインへのアクセスを要求していることになります。したがって、
クライアントは、アクセスしようとしているドメインをサポートするサーバーに自分
の要求を送信します。簡単に表現すると次のようになります。
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クライアントはこのサーバーを、試行錯誤によって認識します。クライアントは、自
分のホームサーバーから始めて、正しいサーバーが見つかるまでサーバーを 1台ずつ
試していきます。サーバーがクライアントの要求に応じられない場合、サーバーは適
切なサーバーの検索に役立つ情報をクライアントに送信します。やがて、クライアン
トは自分の情報キャッシュを構築し、適切なサーバーをより効率的に検索できるよう
になります。このプロセスの詳細を次に示します。

コールドスタートファイルとディレクトリ
キャッシュ
クライアントが初期設定されるとき、クライアントには「コールドスタートファイ
ル」が与えられます。コールドスタートファイルの目的は、名前空間内のサーバーと
連絡をとるための起点として使用できるディレクトリオブジェクトのコピーをクライ
アントに提供することです。ディレクトリオブジェクトには、アドレス、公開鍵、お
よびそのディレクトリをサポートするマスターサーバーと複製サーバーについての情
報が収められています。通常、コールドスタートファイルには、クライアントのホー
ムドメインのディレクトリオブジェクトが収められています。

コールドスタートファイルは、クライアントのローカルの「ディレクトリ
キャッシュ」を初期設定するためにだけ使用されます。ディレクトリキャッシュは、
「キャッシュマネージャ」と呼ばれる NIS+機能によって管理されます。
キャッシュマネージャには、クライアントが自身の要求を適切なサーバーに送信でき
るようにするためのディレクトリオブジェクトが格納されます。クライアントのコー
ルドスタートファイルから取得された情報は、/var/nis内の
NIS_SHARED_DIRCACHEというファイルにダウンロードされます。
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名前空間のディレクトリオブジェクトのコピーを自分のディレクトリキャッシュに格
納することによって、クライアントは、どのサーバーがどのドメインをサポートする
かを知ることができます。クライアントのキャッシュの内容を表示するには、
nisshowcacheコマンドを使用してください (342ページの「nisshowcacheコマン
ド」を参照)。簡単な例を次に示します。

ドメイン名とディレクトリ名が同じ サポートするサーバー IPアドレス

doc.com. rootmaster 172.29.6.77

sales.doc.com. salesmaster 172.29.6.66

manf.doc.com. manfmaster 172.29.6.37

int.sales.doc.com. Intlsalesmaster 10.22.3.7

これらのコピーを最新の状態に保つため、各ディレクトリオブジェクトには「生存期
間」フィールドがあります。このデフォルト値は 12時間です。クライアントが
ディレクトリオブジェクトを求めてディレクトリキャッシュを調べ、最近の 12時間
以内にこれが更新されていないことを発見した場合、キャッシュマネージャはオブ
ジェクトの新しいコピーを獲得します。347ページの「nischttlコマンド」で説明
するように、ディレクトリオブジェクトの生存期間の値は、nischttlコマンドで変
更できます。ただし、生存期間を長くするほどオブジェクトのコピーが古くなる可能
性が高くなり、生存期間を短くするほどネットワークトラフィックとサーバーのロー
ドが増加することに注意してください。
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ディレクトリキャッシュは、これらのディレクトリオブジェクトをどうやって蓄積す
るのでしょうか。前に説明したように、コールドスタートファイルはキャッシュ内の
最初のエントリを提供します。したがって、クライアントが最初の要求を送信すると
き、コールドスタートファイルによって指定されたサーバーに要求を送信します。そ
の要求がそのサーバーによってサポートされるドメインへのアクセスである場合、そ
のサーバーは要求に応答します。

その要求が別のドメイン (たとえば、sales.doc.com.)へのアクセスである場合、
サーバーは、クライアントが適切なサーバーを探すのを助けようとします。サーバー
が、自分のディレクトリキャッシュ内に該当するドメイン用のエントリを保有してい
る場合、そのドメインのディレクトリオブジェクトのコピーをクライアントに送信し
ます。クライアントは、その情報を今後の参照用として自分のディレクトリ
キャッシュにロードし、そのサーバーに要求を送信します。

第 2章 • NIS+の紹介 69



ほとんどありえないことですが、クライアントがアクセスしようとしているディレク
トリオブジェクトのコピーを、サーバーが保有していない場合、そのサーバーは、自
分のホームドメインのディレクトリオブジェクトのコピーをクライアントに送信しま
す。ここには、そのサーバーの親のアドレスが登録されています。クライアントは、
親サーバーを使ってこのプロセスを繰り返し、適切なサーバーを見つけるか、または
名前空間内の全サーバーを試し終わるまで、これを繰り返します。クライアントがド
メイン内の全サーバーを試し終わった後でどうするかは、そのネームサービスス
イッチ構成ファイルの指示によって決まります。
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やがてクライアントは、名前空間内のすべてのディレクトリオブジェクトのコピーを
キャッシュ内に蓄積します。したがって、これらディレクトリオブジェクトをサポー
トするサーバーの IPアドレスも蓄積することになります。クライアントがほかのドメ
インへのアクセス要求を送信する必要があるとき、通常は、自分のディレクトリ
キャッシュの中から自分のサーバー名を見つけ、そのサーバーにアクセス要求を直接
送信できます。

NIS+サーバーはクライアントでもある
NIS+サーバーは NIS+クライアントでもあります。サーバーとして設定するマシン
は、まずクライアントとして初期化する必要があります。唯一の例外はルートマス
ターサーバーであり、このサーバーには独自の設定を行う必要があります。

つまり、サーバーはドメインをサポートするだけではなく、ドメインにも「所属す
る」のです。つまり、クライアントになることによって、サーバーにはホームドメイ
ンがあるということです。サーバーのホスト情報は自分のホームドメインの hosts
テーブルに格納され、その DES資格は自分のホームドメインの credテーブルに格納
されます。ほかのクライアントと同様、サーバーは、自分のディレクトリ
キャッシュに記録されているサーバーに対して、サービス要求を送信します。

忘れてはならない重要な点は、ルートドメインを除いて、サーバーのホームドメイン
は、そのサーバーがサポートするドメインの「親」ドメインであるということです。

つまり、サーバーは 1つのドメイン内のクライアントをサポートしますが、別のドメ
インの「クライアント」になるのです。ルートドメインを除いて、サーバーは自分の
サポートするドメインのクライアントにはなれません。ルートドメインをサポートす
るサーバーには親ドメインがないため、これらはルートドメイン自体に所属します。

たとえば、次のような名前空間を考えてみます。

各サーバーがどのドメインをサポートし、どのドメインに所属するかを次に示しま
す。
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サーバー サポートするドメイン 所属するドメイン

RootMaster doc.com. doc.com.

SalesMaster sales.doc.com. doc.com.

IntlSalesMaster intl.sales.doc.com. sales.doc.com.

ManfMaster manf.doc.com. doc.com.

命名規則
NIS+名前空間内のオブジェクトは、「部分指定」および「完全指定」の 2種類の名
前によって識別できます。部分指定名は、「単純」名とも呼ばれ、オブジェクト名だ
けまたは完全指定名の一部です。管理操作中にオブジェクトまたは主体の部分指定名
を入力すると、NIS+によってその名前は完全指定名に展開されます。詳細について
は、72ページの「命名規則」を参照してください。

完全指定名とは、名前空間内でオブジェクトを探すために必要なすべての情報を含ん
だオブジェクトの完全な名前です。必要なすべての情報とはオブジェクトの親ディレ
クトリ (もしあれば)、最後のドットも含んだ完全なドメイン名などです。

これはオブジェクトの種類によって異なるため、各タイプと NIS+の主体ごとの規則
を別個に説明します。次の名前空間を例として使用します。
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NIS+の主体を含む、この名前空間内の全オブジェクトの完全指定名を次の図に要約
します。
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図 2–4名前空間の構成要素の完全指定名

NIS+ドメイン名
完全指定ドメイン名は左から右に作成され、ローカルドメインで始まってルートドメ
インで終わります。

doc.com. (ルートドメイン)

sales.doc.com. (サブドメイン)

intl.sales.doc.com. (第 3レベルのサブドメイン)

最初の行はルートドメインの名前を示します。ルートドメインは、少なくとも 2つの
ラベルを持ち、ドットで終わらなければなりません。最後 (右端)のラベルは自由につ
けられますが、インターネット上の互換性を維持するためには、以下に示すインター
ネットの組織名、または 2、3文字の地域識別子 (日本であれば .jp)をつける必要が
あります。
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表 2–4インターネットの組織ドメイン

ドメイン 目的

com 営利団体

edu 教育機関

gov 行政機関

mil 軍事組織

net 主要ネットワークサポートセンター

org 非営利団体

int 国際組織

上の 2行目と 3行目は下位レベルドメインの名前です。

ディレクトリオブジェクト名
ディレクトリの単純名は、単にディレクトリオブジェクトの名前です。この完全指定
名は、単純名にそのドメインの完全指定名を加えたものです (常に最後のドットを含
む)。

groups_dir (単純名)

groups_dir.manf.doc.com. (完全指定名)

複数のディレクトリ層が 1つのドメインを形成しないような変則的な階層を設定する
場合、中間ディレクトリ名を含めるようにしてください。たとえば、以下のようにな
ります。

lowest_dir.lower_dir.low_dir.mydomain.com.

通常単純名は、同じドメイン内から使用され、完全指定名は、リモートドメインから
使用されます。ただし、ドメインの NIS_PATH環境変数に検索パスを指定することに
よって、リモートドメインから単純名を使用できます (78ページの「環境変数
NIS_PATH」を参照)。

テーブルおよびグループ名
完全指定されたテーブル名とグループ名は、オブジェクト名から始まり、ディレクト
リ名をつけ、その後に完全指定されたドメイン名が続いて作られます。すべてのシス
テムテーブルオブジェクトは org_dirディレクトリに格納されて、すべてのグルー
プオブジェクトは groups_dirディレクトリに格納されていることを忘れないでく
ださい。独自の NIS+テーブルを作成した場合は、どこでも好きなところに格納でき
ます。グループ名とテーブル名の例を次に示します。

第 2章 • NIS+の紹介 75



admin.groups_dir.doc.com.
admin.groups_dir.doc.com.
admin.groups_dir.sales.doc.com.
admin.groups_dir.sales.doc.com.
hosts.org_dir.doc.com.
hosts.org_dir.doc.com.
hosts.org_dir.sales.doc.com.
hosts.org_dir.sales.doc.com.

テーブルエントリ名
NIS+テーブル内のエントリを識別するには、その中にあるエントリとテーブルオブ
ジェクトを識別する必要があります。このような名前を「インデックス付き」名と呼
びます。この構文を次に示します。

[column=value,column=value,...],tablename

Columnはテーブル列の名前です。Valueはその列の実際の値です。Tablenameは、
テーブルオブジェクトの完全指定名です。hostsテーブルのエントリ例を次に示しま
す。

[addr=129.44.2.1,name=pine],hosts.org_dir.sales.doc.com.
[addr=129.44.2.2,name=elm],hosts.org_dir.sales.doc.com.
[addr=129.44.2.3,name=oak],hosts.org_dir.sales.doc.com.

括弧の中には、テーブルエントリを一意に識別するために必要な最小限の列の値のペ
アを使用できます。

一部の NIS+管理コマンドは、この構文のバリエーションを利用できます。詳細は、
パート II「NIS+の紹介と概要」の nistbladm、nismatch、nisgrepの各コマンド
の説明を参照してください。

ホスト名
ホスト名の長さは 24文字までで、使用できるのは文字、数字、ダッシュ (-)、および
下線 (_)です。大文字と小文字の区別はありません。また先頭は英文字とします。ス
ペースは使用できません。

注 –ドット (.)はホスト名には使用できません。たとえば、ホスト名には doc.2など
は使用できません。また、引用符で囲んだドットも、ホスト名には使用できません。
たとえば、‘doc.2’は使用できません。ドメイン構成要素を識別するために、完全指
定ホスト名の一部として使用する場合にのみ、ドットを使用します。たとえば、
doc-2.sales.doc.com.は、正しい完全指定のホスト名です。
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またドメイン名とホスト名が同じにならないようにします。たとえば、salesドメイ
ンがある場合は、ホスト名に salesを使用することはできません。同様に、homeと
いうホスト名がある場合には、ドメイン名に homeを使用できません。これは、サブ
ドメインについても同様です。たとえば、すでにホスト名として westがある場合に
は、sales.west.doc.comというサブドメインを作成することはできません。

NIS+の主体名
NIS+の主体名は、Secure RPCのネット名とよく混同することがあります。念のため
ここで 1つだけ違いを指摘しておきます。NIS+の主体名は必ずドットで終わります
が、Secure RPCのネット名はドットで終わることは決してありません。以下に、例を
示します。

NIS+の主体名 olivia.sales.doc.com.

Secure RPC netname unix.olivia@sales.doc.com

また、たとえ主体の資格が credテーブルに格納されていても、credテーブル名も
org_dirディレクトリ名も主体名には含まれません。

使用できる記号
名前空間名は、ISOラテン 1セットの印刷可能文字を自由に使用して作成できます。
ただし、名前の先頭には次に示す文字は使用できません。@ < > + [ ] - / = . , :
;

文字列を使用するには、二重引用符で囲みます。名前の中に引用符を使用するには、
その記号も引用符で囲みます (たとえば、o’henryを使用するには o”’”henryと入
力します)。John Smithなどのように空白スペースを組み込むには、次のように一重引
用符の中で二重引用符を使用します。

‘”John Smith”‘

ホスト名に適用される制限については、76ページの「ホスト名」を参照してくださ
い。

NIS+の名前展開
NIS+のコマンドで完全指定名を入力することは面倒です。この作業を簡単にするた
め、NIS+は名前展開機能を提供します。部分指定名が入力されると、NIS+は別の
ディレクトリのもとでこのオブジェクトを見つけようと試みます。最初は、デフォル
トドメインから探します。これは、このコマンドを入力したクライアントのホームド
メインです。デフォルトドメインでオブジェクトが見つからなかった場合、このオブ
ジェクトが見つかるまで、NIS+はデフォルトドメインの親ディレクトリを下から上
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へ探していきます。2つのラベルしかない名前に到達すると、検索を停止します。次
にその例を示します。この例では、software.big.sales.doc.com.ドメインに所
属するクライアントにログインしたと仮定します。

環境変数 NIS_PATH
環境変数 NIS_PATHの値を変更することによって、NIS+が検索するディレクトリの
リストを変更または拡張できます。NIS_PATHには、コロンで区切って複数のディレ
クトリ名を設定できます。次に例を示します。

setenv NIS_PATH directory1: directory2: directory3 ...

または

NIS_PATH=directory1: directory2: directory3 ...;export NIS_PATH

NIS+は、これらのディレクトリを左から右へ検索していきます。たとえば、以下の
ようになります。
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$PATHや $MANPATHのように、変数 NIS_PATHには特殊記号 $を使用できます。$
記号は、ディレクトリ名に追加するか、または単独で追加できます。ディレクトリ名
に追加した場合、NIS+はその名前にデフォルトディレクトリを追加します。たとえ
ば、以下のようになります。

$記号を単独で使用する (たとえば、org_dir.$:$)場合、NIS+は前述のような標準
の名前展開を実行します。つまり、デフォルトディレクトリの検索から始め、親
ディレクトリへと進めていきます。NIS_PATHのデフォルト値は $です。

注 – NIS_PATHに追加や変更を加えると、NIS+がより多くの検索を行わなければなら
ないので、性能が低下するという点に注意してください。

名前空間がすでに存在する場合の設定
NISドメインが NIS名前空間にすでに存在する場合は、そのドメインを NIS+名前空
間に同じフラット構造で移行できます。移行したドメインは、あとで階層構造に変更
できます。 NISから NIS+への移行を始める前に、計画および準備に関する重要な情
報について、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)
』の「スクリプトを使用した NIS+の設定」を参照してください。NIS+のスクリプト
を使用すると、NISマップのデータを利用して簡単に NIS+を起動できます。第 4章
で、NIS+スクリプトを使用してシステムファイルや NISマップから NIS+名前空間
を作成する方法を説明します。

ただし、名前空間がすでに存在している場合、スクリプトをスムーズに実行するため
NIS+への移行用の設定が必要です。

準備に関する主な注意事項は次のとおりです。
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� 「ドメイン名とホスト名」。ドメイン名とホスト名は、同じにならないようにする
必要があります。たとえば、salesドメインがある場合は、ホスト名に salesを
使用することはできません。同様に、homeというホスト名がある場合には、ドメ
イン名に homeを使用できません。これはサブドメインの場合も同様です。たとえ
ば、マシンに westという名前を付けている場合、sales.west.doc.comという
サブディレクトリを作成しないでください。

� 「ホスト名にはドットを使用しない」。NIS+では、マシン名とドメイン名の間
や、親とサブドメインの間の区切りにドット (ピリオド)を使用します。このた
め、マシン名の中ではドットを使用できません。使用している場合は、NIS+に移
行する前に (スクリプトを実行する前に)必ず変更してください。ホスト名中の
ドットは、ハイフンに置き換えます。たとえば、sales.alphaというマシン名を
付けることはできません。この名前は、sales-alphaに置き換えることができま
す (使用可能なホスト名の詳細については、 hosts のマニュアルページを参照し
てください)。

� 「ルートサーバーが動作していることを確認する」。ルートサーバーになるマシン
が起動されていることを確認します。また、スーパーユーザーとしてアクセスでき
ることも確認します。

� データのロード元のローカル /etcファイル、または NISマップのエントリを確
認する。不正なエントリがないことを確認します。正しいデータが、所定の場所に
正しい書式で記録されていることを確認します。エントリのうち、古いもの、無効
なもの、破損しているものは削除します。また、不完全なエントリや一部のみのエ
ントリも削除します。構成完了後は、いつでもエントリを追加できます。必要なエ
ントリをあとから追加する方が、不完全なエントリや破損しているエントリを読み
込もうとするよりも簡単です。

注意 – Solaris 2.4以前では、 /var/nisディレクトリに hostname.dict、
hostname.logという 2つのファイルが含まれていました。また、
/var/nis/hostnameというサブディレクトリも含まれていました。Solaris 2.5で
NIS+をインストールした場合、2つのファイル名は trans.log、data.dict、サブ
ディレクトリ名は /var/nis/dataとなります。Solaris 2.5ではこれらのファイルの
内容も変更されており、Solaris 2.4以前との互換性はなくなっています。した
がって、これらのファイルやディレクトリを Solaris 2.4での名前にしてしまうと、
Solaris 2.4、2.5双方の rpc.nisdで機能しなくなります。ディレクトリ名もファイル
名も変更しないでください。

2通りの構成方法
ここでは、NIS+名前空間の 2通りの構成方法を紹介します。
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� 「設定 (構成) 用のスクリプトを使う方法」。nisserver、 nispopulate、およ
び nisclientという 3つの NIS+スクリプトを使用して NIS+を構成する方法に
ついては、この章と第 4章で説明しています。簡単に済ませることができるた
め、こちらの方法をお勧めします。

� 「NIS+コマンドを使う方法」。NIS+コマンドを使用して NIS+を構成する方法に
ついては、第 6章、第 7章、および第 8章で説明します。NIS+コマンドを使用す
れば、NIS+スクリプトより柔軟に構成できますが、複雑になります。NIS+コマ
ンドは、NIS+スクリプトによって生成される名前空間と特性が大きく異なる名前
空間を構成する必要があるときに、経験豊富な NIS+管理者だけが使用してくださ
い。

注 – NIS+コマンドセットを使用する場合は、ネームサービスに NIS+を使用する各マ
シンの /etcディレクトリに正しい nsswitch.confファイルが存在することも確認
してください (第 1章を参照)。この作業は、NIS+構成スクリプトを使った場合は自
動的に行われます。

NIS+ディレクトリまたはドメイン、NIS+サーバー、あるいは NIS+名前空間の削除
方法については第 22章を参照してください。
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第 3章

NIS+設定スクリプト

この章では、NIS+スクリプトとその機能について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+スクリプトについて

注意 –必ず「NIS+設定の概要」の手順を実行してから、NIS+スクリプトを実行して
ください。

3つの NIS+スクリプト nisserver、nispopulate、nisclientを使用すれば、
NIS+名前空間を設定できます。NIS+スクリプトは NIS+コマンド群を実行する
Bourneシェルスクリプトであり、NIS+コマンドを個別に入力する必要はありませ
ん。次の表に、各スクリプトの機能を示します。
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表 3–1 NIS+スクリプト

NIS+スクリプト 機能

nisserver ルートマスターサーバー、ルート以外のマスターサーバー、複製サー
バーをレベル 2のセキュリティ (DES)で設定する

nispopulate NIS+テーブルを、対応するシステムファイルまたは NISマップから指
定されたドメイン内に生成する

nisclient ホストとユーザーの NIS+資格を作成し、NIS+のホストとユーザーを
初期設定する

NIS+スクリプトで実行すること
NIS+スクリプトといくつかの NIS+コマンドと組み合わせることで、NIS+名前空間
の設定に必要な作業を実行できます。NIS+スクリプトとそのオプションについての
詳しい説明は、nisserver(1M)、nispopulate(1M)、nisclient(1M)のマ
ニュアルページを参照してください。第 4章では、NIS+スクリプトを使用した NIS+
名前空間の設定方法について説明しています。

-xオプションを使用して、コマンドを実際に実行せずに各スクリプトを実行できま
す。このオプションを使用すると、スクリプトが呼び出すコマンドとおおよその結果
をシステムを変更せずに確認できます。-xオプションを使用してスクリプトを実行す
ることで、予想外の結果を最小限にできます。

NIS+スクリプトでは実行しないこと
NIS+スクリプトを使用すれば NIS+名前空間の作成に必要な作業が軽減されるとはい
え、スクリプトですべての NIS+コマンドを代行できるわけではありません。スクリ
プトは、NIS+の一部の機能を提供するだけです。NIS+にまだ慣れていない場合、
NIS+名前空間のサンプルを作成してからこの節を読むこともできます。

nisserverスクリプトは、標準のテーブルとアクセス権 (承認)で NIS+サーバーを
設定するだけです。このスクリプトでは次のことは実行しません。

� テーブルとディレクトリに特別なアクセス権を設定する

� NIS+管理グループへ NIS+主体を追加する

NIS+スクリプトではなく nisgrpadmコマンドを使用して、NIS+管理グループ
に特別な NIS+主体を追加する方法については、第 4章を参照してください。

� 独自のテーブルを作成する
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� レベル 2以外の任意のセキュリティレベルで NIS+サーバーを実行する

� リモートサーバーで rpc.nisdデーモンを起動する。この作業は、サーバーのイ
ンストールを完了するために必要

NIS+スクリプトではなく rpc.nisdコマンドを使用して、NIS+クライアントマシン
をルート以外のサーバーに変更する方法については、第 4章を参照してください。

nisclientスクリプトは、DNSを使用してホスト名を検索するように NIS+クライ
アントを設定することはありません。この設定を必要とするクライアントの場合、
DNSを明確に設定しなければなりません。
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第 4章

スクリプトを使用した NIS+の設定

この章では、nisserver、nispopulate、nisclientの各スクリプトと NIS+コマ
ンドを組み合わせて、基本的な NIS+名前空間を構成する方法について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+設定の概要
NIS+名前空間の設定と構成には、スクリプトを使用する方法をお勧めします。これ
らのスクリプトを使用すると、NIS+コマンドセットを使用する場合よりも簡単に
NIS+名前空間を設定できます。第 6章、第 7章、および第 8章を参照してくださ
い。

スクリプトの詳細は、nisserver(1M)、nispopulate(1M)、nisclient(1M)の
各マニュアルページを参照してください。用語や略語の定義については、用語集を参
照してください。

このチュートリアルで説明するサンプルの小さな NIS+名前空間を土台にして実際の
NIS+名前空間を作ることはしないでください。名前空間についてひととおり理解で
きたら、サンプルの名前空間は削除してください。サンプルの名前空間に実際の名前
空間を追加しないでください。あらためて、初めから NIS+階層の計画を注意深く立
ててから、実際の名前空間を作成してください。
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一般に推奨される設定手順を表 4–1に要約します。左端の列には、ルートドメインの
構成やクライアントの作成などの主な設定作業を示します。中央の列は、作業の説明
です。3番目の列は、各手順に必要なスクリプトまたはコマンドです。

表 4–1 NIS+の推奨構成手順の概要

作業 目的 スクリプトまたはコマンド

NIS+名前空間の計画を
立てる

NIS+名前空間の計画を立てる。計画の要件と手順の詳細
は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : NIS+編)』の「NIS+の紹介」を参照してくださ
い。(試験的なネットワークで NIS+チュートリアルを使用
している場合、この手順は不要)

既存の名前空間を設定す
る

スクリプトを正常に実行するためには、既存の名前空間を
適切に設定する必要がある。必要な準備については、
『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサー
ビス : NIS+編)』の「名前空間がすでに存在する場合の設
定」を参照してください。(試験的なネットワークで NIS+
チュートリアルを使用している場合、この手順は不要)

Diffie-Hellmanキー長を
設定する

DES認証を使用する場合には、デフォルトの 192ビットよ
りも長い Diffie-Hellmanキーの使用を考慮する。キーを長
くする場合、その長さはドメイン内のすべてのマシンで同
一である必要がある。各初期設定スクリプトの実行する前
に、目的のキー長を指定する

nisauthconf

ルートドメインの構成 ルートドメインを作成する。ルートマスターサーバーの構
成と初期設定を行う。ルートドメイン管理グループを作成
する

nisserver

テーブルの生成 テキストファイルまたは NISマップからルートドメインの
NIS+テーブルを生成 (populate)する。ルートドメインク
ライアントの資格 (credential)を作成する。管理者の資格
を作成する

nispopulate

nisgrpadm

nisping

ルートドメインクライア
ントの構成

クライアントマシンを構成する (そのうちの何台かは後に
サーバーになる)。ユーザーを NIS+クライアントとして初
期設定する

nisclient

サーバーを使用可能にす
る

ルートドメインの一部のクライアントをサーバーとして使
用可能にする。サーバーの一部は後でルート複製サーバー
となり、そのほかは下位レベルのドメインをサポートする

svcadm enable

ルート複製サーバーの構
成

構成したばかりのサーバーのうち、1台または複数をルー
トドメインの複製として指定する

nisserver

svcadm

ルート以外のドメインの
構成

新しいドメインを作成します以前の手順で使用可能にした
サーバーを、そのマスターとして指定する。その管理グ
ループと管理資格を作成する

nisserver
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表 4–1 NIS+の推奨構成手順の概要 (続き)
作業 目的 スクリプトまたはコマンド

テーブルの生成 新しいドメインのクライアントの資格を作成する。テキス
トファイルまたは NISマップから、新しいドメインの
NIS+テーブルを生成する

nispopulate

ルート以外のドメインの
クライアントを構成する

新しいドメインのクライアントを構成する (一部のクライ
アントは、後に下位レベルのドメインのサーバーとなる場
合がある)。ユーザーを NIS+クライアントとして初期設定
する

nisclient

NIS+スクリプトを使用することによって、上の作業で示される個々の手順の大部分
を省略できます。

NIS+とサービス管理機能
NIS+サービスに関連したコマンド行管理タスクのほとんどは、サービス管理機能
(SMF)によって管理されます。SMFの概要については、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細については、svcadm
(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

� NIS+サービスに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、
svcadmコマンドを使用します。サービスを起動または停止すると、依存するプロ
セスもすべて起動または停止します。

ヒント – -tオプションを使ってサービスを一時的に無効にすると、サービス構成
の一部を保護できます。-tオプションを使ってサービスを無効にした場合は、再
起動後にサービスの元の設定が復元されます。-tオプションを使わずにサービス
を無効にした場合は、再起動後もサービスは引き続き無効になります。

� SMFでは、/var/nis/NIS_COLD_STARTファイルが検出されると、NIS+サービ
スを有効にしたときに nis_cachemgrが自動的に起動されます。

� NIS+の FMRI (Fault Managed Resource Identifier)は
svc:/network/rpc/nisplus:<instance>です。

� keyservの FMRIは svc:/network/rpc/keyserv:<instance>です。
� NIS+の状態を問い合わせるには、svcsコマンドを使用します。

� svcsコマンドと出力の例を次に示します。

# svcs \*nisplus\*
STATE STIME FMRI

disabled Sep_01 svc:/network/rpc/nisplus:default

� svcs -lコマンドと出力の例を次に示します。

# svcs -l network/rpc/nisplus
fmri svc:/network/rpc/nisplus:default
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enabled false
state disabled
next_state none
restarter svc:/system/svc/restarter:default

dependency require_all/none svc:/network/rpc/keyserv (online)

また、svccfgユーティリティを使用すれば、サービスに関する詳細な情報を
取得できます。svccfg(1M)のマニュアルページを参照してください。

� デーモンが存在するかどうかを確認するには、psコマンドを使用します。

# ps -e | grep rpc.nisd

注 – -fオプションは psとともに使わないでください。このオプションはユー
ザー IDを名前に変換しようとするため、より多くのネームサービスの検索が失敗
する可能性があります。

svcadmを rpc.nisd -xとともに使用する
一般に、/usr/sbin/rpc.nisdデーモンは svcadmコマンドを使って管理します。
ただし、rpc.nisdが -x nisplusLDAPinitialUpdateOnly=yesを使って呼び出
された場合、rpc.nisdは指定された操作を実行して、終了します。つまり、
rpc.nisdはデーモンとして動作しません。SMFは -x
nisplusLDAPinitialUpdateOnly=yesとともに使用しません。SMFは、それ以
外で rpc.nisdデーモンを起動、停止、または再起動する場合にいつでも使用できま
す。

rpc.nisdを -x nisplusLDAPinitialUpdateOnly=yesで使用する例を次に示し
ます。

# /usr/sbin/rpc.nisd -m mappingfile \
-x nisplusLDAPinitialUpdateAction=from_ldap \
-x nisplusLDAPinitialUpdateOnly=yes

/lib/svc/method/nisplusファイルの変更
SMFを使って rpc.nisdデーモンを呼び出すときに特定のオプションを指定する場
合は、そのオプションを /lib/svc/method/nisplusファイルに追加します。次
に、よく使われるオプションをいくつか示します。
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-S 0 サーバーのセキュリティレベルを 0に設定し
ます。現時点ではブートストラップに必要で
す。

credテーブルがまだ存在しないので、NIS+
主体は資格を持つことができません。このた
め、高いセキュリティレベルを使用すると、
サーバーからロックアウトされます。

-B DNS転送をサポートします。

-Y NIS互換モードで NIS+デーモンを起動しま
す。

� /lib/svc/method/nisplusファイルの変更方法

1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。

役割には、承認と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solarisの
システム管理 (セキュリティサービス)』の「役割に基づくアクセス制御の使用 (作
業)」を参照してください。

2. NIS+サービスを停止します。

# svcadm disable network/rpc/nisplus:default

3. /lib/svc/method/nisplusファイルを開きます。

適切なテキストエディタを使用します。

4. ファイルを編集して必要なオプションを追加します。

例—

変更前:

/usr/sbin/rpc.nisd $nisd_flags || exit $?

変更後:

/usr/sbin/rpc.nisd $nisd_flags -Y -B || exit $?

この例では、-Yおよび -Bオプションが rpc.nisdに追加され、起動時に自動的
に実装されます。

5. 保存して終了します。

6. NIS+サービスを開始します。

# svcadm enable network/rpc/nisplus:default
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NIS+名前空間サンプルの作成
この章では、サンプルの NIS+名前空間を作成する方法を説明します。NIS+名前空間
のサンプルは、/etc内のファイルと NISマップから作成されます。このサンプルで
は、サイトで NISを実行している場合と実行していない場合の両方について、スクリ
プトの使用方法を説明します。サーバーが NISクライアントにサービスを提供する場
合、サーバーを NIS互換モードに設定できます。NIS互換モードの詳細については、
51ページの「Solaris 1.xと NIS互換モード」を参照してください。

注 –サイトの実際の NIS+名前空間とそのドメイン階層は、名前空間サンプルのもの
とはおそらく異なり、サーバー、クライアント、およびドメインの数も異なります。
最終的なドメイン構成と階層は、このサンプルと異なるものと考えてください。この
名前空間サンプルは、NIS+スクリプトの使用法を説明するためだけのものです。こ
の名前空間サンプルを作成すると、自分のサイトでのドメイン、サーバー、およびク
ライアントの作成方法も理解できるはずです。

名前空間サンプルには次の構成要素があります。

� ルートマスターサーバー 1台 (名称 master、doc.com.ドメイン用)

� ルートドメイン (doc.com.)のクライアント 4台

� client1は、ルート複製サーバーとなる (doc.com.ドメイン用)

� client2は、新しいサブドメインのマスターサーバーとなる (sub.doc.com.
ドメイン用)

� client3は、新しいサブドメインのルート以外の複製サーバーとなる
(sub.doc.com.ドメイン用)

� client4は、ルートドメインのクライアントとして残る (doc.com.ドメイン
用)

� サブドメインの 2台のクライアント (名称 subclient1および subclient2、
sub.doc.com.ドメイン用)

ここでは、/etc/hostsなどのシステム情報ファイルと NISマップの両方を使用して
ネットワークサービス情報を格納するサイトで、NIS+の設定に使用されるスクリプ
トを説明します。NIS+名前空間サンプルでこのような混合型のサイトを使用するの
は、単にサンプルとして示すことが目的です。
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NIS+スクリプトのコマンド行の要約
表 4–2に、NIS+ドメインのサンプルを作成するときの、NIS+スクリプトとコマンド
の汎用的な手順を示します。このあとの節ではこれらのコマンド行について詳しく説
明します。NIS+のドメイン、サーバー、およびクライアントの作成に必要な作業に
習熟した後、表 4–2はコマンド行のクイックリファレンスガイドとして使用してくだ
さい。表 4–2は、NIS+名前空間サンプルを作成するために実際に入力するコマンド
と変数をまとめたものです。

表 4–2 NIS+ドメインの構成に使うコマンド行のまとめ

動作 マシン コマンド

/usr/lib/nisをルートのパス
に追加する。Cシェルまたは
Bourneシェルを使用

ルートマスターサーバー
とクライアントマシン。
スーパーユーザーとして
行う

setenv PATH $PATH:/usr/lib/nis

または

PATH=$PATH:/usr/lib/nis; export PATH

オプションで DES認証を使用す
る場合には、Diffie-Hellmanキー
長を選択する

サーバーとクライアント
マシン。スーパーユー
ザーとして行う

nisauthconf -dhkey-length-alg-type des

NIS (YP)との互換性があるか、
または互換性がないルートマス
ターサーバーを作成する

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nisserver -r-dnewdomain.

または

nisserver -Y-r-d newdomain.

ファイルまたは NISマップから
ルートマスターサーバーテーブル
を生成する

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nispopulate -F-p /files -d newdomain.

または

nispopulate -Y-d newdomain. -h
NISservername\ -a NIS_server_ipaddress -y
NIS_domain

NIS+管理グループにユーザーを
追加する

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nisgrpadm -a admin.domain.name.domain.

NIS+データベースのチェックポ
イントを実行する

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nisping -C domain.

新しいクライアントマシンを初期
設定する

クライアントマシン。
スーパーユーザーとして
行う

nisclient -i-d domain. -h master1

ユーザーを NIS+クライアントと
して初期設定する

クライアントマシン。
ユーザーとして行う

nisclient -u
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表 4–2 NIS+ドメインの構成に使うコマンド行のまとめ (続き)
動作 マシン コマンド

NIS+サービス (rpc.nisdデー
モン)を起動する—クライアン
トを NISとの互換性 (および
DNS転送機能)を備えた (または
備えていない)サーバーに変換す
るのに必要となる

クライアントマシン。
スーパーユーザーとして
行う

必要に応じて -Yまたは -Bオプションを
/lib/svc/method/nisplusファイルに追加し
てから、NIS+サービスを有効にする

svcadm enable /network/rpc/nisplus

サーバーをルート複製サーバーに
する

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nisserver-R-d domain. -h clientname

サーバーをルート以外のマスター
サーバーにする

ルートマスターサー
バー。スーパーユーザー
として行う

nisserver -M-d newsubdomain.domain.
-h\clientmachine

ファイルまたは NISマップから
新しいマスターサーバーテーブル
を生成する

新しいサブドメインマス
ターサーバー。スーパー
ユーザーとして行う

nispopulate -F-p/subdomaindirectory -d \
newsubdomain.domain.

または

nispopulate-Y-dnewsubdomain .domain.-h
NISservername -aNIS_server_ipaddress -y
NIS_domain

クライアントをマスターサーバー
の複製にする

サブドメインマスター
サーバー。スーパーユー
ザーとして行う

nisserver-R-dsubdomain .domainパターンを使
用して名前を付けることができます。-h
clientname

サブドメインの新しいクライアン
トを初期設定する。クライアント
は、サブドメインの複製またはそ
のほかのサーバーにできる

新しいサブドメインクラ
イアントマシン。スー
パーユーザーとして行う

nisclient -i -d newsubdomain.domainパターン
を使用して名前を付けることができます。-h \
subdomainmaster

ユーザーを NIS+クライアントと
して初期設定する

クライアントマシン。
ユーザーとして行う

nisclient -u

注 –実際にコマンドを実行させないで、しかも NIS+スクリプトがどんなコマンドを
呼び出すかを表示するには、-xオプションを使います。-xオプションによって、あ
たかも実際にスクリプトを実行しているかのように、それらのコマンド名とそれぞれ
のおおよその出力を画面に表示できます。最初に -xを指定してスクリプトを実行す
れば、結果を先に見ることができます。詳細は各スクリプトのマニュアルページを参
照してください。
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NIS+ルートサーバーの設定
NIS+ドメインを設定するための最初の作業が、ルートマスターサーバーの設定で
す。この節では、nisserverスクリプトを使用してデフォルト設定でルートマス
ターサーバーを構成する方法を説明します。ルートマスターサーバーは、次のデ
フォルトを使用します。

� セキュリティレベル 2 (DES) - NIS+セキュリティの最高レベル
� NIS互換を OFFに設定 (NIS互換に設定する方法も記述)
� ネームサービス情報の情報源としてシステム情報ファイル (/etc)または NIS
マップ

� NIS+グループとして admin. domainname

注 – nisserverスクリプトは、ルートマスターサーバーを設定するときに、ネーム
サービススイッチファイルを NIS+用に変更します。/etc/nsswitch.confファイ
ルは後で変更できます。ネームサービススイッチについては、第 1章を参照してくだ
さい。

nisserverを実行してルートサーバーを設定する
ための前提条件
ルートマスターサーバーにしたいマシンの /etc/passwdファイルに rootのエントリ
があるかどうかを確認します。

nisserverを実行する前に、次の情報が必要になります。

� マシン (ルートマスターサーバーにする)のスーパーユーザーのパスワード

� 新しいルートドメイン名。ルートドメイン名は少なくとも 2つの要素 (ラベル)で
構成され、その末尾にドット (ピリオド)が打たれていなければならない (例:
something.com)。最後 (右端)のラベルは自由につけられますが、インターネット
上の互換性を維持するためには、表 4–3に示されるようなインターネットの組織
名、または 2、3文字の地域識別子 (日本であれば .jp)をつける必要があります。

表 4–3インターネットの組織ドメイン

ドメイン 目的

com 営利団体

edu 教育機関

gov 行政機関
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表 4–3インターネットの組織ドメイン (続き)
ドメイン 目的

mil 軍事組織

net 主要ネットワークサポートセンター

org 非営利団体

int 国際組織

次の例では、ルートマスターサーバーに指定するマシンは master1で、doc.com.
が新しいルートドメインになります。

注 –またドメイン名とホスト名が同じにならないようにします。たとえば、ルートド
メインに doc.com.という名前を付けている場合、ドメイン内で使用するマシンには
docという名前は付けないでください。同様に、homeというホスト名がある場合に
は、ドメイン名に homeを使用できません。これは、サブドメインについても同様で
す。たとえば、すでにホスト名として westがある場合には、
sales.west.doc.comというサブドメインを作成することはできません。

� ルートマスターサーバーを作成する方法
1. スーパーユーザーの PATH変数に /usr/lib/nisを追加します。

このパスを rootの .cshrcまたは .profileファイルに追加するか、または変数
を直接設定します。

2. DES認証を使用する場合には、オプションで、Diffie-Hellmanキー長を指定しま
す。

640ビットの Diffie-Hellmanキーとデフォルトの 192ビットのキーを使用するに
は、以下を入力します。

nisauthconf dh640-0 des

640ビットのキーだけを許可し、192ビットのキーを拒否するには、以下を入力し
ます。

nisauthconf dh640-0

3. 次のコマンドをスーパーユーザー (root)として入力し、ルートマスターサーバーを
構成します。

-rオプションはルートマスターサーバーを構成することを示します。-dオプ
ションは NIS+ドメイン名を指定します。

master1# nisserver -r -d doc.com.
This script sets up this machine “master1” as a NIS+ root master
server for domain doc.com.
Domain name : doc.com.
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NIS+ group : admin.doc.com.
NIS (YP) compatibility : OFF
Security level : 2=DES

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

「NIS+グループ」は、doc.com.ドメイン (ドメイン名は常にピリオドで終了す
る)の情報を変更する権限を持つユーザーのグループです。 NIS+グループは、ド
メインを削除することもできます。NIS+グループのデフォルト名は、
admin.domainnameです。この名前の変更方法については、98ページの「誤った
情報を変更する方法」を参照してください。

「NIS互換」とは、NIS+サーバーが NISクライアントからの情報要求を受け付け
るかどうかを意味します。デフォルト設定の OFFに設定されている場合、NIS+
サーバーは NISクライアントからの要求を処理しません。ONに設定されている場
合、NIS+サーバーはこの要求を処理します。このスクリプトでは、NIS互換設定
を変更できます。98ページの「誤った情報を変更する方法」を参照してくださ
い。

注 –このスクリプトは、マシンを NIS+セキュリティの最高レベルであるセキュリ
ティレベル 2で設定します。このスクリプトを使用する場合、セキュリティレベル
を変更できません。スクリプトが終了した後、適切な NIS+コマンドでセキュリ
ティレベルを変更できます。セキュリティレベルの変更の詳細については、
rpc.nisdのマニュアルページを参照してください。

4. yを入力します (画面の情報が正しい場合)。

nを入力すると、スクリプトは正しい情報の入力を要求します。nを入力した場合
の操作については、98ページの「誤った情報を変更する方法」を参照してくださ
い。

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’’ to change)
y
This script will set up your machine as a root master server for
domain doc.com. without NIS compatibility at security level 2.
Use "nisclient -r" to restore your current network service environment.

Do you want to continue? (type ‘y’ to continue, ‘n’ to exit the script)

5. yを入力して、NIS+の構成を続けます。

nを入力するとスクリプトは問題なく終了します。yを選んだ後でスクリプトの実
行中にスクリプトを中断した場合、スクリプトは動作を停止し、それまでに作成さ
れた構成内容はそのまま残されます。スクリプトは自動回復や後始末は行いませ
ん。このスクリプトはいつでも再実行できます。

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit the script
y
setting up domain information “doc.com.” ...
setting up switch information ...
running nisinit ...
This machine is in the doc.com. NIS+ domain.
Setting up root server ...
All done.
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starting root server at security level 0 to create credentials...
running nissetup ...
(creating standard directories & tables)
org_dir.doc.com. created

Enter login password:

nissetup(1M)コマンドは、各 NIS+テーブルのディレクトリを作成します。

6. プロンプトに対してマシンの rootパスワードを入力し、Returnキーを押します。

この例の場合、ユーザーは master1マシンの rootパスワードを入力していま
す。

Wrote secret key into /etc/.rootkey
setting NIS+ group to admin.doc.com. ...
restarting root server at security level 2 ...
This system is now configured as a root server for domain doc.com.
You can now populate the standard NIS+ tables by using the

nispopulate or /usr/lib/nis/nisaddent commands.

これでルートマスターサーバーが構成され、NIS+の標準テーブルを生成する用意
が整いました。続けてテーブルを生成する場合は、100ページの「NIS+テーブル
の生成 (populate)」に進みます。

� 誤った情報を変更する方法
上記の手順 4で返された情報の一部あるいは全部が誤っていたために nを入力した場
合、次のように表示されます。

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)
n

Domain name: [doc.com.]

1. ドメイン名が正しい場合は Returnキーを押します。誤っている場合は、正しいド
メイン名を入力して Returnキーを押します。

この例では、Returnキーを押して、目的のドメイン名が doc.com.であることを
確定しました。次に、このスクリプトは NIS+グループ名の確認を要求します。

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)
n
Domain name: [doc.com.]

NIS+ group: [admin.doc.com.]

2. NIS+グループが正しければ Returnキーを押します。間違っている場合、正しい
NIS+グループ名を入力して Returnキーを押します。

この例では、名前を変更しました。次に、スクリプトは NIS互換性の入力を要求
します。

NIS+ group: [admin.doc.com.] netadmin.doc.com.

NIS (YP) compatibility (0=off, 1=on): [0]

3. NIS互換性を必要としない場合は Returnキーを押します。互換性が必要な場合は
1を入力して Returnキーを押します。
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この例では、Returnキーを押して、NIS互換の状態が正しいことを確認しまし
た。スクリプトは、情報が正しいかどうかを再度尋ねてきます。

注 –このサーバーを NIS互換に選択した場合、この選択を有効にするには、
ファイルを編集して、rpc.nisdデーモンを再起動する必要があります。詳細に
ついては、112ページの「クライアントを NIS+サーバーとして構成する方法」を
参照してください。

NIS (YP) compatibility (0=off, 1=on): [0]
Domain name : doc.com.
NIS+ group : netadmin.doc.com.
NIS (YP) compatibility : OFF
Security level : 2=DES

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

情報が正しい場合、96ページの「ルートマスターサーバーを作成する方法」の手
順 3に移ります。正しい情報となるまで、nを繰り返し選択できます。

� Multihomed NIS+ルートマスターサーバーの設定
方法
Multihomed NIS+サーバーを設定する手順は、単一インタフェースサーバーの設定手
順と同じです。唯一の相違点は、ローカルの /etc/hostsファイル、
/etc/inet/ipnodesファイルと NIS+の hostsテーブルおよび ipnodesテーブル
内に定義する必要があるインタフェースが、単一インタフェースサーバーよりも多い
という点です。ホスト情報を定義したら、nisclientと nisserverスクリプトを
使用してMultihomed NIS+サーバーを設定します。Multihomed複製サーバーの設定
の詳細は、117ページの「Multihomed NIS+複製サーバーの設定方法」を参照してく
ださい。

注意 – Multihomed NIS+サーバーを設定する場合は、サーバーの主体名はシステムの
ノード名と同じにする必要があります。これは、Secured RPCと nisclientを同時
に使用する際の必要条件です。

� Secured RPCは、ノード名を使用して認証に必要なネット名を作成する
� nisclientは、主体名を使用してクライアントの資格を作成する

ノード名と主体名が異なる場合、Secured RPC認証は適正に動作できず、その結果
NIS+で問題が発生します。

次に、NIS+ルートマスターサーバーの設定手順を示します。

1. ルートマスター上で、サーバーのホスト情報を /etc/hostsファイルまたは
/etc/inet/ipnodesファイル内に追加します。
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たとえば、3つの Ethernetインタフェースを装備した hostAシステムの場合、
/etc/hostsファイルには次のように入力します。

127.0.0.1 localhost loghost
192.168.10.x hostA hostA-10 hostA-eri0
192.168.11.y hostA hostA-11 hostA-eri1
192.168.12.z hostA hostA-12

2. nisserverを使用して、サーバーをmultihomed NIS+ルートサーバーとして設
定します。

hostA# nisserver -r -d sun.com

上記の例では、sun.comはルートドメイン名を表しています。ルートドメイン名
を指定して nisserverコマンドを実行してください。

multihomed NIS+ルートサーバーの設定が完了したら、このあとの設定手順は、
単一インタフェースサーバーの設定手順とまったく同じです。

NIS+テーブルの生成 (populate)
ルートマスターサーバーの構成が終了すると、ほかのネットワークサービスの情報か
ら標準の NIS+テーブルを生成できます。この節では、nispopulate(1M)スクリプ
トをデフォルトの設定で使用して、ファイルまたは NISマップのデータからルートマ
スターサーバーのテーブルを生成する方法を説明します。このスクリプトは次のもの
を使用します。

� 前の例で作成されたドメイン (doc.com. )

� ネットワークサービスのソースとしてシステム情報ファイルまたは NISマップ

� 標準の NIS+テーブル: auto_master、auto_home、ethers、group、
hosts、networks、passwd、protocols、services、rpc、netmasks、
bootparams、netgroupおよび aliases

注 –テーブルの情報源がファイルである場合、shadowファイルの内容が passwd
ファイルの内容とマージされて passwdテーブルが作成されます。shadowテーブル
は作成されません。

nispopulateを実行してルートサーバーテーブル
を生成するための前提条件
nispopulateスクリプトを実行するには、次の条件を満たしている必要がありま
す。
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� データを読み込むローカルの /etc内の各ファイルまたは NISマップを表示しま
す。不正なエントリがないことを確認します。正しいデータが、所定の場所に正し
い書式で記録されていることを確認します。エントリのうち、古いもの、無効なも
の、破損しているものは削除します。また、不完全なエントリや一部のみのエント
リも削除します。構成完了後は、いつでもエントリを追加できます。必要なエント
リをあとから追加する方が、不完全なエントリや破損しているエントリを読み込も
うとするよりも簡単です。

� ファイル内の情報は、ロード先のテーブルに合った書式で書かれていなければなり
ません。対応する NIS+テーブルに変換するときに使用するテキストファイルの書
式については、第 9章を参照してください。

� ドメイン名とホスト名が同一でないことを確認します。ドメインとホストで同じ名
前は使用しないでください。たとえば、salesドメインがある場合は、ホスト名
に salesを使用することはできません。同様に、homeというホスト名がある場
合には、ドメイン名に homeを使用できません。これは、サブドメインについても
同様です。たとえば、マシンに westという名前を付けている場合、
sales.west.doc.comというサブドメインを作成しないでください。

� ホスト名のドットと下線はすべて削除します。NIS+では、ドット (ピリオド)をマ
シン名とドメインの間、および親ドメインとサブドメインの間の区切りに使用する
ため、ドットをマシン名に使うことはできません。DNSではホスト名に下線を使
うことを認めていませんので、ホスト名に下線を使うことはできません。
nispopulateスクリプトを実行する前に、ホスト名で使用されているドットを必
ず削除してください。ドットをハイフンに置き換えるのも 1つの手です。たとえ
ば、sales.alphaというマシン名を付けることはできません。この名前は、
sales-alphaに置き換えることができます (使用可能なホスト名の詳細について
は、 hosts のマニュアルページを参照してください)。

� ネットワークをはじめて設定する場合、多くのネットワーク情報をすでにどこかに
格納しているということはおそらくないでしょう。このような場合、まずネット
ワーク情報を集め、「入力ファイル」に手入力する必要があります。このファイ
ルは、基本的に /etc内のファイルに対応するものです。

� 安全のため、/etc内のファイルのコピーを作成します。実際のファイルは使用せ
ずに、作成したコピーを使用してテーブルを生成してください。たとえば、この例
では /nisplusfilesというディレクトリ内のファイルを使用します。

� コピーした NISテーブルファイルのうち、passwd、shadow、aliases、hosts
の各ファイルには、名前空間全体に分散させるとセキュリティ上問題がある項目が
あるので、それらを編集します。たとえば、次に示す行をローカル側の passwd
ファイルのコピーから削除して、名前空間からはそれらの情報にアクセスできない
ようにします。

root:x:0:1:0000-Admin(0000):/:/sbin/sh
daemon:x:1:3:0000-Admin(0000):/:
bin:x:3:5:0000-Admin(0000):/usr/bin:
sys:x:3:3:0000-Admin(0000):/:
adm:x:4:4:0000-Admin(0000):/var/adm:
lp:x:78:9:0000-lp(0000):/usr/spool/lp:
smtp:x:0:0:mail daemon user:/:
uucp:x:5:5:0000-uucp(0000):/usr/lib/uucp:
nuucp:x:7:8:0000-uucp (0000):/var/spool/uucppublic:/usr/lib/uucp/uucico
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listen:x:22:6:Network Admin:/usr/net/nls
nobody:x:60000:60000:uid no body:/:

noaccess:x:60002:60002:uid no access:/:

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのサーバーには、新しいテーブル情報を収容できるだけの十分なディスク
空き領域が必要です。

� NIS+主体 (適切な資格を持つクライアント)としてログインし、指定されたドメイ
ン内の NIS+テーブルに対する書き込み権を保持する必要があります。この例で
は、マシン master1上の rootユーザーでなければなりません。

必要な情報
ファイルから生成する場合、次の情報が必要です。

� 新しい NIS+ドメイン名
� データが転送される、適切に編集されたテキストファイルのパス
� ルートパスワード

NISマップから生成する場合、次の情報が必要です。

� 新しい NIS+ドメイン名
� NISドメイン名
� NISサーバー名
� NISサーバーの IPアドレス
� ルートパスワード

注 – NISドメインの名前は大文字と小文字を区別しますが、NIS+ドメインの名前は区
別しません。

� ルートマスターサーバーのテーブルを生成する方
法
1. 「a」または「b」を実行してルートマスターサーバーテーブルを生成し、手順 2
に進みます。

「a」では、ファイルからテーブルを生成する方法を示します。「b」では、NIS
マップからテーブルを生成する方法を示します。これらのコマンドはスクロールで
きるウィンドウ内で実行します。そうしないと、スクリプトの出力がスクロールさ
れず読めないことがあります。
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注 –システム上の /tmp領域が不足する場合、nispopulateスクリプトは異常終
了することがあります。これを防止するには、環境変数 TMPDIRに別のディレク
トリを設定します。TMPDIRに有効なディレクトリが設定されていない場合、スク
リプトは /tmpディレクトリを使用します。

a. 次のように入力して、ファイルからテーブルを生成します。

master1# nispopulate -F -p /nis+files -d doc.com.
NIS+ domain name : doc.com.
Directory Path : /nis+files

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

-Fオプションは、テーブルがデータをファイルから取り出すことを示しま
す。-pオプションには、ソースファイルのディレクトリ検索パスを指定します
(この例では、/nis+filesを指定します)。-dオプションは NIS+ドメイン名
を指定します (この例では、doc.com.を指定します)。
NIS+主体のユーザーは rootです。この例では、はじめてルートマスターサー
バーのテーブルを生成することになるため、この作業はスーパーユーザーとし
て実行しなければなりません。nispopulateスクリプトは、NIS+管理グルー
プのすべてのメンバーの資格を追加します。

b. 次のように入力して、NISマップからテーブルを生成します。

master1# nispopulate -Y -d doc.com. -h salesmaster -a 130.48.58.111
-y sales.doc.com.
NIS+ domain name : doc.com.
NIS (YP) domain : sales.doc.com.
NIS (YP) server hostname : salesmaster

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

-Yオプションは、テーブルがデータを NISマップから取り出すことを示しま
す。-dオプションは NIS+ドメイン名を指定します。-hオプションは、NIS
サーバーのマシン名を指定します。salesmasterは NISサーバーの名前の例
です。サンプルドメインを作成する際は、salesmasterの代わりに、サイトでの
実際の NISサーバー名を指定してください。-aオプションは、NISサーバー
の IPアドレスを指定します。130.48.58.111はアドレスの例です。サンプル
ドメインを作成する際は、サイトでの実際の NISサーバーの IPアドレスを指
定してください。-yオプションは、NISドメイン名を指定します。この例で
は、ドメイン名は sales.doc.com.です。サンプルドメインを作成する際
は、sales.doc.com.の代わりに、サイトでの実際の NISドメインの NISドメイ
ン名を指定してください。

NIS+主体のユーザーは rootです。この例では、はじめてルートマスターサー
バーのテーブルを生成することになるため、この作業はスーパーユーザーとし
て実行しなければなりません。nispopulate(1M)スクリプトは、NIS+管理
グループのすべてのメンバーの資格を追加します。

2. yを入力します (画面に表示された情報が正しい場合)。

nを入力すると、スクリプトは正しい情報の入力を要求します。情報が誤っている
場合の操作は、98ページの「誤った情報を変更する方法」を参照してください。
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� 手順 1の「a」を実行すると、次のように表示されます。

Is this information correct?
(type ’y’ to accept, ’n’ to change)
y

This script will populate the following NIS+ tables for domain doc.com. from
the files in /nis+files: auto_master auto_home ethers group hosts networks
passwd protocols services rpc netmasks bootparams netgroup aliases shadow
**WARNING: Interrupting this script after choosing to continue may leave
the tables only partially populated. This script does not do any automatic
recovery or cleanup.

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)

� 手順 1の「b」を実行すると、次のように表示されます。

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)
y
This script will populate the following NIS+ tables for domain doc.com. from the
NIS (YP) maps in domain sales: auto_master auto_home ethers group hosts networks
passwd protocols services rpc netmasks bootparams netgroup aliases
**WARNING: Interrupting this script after choosing to continue may leave the
tables only partially populated. This script does not do any automatic recovery
or cleanup.

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)

3. yを入力して、テーブルの生成を続けます。

nを入力するとスクリプトは問題なく終了します。yを選択した後で、スクリプト
の実行中にスクリプトを中断した場合、スクリプトは動作を停止し、テーブルは一
部だけが生成された状態になることがあります。スクリプトは自動回復や後始末
は行いません。このスクリプトは安全に再実行できますが、テーブルは最新の情報
で上書きされます。

� ファイルからテーブルを生成する場合、スクリプトが hosts情報と passwd
情報に基づいてホストとユーザーの資格を作成することを示す、次のような
メッセージが表示されます。

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)
y
populating auto_master table from file /nis+files/auto_master
... auto_master table done.
populating auto_home table from file /nis+files/auto_home
... auto_home table done.
Credentials have been added for the entries in the hosts and passwd table(s).
Each entry was given a default network password (also known as a Secure-
RPC password). This password is: nisplus
Use this password when the nisclient script requests the network password.

Done!

Secure RPCパスワード (上の例では nisplus)は必ず控えておき、忘れないよ
うにしてください。ネットワークパスワードまたは Secure RPCパスワードを
求められたら、ここで控えておいたパスワードを入力します。

スクリプトは、必要なすべてのファイルを検索し、使用できるファイルからす
べてのテーブルを生成します。
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� NISマップからテーブルを生成する場合、スクリプトが hostsと passwdの
情報に基づいてホストとユーザーの資格を作成する際に、次の内容が表示され
ます。

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)
y
populating auto_master table from sales.doc.com. NIS(YP) domain...
auto_master table done.
populating auto_home table from file sales.doc.com. NIS(YP) domain...
auto_home table done.
....
Credentials have been added for the entries in the hosts and passwd table(s).
Each entry was given a default network password (also known as a Secure-RPC password).
This password is: nisplus
Use this password when the nisclient script requests the network password.

Done!

Secure RPCパスワード (上の例では nisplus)は必ず控えておき、忘れないよ
うにしてください。ネットワークパスワードまたは Secure RPCパスワードを
求められたら、ここで控えておいたパスワードを入力します。

これですべてのテーブルが生成されました。parse error という警告が表示
されるかもしれませんが無視してかまいません。これらのエラーは、NIS+が特
定の NISマップのフィールドで空の値または予期せぬ値を見つけたことを示し
ます。必要に応じて、スクリプト終了後、データを検証してください。

4. ルートドメインの管理グループに自分自身とほかの管理者を追加します (必要に応
じて)。

たとえば、自分自身のログイン IDが topadmで、ほかの管理者の IDが
secondadminの場合、次のように入力します。

master1# nisgrpadm -a admin.doc.com. topadm.doc.com. secondadm.doc.com.
Added “topadm.doc.com.” to group “admin.doc.com.”.

Added “secondadm.doc.com.” to group “admin.doc.com.”.

上記の nisgrpadm -aコマンドの引数 admin.doc.com.は、グループ名を表
し、最初に記述しなければなりません。残りの 2つの引数は管理者名です。

注 –この時点で管理グループにユーザーを追加したい場合にだけ、この手順が必要
です。ルートサーバーに管理者を追加するには、この時点で行います。NIS+を構
成した後でも、管理グループにユーザーを追加できます。

この手順を実行するには、ほかの管理者がデフォルトパスワードを変更するまで待
つ必要はありません。ただし、管理グループにほかの管理者を追加する場合は、事
前に passwdテーブルに管理者が登録されている必要があります。管理グループ
のメンバーは、ドメインに自分自身を追加しなければ、NIS+主体として行動でき
ません。ユーザーの初期設定については、110ページの「NIS+ユーザーを初期設
定する方法」を参照してください。また、新規にメンバーが登録されても、管理グ
ループに対する古いキャッシュが破棄された後でなければ有効になりません。
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5. 次のコマンドを入力して、ドメインのチェックポイントを実行します。

master1# nisping -C doc.com.
Checkpointing replicas serving directory doc.com.
Master server is master1.doc.com.
Last update occurred at date
Master server is master1.doc.com.

checkpoint scheduled on master1.doc.com.

この手順によって、そのドメインをサポートする全サーバーは、初期設定 (.log)
ファイルから新しい情報をテーブルのディスク上のコピーに転送します。ルートド
メインの設定が終了したばかりであるため、このルートドメインにはまだ複製が存
在せず、この手順はルートマスターサーバーにだけ影響を与えます。

注意 –スワップ領域またはディスク領域が不足している場合、サーバーは適切に
チェックポイントを実行できませんが、その旨の通知は行われません。スワップ領域
またはディスク領域が不足していないか確認するには、niscatコマンドでテーブル
の内容を表示します。たとえば、rpcテーブルの内容をチェックするには、次のよう
に入力します。

master1# niscat rpc.org_dir
rpcbind rpcbind 100000
rpcbind portmap 100000

rpcbind sunrpc 100000

スワップ領域が不足していると「チェックポイントを実行できない」という旨の
メッセージではなく、次のエラーメッセージが表示されます。

can’t list table: Server busy, Try Again.

このメッセージには明示されていませんが、これはスワップ領域の不足を示します。
スワップ空間を増やし、このドメインに再びチェックポイントを実行します。

NIS+クライアントマシンの設定
ルートマスターサーバーのテーブルがファイルまたは NISマップから生成されると、
NIS+クライアントマシンを初期設定できます。ルートマスターサーバーは自分のド
メインの NIS+クライアントであるため、ルートマスターサーバーをこれ以上初期設
定する必要はありません。この節では、デフォルト設定の nisclientスクリプトを
使用して、NIS+クライアントを初期設定する方法を説明します。次のスクリプトを
使用します。

� 前の例で使用したドメイン doc.com.

� 前の例で、nispopulateスクリプトによって作成された Secure RPCパスワード
(ネットワークパスワードとも呼ばれる。デフォルトは nisplus)
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注 – 107ページの「新しいクライアントマシンを初期設定する方法」で使用する -iオ
プションでは、DNSを使用してホスト名を検索するような NIS+クライアントを構成
しません。DNSを使用する場合には、ネームサービススイッチファイルの中でクライ
アント用に、DNSを明確に指定しなければなりません。

nisclientを実行してクライアントマシンを設定
するための前提条件
nisclientスクリプトを実行するには、次の条件を満たしている必要があります。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのマスターサーバーのテーブルが生成されている (少なくとも、hosts
テーブルまたは ipnodesテーブルには新しいクライアントマシンのエントリが必
要)

� NIS+クライアントとなるマシンにスーパーユーザーとしてログインしている。こ
の例では、新しいクライアントマシン名は client1

必要な情報
nisclientを実行するには、次の情報が必要です。

� ドメイン名

� デフォルトの Secure RPCパスワード (nisplus)

� クライアントとなるマシンの rootパスワード

� クライアントのホームドメインにある NIS+サーバーの IPアドレス

� DES認証を使用する場合には、マスターサーバー上で、Diffie-Hellmanキー長が使
用される。nisauthconfを使用して、マスターサーバー上で Diffie-Hellmanキー
長を確認する

� 新しいクライアントマシンを初期設定する方法
1. DES認証を使用する場合には、オプションで、Diffie-Hellmanキー長を指定しま
す。

マスターサーバー上で以下を入力します。

nisauthconf

クライアントマシン上で nisauthconfコマンドを実行するときは、上記コマン
ドの出力を引数として使用します。たとえば、マスターサーバー上で
nisauthconfを実行すると

dh640dh-0 des
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と出力される場合には、クライアントマシン上で次のコマンドを入力します。

nisauthconf dh640dh-0 des

2. 次のコマンドを入力して、新しいクライアントマシン上で新しいクライアントを初
期設定します。

-iオプションはクライアントを初期設定します。-dオプションは新しい NIS+ド
メイン名を指定します。ドメイン名が指定されていない場合、デフォルトは現在の
ドメイン名です。-hオプションは NIS+サーバーのホスト名を指定します。

client1# nisclient -i -d doc.com. -h master1
Initializing client client1 for domain “doc.com.”.
Once initialization is done, you will need to reboot your machine.
Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)

3. yを入力します。

nを入力するとスクリプトが終了します。クライアントの /etc/hostsファイル
または /etc/inet/ipnodesファイルにルートサーバーのエントリがない場合、
スクリプトはルートサーバーの IPアドレスの入力を指示します。

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)
y
Type server master1’s IP address:

4. 正しい IPアドレスを入力して、Returnキーを押します。
この例では、アドレス 123.123.123.123を使用します。

Type server master1’s IP address: 123.123.123.123
setting up the domain information...
setting up the name service switch information...
At the prompt below, type the network password (also known as the
Secure-RPC password) that you obtained either from your administrator or
from running the nispopulate script.
Please enter the Secure-RPC password for root:

5. Secure RPCパスワード (ネットワークパスワード)がルートのログインパスワード
と異なる場合のみ、Secure RPCパスワードを入力します。
この例では、デフォルトの nisplusを使用します。

パスワードは画面に表示されません。入力を誤った場合、正しいパスワードを入力
するよう要求されます。2回目も入力を誤った場合、スクリプトが終了し、前回の
ネットワークサービスが復元されます。この場合、スクリプトを再度実行してくだ
さい。

Please enter the login password for root:

6. このクライアントマシンの rootパスワードを入力します。
パスワードは画面に表示されません。ネットワークパスワードと rootのログイン
パスワードが同じ場合、rootのログインパスワードの入力要求はありません。
rootパスワードを入力すると、このマシンの資格が変更されます。ここで、この
マシンでは RPCパスワードと rootパスワードが同じになります。

Please enter the login password for root:
Wrote secret key into /etc/.rootkey
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Your network password has been changed to your login one.
Your network and login passwords are now the same.
Client initialization completed!!

Please reboot your machine for changes to take effect.

7. クライアントマシンを再起動します。

ここで行なった変更は、マシンを再起動すると有効になります。

以上の手順により、この NIS+クライアントマシンのユーザーを NIS+ドメインに
追加できるようになりました。

クライアントマシンの追加作成
これまでに説明したクライアントの初期設定手順を、必要な各マシンで繰り返しま
す。ほかのドメインのクライアントを初期設定するには、ドメイン名とマスターサー
バー名を適宜変更して、上記の手順を繰り返します。

この章で説明する NIS+ドメインのサンプルでは、ドメイン doc.com.内の 4台のク
ライアントを初期設定すると想定しています。そして、このうち 2台のクライアント
をルート以外の NIS+サーバーとして構成し、3番目のクライアントを doc.com.ド
メインのルートマスターサーバーのルート複製サーバーとして構成します。

注 –システムをサーバーにするには、システムをどの種類のサーバーにするにして
も、事前にシステムを親ドメインのクライアントにしておく必要があります。

NIS+クライアントユーザーの初期設定
マシンが NIS+クライアントになったら、そのマシンのユーザーは自分自身を NIS+
ドメインに追加しなければなりません。ユーザーをドメインに追加するということ
は、Secure RPCパスワードをそのユーザーのログインパスワードに変更することを意
味します。実際には、ユーザーのパスワードと Secure RPCパスワードが同じになり
ます。この手順では nisclient(1M)スクリプトを使用します。

nisclientを実行してクライアントユーザーを初
期設定するための前提条件
nisclientスクリプトを使用してユーザーを初期設定するには、次の条件を満たし
ている必要があります。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている
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� ドメインのマスターサーバーのテーブルが生成されている。少なくとも、hosts
テーブルには新しいクライアントマシンのエントリが必要

� ドメイン内のクライアントマシンが初期設定されている

� クライアントマシンに「ユーザー」としてログインしている (この例では、ユー
ザー名は user1)

� DES認証を使用する場合には、クライアントマシンでマスターサーバーと同じ
Diffie-Hellmanキー設定を使用している

必要な情報
nisclientを実行するには、次の情報が必要です。

� ユーザーのログイン名 (この例では user1)
� デフォルトの Secure RPCパスワード (この例では nisplus)
� NIS+クライアントになるユーザーのログインパスワード

� NIS+ユーザーを初期設定する方法
1. NIS+クライアントになるユーザーとしてログインして、次のように nisclient
コマンドを入力します。

user1prompt% nisclient -u
At the prompt below, type the network password (also known as the
Secure-RPC password) that you obtained either from your administrator
or from running the nispopulate script.

Please enter the Secure-RPC password for user1:

2. Secure RPCパスワード (この例では nisplus)を入力します。

パスワードは画面に表示されません。

Please enter the login password for user1:

3. ユーザーのログインパスワードを入力し、Returnキーを押します。

パスワードは画面に表示されません。

Your network password has been changed to your login one.

Your network and login passwords are now the same

これで、このユーザーは NIS+クライアントになりました。全ユーザーを NIS+ク
ライアントにする必要があります。
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NIS+サーバーの設定
初期設定が終了したら、どのクライアントマシンも次の NIS+サーバーに変更できま
す。

� ルート複製サーバー (ルートマスターサーバー上にある NIS+テーブルのコピーを
格納する)

� ルートドメインのサブドメインのマスターサーバー

� ルートドメインのサブドメインのマスターサーバーの複製サーバー

注 – NIS+マスタールートサーバーは 1つしか持てません。ルート NIS+サーバーは特
殊な NIS+サーバーです。この節ではルートマスターサーバーの構成方法は説明しま
せん。詳細は、95ページの「NIS+ルートサーバーの設定」を参照してください。

サーバーを構成する場合、次の 3つの設定があります。

� NISと互換性なし

� NISと互換性あり

� NISとの互換性と DNS転送あり - NIS+名前空間に Sun OS 4.xクライアントを配
置する場合は、DNS転送を設定する必要があります。

サーバーとその複製は、NIS互換についての設定が同じでなければなりません。設定
が異なる場合、ネットワーク情報を受信するために NIS互換の設定を必要とするクラ
イアントは、必要なサーバーまたは複製サーバーを使用できなければ、この情報を受
信できません。

NIS+サーバーを設定するための前提条件
svcadmを使用してコマンド行から NIS+サービスを起動するには、次の条件が満た
されていることを確認してください。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのマスターサーバーのテーブルが生成されている。少なくとも、hosts
テーブルには新しいクライアントマシンのエントリが必要

� ドメイン内のクライアントマシンが初期設定されている

� クライアントマシンにスーパーユーザーとしてログインしている (この例では、ク
ライアントマシン名は client1)

� DES認証を使用する場合には、クライアントマシンでマスターサーバーと同じ
Diffie-Hellmanキー設定を使用している
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必要な情報
svcadmコマンドを使用して NIS+サービスを起動するには、サーバーに変換するク
ライアントのスーパーユーザーパスワードが必要です。

クライアントを NIS+サーバーとして構成する方法
クライアントをサーバーとして構成するには、次の手順のどれかを実行します。この
手順では、サーバーと同じ名前のディレクトリを作成し、サーバーの初期設定ファイ
ルを作成します。これらは /var/nisに置かれます。

注 –同じドメイン内のすべてのサーバーは、NIS互換の設定が同じでなければなりま
せん。たとえば、マスターサーバーが NIS互換である場合、その複製も NIS互換でな
ければなりません。

� NISと互換性のないサーバーを構成する方法
この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があり
ます。

1. /lib/svc/method/nisplusファイルを表示して、-Yオプションが含まれてい
ないことを確認します。

詳細については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

2. NIS+サービスを開始します。

この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があ
ります。

client1# svcadm enable /network/rpc/nisplus:default

これで、このサーバーはドメインのマスターまたは複製として指定できます。

� NISと互換性のあるサーバーを構成する方法
この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があり
ます。

1. サーバー上で /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して -Yオプション
を追加します。

詳細については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

2. NIS+サービスを開始します。

この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があ
ります。

client1# svcadm enable /network/rpc/nisplus
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これで、このサーバーはドメインのマスターまたは複製として指定できます。

� DNS転送機能と NISとの互換性を備えたサーバーを構成
する方法
次の手順を実行して、DNS転送と NISとの互換性の両方の機能を備えた NIS+サー
バーを構成します。SunOS 4.xクライアントをサポートするには、両方の機能が必要
です。

この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があり
ます。

1. サーバー上で /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して -Yオプション
と -Bオプションを追加します。

詳細については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

2. NIS+サービスを開始します。

この手順を実行するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になる必要があ
ります。

client1# svcadm enable /network/rpc/nisplus:default

これで、このサーバーはドメインのマスターまたは複製として指定できます。

サーバーの追加作成
これまでのクライアントをサーバーに変更する手順を、必要なクライアントマシンご
とに繰り返します。

この章で説明する NIS+サンプルドメインは、3台のクライアントをサーバーに変更
すると想定しています。そして、サーバーの 1台をルート複製サーバーに、もう 1台
を新しいサブドメインのマスターに、そして 3台目を新しいサブドメインのマスター
の複製に構成します。

ルート複製サーバーの作成
NIS+サービスを常に利用可能な状態にしておくため、ルート複製サーバーを少なく
とも 1つは作成しておくことをお勧めします。複製サーバーを作成すると複数のサー
バーが存在することになり、要求の処理を分散させることができるため、ネットワー
ク要求の処理も高速化されます。
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パフォーマンス上の理由から、1つのドメインに多くの複製サーバーを置くことはお
勧めできません。ネットワークが複数のサブネットで構成されている場合、あるいは
広域ネットワーク (WAN)でリモートサイトに接続されている場合には、複製サー
バーを追加すると良い場合があります。

� 「サブネット」。複数のサブネットで構成されているドメインの場合、各サブ
ネットに複製サーバーを少なくとも 1つは作成することをお勧めします。そうして
おけば、ネットワーク間の通信が一時的に途絶しても、接続が回復するまでの間、
サブネットレベルの機能は維持されます。

� 「リモートサイト」。WANによりリモートサイトに接続されているドメインの場
合、WAN接続の両側に複製サーバーを少なくとも 1つは作成することをお勧めし
ます。組織論的な見地からしても、同一の NIS+ドメインに物理的に離れた 2つの
サイトがあるのは意味のあることです。たとえば、ドメイン内のマスターサーバー
とその複製サーバーがすべて一方のサイトに置かれている場合、そのサイトともう
一方のサイトとの間の NIS+ネットワークトラフィックが増大するのは目に見えて
います。もう一方のサイトにも複製サーバーを置いておけば、ネットワークトラ
フィックが減るはずです。

最適な複製サーバー数の決定方法については、113ページの「ルート複製サーバーの
作成」を参照してください。

115ページの「ルート複製サーバーを作成する方法」では、マシン client1を
doc.com.ドメインのルート複製サーバーとして構成します。この手順では、NIS+
スクリプトの nisserverを使用します。168ページの「NIS+コマンドを使って複製
サーバーを構成する」で説明しているように、NIS+コマンドを使用して複製サー
バーを構成することもできます。

nisserverを実行してルート複製サーバーを作成
するための前提条件
nisserverを実行して複製サーバーを作成するには、次の条件を満たしている必要
があります。

� ドメインがすでに構成され、マスターサーバーが稼働している

� マスターサーバーのテーブルが生成されている。少なくとも、hostsテーブルに
は新しいクライアントマシンのエントリが必要

� 新たに作成したサーバーをそのドメインのクライアントマシンとして初期設定して
いる (具体的な手順については、106ページの「NIS+クライアントマシンの設定」
を参照)

� 新たに作成した複製サーバー上で NIS+サービス (rpc.nisd)を起動している (具
体的な手順については、111ページの「NIS+サーバーの設定」を参照)

� ルートマスターサーバーにスーパーユーザーとしてログインしている。この例で
は、ルートマスターマシン名は master1
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必要な情報
nisserverを実行するには、次の情報が必要です。

� ドメイン名
� クライアントマシン名 (この例では、client1)
� ルートマスターサーバーのスーパーユーザーのパスワード

� ルート複製サーバーを作成する方法
1. NIS+ドメインのルートマスターサーバー上でスーパーユーザー (root)として次の
ように入力して、ルート複製サーバーを作成します。

master1# nisserver -R -d doc.com. -h client1
This script sets up a NIS+ replica server for domain doc.com.
Domain name: :doc.com.
NIS+ server : :client1

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

-Rオプションは、複製サーバーを構成することを示します。-dオプションは
NIS+ドメイン名 (このサンプルでは doc.com.)を指定します。-hオプションは
ルート複製サーバーとなるクライアントマシン (この例では client1)を指定しま
す。

2. yを入力して操作を続けます。

nを入力すると、スクリプトは正しい情報の入力を要求します。nを入力した場合
の操作については、98ページの「誤った情報を変更する方法」を参照してくださ
い。

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)
y
This script will set up machine “client1” as an NIS+ replica server for domain
doc.com. without NIS compatibility. The NIS+ server daemon, rpc.nisd, must
be running on client1 with the proper options to serve this domain.

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)

3. yを入力して操作を続けます。

nを入力するとスクリプトは問題なく終了します。クライアントマシン上で
rpc.nisdが動作していない場合、スクリプトは自動的に終了します。

Is this information correct? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)
y
The system client1 is now configured as a replica server for domain doc.com..
The NIS+ server daemon, rpc.nisd, must be running on client1 with the proper

options to serve this domain. ...
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注 –この複製サーバーを NIS (YP)互換モードで実行する場合は、
/lib/svc/method/nisplusファイルに -Yオプションを追加します。この
ファイルの変更が必要となるのは、ルート複製サーバーで NISクライアント要求
を実行する場合で、このサーバーが NIS互換サーバーとして構成されていない場
合に限られます。NIS互換サーバーの作成方法については、112ページの「クライ
アントを NIS+サーバーとして構成する方法」を参照してください。NIS+での
サービス管理機能コマンドの使用方法については、89ページの「NIS+とサービス
管理機能」を参照してください。

4. (省略可能)複製サーバーを NIS (YP)互換モードで稼働させることができるように
構成します。

複製サーバーを NIS互換モードで稼働させるには、次の手順に従います。

a. NIS+サービスを停止します。

# svcadm disable /network/rpc/nisplus:<instance>

b. サーバーの /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して -Yオプション
を追加します。

c. NIS+サービスを再起動します。

# svcadm enable /network/rpc/nisplus:<instance>

5. 新たに作成した複製サーバーに名前空間データをロードします。

これには、次の 2つの方法があります。

� NIS+の保存と復元の機能を使用して、マスターサーバーのデータを保存し、作
成した複製サーバーに復元します (こちらの方法をお勧めします)。具体的な手
順については、170ページの「名前空間データをロードする方法
—nisrestoreによる方法」を参照してください。

� nispingを実行します。nispingを実行すると、マスターサーバーのすべて
の NIS+データを複製サーバーに完全に再同期させることができます。しか
し、大きな名前空間の場合、処理に長時間かかることがあります。その間、マ
スターサーバーはビジーになって応答が遅く、また作成した複製サーバーはま
だ NIS+要求に応答できない状態になることがあります。具体的な手順につい
ては、172ページの「名前空間データをロードする方法—nispingによる方
法」を参照してください。

名前空間データのロードが終了すれば、マシン client1は NIS+ルート複製サー
バーとなります。この新しいルート複製サーバーは、ルートドメインのクライアン
トからの要求を処理できます。これでドメインで使用可能なサーバーが 2台となる
ため、要求を速く処理できます。

これらの手順に従って、複製サーバーを必要なだけ作ることができます。同じ手順
を使ってサブドメインに複製サーバーを作ることもできます。
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� Multihomed NIS+複製サーバーの設定方法
Multihomed NIS+サーバーを設定する手順は、単一インタフェースサーバーの設定手
順と同じです。唯一の相違点は、ローカルの /etc/hostsファイル、
/etc/inet/ipnodesファイルと NIS+の hostsテーブルおよび ipnodesテーブ
ル内に定義する必要があるインタフェースが、単一インタフェースサーバーよりも多
いという点です。ホスト情報を定義したら、nisclientと nisserverスクリプト
を使用してMultihomed NIS+サーバーを設定します。

注意 – Multihomed NIS+サーバーを設定する場合は、サーバーの主体名はシステムの
ノード名と同じにする必要があります。これは、Secured RPCと nisclientを同時
に使用する際の必要条件です。

� Secured RPCは、ノード名を使用して認証に必要なネット名を作成する
� nisclientは、主体名を使用してクライアントの資格を作成する

ノード名と主体名が異なる場合、Secured RPC認証は適正に動作できず、その結果
NIS+で問題が発生します。

次に、NIS+ルートマスター以外のサーバーの設定手順を示します。以下の例では、
ルートドメインの複製を作成しています。muitihomedルートサーバーの設定方法に
ついては、99ページの「Multihomed NIS+ルートマスターサーバーの設定方法」を
参照してください。

1. サーバーのホスト情報を hostsファイルまたは ipnodesファイル内に追加しま
す。

たとえば、3つのインタフェースを装備した hostBシステムの場合は、次のよう
に入力します。

192.168.11.y hostB hostB-11
192.168.12.x hostB hostB-12
192.168.14.z hostB hostB-14

2. ルートマスターサーバー上で、nispopulateまたは nisaddentのどちらかを使
用して、新しいホスト情報を hostsテーブルまたは ipnodesテーブル内にロー
ドします。

たとえば、以下のようになります。

hostA# nispopulate -F -d sun.com hosts

この例では、sun.comは NIS+ルートドメイン名を表しています。自分の NIS+
ルートドメイン名を指定して nispopulateコマンドを実行してください。

3. ルートマスターサーバー上で、nisclientスクリプトを使用して新しいクライア
ントの資格を作成します。

たとえば、以下のようになります。

hostA# nisclient -c -d sun.com hostB
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この例では、sun.comはルートドメイン名を表しています。自分のルートドメイ
ン名を指定して nisclientコマンドを実行してください。

4. ルート以外のマスターサーバー上で、新しいサーバーがまだ稼働していない場合
は、nisclientを使用して新しいサーバーを起動し、このマシンを NIS+クライ
アントとして初期化します。

たとえば、以下のようになります。

hostB# nisclient -i -d sun.com

この例では、sun.comはルートドメイン名を表しています。自分のルートドメイ
ン名を指定して nisclientコマンドを実行してください。

5. ルートマスター上で、nisserverを使用してルートマスター以外のサーバーを設
定します。

たとえば、以下のようになります。

hostA# nisserver -M -d eng.sun.com -h hostB.sun.com.

この例では、eng.sun.comは NIS+ドメイン名を表し、hostB.sun.comは
NIS+サーバーの完全指定ホスト名を表しています。nisserverコマンドは、自
分の NIS+ドメイン名と NIS+サーバーの完全指定ホスト名を指定して実行してく
ださい。

6. ルートマスターサーバー上で、nisserverを使用して複製サーバーを設定しま
す。

たとえば、以下のようになります。

hostA# nisserver -R -d sun.com -h hostB.sun.com.

この例では、sun.comは複製サーバーを表し、hostB.sun.comは NIS+サー
バーの完全指定ホスト名を表しています。nisserverコマンドは、自分の複製
サーバー名と NIS+サーバーの完全指定ホスト名を指定して実行してください。

multihomed NIS+複製サーバーの設定が完了したら、このあとの設定手順は、単一イ
ンタフェースのサーバーの設定手順とまったく同じです。

サブドメインの作成
この節では、ルート以外の新しいドメイン (サブドメイン)のマスターサーバーの作成
方法を説明します。この新しいドメインは doc.com.ドメインのサブドメインとなり
ます。NIS+の階層構造によって、組織構造に合わせたドメイン構造を作成できま
す。

この例では、マシン client2が新しい sub.doc.com.ドメインのマスターサーバー
に変更されます。ここでは NIS+スクリプトの nisserverを使用します。
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nisserverを実行してサブドメインを作成するた
めの前提条件
nisserverを実行して、新しいサブドメインのマスターサーバーを作成するには、
次の条件を満たしている必要があります。

� 親ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� 親ドメインのテーブルが生成されている。少なくとも、hostsテーブルには新し
いクライアントマシンのエントリが必要

� 親ドメイン内の新しいクライアントマシンが初期設定されている

� クライアント上で NIS+サービス (rpc.nisd)が起動されている

� 新しいドメインを追加するための適切なアクセス権がある。この例では、親マス
ターサーバーにスーパーユーザーとしてログインする。この例では、親マスターマ
シン名は master1

必要な情報
nisserverを実行してサブドメイン用のマスターサーバーを作成するには、次の情
報が必要です。

� クライアントマシン名 (この例では、client2)

� 親マスターサーバーのスーパーユーザーパスワード

� 新しいサブドメインの名前 −親ドメインの名前を含んだ新しいドメイン名。書式
は、「newdomain.rootdomain」という構文に従うこと

120ページの「新しいルート以外のドメインを作成する方法」では、新しいサブド
メインを sub.doc.com.とします。

Solarisリリース 2.6およびこれ以前のリリースでは、どんな NIS+クライアントで
も、そのサービスの提供先となるドメインの上位ドメインに置かれている限り、NIS+
マスターサーバーに変更できます。たとえば、ドメイン sales.doc.com.の NIS+
クライアントは、west.sales.doc.com.や alameda.west.sales.doc.com.な
どの下位ドメインにサービスを提供することができます。ただし、このクライアント
は、ドメイン doc.com.にサービスを提供することはできません。これは、
doc.com.が sales.doc.com.の上位ドメインであるためです。ただし、ルート複
製サーバーはこのルールの唯一の例外であり、サービス提供先のドメインのクライア
ントです。

Solarisリリース 7およびリリース 8では、ドメインの NIS+サーバーを、それがサー
ビスしている同じドメイン内に置くことができます。ルート以外のサーバーは、設定
されたドメイン内でサーバーとして動作します。つまり、ルート以外のサーバー上の
アプリケーションを構成して、上位ドメインから渡される情報を使用することができ
ます。
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ただし、ルート以外のサーバーの資格は、上位ドメインになければなりません。ルー
ト以外のサーバーの構成方法については、120ページの「新しいルート以外のドメイ
ンを作成する方法」を参照してください。サーバーを正しく構成したあとで、ドメイ
ン名をサーバーとして機能するドメインの名前に変更できます。nisinitの -kオプ
ションおよび nisserverの -dオプションを参照してください。

� 新しいルート以外のドメインを作成する方法
1. NIS+ドメインのルートマスターサーバー上のスーパーユーザー (root)として次の
ように入力し、新しいルート以外のドメインマスターサーバーを作成します。

-Mオプションは、新しいルート以外のドメインのマスターサーバーを作成するこ
とを示します。-dオプションは、ドメイン名 (この例では、sales.doc.com.)
を指定します。-hオプションは、新しいドメインのマスターサーバーになるクラ
イアントマシン (この例では、client2)を指定します。

master1# nisserver -M -d sales.doc.com. -h client2
This script sets up a non-root NIS+ master server for domain sales.doc.com.
Domain name : sales.doc.com.
NIS+ server : client2
NIS+ group : admin.sales.doc.com.
NIS (YP) compatibility : OFF
Security level : 2=DES

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

新しいルート以外のドメインのマスターサーバーは、ルートサーバーと同じデ
フォルト値によって作成されます。NIS+グループ、NIS (YP)互換性、およびセ
キュリティレベルの詳細は、96ページの「ルートマスターサーバーを作成する方
法」を参照してください。

2. yを入力して操作を続けます。

nを入力すると、スクリプトは正しい情報の入力を要求します。nを入力した場合
の操作については、98ページの「誤った情報を変更する方法」を参照してくださ
い。

Is this information correct?
(type ’y’ to accept, ’n’ to change) y
This script sets up machine “client2” as an NIS+ non-root master
server for domain sales.doc.com.

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’ to exit this script)

3. yを入力して操作を続けます。

nを入力すると、スクリプトは安全に終了します。クライアントマシン上で
rpc.nisdが動作していない場合、スクリプトは自動的に終了します。

Do you want to continue? (type ’y’ to continue, ’n’
to exit this script)
y
running nissetup ...
org_dir.sales.doc.com. created
groups_dir.sales.doc.com. created
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...

...
setting NIS+ group admin.sales.doc.com. ...
The system client2 is now configured as a non-root server for
domain sales.doc.com.
You can now populate the standard NIS+ tables by using the

nispopulate or /usr/lib/nis/nisaddent commands.

これで、マシン client2は sales.doc.com.ドメインのマスターサーバーにな
りました。sales.doc.com.ドメインは、doc.com.ドメインのサブドメインで
す。マシン client2は、依然としてルートドメイン doc.com.のクライアント
であり、しかも sales.doc.com.ドメインのマスターサーバーでもあります。

これで、sales.doc.com.ドメインの新しいマスターサーバーに標準の NIS+
テーブルを生成できます。

ドメインの追加作成
サーバーを新しいルート以外のドメインのマスターサーバーに変更する前述の手順
を、必要な各サーバーマシンに対して繰り返します。新しいマスターサーバーはすべ
て新しいドメインです。ドメイン構造の計画を立ててから、NIS+名前空間の作成を
開始します。NIS+階層の計画については、57ページの「NIS+名前空間の構造」を参
照してください。

新しいサブドメインのテーブルの生成
新しいドメインを作成したら、そのマスターサーバーの標準の NIS+テーブルを生成
しなければなりません。新しいマスターサーバーのテーブルを生成するには、ルート
マスターサーバーのテーブルを生成するときと同じ手順を使用します。大きな違い
は、nispopulate(1M)スクリプトが、ルートマスターサーバー上ではなく、新しい
マスターサーバー上で実行されることです。また、ドメイン名、およびファイルパ
ス、または NISサーバー名も変わることがあります。

この例では、新しいドメイン (sales.doc.com.)のテーブルを生成します。

nispopulateを実行してサブドメインのテーブル
を生成するための前提条件
nispopulateスクリプトを実行して新しいマスターサーバーのテーブルを生成する
には、次の条件を満たしている必要があります。

� ファイル内の情報は、ロード先のテーブルに合った書式で書かれていなければなり
ません。
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� スクリプトを実行する前に、データを読み込むローカルの /etc内の各ファイ
ルまたは NISマップを調べます。不正なエントリがないことを確認します。正
しいデータが、所定の場所に正しい書式で記録されていることを確認します。
エントリのうち、古いもの、無効なもの、破損しているものは削除します。ま
た、不完全なエントリや一部のみのエントリも削除します。構成完了後は、い
つでもエントリを追加できます。必要なエントリをあとから追加する方が、不
完全なエントリや破損しているエントリを読み込もうとするよりも簡単です。

� ネットワークをはじめて設定する場合、多くのネットワーク情報をすでにどこ
かに格納しているということはおそらくないでしょう。このような場合、まず
ネットワーク情報を集め、「入力ファイル」に手入力する必要があります。こ
のファイルは、基本的に /etc内のファイルに対応するものです。

� 安全のため、/etc内のファイルのコピーを作成します。実際のファイルは使
用せずに、作成したコピーを使用してテーブルを生成してください。たとえ
ば、この例では /nis+filesというディレクトリ内のファイルを使用します。

� コピーした NISテーブルファイルのうち、passwd、shadow、aliases、hosts
の各ファイルには、名前空間全体に分散させるとセキュリティ上問題がある項目が
あるので、それらを編集します。たとえば、次に示す行をローカル側の passwd
ファイルのコピーから削除して、名前空間で配布されないようにします。

root:x:0:1:0000-Admin(0000):/:/sbin/sh
daemon:x:1:3:0000-Admin(0000):/:
bin:x:3:5:0000-Admin(0000):/usr/bin:
sys:x:3:3:0000-Admin(0000):/:
adm:x:4:4:0000-Admin(0000):/var/adm:
lp:x:78:9:0000-lp(0000):/usr/spool/lp:
smtp:x:0:0:mail daemon user:/:
uucp:x:5:5:0000-uucp(0000):/usr/lib/uucp:
nuucp:x:7:8:0000-
uucp (0000):/var/spool/uucppublic:/usr/lib/uucp/uucico
listen:x:22:6:Network Admin:/usr/net/nls:
nobody:x:60000:60000:uid no body:/:

noaccess:x:60002:60002:uid no access:/:

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのサーバーには、新しいテーブル情報を収容できるだけの十分なディスク
空き領域が必要です。

� NIS+主体としてログインしていて、しかも指定されたドメイン内の NIS+テーブ
ルに対する書き込み権が必要です。この例では、マシン client2上の rootでな
ければなりません。

注 –システム上の /tmp領域が不足する場合、nispopulateスクリプトは異常終了
することがあります。これを防止するには、環境変数 TMPDIRに別のディレクトリを
設定します。TMPDIRに有効なディレクトリが設定されていない場合、スクリプトは
代わりに /tmpディレクトリを使用します。
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必要な情報
ファイルから生成するか、NISマップから生成するかによって収集する情報が異なり
ます。

ファイルから生成する場合、次の情報が必要です。
� 新しい NIS+ドメイン名
� データが転送される、適切に編集されたテキストファイルのパス
� NIS+マスターサーバーの rootパスワード

NISマップから生成する場合、次の情報が必要です。
� 新しい NIS+ドメイン名
� NISドメイン名
� NISサーバー名
� NISサーバーの IPアドレス
� NIS+マスターサーバーの rootパスワード

注 – NISドメインの名前は大文字と小文字を区別しますが、NIS+ドメインの名前は区
別しません。

マスターサーバーテーブルを生成する方法
この手順は、102ページの「ルートマスターサーバーのテーブルを生成する方法」の
手順と実質的に同じなので、この例では新しい sales.doc.com.ドメインのテーブ
ルを生成するための入力についてのみ説明します。この手順の詳細は、102ページ
の「ルートマスターサーバーのテーブルを生成する方法」を参照してください。

注 –このスクリプトは、ルートマスターサーバーではなく、新しいドメインのマス
ターサーバー上で実行しなければなりません。

次のいずれかの方法で、新しいマスターサーバー上にマスターサーバーテーブルを生
成します。

� ファイルからマスターサーバーテーブルを生成する
� NISマップからマスターサーバーテーブルを生成する

実行結果が一度に表示しきれないことがあるので、どちらの方法で行うにしてもスク
ロール可能なウィンドウを使用してください。

テーブルをファイルから生成する方法

ファイルからマスターサーバーテーブルを生成するには、次のコマンドを入力しま
す。
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client2# nispopulate -F -p /nis+files -d sales.doc.com.
NIS+ domain name : sales.doc.com.
Directory Path : /nis+files

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change

テーブルを NISマップから生成する方法

NISマップからマスターサーバーテーブルを生成するには、次のコマンドを入力しま
す。

client2# nispopulate -Y -d sales.doc.com. -h businessmachine -a
IP_addr_of_NIS_server -y business.doc.com.
NIS+ Domain name : sales.doc.com.
NIS (YP) domain : business.doc.com.
NIS (YP) server hostname : businessmachine

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

詳細は、102ページの「ルートマスターサーバーのテーブルを生成する方法」を参照
してください。

サブドメイン複製サーバーの作成
ルートドメイン複製サーバーに対して適用される規則は、サブドメイン複製サーバー
に対しても適用されます (113ページの「ルート複製サーバーの作成」を参照)。

サブドメインの複製サーバーの作成には、ルート複製サーバーの作成と同じ手順を使
用します。このルート複製サーバーの作成とサブドメイン複製サーバーの作成との大
きな違いは、サブドメイン複製サーバーに変更しようとしているマシンが、複製サー
バーとしてサービスを提供することになるドメインより上位のドメインのクライアン
トのままであることです。この例では、新しいドメインの複製サーバーを作成するた
めの入力だけを示します。スクリプトの残りの出力については、115ページの「ルー
ト複製サーバーを作成する方法」を参照してください。

nisserverを実行してサブドメイン複製サーバー
を作成するための前提条件
nisserverを実行して複製サーバーを作成するには、次の条件を満たしている必要
があります。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのテーブルが生成されている。少なくとも、hostsテーブルには新しい
クライアントマシンのエントリが必要

� 親ドメイン内のクライアントマシンが初期設定されている
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� クライアント上で NIS+サービス (rpc.nisd)が起動されている

� マスターサーバーにスーパーユーザーとしてログインしている (この例では、マス
ターマシン名は client2)

必要な情報
nisserverを実行するには、次の情報が必要です。

� ドメイン名
� クライアントマシン名 (この例では、client3)
� ルートマスターサーバーのスーパーユーザーのパスワード

� 複製サーバーを作成する方法
� 複製サーバーを作成するには、NIS+ドメインのマスターサーバー上でスーパー
ユーザー (root) として、nisserver -R コマンドを実行します。

client2# nisserver -R -d sales.doc.com. -h client3
This script sets up a NIS+ replica server for domain sales.doc.com.
Domain name ::sales.doc.com.
NIS+ server :client

Is this information correct? (type ’y’ to accept, ’n’ to change)

この例では、client2がマスターサーバーです。-Rオプションは、複製サーバーを
構成することを示します。-dオプションは NIS+ドメイン名 (ここでは、
sales.doc.com.)を指定します。-hオプションは複製サーバーとなるクライアント
マシン (ここでは client3)を指定します。なお、このマシンは依然として
doc.com.ドメインのクライアントであり、sales.doc.com.ドメインのクライア
ントではありません。

このスクリプトの残りの出力については、115ページの「ルート複製サーバーを作成
する方法」を参照してください。

サブドメインの NIS+クライアントマシ
ンの初期設定
マスターサーバーのテーブルをファイルまたは NISマップから生成すれば、NIS+ク
ライアントマシンを初期設定できます。この節では、デフォルト設定の nisclient
スクリプトを使用して、新しいドメイン内の NIS+クライアントを初期設定する方法
を説明します。NIS+クライアントマシンは、NIS+マスターサーバーとは別のマシン
です。
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注 – 126ページの「新しいサブドメインクライアントマシンを初期設定する方法」で
使用される -iオプションは、NIS+クライアントを DNSを必要とするホスト名の解
決ができるようには構成しません。DNSを使用する場合には、ネームサービスス
イッチファイルの中でクライアント用に、DNSを明確に指定しなければなりません。

新しいドメイン内のクライアントを初期設定するには、ルートドメイン内のクライア
ントの初期設定と同じ手順を使用します。この例では、新しいドメインのクライアン
トを初期設定するための入力だけを示します。スクリプトの残りの出力については、
107ページの「新しいクライアントマシンを初期設定する方法」を参照してくださ
い。

nisclientを実行してクライアントマシンを初期
設定するための前提条件
nisclientスクリプトを使用してクライアントマシンを初期設定するには、次の条
件を満たしている必要があります。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのマスターサーバーのテーブルが生成されている。少なくとも、hosts
テーブルには新しいクライアントマシンのエントリが必要

� ドメイン内のクライアントマシンが初期設定されている

� クライアントマシンに「ユーザー」としてログインしている (この例では、ユー
ザー名は user1)

必要な情報
nisclientを実行するには、次の情報が必要です。

� ドメイン名 (この例では、sales.doc.com.)

� デフォルトのネットワークパスワード (この例では、nisplus)

� クライアントとなるマシンの rootのパスワード

� クライアントのホームドメイン内の NIS+サーバーの IPアドレス (この例では、マ
スターサーバー client2のアドレス)

� 新しいサブドメインクライアントマシンを初期設
定する方法
� 新しいクライアントマシン上で新しいクライアントを初期設定するには、スーパー
ユーザーとして次のコマンドを入力します。
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subclient1# nisclient -i -d sales.doc.com. -h client2
Initializing client subclient1 for domain “sales.doc.com.”.
Once initialization is done, you will need to reboot your machine.

Do you want to continue? (type ’Y’ to continue, ’N’ to exit this script)

-iオプションはクライアントを初期設定します。-dオプションは新しい NIS+ドメ
イン名を指定します。ドメイン名が指定されない場合、デフォルトは現在のドメイン
名になります。-hオプションは NIS+サーバーのホスト名を指定します。

このスクリプトの残りの出力については、107ページの「新しいクライアントマシン
を初期設定する方法」を参照してください。

サブドメインの NIS+クライアントユー
ザーの初期設定
新しいドメイン内のユーザーを初期設定するには、ルートドメイン内のユーザーを初
期設定する場合と同じ手順 (nisclient)を使用します。全ユーザーが NIS+クライア
ントにならなければなりません。この例では、新しいドメインのユーザーを初期設定
するための入力だけを示します。スクリプトの残りの出力については、110ページ
の「NIS+ユーザーを初期設定する方法」を参照してください。

nisclientを実行してサブドメインのクライアン
トユーザーを初期設定するための前提条件
nisclientスクリプトを使用してユーザーを初期設定するには、次の条件を満たし
ている必要があります。

� ドメインがすでに構成され、そのマスターサーバーが実行されている

� ドメインのマスターサーバーのテーブルが生成されている。少なくとも、hosts
テーブルには新しいクライアントマシンのエントリが必要

� ドメイン内のクライアントマシンが初期設定されている

� クライアントマシンに「ユーザー」としてログインしている (この例では、ユー
ザー名は user2)

必要な情報
nisclientを実行するには、次の情報が必要です。

� ユーザーのログイン名 (この例では、user2)
� デフォルトのネットワークパスワード (この例では、nisplus)
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� NIS+クライアントになるユーザーのログインパスワード

� NIS+サブドメインユーザーを初期設定する方法
� NIS+クライアントとなるには、ユーザーとしてログインして、次のコマンドを実
行します。

user2prompt% nisclient -u
At the prompt below, type the network password (also known as the
Secure-RPC password) that you obtained either from your administrator
or from running the nispopulate script.

Please enter the Secure-RPC password for user2:

このスクリプトの残りの出力については、110ページの「NIS+ユーザーを初期設定す
る方法」を参照してください。

NIS+名前空間サンプルで使用したコマ
ンドのまとめ
名前空間サンプルの作成で使用したコマンドを表 4–4にまとめます。各コマンドの前
にあるプロンプトは、そのコマンドをどのマシンで入力するかを示します。

表 4–4 NIS+名前空間サンプル –コマンドのまとめ

作業 コマンド

/usr/lib/nisを含むように環
境パスを設定 (Cシェルまたは
Bourneシェル)

# setenv PATH $PATH:/usr/lib/nis

または

# PATH=$PATH:/usr/lib/nis; export PATH

オプションで Diffie - Hellman鍵
の長さを設定する

master1# nisauthconf dh640-0 des

doc.com.ドメインのルートマス
ターサーバーを作成

master1# nisserver -r -d doc.com.

ルートマスターサーバーの NIS+
テーブルを、ファイルまたは NIS
マップから生成

master1# nispopulate -F -p /nis+files -d doc.com.

または

master1# nispopulate -Y -d doc.com. -h salesmaster -a \
172.31.58.111 -y sales.doc.com.
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表 4–4 NIS+名前空間サンプル –コマンドのまとめ (続き)
作業 コマンド

管理グループ (2)にメンバーを追
加する

master1# nisgrpadm -a admin. doc.com. topadmin.doc.com. \
secondadmin.doc.com.

NIS+データベースのチェックポ
イントを実行する

master1# nisping -C org_dir. doc.com.

オプションで Diffie - Hellman鍵
の長さを設定する

client1# nisauthconf dh640-0 des

doc.com.ドメイン内の NIS+クラ
イアントマシンを初期設定する

client1# nisclient -i -d doc.com. -h master1

ユーザーを NIS+クライアントと
して初期設定する

client1user1prompt% nisclient -u

NIS+クライアントを、NIS互換
性あり、またはなし、あるいは
NISと DNSありで NIS+サー
バーに変更

client1#rpc.nisd

または

client1# rpc.nisd -Y

または

client1# rpc.nisd -Y -B

ルート複製サーバーを作成 master1# nisserver -R -d doc.com. -h client1

サーバーを sales.doc.com.ド
メインのルート以外のマスター
サーバーに変更

master1# nisserver -M -d sales.doc.com. -h client2

新しいマスターサーバーの NIS+
テーブルを、ファイルまたは NIS
マップから生成

client2# nispopulate -F -p /nis+files -d sales.doc.com.

または

client2# nispopulate -Y -d sales.doc.com. -h \
businessmachine -a 172.31.58.242 -y business.doc.com.

マスターサーバーの複製を作成 client2# nisserver -R -d sales.doc.com. -h client3

sales.doc.com.ドメイン内の
NIS+クライアントを初期設定す
る

subclient1# nisclient -i -d sales.doc.com. -h client2

ユーザーを NIS+クライアントと
して初期設定する

subclient1user2prompt% nisclient -u
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第 5章

ルートドメインの設定

この章では、NIS+コマンド群によるルートドメインと DES認証の設定の手順を説明
します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理(ネーミングとディレクトリサービス: DNS、NIS、LDAP編)』を参照)。
詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

ルートドメインの設定方法の概要
ここでは、ルートマスターサーバーをセキュリティレベル 2で稼働させるルートドメ
インの構成方法について説明します。

注 –ルートドメインの構成は、この章で説明する NIS+コマンドより、NIS+スクリプ
トを使用する方が簡単です。この章で説明する方法は、NIS+に精通した管理者や、
設定スクリプトでは提供されない標準以外の機能や構成を必要とする管理者だけが使
用してください。

ルートドメインの設定には、次の 3つの主な作業があります。

� ルートマスターサーバーの準備
� ルートドメインの作成
� ルートドメインの資格の作成
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ただし、ルートドメインの設定はこれらの 3つの作業を単にこの順序で行うといった
簡単なものではありません。3つの作業はそれぞれ関連し合っています。たとえば、
ルートディレクトリを作成する前にセキュリティパラメータの一部を指定しなければ
なりません。ほかのパラメータはその後で指定します。ルートドメインの構成を容易
にするために、この節ではこれらの作業を個別の手順に分けて、一番効率の良い順番
に並べています。

標準構成と NIS互換構成の手順の相違
この章で説明する手順は、標準の NIS+ルートドメインと NIS互換のルートドメイン
の両方に適用できます。ただし、いくつかの重要な相違があります。NIS互換ドメイ
ン用の NIS+デーモンは -Yオプションを使用して起動する必要があります。これに
よりルートマスターサーバーは、NISクライアントからの要求に応えることができま
す。詳細については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してくださ
い。

また、NIS互換ドメインでは、passwdテーブルは、未認証クラスに対する読み取り
権が必要です。これにより NISクライアントはテーブルのパスワード列にある情報に
アクセスすることができます。これは手順 14で nissetupコマンドに -Yオプ
ションを使用して行います。標準の NIS+ドメインは同じコマンドを使用します
が、-Yオプションは付けません。

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。このサービ
スに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマン
ドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+と
サービス管理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステ
ム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細について
は、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

ルートドメインを確立する
各手順では詳細を説明し、また関連する情報についても説明します。詳細な説明が必
要でない場合は、145ページの「ルートドメイン構成の要覧」に必要なコマンドをま
とめたリストがありますので参照してください。
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手順の要約
設定作業の手順を次にまとめます。

1. ルートマスターサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。

2. ルートマスターサーバーのドメイン名をチェックします。

3. ルートマスターサーバーのスイッチ構成ファイルをチェックします。

4. オプションで Diffie-Hellmanキー長を設定します。

5. nsswitch.confファイルに少しでも変更を加えた場合は、ネームサービス
キャッシュ (nscd)を再起動します。

6. /etc/.rootkeyを削除し、keyservを再起動します。

7. NIS+サービスを停止します。

8. NIS+のファイルを削除しプロセスを終了します。

9. ルートドメインの管理グループを指定します。

10.ルートディレクトリを作成し、ルートマスターサーバーを初期設定します。

11. (省略可能) /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して必要なオプションを
追加します。

12. NIS+デーモンを起動します。

13.ルートオブジェクトが作成されているかどうか確認します。

14.ルートドメインのサブディレクトリとテーブルを作成します。

15.ルートマスターサーバーの DES資格を作成します。

16.ルートドメインの管理グループを作成します。

17.ルートドメインの管理 (admin)グループにルートマスターを追加します。

18.ルートドメインの公開鍵を更新します。

19. NIS+サービスを起動します (これにより、キャッシュマネージャと NIS+デーモン
がセキュリティレベル 2で起動します)。

20.自分の LOCAL資格をルートドメインに追加します。

21.自分の DES資格をルートドメインに追加します。

22.ほかの管理者の資格を追加します。

23.ルートドメインの管理グループに自分とほかのシステム管理者を追加します。

24.十分なスワップ空間を割り当てます。

第 5章 •ルートドメインの設定 133



ルートドメインを確立する—作業マップ
表 5–1ルートドメインを確立する

作業 目的 参照先

ルートドメインを確立
する

domainnameコマンドを使用して、ルートドメイ
ンを設定する。オプションで Diffie-Hellmanキー
長を長くする。ncsdデーモンの停止と起動を行
う。keyservを無効にしてから、再起動する。
不要な NIS+情報を消去する

135ページの「ルートドメインを構
成する方法」

セキュリティについて
NIS+はルートドメインに対しデフォルトのセキュリティを提供します。デフォルト
のセキュリティレベルは、レベル 2です。実際にユーザーが使用する本稼働のネット
ワークは、常にセキュリティレベル 2で運用してください。セキュリティレベル 0お
よびレベル 1は、構成およびテスト目的だけに使用します。本番環境のネットワーク
は、レベル 0または 1で稼働しないでください。

注 – NIS+のセキュリティシステムは複雑です。NIS+セキュリティを使い慣れていな
い場合は、第 11章を参照してから NIS+環境を構成することをお勧めします。

ルートドメインを確立するための前提条件
作業を開始する前に、以下の条件を満たしていることを確認します。

� ルートマスターサーバー上の /etc/passwdファイルには、この構成作業でルー
トドメインに資格を追加するシステム管理者である自分と、ほかのすべてのシステ
ム管理者のエントリが含まれなければなりません。

� サーバーが NIS互換モードで動作し、Solaris 1.xのクライアントで DNS転送を使
用する場合は、/etc/resolv.confファイルを正しく構成しておく必要がありま
す。

� サーバーには、必ずほかのユーザー IDと異なる、固有のマシン名を付けてくださ
い。

� サーバーに付けるマシン名には、ドットを使用しないでください。たとえば、マシ
ン名に sales.alphaを使用できません。sales-alphaというマシン名は、使用
できます。

必要な情報
ルートドメインを作成するには、次の内容について調べておく必要があります。

� マシン (ルートマスターサーバーにする)のスーパーユーザーのパスワード
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� ルートドメイン名
� ルートドメインの管理グループ名
� 自分のユーザー IDとパスワード
� ルートドメインに資格を追加する予定のほかのシステム管理者のユーザー ID

� ルートドメインを構成する方法
1. ルートマスターサーバーとするマシン上にスーパーユーザーとしてログインしま
す。

次の例では、rootmasterをルートマスターサーバーとして、doc.com.をルー
トドメインとして、それぞれ使用します。

2. ルートマスターサーバーのドメイン名をチェックします。

domainnameコマンドを使用して、ルートマスターサーバーが正しいドメイン名
を使用していることを確認します。domainnameコマンドは、マシンの現在のド
メイン名を返します。

注意 –またドメイン名とホスト名が同じにならないようにします。たとえば、
salesドメインがある場合は、ホスト名に salesを使用することはできません。
同様に、homeという名前のマシンを使用する場合は、homeという名前のドメイ
ンを作成しないでください。これは、サブドメインについても同様です。たとえ
ば、すでにホスト名として westがある場合には、sales.west.doc.comという
サブディレクトリを作成することはできません。

ドメイン名が正しくない場合は、変更してください。

rootmaster# domainname
strange.domain
rootmaster# domainname doc.com
rootmaster# domainname
rootmaster# doc.com
rootmaster# rm -f /etc/defaultdomain
rootmaster# domainname > /etc/defaultdomain

domainnameコマンドの最後にドットを付けないでください。domainnameコマ
ンドは、NIS+コマンドではないため、ドメイン名の最後にドットを付ける NIS+
の表記規則には従いません。

上記の例では、ルートマスターサーバーのドメイン名を strange.domainから
doc.comに変更しています。ドメイン名を変更したり設定したりする場合は、
docではなく doc.comのように、少なくとも 2つのラベルを付けてください。末
尾の要素はインターネットの組織コード (.comなど)または地域識別子 (.jp、
.ukなど)にしてください。

3. ルートマスターサーバーのスイッチ構成ファイルをチェックします。

ルートマスターサーバーが、NIS互換モードで動作する場合であっても、NIS+用
の nsswitch.confファイルを使用していることを確認してください。この手順
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で、ルートマスター用の情報の主情報源が確実に NIS+テーブルとなります。

rootmaster# more /etc/nsswitch.conf

上のコマンドを実行すると、現在の nsswitch.confファイルの内容が表示され
ます。このファイルによって参照される主ネームサービスは nisplusです。ルー
トマスターサーバーの構成ファイルが主ネームサービスとして nisplusを使用し
ていない場合は、38ページの「構成ファイルの変更」を参照して、nisplusを使
用する構成ファイルに置き換えてください。

4. オプションで Diffie-Hellmanキー長を設定します。

DES認証を使用する場合には、Diffie-Hellmanキー長をデフォルトの 192ビットよ
り長くすることができます。たとえば、640ビットと 192ビットの両方を許可する
場合には、以下を入力します。

rootmaster# nisauthconf dh640-0 des

5. nsswitch.confファイルに少しでも変更を加えた場合は、ネームサービス
キャッシュ (nscd)デーモンを再起動します。

rootmaster# svcs \*name\*
online Jan_12 svc:/system/name-service-cache:default

rootmaster# svcadm restart system/name-service-cache

nscdが nsswitch.confファイルの内容をキャッシュに格納しているため、
ファイルの内容を変更したあとは、nscdを再起動する必要があります。

詳細な手順については、第 1章を参照してください。

6. /etc/.rootkeyファイルを削除し、keyservを再起動します。

rootmaster# cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf
rootmaster# svcs \*keyserv\*
online Jan_12 svc:/network/rpc/keyserv:default
rootmaster# svcadm disable network/rpc/keyserv
rootmaster# rm -f /etc/.rootkey

rootmaster# svcadm enable network/rpc/keyserv

7. NIS+サービスを停止します。

rootmaster# svcs \*nisplus\*
online Jan_12 svc:/network/rpc/nisplus:default
rootmaster# svcadm disable network/rpc/nisplus:default
rootmaster# svcs \*nisplus\*

disabled Jan_12 svc:/network/rpc/nisplus:default

8. NIS+のファイルを削除しプロセスを終了します。

現在作業しているマシンが、以前は NIS+のサーバーまたはクライアントとして使
用したものである場合、/var/nis内にファイルがあればすべて削除します。こ
の例では、/var/nis内にはコールドスタートファイルとディレクトリ
キャッシュファイルがまだ存在します。

rootmaster# ls /var/nis
NIS_COLD_START NIS_SHARED_CACHE

rootmaster# rm -rf /var/nis/*

136 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



この手順によって、/var/nis内に残されたファイル、またはキャッシュマネー
ジャによって格納されたディレクトリオブジェクトは完全に消去されるため、これ
らがこの設定作業で生成される新しい情報と重複することはありません。
/var/nis内に管理スクリプトを格納していた場合、ルートドメインの設定が終
わるまでは、これらを一時的にほかのどこかに格納しておくことができます。

9. ルートドメインの管理グループを指定します。

手順 16までは、実際には管理グループを作成しませんが、ここで管理グループの
名前を指定する必要があります。手順 13で管理グループの名前を指定することに
よって、ルートドメインの org_dirディレクトリオブジェクト、groups_dir
ディレクトリオブジェクト、およびその全テーブルオブジェクトが手順 14で作成
されたときに、適切なデフォルトグループが割り当てられます。

管理グループを指定するには、環境変数 NIS_GROUPの値に、ルートドメインの管
理グループの名前を設定します。次に、cshユーザー用と、sh/kshユーザー用の
2つの例を示します。どちらも、NIS_GROUPを admin.doc.com.に設定しま
す。

Cシェルの場合

rootmaster# setenv NIS_GROUP admin.doc.com.

Bourneシェルまたは Kornシェルの場合

rootmaster# NIS_GROUP=admin.doc.com.

rootmaster# export NIS_GROUP

10.ルートディレクトリを作成し、ルートマスターサーバーを初期設定します。

この手順では、名前空間内の最初のオブジェクトであるルートディレクトリを作成
し、マシンをルートマスターサーバーに変換します。次に示すように、nisinit
-rコマンドを使用します。この場合に限り、ドメインのディレクトリオブジェク
トの作成と、そのマスターサーバーの初期設定が 1回の操作で行われます。実際に
は nisinit -rが nismkdirを実行し、自動的にルートディレクトリを作成しま
す。いずれにしても、ルートマスターの場合を除くと、これら 2つのプロセスは
別々の作業として実行されます。

rootmaster# nisinit -r
This machine is in the doc.com. NIS+ domain
Setting up root server ...

All done.

/var/nis/dataという名前の UNIXディレクトリが生成されます。
/var/nisディレクトリ内には、root.objectというファイルがあります。

rootmaster# ls -l /var/nis/data

-rw-rw-rw- 1 root other 384 date root.object

これはルートディレクトリオブジェクトではありません。実際には、NIS+が内部
目的で名前空間のルートを記述するために使用するファイルです。NIS+のルート
ディレクトリオブジェクトはあとで作成します。

以降の手順では、この手順で作成されるディレクトリの下に、ほかのファイルが追
加されます。UNIXディレクトリを直接調べることによって、これらのファイルの
存在を検証できますが、NIS+にはもっと便利なコマンドがあります。以下の手順
では、必要に応じてこれらのコマンドを実行します。
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注意 – nisinitなど NIS+の構成手順によって作成された /var/nis、
/var/nis/dataといったディレクトリ、およびその下のファイルは、名前を変
更しないでください。Solaris 2.4以前では、/var/nisディレクトリに
hostname.dict、hostname.logという 2つのファイルが存在していました。またサブ
ディレクトリ /var/nis/hostnameもありました。Solaris 2.5では、これらの 2つ
のファイル名は trans.log、data.dictとし、サブディレクトリ名は
/var/nis/dataとなります。Solarisリリース 2.5ではこれらのファイルの内容
も変更されており、Solarisリリース 2.4以前との互換性はなくなっています。した
がって、これらのファイルやディレクトリを Solaris 2.4での名前にしてしまうと、
Solaris 2.4、2.5双方の rpc.nisdで機能しなくなるので名前の変更をしないよう
にしてください。ディレクトリ名もファイル名も変更しないでください。

11. (省略可能) /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して必要なオプションを
追加します。

-S 0 オプションを追加する必要があります。適切なテキストエディタを使用しま
す。

/lib/svc/method/nisplusファイルの編集方法については、89ページ
の「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

-S 0 サーバーのセキュリティレベルを 0に設定
します。現時点ではブートストラップに必
要です。

credテーブルがまだ存在しないので、NIS+
主体は資格を持つことができません。この
ため、高いセキュリティレベルを使用する
と、サーバーからロックアウトされます。

-B DNS転送をサポートします。

-Y NIS互換モードで NIS+デーモンを起動しま
す。

12. NIS+サービスデーモンを起動します。

rootmaster# svcadm enable network/rpc/nisplus:default

13.ルートオブジェクトが正しく作成されているかどうか確認します。

名前空間には次のものが作成される必要があります。

� ルートディレクトリオブジェクト (root.dir)
� NIS+サービスを実行するルートマスターサーバー (rootmaster)
� マスターサーバー用のコールドスタートファイル (NIS_COLD_START)
� トランザクションログファイル (trans.log)
� テーブル辞書ファイル (data.dict)
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ルートディレクトリオブジェクトは、手順 10で作成したディレクトリに格納され
ます。ディレクトリの内容を確認してください。

rootmaster# ls -l /var/nis/data
-rw-rw-rw- 1 root other 384 date root.object

-rw-rw-rw- 1 root other 124 date root.dir

この時点で、ルートディレクトリは空です。つまり、サブディレクトリはありませ
ん。このことを確認するには、nislsコマンドを使用します。

rootmaster# nisls -l doc.com.

doc.com.:

ただし、いくつかの「オブジェクト」属性は存在し、niscat -oを使用すればこ
れを調べることができます。

rootmaster# niscat -o doc.com.
Object Name : doc
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : admin.doc.com.
Domain : Com.

Access Rights : r---rmcdrmcdr---

なお、ルートディレクトリオブジェクトは、「所有者」と「グループ」の両方には
完全な (読み取り、変更、作成、削除)権利を与え、「その他」と「未認証」には
読み取り権だけを与えます。ディレクトリオブジェクトがこれらの権利を提供しな
い場合、nischmodコマンドを使用して変更できます。

NIS+デーモンが動作していることを確認するには、psコマンドを使用します。

rootmaster# ps -e | grep rpc.nisd
root 1081 1 61 16:43.33 ? 0:01 rpc.nisd -S 0

root 1087 1004 11 16:44:09 pts/1 0:00 grep rpc.nisd

ルートマスターサーバーのインターネットアドレスが (最終的には公開鍵も)収め
られているルートドメインの NIS_COLD_STARTファイルは、/var/nis内に置か
れます。この内容を調べるための NIS+コマンドはありませんが、この内容はサー
バーのディレクトリキャッシュ (NIS_SHARED_DIRCACHE)に保存されます。これ
らの内容は、/usr/lib/nis/nisshowcacheコマンドで調べることができま
す。

また、トランザクションログファイル (trans.log)と辞書ファイル (data.dict)
も作成されます。マスターサーバーのトランザクションログは、前回の更新以降マ
スターサーバーとそのすべての複製サーバーによって実行されたすべてのトランザ
クションを格納しています。この内容を調べるには、nislogコマンドを使用しま
す。辞書ファイルは、NIS+が内部目的に使用するものであり、システム管理者に
は関係ありません。

14.ルートドメインのサブディレクトリとテーブルを作成します。

この手順では、ルートディレクトリオブジェクトの下に、org_dirディレクトリ
と groups_dirディレクトリ、および NIS+テーブルを追加します。nissetup
ユーティリティを使用してください。NIS互換ドメインの場合、必ず -Yフラグを
付けてください。両方の場合の例を次に示します。

標準 NIS+のみの場合

rootmaster# /usr/lib/nis/nissetup
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NIS互換のみの場合

rootmaster# /usr/lib/nis/nissetup -Y

このユーティリティによって追加されたオブジェクトを表示すると、次のようにな
ります。

rootmaster# /usr/lib/nis/nissetup
org_dir.doc.com. created
groups_dir.doc.com. created
auto_master.org_dir.doc.com. created
auto_home.org_dir.doc.com. created
bootparams.org_dir.doc.com. created
cred.org_dir.doc.com. created
ethers.org_dir.doc.com. created
group.org_dir.doc.com. created
hosts.org_dir.doc.com. created
mail_aliases.org_dir.doc.com. created
sendmailvars.org_dir.doc.com. created
netmasks.org_dir.doc.com. created
netgroup.org_dir.doc.com. created
networks.org_dir.doc.com. created
passwd.org_dir.doc.com. created
protocols.org_dir.doc.com. created
rpc.org_dir.doc.com. created
services.org_dir.doc.com. created

timezone.org_dir.doc.com. created

-Yオプションは、標準の NIS+ドメインと同じテーブルとサブディレクトリを作
成します。しかし、NISクライアントからの未認証要求が passwdテーブルに含ま
れる暗号化されたパスワードにアクセスできるようにするため、passwdテーブル
への読み取り権を未認証クラスに割り当てます。

現在、ルートディレクトリには 2つのサブディレクトリがあります。

rootmaster# nisls doc.com.
doc.com.:
org_dir

groups_dir

サブディレクトリとテーブルのオブジェクト属性を調べるには、niscat -oコマ
ンドを使用してください。また、フラグなしで niscatオプションを使用して、こ
のテーブル内の情報を調べることもできますが、この時点では空です。

15.ルートマスターサーバーの DES資格を作成します。

ルートマスターサーバーは、自分の要求が認証されるために、DES資格を必要と
します。これらの資格を作成するには、次に示すように nisaddcredコマンドを
使用します。プロンプトに対して、サーバーの rootパスワードを入力します。

rootmaster# nisaddcred des
DES principal name: unix.rootmaster@doc.com
Adding key pair for unix.rootmaster@doc.com
(rootmaster.doc.com.).
Enter login password:

Wrote secret key into /etc/.rootkey
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サーバーの rootパスワードと異なるパスワードを入力した場合、警告メッセージ
とパスワードを再入力するプロンプトが表示されます。

Enter login password:
nisaddcred: WARNING: password differs from login password.

Retype password:

それでも同じパスワードを再び入力すると、NIS+は資格を作成します。この新し
いパスワードは /etc/.rootkeyに格納され、キーサーバーが起動時に使用しま
す。キーサーバーに新しいパスワードをすぐに登録するには、keylogin -rを実
行します。第 12章を参照してください。
最終的に自分のログインパスワードを使用する場合は、Control-Cを押して、この
手順をやり直します。Control-Cを押さずにメッセージに従って自分のログインパ
スワードを入力すると、別の目的のエラーメッセージが表示され、混乱を招くこと
があります。

nisaddcred: WARNING: password differs from login password.
Retype password:
nisaddcred: password incorrect.

nisaddcred: unable to create credential.

この手順の結果として、ルートサーバーの非公開鍵と公開鍵がルートドメインの
credテーブル (cred.org_dir.doc.com.)に格納され、その非公開鍵は
/etc/.rootkey.に格納されます。credテーブル内の資格を確認するには、
niscatコマンドを使用します。デフォルトのドメイン名は doc.com.であるた
め、credテーブルの完全指定名を入力する必要はありません。接尾辞の org_dir
で十分です。ルートマスターの資格を探すためには、その Secure RPCネット名を
探してください。

16.ルートドメインの管理グループを作成します。

この手順では、手順 9で指定された管理グループを作成します。nisgrpadmコマ
ンドに -cオプションを付けて実行してください。次の例では admin.doc.com.
グループを作成します。

rootmaster# nisgrpadm -c admin.doc.com.

Group admin.doc.com. created.

この手順ではグループを作成するだけであり、そのメンバー名の指定は行いませ
ん。これについては、手順 17で行います。グループのオブジェクト属性を見るに
は、niscat -oを使用します。しかし、グループ名では必ず groups_dirを使用
します。たとえば、次のようになります。

doc.com.
Object Name : admin
Directory : groups_dir.doc.com
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : admin.doc.com.
Domain : groups_dir.doc.com.
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to Live : 1:0:0
Object Type : GROUP
Group Flags :

Group Members :

17.ルートドメインの管理 (admin)グループにルートマスターを追加します。
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この時点では、このルートマスターサーバーは DES資格をもつ唯一の NIS+主体
であるため、管理グループに追加すべき唯一のメンバーです。今度は、
nisgrpadmコマンドに -aオプションを付けて実行します。第 1引数はグループ
名、第 2引数はルートマスターサーバー名です。この例では doc.comドメインに
rootmaster.doc.com.を追加します。

rootmaster# nisgrpadm -a admin.doc.com. rootmaster.doc.com.

Added rootmaster.doc.com. to group admin.doc.com.

ルートマスターがこの管理グループに属していることを確認するには、
nisgrpadmコマンドを、-lオプションを指定して実行します。第 17章を参照し
てください。

注 – nisgrpadmなどのグループ関連コマンドでは、名前に groups_dirサブ
ディレトリを含める必要はありません。niscatなどのコマンドの場合、NIS+オ
ブジェクト一般に対して動作するように設計されているため、このディレクトリを
含む必要があります。グループ関連コマンドは、groups_dirサブディレクトリ
を対象としています。

rootmaster# nisgrpadm -l admin.doc.com.
Group entry for admin.doc.com. group:
Explicit members:
rootmaster.doc.com.
No implicit members
No recursive members
No explicit nonmembers
No implicit nonmembers

No recursive nonmembers

18.ルートドメインの公開鍵を更新します。

ディレクトリオブジェクトは、すでに DES資格をもつ NIS+主体によって作成さ
れるのが普通です。しかしこの場合、credテーブルを作成するまでは、自分の資
格を格納する親ドメインがないため、ルートマスターサーバーは DES資格を獲得
できません。その結果、root、org_dir、および groups_dirという 3つの
ディレクトリオブジェクトには、ルートマスターサーバーの公開鍵のコピーがあり
ません。これについては、niscat -oコマンドにどれかのディレクトリオブ
ジェクトを指定して実行することによって確認できます。「Public Key:」フィール
ドを探してください。手順については、第 18章を参照してください。

ルートマスターサーバーの公開鍵を、ルートドメインの credテーブルからこれら
3つのディレクトリオブジェクトに伝達するには、次に示すように、各ディレクト
リオブジェクトに対して /usr/lib/nis/nisupdkeysユーティリティを使用し
ます。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisupdkeys doc.com.
rootmaster# /usr/lib/nis/nisupdkeys org_dir.doc.com.

rootmaster# /usr/lib/nis/nisupdkeys groups_dir.doc.com.
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コマンドを実行するたびに、次のような確認メッセージが表示されます。

Fetch Public key for server rootmaster.doc.com.
netname = ’unix.rootmaster@doc.com.’
Updating rootmaster.doc.com.’s public key.

Public key:

これらのディレクトリを (niscat -oを使用して)表示すると、「Public key:」
フィールドに 1つまたは複数のエントリが見つかります。

Public key: Diffie-Hellman (192 bits)

19. NIS+サービスを再起動します。

これで、ルートマスターサーバーには DES資格があり、ルートディレクトリオブ
ジェクトにはルートマスターの公開鍵のコピーがあるため、ルートマスターを再起
動すると、自動的にセキュリティレベル 2で起動されます。

サービス管理機能では、/var/nis/NIS_COLD_STARTファイルが検出されると、
NIS+サービスを有効にしたときに nis_cachemgrを自動的に起動します。

NISと互換性のあるルートドメインの場合は、必ず /lib/svc/method/nisplus
ファイルを編集して -Yフラグを追加してください。詳細については、89ページ
の「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

rootmaster# svcs \*nisplus\*
online Jan_12 svc:/network/rpc/nisplus:default

rootmaster# svcadm restart network/rpc/nisplus:default

セキュリティレベル 2 はデフォルトであるため、-S 2 フラグは不要です。

注 –実際にユーザーが存在するネットワークは、常にセキュリティレベル 2で運用
してください。セキュリティレベル 0およびレベル 1は、設定およびテスト目的だ
けに使用します。本番環境のネットワークは、レベル 0または 1で稼働しないでく
ださい。

20.自分の LOCAL資格をルートドメインに追加します。

ユーザーはルートドメインの credテーブルに対するアクセス権がないため、この
動作はスーパーユーザーとして実行しなければなりません。さらに、「前提条件」
で説明したように、ルートマスターの /etc/passwdファイルには自分用のエント
リが必要です。nisaddcredコマンドに -pと -Pフラグを付けて使用します。そ
の構文と例を次に示します。

nisaddcred -p uid -P principal-name local

principal-nameはシステム管理者のログイン名とドメイン名で構成されます。この
例では、UIDが 11177で NIS+主体名が topadmin.doc.com.のシステム管理者
用の LOCAL資格を追加します。

rootmaster# nisaddcred -p 11177 -P topadmin.doc.com. local

nisaddcredコマンドの詳細については、第 12章を参照してください。

21.自分の DES資格をルートドメインに追加します。
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ここでも nisaddcredコマンドを使用しますが、次のような構文となります。

nisaddcred -p secure-RPC-netname -P principal-name des

secure-RPC-netnameは、接頭辞 unixに自分のユーザー ID、@記号、およびドメイ
ン名を付けて構成しますが、最後にドットは付けません。principal-nameは LOCAL
資格の場合と同じで、ログイン名にドメイン名を付け、さらに最後にドットを付け
ます。

rootmaster# nisaddcred -p unix.11177@doc.com -P topadmin.doc.com. des
Adding key pair for unix.11177@doc.com (topadmin.doc.com.).

Enter login password:

ログインパスワードの入力後に「password that differs from the login
password」という警告が表示され、入力したパスワードが正しいログインパス
ワードである場合は、このエラーメッセージを無視してください。NIS+がパス
ワードの格納されている、保護された /etc/shadowファイルを期待どおりに読み
込めないため、このメッセージが表示されます。ユーザーパスワード情報を
/etc/passwdファイルに格納していない場合、このメッセージは表示されませ
ん。

22.ほかのシステム管理者の資格を追加します。

そのルートドメインで作業するほかのシステム管理者の LOCAL資格と DES資格
を追加します。これには以下の方法があります。

� ほかの管理者に一時的な資格を作成する場合は、NIS+モードで実行されている
Solaris管理コンソール (使用できる場合)を使用すると簡単です。

� 2つめは、ほかの管理者にその管理者自身の資格を追加するよう要求する方法
です。この方法は、スーパーユーザーとして実行する必要があります。ユー
ザー IDが 33355で主体名が miyoko.doc.com.の管理者の資格を追加する
例を次に示します。

rootmaster# nisaddcred -p 33355 -P miyoko.doc.com. local
rootmaster# nisaddcred -p unix.33355@doc.com -P miyoko.doc.com. des
Adding key pair for unix.33355@doc.com (miyoko.doc.com.).

Enter login password:

� 3つめは、ダミーのパスワードを使用して、ほかの管理者に一時的な資格を作
成する方法です。ほかの管理者、この例では miyokoは、NIS+ passwdテーブ
ルにエントリがなければなりません。エントリがない場合は、まず nistbladm
を使用して、必ずエントリを作成してください。次の例に、その手順を示しま
す。

rootmaster# nistbladm -D owner=miyoko.doc.com. name=miyoko uid=33355 gcos=miyoko
home=/home/miyoko shell=/bin/tcsh passwd.org_dir
rootmaster# nisaddent -a -f /etc/passwd.xfr passwd
rootmaster# nisaddent -a -f /etc/shadow.xfr shadow
rootmaster# nisaddcred -p 33355 -P miyoko.doc.com. local
rootmaster# nisaddcred -p unix.33355@doc.com -P miyoko.doc.com. des
Adding key pair for unix.33355@doc.com (miyoko.doc.com.).
Enter miyoko’s login password:
nisaddcred: WARNING: password differs from login passwd.
Retype password:

rootmaster# nischown miyoko.doc.com. ’[name=miyoko],passwd.org_dir’

144 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



この場合、最初の nisaddentで passwdテーブルにエントリが生成されます
(shadow列は除く)。次の nisaddentにより、shadow列が生成されます。各
システム管理者は、chkeyコマンドを使用することによって、自分のネット
ワークパスワードを後で変更できます。この手順については、第 12章を参照し
てください。

23.ルートドメインの管理グループに自分とほかのシステム管理者を追加します。

この手順を実行するには、ほかのシステム管理者がダミーパスワードを変更するま
で待つ必要はありません。-aオプションを付けて nisgrpadmコマンドを実行し
ます。最初の引数はグループ名であり、残りの引数はシステム管理者の名前です。
この例では、topadminと miyokoの 2人のシステム管理者を admin.doc.com.
グループに追加します。

rootmaster# nisgrpadm -a admin.doc.com. topadmin.doc.com. miyoko.doc.com.
Added topadmin.doc.com. to group admin.doc.com.

Added miyoko.doc.com. to group admin.doc.com.

24. NIS+テーブルを格納するための、十分なスワップ空間を割り当てます。

スワップ空間は、rpc.nisdの最大サイズの 2倍にする必要があります。
rpc.nisdが使用するメモリー量を調べるには、次のコマンドを実行してくださ
い。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisstat

rpc.nisdは、特定の条件のもとでは、自らのコピーを作成してフォークします。
メモリーが不足すると、rpc.nisdは正しく動作しません。

また、NIS+テーブルに必要なメモリーとスワップ空間のサイズも計算できます。
たとえば、NIS+テーブル内に、180,000人のユーザーと 180,000台のホストがある
場合、これらの 2つのテーブルが占有するメモリーは、約 190Mバイトです。
180,000人のユーザーと 180,000台のホストに資格を追加する場合、credテーブル
には、540,000のエントリ (ユーザーごとにローカルの資格と DESの資格、合わせ
て 2つの資格、ホストごとに 1つの資格)が入ります。そのため、credテーブル
が占有するメモリーは、約 285Mバイトになります。この例では、rpc.nisdに必
要なメモリー容量は、少なくとも、190Mバイト + 285Mバイト = 475Mバイトに
なります。この結果、少なくとも 1Gバイトのスワップ空間が必要になります。ま
た、rpc.nisd全体をすべてメモリー内に保持するには、少なくとも 500Mバイト
が必要です。

ルートドメイン構成の要覧
ルートドメインの構成に必要な手順を表 5–2にまとめます。このまとめは、簡単な場
合を想定しています。このまとめを参考として使用する前に、作業全体の説明を十分
に理解しておいてください。また、ここでは、各コマンドに対するサーバーの応答を
示していません。
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表 5–2ルートドメインを設定する -操作のまとめ

作業 操作

ルートマスターサーバーにスーパーユーザー
としてログインする

rootmaster% su

Password:

ドメイン名をチェックする # domainname

スイッチファイルをチェックする # more /etc/nsswitch.conf

(省略可能) Diffie-Hellmanキー長を設定する # nisauthconf dh640-0 des

スイッチファイルを変更した場合は、nscd
を再起動する

# svcadm restart /system/name-service-cache

/etc/.rootkeyを削除し、keyservを再
起動する

# svcadm disable /network/rpc/keyserv

# rm -f /etc/.rootkey

# svcadm enable /network/rpc/keyserv

NIS+サービスを停止する # svcadm disable /network/rpc/nisplus

NIS+データを削除し、プロセスを終了する # rm -rf /var/nis*

管理グループを指定する # NIS_GROUP=admin.doc.com.; export NIS_GROUP

ルートマスターサーバーを初期設定する # nisinit -r

NIS互換モードの場合のみ

-S 0 および -Y オプションを使ってデーモ
ンを起動する

/lib/svc/method/nisplus ファイルを編集して -S 0 および
-Yオプションを追加してから、次のようにサービスを再起動する

# svcadm restart network/rpc/nisplus

NIS+の場合のみ

-S 0 を使ってデーモンを起動する

/lib/svc/method/nisplus ファイルを編集して -S 0 オプ
ションを追加してから、次のようにサービスを有効にする

# svcadm enable network/rpc/nisplus

ルートオブジェクトが作成されているかどう
か確認する

# ls -l /var/nis/data

# niscat -o doc.com.

org_dir と、groups_dir テーブルを作成
する

# /usr/lib/nis/nissetup [-Y]

ルートマスターサーバー用の DES資格を作
成する

# nisaddcred des

Enter login password:

管理グループを作成する # nisgrpadm -c admin.doc.com.

ルートディレクトリに完全なグループ権を割
り当てる

# nischmod g+rmcd doc.com.

ルートマスターを管理グループに追加する # nisgrpadm -a admin.doc.com. rootmaster.doc.com.

ルートディレクトリの鍵を更新する # /usr/lib/nis/nisupdkeys doc.com.
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表 5–2ルートドメインを設定する -操作のまとめ (続き)
作業 操作

org_dirの鍵を更新する # /usr/lib/nis/nisupdkeys org_dir.doc.com.

groups_dirの鍵を更新する # /usr/lib/nis/nisupdkeys groups_dir.doc.com.

NIS+サービスを再起動する # svcadm restart network/rpc/nisplus

自分の LOCAL資格を追加する # nisaddcred -p 11177 -P topadmin.doc.com. local

自分の DES資格を追加する # nisaddcred -p unix.11177@doc.com -P
topadmin.doc.com. des

Enter login password:

ほかのシステム管理者の資格を追加する # nisaddcred ...

ほかのシステム管理者を管理グループに追加
する

# nisgrpadm -a admin.doc.com members

スワップ空間を割り当てる # /usr/lib/nis/nisstat
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第 6章

NIS+クライアントの構成

この章では、NIS+コマンド群を使用した 3通りの初期設定方法で NIS+クライアント
を設定する手順を説明します。この章の内容は、NIS+モード、NIS+互換モードを問
わず、ルートドメイン、サブドメインに共通するものです。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+クライアントの設定の概要
この章では、標準の NIS+ドメインと NIS互換ドメイン内のクライアントを構成する
方法を説明します。各手順では詳細を説明し、また関連する情報についても説明しま
す。詳しい手順の説明が必要ない場合は、表 6–6で必要なコマンドの一覧を参照して
ください。

注 – NIS+クライアントを設定する作業は、この章で説明する NIS+のコマンドセット
を使用する方法よりも、パート Iで説明した NIS+設定スクリプトを使用する方が簡
単です。この章で説明する方法は、NIS+に精通した管理者や、設定スクリプトでは
提供されない標準以外の機能や構成を必要とする管理者だけが使用してください。可
能な場合は Solaris管理コンソールを使用すると、NIS+クライアントマシンの追加や
設定の作業が簡単にできます。
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クライアントを設定する作業のうち、手順 11では、ブロードキャスト、ホスト名、
コールドスタートファイルのどれを使用するかを選択してください。それぞれ実装方
法が異なるため、各作業について別々に説明します。クライアントを初期設定したあ
とは、手順 12に戻ってクライアントの設定を続けてください。

この章の最後の作業では、マシンのドメイン名を変更する方法を取り上げています。

クライアントの設定
ここでは、ルートドメイン内であるかどうかとは関係なく、一般的な NIS+クライア
ントの構成方法を説明します。ここでの説明は、通常の NIS+クライアント、および
後で NIS+サーバーとなるクライアントに当てはまります。また、標準の NIS+ドメ
イン内、および NIS互換ドメイン内のクライアントにも当てはまります。

注意 –またドメイン名とホスト名が同じにならないようにします。たとえば、sales
ドメインがある場合は、ホスト名に salesを使用することはできません。同様に、
homeというホスト名がある場合には、ドメイン名に homeを使用できません。これ
は、サブドメインについても同様です。たとえば、すでにホスト名として westがあ
る場合には、sales.west.doc.comというサブドメインを作成することはできませ
ん。

NIS+クライアントの設定には、次の作業が必要です。

� クライアントの資格の作成
� マシンの準備
� マシンを NIS+クライアントとして初期設定

ただし、ルートドメインの設定と同様、クライアントの設定も、これら 3つの作業を
順番に実行するような単純なものではありません。構成手続を実行しやすくするた
め、これらの作業を個々の手順に分割し、次に示すように、これらの手順をもっとも
効率的な順に並べてあります。

1. ドメインのマスターサーバーにログインします。
2. 新しいクライアントマシン用の DES資格を作成します。
3. マスターサーバーで使用されている Diffie-Hellmanキー長を確認します。
4. クライアントにスーパーユーザーとしてログインします。
5. クライアントに新しいドメイン名を設定します。
6. nscdの停止と再起動を行います。
7. クライアントの nsswitch.confファイルの設定を確認します。
8. クライアントの Diffie-Hellmanキーを設定します。
9. NIS+のファイルを削除し、プロセスを終了します。
10.クライアントを初期設定します。
11. /etc/.rootkeyファイルを削除し、keyservデーモンを再起動します。
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12. keyloginを実行します。
13.クライアントを再起動します。

クライアント構成時のセキュリティについて
クライアントの設定には、セキュリティ上の主な必要要件が 2つあります。つまり、
システム管理者とクライアントの両方が、適切な資格とアクセス権を持つことです。
そうでない場合、クライアントがセキュリティレベル 2で実行しているドメインの資
格を入手する唯一の方法は、クライアントのホームドメイン内での有効な DES資格と
credテーブルに対する変更権とを持つシステム管理者が資格を作成することです。
システム管理者は DES資格を、クライアントのホームドメイン内、または自分のホー
ムドメイン内に所持できます。

システム管理者がクライアントの資格を作成すると、そのクライアントは構成プロセ
スを終了できます。しかしクライアントは、ホームドメインのディレクトリオブ
ジェクトに対する読み取り権を必要とします。第 5章または第 8章の手順に従ってク
ライアントのホームドメインを構成した場合、ディレクトリオブジェクトの作成に使
用した NIS+コマンド (nisinitと nismkdir)によって、読み取り権がその他のク
ラスに提供されています。

ディレクトリオブジェクトのアクセス権をチェックするには、niscat-oコマンドを
使用します。このコマンドは、アクセス権などのディレクトリ属性を表示します。次
にその例を示します。

rootmaster# niscat -o doc.com.
ObjectName : Doc
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : admin.doc.com.
Domain : Com.

Access Rights : r---rmcdr---r---

ディレクトリオブジェクトのアクセス権は、オブジェクトに対する変更権を持ってい
る場合は、nischmodコマンドを使用して変更できます。詳細については、第 15章
を参照してください。

クライアントの資格を構成するための前提条件
クライアントの資格を設定するシステム管理者は、次の条件をすべて満たしている必
要があります。

� 有効な DES資格を持っていること
� クライアントのホームドメインにある credテーブルを修正する権利を持っている
こと

クライアントは次の条件をすべて満たしている必要があります。

� ホームドメインのディレクトリオブジェクトに対する読み取り権を持っていること
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� クライアントのホームドメインがあらかじめ構成されており、NIS+を実行してい
ること

� マスターサーバーの /etc/hostsファイル、または /etc/inet/ipnodes
ファイル、あるいはドメインの hostsテーブルまたは ipnodesテーブルの中にエン
トリが存在すること

� マシン名が、どのユーザーの IDとも重複しておらず、固有であること

� マシン名にドットが含まれていないこと。たとえば、sales.alphaというマシン
名は使用できませが、sales-alphaなら使用できます。

必要な情報
� クライアントのホームドメイン名
� クライアントとなるマシンのスーパーユーザーのパスワード
� クライアントのホームドメイン内にある NIS+サーバーの IPアドレス

クライアントの設定—作業マップ

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。このサービ
スに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマン
ドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+と
サービス管理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステ
ム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細について
は、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

表 6–1クライアントの設定

作業 目的 参照先

クライアントの設定 クライアントの資格を作成する。クライアントマ
シンを準備して、NIS+クライアントとして初期
設定する

152ページの「NIS+クライアントを
設定する方法」

� NIS+クライアントを設定する方法
1. ドメインのマスターサーバーにログインする

スーパーユーザーとして、または自分自身のユーザー名でログインします。どちら
でログインするかは、どちらの NIS+主体がドメインの credテーブルに資格を追
加するための適切なアクセス権を所有しているのかに依存します。

2. 新しいクライアントマシン用の DES資格を作成します。
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nisaddcredコマンドを引数 -pと -Pを付けて実行します。構文は、次のとおり
です。

nisaddcred -p secure-RPC-netname principal-name des [domain]

secure-RPC-netnameは、接頭辞 unixに、クライアントのホスト名、@記号、およ
びクライアントのドメイン名を付けて構成しますが、最後にドットは付けません。
principal-nameは、クライアントのホスト名とドメイン名によって構成され、最後
にドットを付けます。このクライアントの所属するドメインが、コマンドを入力し
たサーバーとは異なる場合、2番目の引数の後にクライアントのドメイン名を追加
します。

この例では、doc.com.ドメイン内の client1という名前のクライアントマシン
に対する DES資格を追加します。

rootmaster% nisaddcred -p unix.client1@doc.com -P client1.doc.com. des
Adding key pair for unix.client1@doc.com (client1.doc.com.).
Enter client1.doc.com.’s root login passwd:

Retype password:

nisaddcredコマンドの詳細については、第 12章を参照してください。

3. マスターサーバーで使用される Diffie-Hellmanキー長を確認します。

たとえば、以下のようになります。

rootmaster% nisauthconf dh640-0 des

4. クライアントにスーパーユーザーとしてログインします。

これでクライアントマシンに資格ができたため、ユーザーはマスターサーバーから
ログアウトし、クライアント自体から作業を開始できます。この作業はローカルで
もリモートでも可能です。

5. クライアントに新しいドメイン名を設定します。

クライアントのドメイン名を設定する (変更する)方法については、155ページ
の「マシンのドメイン名を変更する」を参照し、次の手順 6に戻ります。

6. クライアントの nsswitch.confファイルをチェックします。

クライアントが NIS+バージョンの nsswitch.confファイルを使用しているこ
とを確認します。これによって、クライアント情報の 1次ソースが NIS+テーブル
ということが確認できます。NIS+スイッチファイルの詳細については、例 1–1を
参照してください。

7. nsswitch.confファイルに少しでも変更を加えた場合 (または新規にファイルに
コピーした場合)、ここで nscdを再起動する必要があります。

client1# svcadm restart /system/name-service-cache

キーサーバーをこの時点で停止および再起動する必要はありません。手順 12で行
います。

8. 手順 3の情報を使用して、Diffie-Hellmanキー長を設定します。

たとえば、次のようにします。

client# nisauthconf dh640-0 des
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9. NIS+サービスを停止します。

client1# svcadm disable network/rpc/nisplus:default
client1# svcs \*nisplus\*

disabled Jan_12 svc:/network/rpc/nisplus:default

10. NIS+のファイルを削除しプロセスを終了します。

現在作業しているマシンが、以前は NIS+のサーバーまたはクライアントとして使
用したものである場合、/var/nis内にファイルがあればすべて削除します。こ
の例では、/var/nis内にコールドスタートファイルとディレクトリ
キャッシュファイルがまだ存在します。

client1# ls /var/nis
NIS_COLD_START NIS_SHARED_CACHE

client1# rm -rf /var/nis/*

/var/nis内に残されたファイル、またはキャッシュマネージャによって保存さ
れたディレクトリオブジェクトは、この手順によって完全に消去されます。した
がって、この構成プロセスで生成された新しい情報と重複することはありません。
/var/nis内に管理スクリプトを 1つでも格納していた場合、ルートドメインの
設定が終わるまでは、それらを一時的にほかのどこかに格納しておくことをお勧め
します。

11.クライアントを初期設定します。

クライアントを初期設定するには、次の 3つの方法があります。ホスト名、コール
ドスタートファイル、ブロードキャストによる方法です。3つの方法のうち、いず
れかを選択して実行します。クライアントの初期設定が終了したら、手順 12に進
みます。

12. /etc/.rootkeyファイルを削除し、keyservデーモンを再起動します。

この手順では、非公開鍵をキーサーバー上に格納します。

client1# cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf
client1# svcs \*keyserv\*
online Jan_12 svc:/network/rpc/keyserv:default
client1# svcadm disable network/rpc/keyserv
client1# rm -f /etc/.rootkey

client1# svcadm enable network/rpc/keyserv

DNS転送の設定

� NIS+クライアントの DNS転送機能を有効にするには
1. スーパーユーザーとしてログインします。

2. /etc/resolve.confファイルの hosts行を構成します。たとえば、
hosts:nisplus dns files とします。
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該当するサーバー上に /etc/resolve.confファイルが存在する場合、この NIS実
装では DNSへ要求を転送するために、ypstartによって ypservデーモンが -dオ
プション付きで「自動的に」起動されます。

マシンのドメイン名を変更する
この作業では、マシンのドメイン名を変更します。マシンのドメイン名は通常インス
トール時に設定されるため、domainnameコマンドを引数なしで実行して、マシンの
ドメイン名をチェックしてからこの作業を実行してください。

マシンのドメイン名変更時のセキュリティについ
て
この作業は、ドメイン名を変更するマシン上のスーパーユーザーとして実行しなけれ
ばなりません。

必要な情報
� マシンのスーパーユーザーのパスワード
� 新しいドメイン名

マシンのドメインの変更 -作業マップ
表 6–2クライアントの設定

作業 目的 参照先

マシンのドメインの変
更

nisrestoreを使用して、クライアントマシンの
ドメインを変更する

155ページの「クライアントのドメ
イン名を変更する方法」

� クライアントのドメイン名を変更する方法
1. マシンにログインして、スーパーユーザーになります。

この例では、マシンに client1を、新しいドメイン名に doc.com.を使用しま
す。

client1% su

Password:
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2. マシンのドメイン名を変更します。

domainnameコマンドを使用して新しい名前を入力します。名前の最後にドット
を入力しないでください。たとえば、マシンのドメインを doc.comに変更する場
合、次のように入力します。

client1# domainname doc.com

マシンが NISクライアントの場合は、NISサービスを受けることはできません。

3. 結果を確認します。

今度は、引数を付けずに domainnameコマンドを実行し、サーバーの現在のドメ
インを表示させます。

client1# domainname

doc.com

4. 新しいドメイン名を保存します。

domainnameコマンドの出力を /etc/defaultdomainファイルに書き込みま
す。

client1# domainname > /etc/defaultdomain

5. 適当な時に、マシンを再起動します。

/etc/defaultdomainファイルに新しいドメイン名を入力した後でも、一部の
プロセスは依然として古いドメイン名で動作している可能性があります。すべての
プロセスに新しいドメイン名を確実に使用させるため、マシンを再起動します。

この作業は、ほかのいくつかの作業の流れの中で行うものです。再起動は、マシン
でのすべての作業が完了したことを確認してから行なってください。確認を怠る
と、何度も再起動が必要になる可能性があります。

mountdなどのデーモンを個別に再起動すれば、NFSの問題が解決されることがあ
ります。ただし、構成の変更をデーモン間で同期化するために、マシンを再起動す
ることを強くお勧めします。マシンを再起動することによって、構成の変更の非同
期が原因で発生するアプリケーションの失敗を最小限に抑えることができます。

NIS+クライアントを初期設定する
NIS+クライアントを初期設定する方法には、以下の 3つの種類があります。

� ブロードキャストを使用する方法 (157ページの「ブロードキャストにより初期設
定する」を参照)

� ホスト名を使用する方法 (158ページの「ホスト名により NIS+クライアントを初
期設定する」を参照)

� コールドスタートファイルを使用する方法 (159ページの「コールドスタート
ファイルを使用してクライアントを初期設定する」を参照)

156 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



ブロードキャストにより初期設定する
この方法では、クライアントの存在するサブネット上に IPブロードキャストを送信し
て NIS+クライアントを「初期化」します。

初期化の方法としてはこれがもっとも簡単ですが、もっとも安全性の低い方法でもあ
ります。ブロードキャストに応答した NIS+サーバーはクライアントが自分自身の
コールドスタートファイルに格納する必要がある情報 (サーバーの公開鍵など)をすべ
て送信します。おそらくブローキャストに応答するのは NIS+サーバーだけですが、
クライアントからは、ブロードキャストに応答したマシンが確かに信用できるサー
バーなのかどうか確認できません。そのため、この方法は小規模で、セキュリティが
確保されたサイトでだけ使用することをお勧めします。

クライアント初期設定時のセキュリティについて
この作業は、クライアント上のスーパーユーザーとして実行しなければなりません。

クライアントを初期設定するための前提条件
クライアントと同じサブネット上に、少なくとも 1台の NIS+サーバーが存在しなけ
ればなりません。クライアントは、マスターサーバーで使用するのと同じ
Diffie-Hellmanキー長を使用する必要があります。nisauthconf(1M)を参照してく
ださい。

必要な情報
クライアントのスーパーユーザーのパスワードが必要です。

NIS+クライアントを初期設定する—作業マップ
表 6–3 NIS+クライアントを初期設定する

作業 目的 参照先

NIS+クライアントを初
期設定する

nisclientコマンドを使用して NIS+クライアン
トを初期設定する

152ページの「NIS+クライアント
を設定する方法」

ブロードキャストによりクライアントを初期設定
する方法
� クライアントを初期設定します。
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この手順では、クライアントを初期設定し、その /var/nisディレクトリ内に
NIS_COLD_STARTファイルを作成します。nisinitコマンドに -cと -Bのオプ
ションを付けて実行します。

client1# nisinit -c -B
This machine is in the doc.com. NIS+ domain.
Setting up NIS+ client ...

All done.

同じサブネット上の NIS+サーバーがブロードキャストに応答し、その位置情報をク
ライアントのコールドスタートファイルに追加します。

ホスト名により NIS+クライアントを初期設定する
クライアントをホスト名によって初期化する場合、信頼できるサーバーの IPアドレス
を明確に指摘します。そしてこのサーバー名、位置情報、公開鍵がクライアントの
コールドスタートファイルに格納されます。

この方法は、クライアントがサーバーの IPアドレスを指定するので、自分で自分を識
別してくるサーバーに応答するブロードキャストよりも安全です。しかし、クライア
ントと信頼できるサーバーの間にルーターが介在している場合、正しい IPアドレスへ
のメッセージを横取りし、不正なサーバーに送ることもあり得ます。

ホスト名によりクライアントを初期設定する場合のセ
キュリティについて
この作業は、クライアント上のスーパーユーザーとして実行しなければなりません。

ホスト名によりクライアントを初期設定するための前提条
件
� NIS+サービスはクライアントのドメインで実行されていなければなりません。

� クライアントは、/etc/hostsファイル内に信頼できるサーバーのエントリを
持っていなければなりません。

� クライアントは、マスターサーバーで使用するのと同じ Diffie-Hellmanキー長を
使用する必要があります。nisauthconf(1M)を参照してください。

必要な情報
信頼できるサーバー名と IPアドレスが必要です。
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ホスト名により NIS+クライアントを初期設定する—作
業マップ

表 6–4ホスト名によりNIS+ Clientを初期設定する

作業 目的 参照先

ホスト名によりクライ
アントを初期設定する

nisinitコマンドを使って、NIS+クライアント
をホスト名により初期設定する

159ページの「ホスト名によりクラ
イアントを初期設定する方法」

� ホスト名によりクライアントを初期設定する方法
1. クライアントの /etc/hostsファイルまたは /etc/inet/ipnodesファイルを
確認します。

クライアントが、信頼できるサーバーのエントリを持っていることを確認します。

2. クライアントを初期設定します。

この手順では、クライアントを初期設定し、その /var/nisディレクトリ内に
NIS_COLD_STARTファイルを作成します。nisinitコマンドに -cと -Hのオプ
ションを付けて実行します。次の例では、信頼できるサーバーとして
rootmasterを使用します。

Client1# nisinit -c -H rootmaster
This machine is in the doc.com. NIS+ domain.
Setting up NIS+ client ...

All done.

nisinitユーティリティは、クライアントの /etc/hostsファイルまたは
/etc/inet/ipnodesファイル内でサーバーのアドレスを探します。した
がって、サーバーにドメイン名を付加しないでください。ドメイン名を付加した場
合、このユーティリティはサーバーのアドレスを見つけることができません。

コールドスタートファイルを使用してクライアン
トを初期設定する
ここでは、NIS+クライアントを初期設定するために、別の NIS+クライアント (でき
れば同じドメインから)の COLD_STARTを使用します。NIS+クライアントを設定す
る方法としてはこれがもっとも安全です。これにより、クライアントは、信頼できる
サーバーから確実に NIS+情報を得ることができます。これはホスト名やブロード
キャストによる初期化では保証されません。

コールドスタートファイルを使用してクライアントを初期
設定する場合のセキュリティについて
この作業は、クライアント上のスーパーユーザーとして実行しなければなりません。
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コールドスタートファイルを使用してクライアントを初期
設定するための前提条件
COLD_STARTファイルに指定されたサーバーは、すでに構成されており、NIS+を実
行していなければなりません。

クライアントは、マスターサーバーで使用するのと同じ Diffie-Hellmanキー長を使用
する必要があります。nisauthconf(1M)を参照してください。

必要な情報
コピーする COLD_STARTファイルの名前と位置が必要です。

コールドスタートファイルを使用して NIS+クライアント
を初期設定する—作業マップ

表 6–5コールドスタートファイルを使用してNIS+クライアントを初期設定する

作業 目的 参照先

コールドスタート
ファイル経由でクライ
アントを初期設定する

nisinitコマンドを使って、NIS+クライアント
をコールドスタートファイル経由で初期設定する

160ページの「COLD_START経由
で NIS+クライアントを初期設定す
る方法」

� COLD_START経由で NIS+クライアントを初期設定する
方法
1. ほかのクライアントの COLD_STARTファイルをコピーします。

ほかのクライアントの COLD_STARTファイルを、新しいクライアントのディレク
トリにコピーします。これを行うには、クライアント上のスーパーユーザーとして
ではなく、自分のユーザー名でログインしている間に行う方が簡単です。クライア
ントを初期設定する前に、必ずスーパーユーザーになってください。

ただし、NIS_COLD_STARTファイルを /var/nisにコピーしないでください。初
期設定中にこのファイルは上書きされます。次の例では、client1のコールドス
タートファイルを、初期設定されていない client2の /tmpディレクトリにコ
ピーします。

client2# exit
client2% rcp client1:/var/nis/NIS_COLD_START /tmp

client2% su

2. COLD_STARTファイルからクライアントを初期設定します。

次に示すように、nisinitコマンドに -cと -Cのオプションを付けて実行しま
す。

client2# nisinit -c -C /tmp/NIS_COLD_START
This machine is in the doc.com. NIS+ domain.
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Setting up NIS+ client ...

All done.

NIS+クライアント構成の要覧
クライアントの構成に必要な手順を表 6–6にまとめます。クライアントは doc.com
ドメインにある client1とします。これはもっとも簡単なケースを想定しているた
め、このまとめを参考用として使用するには、その前に自分の実際の作業の詳細を理
解することが必要です。簡略化のため、ここでは各コマンドに対するサーバーの応答
を示していません。

表 6–6クライアントを設定する -コマンドのまとめ

作業 コマンド

ドメインのマスターサー
バーにログインする

rootmaster%

クライアントの DES資格を
作成する

rootmaster% nisaddcred -p unix.client1.doc.com -P
client1.doc.com. des

Diffie-Hellmanキー長を確
認する

rootmaster% nisauthconf

クライアントにスーパー
ユーザーとしてログインす
る

client1% su

Password:

クライアントのドメイン名
を設定する

client1# domainname doc.com

client1# domainname > /etc/defaultdomain

クライアントのスイッチ構
成ファイルが正しく設定さ
れていることをチェックす
る

client1# more /etc/nsswitch.conf

Diffie-Hellmanキー長を設
定する

client1# nisauthconf dh640-0 des

/var/nisの下のファイル
を削除する

client1# rm -rf /var/nis/*

クライアントを初期設定す
る

client1# nisinit -c -H rootmaster
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表 6–6クライアントを設定する -コマンドのまとめ (続き)
作業 コマンド

/etc/.rootkeyファイル
を削除し、キーサーバーを
再起動する

client1# svcadm disable network/rpc/keyserv

client1# rm -f /etc/.rootkey

client1# svcadm enable network/rpc/keyserv

クライアント上でキーログ
インを実行する

client1# keylogin -r password:

クライアントを再起動する client1# reboot
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第 7章

NIS+サーバーの構成

この章では、NIS+コマンドセットを使って NIS+サーバーを設定する手順と、既存の
NIS+ドメインに複製サーバーを追加する手順を説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+サーバーを設定する
NIS+サーバーの初期設定は、この章で説明する NIS+コマンドよりも、NIS+スクリ
プトを使用した方が簡単に行うことができます。この章で説明する方法は、NIS+に
精通した管理者や、設定スクリプトでは提供されない標準以外の機能や構成を必要と
する管理者だけが使用してください。

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。このサービ
スに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマン
ドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+と
サービス管理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステ
ム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細について
は、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。
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標準構成と NIS互換構成の相違 (NIS+サーバー)
NIS互換の NIS+サーバーと標準の NIS+サーバーの設定における違いは、ルートマ
スターサーバーの場合と同じです (132ページの「標準構成と NIS互換構成の手順の
相違」を参照)。サーバーには、正しく構成された /etc/resolv.confファイルが必
要です。また、NIS互換サーバー用の NIS+デーモンは -Yオプション (DNS転送を
使用する場合は、-Bオプションも必要)を使用して起動しなければなりません。これ
によって、サーバーは NISクライアントからの要求に応答できます。-Yオプション
と -Bオプションの実装方法については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」
を参照してください。

注 – -Yまたは -Bのいずれかのオプションを使用して rpc.nisdを起動した場合、必
ず rpc.nisd_resolvという副デーモンが生成され、名前の解決を行います。

設定作業の手順を次にまとめます。

1. 新しくサーバーにするワークステーションにスーパーユーザーとしてログインしま
す。

2. NIS+デーモンを -Yで起動します (NIS互換のみの場合)。
3. NIS+デーモンを起動します (標準の NIS+のみの場合)。

NIS+サーバー構成時のセキュリティについて

注 – NIS+のセキュリティシステムは複雑です。NIS+セキュリティを使い慣れていな
い場合は、第 11章を参照してから NIS+環境を構成することをお勧めします。

この手順は、サーバー上のスーパーユーザーとして実行しなければなりません。起動
したサーバーのセキュリティレベルによって、そのクライアントが備えるべき資格が
決ります。たとえば、サーバーがセキュリティレベル 2で構成された場合、サーバー
がサポートするドメイン内のクライアントは、DES資格を必要とします。このマ
ニュアルの指示に従ってクライアントを構成した場合、そのクライアントは適切なド
メインに DES資格を持ち、セキュリティレベル 2でサーバーを起動できます。

注 –セキュリティレベル 0は、管理者による構成とテストの目的だけに使用します。
セキュリティレベル 1はサポートされていません。一般のユーザーが通常の業務を行
う環境では、レベル 0またはレベル 1を使用せず、常にセキュリティレベル 2を使用
してください。
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NIS+サーバーを構成するための前提条件
� ルートドメインがあらかじめ構成されている (第 5章を参照)
� サーバーにするには、NIS+クライアントとして初期設定しておく (第 6章を参照)
� サーバーを構成するには、そのマシンにスーパーユーザーとしてログインする必要
がある

� サーバーを NIS互換モードで実行し、DNS転送をサポートするためには、正しく
構成された /etc/resolv.confファイルが必要である

必要な情報
サーバーに変換するクライアントのスーパーユーザーパスワードが必要です。

� NIS+サーバーを構成する方法
1台のマスターサーバーまたは複製サーバーから複数のドメインにサービスを提供す
ることは可能ですが、お勧めしません。

1. 新しくサーバーにするワークステーションにスーパーユーザーとしてログインしま
す。

以下の手順では、150ページの「クライアントの設定」に従って、マシンを NIS+
クライアントとして設定した後、マシンを再起動したことを前提としています。マ
シンを再起動すると、次の手順の推奨前提条件であるキャッシュマネージャが起動
します。マシンを再起動しなかった場合は、ここで svcadmを使用して NIS+サー
ビスを再起動します。

2. (省略可能) /lib/svc/method/nisplusファイルを編集して必要なオプションを
追加します。

適切なテキストエディタを使用します。

/lib/svc/method/nisplusファイルの編集方法については、89ページ
の「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

-B DNS転送をサポートします。

-Y NIS互換モードで NIS+デーモンを起動しま
す。

3. NIS+デーモンを起動します。

server# svcadm enable network/rpc/nisplus:default

NIS+サービスが実行されていることを確認するには、svcsコマンドを実行しま
す。

server# svcs \*nisplus\*
STATE STIME FMRI
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online Jan_12 svc:/network/rpc/nisplus:default

この手順によって、/var/nis/dataという名前のディレクトリが作成されます。
また、trans.logというトランザクションログファイルが作成され、/var/nis
というディレクトリに格納されます。

compatserver# ls -F /var/nis
NIS_COLD_START data/ trans.log data.dict

trans.logファイルは、トランザクションログです。トランザクションログの内
容を確認するには、nislog コマンドを使用します。使用方法については、346
ページの「nislogコマンド」を参照してください。

注意 – /var/nisディレクトリと /var/nis/dataディレクトリは、移動または
名前の変更をしないでください。また、/var/nis/trans.logファイルと
/var/nis/data.dictファイルについても、移動または名前の変更をしないでく
ださい。Solaris 2.4以前からアップグレードする場合、それまで使っていた
/hostnameサブディレクトリは自動的に /var/nis/dataに変換され、関連する
ファイルも必要に応じて変換されます。この自動変換がなされた後で、新しい名前
に変更することは絶対にしないでください。

これでこのサーバーは、第 8章の説明に従って、ドメインのマスターまたは複製に
指定できます。NIS+サーバーの設定は、この手順で完了です。作業の要約につい
ては 173ページの「サーバー構成の要覧」を参照してください。

複製サーバーを既存のドメインに追加す
る
NIS+サービスを常に利用できる状態にしておきたいのであれば、ルート複製サー
バーを少なくとも 1つは作成しておくことをお勧めします。複製サーバーを作成する
と複数のサーバーが存在することになり、要求の処理を分散させることができるた
め、ネットワーク要求の処理も高速化されます。

パフォーマンス上の理由から、1つのドメインに多くの複製サーバーを置くことはお
勧めできません。ネットワークが複数のサブネットで構成されている場合、あるいは
広域ネットワーク (WAN)でリモートサイトに接続されている場合にだけ、複製サー
バーを置くようにしてください。

� 「サブネット」。複数のサブネットで構成されているドメインの場合、各サブ
ネットに複製サーバーを少なくとも 1つは作成することをお勧めします。そうして
おけば、ネットワーク間の通信が一時的に途絶していても、接続が回復するまでの
間、サブネットレベルの機能は維持されるからです。

� 「リモートサイト」。WANによりリモートサイトに接続されているドメインの場
合、WAN接続の両側に複製サーバーを少なくとも 1つは作成することをお勧めし
ます。組織論的な見地からしても、同一の NIS+ドメインに物理的に離れた 2つの
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サイトがあるのは意味のあることです。たとえば、ドメイン内のマスターサーバー
とその複製サーバーがすべて一方のサイトに置かれている場合、そのサイトともう
一方のサイトとの間の NIS+ネットワークトラフィックが増大するのは目に見えて
います。もう一方のサイトにも複製サーバーを置いておけば、ネットワークトラ
フィックが減るはずです。

複製サーバーの分散および最適な複製サーバー数の決定方法については、『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編)』の「ルート複製サー
バーの作成」を参照してください。既存のドメインに複製サーバーを追加するには、
その複製サーバーを構成してから該当する名前空間の NIS+データセットをロードし
ます。

新しい複製サーバーを構成して NIS+データセットをロードする方法には、次の 2通
りがあります。

� 「スクリプト」。nisserverスクリプトを実行するには、113ページの「ルート
複製サーバーの作成」の説明に従ってください。この方法では、NIS+データ
セットが新しい複製サーバーにロードされて自動的に再同期がとられます。格段に
簡単なので、こちらの方法をお勧めしますが、「NIS+コマンドセット」
と「バックアップと復元」を利用する方法に比べると、時間が長くかかることがあ
ります。

� 「NIS+コマンドセット」。NIS+コマンドを使うには、168ページの「NIS+コマ
ンドを使って複製サーバーを構成する」の説明に従ってください。nisserverス
クリプトを実行する方法に比べると、NIS+に対する深い知識が必要です。この
NIS+コマンドを使う方法には、きめの細かい設定と監視が可能であるという利点
があります。そして、もう 1つ、ドメインディレクトリを手作業で作成して複製
サーバーを生成し、nisbackupと nisrestoreを使って NIS+データをロードで
きるという利点もあります。NIS+のバックアップおよび復元機能を使うと、
nisserverを使うより短時間でデータをロードできます。

新たに構成した複製サーバーに NIS+データセットをロードする方法には、次の 2
通りがあります。

� 「nisping」。nisserverスクリプトか NIS+コマンドのどちらかを使って
新しい複製サーバーを構成する場合、マスターサーバーは nispingを使用し
てネットワーク経由で該当する名前空間のデータセットを新しい複製サーバー
に自動的にロードします。このとき、大きな名前空間では処理に長時間かか
り、その間、名前管理情報の要求が遅れることがあります。詳細は、171ペー
ジの「nispingを使ってデータを複製サーバーにロードする」を参照してくだ
さい。

� 「バックアップと復元」。nispingによるデータ転送に割り込みをかけ、
NIS+のバックアップ機能と復元機能を使って、名前空間データを新たに構成し
た複製サーバーにロードできます (169ページの「nisrestoreを使ってデー
タを複製サーバーにロードする」を参照)。複製サーバーから複製サーバーに
データセットがロードされることになり、マスターサーバーから複製サーバー
にネットワーク経由でデータセットをロードする場合に比べて格段に早く終わ
るので、こちらの方法をお勧めします。
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NIS+コマンドを使って複製サーバーを構成する
この節では、NIS+コマンドを使って複製サーバーを既存のドメインに追加する方法
について説明します。

複製サーバー構成時のセキュリティについて
この作業を実行する NIS+主体には、ドメインのディレクトリオブジェクトに対する
変更権が必要です。

複製サーバーを構成するための前提条件
� ドメインをあらかじめ構成し、マスターサーバーを稼働させておく
� 新しい複製サーバーが NIS+サーバーとして構成されている (163ページの「NIS+
サーバーを設定する」を参照)

必要な情報
� サーバー名
� ドメイン名

NIS+コマンドを使って複製サーバーを構成する—
作業マップ

表 7–1 NIS+コマンドを使って複製サーバーを構成する

作業 目的 参照先

NIS+サーバーを設定す
る

NIS+コマンドを使って複製サーバーを設定する 168ページの「NIS+コマンドを
使って複製サーバーを構成する方
法」

� NIS+コマンドを使って複製サーバーを構成する方
法
この例では、マスターサーバー名を master1、新しい複製サーバー名を replica2
とします。

1. ドメインのマスターサーバーにログインします。

2. NIS+サービスが実行されていることを確認します。

master1# svcs -l network/rpc/nisplus:default
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3. ドメインに複製サーバーを追加します。
nismkdirコマンドに -sオプションを付けて実行します。次の例では、
doc.com.ドメインに replica2という名前の複製サーバーマシンを追加しま
す。

master1# nismkdir -s replica2 doc.com.
master1# nismkdir -s replica2 org_dir.doc.com.
master1# nismkdir -s replica2 groups_dir.doc.com.

すでに存在するディレクトリオブジェクトに nismkdirコマンドを実行すると、
ディレクトリは再作成されずに、与えられたフラグに基づいてディレクトリが変更
されます。この場合、-sフラグはドメインに追加する複製サーバーを割り当てま
す。複製サーバーが追加されたことを確認するには、niscat -oコマンドを実行
して、ディレクトリオブジェクトの定義を調べます。

注意 –複製サーバー上で nismkdirを実行しないでください。複製サーバーで
nismkdirを実行すると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題
が発生します。

これで新しい複製サーバーの構成は完了です。次は、構成した複製サーバーに
NIS+データセットをロードします。これには、次の 2つの方法があります。

� 「nisping」。何もしなければ、マスターサーバーによって nispingコマン
ドが実行され、該当する名前空間データが新たに構成された複製サーバーに
ロードされます。名前空間が大きい場合は、データのロードに時間がかかるこ
とがあります。データのロード中は、ネーミング情報の要求は遅延することが
あります。詳細は、171ページの「nispingを使ってデータを複製サーバーに
ロードする」を参照してください。

� 「バックアップと復元」。nispingによるデータ転送に割り込みをかけ、
NIS+のバックアップ機能と復元機能を使って、名前空間データを新たに構成し
た複製サーバーにロードできます (169ページの「nisrestoreを使ってデー
タを複製サーバーにロードする」を参照)。ほかの方法に比べて格段に早く効率
的なので、こちらの方法をお勧めします。

nisrestoreを使ってデータを複製サーバーに
ロードする
この節では、NIS+のバックアップ機能と復元機能を使って名前空間データを新しい
複製サーバーにロードする方法について説明します。この方法を使ってデータを複製
サーバーにロードすることをお勧めします。

nisrestoreを使って複製サーバーにデータをロードす
る場合のセキュリティについて
この作業を実行する NIS+主体には、ドメインのディレクトリオブジェクトに対する
変更権が必要です。
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nisrestoreを使ってデータをロードするための前提条
件
� ドメインをあらかじめ構成し、マスターサーバーを稼働させておく
� 新しい複製サーバーが NIS+サーバーとして構成されている (163ページの「NIS+
サーバーを設定する」を参照)

� 新しい複製サーバーが複製サーバーとして構成されている (168ページの「NIS+コ
マンドを使って複製サーバーを構成する」を参照)

nisrestoreを使ってデータを複製サーバーにロード
する—作業マップ

表 7–2 nisrestoreを使ってデータを複製サーバーにロードする

作業 目的 参照先

nisrestoreを使って
データを複製サーバー
にロードする

nisrestoreコマンドを使ってデータを複製サー
バーにロードする

170ページの「名前空間データを
ロードする方法—nisrestoreによ
る方法」

� 名前空間データをロードする方法—nisrestore
による方法
この例では、マスターサーバー名を master1、新しい複製サーバー名を replica2
とします。

1. 新しい複製サーバー上の NIS+サービスを停止します。

この処理は、nispingコマンドを使用した、マスターから複製への名前空間デー
タの自動転送に割り込んで実行されます。

replica2# svcadm disable /network/rpc/nisplus:default

2. マスターサーバー上で NIS+バックアップ機能を実行します。

この手順の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。以下の例では、
nisbackupコマンドを使って master1サーバーを /var/master1_bakup
ディレクトリにバックアップします。

master1# nisbackup -a /var/master1_bakup

nisrestoreを使って新しい複製サーバーを構成するもっとも簡単な方法は、マ
スターサーバーのデータを NFSにマウントされた (複製サーバーからアクセス可能
な)ディレクトリにバックアップするというものです。この例では、マスターサー
バーと新しい複製サーバーの両方に、/var/master1_bakupディレクトリへの
アクセス権が与えられているものと想定します。
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このほかに、tarコマンドを使って /var/master1_bakupディレクトリから
テープカートリッジなどの可搬記憶メディアにデータをコピーし、次に、その可搬
記憶メディアから新しい複製サーバーにマウントされているディレクトリにデータ
をコピーし、そのディレクトリを nisrestoreコマンドの情報源として使うとい
う方法 (手順 3参照)もあります。

3. nisrestoreコマンドを使って、NIS+データセットを新しい複製サーバーにロー
ドします。

この手順の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参照してください。以下の例では、
nisrestoreコマンドを使って NIS+データを/var/master1_bakupディレク
トリから client2にダウンロードします。

replica2# nisrestore -a /var/master1_bakup

作成している複製サーバーがルートドメイン用の場合、あるいは nisrestoreが
必要なデータを検証または検索できないというエラーメッセージが表示される場合
は、nisrestoreに -fオプションを付けて実行してください。たとえば、以下の
ようになります。

replica2# nisrestore -f -a /var/master1_bakup

4. 新しい複製サーバー上で NIS+サービスを起動します。

詳細は、165ページの「NIS+サーバーを構成する方法」を参照してください。

nispingを使ってデータを複製サーバーにロード
する
この節では、nispingコマンドを使って名前空間データを新しい複製サーバーにロー
ドする方法について説明します。通常、このプロセスは自動的に実行されるため、
nispingコマンドを実行する必要はまずありません。

nispingコマンドを使う方法の問題点は、マスターサーバーから複製サーバーへデー
タの再同期をとるために、NIS+プロトコルを使ったネットワーク上のデータのやり
とりが必要だということです。名前空間が大きい場合は、この処理に何時間もかか
り、その間、名前管理情報の要求に対する応答が遅れることがあります。

nispingを使ってデータをロードする場合のセキュリ
ティについて
この作業を実行する NIS+主体には、ドメインのディレクトリオブジェクトに対する
変更権が必要です。

nispingを使ってデータをロードするための前提条件
� ドメインをあらかじめ構成し、マスターサーバーを稼働させておく
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� 新しい複製サーバーが NIS+サーバーとして構成されている (163ページの「NIS+
サーバーを設定する」を参照)

� 新しい複製サーバーが複製サーバーとして構成されている (168ページの「NIS+コ
マンドを使って複製サーバーを構成する」を参照)

nispingを使ってデータを複製サーバーにロード
する—作業マップ

表 7–3 nispingを使ってデータを複製サーバーにロードする

作業 目的 参照先

nispingを使ってデー
タを複製サーバーに
ロードする

nispingを使ってデータを複製サーバーにロー
ドする

172ページの「名前空間データを
ロードする方法—nispingによる
方法」

� 名前空間データをロードする方法—nispingによ
る方法
通常、名前空間データのロードは、マスターサーバーによって自動的に開始されま
す。マスターサーバーによるロードが行われなかった場合は、次の説明に従って
nispingコマンドを実行してください。

� ディレクトリに対して nispingを実行します。

この手順では、新しい複製サーバーにメッセージ「ping」を送信して、マスターサー
バーに対して更新を要求するように通知します。複製サーバーがルートドメインに所
属していない場合、必ずドメイン名を指定してください。次の例では、ドメイン名は
完全を期すためにだけ記述してあります。この作業で使用する例は、ルートドメイン
に複製サーバーを追加しているため、次の例にあるドメイン名 doc.com.は必要あり
ません。

master1# nisping doc.com.
master1# nisping org_dir.doc.com.

master1# nisping groups_dir.doc.com.

この結果は以下のようになります。

master1# nisping doc.com.
Pinging replicas serving directory doc.com. :
Master server is master1.doc.com.
No last update time
Replica server is replica1.doc.com.
Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1992

Pinging ... replica2.doc.com.

大きな名前空間の場合、この処理に何時間もかかる場合があります。nispingの詳細
については、第 18章を参照してください。
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サーバー構成の要覧
表 7–4、表 7–5では、この章で説明した作業のまとめを示しています。この 2つの表
は、もっとも簡単な場合を想定しているため、参考用として使用するには、実際の自
分の作業の詳細を理解している必要があります。また、ここでは、各コマンドに対す
るサーバーの応答を示していません。

表 7–4複製サーバー replica2を doc.com.に追加する -コマンドのまとめ

作業 コマンド

ドメインマスターサーバーにスーパーユーザーとして
ログインする master1% su

新しい複製サーバーを指定する # nismkdir -s replica2 doc.com.

# nismkdir -s replica2 org_dir.doc.com.

# nismkdir -s replica2 groups_dir.doc.com.

複製サーバーに対して nispingを実行する # /usr/lib/nis/nisping doc.com.

# /usr/lib/nis/nisping org_dir.doc.com.

# /usr/lib/nis/nisping groups_dir.doc.com.

注 –上記の例で説明したように、新しい複製サーバーにデータをロードする場合は、
nispingを使用するより NIS+のバックアップと復元機能を使用した方が簡単です。
詳細については、169ページの「nisrestoreを使ってデータを複製サーバーにロー
ドする」を参照してください。

表 7–5ルート以外のマスターサーバーを起動する -コマンドのまとめ

作業 コマンド

スーパーユーザーとしてサーバーにログインする server% su

NIS互換モードの場合のみ

-Yオプションを使用してデーモンを起動する (DNS
転送が必要な場合は -Bオプションも使用する)

/lib/svc/method/nisplusファイルを編集して必要
なオプションを追加してから、次のようにサービスを再
起動する

# svcadm restart network/rpc/nisplus

NIS+の場合のみ

デーモンを起動する

# svcadm enable network/rpc/nisplus
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第 8章

ルート以外のドメインの構成

この章では、NIS+コマンドセットを使ってサブドメイン (ルート以外のドメイン)を
構成する方法 (マスターサーバーと複製サーバーを設定する方法を含む)を、手順を
追って説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

ルート以外のドメインを設定する

注 – NIS+クライアントを設定する作業は、この章で説明する NIS+のコマンドセット
を使用する方法よりも、パート Iで説明した NIS+設定スクリプトを使用する方が簡
単です。この章で説明する方法は、NIS+に精通した管理者や、設定スクリプトでは
提供されない標準以外の機能や構成を必要とする管理者だけが使用してください。

最初にルート以外のドメインのサーバーを構成してから、ルート以外のドメインを構
成してください。

ルート以外のドメインを設定するには、次の作業を行います。

� ドメインのセキュリティの設定
� ドメインのディレクトリの作成
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� ドメインのテーブルの作成
� ドメインのサーバーの指定

ルートドメインの構成と同様に、これらの作業は連続して実行できません。構成プロ
セスを簡単にするため、これらを個々の手順に分割して、もっとも効率的な順序に並
べています。

標準構成と NIS互換構成の相違 (ルート以外のドメ
イン)
サブドメインにおける NIS互換の NIS+サーバーと標準の NIS+サーバーとの違い
は、ルートドメインの場合と同じです (132ページの「標準構成と NIS互換構成の手
順の相違」参照)。

NIS互換ドメインの各サーバーの NIS+デーモンは、第 7章の説明に従って、-Yオプ
ションを使用して起動する必要があります。また、NIS互換ドメインでは、ドメイン
のテーブルによって未認証クラスに読み取り権を提供する必要があります。これによ
り、NISクライアントはテーブルに格納されている情報にアクセスできます。手順 4
で説明するとおり、nissetupコマンドに -Yオプションを追加すると、テーブル内
の情報にアクセスできます。標準の NIS+ドメインでも同じコマンドを使用します
が、-Yオプションは使用しません。これについても手順 4で説明します。

設定作業の手順を次にまとめます。

1. ドメインのマスターサーバーにログインします。
2. ドメインの管理グループを指定します。
3. ドメインのディレクトリを作成し、そのサーバーを指定する
4. ドメインのサブディレクトリとテーブルを作成します。
5. ドメインの管理グループを作成します。
6. ディレクトリオブジェクトに完全なグループアクセス権を割り当てます。
7. ドメインの管理グループにサーバーを追加します。
8. ほかの管理者の資格を追加します。
9. ドメインの管理グループに管理者を追加します。

ルート以外のドメイン設定時のセキュリティにつ
いて

注 – NIS+のセキュリティシステムは複雑です。NIS+セキュリティを使い慣れていな
い場合は、第 17章を参照してから NIS+環境を構成することをお勧めします。

多くのサイトでは、親ドメインのセキュリティを確保するために、その下にドメイン
を作成できるのは、親ドメインのマスターサーバー、または親ドメインの管理グルー
プに所属するシステム管理者に限定しています。これは、管理方針であり NIS+の必
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要条件ではありませんが、この章の操作説明ではこの作業を行う管理者がこの方針に
従っているものと仮定します。もちろん、親ドメインの管理グループには、親ディレ
クトリオブジェクトに対する作成権が必要です。これを確認するには、niscat -o
コマンドを実行します。

rootmaster# niscat -o doc.com.
Object Name : Doc
Owner : rootmaster
Group : admin.doc.com.
Domain : Com.
Access Rights : r---rmcdrmcdr---

:

安全性よりも便宜性を重視する場合、新しいドメインのマスターサーバーをその親ド
メインの管理グループのメンバーとし、そのサーバーからすべて手順を実行できま
す。この場合、第 17章で説明する nisgrpadmコマンドを使用します。

ルート以外のドメインを設定するための前提条件
� 親ドメインを構成し、実行していなければなりません。

� このドメインのマスターとして指定されるサーバーは、すでに初期設定され、
NIS+を実行していなければなりません。

� 複製サーバーを指定する場合、マスターサーバーは、その /etc/hostsファイ
ル、/etc/inet/ipnodesファイルまたはその NIS+ hostsテーブルを通じて、
複製サーバーの IPアドレスを入手できなければなりません。

必要な情報
� 新しいドメインの名前 (手順 3)
� 新しいドメインのマスターサーバーと複製サーバー名
� 新しいドメインの管理グループ名 (手順 2)
� 新しいドメインの管理グループに所属する管理者のユーザー ID (UID) (手順 8)

ルート以外のドメインを設定する—作業マップ
表 8–1ルート以外のドメインを設定する

作業 目的 参照先

ルート以外のドメイン
を設定する

NIS+コマンドを使ってルート以外のドメインを
設定する

177ページの「ルート以外のドメイ
ンの設定方法」

� ルート以外のドメインの設定方法
1. ドメインのマスターサーバーにログインします。
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新しいドメインのマスターにする予定のサーバーにログインします。この作業の手
順では smasterという名前のサーバーを使用します。このサーバーは
doc.com.ドメインに所属し、sales.doc.com.サブドメインのマスターサー
バーになります。この作業を実行する管理者は、admin.doc.com.グループのメ
ンバーである nisboss.doc.com.です。このグループには、doc.com.ディレ
クトリオブジェクトに対する完全なアクセス権が割り当てられています。

2. ドメインの管理グループを指定します。

実際に管理グループを作成するのは、手順 5の時点でですが、ここで管理グループ
を指定する必要があります。これによって、次の手順で使用される nismkdirコ
マンドは、このグループに対する適切なアクセス権をもつディレクトリオブジェク
トを作成できます。またこれは、手順 4で使用する nissetupユーティリティに
対しても同じことを行います。

環境変数 NIS_GROUPに、ドメインの管理グループ名を設定します。ここでは、C
シェルユーザーの場合と Bourneシェルまたは Kornシェルユーザーの場合の 2つ
の例を示します。どちらの場合も NIS_GROUPを admin.sales.doc.com.に設
定します。

Cシェルの場合

smaster# setenv NIS_GROUP admin.sales.doc.com.

Bourneシェルまたは Kornシェルの場合

smaster# NIS_GROUP=admin.sales.doc.com.

smaster# export NIS_GROUP

3. ドメインのディレクトリを作成し、そのサーバーを指定する

nismkdirコマンドは、新しいドメインのディレクトリ作成と、そのサポート
サーバーの指定を 1つの手順で行います。この構文を次に示します。

nismkdir -m master -s replica domain

-mフラグはマスターサーバーを指定し、-sフラグは複製サーバーを指定します。
この例を次に示します。

smaster# nismkdir -m smaster -s salesreplica sales.doc.com.

注意 – nismkdirは必ず (複製サーバーではなく)マスターサーバー上で実行してく
ださい。複製サーバー上で nismkdirを実行しないでください。複製サーバーで
実行すると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題が発生します。

ディレクトリオブジェクトは /var/nisにロードされます。内容を表示するに
は、niscat -oコマンドを実行します。catまたは moreは使用しないでくださ
い。

smaster# niscat -o sales.doc.com.
Object Name : Sales
Owner : nisboss.doc.com.
Group : admin.sales.doc.com.
Domain : doc.com.
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Access Rights : ----rmcdr---r---

.

ルートディレクトリとは異なり、このディレクトリオブジェクトには適切なグルー
プが割り当てられています。したがって、nischgrpを実行する必要はありませ
ん。

4. ドメインのサブディレクトリとテーブルを作成します。

この手順では、org_dirディレクトリと groups_dirディレクトリ、および
NIS+テーブルを新しいディレクトリオブジェクトの下に追加します。nissetup
ユーティリティを使用しますが、新しいドメイン名の追加を忘れないでください。
NIS互換ドメインの場合、-Yフラグを指定します。

「NIS互換の場合」

smaster# /usr/lib/nis/nissetup -Y sales.doc.com.

「標準 NIS+の場合」

smaster# /usr/lib/nis/nissetup sales.doc.com.

このユーティリティによって追加されたオブジェクトを表示すると、次のようにな
ります。

smaster# /usr/lib/nis/nissetup
org_dir.sales.doc.com. created
groups_dir.sales.doc.com. created
auto_master.org_dir.sales.doc.com. created
auto_home.org.dir.sales.doc.com. created
bootparams.org_dir.sales.doc.com. created
cred.org_dir.sales.doc.com. created
ethers.org_dir.sales.doc.com. created
group.org_dir.sales.doc.com. created
hosts.org_dir.sales.doc.com. created
mail_aliases.org_dir.sales.doc.com. created
sendmailvars.org_dir.sales.doc.com. created
netmasks.org_dir.sales.doc.com. created
netgroup.org_dir.sales.doc.com. created
networks.org_dir.sales.doc.com. created
passwd.org_dir.sales.doc.com. created
protocols.org_dir.sales.doc.com. created
rpc.org_dir.sales.doc.com. created
services.org_dir.sales.doc.com. created

timezone.org_dir.sales.doc.com. created

-Yオプションによって、標準の NIS+ドメインの場合と同じテーブルとサブ
ディレクトリが作成されますが、NISクライアントからの要求が NIS+テーブル内
の情報にアクセスできるよう、未認証クラスに読み取り権が割り当てられます。

/var/nis/salesmasterに相当する自分のマスターを調べることによって、
org_dirディレクトリと groups_dirディレクトリが存在することを確認できま
す。これらのディレクトリは、ルートオブジェクトおよびその他の NIS+ファイル
とともに登録されています。テーブルは org_dirディレクトリに存在します。任
意のテーブルの内容を調べるには、第 9章で説明する niscatコマンドを実行し
ます。ただしこの時点ではテーブルは空です。

5. ドメインの管理グループを作成します。
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この手順では、手順 2で指定した管理グループを作成します。nisgrpadmコマン
ドに -cオプションを付けて実行してください。次の例では
admin.sales.doc.com.グループを作成します。

smaster# nisgrpadm -c admin.sales.doc.com.

Group admin.sales.doc.com. created.

この手順ではグループを作成するだけであり、そのメンバー名の指定は行いませ
ん。指定は手順 9で行います。

6. ディレクトリオブジェクトに完全なグループアクセス権を割り当てます。

デフォルトでは、ディレクトリオブジェクトはそのグループに読み取り権を与える
だけであり、これではその他のカテゴリと同様、グループも使うことができませ
ん。クライアントとサブドメインの構成を簡単にするため、ディレクトリオブ
ジェクトがそのグループに与えるアクセス権を、読み取り権のみから読み取り権、
変更権、作成権、削除権に変更します。次に示すように、nischmodコマンドを
実行します。

smaster# nischmod g+rmcd sales.doc.com.

nischmodコマンドの使用方法の詳細については、第 15章を参照してください。

7. ドメインの管理グループにサーバーを追加します。

この時点で、このドメインのグループにはメンバーがありません。-aオプション
を付けて nisgrpadmコマンドを実行し、マスターサーバーと複製サーバーを追加
します。最初の引数はグループ名であり、残りの引数は新しいメンバーの名前で
す。この例では、smaster.doc.com.と salesreplica.doc.com.を
admin.sales.doc.com.グループに追加します。

smaster# nisgrpadm -a admin.sales.doc.com. smaster.doc.com.
salesreplica.doc.com.
Added smaster.doc.com. to group admin.sales.doc.com.

Added salesreplica.doc.com. to group admin.sales.doc.com.

このサーバーが管理グループに属していることを確認するには、nisgrpadmコマ
ンドを -lオプションで実行します。手順については、第 17章を参照してくださ
い。

smaster# nisgrpadm -l admin.sales.doc.com.
Group entry for admin.sales.doc.com. group:
Explicit members:
smaster.doc.com.
salesreplica.doc.com.
No implicit members
No recursive members
No explicit nonmembers
No implicit nonmembers

No recursive nonmembers

8. ほかの管理者の資格を追加します。

そのドメインで仕事をするほかの管理者の資格を追加します。

すでにもう 1つのドメインで DES資格をもつ管理者の場合、単に LOCAL資格を
追加します。このとき、-pフラグと -Pフラグ付きの nisaddcredコマンドを実
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行します。たとえば、次のようになります。

smaster# nisaddcred -p 33355 -P nisboss.doc.com. local

まだ資格をもたない管理者の場合、2つの方法があります。

� 管理者に対して、自分の資格を追加するよう要求するのが 1つの方法です。こ
の方法は、スーパーユーザーとして実行する必要があります。ユーザー IDが
22244で、主体名が juan.sales.doc.com.の管理者が、sales.doc.com.
ドメインに自分の資格を追加する例を次に示します。

smaster# nisaddcred -p 22244 -P juan.sales.doc.com. local
smaster# nisaddcred -p unix.22244@sales.doc.com -P \
juan.sales.doc.com. des
Adding key pair for unix.22244@sales.doc.com.

Enter login password:

� もう 1つの方法では、ダミーパスワードを使用して、ほかの管理者用の一時的
な資格を作成します 。各管理者には NIS+ passwd テーブル内にエントリが必
要です。

smaster# nisaddcred -p 22244 -P juan.sales.doc.com. local
smaster# nisaddcred -p unix.22244@sales.doc.com -P \
juan.sales.doc.com. des
Adding key pair for unix.22244@sales.doc.com.
Enter juan’s login password:
nisaddcred: WARNING: password differs from login passwd.

Retype password:

各管理者は、後で chkeyコマンドを実行して、自分のネットワークパスワードを
変更できます。パスワードの変更方法については、第 12章と第 13章を参照して
ください。

注 –上記の手順 8の 2つの例で、小文字の -pフラグに続くドメイン名の終わりに
ドットを付けないでください。また、大文字の -Pフラグに続くドメイン名の終わ
りにはドットを必ず付けてください。

9. ドメインの管理グループに管理者を追加します。

この手順を実行するには、ほかのシステム管理者がダミーパスワードを変更するま
で待つ必要はありません。-aオプションを付けて nisgrpadmコマンドを実行し
ます。最初の引数はグループ名、残りの引数は管理者名です。この例では、管理者
juanを admin.sales.doc.com.グループに追加します。

smaster# nisgrpadm -a admin.sales.doc.com. juan.sales.doc.com.

Added juan.sales.doc.com. to group admin.sales.doc.com.

10. NIS+テーブルを格納するための、十分なスワップ空間を割り当てます。

スワップ空間は、rpc.nisdの最大サイズの 2倍にする必要があります。
rpc.nisdが使用するメモリー量を調べるには、次のコマンドを実行してくださ
い。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisstat
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rpc.nisdは、特定の条件のもとでは、自らのコピーを作成してフォークしま
す。メモリーが不足すると、rpc.nisdは正しく動作しません。

また、NIS+テーブルに必要なメモリーとスワップ空間のサイズも計算できます。
たとえば、NIS+テーブル内に、180,000人のユーザーと 180,000台のホストがある
場合、これらの 2つのテーブルが占有するメモリーは、約 190Mバイトです。
180,000人のユーザーと 180,000台のホストに資格を追加する場合、credテーブル
には、540,000のエントリ (ユーザーごとにローカルの資格と DESの資格、合わせ
て 2つの資格、ホストごとに 1つの資格)が入ります。そのため、credテーブル
が占有するメモリーは、約 285Mバイトになります。この例では、rpc.nisdに必
要なメモリー容量は、少なくとも、190Mバイト + 285Mバイト = 475Mバイトに
なります。この結果、少なくとも 1Gバイトのスワップ空間が必要になります。ま
た、rpc.nisd全体をすべてメモリー内に保持するには、少なくとも 500Mバイト
が必要です。

サブドメイン構成の要覧
表 8–2は、サブドメインの構成に必要な手順のまとめです。これはもっとも簡単な
ケースを想定しているため、このまとめを参考用として使用するには、その前に自分
の実際の作業の詳細を理解することが必要です。また、ここでは、各コマンドに対す
るサーバーの応答を示していません。

表 8–2サブドメインを設定する -コマンドのまとめ

作業 コマンド

ドメインマスターサーバーにスー
パーユーザーとしてログインする

smaster% su

ドメインの管理グループを指定す
る

# NIS_GROUP=admin.sales.doc.com.

# export NIS_GROUP

ドメインのディレクトリを作成
し、そのサーバーを指定する

# nismkdir -m smaster -s salesreplica sales.doc.com.

org_dir 、groups_dirおよび
テーブルを作成する。NIS互換の
場合、-Yを使用する

# /usr/lib/nis/nissetup sales.doc.com.

管理グループを作成する # nisgrpadm -c admin.sales.doc.com.

ドメインのディレクトリに対し
て、完全なグループ権を割り当て
る

# nischmod g+rmcd sales.doc.com.
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表 8–2サブドメインを設定する -コマンドのまとめ (続き)
作業 コマンド

管理グループにサーバーを追加す
る

# nisgrpadm -a admin.sales.doc.com. smaster.doc.com.
sreplica.doc.com.

ほかのシステム管理者の資格を追
加する

# nisaddcred -p 22244 -P juan.sales.doc.com. local

# nisaddcred -p unix.22244@sales.doc.com.
juan.sales.doc.com. DES

ドメインの管理グループに管理者
を追加する # nisgrpadm -a admin.sales.doc.com. juan.sales.doc.com.
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第 9章

NIS+テーブルの設定

この章では、NIS+コマンドセットを使用して、/etcディレクトリ内のファイルや
NISマップからマスターサーバー上に NIS+テーブルを作成する方法について説明し
ます。また、この章では NIS+テーブルから NISマップへ情報を戻す方法と、
passwdテーブルのパスワード列へのアクセスを制限する方法を説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

テーブルの設定

注 – NIS+テーブルを生成する作業は、この章で説明する NIS+コマンドセットを使用
する方法よりも、パート Iで説明した NIS+設定スクリプトを使用した場合の方が簡
単です。この章で説明する方法は、NIS+に精通した管理者や、設定スクリプトでは
提供されない標準以外の機能や構成を必要とする管理者だけが使用してください。さ
らに、Solaris管理コンソールツールをお持ちの場合は、NIS+テーブルに関連する作
業が簡単になります。

NIS+テーブルを生成するには次の 4種類の方法があります。

� ファイルから作成する (187ページの「NIS+テーブルをファイルから生成する」参
照)
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� NISマップから作成する (192ページの「NIS+テーブルを NISマップから生成す
る」参照)

� nispopulateスクリプトを使用して作成する (100ページの「NIS+テーブルの生
成 (populate)」および 121ページの「新しいサブドメインのテーブルの生成」参
照)

� 可能な場合、Solaris管理コンソールツールを使用する

マップまたはファイルからテーブルを生成する場合、第 5章および第 8章で説明する
手順に従って、ルートまたはサブドメインの設定作業の中で、あらかじめテーブルを
作成しておく必要があります。ドメインテーブルは、テーブルの作成後いつでも生成
できますが、ドメインの設定が完了したらすぐに生成しておくことをお勧めします。
テーブルを生成すると、クライアントに関する必要な情報がすでにドメインテーブル
内に格納されることになるため、クライアントの追加が簡単にできます。

テーブルの生成の方法
ファイルまたは NISマップからテーブルを生成する場合、次の 3つの方法を使用でき
ます。

� 「置換」-この方法を使用すると、NIS+は、初めにテーブル内の既存のエントリ
をすべて削除してから、情報源からのエントリを追加します。サイズの大きいテー
ブルの場合は、マスターサーバーの /var/nis/trans.logファイルにエントリ
の大きなセット (既存のエントリを削除するためのセットと新しいエントリを追加
するためのセット)が追加されます。/var/nis内のディスク空間を大幅に使用す
るため、複製サーバーへの転送時間はさらに長くなります。

� 「追加」-この方法は、NIS+テーブルに情報源からのエントリを追加します。既
存のエントリが影響されることはありません。

� 「マージ」-この方法は、置換オプションと結果は同じですが、内部的な処理が異
なります。既存のエントリを削除後、置換するのではなく、更新します。このオプ
ションでは、NIS+は次の 3種類のエントリを異なる方法で処理します。

� ソース内にだけ存在するエントリは、テーブルに追加する
� ソースとテーブルの両方に存在するエントリは、テーブル内で更新する
� NIS+テーブルにだけ存在するエントリは、テーブルから削除する

大きなテーブルを更新する場合で、内容の変更があまりないときは、マージオプ
ションを使用するとサーバーは多くの動作を節約できます。ソース内で重複してい
ないエントリだけを削除する (置換オプションは全エントリを無差別に削除する)
ため、重複エントリごとに 1回の削除と 1回の追加動作を省略できます。このた
め、この方法をお勧めします。
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NIS+テーブルをファイルから生成する
これは /etc/hostsなどのASCIIファイルの内容を NIS+テーブルに転送する作業
です。

手順を次に示します。

1. データを転送する各ファイルの内容を確認します。

2. 各ファイルのコピーを作成します。作成したコピーを実際の転送に使用します。こ
のマニュアルでは、hosts.xfrのように、転送されるファイルのコピーの最後に
.xfrを付けます。

3. NIS+クライアントにログインするテーブルを更新するための資格とアクセス権が
必要です。以下の 187ページの「ファイルからテーブルを生成する場合のセキュリ
ティについて」を参照してください。

4. このシェルのコマンド検索パスに /usr/lib/nisを追加します。

5. nisaddentを使用して、次の必要なファイルを 1つずつ転送します。aliases,
bootparams, ethers, group, hosts, netgroup, netmasks, networks,
passwd, protocols, rpc, services, shadow、および ipnodes。

注 –新しい /etc/inet/ipnodesファイルには、IPv4および IPv6のアドレスが
含まれています。nisaddentを実行して、 /etc/inet/ipnodesファイルを
ipnodes.org_dirテーブルに変換してください。

6. publickeyファイルを転送する

7. オートマウンタ情報を転送します。

8. 複製サーバーに対して nispingを実行します。

9. テーブルに対しチェックポイントを実行します。

ファイルからテーブルを生成する場合のセキュリ
ティについて
NIS+テーブルは、NIS+クライアントまたは NIS+ルートマスターサーバーから生成
できます。NIS+テーブルを生成するには、スーパーユーザー (root)としてログイン
する必要はありませんが、一定の資格とアクセス権は必要です。テーブル内のエント
リをテキストファイルのエントリによって置換またはマージする場合、そのテーブル
への作成権と削除権が必要です。新しいエントリを追加する場合、作成権だけが必要
です。
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注 – NIS+のセキュリティシステムは複雑です。NIS+セキュリティを使い慣れていな
い場合は、第 11章を参照してから NIS+環境を構成することをお勧めします。

この処理が完了した後、テーブルエントリは、動作を実行した NIS+主体と、環境変
数 NIS_GROUPによって指定されたグループによって所有されます。

ファイルからテーブルを生成するための前提条件
� ドメインをあらかじめ設定していて、そのマスターサーバーを実行している

� ドメインのサーバーには、新しいテーブル情報を収容できるだけの十分なスワップ
領域が必要

� ファイル内の情報は、ロード先のテーブルに合った書式で書かれていなければなら
ない。対応する NIS+テーブルに転送するテキストファイルで要求される書式につ
いては、100ページの「nispopulateを実行してルートサーバーテーブルを生成
するための前提条件」を参照してください。ローカルの /etc内のファイルは、正
しい書式で書かれているのが普通ですが、いくつかのコメントを削除しなければな
らないこともあります。

� マシン名とユーザー名は重複していない。ユーザーとマシンは、すべて固有の名前
を付ける必要があります。また、ユーザーと同じ名前の付いたマシンは使用できま
せん。

� マシン名にはドット (ピリオド)および下線は使用できない。たとえば、マシン名
に sales.alphaを使用できません。ドットや下線の代わりにハイフンを使うこ
とはできます。たとえば、sales-alphaというマシン名は有効です。

必要な情報
転送されるテキストファイルの名前と位置が必要です。

NIS+テーブルをファイルから生成する—作業
マップ

表 9–1 NIS+テーブルをファイルから生成する

作業 目的 参照先

NIS+テーブルをファイ
ルから生成する

NIS+テーブルをファイルから生成する 188ページの「NIS+テーブルを
ファイルから生成する方法」

� NIS+テーブルをファイルから生成する方法
1. データを転送する各ファイルをチェックします。
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不正なエントリがないことを確認します。正しいデータが、所定の場所に正しい書
式で記録されていることを確認します。エントリのうち、古いもの、無効なもの、
破損しているものは削除します。また、不完全なエントリや一部のみのエントリも
削除します。不完全なエントリは、設定を完了した後に追加する方が、不完全なエ
ントリや破損したエントリを転送するよりも簡単です。

2. 転送する各ファイルの作業用コピーを作成します。

このセクションで説明する実際のファイル転送の手順では、作成した作業用コピー
を使用します。各作業用コピーには、同じファイル名拡張子を付けます (たとえ
ば、.xfr)。

rootmaster% cp /etc/hosts /etc/hosts.xfr

万が一に備えて、使用する予定のすべてのファイルを /etc以外のディレクトリに
コピーしておくのもよいでしょう。nisaddentコマンドと nispopulateコマン
ドでは、ファイルソースディレクトリを指定できます。

3. NIS+クライアントにログインする

この作業はどの NIS+クライアントからでも実行できます。ただし、そのクライア
ントは、情報の転送先となるテーブルと同じドメインに所属していなければなりま
せん。ここで示す例では、ルートマスターサーバーを使用します。これらの例で
は、システム管理者はスーパーユーザーとしてログインしているため、この操作を
実際に実行している (適切な資格とアクセス権を必要とする) NIS+主体は、ルート
マスターサーバーです。

しかし、NIS+テーブルを更新するだけであれば、あえてルートマスターサーバー
にスーパーユーザー (root)としてログインする必要はありません。スーパーユー
ザーであれ、一般ユーザーであれ、一定の資格、権限、許可さえあれば、どのマシ
ンからでも NIS+テーブルを更新できます。

4. このシェルのコマンド検索パスに /usr/lib/nisを追加します。

テーブルごとに /usr/lib/nis/nisaddentコマンドを使用するため、検索パス
に /usr/lib/nisを追加しておくと、毎回これを入力する必要がありません。こ
こでは、Cシェルユーザーの場合の例と Bourneシェルまたは Kornシェルのユー
ザーの場合の例を示します。

Cシェルの場合

rootmaster# setenv PATH $PATH:/usr/lib/nis

Bourneシェルまたは Kornシェルの場合

rootmaster# PATH=$PATH:/usr/lib/nis

rootmaster# export PATH

5. nisaddentを使用して、次のファイルを 1つずつ転送します。

aliases
bootparams
ethers
group
hosts
ipnodes
netgroup
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netmasks
networks
protocols

rpc, services

publickey、automounter、passwd、および shadowの各ファイルは、実行する
手順がそれぞれ少し異なります。publickeyファイルの場合は、手順 6に進んで
ください。automounterファイルの場合は、手順 7に進んでください。passwdお
よび shadowファイルの場合は、手順 8に進んでください。
デフォルトでは、nisaddentはファイル情報をテーブル情報に追加します。置換
またはマージを行うには、-rまたは -mオプションを使用します。

置換する場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -r -f filename table[domain]

追加する場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -a -f filename table [domain]

マージする場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -m -f filename table [domain]

はじめてテーブルを生成する場合は、デフォルトの -aオプションが最適です。
NIS+テーブルを NISマップまたは /etc内のファイルと同期させるための最適な
オプションは -m (マージ)オプションです。

� filenameはファイル名です。通常は、nisaddentによって作成されたことを示
す .xfrをファイル名の最後につけます。

� tableは NIS+テーブル名です。domain引数は省略可能で、テーブルを別のドメ
インに生成するときに使用します。ルートドメインのマスターサーバーから入
力されたいくつかの例を次に示します。これらのファイルは、/etc内の
ファイルを編集したものです。

rootmaster# nisaddent -m -f /etc/hosts.xfr hosts

rootmaster# nisaddent -m -f /etc/groups.xfr groups

この作業をルート以外のサーバーから実行する場合、ルート以外のサーバーは、サ
ポートするドメインの上のドメインに所属することに注意してください。つまり、
ルート以外のサーバーはもう 1つのドメインのクライアントです。たとえば、
sales.doc.com.マスターサーバーは doc.com.ドメインに所属します。そのマ
スターサーバーからテーブルを sales.doc.com.ドメインに生成するには、
nisaddent文に sales.doc.com.ドメイン名を追加する必要があります。

salesmaster# nisaddent -f /etc/hosts.xfr hosts Sales.doc.com.

この作業を sales.doc.com.ドメインのクライアントとして実行した場合、この
コマンドにドメイン名を指定する必要はありません。

エントリが NIS+テーブルに転送されたことを確認するには、niscatコマンドを
使用します。詳細については、第 19章を参照してください。

rootmaster# niscat groups.org_dir
root::0:root
other::1::
bin::2:root,bin,daemon

.
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障害追跡のヒント: niscatを実行しても表示された内容が反映されていない場
合、変更がマスターサーバーから複製サーバーに送られていないためかもしれませ
ん。そのような場合は、5～ 10分後にもう一度 niscatの実行を試みるか、
niscatに -Mオプションを付けて実行してください。-Mオプションを付ける
と、マスターサーバーのデータが取得されます。

6. publickeyファイルを転送します。

ドメインの credテーブルには、すでにいくつかの資格が格納されているため、こ
の credテーブルに転送する publickeyテキストファイルの内容によって、これ
らの資格が上書きされないよう確認する必要があります。これを避けるには、
publickeyテキストファイルからこれらの資格を取り除きます。rootmasterで
次のような行がある場合は、すべて削除してください。

unix.rootmaster@doc.com public-key:private-key [alg-type]

こうすれば、publickeyファイルの内容を credテーブルに転送できます。
nisaddentに -a (追加)オプションを付けて実行します。

rootmaster# nisaddent -a -f /etc/publickey.xfr -t cred.org_dir publickey [domain]

ただし、この操作は DES資格を credテーブルに転送するだけです。主体は、
credテーブルに対する自分の LOCAL資格を作成する必要があります。

7. オートマウンタ情報を転送します。

nissetupユーティリティは auto_masterテーブルと auto_homeテーブルを
作成しますが、これらは標準の NIS+テーブルとはみなされません。したがって、
これらのテーブルに情報を転送するには、少し異なる構文が必要となります。特
に、-tフラグを使用し、そのテーブルが key-value形式であることを指定しなけ
ればなりません。

rootmaster# nisaddent -f auto.master.xfr -t auto_master.org_dir key-value

rootmaster# nisaddent -f auto.home.xfr -t auto_home.org_dir key-value

8. NIS+ passwdテーブルを作成します。

NIS+の passwdテーブルは、/etc/passwdおよび /etc/shadowの両方の
ディレクトリのファイルから引き出されるデータで構成されます。このため、
nisaddentを 2回実行して passwdテーブルを作成しなければなりません。
passwdテーブルを対象として /etc/passwdファイルからデータを引き出す場合
と、shadowテーブルを対象として /etc/shadowファイルからデータを引き出す
場合の 2回実行します。shadowファイルに対して nisaddentを実行する場合、
shadowテーブルが存在しなくても、ターゲットテーブルに shadowを指定するこ
と、そしてデータが実際に passwdテーブルの shadow列に配置されることに注意
してください。

rootmaster# nisaddent -m -f /etc/passwd.xfr passwd

rootmaster# nisaddent -m -f /etc/shadow.xfr shadow

9. nispingを実行して更新内容を複製サーバーに送ります。

nispingを実行すると、複製サーバーに変更が反映されます。

master1# nisping domain
master1# nisping org_dir.domaincom.
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master1# nisping groups_dir.domain

10.テーブルに対しチェックポイントを実行します。

ここまでの手順で、マスターサーバーと複製サーバーの NIS+データセットがメモ
リー内で更新されました。今度はそれをディスク上のテーブルファイルに書き込み
ます。この作業を「チェックポイント」といいます。チェックポイントは必ずしも
ここで実行しなければならないわけではありません。定期的に実行していれば、問
題ありません。ただし、重要な変更を加えた場合には、できるだけ早めにディスク
に書き込むことをお勧めします。

この手順により、ドメインをサポートしている全サーバーが、それらの .log
ファイルからディスク上のテーブルのコピーに新しい情報を転送します。ルートド
メインを設定したばかりの場合、そのルートドメインにはまだ複製サーバーがない
ため、この手順はルートマスターサーバーだけが対象となります。チェックポイン
トを実行するには nispingコマンドに -C (大文字)オプションを付けて実行しま
す。

rootmaster# nisping -C org_dir
Checkpointing replicas serving directory org_dir.doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at July 14, 1997
Master server is rootmaster.doc.com.

checkpoint succeeded.

スワップ空間が不足している場合、サーバーはチェックポイントを正常に実行でき
ませんが、そのことを通知してくれません。スワップ空間が十分あることを確認す
る方法として、niscatコマンドを使ってテーブルの内容をリスト表示する方法が
あります。スワップ空間が不足している場合、次のエラーメッセージが表示されま
す。

can’t list table: Server busy, Try Again.

このメッセージ内容からはわかりませんが、これはスワップ空間の不足を示してい
ます。スワップ空間を増やし、このドメインに再びチェックポイントを実行しま
す。

NIS+テーブルを NISマップから生成す
る
ここでは、NISマップの内容を NIS+テーブルに転送します。手順を次に示します。

1. データを転送する各 NISマップの内容を確認します。

2. NIS+クライアントにログインする

3. このシェルのコマンド検索パスに /usr/lib/nisを追加します。

4. nisaddentを使用して、次のマップを 1度に 1つずつ転送します。aliases,
bootparams, ethers, group, hosts, netgroup, netmasks, networks,
passwd, protocols, rpc, services。
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5. publickeyマップを転送します。

6. オートマウンタ情報を転送します。

7. nispingを実行して変更内容を複製サーバーに反映させます。

8. テーブルに対しチェックポイントを実行します。

NISマップからテーブルを生成する際のセキュリ
ティについて
この作業を行うシステム管理者 (またはクライアント上のスーパーユーザー)に適切な
資格とアクセス権がある限り、この作業は、どの NIS+クライアントからでも実行で
きます。テーブル内のエントリを NISマップのエントリで置換またはマージする場
合、そのテーブルへの作成権と削除権が必要です。新しいエントリを追加する場合、
作成権だけが必要です。

この作業が完了した後、テーブルエントリは、作業を実行した NIS+主体 (システム管
理者である自分、またはスーパーユーザーとしてログインした場合はそのクライアン
ト)と、環境変数 NIS_GROUPによって指定されたグループによって所有されます。

NISマップからテーブルを生成するための前提条
件
� ドメインをあらかじめ設定していて、そのマスターサーバーを実行している

� NIS+テーブルにロードしようとしている NISマップ用の dbmファイル (.pagお
よび .dirファイル)は、/var/ypのサブディレクトリ内にある

� マシン名とユーザー名は重複していない。ユーザーとマシンは、すべて固有の名前
を付ける必要があります。また、ユーザーと同じ名前の付いたマシンは使用できま
せん。

� マシン名にはドット (ピリオド)を使用できない。たとえば、マシン名に
sales.alphaを使用できません。sales-alphaというマシン名は、使用できま
す。

必要な情報
NISマップの名前と位置が必要です。
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NIS+テーブルを NISマップから生成する—作業
マップ

表 9–2 NIS+テーブルをNISマップから生成する

作業 目的 参照先

NIS+テーブルを NIS
マップから生成する

NIS+テーブルを NISマップから生成する 194ページの「NIS+テーブルを
マップから生成する方法」

� NIS+テーブルをマップから生成する方法
1. データを転送する各 NISマップをチェックします。

不正なエントリがないことを確認します。正しいデータが、所定の場所に正しい書
式で記録されていることを確認します。エントリのうち、古いもの、無効なもの、
破損しているものは削除します。また、不完全なエントリや一部のみのエントリも
削除します。不完全なエントリは、設定を完了した後に追加する方が、不完全なエ
ントリや破損したエントリを転送するよりも簡単です。

2. NIS+クライアントにログインする

この作業はどの NIS+クライアントからでも実行できます。ただし、そのクライア
ントは、情報の転送先となるテーブルと同じドメインに所属していなければなりま
せん。ここで示す例では、ルートマスターサーバーを使用します。これらの例で
は、システム管理者はスーパーユーザーとしてログインしているため、この操作を
実際に実行している (適切な資格とアクセス権を必要とする) NIS+主体は、ルート
マスターサーバーです。

3. このシェルのコマンド検索パスに /usr/lib/nisを追加します。

テーブルごとに /usr/lib/nis/nisaddentコマンドを使用するため、コマンド
検索パスに /usr/lib/nisを追加しておくと、毎回これを入力する必要がありま
せん。ここでは、Cシェルユーザーの場合の例と Bourneシェルまたは Korn
シェルのユーザーの場合の例を示します。

Cシェルの場合

rootmaster# setenv PATH $PATH:/usr/lib/nis

Bourneシェルまたは Kornシェルの場合

rootmaster# PATH=$PATH:/usr/lib/nis

rootmaster# export PATH

4. nisaddentを使用して、次のマップを 1度に 1つずつ転送します。

aliases, bootparams, ethers, group, hosts, netgroup, netmasks,
networks, passwd, protocols, rpc, services。

publickeyとオートマウンタマップでは、少し手順が異なります。publickey
ファイルの場合は手順 6に、オートマウンタファイルの場合は手順 7に進んでく
ださい。
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デフォルトでは、nisaddentはファイル情報をテーブル情報に追加します。置換
またはマージを行うには、-rまたは -mのオプションを使用します。

置換する場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -r -y nisdomain table

追加する場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -a -y nisdomain table

マージする場合、次のように入力します。

rootmaster# nisaddent -m -y nisdomain table

はじめてテーブルを生成するときに最適なオプションは、デフォルトの -aオプ
ションです。NIS+テーブルを NISマップまたは /etc内のファイルと同期させる
ための最適なオプションは -m (マージ)オプションです。
-y (小文字)オプションは、テキストファイルではなく、NISドメインを示しま
す。nisdomain引数は、ユーザーが NIS+テーブルに転送しようとしているマップ
を持つ NISドメインの名前です。実際のマップを指定する必要はありません。
nisaddentユーティリティは、table引数に対応する NISマップを自動的に選択
します。次に例をいくつか示します。

rootmaster# nisaddent -m -y olddoc hosts
rootmaster# nisaddent -m -y olddoc passwd

rootmaster# nisaddent -m -y olddoc groups

最初の例では、olddoc (NIS)ドメイン内の hosts.bynameマップと
hosts.byaddrマップの内容を、ルートドメイン (NIS+)内の NIS+ hostsテー
ブルに転送します。2番目の例では、パスワード関連情報を格納している NIS
マップを、NIS+Passwdテーブルに転送します。3番目の例では、グループ関連情
報で同じことを実行します。nisaddentコマンドの詳細については、第 19章を
参照してください。

5. publickeyマップを転送します。

ドメインの credテーブルには、すでにいくつかの資格が格納されているため、
credテーブルに転送する publickeyマップの内容によって、これらの資格が上
書きされないように確認する必要があります。

a. 初めに、publickeyマップをファイルにダンプします。続いて、テキストエ
ディタでそのファイルをオープンします。たとえば、次のように入力します。

rootmaster# makedbm -u /var/yp/olddoc/publickey.byname \
/etc/publickey.xfr

rootmaster# vi /tmp/publickey.tmp

b. publickeyマップから、ログインしているマシンの資格を削除します。

rootmasterに対しては、次のような行は、すべて削除してください。

unix.rootmaster@doc.com public-key:private-key [alg-type]

c. これにより、マップではなく「ファイル」の内容を credテーブルに転送でき
ます。nisaddentに -a (追加)オプションを付けて実行します。

rootmaster# nisaddent -a -f /etc/publickey.xfr -t cred.org_dir Publickey
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ただし、この操作は DES資格を credテーブルに転送するだけです。cred
テーブルに対する自分の LOCAL資格は自分で作成する必要があります。

6. オートマウンタ情報を転送します。

nissetupユーティリティは auto_masterテーブルと auto_homeテーブルを
作成しますが、これらは標準の NIS+テーブルとはみなされません。したがって、
これらのテーブルに情報を転送するには、少し異なる構文が必要となります。

rootmaster# nisaddent -y olddoc -Y auto.master -t auto_master.org_dir key-value

rootmaster# nisaddent -y olddoc -Y auto.home -t auto_home.org_dir key-value

NISドメイン名 (この例では olddoc)と同様、-mと -yのオプションが必要で
す。しかし、NISマップ名 (auto.masterなど)の前には -Y (大文字)を付けなけ
ればなりません。次に、オートマウンタの「テキストファイル」を転送するときに
必要なように、標準の NIS+テーブルであることを示す -tオプションを使用しな
ければなりません。この引数は、NIS+ディレクトリオブジェクト
(auto_master.org_dir)とテーブルの種類 (key-value)です。NIS+テーブル
名の後ろには必ず接尾辞 org_dirを追加してください。

7. nispingを実行して更新内容を複製サーバーに送ります。

nispingを実行すると、複製サーバーに変更が反映されます。

master1# nisping domain
master1# nisping org_dir.domaincom.
master1# nisping groups_dir.domain

8. テーブルに対しチェックポイントを実行します。

この手順により、ドメインをサポートしている全サーバーが、それらの .log
ファイルからディスク上のテーブルのコピーに新しい情報を転送します。ルートド
メインを設定したばかりの場合、そのルートドメインにはまだ複製サーバーがない
ため、この手順はルートマスターサーバーだけが対象となります。nispingコマ
ンドに -C (大文字)オプションを付けて実行します。

rootmaster# nisping -C org_dir
Checkpointing replicas serving directory org_dir.doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at July 14, 1994
Master server is rootmaster.doc.com.

checkpoint succeeded.

スワップ空間が不足している場合、サーバーはチェックポイントを正常に実行でき
ませんが、そのことを通知しません。スワップ空間が十分あることを確認する方法
として、niscatコマンドを使ってテーブルの内容をリスト表示する方法がありま
す。スワップ空間が不足している場合、次のエラーメッセージが表示されます。

can’t list table: Server busy, Try Again.

このメッセージ内容からはわかりませんが、これはスワップ空間の不足を示してい
ます。スワップ空間を増やし、このドメインに再びチェックポイントを実行しま
す。
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NIS+から NISに情報を転送する
ここでは、NIS+テーブルの内容を、Solaris 1.xの NISマスターサーバー上の NIS
マップに転送します。手順を次に示します。

1. NIS+サーバーにログインします。
2. NIS+テーブルを出力ファイルに転送します。
3. 出力ファイルの内容を NISマップに転送します。

NISから NIS+に情報を転送する際のセキュリ
ティについて
この作業を実行するには、内容を転送する各テーブルへの読み取り権が必要です。

NISから NIS+に情報を転送するための前提条件
マップを NISサーバー上にあらかじめ作成しておかなければなりません。

NIS+から NISに情報を転送する—作業マップ
表 9–3 NIS+からNISに情報を転送する

作業 目的 参照先

NIS+から NISに情報
を転送する

NIS+テーブルから Solaris 1.xの NISのマスター
サーバー上の NISマップに情報を転送する

197ページの「NIS+から NISへ情
報を転送する方法」

� NIS+から NISへ情報を転送する方法
1. NIS+サーバーにログインします。

この例では、dualserverという名前のサーバーを使用します。

2. NIS+テーブルを出力ファイルに転送します。

次に示すように、各テーブルごとに 1回、-dオプションを付けた nisaddentコ
マンドを使用します。

dualserver% /usr/lib/nis/nisaddent -d -t table tabletype > filename

-dオプションは、tableの内容を /etc内の標準のファイル形式に変換して
filenameに出力します。
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3. 出力ファイルの内容を NISマップに転送します。

NIS+の出力ファイルは、NISマップ用の入力ファイルとして使用できるASCII
ファイルです。これらを NISマスターの /etcディレクトリにコピーし、通常の
方法で makeを実行します。

dualserver# cd /var/yp

dualserver# make

所有者および管理者に対する Passwdへ
のアクセス制限
ここでは、passwdテーブルのパスワードに関係する列に対する読み取り権を所有者
とテーブルの管理者だけに制限し、しかも passwdテーブル内の残りの列に対する認
証主体 (アプリケーションを含む)の読み取り権に影響を与えない方法を説明します。

この作業では、次のアクセス権を設定します。

Nobody Owner Group World
Table Level Rights: ---- rmcd rmcd ----
Passwd Column Rights: ---- rm-- rmcd ----

Shadow Column Rights: ---- rm-- rmcd ----

Passwd列へのアクセスを制限する際のセキュリ
ティについて
� ドメインを NIS互換モードで動作させないでください。

� ドメインのすべての NIS+クライアントには DES資格が必要です。

� ドメインのすべてのクライアントで、Solarisリリース 2.3以降のリリースが実行さ
れている必要があります。

� ユーザーのネットワークパスワード (DES資格の暗号化に使用)は、ログインパス
ワードと同じディレクトリでなければなりません。

Passwd列へのアクセスを制限するための前提条件
� passwdテーブルをあらかじめ設定しておかなければなりません。ただし、情報が
入っている必要はありません。

� この作業を実行する NIS+主体には、passwdテーブルへの変更権が必要です。
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必要な情報
必要なのは passwdテーブルの名前だけです。

所有者および管理者に対する Passwd列へのアク
セス制限—作業マップ

表 9–4所有者および管理者に対する Passwd列へのアクセス制限

作業 目的 参照先

所有者および管理者に
対する Passwd列への
アクセス制限

NIS+のコマンドを使って passwd.org_dirを
変更し、所有者および管理者に対する passwd列
へのアクセスを制限する

199ページの「パスワード列へのア
クセスを制限する方法」

� パスワード列へのアクセスを制限する方法
1. ドメインのマスターサーバーにログインします。

この例ではルートマスターサーバー rootmasterを使用します。

2. 現在のテーブルと列のアクセス権を確認します。

niscat -oコマンドを実行します。

rootmaster# niscat -o passwd.org_dir

この作業では、次のような既存のアクセス権になっていることを前提としていま
す。

Access Rights : ----rmcdrmcdr---
Columns :

[0] Name : name
Access Rights : r-----------r---

[1] Name : passwd
Access Rights : -----m----------

[2] Name : uid
Access Rights : r-----------r---

[3] Name : gid
Access Rights : r-----------r---

[4] Name : gcos
Access Rights : r----m------r---

[5] Name : home
Access Rights : r-----------r---

[6] Name : shell
Access Rights : r-----------r---

[7] Name : shadow

Access Rights : r-----------r---

自分のアクセス権が異なる場合、別の構文を使用する必要があります。手順につい
ては、第 15章を参照してください。
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3. テーブルのアクセス権を変更します。

nischmodコマンドを実行して、テーブルのオブジェクトレベルのアクセス権を
----rmcdrmcd----に変更します。

rootmaster# nischmod og=rmcd,nw= passwd.org_dir

4. 列のアクセス権を変更します。

nistbladmコマンドを -uオプションを付けて使用して、passwd列および
shadow列のアクセス権を次のように変更します。

passwd ---- rm-- ---- ----
shadow ---- r--- ---- ----

rootmaster# nistbladm -u passwd=o+r, shadow=o+r passwd.org_dir

5. 新しいアクセス権を確認します。

手順 2の場合と同様、niscat -oコマンドを実行します。アクセス権は、手順 2
の出力と同じでなければなりません。

テーブルの生成のまとめ
NIS+テーブルの生成に必要な手順のまとめを次に示しています。これは、もっとも
簡単な場合を想定しています。このため、まとめを参考として使用する前に、作業の
詳細を十分に理解しておいてください。また、このまとめでは各コマンドに対する
サーバーの応答は示していません。

表 9–5 NIS+テーブルへのファイルの転送 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

NIS+クライアントにログインす
る rootmaster%

転送するファイルの作業用コ
ピーを作成する % cp /etc/hosts /etc/hosts.xfr

検索パスに /usr/lib/nisを
追加する % PATH=$PATH:/usr/lib/nis; export PATH

各ファイルを 1つずつ転送する % nisaddent -m -f /etc/hosts.xfr hosts

publickeyファイルから古い
サーバー資格を削除する % vi /etc/publickey.xfer

資格テーブルに publickey
ファイルを転送する % nisaddent -a -f /etc/publickey.xfr cred
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表 9–5 NIS+テーブルへのファイルの転送 -コマンドのまとめ (続き)
作業 コマンド

オートマウンタファイルを転送
する

% nisaddent -f auto.master.xfr -t auto_master.org_dir
key-value

% nisaddent -f auto.home.xfr -t auto_home.org_dir key-value

テーブルディレクトリに
チェックポイントを実行する % nisping -C org_dir

表 9–6 NIS+テーブルへのマップの転送 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

NIS+クライアントにログインす
る rootmaster%

検索パスに /usr/lib/nisを追
加する % PATH=$PATH:/usr/lib/nis; export PATH

各マップを 1つずつ転送する % nisaddent -m -y olddoc hosts

publickeyマップをファイルに
ダンプする

% makedbm -u /var/yp/olddoc/publickey.byname >
/etc/publickey.xfr

新しい資格を削除する % vi /etc/publickey.xfr

publickeyファイルを転送する
% nisaddent -a -f /etc/publickey.xfr -t cred.ortg_dir
publickey

オートマウンタマップを転送する

% nisaddent -y olddoc -Y auto.master -t auto_master.org_dir
key-value

% nisaddent -y olddoc -Y auto.home -t auto_home.org_dir
key-value

テーブルディレクトリにチェック
ポイントを実行する % nisping -C org_dir

表 9–7 NISマップへのNIS+テーブルの転送 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

NIS+サーバーにログインする dualserver#

NIS+テーブルをファイルに転送
する

% /usr/lib/nis/nisaddent -d [-t table] tabletype > filename

ファイルを NISマップに転送す
る

% makedbm flags output-file NIS-dbm-file
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表 9–8 Passwd列へのアクセスの制限 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

ドメインのマスターサーバーに
ログインする

rootmaster#

テーブルの既存の権利を
チェックする

# niscat -o passwd.org_dir

テーブルに新しい権利を割り当
てる

# nischmod og=rmcd,nw= passwd.org_dir

列に新しい権利を割り当てる # nistbladm -u passwd=o+r, shadow=n+r passwd.org_dir

新しい権利を確認する # niscat -o passwd.org_dir
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パート III NIS+の管理

このパートでは、Solaris OS上での NIS+ネームサービスの管理および問題解決につ
いて説明します。
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第 10章

NIS+のテーブルと情報

この章では、これらのテーブルの構造と設定方法の概要について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+テーブル構造
NIS+は、さまざまなネットワーク情報をテーブルに格納します。NIS+テーブルに
は、単純なテキストファイルやマップにはない、いくつかの機能があります。これら
のテーブルは、列エントリ構造を持ち、検索パスを受け付けます。また、これらの
テーブルをリンクして、いくつかの異なる方法で構成することもできます。NIS+に
は事前構成された 16個のシステムテーブルがあり、独自のテーブルを作成すること
もできます。表 10–1は、事前構成した NIS+テーブルを示します。

注 –ネームサービスとして、NIS+テーブルはオブジェクト自体ではなく、オブジェク
トの参照情報を格納するように設計されています。そのため、NIS+はエントリの大
きなテーブルをサポートできません。テーブルに非常に大きなエントリがある場合、
rpc.nisdは機能しません。
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表 10–1 NIS+のテーブル

テーブル テーブル内の情報

hosts ドメイン内の全マシンのネットワークアドレスとホスト名

bootparams ドメイン内の全ディスクレスクライアントのルート、スワップ、および
ダンプパーティションの位置

passwd ドメイン内の全ユーザーに関するパスワード情報

cred ドメインに所属する主体の資格

group ドメイン内の全 UNIXグループのグループ名、グループパスワード、グ
ループ id、およびメンバー

netgroup ドメイン内のマシンやユーザーが所属できるネットグループ

mail_aliases ドメイン内のユーザーのメール別名に関する情報

timezone ドメイン内の全マシンの時間帯

networks ドメイン内のネットワークとこれらの標準の名前

netmasks ドメイン内のネットワークとこれらに関連付けられているネットマスク

ethers ドメイン内の全マシンの Ethernetアドレス

services ドメイン内で使用される IPサービス名とそれらのポート番号

protocols ドメイン内で使用される IPプロトコルのリスト

RPC ドメイン内で使用可能な RPCサービスの RPCプログラム番号

auto_home ドメイン内の全ユーザーのホームディレクトリの位置

auto_master 自動マウンタのマップ情報

credテーブルには NIS+のセキュリティに関係する情報だけが入っています。これに
ついては第 12章で説明します。

これらのテーブルには、ユーザー名からインターネットサービスまでの幅広い情報が
格納されています。この情報の多くは、設定時または構成の手順の中で生成されま
す。たとえば、passwordテーブル内のエントリは、ユーザーアカウントが設定され
たときに作成されます。hostsテーブル内のエントリは、マシンがネットワークに追
加されたときに作成されます。また、networksテーブル内のエントリは、新しい
ネットワークが設定されたときに作成されます。

この情報はこのような広範囲にわたる操作によって生成されるため、このマニュアル
では詳細を説明していません。ただし、使いやすさを考慮して、テーブルの各列に含
まれる情報は、第 23章に要約してあります。詳細な説明は、グループを NIS+グルー
プやネットグループと区別する場合など、理解しにくい内容についてのみ行います。
テーブルの情報の詳細は、Solarisの「システム管理マニュアルセット」と「ネット
ワーク管理マニュアルセット」を参照してください。
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注 –ドメインにさらに多くのオートマウントマップを作成できますが、必ずNIS+
テーブルとして格納し、auto_masterテーブルの中に入れてください。オートマウ
ントマップを作成して、ユーザー用に作成された auto_masterに追加するときは、
列名にはキー (key)と値 (value)が含まれている必要があります。オートマウントの
詳細は、オートマウントまたは NFSファイルシステムの関連マニュアルを参照してく
ださい。

列とエントリ
NIS+テーブルにはさまざまな種類の情報が格納されていますが、これらの基本構造
はすべて同じで、行と列から構成されます。この列は、「エントリ」または「エント
リオブジェクト」と呼ばれます。

クライアントは、キー、または検索可能な任意の列によりアクセスできます。たとえ
ば、baseballという名前のマシンのネットワークアドレスを見つけるには、ホスト
名の列を探して baseballを見つけます。

次に、baseballのエントリ行を移動して、そのネットワークアドレスを見つけま
す。
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クライアントは、任意のレベルでテーブル情報にアクセスできる (つまり、テーブル
に全体としてアクセスできる)ため、NIS+は 3つのレベルすべてにセキュリティ機構
を提供しています。たとえば、管理者は、オブジェクトレベルで全員にテーブルの読
み取り権を割り当て、列レベルで所有者に変更権を割り当て、エントリレベルでグ
ループに変更権を割り当てることができます。テーブルのセキュリティの詳細は、
第 15章で説明しています。

検索パス
テーブルには、その「ローカル」ドメインについての情報だけが収められています。
たとえば、doc.com.ドメイン内のテーブルには、doc.com.ドメインのユーザー、
クライアント、およびサービスについての情報だけが収められています。また、
sales.doc.com.ドメイン内のテーブルには、sales.doc.com.ドメインのユー
ザー、クライアント、およびサービスについての情報だけが収められます。

あるドメイン内のクライアントが、別のドメインに格納されている情報を見つけよう
とした場合、完全指定名を使用しなければなりません。78ページの「環境変数
NIS_PATH」で説明したように、環境変数 NIS_PATHが正しく設定されていれば、
NIS+サービスによって自動的に処理されます。

情報を探すときにサーバーがたどる「検索パス」をどの NIS+テーブルでも指定でき
ます。この検索パスは、NIS+テーブルをコロンで区切って順番に並べたものです。

>tabletable:table...

検索パス内のテーブル名は、完全指定する必要はありません。テーブル名は、コマン
ド行で入力された名前と同じように展開されます。サーバーが自分のローカルテーブ
ル内に情報を検出できなかった場合、サーバーはクライアントにテーブルの検索パス
を返します。クライアントはそのパスを使用して、その情報が見つかるかまたは最後
まで、検索パスに名前があるすべてのテーブルを順番に探していきます。

検索パスのメリットを次に示します。次のようなドメイン階層があるとします。
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下位にある 2つのドメインの hostsテーブルの内容は次のようになります。

表 10–2 hostsテーブルの例

sales.doc.com. manf.doc.com.

10.0.0.1 localhost 172.18.0.1 localhost

10.22.3.22 luna 172.29.6.1 sirius

10.22.3.24 phoebus 172.29.6.112 rigel

10.22.3.25 europa 172.29.6.90 antares

10.22.3.27 ganymede 172.29.6.101 polaris

10.22.3.28 mailhost 172.29.6.79 mailhost

ここで、sales.doc.com.ドメイン内の lunaにログインしたユーザーが、別のク
ライアントにリモートログインする場合を考えてみます。このユーザーが完全指定名
を指定しない場合、そのユーザーがリモートログインできるのは localhost、
phoebus、europa、ganymede、および mailhostの 5台のマシンだけです。
localhost, phoebus, europa, ganymede, and the mailhost.

sales.doc.com.ドメインの hostsテーブルの検索パスに、manf.doc.com.ドメ
インの hostsテーブルが指定されていると仮定します。

hosts.org_dir.manf.doc.com.

これで sales.doc.com. ドメイン内のユーザーは、たとえば、rlogin sirius と
入力することができ、NIS+サーバーはこれを検出します。NIS+サーバーはまずロー
カルドメインで siriusを探し、見つからなければ manf.doc.com.ドメイン内を探
します。クライアントは manf.doc.com.ドメインをどのように認識するのでしょう
か。第 2章で説明したように、この情報はディレクトリキャッシュに格納されていま
す。これがディレクトリキャッシュにない場合、クライアントは、第 2章で説明した
プロセスに従ってこの情報を入手します。
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ただし、検索パスを指定する方法には、若干の欠点があります。ユーザーがたとえ
ば、rlogin luba (luna でなく) などと間違った名前を入力した場合、サーバーは 1
つのテーブルではなく、3つのテーブルを探さなければエラーメッセージを返せませ
ん。名前空間の全域に検索パスを設定した場合、1つの操作は 2、3個のドメインでは
なく、10個のドメイン内のテーブルを検索してから終了します。もう 1つの欠点は、
多数のクライアントが NIS+テーブルにアクセスする必要があるとき、複数のサー
バーのセットと通信するために、パフォーマンスの低下を招くという点です。

また、mailhostは別名として使用されることが多いため、特定のメールホストにつ
いての情報を探したいときは、その完全指定名 (mailhost.sales.doc.com.など)
を使用しなければなりません。そうしないと、NIS+は検索したすべてのドメインで
見つけたすべてのメールホストを返します。

テーブルの検索パスを指定するには、352ページの「テーブルでの nistbladmコマ
ンドの使用」で説明するように、nistbladmコマンドに -pオプションを付けて実行
します。

テーブルの設定方法
NIS+テーブルの設定には 3つまたは 4つの作業が伴います。

1. org_dirディレクトリの作成
2. システムテーブルの作成
3. システムテーブル以外のテーブルの作成 (必要に応じて)
4. 情報を入力してテーブルを生成 (populate)する

56ページの「NIS+のファイルとディレクトリ」で説明したように、NIS+のシステム
テーブルは org_dirディレクトリに格納されます。したがって、テーブルを作成す
るには、その前にテーブルを入れる org_dirディレクトリを作成しなければなりま
せん。これには 3つの方法があります。

� nisserverスクリプトを使用。nisserverスクリプトは、ディレクトリとシス
テムテーブのルフルセットを作成します。nisserverスクリプトを実行すること
を推奨します。

� nismkdirコマンドを使用。nismkdirコマンドは単にディレクトリを作成する
ものです。

� /usr/lib/nis/nissetupユーティリティを使用。nissetupユーティリティは
org_dirおよび groups_dirディレクトリとシステムテーブルのフルセットを作
成します。

nisserverスクリプトと、nissetupおよび nismkdirユーティリティについて
は、332ページの「nismkdirコマンド」を参照してください。nismkdirコマンド
に関するその他の情報については、332ページの「nismkdirコマンド」に説明があ
ります。
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nissetupユーティリティのメリットは、サーバーが NIS互換モードで動作している
ドメインのテーブルに対して、適切なアクセス権を割り当てる機能です。-Yフラグを
付けて実行すると、このユーティリティは作成するオブジェクトの「未認証」カテゴ
リに読み取りアクセス権を割り当てます。その結果、未認証の NISクライアントは、
そのドメインの NIS+テーブルから情報を得ることができます。

NIS+の 16個のシステムテーブルと、これらに格納される情報の種類については、
第 10章で説明します。これらを作成するには、前述の 3つの方法を使用できます。
nistbladmコマンドは NIS+テーブルの作成と変更を行います。nistbladmコマン
ドで名前空間内のすべてのテーブルを作成できますが、入力量が多くなり、列の正確
な名前やアクセス権を知っている必要があります。nisserverスクリプトを使う方
が、はるかに簡単です。

システムテーブル以外のテーブル、つまり NIS+によってまだ構成されていないテー
ブルを作成するには、nistbladmコマンドを使用します。オートマウントマップを
追加する場合は、最初の列の名前が key、2番目の列の名前が valueになっている必
要があります。

NIS+テーブルを生成するには、NISマップから行う方法、ASCIIファイル (/etc内
のファイルなど)から行う方法、および手作業の 3つの方法があります。

NISサービスからアップグレードしている場合、すでにネットワーク情報の大部分が
NISマップに格納されています。この情報を NIS+テーブルに手作業で再入力する必
要はありません。nispopulateスクリプトか nisaddentユーティリティを使用す
ると自動的に転送できます。

ほかのネットワーク情報サービスを使用していない場合で、しかもネットワークデー
タを /etc内のファイルで管理しているときも、この情報を再入力する必要はありま
せん。nispopulateスクリプトか nisaddentユーティリティを使用しても自動的
に転送できます。

ネットワークをはじめて設定する場合、多くのネットワーク情報をすでにどこかに格
納しているということはおそらくないでしょう。この場合、まず情報を入手して、次
に NIS+テーブルに手作業で入力する必要があります。これを行うには、nistbladm
コマンドを使用できます。また、特定のテーブルの全情報を「入力ファイル」(これは
本質的に /etc内のファイルと同じです)に入力し、次に、nispopulateスクリプト
か nisaddentユーティリティを使用してファイルの内容を転送することによっても
同じことが行えます。

テーブルの更新方法
ドメインが設定されると、サーバーはそのドメインの NIS+テーブルの最初のバー
ジョンを受け取ります。これらのバージョンはディスクに格納されますが、サーバー
は起動されると、これらをメモリーにロードします。サーバーがテーブルに対する更
新を受信すると、サーバーはそのメモリーにあるテーブルをすぐに更新します。サー
バーが情報の要求を受信すると、その応答のためにメモリーにあるコピーを使用しま
す。
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もちろん、サーバーはその更新をディスクにも格納する必要があります。ディスクに
あるテーブルを更新するには時間がかかるため、NIS+の全サーバーはテーブル用
の「ログ」ファイルを持っています。このログファイルは、テーブルに対して行われ
た変更内容を、ディスク上で更新できるまで、一時的に格納するように設計されてい
ます。ログファイルは、テーブル名を接頭辞として使用し、これに .logを追加しま
す。たとえば、以下のようになります。

hosts.org_dir.log
bootparams.org_dir.log
password.org_dir.log

ipnodes.org_dir.log

ログファイルが大きくなりすぎて大量のディスク領域を占有しないように、ディスク
にあるテーブルのコピーは毎日更新しなければなりません。このプロセス
は「チェックポイントを実行する」と呼ばれます。これには、nisping -Cコマンド
を使用します。
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第 11章

NIS+のセキュリティの概要

この章では、NIS+のセキュリティシステムと、システムが NIS+名前空間全体に与え
る影響について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

Solarisのセキュリティ -概要
Solarisのセキュリティは、ユーザーが Solarisシステムに入るために通過しなければ
ならないゲートと、内部でそのユーザーが何をできるのかを判定するアクセス権マト
リックスの 2つによって確保されています。このセキュリティシステムの概略につい
ては、図 11–1を参照してください。
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図 11–1 Solarisのセキュリティゲートとフィルタ

上の図に示すように、システム全体は 4つのゲートと 2つのアクセス権マトリックス
で構成されています。

� 「ダイアルアップゲート」。モデムや電話回線により Solarisシステムにアクセス
するには、正しいログイン IDとダイアルアップパスワードが必要です。

� 「ログインゲート」。Solarisシステムに入るには、正しいログイン IDとユーザー
パスワードが必要です。

� 「ファイルおよびディレクトリマトリックス」。Solarisシステムに入ってから、
ファイルやディレクトリに関して、読み取り、実行、変更、作成、削除等の各種操
作を行う権限はアクセス権マトリックスによってコントロールされます。

� 「rootゲート」。root権限にアクセスするには、正しいスーパユーザー (root)パ
スワードが必要です。

� 「RPCゲートによる保護」。セキュリティレベル 2 (デフォルト値)の NIS+環境に
おいては、NIS+サービスを使って NIS+オブジェクト (サーバー、ディレクトリ、
テーブル、テーブルエントリなど)にアクセスしようとする場合、ユーザー IDは
Secure RPCプロセスを使った NIS+によって確認されます。
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ダイヤルアップ、ログイン、ルートゲート、およびファイルとディレクトリのアク
セス権マトリクスの詳細は、Solarisの各マニュアル及び資料を参照してくださ
い。

Secure RPCゲートをパスするには、Secure RPCパスワードが必要です。「Secure
RPCパスワード」は、「ネットワークパスワード」と呼ばれる場合もあります。
Secure RPCパスワードとログインパスワードは通常同一なので、ゲートをパスし
た場合はパスワードを再入力する必要がありません (2つのパスワードが異なる場
合についての説明は、235ページの「Secure RPCパスワードとログインパスワー
ドの問題」を参照)。

ユーザー要求が Secure RPCゲートをパスするには、1組の「資格」セットが使わ
れます。ユーザーの資格を、作成、提示、判定するプロセスを、そのプロセスが
ユーザーがだれであり、正しい RPCパスワードを所持しているか否かを確認する
ことから、「認証 (authentication)」と呼びます。この認証プロセスは、ユーザー
が NIS+サービスを要求するごとに自動的に実行されます。

NIS互換モード (YP互換モードとも呼ばれる)の NIS+環境では、ユーザーが正し
い資格を所持しているか否かにかかわらず (認証プロセスによって、IDが確認さ
れ、Secure RPCパスワードがチェックされたか否かにかかわらず)、だれでもすべ
ての NIS+オブジェクトを読み取ることができ、またそれらエントリを変更できる
ので、Secure RPCゲートによるガードは極めて弱くなります。だれもがすべての
NIS+オブジェクトを読み取りかつそれらエントリを変更できるので、互換モード
の NIS+ネットワークは通常モードのよりも安全性が低くなります。

NIS+の認証と資格の作成および管理については、第 12章を参照してください。
� 「NIS+オブジェクトマトリックス」。一度正しく認証されると、ユーザーが

NIS+オブジェクトを読み取り、変更、作成、削除する権限はアクセス権マト
リックスに管理されます。このプロセスをNIS+の「承認 (authorization)」と呼び
ます。

NIS+のアクセス権および承認の詳細は、第 15章を参照してください。

NIS+のセキュリティ -概要
NIS+のセキュリティは NIS+の名前空間全体にかかわっています。セキュリティと名
前空間を別に設定することはできません。このため、セキュリティの設定方法は名前
空間の各構成要素を設定する手順と密接に関係することになります。一度 NIS+のセ
キュリティ環境を設定すると、その後はユーザーの追加および削除、アクセス権の変
更、グループメンバーの再割当やネットワーク展開を管理するために必要なその他す
べての管理ルーチンタスクを実行できます。

NIS+のセキュリティ機能は名前空間内の情報と、名前空間そのものの構造を不正ア
クセスから保護するものです。このセキュリティ機能がなければ、どんな NIS+クラ
イアントであっても名前空間に保存された情報を獲得することも変更することもでき
ないだけでなく、ダメージを与える可能性があります。

NIS+セキュリティには次の 2つの機能があります。
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� 「認証 (authentication)」。認証は NIS+主体を識別するのに使われます。主体
(ユーザーまたはマシン)が NIS+オブジェクトにアクセスしようとするときはいつ
も、ユーザー IDと Secure RPCパスワードが確認されチェックされます。

� 「承認 (authorization)」。承認はアクセス権を識別するのに使われます。NIS+主
体が NIS+オブジェクトにアクセスしようとするときはいつも、所有者、グルー
プ、その他、未認証の 4つのクラスの 1つに位置付けられています。NIS+セ
キュリティシステムは NIS+管理機能により、各クラスに NIS+オブジェクトに対
する読み取り、変更、作成、削除の各権限を指定します。たとえば、あるクラスは
passwdテーブルの特定列を変更できるが、その列を読み取ることはできないと
か、別のクラスはいくつかのエントリを読み取ることはできるが、それ以外はでき
ないというように設定できます。

NIS+のセキュリティ機能は 2段階のプロセスを用意しています。

1. 「認証 (authentication)」。NIS+は資格 (credential)を使ってユーザーを確認しま
す。

2. 「承認 (authorization)」。承認プロセスがユーザー IDを確認すると、NIS+はク
ラスを判定します。NIS+オブジェクトまたはサービスに対して何が行えるのか
は、ユーザーがどのクラスに属しているかに依存します。これは UNIXの標準的
なファイルおよびディレクトリのアクセス権システムと同様の考え方に基づいてい
ます (クラスの詳細は、221ページの「承認クラス」を参照)。

このプロセスは、マシンAのルート権限により suコマンドを使って、第 2の NIS+
アクセス権で NIS+オブジェクトにアクセスすることを防ぐものです。

しかしながら NIS+は、他人のユーザーログインパスワードを知っている者が、その
ユーザーになりすましてユーザー IDと NIS+アクセス権を使用することを妨げること
はできません。またルート権限を持つユーザーが同一マシンからログインしている別
のユーザーになりすますのを防ぐこともできません。

図 11–2に、このプロセスの詳細を示します。

図 11–2 NIS+セキュリティプロセスの概要
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NIS+の主体について
NIS+主体とは、NIS+サービスに要求をするエンティティ (クライアント)のことで
す。NIS主体には、クライアントマシンに一般ユーザーとしてログインしたユー
ザー、スーパーユーザーとしてログインしたユーザー、NIS+クライアントマシンに
おいてスーパーユーザー特権で動作しているプロセスを含みます。つまり NIS+主体
は、クライアントユーザーである場合と、クライアントマシンである場合とがありま
す。

NIS+の主体は、NIS+サーバーから NIS+サービスを提供する主体を指すこともあり
ます。すべての NIS+サーバーは NIS+クライアントにもなるので、サーバーが NIS+
の主体となる場合もあります。

NIS+セキュリティレベル
NIS+サーバーは、2つのセキュリティレベルのどちらかで動作します。セキュリ
ティレベルにより、要求を送信して認証を取得しなければならない資格主体の種類が
決まります。NIS+は、最高セキュリティレベル (セキュリティレベル 2)で動作する
ように設計されています。レベル 0は、テスト、設定、およびデバッグのときにだけ
使用します。セキュリティレベルについては、表 11–1を参照してください。

表 11–1 NIS+セキュリティレベル

セキュリティレベル 目的

0 セキュリティレベル 0は、NIS+名前空間の初期テストと初期設定を行うレ
ベル。セキュリティレベル 0で動作している NIS+サーバーは、ドメイン
内の全 NIS+オブジェクトに対する完全なアクセス権をどの NIS+主体に
も与える。レベル 0はシステム管理者だけが設定管理のためにだけ使用す
る。レギュラーユーザーはネットワークにおける通常のオペレーションに
使用できない

1 セキュリティレベル 1はAUTH_SYSセキュリティを利用する。このレベ
ルは NIS+によってサポートされていないため、利用すべきではない

2 セキュリティレベル 2はデフォルトで、NIS+が現在提供している最高レベ
ルのセキュリティ。DES資格を使用する要求だけを認証する。資格を持た
ない要求には未認証クラスが与えられ、未認証クラスに割り当てられたア
クセス権が与えられる。無効な DES資格を使用する要求は再試行される。
有効な DES資格の獲得に繰り返し失敗すると、無効資格を持った要求とし
て認証エラーになる(資格が無効になる場合、要求をした主体に対してその
マシンで keyloginが実行されていない、クロックの同期がとれていない、
鍵が不一致であるなどの原因が考えられる)。
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セキュリティレベルとパスワードコマンド
Solarisリリース 2.0から 2.4の環境では、nispasswdを使用してパスワードを変更し
ます。ただし、資格がなければ nispasswdは機能しません (より上位のレベルでの
資格が残っている場合を除き、セキュリティレベル 0では機能しない)。Solarisリ
リース 2.5以降の場合は、セキュリティレベルや資格ステータスにかかわらず、
passwdコマンドを使ってパスワードを変更します。

NIS+の認証と資格 -紹介
NIS+資格の目的は、NIS+サービスや NIS+オブジェクトへのアクセスを要求する各
主体の IDを「認証」(確認)することにあります。つまり、NIS+資格および承認プロ
セスは Secure RPCシステムを実装することです。

資格および認証システムは他人になりすますのを防ぐシステムです。あるマシンの
ルート権限を持つユーザーが suコマンドを使って、ログインしていないもしくは別
のマシンにログインしている第 2のユーザーになりすまし、NIS+アクセス権を使用
して NIS+オブジェクトにアクセスすることを妨げます。

サーバーが主体を認証すると、主体は 4つの認証クラスの 1つに分類されます。次
に、サーバーは主体がアクセスしようとしている NIS+オブジェクトをチェックし
て、主体のクラスが実行を認証される動作を確認します。承認の詳細は、220ページ
の「NIS+の承認とアクセス -紹介」を参照してください。

ユーザーおよびマシンの資格
主体には、「ユーザー」と「マシン」の 2つの基本的な種類があります。

� 「ユーザー (user)資格」。一般ユーザーとして NIS+クライアントにログインした
場合、NIS+サービス要求には当人の「ユーザー」資格が含まれます。

� 「マシン (machine)資格」。スーパーユーザーとして NIS+クライアントにログイ
ンした場合、サービス要求は「クライアントマシン」資格を使います。

DESと LOCAL資格
NIS+主体には DESと LOCALの 2つの資格が用意されています。
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DES資格

注 –認証を行う仕組みとしては DES資格が唯一のものです。将来はほかの仕組みも利
用できるようになるかもしれません。DES資格と NIS+資格は同等のものではありま
せん。

このマニュアルでは、DES資格という用語は、鍵の長さにかかわりなく Diffie -
Hellman鍵をベースにした認証を表すものとして一般的に使われています。鍵の長さ
はあらかじめ決められたセットから指定することができます。Diffie - Hellman鍵の長
さの設定や表示を行うには nisauthconf(1M)を使用します。

DES (データ暗号化規格)資格は資格の 1種であり、保護認証を提供するものです。こ
のマニュアルで NIS+主体を認証するために資格をチェックすると記述している場合
は、NIS+がチェックしている DES資格のことを意味します。

主体が NIS+サービスを要求したり、NIS+オブジェクトにアクセスするごとに、ソフ
トウェアは格納してある資格情報を使って主体の資格を作成します。DES資格は
NIS+管理機能によって各主体に作られた情報から作成されます。第 12章を参照して
ください。

� 主体の DES資格の正当性を NIS+が確認すると、その主体は「認証」されます。

� 主体は所有者、グループ、その他のいずれかの承認クラスを得るために認証されな
ければなりません。つまり、これらクラスの１つを得るために、有効な DES資格
を持つ必要があるのです。有効な DES資格を持たない主体は自動的に未認証クラ
スに割り当てられます。

� 当該主体がクライアントユーザーであるかクライアントマシンであるかにかかわら
ず、DES資格情報は常に主体のホームドメインの credテーブルに格納されま
す。

LOCAL資格
LOCAL資格は、ユーザー ID番号とホームドメイン名を含む NIS+主体名とのマップ
です。ユーザーがログインすると、システムは DES資格が格納されているホームドメ
インを特定する LOCAL資格をチェックします。システムはその情報を使ってユー
ザーの DES資格情報を獲得します。

ユーザーがリモートドメインにログインした場合、その要求はユーザーのホームドメ
インを示す LOCAL資格を使います。NIS+は次にユーザーの DES資格情報を知るた
めにユーザーのホームドメインを問い合わせます。こうして、たとえユーザーの DES
資格情報がリモートドメインに格納されていなくても、リモートドメインで認証され
ます。
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図 11–3資格とドメイン

LOCAL資格情報はどのドメインにも格納できます。実際、リモートドメインにログ
インし認証されるためには、クライアントユーザーはリモートドメインの credテー
ブルに LOCAL資格を持っている必要があります。ユーザーが、アクセスしようとす
るリモートドメインに LOCAL資格を持っていなかった場合、NIS+はユーザーの
DES資格を獲得するためにユーザーのホームドメインに入ることができなくなりま
す。そのような場合、ユーザーは認証されず未認証クラスを与えられることになりま
す。

ユーザー種類と資格種類
ユーザーは両方の資格を持つことができますが、マシンは DES資格しか持てません。

すべてのマシンのルート UIDは常に 0であるため、ルートはほかのマシンに対して
NIS+アクセスできません。もしマシンAのルート (UID=0)がマシン Bにアクセスし
ようとすると、すでに存在しているマシン Bのルート (UID=0)と衝突します。このた
め、LOCAL資格は、クライアント「マシン」については意味を持たないため、クラ
イアント「ユーザー」にだけ認められています。

表 11–2資格のタイプ

資格のタイプ クライアントユーザー クライアントマシン

DES 有効 有効

LOCAL 有効 無効

NIS+の承認とアクセス -紹介
NIS+の承認の基本的目的は、各 NIS+主体が各 NIS+オブジェクトとサービスに対し
て持っているアクセス権を特定することにあります。
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一度主体の NIS+要求が認証されると、NIS+は承認クラスを与えます。NIS+オブ
ジェクトに対して行うことのできる動作を指定するアクセス権は各クラスに与えられ
ます。クラスごとに別のアクセス権が与えられる場合、各承認クラスはそれぞれアク
セス権を持つということです。

� 「承認クラス」。「承認クラス」には次の 4つがあります。所有者、グループ、そ
の他、未認証 (詳細は、次の 221ページの「承認クラス」を参照)。

� 「アクセス権」。「アクセス権」には、作成、削除、変更、読み取りの 4つがあり
ます(詳細は、224ページの「NIS+アクセス権について」を参照)。

承認クラス
NIS+オブジェクトは NIS+主体に直接アクセス権を与えずに、主体の 4つの「クラ
ス」にアクセス権を与えます。

� 「所有者」。オブジェクトの所有者になった主体が所有者クラスの権限を与えられ
ます。

� 「グループ」。各 NIS+オブジェクトグループは関連した 1つのグループを持ちま
す。オブジェクトグループのメンバーは NIS+管理機能が指定します。オブジェク
トグループクラスに属している主体がグループクラスの権限を与えられます。この
場合の「グループ」とは、UNIXのグループやネットグループのことではありませ
ん。

� 「その他」。その他クラスは、サーバーが認証できるすべての NIS+主体を包含す
るクラスです。所有者とグループクラスを除く、すべての認証されたものを意味し
ます。

� 「未認証」。認証されていないものすべてを意味します。

図 11–4承認クラス

システムは、NIS+要求を受信すると、要求を出している主体が属しているクラスを
判定します。主体は、判定されたクラスに属しているすべてのアクセス権を使用でき
ます。
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オブジェクトに対するアクセス権は、各クラスで任意の組み合わせが可能です。しか
しながら、通常は上位クラスが下位クラスのすべての権限に追加権限を持つように割
り当てられます。

たとえば、未認証クラスとその他クラスに読み取り権が与えられていれば、読み取り
権と変更権の両方をグループクラスに、そして読み取り権、変更権、作成権、および
削除権を所有者クラスに与えます。

4つのクラスについては、以下に詳述します。

所有者クラス
所有者は「単一」の NIS+主体です。

NIS+オブジェクトへのアクセスを要求する主体は、所有者アクセス権を得る前に認
証され (有効な DES資格を提示し)なければなりません。

デフォルトではオブジェクトの所有者は、オブジェクトを作成した主体になります。
しかしながら、オブジェクト所有者は 2つの方法で別の主体に所有権を譲ることがで
きます。

� オブジェクトが作成されたときに、主体が別の所有者を指定する方法 (277ページ
の「コマンドによるアクセス権の指定」を参照)

� オブジェクトの作成後に、主体がオブジェクトの所有権を変更する方法 (286ペー
ジの「オブジェクトとエントリの所有権の変更」を参照)

一度主体が所有権を放棄すると、その主体はオブジェクトに対する所有者のアクセス
権すべてを放棄することになり、グループ、その他、未認証のいずれかの所有権を持
つことになります。

グループクラス
オブジェクトグループは 1つの NIS+グループです。この場合の「グループ」とは、
UNIXのグループやネットグループのことではありません。

NIS+オブジェクトにアクセスを要求する主体は、認証され (有効な DES資格を提示
し)かつグループアクセス権を与えられる前にそのグループに属していなければなり
ません。

1つの NIS+グループは NIS+主体の集合であり、名前空間へのアクセス権を与えるの
に都合の良いようにまとめられたものです。NIS+グループに与えられるアクセス権
はそのグループのメンバーである主体すべてに適用されます。オブジェクトの所有者
が、そのオブジェクトのグループに属している必要はありません。

オブジェクトが作成された時、そのオブジェクトはデフォルトグループに割り当てら
れます。オブジェクトが作成された時でもその後でも、そのオブジェクトをデフォル
ト以外のグループに割り当てることができます。オブジェクトグループはいつでも変
更できます。
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注 – NIS+グループに関する情報は NIS+ groupテーブルに格納されるのではないこ
とに注意してください。NIS+ groupテーブルには UNIXグループに関する情報が格
納されます。NIS+グループに関する情報は、適切な groups_dirディレクトリのオ
ブジェクトに格納されます。

NIS+グループの情報は、各 NIS+ドメインの groups_dirサブディレクトリにあ
る、NIS+グループ「オブジェクト」に格納されます。

図 11–5 NIS+のディレクトリ構造

NIS+グループの管理については、第 17章を参照してください。

その他クラス
その他クラスは、NIS+によって認証されたすべての NIS+主体のクラスです。すなわ
ち、所有者およびグループクラスのすべてと有効な DES資格を提示したものを加えた
ものです。

その他に与えられたアクセス権は、認証されたすべての主体に適用されます。

未認証クラス
未認証クラスは、正しく認証されなかったものすべてで構成されます。すなわち、有
効な DES資格を提示しなかったものです。

承認クラスと NIS+オブジェクトの階層
NIS+オブジェクトと承認クラスには各レベルに適用される階層があります。標準的
な NIS+ディレクトリ階層のデフォルトは次のようになります。
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� 「ディレクトリレベル」。各 NIS+ドメインには、groups_dirと org_dirとい
う 2つの NIS+ディレクトリオブジェクトがあります。groups_dirディレクト
リオブジェクトはさまざまなグループで構成されます。各 org_dirディレクトリ
オブジェクトには種々のテーブルが含まれます。

� 「グループレベルまたはテーブルレベル」。グループは個々のエントリやグループ
で構成されます。テーブルには列と個々のエントリが含まれます。

� 「列レベル」。テーブルは 1つ以上の列で構成されます。
� 「エントリ (行)レベル」。グループもしくはテーブルは 1つ以上のエントリを持
ちます。

各レベルには 4つの承認クラスが適用されます。ディレクトリオブジェクトはそれ自
身の所有者とグループを持ちます。ディレクトリ内の個々のテーブルは、ディレクト
リの所有者およびグループと異なる所有者およびグループを持ちます。テーブル内で
は、1エントリ (行)が個々の所有者もしくはグループを持ちます。この所有者もしく
はグループは、テーブル全体の所有者やグループとは異なり、またオブジェクト全体
の所有者やグループとも異なります。テーブル内の個々の列は、テーブル全体と同じ
所有者やグループを持ちます。

NIS+アクセス権について
NIS+オブジェクトのオブジェクト定義には、オブジェクトのアクセス権を指定しま
す。オブジェクト定義は、niscat -oコマンドで確認できます。

NIS+オブジェクトは、UNIXファイルが UNIXユーザーに対するアクセス権を指定
するのと同じ方法で、NIS+主体に対するアクセス権を指定します。アクセス権は、
NIS+主体が NIS+オブジェクトについて実行することが許されている動作の種類を表
します。

NIS+の動作はオブジェクトの種類によって異なりますが、読み取り、変更、作成、
および削除の 4つのアクセス権に分類されます。

� 「読み取り」。オブジェクトの読み取り権を持った主体はオブジェクトの内容を読
み取ることができます。

� 「変更」。オブジェクトに対する変更権を持った主体はオブジェクトの内容を変更
できます。

� 「削除」。オブジェクトの削除権を持った主体はオブジェクトの内容を削除できま
す。

� 「作成」。上位レベルのオブジェクトに対する作成権を持った主体が、そのレベル
の下位に新規のオブジェクトを作成できます。すなわち、NIS+ディレクトリオブ
ジェクトの作成権を持っていれば、そのディレクトリ内に新しいテーブルを作成で
きます。NIS+テーブルの作成権を持っていれば、そのテーブル内に新しい列とエ
ントリを作成できます。

NIS+クライアントから NIS+サーバーへのすべての通信は、実際には特定の NIS+オ
ブジェクトに対してこれらの動作のうちの 1つを実行してほしいという要求です。た
とえば、NIS+主体がほかのマシンの IPアドレスを要求した場合、これは実際には、

224 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



この種の情報を格納している「hosts」テーブルオブジェクトへの読み取り権を要求
しています。主体が NIS+名前空間にディレクトリを追加するようサーバーに要求し
た場合、これは実際には、そのディレクトリの親オブジェクトに対して変更権を要求
しています。

これらの権限は論理的には、ディレクトリ、テーブル、列とエントリのように下位に
展開するものであることを銘記してください。たとえば、新規にテーブルを作成する
には、そのテーブルを格納する NIS+ディレクトリオブジェクトに対する作成権が必
要です。そのテーブルを作成した場合、そのデフォルト所有者になります。所有者と
して、自分自身にそのテーブルに対する作成権を与え、テーブルに新規のエントリを
作成できます。テーブル内に新規のエントリを作成した場合、それらのエントリの所
有者になります。所有者として、ほかのユーザーにテーブルレベルの作成権を与える
こともできます。たとえば、テーブルのグループクラスにテーブルレベルの作成権を
与えることができます。その場合、テーブルのグループのすべてのメンバーがテーブ
ル内に新規のエントリを作成できます。新規のテーブルエントリを作成した、グルー
プの個々のメンバーはそのエントリのデフォルト所有者になります。

NIS+管理者
NIS+管理者は、NIS+オブジェクトに対して「管理者権限」を持つユーザーです。管
理者権限は、オブジェクトに対する作成および削除権限で構成されます。また、オブ
ジェクトによっては変更権限が含まれる場合もあります (NIS+アクセス権について
は、224ページの「NIS+アクセス権について」を参照してください)。

NIS+オブジェクトを作成するものはだれでもそのオブジェクトに対する初期アクセ
ス権を持つと設定します。もし作成者が管理権限をオブジェクトの所有者に限った場
合 (初期状態では作成者)は、所有者だけがそのオブジェクトに対する管理権限を持ち
ます。一方、作成者が管理権限をオブジェクトのグループに与えた場合は、グループ
の全員がそのオブジェクトに対して管理権限を持つことになります。

あるオブジェクトに対して管理権限を持つものはだれでもそのオブジェクトの NIS+
管理者とみなされます。

すなわち、NIS+ソフトウェアは NIS+管理者を 1人にしようとするものではないとい
うことです。

理論的には、管理権限をその他クラスに与えることも、未認証クラスに与えることも
できます。これは、ソフトウェア上で実行可能です。しかし、管理権限をグループク
ラス以上に広げて与えてしまうと、NIS+のセキュリティを実質的に無効にしてしま
います。もし管理権限をその他クラスや未認証クラスに与えた場合、NIS+のセ
キュリティは保証されません。
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NIS+のパスワード、資格、およびコマ
ンド

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能によって管理されます。このサービスに対す
る有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマンドを使用
します。この機能を NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+とサービ
ス管理機能」を参照してください。この機能の概要については、『Solarisのシステム
管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細については、
svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

管理者のパスワード、資格、および鍵には次のコマンドを使用します。各コマンドの
説明についてはマニュアルを参照してください。

� chkey -主体の Secure RPC鍵の組み合わせを変更します。必要のない場合は
chkeyを使わずに、passwdを使ってください。詳細については、251ページ
の「NIS+主体の鍵の変更」を参照してください。

� keylogin - keyservを使って主体の非公開鍵を復号化し格納します。

� keylogout -格納されている非公開鍵を keyservから削除します。

� keyserv -サーバーに非公開暗号鍵を格納させます。鍵の詳細については、250
ページの「NIS+を使用したキーログイン」を参照してください。サービス管理機
能を使用して NIS+を管理する方法については、89ページの「NIS+とサービス管
理機能」を参照してください。

� newkey -公開鍵データベースに新規の鍵の組み合わせを作成します。

� nisaddcred - NIS+主体に資格を作成します。詳細は、239ページの「資格情報
の作成」および、247ページの「NIS+資格情報の管理」を参照してください。

� nisauthconf - Diffie-Hellman鍵の長さの表示あるいは設定を行います。

� nisupdkeys -ディレクトリオブジェクト内の公開鍵を更新します。詳細について
は、255ページの「公開鍵の更新」を参照してください。

� passwd -主体のパスワードを変更し管理します。詳細については、第 16章を参照
してください。
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第 12章

NIS+資格の管理

この章では、NIS+資格とその管理方法について説明します。

ヒント – NIS+セキュリティタスクには、Solaris管理コンソールツールがあればより
簡単に実行できるものがあります。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+資格について
NIS+資格は、NIS+のユーザーを識別するために使用します。この章では、NIS+セ
キュリティシステム全体と、特にシステムで資格が果たす役割について、十分理解し
ているユーザーを想定しています。

これらのタスクを実行するのに使われるコマンドの構文、オプションなどの詳細につ
いては、NIS+のマニュアルを参照してください。
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注 –この章の DES資格の説明は、192ビット Diffie - Hellmaun DES資格に適用するこ
とができます。これらは似てはいますが、その他の鍵の長さを使用した認証は細部で
は異なっています。コマンド行インタフェースを使用して鍵を操作するときは、その
違いはユーザーにもシステム管理者にも意識されることはありません。指定した鍵の
長さの表示や設定は nisauthconf(1M)を使って行います。

資格の機能

注 –この章では、NIS+のコマンド一式を使用してクライアント情報を作成する方法に
ついて説明します。

資格および認証システムは他人になりすますのを防ぐシステムです。あるマシンの
root権限で suコマンドを使って、ログインしていないもしくは別のマシンにログイ
ンしている第 2のユーザーになりすまし、第 2のユーザーの NIS+アクセス権を使用
して NIS+オブジェクトにアクセスすることを防ぎます。

注意 – NIS+には、他人のユーザーログインパスワードを知っている者が、そのユー
ザーになりすましてユーザー IDと NIS+アクセス権を使用することを妨げることはで
きません。また root権限を持つユーザーが「同一」マシンからログインしている別の
ユーザーになりすますのを防ぐこともできません。

資格と資格情報
DES資格をどのように作成しそれがどのように機能するのかを理解するには、実際の
資格と資格を作成しチェックするのに使われる情報とを区別する必要があります。

� 「資格情報」。DES資格を作成するのに使われるデータであり、サーバーが資格
をチェックするのに使われる

� 「DES資格」。主体を認証するために、主体からサーバーへ渡される一連の数
字。主体が NIS+要求を行うたびに作成されチェックされる。DES資格について
は、232ページの「DES資格の詳細」を参照してください。

認証
資格および認証プロセスを機能させるには、次の要素が必要です。
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� 「主体の DES資格情報」。この情報は各主体に NIS+管理者が最初に作成しま
す。この情報は主体のホームドメインの credテーブルに格納されます。主体の
DES資格情報は次のもので構成されます。

� 「主体名」。ユーザーの完全ログイン IDもしくはマシンの完全ホスト名

� 「主体の Secure RPCネット名」。各主体は固有の Secure RPCネット名を
持っています (Secure RPCネット名の詳細については、232ページの「DES資
格の Secure RPCネット名」を参照)。

� 「主体の公開鍵」。

� 「主体の非公開暗号鍵」。

� 「主体の LOCAL資格」。

� 「サーバーの公開鍵」。各ディレクトリオブジェクトには、当該ドメインのすべて
のサーバーの公開鍵の複製が格納されています。credテーブルには各サーバーの
DES資格も格納されていることに注意してください。

� 「主体の公開鍵のキーサーバーの複製」。キーサーバーは、その時点でログインし
ている主体 (ユーザーまたはマシン)の公開鍵の複製を持っています。

主体の認証方法
承認プロセスには 3つのフェーズがあります。

� 「準備フェーズ」。NIS+管理者がユーザーのログインに先立って行う設定作業
(ユーザーの資格情報の作成など)

� 「ログインフェーズ」。ユーザーがログインした時にシステムが行う動作

� 「要求フェーズ」。NIS+主体が、NIS+サービスもしくは NIS+オブジェクトに要
求を発する時にソフトウェアが行う動作

これら 3つのフェーズの詳細は、次の項目を参照してください。

資格準備フェーズ
ユーザーの資格情報は、nisclientスクリプトを使用すればもっとも簡単に作成で
きます。この節では、NIS+のコマンド一式を使用してクライアント情報を作成する
方法について説明します。

NIS+主体がログインする前に、NIS+管理者は当該主体 (ユーザーまたはマシン)のた
めの資格情報を作成する必要があります。管理者は次のようにする必要があります。

� 各主体の公開鍵と非公開暗号鍵を作成します。これらの鍵は主体のホームドメイン
の credテーブルに格納されます。これは nisaddcredコマンドを使って行われ
ます (243ページの「NIS+主体の資格情報を作成する方法」を参照)。

� サーバーの公開鍵を作成します (255ページの「公開鍵の更新」を参照)。
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ログインフェーズ -詳細
主体がシステムにログインする時、次のステップが自動的に実行されます。

1. 主体のために keyloginプログラムが起動します。keyloginプログラムは
credテーブルから主体の非公開暗号鍵を取得し、主体のログインパスワードを
使って復号化します。

注 –主体のログインパスワードが Secure RPCパスワードと異なる場合、
keylogin コマンドはパスワードを復号化できず、「cannot decrypt」などの
エラーとなるか、メッセージなしでコマンドが失敗します。この問題の解説は、235
ページの「Secure RPCパスワードとログインパスワードの問題」を参照してく
ださい。

2. 復号化された主体の非公開暗号鍵は、要求フェーズでの利用に備えてキーサーバー
に渡され格納されます。

注 –復号化された非公開暗号鍵はユーザーが keylogoutコマンドを実行するまで
キーサーバーに格納されます。ユーザーが keylogoutを実行せずにログアウトし
た (またはログアウトせずに帰宅してしまった)場合には、復号化された非公開鍵
がサーバーに格納されたままになっています。もしユーザーマシンの root権限を
持っただれかがユーザーログイン IDに suコマンドを使った場合、その人間は
ユーザーの復号化された非公開鍵を使用でき、ユーザーのアクセス承認を使って
NIS+オブジェクトにアクセスできることになります。このような事態を避けるた
め、ユーザーが業務を終了する時は確実に keylogoutコマンドを使ってログアウ
トするように注意する必要があります。もしユーザーがシステムからログアウトも
した場合は、業務に戻る時はログインし直すだけですみます。ユーザーが確実にロ
グアウトしなかった場合は、業務に戻る時に確実に keyloginを実行する必要が
あります。

要求フェーズ -詳細説明
NIS+主体の要求が NIS+オブジェクトにアクセスするつど、その主体を認証するため
に NIS+ソフトウェアは複数段階のプロセスを実行します。

1. NIS+はオブジェクトドメインの credテーブルをチェックします。

� 主体が LOCAL資格情報を持っていた場合、LOCAL資格にあるドメイン情報
を使い、主体のホームドメイン credテーブルを見つけます。ここでは必要な
情報を獲得します。

� 主体が資格情報を持っていなかった場合、残りのプロセスは実行されず、主体
の承認アクセスクラスには未認証クラスが与えられます。

2. ユーザーのホームドメインの credテーブルから、NIS+がユーザーの DES資格を
取得します。ユーザーパスワードを使って非公開暗号鍵が復号化され、キーサー
バーに格納されます。
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3. NIS+が NIS+ディレクトリオブジェクトからサーバーの公開鍵を獲得します。

4. キーサーバーが、主体の復号化された非公開鍵とオブジェクトのサーバー (オブ
ジェクトが格納されているサーバー)の公開鍵を使って、「共通鍵」を作成しま
す。

5. 共通鍵を使って暗号化された「DES鍵」が作成されます。これは、Secure RPCが
乱数を発生させ、これを共通鍵を使って暗号化することで行われます。このため、
DES鍵は「乱数鍵」もしくは「乱数 DES鍵」として参照される場合があります。

6. NIS+が主体のサーバーの時刻情報に基づいてタイムスタンプ (DES鍵を使って暗
号化される)を作成します。

7. NIS+が 15秒のタイムウィンドウ (DES鍵を使って暗号化される)を作成します。
この「ウィンドウ」はタイムスタンプとサーバーの内部クロックとの間で許容され
る最長時間になります。

8. NIS+が主体の DES資格を作成します。これは次のもので構成されます。

� 主体の credテーブルに基づく主体の Secure RPCネット名
(unix.identifier@domain)

� キーサーバーから得た暗号化された主体の DES鍵

� 暗号化されたタイムスタンプ

� 暗号化されたタイムウィンドウ

9. NIS+が NIS+オブジェクトの格納されているサーバーに次の情報を渡します。

� アクセス要求

� 主体の DES資格

� ウィンドウ判定子 (暗号化済)。ウィンドウ判定子は暗号化されたウィンドウに
1を加えたもの

10.オブジェクトのサーバーがこの情報を受信します。

11.オブジェクトのサーバーが、資格の中の Secure RPCネット名の一部を使って、主
体のホームドメインにある credテーブル内にある主体の公開鍵をチェックします

12.サーバーが主体の公開鍵とサーバーの非公開鍵を使ってもう一度共通鍵を作成しま
す。この共通鍵は主体の非公開鍵とサーバーの公開鍵を使って作成されている共通
鍵と一致する必要があります。

13.共通鍵を使って、主体の資格の一部として受信している DES鍵を暗号化します。

14.サーバーが、新しく復号化した DES鍵を使って主体のタイムスタンプを復号化
し、ウィンドウ判定子を使ってそれをチェックします。

15.その後、サーバーは、復号化しチェックしたタイムスタンプと自分の内部時計とを
比較し、次のプロセスを実行します。

a. サーバーとの時間差がウィンドウ許容値を越えていた場合、要求は拒否され、
プロセスが中止されて、エラーメッセージが表示されます。たとえば、タイム
スタンプが 9:00 amであり、ウィンドウが 1分であったとします。もしその要
求をサーバーが受信して復号化したのが 9:01 amであれば、その要求は拒否さ
れます。

第 12章 • NIS+資格の管理 231



b. タイムスタンプがウィンドウ許容値内である場合、サーバーは主体から前に受
信した要求のタイムスタンプよりも大きいかチェックします。これによって、
NIS+要求を正しい順序で処理しているか確認できます。

� 順序誤りの要求はエラーメッセージとともに拒否されます。たとえば、タイ
ムスタンプが 9:00 amでありその主体から最後に受信した要求のタイムスタ
ンプが 9:02 amだった場合、その要求は拒否されます。

� 最後に受信した要求と同じタイムスタンプであった場合もエラーメッセージ
が表示されて拒否されます。これによって、要求を 2度処理することはなく
なります。たとえば、タイムスタンプが 9:00 amであり最後にその主体から
受信した要求のタイムスタンプも 9:00 amだった場合、この要求は拒否され
ます。

16.タイムスタンプがウィンドウ許容値内であり、その主体からの最後の要求よりも大
きかった場合に、サーバーはその要求を受け入れます。

17.サーバーが、要求をコンパイルし、タイムスタンプをその主体から受信した最後の
ものとして格納し、要求に基づいて動作します。

18.要求に対する応答としてサーバーから受信した情報が信頼できるサーバーからのも
のであるかを主体が確認できるようにするため、サーバーは主体の DES鍵を
使ってタイムスタンプを暗号化し、データとともに主体に送り返します。

19.主体側では、主体の DES鍵を使って送り返されたタイムスタンプを復号化しま
す。

� 復号化が成功した場合は、サーバーからの情報を要求者へ戻します。
� 何らかの理由で復号化に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。

DES資格の詳細
DES資格は次の内容で構成されます。

� 主体の「Secure RPCネット名」(232ページの「DES資格の Secure RPCネット
名」を参照)

� 「確認 (verification)」フィールド (233ページの「DES資格確認フィールド」を参
照)

DES資格の Secure RPCネット名
「Secure RPCネット名」資格のこの部分は NIS+の主体を特定するのに使用します。
Secure RPCネット名はすべて次の3つの要素で構成されます。

� 「接頭辞」。接頭辞は常に unixになります。

� 「識別子」。主体がクライアントユーザーの場合、IDフィールドはユーザーの
UIDです。主体がクライアントマシンの場合、IDフィールドはマシンのホスト名
です。
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� 「ドメイン名」。主体の DES資格を含んでいるドメイン名がドメイン名になりま
す (主体のホームドメイン)。

注 – NIS+主体名は常にドット (.)で終わりますが、Secure RPCネット名はドット (.)
で終わらないことに注意してください。

表 12–1 Secure RPCネット名のフォーマット

主体 接頭辞 識別子 ドメイン コメント例

ユーザー unix UID ユーザーのパス
ワードエントリと
DES資格そのもの
のあるドメイン

unix.24601@sales.doc.com

マシン unix ホスト名 ドメイン名はマシ
ンが domainname
コマンドを実行す
ると返される

unix.machine7@sales.doc.com

DES資格確認フィールド
確認フィールドは資格を確かめるために使用するフィールドです。credテーブルに
格納された資格情報に基づいて作成されます。

確認フィールドの構成は次のとおりです。

� 主体の非公開鍵と NIS+サーバーの公開鍵に基づく、暗号化された主体の DES鍵 (
230ページの「要求フェーズ -詳細説明」参照)

� 暗号化されたタイムスタンプ

� タイムウィンドウ

DES資格の作成方法
DES資格を作成するには、keyloginコマンドを実行する必要がありますが、これは
主体が資格を作成する前に実行します。keyloginコマンド (単に「keylogin」とす
る場合が多い)は、NIS+主体がログインする時に自動的に実行されます。図 12–2を
参照してください。
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注 –主体のログインパスワードが Secure RPCパスワードと異なる場合は、keylogin
コマンドは成功しないことに注意してください。詳しくは、235ページの「Secure
RPCパスワードとログインパスワードの問題」を参照してください。

keyloginコマンドの目的は、主体が自身の非公開鍵にアクセスできるようにするこ
とにあります。keyloginコマンドを実行すると、credテーブルから主体の非公開
鍵を取り込み (fetch)、主体の Secure RPCパスワード (非公開鍵は主体の「Secure
RPCパスワード」を使って最初に暗号化される)を使ってそれを復号化し、将来の
NIS+要求に備えてキーサーバーに格納します。

図 12–1 keyloginコマンドで主体の非公開鍵を作成

主体が DES資格を作成するには、主体が要求を送る相手サーバーの公開鍵が必要で
す。この情報は主体のディレクトリオブジェクトに格納されています。主体がこの情
報を獲得すれば資格の確認フィールドを作成できます。

まず、主体が種々の資格情報を暗号化するためにランダム DES鍵を作成します。主体
は自分の非公開鍵 (キーサーバーに格納されている)とサーバーの公開鍵を使って、ラ
ンダム DES鍵を作成し暗号化するための共通鍵を作成します。次に DES鍵で暗号化
したタイムスタンプを作成し、それを確認フィールドでほかの資格関連情報の中に入
れます。

234 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



図 12–2 DES資格の作成

Secure RPCパスワードとログインパスワードの問
題
主体のログインパスワードと Secure RPCパスワードが一致しないと、ログイン時に
keyloginはパスワードを復号化できません。keyloginはデフォルトで主体のログ
インパスワードを使用することになっていて、また非公開鍵は主体の Secure RPCパ
スワードを使用して暗号化されているからです。

この場合でも主体がシステムにログインすることは可能ですが、キーサーバーがその
ユーザーのための復号化された非公開鍵を持っていませんから、未認証クラスが与え
られることになります。ほとんどの NIS+環境において、未認証クラスにはほとんど
の NIS+オブジェクトに対する作成権、削除権、変更権を与えないように設定されま
すから、結果としてユーザーが NIS+オブジェクトにアクセスしても「アクセス権拒
否」などのエラーになります。

注 –「ネットワークパスワード」と「Secure-RPCパスワード」を同意語として使用す
る場合があります。ネットワークパスワードの入力を求められたら Secure RPCパス
ワードを入力します。

別の承認クラスを得るには、この場合 keyloginプログラムを実行し、パスワード入
力のプロンプトに主体の Secure RPCパスワードを入力する必要があります (250ペー
ジの「NIS+を使用したキーログイン」を参照)。
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しかし keyloginを実行しても、現在のログインセッション以外には無効で、一時的
な解決にしかなりません。キーサーバーはこの方法によって、復号化された形でユー
ザーの非公開鍵を持つようになるのですが、ユーザーの credテーブル中の非公開鍵
が Secure RPCパスワード (ユーザーのログインパスワードとは異なっている)を使用
して暗号化されているという点に変わりはないからです。次にログインした時には同
じ問題が発生します。この問題を永久的に解決するには、ユーザーの Secure RPCパ
スワードではなくユーザーログイン IDを使って、credテーブルにある非公開鍵を再
度暗号化する必要があります。このためにはユーザーが chkey -pコマンドを実行し
ます (251ページの「NIS+主体の鍵の変更」の項を参照)。

Secure RPCパスワードがログインパスワードと異なる問題を永久的に解決するには、
ユーザー (もしくはユーザーに対応している管理者)が次の手順を実行してください。

1. ログインパスワードを使用してログインします。

2. keyloginプログラムを実行して、キーサーバーに保存される非公開鍵を一時的
に復号し、一時的な NIS+アクセス権を得ます。

3. chkey -pを実行し、credテーブル内の暗号化された非公開鍵を、ユーザーログ
インパスワードに基づいたものに永久的に変更します。

4. ログインセッションの終了の準備ができたら、システムをログオフする前に
keylogoutを実行します。

5. logoutコマンドを使って、システムからログオフします。

キャッシュに保存された非公開鍵の問題
正しい資格を作成し、正しいアクセス権を与えられたのに、主体の要求が拒否される
場合があります。この原因のほとんどは、サーバーの公開鍵が古いバージョンだった
時に作られた、古いオブジェクトが残っていることにあります。この問題は通常次の
方法で解決します。

� アクセスしようとしているドメインで、nisupdkeysを実行します (nisupdkeys
コマンドの使用法については 255ページの「nisupdkeysコマンド」を、この種
の問題の解決方法については 448ページの「資格情報が古い」を参照)。

� マシン上で svcadmコマンドを使用して NIS+サービスを停止します。次に、
/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEを削除してから、NIS+サービスを再起動し
ます。

資格に関連する情報が格納されている場
所
この節では、NIS+名前空間のどこに資格関連情報が格納されるのかを説明します。
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公開鍵など、資格に関する情報は、名前空間内の様々な場所に保存されています。
NIS+は、情報を格納しているオブジェクトの生存期間に応じてこの情報を定期的に
更新しますが、場合によっては、更新の間に同期が失われ、システムが正常に動作し
なくなることがあります。資格関連の情報を格納するすべてのオブジェクト、テーブ
ル、ファイル、および再設定方法を、表 12–2に示します。

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。rpc.nisd、
keyserv、nis_cachemgrなどの NIS+デーモンを有効化、無効化、または再起動す
るには、svcadmコマンドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、
89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。SMFの概要について
は、『Solarisのシステム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してくだ
さい。詳細については、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照して
ください。

表 12–2資格に関連する情報が格納されている場所

項目 保存対象 リセットおよび更新の方法

credテーブル NIS+主体の秘密非公開鍵と公開
鍵。これらの鍵のマスターコピー
となる

nisaddcredを使用して新しい資格を
作成する。これによって既存の資格が
更新されるchkeyを使用しても同様の
ことが行える

ディレクトリオブ
ジェクト

個々のサーバーの公開鍵のコピー ディレクトリオブジェクトに対して
/usr/lib/nis/nisupdkeysコマン
ドを実行する

キーサーバー その時点でログインされている
NIS+主体の非公開鍵

主体ユーザーに対して keyloginを実
行する。または主体マシンに対して
keylogin -rを実行する

NIS+デーモン ディレクトリオブジェクトのコ
ピー (そのサーバーの公開鍵のコ
ピーが含まれる)

NIS+サービスを無効にすることによ
り rpc.nisdデーモンとキャッシュマ
ネージャを停止し、/var/nisから
NIS_SHARED_DIRCACHEを削除す
る。その後、NIS+サービスを再起動
する

ディレクトリ
キャッシュ

ディレクトリオブジェクトのコ
ピー (そのサーバーの公開鍵のコ
ピーが含まれる)

-iオプションを指定して NIS+
キャッシュマネージャを再起動する

コールドスタート
ファイル

ディレクトリオブジェクトのコ
ピー (そのサーバーの公開鍵のコ
ピーが含まれる)

NIS+サービスを停止する。/var/nis
から NIS_COLD_STARTファイルと
NIS_SHARED_DIRCACHEファイルを
削除する。NIS+サービスを再起動す
る
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表 12–2資格に関連する情報が格納されている場所 (続き)
項目 保存対象 リセットおよび更新の方法

passwdテーブル ユーザーのパスワード passwd -r nisplus コマンドを使用
するこれによって、NIS+ passwdテー
ブル、credテーブルの中でパスワー
ドが更新される

passwdファイル ユーザーのパスワードまたはマシ
ンのスーパーユーザーのパスワー
ド

passwd -r nisplus コマンドを使用
する。スーパーユーザーとしてログイ
ンしていても、自分のユーザー名でロ
グインしていてもよい

passwd

マップ (NIS)

ユーザーのパスワード passwd -r nisplus コマンドを使用
する

credテーブルの詳細
主体の資格情報は「credテーブル」に格納されています。credテーブルは NIS+が
標準で持つ 16のテーブルの 1つです。credテーブルは 1ドメインにつき１つ存在
し、ドメインに属するクライアントマシンおよびマシンにログインできるユーザー
(つまりドメインの主体)の資格に関する情報を持っています。 credテーブルはドメ
イン中の org_dirサブディレクトリにあります。

注意 – credテーブルをリンクしないでください。各 org_dirディレクトリはそれ自
身の credテーブルを持つ必要があります。ほかの org_dirの credテーブルとの
リンクも使用しません。

ドメイン内のすべてのマシンにログインできるユーザーすべての LOCAL資格情報が
credテーブルに格納されています。credテーブルにはまた、ホームドメインとして
としてドメインを持っているユーザーの DES資格情報も格納されています。

credテーブルの内容は niscatコマンドを使って見ることができます。第 19章を
参照してください。

表 12–3に示すように、credテーブルには 5つの列があります。

表 12–3 credテーブルの資格情報

NIS+主体名 認証タイプ 認証名 公開データ 非公開データ

列名 cname auth_type auth_name public_data private_data
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表 12–3 credテーブルの資格情報 (続き)
NIS+主体名 認証タイプ 認証名 公開データ 非公開データ

ユーザー
完全主体名 LOCAL UID グループ IDリス

ト

マシン 完全主体名 DES Secure RPC
ネット名

公開鍵 暗号化された
非公開鍵

2列目の認証の種類でほかの 4列の値の種類を判定します。

� 「LOCAL」。認証タイプが LOCALの場合、残りの列には主体ユーザー名、
UID、GIDが入ります (最後の列は空白)。

� 「DES」。認証タイプが DESの場合、残りの列には主体名、Secure RPCネット
名、公開鍵、暗号化非公開鍵が入ります。これらの鍵はほかの情報と組み合わさ
れ、DES資格の暗号化および復号化に使用されます。

資格情報の作成
資格情報を作成したり管理したりするには次の方法があります。

� Solaris管理コンソールツールを使用します。このツールを使用すると容易に資格
を管理できます。個々の資格を管理する場合はこのツールの使用を推奨します。

� nisclientスクリプトを使用します。1つの主体の資格を容易に作成し変更でき
ます。便利な方法なので、個々の資格を管理する方法として推奨します。本書では
nisclient スクリプトの使用方法を手順ごとに示しながら、資格情報を作成して
いきます。

� nispopulateスクリプトを使用します。これはすでに NIS+マップもしくは
/etcファイルに資格情報を格納してある１つ以上の主体の資格を作成変更する便
利な方法です。これは、NIS+主体グループの資格を管理する方法として推奨しま
す。本書では nispopulateスクリプトの使用方法を手順ごとに示しながら、資
格情報を作成していきます。100ページの「NIS+テーブルの生成 (populate)」を
参照してください。

� nisaddcredコマンドを使用します。次の節では、nisaddcredコマンドを
使って資格と資格情報を作成する方法を説明します。

nisaddcredコマンド
nisaddcredコマンドは資格情報を作成するコマンドです。
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注 – nispopulateと nisclientスクリプトを使って資格情報を作成できます。こ
れらも nisaddcredコマンドを使用します。これらのスクリプトは、nisaddcred
コマンドよりも容易かつ効率的に使えます。ネットワークが特別な機能を必要とする
のでなければ、スクリプトを使用してください。

nisaddcredコマンドは、LOCAL資格と DES資格情報の作成、更新、および削除を
行います。資格情報を作成するには、適切なドメインの credテーブルに対する作成
権が必要です。資格を更新するには、credテーブル、または少なくとも credテー
ブルの特定エントリに対する変更権が必要です。資格を削除するには、credテーブ
ル、または credテーブルのエントリに対する削除権が必要です。

� 別の NIS+主体資格を作成または更新する場合

LOCAL資格情報

nisaddcred -p uid -P principal-name local

DES資格情報

nisaddcred -p rpc-netname -P principal-name des

� 自分の資格を更新する場合

LOCAL資格情報

nisaddcred -local

DES資格

nisaddcred des

� 資格を削除する場合

nisaddcred -r principal-name

資格関連のコマンド
この章で説明する nisaddcredコマンドに加えて、資格に関して有用な情報を提供
するコマンドが 2つ用意されています。次の表では、niscatコマンドと nismatch
コマンドについて説明します。

表 12–4その他の資格関連コマンド

コマンド 説明 参照する項目

niscat -o ディレクトリの属性を一覧表示する。ディレクトリのサー
バーの非公開鍵フィールドをチェックすることで、ディレ
クトリオブジェクトに非公開鍵が格納されているかわかる

330ページの「ディレクト
リのオブジェクト属性を表
示する」
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表 12–4その他の資格関連コマンド (続き)
コマンド 説明 参照する項目

nismatch- credテーブル上で実行すると主体の資格情報を表示する 368ページの「nismatch
と nisgrepコマンド」

nisaddcredコマンドを使って資格情報を作成す
る方法
nisaddcredコマンドを使用して、LOCALおよび DES資格情報を作成します。

LOCAL資格情報
LOCAL資格情報を作成するために nisaddcredコマンドを使用すると、nisaddcred
コマンドは主体のログインレコードから主体ユーザーの UID (および GID)を抽出し、
ドメインの credテーブルに置きます。

DES資格情報
DES資格情報を作成するのに使用した場合、nisaddcredは 2つのプロセスを実行し
ます。

1. 主体の Secure RPCネット名を作成します。Secure RPCネット名は、パスワード
レコードから取得した主体のユーザー ID番号とドメイン名 (たとえば、
unix.1050@doc.com)を結合して作成されます。

2. 主体の非公開鍵と公開鍵を生成します。

nisaddcredが非公開鍵を暗号化するには、Secure RPCパスワードが必要です。
nisaddcredコマンドを引数 -desで呼び出すと、主体の Secure RPCパスワードの
入力を要求されます。通常このパスワードは主体のログインパスワードと同じです
(異なる場合は、235ページの「Secure RPCパスワードとログインパスワードの問題」
に示す手順に従ってさらに操作が必要となります)。

nisaddcredコマンドは 1対の乱数 (Diffie-Hellman方式を使った 192ビットの認証
鍵)を作成します。この鍵は Diffie-Hellmanの鍵ペア (key-pair)または省略して単
に「鍵ペア」と呼びます。

この鍵ペアの一方が「非公開鍵」であり、もう一方が「公開鍵」になります。公開鍵
は credテーブルの公開データフィールドに置かれます。非公開鍵は、主体の Secure
RPCパスワードで暗号化された後にのみ、非公開データフィールドに置かれます。
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図 12–3 nisaddcredコマンドを使って主体の鍵を作成する方法

デフォルトでは、credテーブルをすべての NIS+主体 (未認証主体さえも)が読み取
れるので、セキュリティ上の予防措置として、主体の非公開鍵を暗号化しています。

Secure RPCネット名と NIS+主体名
資格情報を作成する際、何度も主体の「RPCネット名 (rpc-netname)」と「主体名
(principal-name)」を入力しなければなりません。どちらも独自の構文が必要です。

� 「Secure RPCネット名」。Secure RPCネット名は Secure RPCプロトコルに
よって決まるため、NIS+の命名規則には従いません。

� ユーザーの場合: unix. uid@domain
� マシンの場合: unix.hostname@domain

Secure RPCネット名がユーザーを識別する場合、ユーザーの UIDが必要です。
Secure RPCネット名がマシンを識別する場合、マシンのホスト名が必要です。
nisaddcredコマンドに使用する場合、Secure RPCネット名の前に -p (小文字)
フラグを入力してください。

Secure RPCネット名は常に unix (すべて小文字)で始まりドメイン名で終わりま
す。Secure RPCプロトコルに従うため、ドメイン名にはドットを付けません。

� 「主体名」。NIS+主体名は通常の NIS+ネーミング規則に従いますが、常に完全
指定名でなければなりません。構文は、principal.domainになります。

識別する対象がクライアントユーザーであっても、クライアントマシンであっても、
主体名で始まり、その後にドットと完全なドメイン名が続き、最後はドットで終わり
ます。資格の作成に使用する場合、常に先頭は -P (大文字)フラグで始まります。資
格の削除に使用する場合、-Pフラグは使用しません。

242 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



管理者のために資格情報を作成する方法
名前空間を最初に設定する場合、ドメインをサポートする管理者の資格情報を最初に
作成します。一度管理者の資格情報を作成すると、ほかの管理者、クライアントマシ
ン、およびクライアントユーザーの資格情報を作成できます。

自分の資格情報を作成しようとすると、堂々めぐりに陥ります。つまり、ドメインの
credテーブルに対する作成権がなければ自分の資格情報を作成できず、もし NIS+環
境が適切に設定されていれば、資格を持つまではそのような権限を持つこともできま
せん。この循環から抜け出さなくてはなりません。これには、次の 2つの方法があり
ます。

� ドメインのマスターサーバーにスーパーユーザーとしてログインしている間に、資
格情報を作成する

� ダミーのパスワードを使用して、ほかの管理者に自分の資格情報を作成しても
らってから chkeyコマンドを使用してパスワードを変更する

いずれの場合も、別の NIS+主体に資格情報を作成してもらうことになります。自分
の資格情報を作成するには、243ページの「NIS+主体の資格情報を作成する方法」の
項を参照してください。

NIS+主体の資格情報を作成する方法
NIS+主体の資格情報はドメインの設定後いつでも作成できます。すなわち、cred
テーブルがあれば作成できます。

NIS+主体の資格情報を作成する

� 主体のホームドメインの credテーブルに対する作成権が必要

� サーバーは、主体の存在を認識している必要がある。この場合「サーバーが認識し
ている」とは以下のことを意味する

� 主体がユーザーの場合、ドメインの NIS+ passwdテーブルかサーバーの
/etc/passwdファイルのどちらかにエントリが必要

� 主体がマシンの場合、ドメインの NIS+ hostテーブルかサーバーの
/etc/hostsファイルのどちらかにエントリが必要

これらの条件を満たせば、-pと -Pの両方のオプション付きで nisaddcredコマン
ドを実行できます。

LOCAL資格情報

nisaddcred -p uid -P principal-name local

DES資格情報

nisaddcred -p rpc.netname -P principal-name des

次の原則を銘記してください。
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� 主体ユーザーの場合、LOCAL資格と DES資格の両方の情報を作成できます。

� 主体マシンの場合、DES資格情報しか作成できません。

� 主体のホームドメイン (ユーザーまたはマシン)でだけ DES資格情報を作成できま
す。

� ユーザーの LOCAL資格情報はユーザーのホームドメインでもほかのドメインでも
作成できます。

ユーザー主体 -例
ユーザー IDが 11177の morenaという名前の NIS+ユーザーの LOCALおよび DES
資格情報を作成する例を次に示します。彼女の所属するドメインは doc.com.で、こ
の例ではドメインの主体マシンから彼女の資格情報を入力します。

client# nisaddcred -p 11177 -P morena.doc.com. local
client# nisaddcred -p unix.11177@sales.doc.com \

-P morena.doc.com. des
Adding key pair for unix.11177@sales.doc.com

(morena.doc.com.).

Enter login password:

Enter login password: プロンプトに対する正しい応答は morena のログインパ
スワードです。彼女のログインパスワードを知らない場合は、ダミーパスワードを使
用します。ダミーパスワードは、次の例のように、後で chkeyコマンドを使って変
更できます。

ダミーパスワードと chkeyの使い方 -例
ユーザーのログインパスワードを知らない場合、次に説明するようにダミーパスワー
ドを使うことができます。

表 12–5は、ダミーパスワードを使って資格情報を作成した管理者が、chkeyコマン
ドを使ってパスワードを変更する方法を示します。この例では、UIDが 119である
eijiという名前の管理者の資格情報を作成します。eijiはルートドメインに属して
いるので、rootmasterという名前のルートマスターサーバーから彼の資格情報を入
力します。

表 12–5管理者の資格情報を作成する -コマンドのまとめ

作業 コマンド

eijiの LOCAL資格情報を
作成する rootmaster# nisaddcred -p 119 -P eiji.doc.com. local
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表 12–5管理者の資格情報を作成する -コマンドのまとめ (続き)
作業 コマンド

eijiの DES資格情報を作成
する

rootmaster# nisaddcred -p unix.119@doc.com -P eiji.doc.com.
des

Adding key pair for unix.119@doc.com (eiji.doc.com.).

eijiのダミーパスワードを
入力する

Enter eiji’s login password:

nisaddcred: WARNING: password differs from login passwd

ダミーパスワードを再度入力
する Retype password:

使用したダミーパスワードを
eijiに伝える

eijiがルートマスターにロ
グイン rootmaster% login: eiji

eijiが本当のログインパス
ワードを入力 Password:

eijiはエラーメッセージを
受けたが、ログインは許可さ
れる Password does not decrypt secret key for unix.119@doc.com.

eijiがログインを実行 rootmaster% keylogin

eijiがダミーパスワードを
入力 Password: dummy-password

eiji が chkey を実行

rootmaster% chkey -p

Updating nisplus publickey database

Generating new key for’unix.119@doc.com’.

eijiが本当のログインパス
ワードを入力 Enter login password:

eijiが本当のログインパス
ワードを再入力

Retype password:
Done.

まず、通常の方法で eijiの資格情報を作成しますが、ダミーのログインパスワード
を使用します。NIS+は警告を発して、再入力を要求します。再入力を行うと、この
操作は完了します。ドメインの credテーブルには、ダミーパスワードに基づく
eijiの資格情報が入っています。しかし、ドメインの passwdテーブル (あるいは
/etc/passwdファイル)には、まだ彼のパスワードエントリが残っているので、彼は
システムにログオンできます。
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次に、eijiは本当のログインパスワードを入力して、ドメインのマスターサーバー
にログインします (ログイン手順では、passwdテーブルまたは /etc/passwd
ファイルのパスワードをチェックするため)。そこから eijiは、まずダミーパスワー
ドを使用して keyloginを実行し (credテーブルをチェックするため)、chkey -p
コマンドを使用して credエントリを本当のパスワードに変更します。

別のドメインでの作成 -例
これらの 2つの例では、主体ユーザーのホームドメインのマスターサーバーにログイ
ンしている間に、主体ユーザーの資格情報を作成しました。しかし、適切なアクセス
権がある場合、別のドメインに資格を作成できます。次の構文でドメイン名を付加す
るだけです。

LOCAL資格情報

nisaddcred -p uid -P principal-name local domain-name

DES資格情報

nisaddcred -p rpc-netname -P principal-name des domain-name

次の例では、まず chouという名前のシステム管理者の LOCALおよび DES資格情報
を、そのシステム管理者のホームドメイン (これは、たまたまルートドメイン)に作成
し、次にその LOCAL資格を doc.comドメインに追加します。chouの UIDは 11155
です。このコマンドは、ルートマスターサーバーから入力します。簡単にするため、
chouの正しいログインパスワードを入力しているものとします。

rmaster# nisaddcred -p 11155 -P chou.doc.com. local
rmaster# nisaddcred -p unix.11155@doc.com -P chou.doc.com. des
Adding key pair for unix.11155@doc.com (chou.doc.com.).
Enter login password:

rootmaster# nisaddcred -p 11155 -P chou.doc.com. local doc.com.

LOCAL資格情報は、UIDを NIS+主体名にマップします。クライアントユーザーで
ある NIS+主体は、さまざまなドメインにさまざまな UIDを持てますが、NIS+主体
名は 1つしか持てません。したがって、chouなどの NIS+主体が自分のホームドメ
イン以外のドメインからログインする場合、そのドメインにパスワードエントリを持
つだけではなく、そのドメインの credテーブルに LOCAL資格も持っていなければ
なりません。

マシンの場合—例
主体「マシン」の資格情報を作成する例を次に示します。このホスト名は
starshine1で、ルートドメインに所属しています。したがって、この資格はルート
マスターサーバーから作成されます。この例では、ルートマスターに rootとしてログ
インしている間に資格情報を作成します。しかし、有効な資格情報と適切なアクセス
権をすでに持っている場合、自分のユーザー名でログインしているときに、資格を作
成できます。
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rootmaster# nisaddcred -p unix.starshine1@doc.com -P starshine1.doc.com. des
Adding key pair for unix.starshine1@doc.com
(starshine1.doc.com.).
Enter starshine1.doc.com.’s root login password:

Retype password:

パスワードプロンプトに対しては、主体マシンのスーパーユーザーパスワードを入力
してください。もちろん、ダミーパスワードを使用することもできます。このダミー
パスワードは、その主体マシンにスーパーユーザーとしてログインすれば、後で変更
できます。

NIS+資格情報の管理
以下のいくつかのセクションでは、nisaddcredコマンドで資格情報を管理する方法
について説明します。nisaddcredで資格情報を管理するには、credテーブルに対
する作成権、変更権、読み取り権、削除権が必要です。

自分の資格情報を更新する方法
自分の資格情報を更新することは、資格を作成することよりはるかに簡単です。自分
のユーザー名でログインしているときに、次のような nisaddcredコマンドを入力
するだけです。

# nisaddcred des

# nisaddcred local

別のユーザーの資格情報を更新する場合は、そのユーザーの資格情報を作成するのと
同じ操作を行います。

資格情報を削除する方法
nisaddcredコマンドは、主体の資格情報を削除しますが、コマンドを実行している
ローカルドメインだけから削除できます。

システム全体から完全に主体を削除するには、主体のホームドメインおよび LOCAL
資格情報のあるすべてのドメインから主体の資格情報を明示的に削除しなければなり
ません。

資格情報を削除するには、ローカルドメインの credテーブルへの変更権が必要で
す。-rオプションを使い、完全 NIS+主体名で主体を指定します。

# nisaddcred -r principal-name
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次の 2つの例では、システム管理者 Morenaの LOCALと DESの資格情報を削除し
ます。最初の例では、システム管理者のホームドメイン (doc.com.)から両方の資格
情報を削除し、2番目の例では、sales.doc.com.ドメインから LOCAL資格情報を
削除します。該当するドメインのマスターサーバーから、それぞれがどう入力される
かに注意してください。

rootmaster# nisaddcred -r morena.doc.com.

salesmaster# nisaddcred -r morena.doc.com.

資格が本当に削除されたことを確かめるには、次に示すように、credテーブルに対
して nismatchを実行します。nismatchの詳細は、第 19章を参照してください。

rootmaster# nismatch morena.doc.com. cred.org_dir

salesmaster# nismatch morena.doc.com. cred.org_dir
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第 13章

NIS+鍵の管理

この章では、NIS+の鍵と、鍵を管理する方法について説明します。

ヒント – NIS+セキュリティタスクには、Solaris管理コンソールツールがあればより
簡単に実行できるものがあります。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+鍵について
NIS+鍵は NIS+の関連情報を暗号化するために使用します。

この章では、NIS+セキュリティシステム全体と、特にシステムで鍵が果たす役割に
ついて、十分理解しているユーザーを想定しています。詳細については、第 11章を参
照してください。

NIS+鍵に関するコマンドとその構文やオプションについての詳しい説明は、nis+(1)
のマニュアルページを参照してください。また、nisaddcredコマンドも鍵に関連の
ある働きをします。詳細については、第 12章を参照してください。
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注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。NIS+サービ
スに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマン
ドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+と
サービス管理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステ
ム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細について
は、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

NIS+を使用したキーログイン
主体がログインする時、パスワードの入力を求めるプロンプトが現れます。このパス
ワードはユーザーがセキュリティゲートをパスし、ネットワークにアクセスするため
に必要なものです。またログインプロセスは、ユーザーのホームドメインの cred
テーブルにあるユーザーの非公開鍵を復号化しキーサーバーへ渡します。キーサー
バーはその復号化された非公開鍵を使って、ユーザーが NIS+オブジェクトにアクセ
スするつど、ユーザーの認証を行います。

通常は、この場合だけ主体にパスワードが要求されます。しかし、credテーブルに
ある主体の非公開鍵がユーザーのログインパスワードと異なるパスワードを使用して
暗号化されていると、ログインプロセスはそれを loginの際にログインパスワード
を使って復号化できないので、キーサーバーに復号化した非公開鍵を提供できませ
ん。これは credテーブル内にあるユーザーの非公開鍵が、ログインパスワードと異
なる Secure RPCパスワードを使用して暗号化された場合に多く起こります。

注 –「ネットワークパスワード」と「Secure-RPCパスワード」を同意語として使用す
る場合があります。

この問題を一時的に解決するには、ログインの後には必ず主体が keyloginコマンド
を使用して、キーログインを実行する必要があります。-rフラグを使って、スーパー
ユーザー主体にログインし、ホストの /etc/.rootkeyにスーパーユーザーの鍵を格
納します。

主体ユーザーの場合

keylogin

主体マシンの場合 (一度だけ)

keylogin -r

しかしながら、もとのパスワードを使用して確実にキーログインを実行しても、その
ログインセッションにおいて一時的に問題が解決するだけです。credテーブルの非
公開鍵はユーザーのログインパスワードと異なるパスワードを用いて暗号化されたま
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まであり、次にユーザーがログインした時に同じ問題が起こります。この問題を永久
的に解決するには、chkeyコマンドを使用して、非公開鍵の暗号化に使ったパスワー
ドをユーザーのログインパスワードに変更します (251ページの「NIS+主体の鍵の変
更」を参照)。

NIS+主体の鍵の変更
chkeyコマンドは credテーブルに格納されている NIS+主体の公開および非公開鍵
を変更します。このコマンドは passwdテーブル内もしくは /etc/passwdファイル
内のいずれのエントリにも影響を与えません。

chkeyコマンドについて

� 新規に鍵を作成し、パスワードを用いて非公開鍵を暗号化します。-pオプション
をつけて実行した場合、chkeyコマンドは既存の非公開鍵を新規のパスワードで
再暗号化します。

� 新規に Diffie-Hellmanの鍵ペアを作成し、提供されたパスワードを使用して非公
開鍵を暗号化します。各主体に複数の Diffie-Hellmanの鍵のペアが存在すること
が可能です。しかし、ほとんどの場合ユーザーは新規の鍵ペアを必要とせず、既存
の非公開鍵を新規のパスワードを使って再暗号化しようとします。これを行うに
は、-pオプション付きで chkeyを実行します。

これらのテーマの詳細は、マニュアルを参照してください。

注 – NIS+環境においては、どんな管理ツールまたは passwd (もしくは nispasswd)
コマンドを用いてログインパスワードを変更しても、credテーブル内の非公開鍵は
新規のパスワードを使用して自動的に再暗号化されます。したがって、ログインパス
ワードの変更後に chkeyコマンドを実行する必要はありません。

chkeyコマンドはキーサーバー、credテーブル、および passwdテーブルとの関連
で動作します。chkeyを実行するには次のようにします。

� ホームドメインの passwdテーブルにエントリが必要です。この条件を満たさな
ければ、エラーメッセージが返ります。

� キーサーバーに復号化された非公開鍵のあることを確認するために、keylogin
を実行する必要があります。

� credテーブルの変更権を持っていなければなりません。この権限がない場合
は「permission denied」などのエラーメッセージが返ります。

� credテーブル内の非公開鍵の暗号化に使われた、もとのパスワードを知っている
必要があります。ほとんどの場合、これは Secure RPCパスワードです。
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ログインパスワードを使って非公開鍵を再暗号化するために chkeyコマンドを使用
するには、最初にもとのパスワードを用いて keyloginを実行し、次に表 13–1に示
す手順で chkey -pを実行します。表 13–1は、主体ユーザーとして keyloginと
chkeyを実行する方法を示しています。

表 13–1非公開鍵の再暗号化 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

ログインする Sirius% login Login-name

ログインパスワードを入力する Password:

ログインパスワードと Secure RPCパスワードが異
なっている場合、keyloginを実行する

Sirius% keylogin

非公開鍵の暗号化に使用したもとのパスワードを入力す
る

Password: Secure RPC password

chkeyを実行する Sirius% chkey -p
Updating nisplus publickey database
Updating new key for ’unix.1199@Doc.com’.

ログインパスワードを入力する Enter login password: login-password

ログインパスワードを再入力する Retype password:

鍵の変更
次の節では、NIS+主体の鍵の変更方法を説明します。

注 –サーバーの鍵を変更するときは、常にドメイン内の全クライアントの鍵情報も更
新する必要があります。その方法は 258ページの「クライアントの鍵情報を更新す
る」で説明します。

ルートからルート鍵を変更する
ルートマスター (スーパーユーザーとして)からルートマスターサーバーの鍵を変更す
るには、表 13–2の手順を実行します。
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表 13–2ルートマスター鍵の変更 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

新規 DES資格を作成 rootmaster# nisaddcred des

NIS+サービスを発見 rootmaster# svcs \*nisplus\*

NIS+サービスを停止
rootmaster# svcadm disable -t
/network/rpc/nisplus:default

-S 0 セキュリティオプションを削除
/lib/svc/method/nisplusファイルを編集して
-S 0 オプションを削除

セキュリティなしで NIS+サービスを再起動 # svcadm enable network/rpc/nisplus

keylogoutを実行 (以前の keyloginはタイムアウト) rootmaster# keylogout -f

マスターがディレクトリに保管していた鍵を更新 rootmaster# nisupdkeys dirs

NIS+サービスを発見 rootmaster# svcs \*nisplus\*

NIS+サービスを停止
rootmaster# svcadm disable -t
/network/rpc/nisplus:default

-S 0 セキュリティオプションを追加
/lib/svc/method/nisplusファイルを編集して
-S 0 オプションを追加

デフォルトセキュリティで NIS+デーモンを再起動 # svcadm enable network/rpc/nisplus

keyloginを実行 rootmaster# keylogin

引数の意味は以下のとおりです。

� dirs は更新するディレクトリオブジェクト (rootmaster によって保管された
ディレクトリオブジェクト)

表 13–2に示すプロセスの最初の手順では、nisaddcredがルートマスターの cred
テーブルを更新し、/etc/.rootkeyを更新し、ルートマスターのキーログインを実
行します。この時点では、マスターに保管されたディレクトリオブジェクトが更新さ
れておらず、その資格情報とルートマスターとは同期がとれていません。この手順に
続く表 13–2の手順は、すべてのオブジェクトを正しく更新するのに必要です。

注 –サーバーの鍵を変更するときは、常にドメイン内の全クライアントの鍵情報も更
新する必要があります。その方法は 258ページの「クライアントの鍵情報を更新す
る」で説明します。

別のマシンからルート鍵を変更する手順
別のマシンからルートマスターの鍵を変更する場合、それに必要な NIS+資格とそれ
を行う承認を得ていなくてはなりません。
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表 13–3別のマシンによるルートマスターの鍵の変更 -コマンドのまとめ

作業 コマンド

新規の DES資格を作成
othermachine% nisaddcred -p principal -P nisprincipal
des

ディレクトリオブジェクトを更
新 othermachine% nisupdkeysdirs

/etc/.rootkeyを更新 othermachine% keylogin -r

クライアントとして再度初期化 othermachine% nisinit -cH

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� principalはルートマシンの Secure RPCネット名。たとえば、以下のようになりま
す。unix.rootmaster@doc.com (末尾のドットなし)

� nis-principalはルートマシンの NIS+主体名。たとえば、rootmaster.doc.com.
(末尾のドットあり)

� dirsは更新するディレクトリオブジェクト (rootmasterで保管されたディレクト
リオブジェクト)

nisupdkeysを実行する場合、関連したディレクトリオブジェクトのすべてを同時に
更新するように注意します。すなわち、すべてを 1つのコマンドで行います。分割し
て更新すると、認証エラーになります。

注 –サーバーの鍵を変更するときは、常にドメイン内の全クライアントの鍵情報も更
新する必要があります。その方法は 258ページの「クライアントの鍵情報を更新す
る」で説明します。

複製からルート複製の鍵を変更する手順
複製からルート複製の鍵を変更する手順を次に示します。

replica# nisaddcred des

replica# nisupdkeys dirs

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

dirsは更新するディレクトリオブジェクト (replicaで保管されたディレクトリオブ
ジェクト)

nisupdkeysを実行する場合、関連したディレクトリオブジェクトのすべてを同時に
更新するように注意します。すなわち、すべてを 1つのコマンドで行います。分割し
て更新すると、認証エラーになります。
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注 –サーバーの鍵を変更するときは、常にドメイン内の全クライアントの鍵情報も更
新する必要があります。その方法は 258ページの「クライアントの鍵情報を更新す
る」で説明します。

ルート以外のサーバーの鍵の変更手順
サーバーからルート以外のサーバー (マスターまたは複製)の鍵を変更する手順を以下
に示します。

subreplica# nisaddcred des

subreplica# nisupdkeys parentdir dirs

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� parentdirはルート以外のサーバーの親ディレクトリ (subreplicaの NIS+サー
バーを持つディレクトリ)

� dirsは更新しようとするディレクトリオブジェクト (subreplicaで保管された
ディレクトリオブジェクト)

nisupdkeysを実行する場合、関連したディレクトリオブジェクトのすべてを同時に
更新するように注意します。すなわち、すべてを 1つのコマンドで行います。分割し
て更新すると、認証エラーになります。

注 –サーバーの鍵を変更するときは、常にドメイン内の全クライアントの鍵情報も更
新する必要があります。その方法は、258ページの「クライアントの鍵情報を更新す
る」で説明します。

公開鍵の更新
NIS+サーバーの公開鍵は名前空間のあちこちに格納されています。サーバーに新規
の資格情報を作成する場合、新規の鍵ペアが作成され credテーブルに格納されま
す。しかし、名前空間ディレクトリオブジェクトには、まだサーバーの古い公開鍵の
コピーが残っています。nisupdkeysコマンドを使用して、これらのディレクトリオ
ブジェクトのコピーを更新します。

nisupdkeysコマンド
古い鍵ペアの保全が危うくなったり、非公開鍵の暗号化に使ったパスワードを忘れて
しまったりして新規の鍵ペアを作成する場合、nisupdkeysを使用してディレクトリ
オブジェクト内の古い公開鍵を更新できます。
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nisupdkeysコマンドで次の操作を行うことができます。

� 1台の特定サーバーの鍵を更新する
� NIS+ディレクトリオブジェクトをサポートしているサーバーすべての鍵を更新す
る

� サーバーの公開鍵をディレクトリオブジェクトから削除する
� サーバーの IPアドレスが変更された場合にそれを更新する

ただし、nisupdkeysは主体マシン上の NIS_COLD_STARTファイルを更新できませ
ん。サーバーの鍵のコピーを更新するには、NIS+クライアントが nisclientコマン
ドを実行しなければなりません。もしくは、NIS+キャッシュマネージャを実行中で
かつコールドスタートファイル内で１つ以上のサーバーを利用できる場合、主体は
ディレクトリオブジェクト上で生存期間がタイムアウトするまで待つことができま
す。タイムアウトが発生すると、キャッシュマネージャはコールドスタートファイル
を自動的に更新します。生存期間のデフォルトは 12時間です。

nisupdkeysを使うには、NIS+ディレクトリオブジェクトへの変更権が必要です。

公開鍵の引数の更新と例
nisupdkeysコマンドは /usr/lib/nisにあります。nisupdkeysコマンドは次の
引数を使います。nisupdkeysコマンドの詳細と引数すべてのリストは、
nisupdkeys(1M)のマニュアルページを参照してください。

表 13–4 nisupdkeysの引数

引数 効果

(引数なし) カレントドメインのサーバーの鍵をすべて更新する

ディレクトリ名 ディレクトリ名で指定したディレクトリオブジェクトの鍵を
更新する

-H servername カレントドメインディレクトリオブジェクト内のサーバー名
で指定したサーバーの鍵を更新する。ほかのドメインにある
サーバーの鍵を更新する場合は、完全ホスト名を使用する

-s -H servername サーバー名で指定したサーバーで保管されたディレクトリオ
ブジェクトすべての鍵を更新する

-C 鍵をクリアする

表 13–5で公開鍵の更新手順の例を示します。
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表 13–5公開鍵の更新 -コマンド例

作業 コマンド

カレントドメイン (doc.com)のすべてのサー
バーのすべての鍵を更新

rootmaster# /usr/lib/nis/nisupdkeys

Fetch Public key for server rootmaster.doc.com.

netname=’unix.rootmaster@doc.com’

rootmaster.doc.com.の公開鍵を更新

Public key: public-key

sales.doc.comドメインのディレクトリオ
ブジェクトをサポートしているすべてのサー
バーの鍵を更新

salesmaster# nisupdkeys sales.doc.com

(画面上には何も表示されません)

すべてのディレクトリ内のサーバー名が
master7であるサーバーの鍵を更新

rootmaster# nisupdkeys -H master7

sales.doc.comディレクトリオブジェクト
で保管された鍵をクリア

rootmaster# nisupdkeys -C sales.doc.com

カレントドメインのディレクトリオブジェク
トのサーバー名が master7であるサーバーの
鍵をクリア

rootmaster# nisupdkeys -C -H master7

IPアドレスの更新
サーバーの IPアドレスを変更するか、またはアドレスを追加する場合、NIS+アドレ
ス情報を更新するために nisupdkeysを実行する必要があります。

1つ以上のサーバーの IPアドレスを更新するには、-aオプション付きで
nisupdkeysを使用します。

指定されたドメインのサーバーの IPアドレスを更新。

rootmaster# nisupdkeys -a domain

特定サーバーの IPアドレスを更新。

rootmaster# nisupdkeys -a -H server

第 13章 • NIS+鍵の管理 257



クライアントの鍵情報を更新する
サーバーの鍵を変更するときは、常に全クライアントの鍵情報も更新する必要があり
ます。NIS+のサーバーは NIS+のクライアントでもあります。そのため、あるサー
バーの鍵を更新した場合は、それが NIS+のサーバーであるか通常のクライアントで
あるかにかかわらず、ドメイン内にあるほかのすべてのマシンの鍵情報を更新する必
要があります。

クライアントの鍵情報を更新するには、以下の 3通りの方法があります。

� クライアント鍵情報は、クライアントの nisclientスクリプトを実行すれば、
もっとも簡単に作成できます。

� 別の方法で個々のクライアントの鍵情報を更新するには、クライアント側で
nisinitコマンドを実行します。339ページの「クライアントを初期設定する」
を参照してください。

� ドメイン内にある全てのマシンのクライアントの鍵情報を一括で更新するには、ド
メインのディレクトリオブジェクトの生存期間の値を短くします。

クライアントの鍵情報を一括で更新する
サーバーの鍵を変更したあとで、ドメイン内にあるすべてのマシンのクライアントの
鍵情報を一括更新できます。

1. nischttlコマンドを使用して、ドメインのディレクトリオブジェクトの生存期
間 (TTL)を、すぐに満了するような小さな値にしてください。

たとえば、sales.doc.com.ドメイン内のサーバーの鍵を変更した場合、ディレ
クトリの TTL値を 1分にするには、以下のように入力します。

client% nischttl 60 sales.doc.com.

2. ディレクトリの TTL値が満了すると、キャッシュマネージャはエントリを終了
し、クライアントのために新しく更新された情報を入手します。

3. ディレクトリオブジェクトの TTL値が満了したあとで、ディレクトリオブジェク
トの TTL値をデフォルト値に戻します。

たとえば、sales.doc.com.ドメインのディレクトリオブジェクトの TTL値を
12時間に戻すには、以下のように入力します。

client% nischttl 12h sales.doc.com.

TTL値の使用の詳細は、347ページの「nischttlコマンド」を参照してくださ
い。
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第 14章

拡張セキュリティ資格の管理

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

Diffie-Hellman拡張鍵
NIS+は、RPCSEC_GSS RPC(3N)セキュリティフレイバーを使用して、192ビット
Diffie-Hellman (RPC(3N)セキュリティフレイバーAUTH_DH)を超える RPC(3N)層に
おけるより厳格なセキュリティを提供します。システム上で使用可能なセキュリ
ティメカニズムのリストについては、nisauthconf(1M)コマンドを参照してくださ
い。また、これらのセキュリティメカニズムは、より厳格な暗号と各 NIS+トランザ
クションの完全性を提供します。すなわち、各 NIS+トランザクションのデータが変
更されていないことが検証されます。

システム管理者は、後述のガイドラインに従って、NIS+サーバー環境を構築する前
または後に nisauthconf(1M)を実行することによって、より厳格なセキュリ
ティメカニズムの利点を活用することができます。

注 – AUTH_DHは、以前はAUTH_DESと呼ばれていました。
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新しい公開鍵ベースのセキュリティメカ
ニズムへの移行
Diffie-Hellman 640ビット (dh640-0)のような公開鍵暗号ファミリーのより厳格なセ
キュリティメカニズムを使用するには、既存の credテーブルに各主体の新しい資格
を追加することが必要です。後述の手順は、現在 Diffie-Hellman 192ビット (RPCセ
キュリティフレイバーAUTH_DH)セキュリティを実行しているシステムを、
Diffie-Hellman 640ビット (RPCセキュリティフレイバー RPCSEC_GSS)セキュリ
ティを実行するように変換する場合のものです。この移行手順は、もっともよくある
場合を説明したものですが、公開鍵暗号ファミリーのどれか 1つのセキュリティメカ
ニズムタイプから、公開鍵暗号ファミリーの別のセキュリティメカニズムに変換する
場合、原理は同じです。

注 –以下の例では、$PATHに /usr/lib/nisがあることを前提にしています。

NIS+セキュリティメカニズムの構成
NIS+セキュリティの構成は、nisauthconf(1M)コマンドを使用して行います。
nisauthconfはセキュリティメカニズムのリストを設定した順に取ります。セ
キュリティメカニズムは、secure_rpc(3N)で指定された 1つまたは複数の認証フ
レイバーを使用することができます。desが唯一の指定されたメカニズムである場
合、NIS+はほかの NIS+クライアントおよびサーバーの認証にAUTH_DH (旧
AUTH_DES)だけを使用します。NIS+は、nisaddcred(1M)の場合を除いて、des
より後のメカニズムは無視します。

nisauthconf [-v] [mechanism, ...]

この場合の mechanismは、システム上で使用可能な RPCセキュリティメカニズムで
す。使用可能なメカニズムのリストについては、nisauthconf(1M)を参照してくだ
さい。メカニズムを指定しないと、現在構成されているメカニズムのリストが出力さ
れます。
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新しいセキュリティメカニズム資格の作
成
NIS+ユーザーおよびホスト主体ごとに、新しいメカニズムの資格情報を作成する必
要があります。これを行うには、システムが現在のメカニズムによる認証を継続して
いる間に、NIS+を実行しているマシンの 1つで nisauthconf(1M)コマンドを実行
して新しい資格を作成しなければなりません。資格作成の基本の詳細は、243ページ
の「NIS+主体の資格情報を作成する方法」も参照してください。

新しいセキュリティメカニズム資格 -例
desから dh640-0へ変換します。nisauthconfがスーパーユーザーとして実行さ
れ、主体のホームディレクトリの中で作成権を持つ主体として nisaddcredが実行
されている必要があります。サーバー名は server1、ユーザーの主体名は morena
です。ユーザー morenaの UIDは 11177です。

client# nisauthconf des dh640-0
client% nisaddcred -P server1.doc.com. -p unix.server1@doc.com dh640-0

(screen notices not shown)
client% nisaddcred -P morena.doc.com. -p unix.11177@doc.com -ldummy-password dh640-0

(screen notices not shown)

NIS+ディレクトリオブジェクトへの新
しい鍵の追加
すべてのサーバーの新しい資格が生成されたら、nisupdkeys(1M)を実行して、こ
れらのサーバーが提供するすべてのディレクトリオブジェクトに新しい公開鍵を追加
します。nisupdkeys(1M)コマンドを使用するには、その NIS+ディレクトリオブ
ジェクトに対する変更権を持っていなければなりません。詳細は、255ページの「公
開鍵の更新」を参照してください。

注意 –これらの NIS+ディレクトリを提供するすべてのサーバー、およびこれらの
ディレクトリにアクセスするすべてのクライアントは、Solaris 7以降を実行していな
ければなりません。
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NIS+ディレクトリオブジェクトへの新しい公開鍵
の追加 -例
この例では、新しい公開鍵を使用してサーバーが提供しているディレクトリは、
doc.com、org_dir.doc.com.、および groups_dir.doc.com.です。更新は、
マスターサーバー主体として行われます。新しいメカニズムを実行する前に、
nisauthconf(1M)を使用して nisupdkeysを構成することが必要です。この例で
は、現在の認証メカニズムは desで、新しいメカニズムは dh640-0です。

masterserver# nisauthconf dh640-0 des
masterserver# nisupdkeys doc.com.

(screen notices not shown)
masterserver# nisupdkeys org_dir.doc.com.

(screen notices not shown)
masterserver# nisupdkeys groups_dir.doc.com.

(screen notices not shown)

新しいセキュリティメカニズム資格を受
け入れるようにする NIS+サーバーの構
成
各サーバー上で NIS+認証を構成して、新旧両方の資格を受け入れるようにします。
そのためには、nisauthconf(1M)および keylogin(1)を実行し、keyserv(1M)
を再起動することが必要です。keylogin(1)コマンドは、各メカニズムの鍵を
/etc/.rootkeyに格納します。keyloginの基本の詳細は、250ページの「NIS+を
使用したキーログイン」を参照してください。

新しいセキュリティメカニズム資格を受け入れる
ようにする NIS+サーバーの構成 -例
この例では、現在の認証メカニズムは desで、新しいメカニズムは dh640-0です。こ
こでは順序が重要です。クライアントおよびサーバーの NIS+認証では、desエント
リより後のメカニズムはすべて無視されます。

server# nisauthconf dh640-0 des
server# keylogin -r

(screen notices not shown)

server# /etc/reboot
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新しいセキュリティメカニズム資格を使
用するようにするマシンの構成
サーバーで新しい資格が受け入れられるため、新しい資格によって認証するようにマ
シンを変換できます。そのためには、nisauthconf(1M)および keylogin(1)を
スーパーユーザーとして実行し、再起動します。

新しいセキュリティメカニズム資格を使用するよ
うにするマシンの構成 -例
この例では、新しいメカニズムは dh640-0ですが、システムは、dh640-0資格が使用
可能でないか、あるいは dh640-0による認証に成功しなかった場合には、des資格に
よる認証も試みます。

workstation# nisauthconf dh640-0 des
workstation# keylogin -r

(screen notices not shown)

workstation# /etc/reboot

次の例では、新しいメカニズムは dh640-0で、このメカニズムによる認証だけが行わ
れます。システムを新しいメカニズムだけで認証するように構成する前に、
キャッシュに書き込まれているディレクトリオブジェクトが新しいメカニズムの鍵を
含むように、リフレッシュされることが必要です。これは、nisshowcache(1M)に
よって検証することができます。キャッシュに書き込まれているディレクトリオブ
ジェクトがタイムアウトしてリフレッシュされるのを待つ代わりとして、次の方法が
あります。NIS+サービスを停止し、nisinit(1M)を使用して新しい
NIS_COLD_STARTを構築してから、NIS+サービスを再起動します。

ディレクトリオブジェクトの手動によるリフレッシュ -例
ディレクトリオブジェクトを手動でリフレッシュするには、svcadmコマンドを使用
します。詳細は、svcadm(1M)のマニュアルページを参照してください。

# svcadm disable -t /network/rpc/nisplus:default
# nisinit -cH masterserver

# svcadm enable /network/rpc/nisplus:default

注意 –マシン主体およびこのマシンのすべてのユーザーが credテーブルの中に
dh640-0資格を持つことが、dh640-0だけで認証するようにシステムを構成するのに
必要です。

workstation# nisauthconf dh640-0
workstation# keylogin -r
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(screen notices not shown)

workstation# /etc/reboot

新しい資格を保護するパスワードの変更
ダミーパスワードを持った新しい資格を与えられた各ユーザーは、chkey(1)を実行
してログインパスワードに変換することが必要です。詳細については、251ページ
の「NIS+主体の鍵の変更」を参照してください。

新しい資格を保護するパスワードの変更 -例
chkey(1)を実行してログインパスワードに変換します。

# chkey -p

(screen notices not shown)

新しいセキュリティメカニズム資格だけ
を受け入れるようにするサーバーの構成
低グレードのセキュリティメカニズムから高グレードのものに変換する場合には、新
しい高グレードのセキュリティメカニズムタイプの資格だけを受け入れるように
NIS+サーバーを構成することによって、最大限のセキュリティが達成されます。新
旧両方のメカニズムによって認証を行うようにサーバーを構成した後で、変換しま
す。

新しいメカニズムだけを使用して認証を行うようにシステムを構成する前に、
キャッシュに書き込まれているディレクトリオブジェクトをリフレッシュして、新し
いメカニズムの鍵を含むようにし、nisshowcache(1M)を使用してこれを検証しま
す。

新しいセキュリティメカニズム資格だけを受け入
れるようにするサーバーの構成 -例
各 NIS+サーバー上で nisauthconf(1M)を実行し、再起動します。この例では、
NIS+サーバーは dh640-0資格の認証だけを受け入れるように構成されます。
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server# nisauthconf dh640-0

server# /etc/reboot

この段階で、オプションで、ディレクトリオブジェクトを更新して、古い公開鍵を削
除できます。これはマスターサーバーから行う必要があり、新しいセキュリティメカ
ニズムだけを使用して認証を行うサーバーが管理するディレクトリごとに一度、
nisupdkeys(1M)を実行しなければなりません。この例では、更新されるディレク
トリは、doc.com、org_dir.doc.com.、および groups_dir.doc.com.です。

masterserver# nisupdkeys doc.com.
(screen notices not shown)

masterserver# nisupdkeys org_dir.doc.com.
(screen notices not shown)

masterserver# nisupdkeys groups_dir.doc.com.

credテーブルからの古い資格の削除
必要に応じて、credテーブルから古いセキュリティメカニズムの資格を削除できま
す。そのためには、ローカルドメインの credテーブルに対する変更権が必要です。
詳細は、247ページの「資格情報を削除する方法」の項を参照してください。

credテーブルからの古い資格の削除 -例
この例では、主体 morena.doc.comが自分の des資格を credテーブルから削除し
ます。

master# nisaddcred -r morena.doc.com. dh192-0
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第 15章

NIS+のアクセス権の管理

この章では、NIS+アクセス権とその管理方法について説明します。

ヒント – NIS+セキュリティタスクには、Solaris管理コンソールツールがあればより
簡単に実行できるものがあります。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+のアクセス権について
NIS+アクセス権によって、NIS+ユーザーが実行できる操作とアクセス可能な情報が
決定されます。この章では、NIS+セキュリティシステム全体と、特にシステムでア
クセス権が果たす役割について、十分理解しているユーザーを想定しています。詳し
くは、第 11章を参照してください。

NIS+アクセス関連のコマンドとその構文、オプションについては、nis+(1)のマ
ニュアルページを参照してください。
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承認およびアクセス権について
NIS+名前空間のセキュリティは、承認、アクセス権、および NIS+資格と認証の相互
作用によって確保されています。これらの詳細については、220ページの「NIS+の承
認とアクセス -紹介」を参照してください。

承認クラス -復習
221ページの「承認クラス」に説明があるように、NIS+のアクセス権は各クラスに与
えられるものです。4つの NIS+クラスが用意されています。

� 「所有者」。所有者クラスは 1つの NIS+主体です。デフォルトではオブジェクト
の所有者は、オブジェクトを作成した主体になります。しかし、オブジェクトの所
有者は所有権を別の主体に譲ることで所有者を変更できます。

� 「グループ」。グループクラスは 1つ以上の NIS+主体の集まりです。1つの
NIS+オブジェクトは 1つだけの NIS+グループを持つことができます。

� 「その他」。その他クラスには、NIS+に認証された NIS+主体のすべて (すべての
所有者クラスとグループクラス、および有効な DES資格を提示したものすべて)が
含まれます。

� 「未認証」。未認証クラスは、すべての適切な認証を受けられなかったもので構成
されます。すなわち、有効な DES資格を提示できなかったすべてのものです。

アクセス権 -復習
224ページの「NIS+アクセス権について」で詳述したように、NIS+には 4種類のア
クセス権があります。

� 「読み取り」。オブジェクトの読み取り権を持った主体はオブジェクトの内容を読
み取ることができます。

� 「変更」。オブジェクトに対する変更権を持った主体はオブジェクトの内容を変更
できます。

� 「削除」。オブジェクトに対する削除権を持った主体がオブジェクトを削除できま
す。

� 「作成」。上位レベルのオブジェクトに対する作成権を持った主体が、そのレベル
の下位に新規のオブジェクトを作成できます。すなわち、NIS+ディレクトリオブ
ジェクトの作成権を持っていれば、そのディレクトリ内に新しいテーブルを作成で
きます。NIS+テーブルの作成権を持っていれば、そのテーブル内に新しい列とエ
ントリを作成できます。

これらの権限は論理的には、ディレクトリ、テーブル、列とエントリのように下位に
展開するものであることを銘記してください。たとえば、新規にテーブルを作成する
には、そのテーブルを格納する NIS+ディレクトリオブジェクトに対する作成権が必
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要です。そのテーブルを作成した場合、そのデフォルト所有者になります。所有者と
して、自分自身にそのテーブルに対する作成権を与え、テーブルに新規のエントリを
作成できます。テーブル内に新規のエントリを作成した場合、それらのエントリの所
有者になります。テーブルの所有者として、テーブルレベルの作成権をほかの人に与
えることもできます。たとえば、自身のテーブルのグループクラスのテーブルレベル
の作成権を与えることができます。その場合、テーブルのグループのすべてのメン
バーがテーブル内に新規のエントリを作成できます。新規のテーブルエントリを作成
した、グループの個々のメンバーはそのエントリのデフォルト所有者になります。

アクセス権の連鎖
承認クラスは連鎖の関係にあります。つまり、上位クラスは通常下位クラスにも属し
ており、自動的に下位クラスの権利を得ることになります。次のように機能します。

� 「所有者クラス」。オブジェクトの所有者はそのオブジェクトのグループに所属し
ていても、いなくてもかまいません。所有者があるグループに属していると、その
グループに与えられている権利をすべて得ることになります。オブジェクトの所有
者が自動的に、その他と未認証のクラスにも属することになり、自動的にこれら 2
つのクラスに与えられている権利を獲得することになります。

� 「グループクラス」。オブジェクトのグループメンバーは自動的にその他と未認証
クラスに所属します。したがって、グループメンバーは自動的にその他クラスと未
認証クラスのメンバーがそのオブジェクトに持っている権利を獲得します。

� 「その他クラス」。その他クラスは自動的に、未認証クラスがオブジェクトに対し
て持っている権利と同じ権利を持つことになります。

� 「未認証クラス」。未認証クラスは、オブジェクトが未認証クラスに与えている権
利を持つだけです。

この基本原則は、下位クラスのアクセス権は自動的に上位クラスに与えられるという
ことです。つまり、上位クラスは下位クラスよりも多くの権利を持つことができ、権
利が少なくなることはないということです。この原則の例外は、所有者がグループの
メンバーでない場合に、所有者の持っていない権利をグループクラスに与えることが
できることです。

アクセス権の割り当てと変更方法
NIS+オブジェクトを作成した時、NIS+はそのオブジェクトに所有者クラスとグルー
プクラスのアクセス権のデフォルトセットを与えます。デフォルトでは、所有者はそ
のオブジェクトを作成した NIS+主体です。デフォルトのグループは、環境変数
NIS_GROUPの中で名前をつけられたグループです。

異なるデフォルト権利の指定
NIS+は NIS+オブジェクトが作成された時に自動的に付与されたデフォルト権利を変
更する 2つの異なった方法を提供しています。

第 15章 • NIS+のアクセス権の管理 269



� NIS_DEFAULTS環境変数。NIS_DEFAULTSはセキュリティに関するデフォルト値
を保管し、その 1つはアクセス権です。このデフォルトアクセス権は、オブジェク
トが作成された時にオブジェクトに自動的に付与されるものです (詳細について
は、280ページの「NIS+デフォルトの表示 - nisdefaultsコマンド」を参照し
てください)。

NIS_DEFAULTS環境変数の値を変更すると、変更後に作成されたオブジェクトに
新規の値が与えられます。しかし、以前に作成されたオブジェクトは影響を受けま
せん。

� -Dオプションはいくつかの NIS+コマンドに用いられます。NIS+オブジェクトを
作成するコマンドに -Dオプションを使用すると、NIS_DEFAULTS環境変数が指
定したデフォルト権利を上書きします (詳細は、283ページの「デフォルトを無効
にする」を参照してください)。

既存オブジェクトへのアクセス権を変更する
NIS+オブジェクトを作成する場合、既存のデフォルトアクセス権 (NIS_DEFAULTS
環境変数か -Dオプションの指定かのいずれかによる)に対処する必要があります。デ
フォルト権利を変更するコマンドは次のとおりです。

� nischmodコマンド
� テーブルの列の場合は nistbladmコマンド

テーブル、列、およびエントリのセキュリティ
NIS+テーブルに対するアクセス権を指定する方法には、次の 3通りあります。

� 「テーブル」全体を対象にアクセス権を指定する
� 「エントリ」(行)単位でアクセス権を指定する
� 「列」単位でアクセス権を指定する

列とエントリ (行)が交差する部分をフィールドといいます。データ値はすべてこの交
差領域、つまりフィールドに入力します。

列とエントリレベルのアクセス権という仕組みを使用すると、テーブルレベルのアク
セス権の制限があっても個々の行と列にアクセス権を追加できますが、テーブル全体
へのアクセス権以上に列とエントリレベルの権利を制限することはできません。

� 「テーブル」。テーブルレベルは基本的なレベルです。テーブルレベルに付与され
たアクセス権は、列ごとまたはエントリごとに特に変更された場合を除き、テーブ
ル内のすべての部分に適用されます。テーブルレベルの権利はもっとも厳格である
べきです。
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注 –承認クラスは連結しているということに注意してください。上位クラスは、下
位クラスに割り当てられた権利を取得していることになります。269ページの「ア
クセス権の連鎖」を参照してください。

� 「列」。列レベルの権利という仕組みを使用すると、列ごとに追加アクセス権を付
与できます。たとえば、その他クラスと未認証クラスにテーブルレベルの権利が何
も付与されていなかったとします。この場合、この 2つのクラスはテーブル内の
データに対して、読み取り権、変更権、作成権、削除権を持ちません。列レベルの
権利という仕組みを使用すると、テーブルレベルの権限の制限を越えて、その他ク
ラスのメンバーに対して特定の列のデータに対する読み取り権を付与できます。

一方、所有者クラスとグループクラスにテーブル全体の読み取り権が付与されてい
る場合、列レベルの権利を使ってグループクラスの列の読み取り権を妨げることは
できません。列のグループはテーブルのグループやエントリのグループと同じには
なりません。これらはまったく異なるグループです。

� 「エントリ (行)」。エントリレベルの権限という仕組みを使用すると、行ごとに追
加アクセス権を付与できます。たとえば、個々のユーザーに指定したエントリに
限って変更する権限を与えることができるのです。

エントリのグループはテーブルのグループとは同じである必要はなく、別のグルー
プにできます。そうすることによって、特定のグループのメンバーに、ほかのグ
ループに属するエントリに影響を与えないで、あるエントリのセットにアクセスす
る権限を付与できます。

テーブル、列、エントリの例
列またはエントリレベルのアクセス権は、追加アクセスを次の 2つの方法で提供でき
ます。1つは権利を持つ主体を増やす方法で、もう 1つは同じ主体に権利を追加する
方法です。もちろん、これらを組み合わせることも可能です。以下にその例を示しま
す。

テーブルオブジェクトが、そのテーブルの所有者に対して読み取り権を与えたとしま
す。

表 15–1テーブル、列、エントリの例 1

未認証 所有者 グループ その他

テーブルのアクセス権 ---- r--- ---- ----

このことは、テーブルの所有者だけがテーブル全体の内容を読み取れることを意味し
ます。所有者でない主体は、アクセスできません。テーブルのエントリ 2にグループ
クラスに対して読み取り権を与えることができます。
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表 15–2テーブル、列、エントリの例 2

未認証 所有者 グループ その他

テーブルのアクセス権 ---- r--- ---- ----

エントリ 2のアクセス権 ---- ---- r--- ----

テーブルの内容をすべて読み取れるのは所有者だけですが、このテーブルのグループ
のメンバーであれば、この特定エントリの内容を読み取ることができます。次に、特
定の列がその他クラスに読み取り権を与えたとします。

表 15–3テーブル、列、エントリの例 3

未認証 所有者 グループ その他

テーブルのアクセス権 ---- r--- ---- ----

エントリ 2のアクセス権 ---- ---- r--- ----

列 1のアクセス権 ---- ---- ---- r---

その他クラスのメンバーは例 1のすべてのエントリを読み取ることができます。グ
ループクラスのメンバーは、(その他クラスに属しているので)列 1のすべてとエント
リ 2の全列を読み取ることができます。*NP*になっているセルは、「グループ」、
「その他」いずれのクラスも読み取りができません (アクセス権がない)。

表 15–4テーブル、列、エントリの例 4

列 1 列 2 列 2

エントリ 1 読み取り *NP* *NP*

エントリ 2 読み取り 読み取り 読み取り

エントリ 3 読み取り *NP* *NP*

エントリ 4 読み取り *NP* *NP*

エントリ 5 読み取り *NP* *NP*

異なるレベルの権利
この節では 4つの権利 (読み取り、作成、変更、削除)が 4つのアクセスレベル
(ディレクトリ、テーブル、列、エントリ)とどのようにかかわるのかを説明します。

種々の権利とレベルに関係した機能を次の表 15–5にまとめます。
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表 15–5アクセス権、アクセスレベル、およびその機能

ディレクトリ テーブル 列 エントリ

読み取り
ディレクトリ内容
のリスト

テーブル内容の
読み取り

列内容の読み取り エントリ (行)内
容の読み取り

作成

新規ディレクトリ
またはテーブルオ
ブジェクトの作成

新規エントリ
(行)の追加

列に新規のデータ
を入力

エントリ (行)に
新規のデータを
入力

変更

オブジェクトの移
動とオブジェクト
名の変更

テーブル内の任
意のデータを変
更

列内のデータを変
更

エントリ (行)内
のデータを変更

削除

テーブル等の
ディレクトリオブ
ジェクトの削除

エントリ (行)の
削除

列内のデータの削
除

エントリ (行)内
のデータの削除

読み取り権
� 「ディレクトリ」。ディレクトリの読み取り権があれば、ディレクトリの内容を表
示できます。

� 「テーブル」。テーブルの読み取り権があれば、テーブル内のすべてのデータを読
み取れます。

� 「列」。列の読み取り権があれば、その列のすべてのデータを読み取れます。

� 「エントリ」。エントリの読み取り権があれば、そのエントリのすべてのデータを
読み取れます。

作成権
� 「ディレクトリ」。ディレクトリレベルの作成権があれば、テーブル等の新規オブ
ジェクトをディレクトリ内に作成できます。

� 「テーブル」。テーブルレベルの作成権があれば、テーブル内に新規のエントリを
作成できますが、列は作成できません。テーブルレベルの作成権だけでは、テーブ
ルに新規のエントリを追加できますが、新規の列を追加することはできません。

� 「列」。列の作成権があれば、列内のフィールドに新規のデータを入力できます。
新規の列を作成できません。

� 「エントリ」。エントリの作成権があれば、その行のフィールドに新規のデータを
入力できます (エントリレベルの作成権では新規の行を作成することはできませ
ん)。

変更権
� 「ディレクトリ」。ディレクトリレベルの変更権があれば、ディレクトリオブ
ジェクトの移動と名前の変更ができます。
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� 「テーブル」。テーブルレベルの変更権があれば、テーブル内のデータをすべて変
更できます。新規の行を作成 (追加)できますが、新規の列は作成できません。空
白フィールドにデータを入力することも可能です。

� 「列」。列の変更権があれば、その列の任意のフィールドのデータを変更できま
す。

� 「エントリ」。エントリの変更権があれば、その行の任意のフィールドのデータを
変更できます。

削除権
� 「ディレクトリ」。ディレクトリレベルの削除権があれば、テーブル等のディレク
トリ内の既存オブジェクトを削除できます。

� 「テーブル」。テーブルレベルの削除権があれば、テーブル内の既存のエントリ
(行)を削除できますが、列は削除できません。削除できるのは既存のエントリだけ
で、既存の列は削除できません。

� 「列」。列の削除権があれば、その列の任意のフィールドのデータを削除できま
す。

� 「エントリ」。エントリの削除権があれば、その行の任意のフィールドのデータを
削除できます。

アクセス権の格納場所
オブジェクトのアクセス権は、そのオブジェクトの定義の一部として指定され、格納
されます。この情報は NIS+テーブルには格納されません。

NIS+オブジェクトのアクセス権の読み取り
アクセス権を読み取るには niscatコマンドを使用します。

niscat -o objectname

アクセス権を読み取るオブジェクト名を指定します。

このコマンドは、NIS+オブジェクトに関する次の情報を返します。

� 「所有者」。所有権を持っている NIS+主体。通常はオブジェクトを作成した人で
すが、もとの所有者が所有権を渡した場合もある

� 「グループ」。オブジェクトの NIS+主体

� 「未認証クラスのアクセス権」。認証された (有効な DES資格を提示した)か否か
にかかわらず、全員が持つ権利

� 「所有者クラスのアクセス権」。オブジェクトの所有者に付与されたアクセス権

� 「グループクラスのアクセス権」。オブジェクトのグループに付与されたアクセス
権
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� 「その他クラスのアクセス権」。認証された NIS+主体全てに付与されたアクセス
権

4つの承認クラスのアクセス権は、次のように 16文字の文字列で表示されます。

r---rmcdr---r---

各文字がアクセス権の種類を表します。

� rは読み取り権
� mは変更権
� dは削除権
� cは作成権
� -はアクセス権のないことを表す

先頭の 4文字は未認証に、次の 4文字は所有者に、その次の 4文字はグループに、そ
して最後の 4文字はその他に、それぞれ与えられたアクセス権を表します。

図 15–1アクセス権の表示

注 – UNIXファイルシステムとは異なり、先頭のアクセス権は未認証用であり、所有
者用ではありません。

デフォルトのアクセス権
オブジェクトを作成すると、NIS+はそのオブジェクトにデフォルトの所有者、グ
ループ、およびアクセス権を割り当てます。デフォルトの所有者は、そのオブジェク
トを作成する NIS+主体です。デフォルトのグループは、環境変数 NIS_GROUPの中
で名前をつけられたグループです。デフォルトのアクセス権は次のようになります。

表 15–6デフォルトのアクセス権

未認証 所有者 グループ その他

- 読み取り権 読み取り権 読み取り権

- 変更権 - -

- 作成 - -
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表 15–6デフォルトのアクセス権 (続き)
未認証 所有者 グループ その他

- 削除 - -

環境変数 NIS_DEFAULTSのセットがある場合、NIS_DEFAULTS内の値が新規のオブ
ジェクトに適用されるデフォルト値を決定します。コマンド行でオブジェクトを作成
した場合は、-Dフラグを使ってデフォルト値以外を設定できます。

テーブルに対するアクセス権をサーバーが割り当
てる方法
この節では、読み取り、変更、削除、作成の操作が行われる際、テーブルオブジェク
ト、エントリ、列に対するアクセス権をサーバーがどのように割り当てるかについて
説明します。

注 –セキュリティレベル 0では、サーバーはアクセス権を実行しないため、すべての
クライアントがテーブルオブジェクトに対する完全なアクセス権を付与されます。セ
キュリティレベル 0は管理者だけがテストの目的で使用します。通常の業務にはレベ
ル 0を使用しないでください。

サーバーがアクセスを許可するか否かを決定する 4つの要素があります。

� 主体が要求する処理の種類
� 主体がアクセスしようとしているテーブル、エントリ、または列
� その特定のオブジェクトに対して、主体が所属する承認クラス
� テーブル、エントリ、または列がその主体の承認クラスに割り当てたアクセス権

認証後に主体は、主体が有効な DES資格を所持しているかを確認することで要求を行
い、NIS+サーバーは処理の種類と要求のオブジェクトを決定します。

� 「ディレクトリ」。オブジェクトがディレクトリかグループの場合、サーバーは 4
つのクラスに付与されている権利を知るためにオブジェクトの定義をチェックし、
どのクラスに主体が所属しているか判定し、主体のクラスとそのクラスに付与され
た権利に基づいて、その要求を受け入れるかまたは拒否します。

� 「テーブル」。オブジェクトがテーブルの場合、サーバーは 4つのクラスに付与さ
れているテーブルレベルの権利を知るためにテーブルの定義をチェックし、どのク
ラスに主体が所属しているか判定します。所属しているクラスが要求処理を行う
テーブルレベルの権利を持っていない場合は、サーバーは次にどの行または列にか
かわる処理かを判定し、要求処理に必要な該当する行または列レベルのアクセス権
があるかを決定します。
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コマンドによるアクセス権の指定
ここでの説明では、NIS+環境のセキュリティレベルが 2 (デフォルト)であるものと
想定しています。

この節では、この章で説明するコマンドを使用するときにアクセス権や所有者、グ
ループ所有者、オブジェクトを指定する方法を説明します。

アクセス権の構文
この節では、承認とアクセス権に関係する NIS+コマンドに使われるアクセス権の構
文について説明します。

クラス、演算子、および権利の構文
アクセス権は、環境変数で指定する場合もコマンドで指定する場合も、「クラス
(class)」、「演算子 (operator)」、「権利 (right)」という3種類の引数で区別されま
す。

� 「クラス」。クラスは、「権利」が適用される NIS+主体のカテゴリを意味しま
す。

表 15–7アクセス権の構文 -クラス

クラス 目的

n 未認証:すべての未認証要求

o オブジェクトまたはテーブルエントリの所有者

g オブジェクトまたはテーブルエントリのグループ所有者

w その他:すべての認証済み主体

a すべて:所有者、グループ、およびその他の省略形。これはデフォルト

� 「演算子」。演算子は、「権利」について行われる操作を示します。

表 15–8アクセス権の構文 -演算子

演算子 目的

+ 「権利」によって指定されたアクセス権を追加する
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表 15–8アクセス権の構文 -演算子 (続き)
演算子 目的

- 「権利」によって指定されたアクセス権を取り消す

= 「権利」によって指定されたアクセス権を明示的に変更する。つまり、既存
の権利をすべて取り消し、新しいアクセス権に置き換える

� 「権利」。アクセス権そのものです。使用可能な値は次のとおりです。

表 15–9アクセス権の構文 -権利

権利 目的

r オブジェクト定義またはテーブルエントリを読み取る

m オブジェクト定義またはテーブルエントリを変更する

c テーブルエントリまたは列を作成する

d テーブルエントリまたは列を削除する

コンマ (,)で区切ることで、複数のコマンドを 1つのコマンド行にまとめることができ
ます。

表 15–10クラス、演算子、権利の構文 -例

操作 構文

読み取りアクセス権を「所有者」クラスに追加する o+r

所有者、グループ、およびその他のクラスのアクセス権を、以前のア
クセス権と異なるものに変更する

a=m

読み取りと変更の権利をその他と未認証クラスに追加する wn+m

グループ、その他、および未認証クラスから 4つの権利をすべて削除
する

gwn-rmcd

所有者クラスに作成と削除の権利を追加し、その他と未認証クラスに
読み取り権と変更権を追加する

o+cd,wn+rm

所有者とグループの構文
� 「所有者」。NIS+グループを指定するには、NIS+グループ名にドメイン名を付
けて使います。

� 「グループ」。NIS+グループを指定するには、NIS+グループ名にドメイン名を
付けて使います。

主体名は完全指定されていることに注意してください (principalname.domainname)。

所有者
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principalname

グループ

groupname.domainname

オブジェクトとテーブルエントリの構文
オブジェクトとテーブルエントリは異なる構文を使います。

� オブジェクトは単純なオブジェクト名を使います。
� テーブルエントリはインデックス付きの名前を使います。

オブジェクト

objectname

テーブルエントリ

[columnname=value],tablename

注 –この場合、角括弧 ( [ ]?)は構文の一部であり、オプション記号ではありません。

インデックス付きの名前では、列と値のペアを複数指定できます。その場合、操作は
すべての列と値のペアに一致するエントリにだけ適用されます。列と値のペアが増え
ると、検索条件が厳しくなります。

たとえば、以下のようになります。

表 15–11オブジェクトとエントリの構文

種類 コメント例

オブジェクト hosts.org_dir.sales.doc.com.

テーブルエントリ ‘[uid=33555],passwd.org_dir.Eng.doc.com.’

2つの値のテーブルエントリ ‘[name=sales,gid=2],group.org_dir.doc.com.’

列はインデックス付きの名前の特殊な形式になっています。列の操作は nistbladm
コマンドでだけ可能なため、詳細は、352ページの「テーブルでの nistbladmコマ
ンドの使用」を参照してください。
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NIS+デフォルトの表示 - nisdefaults
コマンド
nisdefaultsコマンドは、名前空間内で現在有効な 7つのデフォルトを表示しま
す。これらのデフォルトは次のいずれかです。

� NIS+ソフトウェアが提供するプリセット値

� 変数 NIS_DEFAULTS値で指定されるデフォルト (変数 NIS_DEFAULTSのセット
がある場合)

オブジェクトを作成する時に -Dオプション付きのコマンドを使って上書きしなけれ
ば、このマシン上でオブジェクトを作成すると自動的にデフォルト値を獲得すること
になります。

表 15–12 7つのNIS+デフォルト値と nisdefaultsオプション

デフォルト オプション 元データ 目的

ドメイン -d /etc/defaultdomain コマンドを入力したマシンのホームドメインを表示す
る

グループ -g 環境変数 NIS_GROUP このシェルが作成する次のオブジェクトに付与される
グループを表示する

ホスト -h uname -n マシンのホスト名を表示する

主体 -p gethostbyname() nisdefaultsコマンドを入力した NIS+主体の完全指
定ユーザー名またはホスト名を表示する

アクセス権 -r 環境変数
NIS_DEFAULTS

このシェルが作成する次のオブジェクトまたはエント
リに付与されるアクセス権を表示する。書式:
-----rmcdr---r---

検索パス -s 環境変数 NIS_PATH 検索パスの構文を表示する。これは NIS+が情報を検索
する時のドメインを示す。もし設定してあれば、環境
変数 NIS_PATHの値を表示する

生存期間 -t 環境変数
NIS_DEFAULTS

このシェルが作成する次のオブジェクトに付与される
生存期間を表示する。デフォルトは 12時間

全部 (簡潔) -a 7つのデフォルトすべてを簡潔書式で表示する

冗長 -v 指定した値を冗長モードで表示する

これらのオプションを使用して、すべてのデフォルト値もしくはそのサブセットを表
示できます。

� すべての値を冗長書式で表示するには、引数なしで nisdefaultsコマンドを実
行します。
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master% nisdefaults
Principal Name : topadmin.doc.com.
Domain Name : doc.com.
Host Name : rootmaster.doc.com.
Group Name : salesboss
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to live : 12:00:00:00:00

Search Path : doc.com.

� すべての値を簡潔書式で表示するには、-aオプションを付けます。

� 値のサブセットを表示するには、適切なオプションを使用します。その値は簡潔
モードで表示されます。権利と検索パスのデフォルトを簡潔モードで表示する例を
次に示します。

rootmaster% nisdefaults -rs
----rmcdr---r---

doc.com.

� 値のサブセットを冗長モードで表示するには、-vフラグを使用します。

デフォルトセキュリティ値の設定
この節では、nisdefaultsコマンド、環境変数 NIS_DEFAULTS、および -Dオプ
ションに関連したタスクを実行する方法を説明します。環境変数 NIS_DEFAULTSは
次のデフォルト値を指定します。

� 所有者
� グループ
� アクセス権
� 生存期間

環境変数 NIS_DEFAULTSに設定した値はデフォルトとなり、そのシェルを使用して
作成したすべての NIS+オブジェクトに適用されます (-Dオプション付きでコマンド
を実行してデフォルト値に上書きした場合を除く)。

環境変数 NIS_DEFAULTSを指定することで、デフォルト値 (所有者、グループ、アク
セス権、および生存期間)を指定できます。一度 NIS_DEFAULTSの値を設定するとそ
のシェルから作成したすべてのオブジェクトは、-Dオプション付きでコマンドを実行
して上書きした場合を除きそのデフォルトに設定されます。

NIS_DEFAULTSの値を表示する
echoコマンドを使って、環境変数の値をチェックできます。以下にその例を示しま
す。

client% echo $NIS_DEFAULTS

owner=butler:group=gamblers:access=o+rmcd

第 15章 • NIS+のアクセス権の管理 281



nisdefaultsコマンドを使用して、名前空間でアクティブな NIS+デフォルトの一
般的リストを表示することも可能です。を参照してください。

デフォルトを変更する
環境変数 NIS_DEFAULTSの値を変更することで、アクセス権、所有者、およびグ
ループのデフォルトを変更できます。ユーザーのシェルに適切な環境コマンド (cshに
は setenv、shと kshには $NIS_DEFAULTS=, export)を次の引数を付けて使用し
ます。

� access=アクセス権 (277ページの「コマンドによるアクセス権の指定」で説明さ
れたフォーマットを使って)

� owner=所有者名
� group=グループ名

複数の引数をまとめる場合は、コロン (:)で区切ります。

owner=主体名 :group=グループ名

表 15–13に例をいくつか示します。

表 15–13デフォルトの変更例

作業 例

所有者のデフォルトアクセス権に読み取り
権を設定

client% setenv NIS_DEFAULTS access=o+r

デフォルトの所有者をホームドメインが
doc.com.である abeに設定

client% setenv NIS_DEFAULTS owner=abe.doc.com.

2つのコード行をまとめる client% setenv NIS_DEFAULTS
access=o+r:owner=abe.doc.com.

デフォルトを変更したシェルから作成されるすべてのオブジェクトとエントリは、指
定した新規の値になります。テーブルの列またはエントリに対してはデフォルトを指
定できません。列とエントリはテーブルのデフォルトをそのまま継承します。

NIS_DEFAULTSの値を再設定する
変数 NIS_DEFAULTSをオリジナルの値に再設定するには、ユーザーのシェルに適し
たフォーマットを使って、引数なしで変数の名前を入力します。

Cシェルの場合

client# unsetenv NIS_DEFAULTS
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Bourneシェルまたは Kornシェルの場合

client$ NIS_DEFAULTS=; export NIS_DEFAULTS

デフォルトを無効にする
次の NIS+コマンドのどれかを使えば、NIS+オブジェクトまたはテーブルエントリを
作成する時に、いつでもデフォルトのアクセス権、所有者、およびグループを無効に
できます。

� nismkdir - NIS+ディレクトリオブジェクトを作成
� nisaddent -エントリを NIS+テーブルに転送
� nistbladm - NIS+テーブル内にエントリを作成

デフォルト値を無効にするには、277ページの「コマンドによるアクセス権の指定」
の説明のように、コマンドの構文に -Dオプションを挿入します。

デフォルトを設定する時と同様、複数の引数を 1行のコマンド行で指定できます。な
お、列とエントリの所有者とグループは常に同じであるため、これらを無効にするこ
とはできません。

nismkdirコマンドを使用して、sales.doc.comディレクトリを作成し、デフォル
トアクセス権を無効にして所有者にだけ読み取り権を付与するには、次のように入力
します。

client% nismkdir -D access=o+r sales.doc.com

オブジェクトとエントリのアクセス権を
変更する
nischmodコマンドは、NIS+オブジェクトまたはテーブルエントリのアクセス権を
変更します。テーブル列のアクセス権は操作しません。列の場合、nistbladmコマ
ンドに -Dオプションを付けて実行してください。nischmodコマンドを使用するに
は、そのオブジェクトかエントリに対する変更権が必要です。

nischmodコマンドを使用して権利を追加する
オブジェクトまたはエントリに権利を追加する例を次に示します。

オブジェクト
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nischmod class+right object-name

テーブルエントリ

nischmod class+right [column-name=value],table-name

sales.doc.com.ディレクトリオブジェクトのグループに読み取り権と変更権を追
加する場合は、次のように入力します。

client% nischmod g+rm sales.doc.com.

hosts.org_dir.doc.com.テーブル内の name=abeエントリのグループに読み取
り権と変更権を追加する場合は、次のように入力します。

client% nischmod g+rm ’[name=abe],hosts.org_dir.doc.com.’

nischmodを使用して権利を削除する
オブジェクトまたはエントリの権利を削除するには、次のように入力します。

オブジェクト

nischmod class-right object-name

エントリ

nischmod class-right [column-name=value], table-name

sales.doc.com.ディレクトリオブジェクトのグループから作成権と削除権を削除
するには次のように入力します。

client% nischmod g-cd sales.doc.com.

hosts.org_dir.doc.com.テーブル内の name=abeエントリのグループから削除
権を削除する場合は、次のようにします。

client% nischmod g-d ’[name=abe],hosts.org_dir.doc.com.’

列アクセス権を指定する
nistbladmコマンドは NIS+テーブルに種々の操作を行うことができます。これにつ
いては 352ページの「テーブルでの nistbladmコマンドの使用」にほとんどの説明
があります。このコマンドは -cと -uの 2つのオプションを使用してセキュリティ関
連のタスクを実行できます。

� -cオプション。nistbladmコマンドを使用してテーブルを作成する際に、-cオ
プションを使用すると最初の列アクセス権を指定できます。
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� -uオプション。-uオプションを nistbladmコマンドとともに使用すると、列ア
クセス権を変更できます。

テーブル作成時の列権利設定
テーブルが作成された時、列にはテーブルオブジェクトと同じ権利が付与されます。
このテーブルレベルの権利は環境変数 NIS_DEFAULTSで指定されるか、またはテー
ブルを作成したコマンドの一部で指定されます。nistbladmコマンドでテーブルを
作成する際に -cオプションを使用すれば、最初の列アクセス権を指定できます。こ
のオプションを使用するには、テーブルを作成しようとするディレクトリの作成権が
必要です。テーブル作成時に列権利を指定するには、次のように入力します。

nistbladm -c type ‘ columname=[flags] [, access]... tablename’

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� typeはテーブルの種類を示す文字列です。テーブルの typeは何にでもできます。

� columnnameは列名です。

� flagsには、列の種類を指定します。使用できるフラグには次のものがあります。

� S (検索可能)
� I (大文字と小文字を区別しない)
� C (暗号化)
� B (2進データ)
� X (XDR符号化データ)

� accessは、277ページの「コマンドによるアクセス権の指定」で説明した構文を使
用したこの列のアクセス権です。

� ...はそれぞれの型と権利のセットを持った複数の列を指定できることを示していま
す。

� tablenameは完全指定名で表した作成しようとするテーブル名です。

テーブルを作成する際、列に独自の権利を付与するには、列の型とコンマの後の各列
の等号記号にアクセス権を追加します。次のように、列をスペースで区切ります。

column=type,rights column=type,rights column=type,rights

以下の例では、div特性で deptsという名前のテーブルが doc.comディレクトリに
作成されます。列は Name、Siteおよび Managerの 3つです。第 2、第 3列のグ
ループには、変更権が追加されます。

rootmaster% nistbladm -c div Name=S Site=S,g+m Manager=S,g+m depts.doc.com.

nistbladm -cオプションの詳細は、第 19章を参照してください。
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既存のテーブル列に権利を追加する
既存の NIS+テーブルの列にアクセス権を追加するには、nistbladm -uオプション
付きの nistbladmコマンドを使用します。このオプションを使用する場合、テーブ
ル列の変更権が必要です。入力例を次に示します。

nistbladm -u [column= access,...],tablename

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� columnは列名です。
� accessは、277ページの「コマンドによるアクセス権の指定」で説明した構文を使
用したこの列のアクセス権です。

� ...は複数列のアクセス権を指定できることを示しています。
� tablenameは完全指定名で表した作成しようとするテーブル名です。

権利を更新する列ごとに column=accessのペアを使用します。複数の列を更新するに
はコンマ (,)で区切り全体を角括弧 ( []?)で囲みます。

[column=access, column=access, column=access]

このオプションの完全な構文については、第 2章を参照してください。

次の例は、hosts.org_dir.doc.com.テーブルの nameおよび addr列のグループ
に、作成権と変更権を追加するものです。

client% nistbladm -u ‘[name=g+rm,addr=g+rm],hosts.org_dir..doc.com.’

テーブル列から権利を削除する
NIS+テーブル列のアクセス権を削除するには、上記 286ページの「既存のテーブル
列に権利を追加する」で説明したように -uオプションを使用します。ただし＋記号
を使って権利を追加するのではなく、−記号を使って権利を削除します。

次の例は、hosts.org_dir.doc.com.テーブルの hostname列のグループの読み
取り権と変更権を削除するものです。

client% nistbladm -u ’name=g-rm,hosts.org_dir.doc.com.’

オブジェクトとエントリの所有権の変更
nischownコマンドは、1つ以上のオブジェクトまたはエントリの所有者を変更しま
す。このコマンドを使用するには、オブジェクトまたはエントリに対する変更権が必
要です。テーブルの列の所有者はテーブルの所有者であるため、nischownコマンド
では列の所有者を変更できません。列の所有者を変更するには、テーブルの所有者を
変更する必要があります。
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nischownコマンドを使用してオブジェクトの所
有者を変更する
オブジェクトの所有者を変更するには、次のように入力します。

nischown new-owner object

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� new-ownerはそのオブジェクトの新規の所有者のユーザー IDで完全指定します。
� objectは、オブジェクトの完全指定名です。

オブジェクト名と新規所有者名にドメイン名を必ず追加します。

次の例は、doc.com.ドメイン内の hostsテーブルの所有者を、ホームドメインが
doc.com.でユーザー名 lincolnであるユーザーに変更するものです。

client% nischown lincoln.doc.com. hosts.org_dir.doc.com.

nischownコマンドを使用してテーブルエントリ
の所有者を変更する
テーブルエントリの所有者を変更する構文は、エントリを特定するのにインデックス
付きエントリを使います。次に例を示します。この構文の詳細は、279ページの「オ
ブジェクトとテーブルエントリの構文」を参照してください。

nischown new-owner [ column=value,...], tablename

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� new-ownerはそのオブジェクトの新規の所有者のユーザー IDで完全指定します。
� columnは、所有者を変更するエントリ (行)を特定する値を持った列名です。
� valueは、所有者を変更するエントリ (行)を特定するデータ値です。
� ...は、複数のエントリで所有者の変更を指定できることを示します。
� tablenameは、所有者を変更するエントリを含むテーブルの完全指定名です。

所有者名とテーブル名にドメイン名を必ず追加します。

次の例は、doc.com.ドメインのホストテーブル内のエントリの所有者を、ホームド
メインが doc.com.であるユーザー takedaに変更するものです。そのエントリの
name列の値は virginiaです。

client% nischown takeda.doc.com. ’[name=virginia],hosts.org_dir.doc.com.’
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オブジェクトまたはエントリグループの
変更
nischgrpコマンドは、1つ以上のオブジェクトまたはテーブルエントリのグループ
所有者を変更します。このコマンドを使用するには、オブジェクトまたはエントリに
対する変更権が必要です。テーブルの列に割り当てられたグループは、テーブルに割
り当てられたグループと同じであるため、nischgrpコマンドは、列のグループを変
更できません。列のグループ所有者を変更するには、テーブル所有者を変更する必要
があります。

nischgrpコマンドを使用してオブジェクトのグ
ループを変更する
オブジェクトのグループを変更するには、次の構文を使用します。

nischgrp group object

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� groupは、オブジェクトの新規のグループの完全指定名です。
� objectは、オブジェクトの完全指定名です。

オブジェクト名と新規のグループ名にはドメイン名を必ず追加します。

次の例は、doc.com.ドメイン内の hostsテーブルのグループを
admins.doc.com.に変更するものです。

client% nischgrp admins.doc.com. hosts.org_dir.doc.com.

nischgrpコマンドを使用してテーブルエントリ
のグループを変更する
テーブルエントリのグループを変更する構文は、エントリを識別するためにイン
デックス付きのエントリを使用します (この構文については、279ページの「オブ
ジェクトとテーブルエントリの構文」に詳細説明があります)。以下に構文を示しま
す。

nischgrp new-group [ column=value,...], tablename

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� new-groupはオブジェクトの新規グループの完全指定名です。
� columnは変更される特定のエントリ (行)を識別する値を持った列名です。
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� valueは変更されるグループの特定のエントリ (行)を識別するデータ値です。
� tablenameは変更ことになるグループのエントリを含むテーブルの完全指定名で
す。

� ...は、複数エントリのグループの変更を指定できることを示します。

新規グループ名とテーブル名にはドメイン名を必ず追加します。

次の例は、doc.com.ドメインの hostsテーブル内のエントリのグループを
sales.doc.com.に変更するものです。そのエントリの name列の値は virginia
です。

client% nischgrp sales.doc.com. ’[name=virginia],hosts.org_dir.doc.com.’
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第 16章

パスワードの管理

この章では、一般ユーザー (NIS+主体)の観点から見た passwdコマンドの使用方法
と、NIS+管理者によるパスワードシステムの管理方法を説明します。

ヒント – NIS+セキュリティタスクには、Solaris管理コンソールツールがあればより
簡単に実行できるものがあります。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

パスワードの使用
マシンへのログインの際には、ユーザー名 (「ログイン ID」とも呼ばれる)、およびパ
スワードを入力する必要があります。ログイン IDは公開の情報ですが、パスワード
を知っているのは所有者だけです。

ログイン
システムへのログインは以下の手順で行います。

1. Login:プロンプトで、ログイン IDを入力します。
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2. Password:プロンプトで、パスワードを入力します。

(秘密を守るため、入力してもパスワードは画面に表示されません)

ログインに成功すると、本日のメッセージ (ない場合もある)、続いてコマンド行プ
ロンプト、ウィンドウシステム、通常のアプリケーションなどが表示されます。

Login incorrect メッセージ
「Login incorrect」というメッセージは以下のことを意味します。

� 「誤ったログイン IDあるいはパスワードを入力した」。もっとも一般的な理由で
す。スペルを確認してもう一度やり直します。誤入力の回数は、ほとんどのシステ
ムで「5」に制限されているので注意してください。

� 誤入力の回数が制限を超えると、「Too many failures - try later」と
いうメッセージが表示され、一定の時間が経過するまで再試行ができなくなり
ます。

� 指定された時間内にログインが成功しないと、「Too many tries; try
again later」というメッセージが表示され、一定の時間が経過するまで再試
行ができなくなります。

� 「管理者がパスワードをロックしている」。ログイン ID、パスワードともに正し
く入力しているにもかかわらず「Login incorrect」メッセージが表示される場
合は、システム管理者に問い合わせてください。

� 「パスワード使用権がシステム管理者によって取り消された」。ログイン ID、パ
スワードともに正しく入力しているにもかかわらず「Login incorrect」
メッセージが表示される場合は、システム管理者に問い合わせてください。

will expire メッセージ
「Your password will expire in N days」メッセージ (または「Your
password will expire within 24 hours」というメッセージ) は、「パスワー
ドが、N日あるいは 24時間以内に有効期限に達する」ということを意味します。

このメッセージが表示されたら、パスワードをすぐに変更する必要があります (293
ページの「パスワードの変更」を参照)。

Permission denied メッセージ
ログイン ID とパスワードを入力後、 「Permission denied」というメッセージが
表示されて login:プロンプトに戻る場合があります。これは、管理者がパスワード
をロックしたか、管理者がユーザーのアカウントを終了したか、パスワード権限の有
効期限が切れたために、ログインに失敗したことを意味します。このような場合、管
理者がパスワードロックを解除するか、アカウントを復旧するまではログインができ
ません。システム管理者に問い合わせてください。
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パスワードの変更
セキュリティを確保するため、パスワードは定期的に変更してください (パスワード
を作成する場合の必要条件、および基準については、294ページの「パスワードの選
択」を参照)。

注 –現在の passwdコマンドでは、以前 nispasswdで行なっていた操作がすべて行
えます。NIS+の名前空間に特有な操作を行うには、passwd -r nisplusを使用しま
す。

パスワードの変更は以下の手順で行います。

1. システムプロンプトから passwdコマンドを実行します。

2. Enter login password (多少異なる場合がある) プロンプトで、従来のパスワー
ドを入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

� 「Sorry:less than N days since the last change」というメッセージ
が表示されたら、「現在使用中のパスワードは、作成されてからまだ十分な時
間が経過していないため変更できない」ということを意味します。この場合は
システムプロンプトに戻ります。システム管理者に「パスワードは、作成後何
日経過すれば変更できるのか」を問い合わせてください。

� 「You may not change this password」というメッセージが表示された
場合は、変更がネットワーク管理者によって禁止されているということを意味
します。

3. Enter new password プロンプトで、新しいパスワードを入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

この時点で、新しいパスワードが必要条件を満たしているかどうかがシステムに
よって確認されます。

� 満たしている場合は再入力を求められます。

� 満たしていない場合は、その旨を知らせるメッセージが表示されます。このと
きは、必要条件を満たす別のパスワードを入力する必要があります。

パスワードの必要条件については、295ページの「パスワードの必要条件」を参照
してください。

4. Re-enter new password プロンプトで、新しいパスワードを再入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

1回目と 2回目で入力したパスワードが異なっていた場合は、手順 1から繰り返す
ようにプロンプトが表示されます。
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注 – rootのパスワードを変更した場合は、その直後に必ず chkey -pを実行する必
要があります (chkey -pを使用し rootの鍵を変更する方法の詳細については、
252ページの「ルートからルート鍵を変更する」および 253ページの「別のマシン
からルート鍵を変更する手順」を参照してください)。chkey -pを実行しない
と、rootで正しくログインできなくなります。

このメッセージは、「パスワードが有効期限を過ぎている」ということを意味しま
す。つまり、パスワードを作成してから時間が経ちすぎているので、すぐに作成し直
す必要があるということです (新しいパスワードを作成する場合の必要条件について
は、294ページの「パスワードの選択」を参照してください)。

この場合、新しいパスワードの作成は以下の手順で行います。

1. Enter login password (多少異なる場合がある) プロンプトで、従来のパスワー
ドを入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

2. Enter new password プロンプトで、新しいパスワードを入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

3. Re-enter new password プロンプトで、新しいパスワードを再入力します。

キー入力の内容は画面には表示されません。

パスワード変更の失敗
システムの中には、パスワード変更の試行回数、所要時間に制限を設けているものも
あります。これらの制限は、他人がパスワードを推測して勝手にパスワードを変更し
てしまうのを防ぐために実装されています。

本人 (または本人になりすました他人)によるパスワード変更、ログインの試行回数、
または所要時間が指定の範囲を超えた場合は、「Too many failures - try
later」、または「Too many tries: try again later」といったメッセージが
表示されます。この種のメッセージが表示されると、一定の時間 (システム管理者が
指定)が経過するまでログイン、パスワードの変更は行えなくなります。

パスワードの選択
コンピュータのセキュリティの侵害の例としては、「ほかのユーザーのパスワードを
推測によって盗む」というものが多くみられます。passwdコマンドには、パスワー
ドを推測しにくいものにするための基準がいくつか設けられていますが、ユーザーに
関していくつかの情報を得るだけでパスワードがわかってしまう人もいるのです。し
たがって、「自分にとって覚えやすく他人にとって推測しにくい」というのが良いパ
スワードです。逆に悪いパスワードとは、「自分にとって覚えにくく (メモしないと
覚えられない)、自分を知る他人にとっては推測しやすい」というものです。
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パスワードの必要条件
パスワードの必要条件は以下のとおりです。

� 「長さ」。パスワードの長さは 6文字以上にします (デフォルト)。また意味を持つ
のは最初の 8文字だけです (つまり、「8文字より長いパスワードを作成すること
はできるが、システムは最初の 8文字のみをチェックする」ということです)。パ
スワードの長さの最小値 (文字数)はシステム管理者によって変更される可能性が
あるため、システムによって異なる場合があります。

� 「文字」。英文字 2つ以上 (大文字、小文字どちらでも良い)と数字または記号
(@、#、%など) 1つ以上で構成します。つまり、dog#food、dog2foodといった
パスワードは使用できますが、dogfoodというパスワードは使用できません。

� 「ログイン IDと同じにならないようにする」。パスワードをログイン IDと同じ
にすることはできません。またログイン IDの文字を並べ替えたものも使用できま
せん (この場合、大文字と小文字は同じものとして考える)。たとえば、ログイ
ンIDが Claire2の場合は、e2clairはパスワードとして使用できません。

� 「古いパスワードと同じにならないようにする」。新しいパスワードは古いパス
ワードと比較して 3文字以上異なっていなければなりません (この場合、大文字と
小文字は同じものとして考える)。たとえば、古いパスワードが Dog#fooDなら、
新しいパスワードに dog#Meatを使用できますが、daT#Foodは使用できませ
ん。

悪いパスワードの例
悪いパスワードの例としては以下のようなものが考えられます。

� 自分の名前をもとにしたもの
� 家族やペットの名前
� 運転免許証の番号
� 電話番号
� 社会保険の番号
� 従業員番号
� 趣味に関係のある名前
� 季節に関係のある名前 (たとえば 12月に Santaを使うなど)
� 普通の辞書に載っている単語

良いパスワードの例
良いパスワードの例としては以下のようなものが考えられます。

� フレーズに数字や記号を加えたもの (例: beam#meup)

� フレーズを構成する単語の頭文字に番号や記号を加えた意味のない言葉 (例:
SomeWhere Over The RainBowの頭文字に 7を加えた swotrb7)

� 単語の一部を数字や記号に置き換えたもの (例: snoopyではなく、sn00pyにす
る)
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パスワードの管理
この節では、NIS+名前空間でパスワードを管理する方法について説明します。この
節では、NIS+セキュリティシステム全般、および特にログインパスワードがシステ
ムで果たす役割について十分に理解していることを想定しています (詳細について
は、第 11章を参照してください)。

注 –現在の passwdコマンドでは、以前 nispasswdで行なっていた操作がすべて行
えます。NIS+の名前空間に特有な操作を行うには、passwd -r nisplusを使用しま
す。

nsswitch.confファイルの必要条件
passwdコマンドの使用や、パスワードの使用期間に関する設定を正しく行うには、
nsswitch.confファイル中の passwdエントリがすべてのマシンにおいて正しくな
ければなりません。passwdコマンドが「パスワード情報をどこに要求するか」およ
び「パスワード情報をどこで更新するか」は、このエントリによって決定されます。

passwdエントリの設定として考えられるのは、以下の 5種類だけです。

� passwd: files
� passwd: files nis
� passwd: files nisplus
� passwd: compat
� passwd: compat passwd_compat: nisplus

注意 –使用しているネットワークのすべてのマシン上に存在する nsswitch.conf
ファイルは、必ず上記の passwd構成のうちの 1つを使用していなければなりませ
ん。上記の 5つ以外の設定をすると、ログインができなくなります。

nispasswdコマンド
現在の passwdコマンドでは、以前 nispasswdで行なっていた操作がすべて行えま
す。コマンド行で実行するときは、nispasswdではなく passwdを使用します。

旧バージョンとの互換性を確保するため、nispasswdも完全な形で残っている点に
注意してください。
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yppasswdコマンド
現在の passwdコマンドでは、以前 yppasswdで行なっていた操作がすべて行えま
す。コマンド行で実行するときは、yppasswdではなく passwdを使用します。

旧バージョンとの互換性を確保するため、yppasswdも完全な形で残っている点に注
意してください。

passwdコマンド
passwdコマンドでは、パスワードに関する様々な操作が行えます。現在の passwd
コマンドは、nispasswdコマンドの代わりとして使用できます。従来 nispasswd
で行なっていた操作にも、passwdコマンドを使用するようにしてください。passwd
コマンドのフラグ、オプション、引数の詳細は、マニュアルページを参照してくださ
い。

一般ユーザーが passwdコマンドで行える操作には以下のものがあります。

� 自らのパスワードの変更
� 自らのパスワード情報の表示

管理者が passwdコマンドで行える操作には以下のものがあります。

� ほかのユーザーにログイン時のパスワード変更を強制する
� ほかのユーザーのパスワードをロック (使用不可能に)する
� 「パスワード作成後、どのくらいの期間変更禁止にするか」を指定する
� 「パスワードが間もなく無効になる」という警告を出すタイミングを指定する
� パスワードの有効期間を指定する

passwdコマンドと nsswitch.confファイル
passwdなどのコマンドがパスワード情報をどこから得て、どこに保存するのかとい
うことは、ネームサービススイッチで指定します。nsswitch.confファイルの
passwdエントリの設定に使用する文字列はそれぞれ以下のことを意味します。

� nisplus。パスワード情報の獲得、変更、保存は、該当するドメインの passwd
テーブルおよび credテーブルで行う

� nis。パスワード情報の獲得、変更、保存は、passwdマップで行う

� files。パスワード情報の獲得、変更、保存は、/etc/passwdファイルおよび
/etc/shadowファイルで行う

passwd -rオプション

passwd コマンドの -r nisplus、-r nis、-r files といった引数は、
nsswitch.confファイルの設定よりも優先されます。これらの引数をつけて
passwdコマンドを実行すると、「nsswitch.confファイルより優先される」というこ
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とを知らせる警告メッセージが表示されます。警告メッセージ表示後も操作を続行す
ると、nsswitch.confファイルのシーケンスは無視され、-rによって指定された
場所でパスワード情報の更新が行われます。

たとえば、nsswitch.confファイルにおいて passwdエントリが以下のように指定
されている場合を考えてみましょう。

passwd: files nisplus

この場合、passwdコマンドを -rを使用しないで実行すると、パスワード情報の
ソース (情報の獲得、変更、保存が行われる場所)は /etc/passwdファイルになりま
す。しかし -r nisplus オプションを使用して passwd コマンドを実行すると、パ
スワード情報のソースは /etc/passwdファイルから NIS+の passwdテーブルに変
更されます。

-rオプションは、「検索シーケンスが誤っていて nsswitch.confファイルが使用
できない」という場合にのみ使用するようにします。たとえば、2カ所に格納されて
いるパスワード情報を更新する必要がある場合、1つめについては nsswitch.conf
ファイルで指定されているソースを使用できますが、2つめについては別のソースを
使用する必要があります。

変更しようとすると、次のメッセージが表示されます。

Your specified repository is not defined in the nsswitch file!

このメッセージは、「パスワード情報の更新は、-rオプションで指定された場所で行
なわれるが、nsswitch.confファイルでその場所がソースとして使用されるまでは
更新の影響がまったく現れない」ということを意味します。たとえば、
nsswitch.conf ファイルにおいて passwd: files nis という指定が行われてい
るときに、-r nisplus オプションでパスワード使用期間の設定を行なったとします
(つまり設定は NIS+の passwdテーブルにおいて行われることになる)。パスワード
情報のソースが nsswitch.confファイルにおいて NIS+ passwdテーブル以外の場
所に指定されているため、この設定による影響はまったく現れません。

passwdコマンドと NIS+環境
この章で「NIS+環境とは」、「nsswitch.confファイルでパスワード情報のソース
が nisplus に設定されている」、「passwd コマンドが -r nisplus という引数を
つけて実行されている」という状況を指します。

passwdコマンドと資格
passwdコマンドは NIS+環境 (前節参照)で実行された場合、ユーザーに資格が
あってもなくても機能するよう設計されています。ただし資格のないユーザーが
passwdコマンドで行えるのは、自らのパスワードの変更だけです。ほかのパスワー
ド操作は、資格のある (認証された)、必要なアクセス権を持った (承認された)ユー
ザーだけが行えます。
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passwdコマンドとアクセス権
承認およびアクセス権については、ユーザーがすべて適切な資格を持っているという
前提で説明をします。

通常の NIS+環境では、passwdテーブルの所有者はいつでも制約なしにパスワード
情報の変更ができます (デフォルトの場合)。つまり passwdテーブルの所有者は、読
み取り、作成、変更、削除に関して完全に承認されている (アクセス権を与えられて
いる)ということになります。また所有者は以下のことも行えます。

� nischownコマンドを使用して、テーブルの所有権を別のユーザーに与える

� テーブルのグループ、その他、未認証といったクラスに、読み取り権、作成権、変
更権、削除権などを与える (この種の権利をその他クラス、未認証クラスに与える
と NIS+のセキュリティが弱くなる)

� 任意のクラスに与えられたアクセス権を、nisdefaults、nischmod、
nistbladmなどのコマンドを使用して変更する

注 –与えられているアクセス権には関わりなく、その他クラス、未認証クラスのユー
ザーはすべてパスワードの使用期間の制約に従います。つまり、自分のパスワードで
あろうとほかのユーザーのパスワードであろうと、作成されてから一定の時間が経過
するまでは変更ができないということです。また有効期間の過ぎたパスワードを変更
しなければならないという点も、グループ、その他、未認証といったクラスのメン
バーすべてに共通です。しかしパスワード使用期間に関する上記のような制約は、
passwdテーブルの所有者には適用されません。

NIS+環境で passwdコマンドを使用する場合、行おうとする操作に関する承認 (アク
セス権)が必要です。

表 16–1 passwdコマンドに関するアクセス権

操作の種類 必要な権利 アクセス対象となるオブジェクト

情報を表示する 読み取り権 passwdテーブルのエントリ

情報を更新する 変更権 passwdテーブルのエントリ

情報を追加する 変更権 passwdテーブル

passwdコマンドと鍵
NIS+環境で passwdコマンドを使用して主体のパスワードを変更しようとすると、
主体の非公開鍵が credテーブル中で更新されます。

� credテーブルの DESエントリに対してユーザーが変更権を持っていて、ログイ
ンパスワードと Secure RPCパスワードが同じであれば、passwdコマンドに
よって credテーブルの非公開鍵が更新されます。
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� credテーブルの DESエントリに対する変更権がユーザーになく、ログインパス
ワードと Secure RPCパスワードが異なっている場合は、passwdコマンドに
よってパスワードだけが変更され、非公開鍵は変更されません。

つまり credテーブルの非公開鍵が、passwdテーブルに格納されているものとは
異なったパスワードで作られることになります。この場合は、chkeyコマンドを
実行する、ログイン後に毎回 keyloginを実行するといった方法で、鍵を変更す
る必要があります。

passwdコマンドとほかのドメイン
ほかのドメインの passwdテーブルに対して操作をするには、passwdコマンドを以
下のように使用します。

passwd [options] -D domainname

nistbladmコマンド
nistbladmは、passwdテーブルをはじめとする NIS+テーブルに関する情報を作
成、変更、表示するのに使用するコマンドです。

注意 – nistbladmコマンドを使用してパスワード操作をするには、nistbladmを
passwdテーブルのシャドウ列に適用する必要があります。nistbladmをシャドウ
列に適用するのは複雑で微妙な作業になります。passwdコマンドまたは Solaris管理
コンソールツールでより簡単に行える操作には、nistbladmコマンドを使用するべ
きではありません。

つまり以下のような操作には、nistbladmではなく passwdコマンドや Solaris管理
コンソールツールを使用してください。

� パスワードの変更
� パスワードの使用期間の設定
� パスワード作成後から変更が可能になるまでの時間の設定
� 「パスワードが間もなく無効になる」という警告が表示されるタイミングの設定
� パスワードの使用期間に関する設定の解除

nistbladmコマンドには以下の機能があります。

� 新しい passwdテーブルエントリの作成

� 既存のエントリの削除

� passwdテーブル中の UIDフィールド、GIDフィールドの更新

� passwdテーブルの、アクセス権などセキュリティに関する属性の更新

� ユーザーアカウントに関して「どれだけの期間使用できるか」、「どれだけの期間
使用されなければ無効になるか」を設定する (312ページの「パスワード使用権の
有効期限」、313ページの「ログインの間隔の最大値の指定」を参照)
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nistbladmとシャドウ列のフィールド
nistbladmコマンドでは、シャドウ列の様々なフィールドの値を指定することに
よってパスワードパラメータの設定を行います。シャドウ列のフィールドの値は、以
下のような形式で設定します。

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� 「n1最終更新日」。パスワードが最後に変更された日付です。1970年 1月 1日か
らの日数で表されます。このフィールドの値は、パスワードが変更されると自動的
に更新されます (日数に関する重要な情報は、303ページの「nistbladmと日数」
に示されています)。このフィールドが空白であったり、指定されている値が 0の
場合は、過去に一度もパスワードの変更が行われていないことを意味します。

このフィールドの値は、残りのフィールドの設定の基礎となることに注意してくだ
さい。このフィールドの値が不当に変更されると、残りのフィールドの設定も不当
なものになります。

� 「n2最小値」。パスワードが変更されてから、次の変更が可能になるまでの期間
です。たとえば、パスワード作成時の最終変更日フィールドの値が 9201 (1970年 1
月 1日から 9201日経過したことを示す)で、最小値フィールドの値が 8だとする
と、9209日目まではパスワードの変更ができません (詳細は、309ページの「パス
ワードの変更禁止期間の設定」を参照)。

この値としては以下の 3とおりが考えられます。

� 「0」または空白の場合は、変更禁止期間がないことを意味します。

� 「0より大きい数字」は、この数字がパスワードの変更禁止期間 (単位:日)に
なります。

� 「最大値 (n3)より大きい値」は、このフィールド値が最大フィールドの値より
大きい場合、パスワードを変更できません。変更しようとすると、次の
メッセージが表示されます。「You may not change this password」

� 「n3最大値」は、パスワードが作成されてから、使用できなくなるまでの日数を
示します。この日数を過ぎると、ログインの際新しいパスワードの設定が強制され
ます。たとえば、パスワード作成時の最終変更日の値が 9201で、最大値が 30の
場合、9231 (9201+30)日目が経過した後は、ログイン時に新しいパスワードの設定
が強制されます (詳細は、308ページの「パスワードの有効期間の設定」を参照)。

この値としては以下の 3とおりが考えられます。

� 「0」は「次回のログイン時にパスワードの変更を強制し、その後は有効期間
を設定する機能を停止する」ということを意味します。

� 「0より大きい値」は、パスワードの有効期間の日数を指定します。
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� 「マイナス1 (-1)」は、「-1」は、有効期間を設定する機能を停止するというこ
とを意味します。つまり passwd -x -1 username と入力すると、使用期間に
関して該当ユーザーに行われていた設定はすべて解除されます。このフィール
ドを空白にしておくと、-1として扱われます。

� 「n4警告」は、パスワードの使用期間がその最大値に達する前に、パスワードを
変更するように警告される日数です。たとえば、最終変更日時フィールドの値が
9201、最大値フィールドの値が 30、警告フィールドの値が 5であると仮定しま
す。この場合、日付が 9226日 (9201+30-5=9226)以降になると、ログインするたび
に「パスワードを変更してください」という警告が表示されます。パスワードの警
告時期の詳細については、310ページの「警告期間の設定」を参照してください。

この値としては以下の 2とおりが考えられます。

� 警告メッセージが表示される期間がないことを示します。
� 警告メッセージが表示される期間をその日数に指定します。

� 「n5間隔」は、ログインとログインの間隔 (日数)の最大値です。ここで指定され
た日数を超える期間ログインを行わないと、ログインができなくなります。たとえ
ば、間隔に 6を指定した場合、6日間ログインを行わないと 7日目にはログインが
できなくなります (アカウントの最大ログイン間隔についての詳細は、313ページ
の「ログインの間隔の最大値の指定」を参照)。

この値としては以下の 2とおりが考えられます。

� 「マイナス1 (-1)」は、最大ログイン間隔機能を解除します。任意の日数の間オ
フにすることができ、ログイン権限を失うことはありません。これがデフォル
トです。

� 最大ログイン間隔 (日数)を指定します。

� 「n6期限」は、パスワードの有効期限を示します。1970年 1月 1日からの日数で
表されます。この日を過ぎると、ログインができなくなります。たとえば、期限が
9739 (1995年 9月 1日)に設定されている場合、1995年 9月 2日 (GMT)になると
ログインができなくなります。このときログインを試行すると「Login
incorrect」というメッセージが表示されます (詳細は、312ページの「パスワー
ド使用権の有効期限」を参照)。

この値としては以下の 2とおりが考えられます。

� 「マイナス1 (-1)」は、有効期限の設定を解除します。パスワードが有効期限を
過ぎている場合でも、-1を設定すると再び使えるようになります。有効期限を
設定したくないときは、-1を指定するようにしてください。

� 有効期限の日付 (「1970年 1月 1日から数えて何日目か」)です。現在以前の
日付を設定すると、パスワードはすぐに無効になります。

� 「n7未使用」というフィールドは、現在使用されていません。値を設定しても無
視されます。

� 「Login」はユーザーのログイン IDを指定します。
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注意 – nistbladmを使用して passwdテーブルのシャドウ列を設定する場合、すべ
てのフィールドに適切な値を指定する必要があります。空白のまま残したり、0を入
力したりしても「変更なし」という意味にはなりません。

ユーザー amyが、パスワードの最終変更日が 1995年 5月 1日 (1970年 1月 1日から
数えて 9246日目)、パスワード作成後の変更禁止期間が 7日、パスワードの有効期間
が 30日、「パスワードが間もなく無効になる」という警告が表示されるのがパス
ワード作成から 26日目以降、ログインとログインの間隔の最大値が 15日、アカウン
トの有効期限が (1970年 1月 1日から) 9255日目という設定にするには、以下のよう
に入力します。

nistbladm -m shadow=9246:7:30:5:15:9285 [name=amy], passwd.org.dir

nistbladmと日数
パスワードの使用期間に関するパラメータは、日数で表されるものがほとんどです。
日数を指定する際には以下の規則を守る必要があります。

� 1970年 1月 1日を 0とします。つまり 1970年 1月 2日は 1になります。

� NIS+では、日付の計算、カウントに GMT (Greenwich Mean Time)が使用されま
す。つまり日付が変更されるのは、GMTの午前 0時です。

� 日数の指定には整数を使用します。小数は使用できません。

� パスワードのロックなどの動作は、指定された日付に行われます。たとえば、パス
ワード使用権の有効期限を1995年 1月 2日 (1970年 1月 1日から 9125日目)に設
定した場合、この日は「ユーザーがパスワードを使用できる最後の日」となりま
す。パスワードが使用できなくなるのは、次の日からです。

最終変更日、期限のどちらのフィールドも、入力するのは 1970年 1月 1日から数え
た日数です。たとえば、以下のようになります。

表 16–2 1970年 1月 1日からの日数

日付 日数

1970年 1月 1日 0

1970年 1月 2日 1

1971年 1月 2日 365

1997年 1月 1日 9863

パスワード関連のコマンド
passwdおよび nistbladmコマンドと類似の機能を持つコマンドはほかにもありま
す。それぞれについて表 16–3にまとめてあります。
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表 16–3関連コマンド

コマンド 目的

yppasswd 現在は passwdコマンドにリンク。yppasswdを起動すると passwdコ
マンドが起動される

nispasswd 現在は passwdコマンドにリンク。nispasswdを起動すると passwd
コマンドが起動される

niscat テーブルの内容を表示するのに使用

パスワード情報の表示
ドメイン中のユーザーのパスワード情報を表示するには、passwdコマンドを使用し
ます。情報は、全ユーザーについて同時に表示することも、ユーザーごとに表示する
こともできます。

自分のパスワード情報

passwd -s

ドメインの全ユーザーの情報

passwd -s -a

個々のユーザー

passwd -s username

表示できるのは、エントリおよび列のうち読み取り権を持っているものだけです。エ
ントリの表示形式は以下のとおりです。

� 使用期間に関する情報が省略されたもの: username status

� 使用期間に関する情報が付加されたもの: username status mm/dd/yy min max warn
expire inactive

表 16–4 NIS+パスワード情報表示の形式

列 目的 参照箇所

username ユーザーのログイン名

status パスワードの状態。PSは、そのアカウントにパスワード
があることを示す。LKは、そのパスワードがロックされ
ていることを示す。NPは、そのアカウントにパスワード
がないことを示す

306ページの「パスワードの
ロック」を参照

mm/dd/yy パスワードが最後に変更された日付 (GMTで表す)
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表 16–4 NIS+パスワード情報表示の形式 (続き)
列 目的 参照箇所

min パスワード作成後の変更禁止期間 (日数) 309ページの「パスワードの変更
禁止期間の設定」を参照

max パスワードの有効期間 (日数) 308ページの「パスワードの有効
期間の設定」を参照

warn 「パスワードが間もなく無効になる」という警告が表示
されるまでの日数

310ページの「警告期間の設定」
を参照

expire パスワードの有効期限 (日付) 312ページの「パスワード使用権
の有効期限」を参照

inactive ログインとログインの間隔の最大値 (日数)。ログインと
ログインの間隔がここで指定した日数を超えると、ログ
インができなくなる

313ページの「ログインの間隔の
最大値の指定」を参照

別のドメインの passwdテーブルのエントリを表示するには、-Dオプションを使用
します。

ドメイン中の全ユーザー

passwd -s -a -D domainname

個々のユーザー

passwd -s -D domainname username

パスワードの変更
新しいパスワードを作成するときは、295ページの「パスワードの必要条件」に示さ
れた必要条件を満たすようにします。

自分のパスワードの変更
自分のパスワードを変更するには、以下のように入力します。

station1% passwd

「古いパスワードの入力」、「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの再
入力 (確認のため)」という順にプロンプトが表示されるので、それに従って作業しま
す。

他人のパスワードの変更
同じドメイン内に存在するほかのユーザーのパスワードを変更するには、以下のよう
に入力します。
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passwd username

ほかのドメイン内のユーザーのパスワードを変更するには、以下のように入力しま
す。

passwd -D domainname username

NIS+環境 (298ページの「passwdコマンドと NIS+環境」参照)で passwdコマンド
を使用して他人のパスワードを変更する場合、passwdテーブルにおける該当ユー
ザーエントリへの変更権が必要になります。つまり、該当する passwdテーブルに対
して変更権を持つグループのメンバーになる必要があります。このとき、該当ユー
ザーの古いパスワードや自分のパスワードを入力する必要はありません。確認のため
新しいパスワードの入力を求めるプロンプトが 2回表示されます。一致しない場合
は、さらに 2回入力する必要があります。

rootのパスワードの変更
passwdコマンドで rootのパスワードを変更した場合は、その直後に chkey -pを実
行する必要があります。chkey -pを実行しないと、rootで正しくログインできなく
なります。

rootのパスワードの変更手順は以下のとおりです。

1. rootでログインします。

2. passwdコマンドで rootのパスワードを変更します。

nispasswdは使用しないでください。

3. chkey -pを実行します。

必ず -pオプションを使用します。

パスワードのロック
NIS+環境 (298ページの「passwdコマンドと NIS+環境」を参照)では、passwd
テーブルの該当ユーザーのエントリに対する変更権を持つ管理者 (グループのメン
バー)が、passwdコマンドを使用してそのパスワードをロックできます。パスワード
がロックされると、そのアカウントは使用できなくなります。また、パスワードが
ロックされているユーザー名を使ってログインをしようとすると、「Login
incorrect」というメッセージが表示されます。

該当ユーザーがすでにログインしている場合、パスワードをロックすることによる影
響は現れないという点に注意してください。ただ、パスワードの入力が必要になる
login、rlogin、ftp、telnetなどの機能は使用できなくなります。

すでにログインしているユーザーのパスワードをロックしても、そのユーザーが
passwdコマンドでパスワードを変更するとロックは解除されます。
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以下のようなことが有効です。

� 休暇などで不在になっているユーザーのパスワードを一時的にロックする。ほかの
人に不正に使用されることを防止できる

� セキュリティ上の問題が発生している可能性があれば、すぐに一部のユーザーのパ
スワードをロックする

� 解雇になったユーザーのパスワードをすぐにロックする。ユーザーのアカウントを
削除するより速く容易に行える上、そのアカウントに格納されているデータをその
まま容易に保管できる

� UNIXプロセスにパスワードを設定している場合には、この種のパスワードも
ロックできる。パスワードがロックされてもプロセスの実行はできるが、プロセス
を使用してログインすることは (たとえパスワードを知っていても)できなくな
る。多くの場合、プロセスは NIS+主体の形では設定されない。しかしプロセスの
パスワード情報は、/etcディレクトリのファイルに保存される。このとき /etc
に格納されたパスワードをロックするにはファイルモードで passwdコマンドを
実行する必要がある。

パスワードのロックは以下のように行います。

passwd -l username

パスワードロックの解除
パスワードのロックは、パスワードを変更すれば解除されます。この場合、「変更」
とは必ずしもパスワードを新しいものに変えるという意味ではなく、パスワード変更
の手順を踏むということです (元と同じパスワードに「変更」することも可能です)。
ただし、新しいパスワードに変更することも可能です。

たとえば、jodyというユーザーのパスワードのロックを解除するには、以下のよう
に入力します。

station1% passwd jody

パスワードの使用期間に関する設定
設定により、パスワードの定期的な変更をユーザーに強制できます。

パスワードの有効期限については、以下のような設定が可能です。

� 次回のログイン時に強制的にパスワードを変更させる (詳細は、308ページの「パ
スワードの強制的な変更」を参照)

� パスワードの有効期間 (日数)を設定する (詳細は、308ページの「パスワードの有
効期間の設定」を参照)

� パスワード作成後の変更禁止期間を設定する (詳細は、309ページの「パスワード
の変更禁止期間の設定」を参照)

� パスワードの有効期間が終わる前に「パスワードが間もなく無効になる」という警
告メッセージが (ログイン時に)表示されるタイミングを設定する (詳細は、310
ページの「警告期間の設定」を参照)
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� ログインとログインの間隔の最大値 (日数)を指定する。指定された日数を超えて
ログインが行われないと、パスワードがロックされる (詳細は、313ページの「ロ
グインの間隔の最大値の指定」を参照)

� パスワードの有効期限 (日付)を設定する。この日を過ぎると、該当ユーザーはシ
ステムにログインできなくなる (詳細は、312ページの「パスワード使用権の有効
期限」を参照)

上記の警告期間や有効期間などに達したのがログインの行われた後であった場合、影
響は現れません。そのまま普通に動作し続けます。

影響が現れるのは、次回のログイン時か、ログインを必要とする機能 (以下に例を示
す)を使用した時です。

� login
� rlogin
� telnet
� ftp

パスワードの使用期間に関する設定は、ユーザーごとに行います。パスワードの使用
期間に関する必要条件はユーザーによって違っている可能性があります。ユーザー一
般にデフォルト設定を適用することもできます。詳細は、307ページの「パスワード
の使用期間に関する設定」を参照してください。

パスワードの強制的な変更
次回ログイン時のパスワード変更をユーザーに強制するには、以下の 2種類の方法が
あります。

使用期間に関する設定を引き続き有効にする場合

passwd -f username

使用期間に関する設定を解除する場合

passwd -x 0 username

パスワードの有効期間の設定
パスワードの有効期間を設定するには、passwdコマンドの引数 maxを使用します。
有効期間は日数で指定します。有効期間が終了した後は、新しいパスワードをユー
ザーが作成しなければなりません。有効期間終了後に同じパスワードでログインしよ
うとしても、「Your password has been expired for too long」という
メッセージが表示され、新しいパスワードを作成しない限りログインを完了できませ
ん。

引数 maxは以下の形式で使用します。

passwd -x max username
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引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� usernameは、ユーザーのログイン ID

� maxは、以下のうちいずれかになります。

� 「0より大きい値」は、パスワードの有効期間の日数を指定します。

� 「0」は「次回のログイン時にパスワードの変更を強制し、その後は有効期間
を設定する機能を停止する」ということを意味します。

� 「マイナス1 (-1)」は、「-1」は、有効期間を設定する機能を停止するというこ
とを意味します。つまり passwd -x -1 username と入力すると、使用期間に
関して該当ユーザーに行われていた設定はすべて解除されます。

たとえば、schweikというユーザーに 45日ごとのパスワード変更を強制するには、
以下のように入力します。

station1% passwd -x 45 schweik

パスワードの変更禁止期間の設定
パスワード作成後の変更禁止期間を設定するには、引数 minを使用します。変更禁止
期間が終了しないうちにパスワードを変更しようとすると、「Sorry less than N
days since the last change」というメッセージが表示されます。

引数 minは以下の形式で使用します。

passwd -x max -n min username

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� usernameは、ユーザーのログイン ID
� maxは、パスワードの有効期間 (前のセクションを参照)
� minは、パスワード作成後の変更禁止期間

たとえば、ユーザー eponineのパスワードの、有効期間を 45日間、変更禁止期間を
7日間に設定する場合は、以下のように入力します。

station1% passwd -x 45 -n 7 eponine

min引数には以下の規則があります。

� min引数は必ずしも使用しなくて良い (つまり、パスワード変更禁止期間は必ずし
も指定しなくて良い)

� min引数は、必ず -max引数と組み合わせて使用する。つまり、変更禁止期間を設
定するには、有効期間も設定する必要がある

� min に max より大きい値を設定すると (例: passwd -x 7 -n 8)、ユーザーはパス
ワードを変更できなくなる。変更しようとすると、「You may not change
this password」というメッセージが表示される。min に max より大きな値を設
定すると、次の 2つの効果が得られる
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� ユーザーによるパスワードの変更を禁止する。つまり、管理特権を有する一部
の人物以外は、パスワードを変更できなくなる。たとえば、複数のユーザーに
共通のグループパスワードを割り当て、そのパスワードに対して min値より大
きな max値を設定すると、グループ内のユーザーは誰一人としてパスワードを
変更できなくなる

� パスワードは max値で設定される期限内のみ有効となる。しかも、min値が
max値より大きいため、ユーザーはパスワードを変更できない。つまり、max
値の示す有効期限が満了する前にパスワードの期限延長を図る手だては、ユー
ザーには一切与えられない。実際、有効期限が満了した後は、管理者の介在な
しにユーザーはログインできなくなる

警告期間の設定
パスワードの有効期限以前の一定期間、ログイン時に「Your password will
expire in N days」(N は日数) というメッセージが表示されるようにするには、引
数 warnを使用します。

たとえば、パスワードの有効期限が 30日間 (引数 -maxで指定する)で、warnが 7に
設定されている場合、パスワード作成後 24 日目のログイン時に「Your password
will expire in 7 days」という警告メッセージが表示されます。また翌日 (パス
ワード作成後 25 日目) には、警告メッセージは「Your password will expire in
6 days」となります。

警告メッセージは、電子メールで送信されるものでも、ユーザーのコンソールウィン
ドウに表示されるものでもないという点に注意してください。表示されるのは、ユー
ザーのログイン時のみです。つまり指定の期間ユーザーがログインしなければ警告
メッセージは表示されません。

warnの値は、maxの値との「関連によって機能する」ものであるという点に注意して
ください。つまり、「maxによって設定される有効期限から逆算されるもの」という
ことです。warn の値が 14 であれば、「Your password will expire in N
days」というメッセージの表示が開始されるのは、有効期限の 2週間前です。

warnの値は maxの値との関連によって機能します。max値の指定がある場合のみ有
効です。そのため、max値の指定がない場合は、warn値は意味がなくなります。

引数 warnは以下の形式で使用します。

passwd -x max -w warn username

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� usernameは、ユーザーのログイン ID
� maxは、パスワードの有効期限 (日数) (308ページの「パスワードの有効期間の設
定」を参照)

� warnは、「有効期限の何日前から警告メッセージの表示を開始するか」を指定す
る

たとえば、nilovnaというユーザーの、パスワードの有効期間を 45日間とし、警告
メッセージの表示を有効期限の 5日前から開始する場合、以下のように入力します。
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station1% passwd -x 45 -w 5 nilovna

warn引数には以下の規則があります。

� warn引数は必ずしも使用しなくて良い。warnの値を設定しなければ、警告
メッセージは表示されない

� warn引数は、必ず max引数と組み合わせて使用する。つまり、警告メッセージの
表示期間を指定するには、有効期間の指定が必要になる

注 – Solaris管理コンソールを使用して、warm値をユーザーのパスワード用に設定す
ることもできます。

パスワードの使用期間に関する設定の解除
ユーザーのパスワードの有効期間を解除するには、以下の 2つの方法があります。

有効期間を取り消す。パスワードはそのまま使用できる

passwd -x -1 username

次回ログイン時にパスワードを強制的に変更させた後、有効期間を取り消す

passwd -x 0 username

上記の方法では、maxの値を 0か -1に設定する (詳細は、308ページの「パスワード
の有効期間の設定」を参照)

たとえば、ユーザー mendezのパスワードを次回ログイン時に強制的に変更させ、そ
の後パスワードの有効期間を解除するには、以下のように入力します。

station% passwd -x 0 mendez

注 – Solaris管理コンソールを使用しても、このパラメータをユーザーのパスワード用
に設定できます。

この値を設定するには、nistbladmコマンドを使用できます。たとえば、ユーザー
otsuのパスワードの有効期間を取り消し、変更の必要がないようにするには、以下
のように入力します。

station1% nistbladm -m ‘shadow=0:0:-1:0:0:0:0’ [name=otsu],passwd.org_dir

nistbladmコマンドの使用方法の詳細は、300ページの「nistbladmコマンド」を
参照してください。
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パスワード使用権の有効期限
引数 expireには「ユーザーのパスワード使用権がいつ無効になるか」を日付で指定し
ます。ユーザーのパスワード使用権が無効になると、そのユーザーは有効なパスワー
ドを所有できなくなります。該当ユーザーのログインをこの日以降禁止し、システム
から締め出します。

たとえば、ユーザー peteの有効期限を 1997年 12月 31日に設定すると、どんなパ
スワードを使用しても 1998年 1月 1日以降 peteという IDではログインができなく
なります。ログインをしようとしても、「Login incorrect」というメッセージが
表示されます。

「有効期間」と「有効期限」の違い

パスワード使用権の有効期限は、パスワードの有効期間とは異なっています。

� 「パスワードの有効期間」。厳密に区別をする必要のない場合には、有効期間が終
了した後も変更されないパスワードのことを「有効期限の過ぎたパスワード」と呼
ぶことがあります。しかしこのパスワードは、もう一度だけログインに使用できま
す。ただしその際に変更を強制されます。

� 「パスワード使用権の有効期限」。ユーザーのパスワード「使用権」が無効になる
と、そのユーザーはすべてのパスワードでログインできなくなります。つまり、
ネットワークにログインする権限の有効期限が切れたことになります。

有効期限の設定

パスワード使用権が無効になっても、その影響が現れるのは、該当ユーザーがログイ
ンをしようとするときだけです。該当ユーザーがすでにログインしていた場合には、
パスワード使用権が無効になったことによる影響は現れません。ただし、rlogin、
telnetなどログインを必要とする機能は使用できなくなり、いったんログアウトす
るとログインできなくなります。以上のことから、パスワード使用権に有効期限を設
ける場合、毎日のワークセッション終了時には必ずログアウトするようユーザー全員
に指示してください。

注 – Solaris管理コンソールツールを使用して有効期限の設定ができるときは、
nistbladmを使用しないでください。Solaris管理コンソールツールの方が使いやす
く、設定を誤る可能性が低くなります。

nistbladmコマンドでパスワード使用権の有効期限を指定するには、以下のように
入力します。

nistbladm -m ‘shadow=n:n:n:n:n:n6:n’ [name=login],passwd.org_dir

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� loginは、ユーザーのログイン IDです。
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� nは、シャドウ列の (n5以外の)フィールドの値です。
� n6は、ユーザーのパスワード使用権の有効期限 (日付)を設定します。「1970年 1
月 1日から数えて何日目か」で表します (表 16–2を参照)。このフィールドに指定
する値には、以下の 2種類があります。

� 「マイナス1 (-1)」は、有効期限の設定を解除します。ユーザーのパスワードが
すでに有効期限を過ぎていても、-1を設定することによって再び使用できるよ
うになります。有効期限を設定したくないときは、初めから -1を指定しておき
ます。

� 有効期限の日付 (「1970年 1月 1日から数えて何日目か」)です。現在以前の
日付を設定すると、ユーザーのパスワードはすぐに無効になります。

たとえば、ユーザー peteの有効期限を 1995年 12月 31日に設定する場合は、以下
のように入力します。

station1% nistbladm -m ‘shadow=n:n:n:n:n:9493:n’ [name=pete],passwd.org_dir

注意 –空白のフィールドや、値の正しくないフィールドがあると機能しません。

パスワード使用権の有効期限の解除

有効期限を過ぎたパスワード使用権を再び使用できる状態にするには、nistbladm
コマンドを使用して該当フィールド (n6)に -1を指定します。例を以下に示します。

station1% nistbladm -m ‘shadow=n:n:n:n:n:-1:n’ [name=huck],passwd.org_dir

また、nistbladmで「n6」フィールドを将来の日付に設定し直すという方法も使用
できます。

ログインの間隔の最大値の指定
引数 inactiveには、「ログインからログインまでの間隔を最大何日あけることができ
るか」を指定します。この引数に指定された日数を超えてログインが行われなかった
場合、該当ユーザーはマシンにログインできなくなります。ログインしようとする
と、「Login incorrect」というメッセージが表示されます。

この設定はネットワーク全体ではなく、個々のマシンに対して行われます。した
がって、NIS+環境においてログイン間隔の最大値を設定するには、該当ユーザーの
エントリをホームドメインの passwdテーブルに指定します。この設定はネットワー
ク上のすべてのマシンで該当ユーザーに対して適用されます。

たとえば、ユーザー samの最大ログイン間隔を 10日間に設定した場合を考えてみま
しょう。samは 1月 1日にマシンAとマシン Bにログインをした後、ログアウトしま
した。続いて 3日後の 1月 4日、samはマシン Bにログインした後ログアウトしまし
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た。さらに 9日後の 1月13日になると、samはマシン Bにはログインできますがマシ
ンAにはログインできません。マシン Bにおいては最終ログインから 9日間しか経過
していませんが、マシンAにおいては 13日間が経過しているからです。

最大ログイン間隔の設定は、まだ一度もログインをしていないマシンには適用されな
いという点に注意してください。一度もログインをしていないマシンには、引数
inactiveの設定およびほかのマシンへのログイン実績がどのようになっていようとログ
インが可能です。

注意 –「毎日の作業終了時には必ずログアウトをせよ」という指示がユーザーに対し
て行われていない場合、最大ログイン間隔の設定はしないでください。この設定はロ
グインにだけ関係しており、ほかの形でシステムを使用する場合のことは考慮されて
いません。仮にユーザーが作業終了後もログインしたままの状態でシステムを放置し
ておくと、ログインが発生しないため指定のログイン間隔をすぐ超えてしまいます。
指定のログイン間隔を超えた状態で再起動やログアウトをすると、再びログインでき
なくなります。

注 – Solaris管理コンソールツールを使用して最大ログイン間隔の設定ができるとき
は、nistbladmを使用しないでください。Solaris管理コンソールツールの方が使い
やすく、設定を誤る可能性が低くなります。

最大ログイン間隔の設定を nistbladmコマンドで行う場合は、以下の形式を使用し
ます。

nistbladm -m ‘shadow=n:n:n:n:n5:n:n’ [name=login],passwd.org_dir

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� loginは、ユーザーのログイン IDです。
� nは、シャドウ列の (n5以外の)フィールドの値です。
� n5は、最大ログイン間隔 (日数)です。指定される値には、以下の 2種類がありま
す。

� 「マイナス1 (-1)」は、最大ログイン間隔機能を解除します。任意の日数の間オ
フにすることができ、ログイン権限を失うことはありません。これがデフォル
トです。

� 最大ログイン間隔 (日数)を指定します。

たとえば、ユーザー samの最大ログイン間隔を 7日間に指定する場合は、以下のよう
に入力します。

station1% nistbladm -m ‘shadow=n:n:n:n:n:7:n:n’ [name=sam],passwd.org_dir

最大ログイン間隔の設定を解除する (ログインできなくなったユーザーを再びログイ
ンできるようにする)には、nistbladmで最大ログイン間隔を -1に設定します。
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パスワードの使用規則の設定 (およびそのデフォル
ト)
パスワードの使用規則に関する設定およびそのデフォルトについて説明します。

/etc/default/passwdファイル
パスワード情報の獲得先が nsswitch.confファイルで filesに指定されているす
べてのユーザーのパスワードについて、4つのデフォルト設定を行うためのファイル
です。/etc/default/passwdファイルで行われたデフォルト設定は、/etcディレ
クトリのファイルからパスワード情報を獲得しているユーザーにだけ適用されます。
パスワード情報の獲得先が NISマップあるいは NIS+テーブルであるようなユーザー
には適用されません。NIS+サーバー上の /etc/default/passwdファイルは、パス
ワード情報をローカルファイルから獲得しているローカルユーザーにだけ影響を与え
ます。NIS+サーバー上の /etc/default/passwdファイルは、NIS+環境または、
nsswitch.confファイルでパスワード情報の獲得先が nis、nisplusに設定され
ているユーザーには影響を与えません。

/etc/default/passwdファイルで行われる「パスワードに関する 4つのデフォル
ト設定」とは、具体的には以下のものを指します。

� 有効期間 (週単位)
� 変更禁止期間 (週単位)
� 「パスワードが間もなく無効になる」という警告メッセージの表示される期間 (週
単位)

� 最低文字数

/etc/default/passwdファイルのデフォルト設定には、以下の規則があります。

� パスワード情報をローカルの /etcディレクトリのファイルから得ているユーザー
の場合、passwordコマンドまたは Solaris管理コンソールで個々に行われた設定
の方が、/etc/default/passwdのデフォルト設定よりも優先します。つまり
/etc/default/passwdファイルのデフォルト設定は、passwdテーブル中のエ
ントリで (/etc/default/passwdの設定に対応した)個別の設定が行われていな
いユーザーにだけ適用されるということです。

� /etc/default/passwd ファイルのすべてのデフォルト設定は、パスワードの長
さを除いて、週単位として表現されます。パスワードの有効期間は、日数として表
現されます。

� MAXWEEKS、MINWEEKS、および WARNWEEKSのデフォルト値は、の最終変更日
を起点として計算されます。ただし、各警告値は、有効期限を起点として逆算され
ます。

/etc/default/passwdファイルには、デフォルトでは以下のエントリがすでに含
まれています。

MAXWEEKS=
MINWEEKS=

PASSLENGTH=
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設定に必要な作業は、=の後に適切な数字を入力することだけです。=の後に数字が
入っていないエントリは無効です。たとえば、MAXWEEKSに 4を指定するには、以下
のように入力します。

MAXWEEKS=4
MINWEEKS=

PASSLENGTH=

有効期限 (週単位)

/etc/default/passwdディレクトリのファイルの MAXWEEKSにより、ユーザーの
パスワードの有効期間を週単位で設定できます。ユーザーのパスワードの有効期間を
週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"="の後に適切な数字を
入力するだけで指定ができます。

MAXWEEKS=N

Nは週の数です。たとえば、MAXWEEKS=9というようにします。

変更禁止期間 (週単位)

/etc/default/passwdファイルの MINWEEKSデフォルト値には、ユーザーのパス
ワードの変更禁止期間を週単位で設定できます。パスワードの変更禁止期間を週単位
で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"="の後に適切な数字を入力す
るだけで指定ができます。

MINWEEKS=N

Nは週の数です。たとえば、MINWEEKS=2というようにします。

警告期間 (週単位)

/etc/default/passwdファイルに WARNINWEEKSデフォルト値を追加し、パス
ワードの有効期間が切れて無効になる前に警告を表示する期間を、週単位で設定でき
ます。たとえば、MAXWEEKSデフォルト値に 9を設定したときに、パスワードが無効
になる前の 2週間に警告する場合は、MAXWEEKSに 7を設定します。

MAXWEEKSのデフォルトを設定しない限り、WARNWEEKSのデフォルトを設定するこ
とはありません。

WARNWEEKSは、WARNWEEKSに指定された有効期限ではなく、パスワードの最終変更
日を起点と考えて設定することに注意してください。したがって WARNWEEKSに、
MAXWEEKS以上の値を設定することはできません。

WARNWEEKSのデフォルトは、MAXWEEKSのデフォルトも一緒に設定されていない限
り無効です。

WARNWEEKSは、以下に示すとおり "="の後に適切な数字を入力するだけで指定がで
きます。
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WARNWEEKS=N

Nは週の数です。たとえば、WARNWEEKS=1というようにします。

最低文字数

passwdコマンドには、デフォルトで「パスワードの長さは６文字以上にする」とい
う規則があります。しかし、/etc/default/passwdファイルの PASSLENGTHを使
用することによってこの規則を変更することが可能です。

パスワードの最低文字数を 6以外の値にするには、以下に示すとおり PASSLENGTH=
の後に適切な値を入力します。

PASSLENGTH=N

Nは文字数です。たとえば、PASSLENGTH=7というようにします。

パスワード変更時の制限
パスワード変更の際の入力試行回数と所要時間には、制限を設定できます。設定は
rpc.nispasswddデーモン起動時の引数で行います。

入力試行回数を制限したり、タイムウィンドウを設定したりすることにより、「権利
のない人が、パスワードを試行錯誤で知ることのできるものに変えてしまう」という
危険をある程度 (完璧ではない)回避できます。

試行回数の制限

パスワード変更時の誤入力試行回数を制限するには、rpc.nispasswddに -a number
という引数 (numberは試行回数)を指定します。rpc.nispasswddを起動するには、
NIS+マスターサーバー上にスーパーユーザー特権が必要です。

誤入力試行回数を 4に制限する (デフォルトは 3)場合、以下のように入力します。

station1# rpc.nispasswdd -a 4

この場合、4 回目のパスワード入力が失敗すると、「Too many failures - try
later」というメッセージが表示され、一定の時間が経過するまで該当ユーザーのパ
スワード変更はできなくなります。

所要時間の制限

パスワード変更時の所要時間 (ログインの所要時間)を制限するには、
rpc.nispasswddに -c minutesという引数 (minutesには時間を分単位で指定する)
を指定します。rpc.nispasswddを起動するには、NIS+マスターサーバー上にスー
パーユーザー特権が必要です。

第 16章 •パスワードの管理 317



たとえば、ユーザーが 2分以内にログインしなければならないように設定するには、
以下のように入力します。

station1# rpc.nispasswdd -c 2

この場合、2分以内にパスワードの変更に成功しないとエラーメッセージが表示さ
れ、一定の時間が経過するまで該当ユーザーのパスワード変更はできなくなります。
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第 17章

NIS+グループの管理

この章では、NIS+グループとその管理方法について説明します。

ヒント – NIS+セキュリティグループのタスクには、Solaris管理コンソールツールを
利用するともっと簡単に実行できるものもあります。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

Solarisグループ
Solarisの NIS+環境には、UNIXグループ、ネットグループ、NIS+グループの 3種
類のグループがあります。

� 「UNIXグループ」。UNIXグループとは、特別な UNIXアクセス権を与えられた
ユーザーの集まりのことです。NIS+名前空間では、UNIXグループに関する情報
は org_dirディレクトリオブジェクト (group.org_dir)内のグループテーブル
に格納されます。UNIXグループのメンバーの追加、変更、または削除の方法につ
いては、第 19章を参照してください。

� 「ネットグループ」。ネットグループとは、マシンとユーザー (ほかのマシン上で
リモート操作を実行する権限を与えられている)の集まりのことです。NIS+名前
空間では、ネットグループに関する情報は org_dirディレクトリオブジェクト
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(netgroup.org_dir)内のネットグループテーブルに格納されます。ネットグ
ループのメンバーの追加、変更、または削除の方法については、第 19章を参照し
てください。

� 「NIS+グループ」。NIS+グループとは、NIS+オブジェクトに対する特別なアク
セス権 (ネームスペースの管理を許されることが多い)を与えられている NIS+ユー
ザーの集まりのことをいいます。NIS+グループに関する情報は groups_dir
ディレクトリオブジェクト内のテーブルに格納されます。

NIS+グループ
NIS+グループは、NIS+オブジェクトに対するアクセス権を 1つ以上の NIS+主体に
割り当てる場合に使用されます。これらのアクセス権については、第 11章を参照して
ください。NIS+グループに関する情報は、NIS+ groups_dirディレクトリオブ
ジェクト内のテーブルに格納されます。各グループは個別のテーブルを持ち、グルー
プ名とテーブル名はそれぞれ対応します。たとえば、adminグループに関する情報は
admin.groups_dirテーブルに格納されます。

NIS+グループを作成したら、どれか 1つには adminという名前を付けることをお勧
めします。そして、この adminグループには、NIS+アクセス権を持たせるユーザー
を割り当ててください。必ずしも adminという名前にしなければならないわけでも
ないのですが、NIS+マニュアルでは、NIS+管理権限を持たせるユーザーのグループ
を adminと呼んでいます。異なるユーザーと異なる権限を組み合わせて複数の NIS+
グループを作成することもできます。

注 – NIS+グループのメンバー (ユーザー)の管理には、nisgrpadmコマンドを使いま
す。グループテーブルの管理には、nislsコマンドと nischgrpコマンドを使いま
す。グループテーブルに対して nistbladmコマンドを使うことはできないので注意
してください。

NIS+グループ関連のコマンドとその構文、オプションの詳細は、nis+(1)のマ
ニュアルページを参照してください。

関連する管理コマンド
nisgrpadmコマンドを使ってほとんどのグループ管理作業を実行できますが、グ
ループ管理に関連するコマンドには次のものがあります。
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表 17–1グループに関連するコマンド

コマンド 説明 参照する項目

nissetup ドメインのグループが格納されるディレクトリである
groups_dirを作成する

nisls groups_dirディレクトリの内容、つまり、ドメイン
内の全グループを表示する。各グループは
groups_dirに個別のテーブルを持ち、グループ名と
テーブル名はそれぞれ対応する

330ページの「nislsコマンド
でディレクトリを表示する」

nischgrp グループを任意の NIS+オブジェクトに割り当てる 288ページの「オブジェクトま
たはエントリグループの変更」

niscat NIS+グループのオブジェクト属性とメンバーを表示す
る

323ページの「NIS+グループに
ついて niscatを使用する」

nisdefaults 新しい NIS+オブジェクトに割り当てられるグループを
表示する

280ページの「NIS+デフォルト
の表示 - nisdefaultsコマン
ド」

以上のコマンドの詳細 (構文、オプションなど)は、nis+(1)のマニュアルページを参
照してください。

注 – NIS+グループテーブルに対して nistbladmコマンドを使うことはできません。

NIS+グループメンバーのタイプ
NIS+グループには、明示的 (explicit)、暗黙的 (implicit)、および再帰的 (recursive)と
いう 3タイプのメンバーがあります。またメンバー以外の主体にも、同様の 3つのタ
イプがあります。メンバーのタイプは、グループのメンバーを追加、削除する際に使
用されます (324ページの「nisgrpadmコマンド」を参照)。

メンバーのタイプ
� 「明示的なもの」。個々の NIS+主体です。これらは、すべてのグループ管理コマ
ンドで、主体名によって識別されます。主体名は、デフォルトドメインから入力さ
れる場合、完全指定名を使用する必要はありません。

� 「暗黙的なもの」。NIS+ドメインに所属するすべての NIS+主体です。これら
は、*記号とドットで始まるドメイン名によって識別されます。選択した処理は、
グループ内のすべてのメンバーに適用されます。
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� 「再帰的なもの」。ほかの NIS+グループのメンバーである、すべての NIS+主体
です。これらは、@記号で始まる NIS+グループ名によって識別されます。選択し
た処理は、グループ内のすべてのメンバーに適用されます。

NIS+グループは、明示的、暗黙的、および再帰的の 3つすべてのカテゴリでのメン
バー以外も受け付けます。メンバー以外の主体とは、「メンバーになることができる
が、指定によってグループから排除されているもの」を指します。

メンバー以外の主体のタイプ
メンバー以外の主体はマイナス記号で始まり、メンバー主体と区別されます。

� 「明示的なもの」 -名前の先頭に「-」を付けます。
� 「暗黙的なもの」 -ドメイン名の先頭に「-」に続いて「*」、「.」を付けます。
� 「再帰的なもの」 -グループ名の先頭に「-」に続いて「@」を付けます。

グループの構文
同じ主体について「グループに含まれる」という指定と「グループに含まれない」と
いう指定があった場合、指定の順序に関係なく「含まれない」という指定が優先され
ます。たとえば、同じ主体について「グループに含まれる暗黙的なドメインのメン
バーである」という指定と「グループに含まれない再帰的なグループのメンバーであ
る」という指定の両方がある場合、後者の方が優先されます。

nisgrpadmコマンドを使用する場合、主体のタイプは表 17–2のように指定します。

表 17–2主体のタイプの指定方法

主体のタイプ 構文

明示的なメンバー username.domain

暗黙的なメンバー *.domain

再帰的なメンバー @groupname.domain

メンバー以外 (明示的なもの) -username.domain

メンバー以外 (暗黙的なもの) -*.domain

メンバー以外 (再帰的なもの) @groupname.domain
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NIS+グループについて niscatを使用
する
niscat -oコマンドを使用して、NIS+グループのオブジェクト属性を表示できま
す。

グループのオブジェクト属性を表示する方法
グループのオブジェクト属性を表示するには、そのグループが格納されている
groups_dirディレクトリへの読み取り権が必要です。ここでは、niscat -oとグ
ループの完全指定名を使用します。この完全指定名には、次に示すようにその
groups_dirサブディレクトリを含んでいなければなりません。

niscat -o group-name.groups_dir.domain-name

たとえば、以下のようになります。

rootmaster# niscat -o sales.groups_dir.doc.com.
Object Name : sales
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : sales.doc.com.
Domain : groups_dir.doc.com.
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to Live : 1:0:0
Object Type : GROUP
Group Flags :
Group Members : rootmaster.doc.com.
topadmin.doc.com.
@.admin.doc.com.

*.sales.doc.com.

注 – nisgrpadm -1 コマンドを使うと、メンバーリストはさらに整理されて表示され
ます。

グループ属性のいくつかは、環境変数 NIS_DEFAULTSから継承されます。ただし、
このグループの作成時に環境変数が無効になっている場合を除きます。Group Flags
フィールドは、現在使用されていません。グループメンバーのリストでは、*記号は
メンバーのドメインを、@記号はメンバーのグループをそれぞれ示します。
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nisgrpadmコマンド
nisgrpadmコマンドは、NIS+グループを作成したり、削除したり、さまざまな管理
作業を実行します。nisgrpadm コマンドを使用するには、操作に必要なアクセス権
を取得しなければなりません。

表 17–3 nisgrpadmに必要なアクセス権

操作の種類 必要なアクセス権 アクセス対象となるオブジェクト

グループの作成 作成 groups_dirディレクトリ

グループの削除 削除 groups_dirディレクトリ

メンバーの表示 読み取り グループオブジェクト

メンバーの追加 変更 グループオブジェクト

メンバーの削除 変更 グループオブジェクト

nisgrpadmには、グループ作業用とグループメンバー作業用に 2つの形式がありま
す。

グループの作成または削除、あるいはメンバーの表示

nisgrpadm -c group-name.domain-name
nisgrpadm -d group-name
nisgrpadm -l group-name

メンバーの追加または削除、あるいはメンバーがグループに所属するかどうかの判定
(member...には、表 17–2に示した、6種類のメンバーのどのような組み合わせでも指
定できます)。

nisgrpadm -a group-name member...
nisgrpadm -r group-name member...
nisgrpadm -t group-name member...

作成 (-c)以外のすべての処理には、部分指定名 group-nameを使用できます。ただ
し、-cオプションの場合でも、nisgrpadmでは group-name引数に groups_dirを
使用する必要はありません。実際これは受け付けられません。

NIS+グループを作成する
NIS+グループを作成するには、グループのドメインの groups_dirディレクトリに
対する作成権が必要です。-cオプションと完全指定グループ名を使用します。

nisgrpadm -c group-name.
domainname
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グループを作成すると、指定した名前の NIS+グループテーブルが groups_dirに作
成されます。nislsコマンドを使うと、対応するテーブルが groups_dirに作成さ
れているかどうかを確認できます。また、niscatコマンドを使うと、そのテーブル
中のグループメンバーを一覧表示できます。

新しく作成したグループにはメンバーがありません。どのメンバーをどのグループに
追加するかについては、326ページの「NIS+グループにメンバーを追加する」を参照
してください。

次の例では、adminという名前の 3つのグループを作成します。最初のグループは、
doc.com.ドメインに作成します。2番目のグループは、sales.doc.com.ドメイン
に作成します。3番目のグループは、manf.doc.com.に作成します。これらはすべ
て、それぞれのドメインのマスターサーバーから作成されます。

rootmaster# nisgrpadm -c admin.doc.com.
Group admin.doc.com. created.
salesmaster# nisgrpadm -c admin.sales.doc.com.
Group admin.sales.doc.com. created.
manfmaster# nisgrpadm -c admin.manf.doc.com.
Group admin.manf.doc.com. created.

作成されるグループは、変数 NIS_DEFAULTSで指定されたオブジェクト属性をすべ
て継承します。つまり、その所有者、所有グループ、アクセス権、生存期間、および
検索パスです。これらのデフォルトを表示するには、nisdefaultsコマンドを使用
します (第 15章を参照)。オプションなしで使用すると、次のように出力されます。

rootmaster# nisdefaults
Principal Name : rootmaster.doc.com.
Domain Name : doc.com.
Host Name : rootmaster.doc.com.
Group Name :
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to live : 12:0:0
Search Path : doc.com.

所有者は Principal Name: フィールドに表示されます。所有者グループ名は、環境
変数 NIS_GROUPを設定した場合にだけ表示されます。たとえば、Cシェルを想定し
て NIS_GROUPを net_admins.doc.comに設定する場合は、次のように入力しま
す。

rootmaster# setenv NIS_GROUP net_admins.doc.com

もちろん、グループの作成時に -Dオプションを使用することによって、これらのデ
フォルトはどれでも変更できます。

salesmaster# nisgrpadm -D group=special.sales.doc.com.-c
admin.sales.doc.com. Group admin.sales.doc.com. created.

NIS+グループを削除する
NIS+グループを削除するには、グループのドメイン内の groups_dirディレクトリ
に対する削除権が必要です。-dオプションを使用します。
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nisgrpadm -d group-name

デフォルトドメインが正しく設定されている場合、完全指定グループ名を使用する必
要はありません。ただし、別のドメイン内のグループを誤って削除しないように、ま
ず (nisdefaultsを使用して)チェックしなければなりません。次の例では
test.sales.doc.com.グループを削除します。

salesmaster% nisgrpadm -d test.sales.doc.com.

Group ‘test.sales.doc.com.’ destroyed.

NIS+グループにメンバーを追加する
NIS+グループにメンバーを追加するには、グループオブジェクトに対する変更権が
必要です。-aオプションを使用します。

nisgrpadm -a group-name members. . .

321ページの「NIS+グループメンバーのタイプ」の記述どおり、主体 (明示的なメン
バー)、ドメイン (暗黙的なメンバー)、およびグループ (再帰的なメンバー)を追加でき
ます。デフォルトドメインに所属するメンバー名またはグループ名は、完全指定する
必要がありません。この例では、デフォルトドメイン sales.doc.com.の NIS+主
体 panzaと valjean、および manf.doc.com.ドメインの主体 makebaを
top-team.sales.doc.com.グループに追加します。

client% nisgrpadm -a Ateam panza valjean makeba.manf.doc.com.
Added panza.sales.doc.com to group Ateam.sales.doc.com
Added valjean.sales.doc.com to group Ateam.sales.doc.com

Added makeba.manf.doc.com to group Ateam.sales.doc.com

この動作を確認するには、nisgrpadm -lオプションを使用します。「明示的なメン
バー」のカテゴリにあるメンバーを探してください。

次の例では、doc.com.ドメイン内のすべての NIS+主体を staff.doc.com.グ
ループに追加します。これは、doc.com.ドメイン内のクライアントから入力しま
す。ドメイン名の前にある *記号とドットに注意してください。

client% nisgrpadm -a Staff *.doc.com.

Added *.doc.com. to group Staff.manf.doc.com.

次の例では、NIS+グループ admin.doc.com.を admin.manf.doc.com.グループ
に追加します。これは manf.doc.com.ドメインのクライアントから入力します。グ
ループ名の前にある @記号に注意してください。

client% nisgrpadm -a admin @admin.doc.com.

Added @admin.doc.com. to group admin.manf.doc.com.

NIS+グループのメンバーを表示する
NIS+グループのメンバーを表示するには、グループオブジェクトに対する読み取り
権が必要です。-lオプションを使用します。
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nisgrpadm -l group-name

次の例では、admin.manf.doc.com.グループのメンバーを表示します。これは
manf.doc.com.グループ内のクライアントから入力します。

client% nisgrpadm -l admin
Group entry for admin.manf.doc.com. group:
No explicit members
No implicit members:
Recursive members:
@admin.doc.com.
No explicit nonmembers
No implicit nonmembers

No recursive nonmembers

NIS+グループからメンバーを削除する
NIS+グループからメンバーを削除するには、グループオブジェクトに対する変更権
が必要です。-rオプションを使用します。

nisgrpadm -r group-name members. . .

次の例では、Ateam.sales.doc.comグループから NIS+主体 allendeと
hugo.manf.doc.com.を削除します。これは sales.doc.com.domainドメイン
内のクライアントから入力します。

client% nisgrpadm -r Ateam allende hugo.manf.doc.com.
Removed allende.sales.doc.com. from group Ateam.sales.doc.com.

Removed hugo.manf.doc.com. from group Ateam.sales.doc.com.

次の例では、admin.manf.doc.com.グループから admin.doc.com.グループを
削除します。これは manf.doc.com.ドメイン内のクライアントから入力します。

client% nisgrpadm -r admin @admin.doc.com.

Removed @admin.doc.com. from group admin.manf.doc.com.

NIS+グループのメンバーかどうかを調べる
ある NIS+主体が特定の NIS+グループのメンバーであるどうかを調べるには、その
グループオブジェクトに対する読み取り権が必要です。-tオプションを使用します。

nisgrpadm -t group-name members. . .

次の例では、NIS+主体 topadminが admin.doc.com.グループに所属するかどうか
を調べます。これは、doc.com.ドメイン内のクライアントから入力します。

client% nisgrpadm -t admin topadmin

topadmin.doc.com. is a member of group admin.doc.com.

次の例では、sales.doc.com.ドメインの NIS+主体 joが
admin.sales.doc.com.グループに所属するかどうかを調べます。これは、
doc.com.ドメイン内のクライアントから入力します。
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client% nisgrpadm -t admin.sales.doc.com. jo.sales.doc.com.

jo.sales.doc.com. is a member of group admin.sales.doc.com.
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第 18章

NIS+ディレクトリの管理

この章では、NIS+ディレクトリオブジェクトとその管理方法について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+ディレクトリ
NIS+ディレクトリオブジェクトは、NIS+ドメインに関連する情報の格納に使用され
ます。NIS+ドメインには、それぞれ NIS+ディレクトリ構造が関連付けられます。
NIS+ディレクトリの詳細については、第 2章を参照してください。

NIS+ディレクトリ関連のコマンドとその構文、オプションについては、nis+(1)の
マニュアルページを参照してください。

ディレクトリについて niscatコマンド
を使用する
niscat -oコマンドを使えば、NIS+ディレクトリのオブジェクト属性を表示できま
す。このコマンドを使うには、ディレクトリオブジェクトの読み取り権が必要です。
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ディレクトリのオブジェクト属性を表示する
ディレクトリのオブジェクト属性を表示するには、niscat -oとディレクトリ名を使
います。

niscat -o directory-name

たとえば、以下のようになります。

rootmaster# niscat -o doc.com.
Object Name : doc
Owner : rootmaster.doc.com.
Group :
Domain : Com.
Access Rights : r---rmcdr---r---
Time to Live : 24:0:0
Object Type : DIRECTORY
.

.

nislsコマンドでディレクトリを表示す
る
nislsコマンドは、NIS+ディレクトリの内容を表示します。このコマンドを使うに
は、ディレクトリオブジェクトに対する読み取り権が必要です。

簡潔形式での表示

nisls [-dgLmMR] directory-name

詳細形式での表示

nisls -l [-gm] [-dLMR] directory-name

表 18–1 nislsコマンドのオプション

オプション 目的

-d ディレクトリオブジェクト。ディレクトリの内容を表示するのではなく、別の
オブジェクトのように扱う

-L リンク。ディレクトリ名が実際にはリンクである場合、コマンドはリンクをた
どり、リンクされたディレクトリの情報を表示する

-M マスター。マスターサーバーだけから情報を取得する。これによって最新の情
報が得られるが、マスターサーバーが使用中の場合は長時間を要することがあ
る
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表 18–1 nislsコマンドのオプション (続き)
オプション 目的

-R 再帰的 (recursive)。ディレクトリを再帰的に表示する。つまり、ディレクトリ
中にほかのディレクトリがある場合、それらの内容も表示する

-l 長形式。情報を長形式で表示する。長形式では、オブジェクトのタイプ、作成
時間、所有者、およびアクセス権を表示する

-g グループ。情報を長形式で表示するとき、ディレクトリ所有者ではなく、その
グループ所有者を表示する

-m 変更時間。情報を長形式で表示するとき、ディレクトリ作成時間ではなく、そ
の変更時間を表示する

ディレクトリの内容を表示する (簡潔形式)
ディレクトリ内容をデフォルトの短形式で表示するには、次に示すオプションの内の
1つまたは複数と、ディレクトリ名を使います。ディレクトリ名を指定しない場合、
NIS+はデフォルトのディレクトリを使います。

nisls [-dLMR] directory-name

または

nisls [-dLMR]

たとえば、次の nislsの場合は、ルートドメイン doc.com.のルートマスターサー
バーから入力します。

rootmaster% nisls doc.com.:
org_dir

groups_dir

次に、ルートマスターサーバーから入力した別の例を示します。

rootmaster% nisls -R sales.doc.com.
sales.doc.com.:
org_dir
groups_dir
groups_dir.sales.doc.com.:
admin
org_dir.sales.doc.com.:
auto_master
auto_home
bootparams
cred

.
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ディレクトリの内容を表示する (詳細形式)
ディレクトリの内容を詳細形式で表示するには -lオプション、および次に示すオプ
ションのうちの 1つまたは複数を使います。-gと -mのオプションは、表示される属
性を変更します。-gと -mのオプションは、表示される属性を変更します。ディレク
トリ名を指定しない場合、NIS+はデフォルトのディレクトリを使います。

nisls -l [-gm] [-dLMR] directory-name

または

nisls -l [-gm] [-dLMR]

次に示すのは、ルートドメイン doc.com.のマスターサーバーから入力した例です。

rootmaster% nisls -l
doc.com.
D r---rmcdr---r--- rootmaster.doc.com. date org_dir

D r---rmcdr---r--- rootmaster.doc.com. date groups_dir

nismkdirコマンド

注 –この節では、nismkdirコマンドを使用して既存のドメインにルート以外のサー
バーを追加する方法を説明します。nisserverスクリプトを使用すれば、より簡単
に追加できます。方法については、第 4章を参照してください。

nismkdirコマンドは、ルート以外の NIS+ディレクトリを作成し、これをマスター
サーバーに関連付けます。ルートディレクトリを作成するには、339ページ
の「nisinitコマンド」で説明する nisinit -rコマンドを使います。nismkdir
コマンドを使って、複製サーバーを既存のディレクトリに追加できます。

NIS+ディレクトリを作成するには、いくつかの関連作業のほかに、いくつかの前提
条件があります。

ディレクトリを作成するには、以下のように入力します。

nismkdir [-m master-server] \

directory-name

複製を既存のディレクトリに追加するには、以下のように入力します。

nismkdir -s replica-server \
directory-name
nismkdir -s replica-server \
org_dir.directory-name
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nismkdir -s replica-server \

groups_dir.directory-name

ディレクトリを作成する
ディレクトリを作成するには、(ドメインのマスターサーバー上の)親ディレクトリに
対する作成権が必要です。まず -mオプションを使ってマスターサーバーを定義し、
次に -sオプションを使って複製を定義します。

nismkdir -m master directory
nismkdir -s replica directory

注意 – nismkdirは必ず (複製サーバーではなく)マスターサーバー上で実行してくだ
さい。複製サーバー上で nismkdirを実行しないでください。複製サーバーで実行す
ると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題が発生します。

この例では、sales.doc.com.ディレクトリを作成してから、そのマスターサー
バー smaster.doc.com.と複製サーバー rep1.doc.com.を指定します。これは
ルートマスターサーバーから入力します。

rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. org_dir.sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. groups_dir.sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.sales.doc.com.

rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.sales.doc.com.

小規模またはテスト用の名前空間でないかぎりは推奨しませんが、nismkdirコマン
ドを使えば、独自のサーバーを指定する代わりに、親ディレクトリのサーバーを新し
いディレクトリ用に使えます。次に 2つの例を示します。

最初の例では、sales.doc.com.ディレクトリを作成し、これをその親ディレクト
リのマスターと複製サーバーに関連付けます。

rootmaster% nismkdir sales.doc.com
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2番目の例では、sales.doc.com.ディレクトリを作成し、独自のマスターサーバー
である smaster.doc.com.を指定します。

rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. sales.doc.com.

複製サーバーは指定されないため、nismkdirを再び使用して複製を割り当てるまで
は、新しいディレクトリにはマスターサーバーしかありません。sales.doc.com.ドメイ
ンがすでに存在する場合、上記の nismkdirコマンドは、salesmaster.doc.com.
をその新しいマスターサーバーとし、その古いマスターサーバーを複製サーバーに格
下げします。

複製サーバーを既存のディレクトリに追加する
この章では nismkdirコマンドを使用して複製サーバーを既存のシステムに追加する
方法を説明します。nisserver スクリプトを使用すると、より簡単に追加できま
す。

以下の点に注意してください。

� ルートドメインサーバーはルートドメイン (またはその一部)に置く
� サブドメインサーバーは、サブドメインの 1つ上の階層の親ドメイン (またはその
一部)に置く。たとえば、名前空間に primeという名前のルートドメインと sub1
という名前のサブドメインがある場合は、次のようになる

� primeドメインにサービスを提供するマスターサーバーと複製サーバーは、
primeがルートドメインであるため、primeドメインの一部になる

� sub1サブドメインにサービスを提供するマスターサーバーと複製サーバー
も、primeが sub1の親ドメインであるため、primeドメインの一部になる

334 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



� マスターサーバーまたは複製サーバーから複数のドメインにサービスを提供するこ
ともできるが、そのような措置は避けた方がよい

新しい複製サーバーを既存のディレクトリに割り当てるには、マスターサーバーに対
して -sオプションと既存のディレクトリ名 (org_dirと groups_dir)を指定した
nismkdirを使います。

nismkdir -s replica-server existing-directory-name
nismkdir -s replica-server org_dir. existing-directory-name
nismkdir -s replica-server groups_dir. existing-directory-name

nismkdirコマンドは、ディレクトリがすでに存在することを知っているため、再び
作成しません。単に、追加の複製サーバーを割り当てるだけです。たとえば、新しい
複製サーバーマシン名が rep1である場合は、以下のように入力します。

rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.doc.com.

rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.doc.com.

注意 – nismkdirは必ず (複製サーバーではなく)マスターサーバー上で実行してくだ
さい。複製サーバー上で nismkdirを実行しないでください。複製サーバーで実行す
ると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題が発生します。

上記の説明に従って nismkdirを 3回繰り返して実行した後は、以下の 3つのディレ
クトリでマスターサーバーから nispingを実行する必要があります。

rootmaster# nisping doc.com.
rootmaster# nisping org_dir.doc.com.

rootmaster# nisping group_dir.doc.com.

この結果は以下のようになります。

rootmaster# nisping doc.com.
Pinging replicas serving directory doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at Wed Nov 18 19:54:38 1995
Replica server is rep1.doc.com.
Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1995

Pinging ... rep1.doc.com

マスターサーバーの cronファイルに、nispingコマンドが少なくとも 24時間に一
度 (この 3つのディレクトリに対して)実行されるよう設定しておくことをお勧めしま
す。
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nisrmdirコマンド
nisrmdirコマンドでは、ディレクトリを削除したり、ディレクトリと複製サーバー
を切り離すことができます。ディレクトリを削除するかディレクトリと複製サーバー
を切り離すと、その NIS+ドメインに対して、マシンは NIS+複製サーバーとしては
機能しなくなります。

ディレクトリの削除では、まずマスターサーバーと複製サーバーをディレクトリから
切り離し、次にそのディレクトリを削除します。

� ディレクトリを削除するには、その親ディレクトリに対する削除権が必要です。

� ディレクトリから複製サーバーを切り離すには、そのディレクトリに対する変更権
が必要です。

nisrmdirコマンドの実行で問題が生じる場合は、437ページの「複製の失敗からの
NIS+ディレクトリの削除または分離」を参照してください。

ディレクトリを削除する
ディレクトリ全体を削除し、そのマスターサーバーと複製サーバーを切り離すには、
nisrmdirコマンドをオプションなしで実行します。

nisrmdir directory-name
nisping domain

次の例では、doc.com.ディレクトリの下の manf.doc.com.ディレクトリを削除し
ます。

rootmaster% nisrmdir manf.doc.com.

rootmaster% nisping doc.com.

複製サーバーをディレクトリから切り離す
複製サーバーをディレクトリから切り離すには、まず、ディレクトリの org_dirと
groups_dirサブディレクトリを削除します。その時は、nisrmdirコマンドに -s
オプションを付けて実行します。サブディレクトリが削除されたら、親ドメインに
戻って nispingを実行してください。

nisrmdir -s replicanameorg_dir.domain
nisrmdir -s replicanamegroups_dir.domain
nisrmdir -s replicaname domain
nisping domain

次の例では、manfreplica1サーバーを manf.doc.com.ディレクトリから切り離
します。
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rootmaster% nisrmdir -s manfreplica1 org_dir.manf.doc.com.
rootmaster% nisrmdir -s manfreplica1 groups_dir.manf.doc.com.
rootmaster% nisrmdir -s manfreplica1 manf.doc.com.
rootmaster% nisping manf.doc.com.

nisrmdir -sコマンドを実行したが、切り離し対象の複製サーバーがダウンしてい
た、または通信が途絶していたという場合、「Cannot remove replica
name:attempt to remove a non-empty table」というエラーメッセージが出さ
れます。このような場合は、マスターサーバー上で nisrmdir -f -s replicanameコマ
ンドを実行すれば、強制的に切り離すことができます。ただし、nisrmdir -f -sコ
マンドでダウン状態の複製サーバーを切り離した場合、その複製サーバーがオンライ
ンに復帰したらただちに nisrmdir -f -sコマンドを再実行して複製サーバーの
/var/nisファイルシステムの中を整理する必要があります。nisrmdir -f -s
replicanameを再実行しないと、複製がサービスを再開した時に複製上に残された古い
情報によって問題が発生する場合があります。

nisrmコマンド
nisrmコマンドは、標準の rmシステムコマンドと似ています。このコマンドは、
ディレクトリと空でないテーブルを除いて、名前空間からすべての NIS+オブジェク
トを削除します。nisrmコマンドを使うには、オブジェクトに対する削除権が必要で
す。しかし、この権利がない場合、-fオプションを使うことができます。このオプ
ションは、アクセス権がなくても動作を強行しようと試みます。

nisgrpadm -dコマンド (325ページの「NIS+グループを削除する」を参照)を使え
ばグループオブジェクトを削除でき、nistbladm -rまたは nistbladm -R (359
ページの「テーブルを削除する」を参照)を使えばテーブルを空にできます。

ディレクトリ以外のオブジェクトは、次のコマンドで削除します。

nisrm [-if] object-name

表 18–2 nisrm構文オプション

オプション 目的

-i 照会。オブジェクトを削除する前に確認を要求する。指定されたオブジェク
ト名が完全指定されていない場合、このオプションが自動的に使われる

-f 強制。たとえ適切なアクセス権がない場合でも、削除の強行を試みる。
nischmodコマンドを使ってアクセス権の変更を試み、再度オブジェクトの
削除を試みる

ディレクトリ以外のオブジェクトを削除する
ディレクトリ以外のオブジェクトを削除するには、nisrmコマンドを使い、オブ
ジェクト名を指定します。
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nisrm object-name...

次の例では、名前空間からグループとテーブルを削除します。

rootmaster% nisrm -i admins.doc.com. groups.org_dir.doc.com.
Remove admins.doc.com.? y

Remove groups.org_dir.doc.com.? y

rpc.nisdデーモン
NIS+サービスを有効にすると、rpc.nisdデーモンが起動します。NIS+デーモンを
起動するにはアクセス権は不要ですが、そのすべての前提条件と関連作業を知ってお
く必要があります。前提条件については、111ページの「NIS+サーバーを設定するた
めの前提条件」を参照してください。

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能 (SMF)によって管理されます。このサービ
スに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマン
ドを使用します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+と
サービス管理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステ
ム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細について
は、svcadm(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。

rpc.nisdデーモンを起動する
NIS+サービスを有効にすると、rpc.nisdデーモンが起動します。サービスを起動
するには、svcadm enable コマンドを使用します。

rootmaster# svcadm enable /network/rpc/nisplus:default

rpc.nisdデーモンを停止する
NIS+サービスを無効にすると、rpc.nisdデーモンが停止します。まず、svcsコマ
ンドを使って FMRI とサービスの状態を確認します。次に、svcadm disable コマ
ンドを使ってサービスを停止します。その際、サービスが通常モードで動作している
か、NIS互換モードで動作しているかは関係ありません。

rootmaster# svcs \*nisplus\*
STATE STIME FMRI
online Oct_07 svc:/network/rpc/nisplus:default

rootmaster# svcadm disable /network/rpc/nisplus:default
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rpc.nisd構文オプションを変更する
デフォルトでは、NIS+デーモンはセキュリティレベル 2で起動し、通常モードで動
作します。サービス管理機能を使って rpc.nisdデーモンを呼び出すときに特定のオ
プションを指定する場合は、そのオプションを含むように
/lib/svc/method/nisplusファイルを変更します。詳細については、89ページ
の「NIS+とサービス管理機能」を参照してください。

表 18–3に、一般的な rpc.nisd構文オプションをいくつか示します。

表 18–3一般的な rpc.nisd構文オプション

オプション 目的

-Y デーモンが NIS互換モードで動作することを指定します。これにより、
デーモンは NISクライアントからの要求に応答できます。ルートマス
ターを含む任意のサーバーで、NIS+デーモンを NIS互換モードで起動
できます。

-B NIS互換モードで動作している NIS+デーモンに DNS転送機能を追加
します。このオプションでは、/etc/resolv.confファイルが DNSネーム
サーバーとの通信用に設定されている必要があります。

-S security-level セキュリティレベルを指定する。0は「NIS+セキュリティを使用しな
い」、2は「最高レベルの NIS+セキュリティを使用する」という意味
(レベル 1はサポートされない)

-F デーモンによって提供されるディレクトリのチェックポイント設定を強
行する。この動作は、ディレクトリのトランザクションログを空にし
て、ディスク空間を解放することになる

nisinitコマンド
この節では、nisinitコマンドを使用してマシンクライアントを初期設定する方法に
ついて説明します。nisclientスクリプトを使用すると、より簡単に初期設定でき
ます。106ページの「NIS+クライアントマシンの設定」を参照してください。

nisinitコマンドは、NIS+クライアントまたはサーバーとなるマシンを初期設定し
ます。rpc.nisdコマンドと同様、nisinitコマンドを使うにはアクセス権は不要
ですが、その前提条件と関連作業を知っておく必要があります。156ページの「NIS+
クライアントを初期設定する」を参照してください。

クライアントを初期設定する
クライアントを初期設定するには、次の 3つの方法があります。

� ホスト名による方法
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� ブロードキャストによる方法
� コールドスタートファイルによる方法

前提条件と関連作業は、方法によってそれぞれ異なります。たとえば、ホスト名に
よってクライアントを初期設定するには、その前にクライアントの /etc/hosts
ファイルまたは /etc/inet/ipnodesファイルに、使用するホスト名を登録しなけれ
ばなりません。また nsswitch.confファイルの hostsの最初の選択肢として、
filesを指定する必要があります。IPv6アドレスには、hostsの最初の選択肢とし
てipnodesを指定してください。nisinitコマンドを使う手順を次にまとめてみま
す。

ホスト名によってクライアントを初期設定するには、-cと -Hのオプションを使い、
クライアントがそのコールドスタートファイルを取得するサーバー名を指定します。

nisinit -c -H hostname

コールドスタートファイルによってクライアントを初期設定するには、-cと -Cのオ
プションを使い、コールドスタートファイル名を指定します。

nisinit -c -C filename

ブロードキャストによってクライアントを初期設定するには、-cと -Bのオプション
を使います。

nisinit -c -B

ルートマスターサーバーを初期設定する
ルートマスターサーバーを初期設定するには、nisinit -rコマンドを使います。

nisinit -r

ここで次の情報が必要になります。

� ルートマスターサーバーとなるマシンのスーパーユーザーパスワード

� 新しいルートドメイン名。ルートドメイン名は少なくとも 2つの要素 (ラベル)で
構成され、その末尾にドット (ピリオド)が打たれていなければならない (例:
something.com)。最後の要素はインターネットの組織ドメイン (表 18–4を参照)
か、2～3文字の地域識別子 (日本であれば .jp)のどちらかにするように決められ
ている

表 18–4インターネットの組織ドメイン

ドメイン 目的

com 営利団体

edu 教育機関
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表 18–4インターネットの組織ドメイン (続き)
ドメイン 目的

gov 行政機関

mil 軍事組織

net 主要ネットワークサポートセンター

org 非営利団体

int 国際組織

nis_cachemgrデーモン
nis_cachemgrは、すべての NIS+クライアント上で動作する必要があります。
キャッシュマネージャは、名前空間でもっともよく使われるディレクトリをサポート
する NIS+サーバーの位置情報キャッシュを管理します。位置情報はトランスポート
アドレス、認証情報、生存期間値などです。

キャッシュマネージャが起動すると、クライアントのコールドスタートファイルから
初期情報を取得し、それを /var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイルにダウン
ロードします。

キャッシュマネージャは、クライアントマシンとして要求を行います。クライアント
マシンには必ず適切な資格を持たせてください。そうしないと、性能が向上するどこ
ろか、キャッシュマネージャが性能を低下させます。

キャッシュマネージャの起動と停止
サービス管理機能 (SMF)の使用時は、キャッシュマネージャは NIS+サービスに依存
しているため、NIS+サービスとともに起動または停止します。 NIS+サービスを起
動、停止、または再起動するには、 svcadmコマンドを使用します。

client% svcadm enable /network/rpc/nisplus:default
client% svcadm disable /network/rpc/nisplus:default

client% svcadm restart /network/rpc/nisplus:default

NIS+サービスをいったん停止してから起動すると、キャッシュマネージャが再起動
されますが、/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイル内の情報は保持されま
す。コールドスタートファイル内の情報は、キャッシュファイル内の既存の情報にそ
のまま追加されます。キャッシュファイルをクリアし、クライアントのコールドス
タートファイルの内容からこれを再び初期設定するには、-iオプションを使用しま
す。
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nisshowcacheコマンド
nisshowcacheコマンドは、クライアントのディレクトリキャッシュの内容を表示し
ます。

NIS+キャッシュの内容を表示する
nisshowcacheコマンドは、/usr/lib/nis内にあります。このコマンドは
キャッシュヘッダーとディレクトリ名だけを表示します。ルートマスターサーバーか
ら入力した例を次に示します。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisshowcache -v
Cold Start directory:
Name : doc.com.
Type : NIS
Master Server :
Name : rootmaster.doc.com.
Public Key : Diffie-Hellman (192 bits)
Universal addresses (3)
. .
Replicate:
Name : rootreplica1.doc.com.
Public Key : Diffie-Hellman (192 bits)
Universal addresses (3)
.
.
.
Time to live : 12:0:0

Default Access Rights :

pingとチェックポイントを実行する
NIS+データセットに変更を加えると、その変更は、当該 NIS+ドメイン (またはサブ
ドメイン)のマスターサーバーのメモリーに格納されます。変更の記録はマスター
サーバーのトランザクションログ (/var/nis/data/trans.log)にも残されます。

通常、NIS+データセットに変更が加えられると、その 120秒 (2分)後に、マスター
サーバーから当該ドメインの複製サーバーにその変更の内容が転送されます。この転
送プロセスのことを「ping」といいます。マスターサーバーから複製サーバーへの
pingが実行されると、通知された変更内容に従って複製サーバーのデータセットが更
新されます。これにより、変更された NIS+データがマスターサーバーと複製サー
バーの両方のメモリーに格納されることになります。
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自動 pingプロセスが不調で複製サーバーのデータセットが更新されないこともあり
ます。その場合は、344ページの「pingを強制的に実行する」の説明に従って ping
を強制的に実行する必要があります。複製サーバーが最新の NIS+データどおりに正
しく更新されているかどうか不安な場合は、343ページの「最新更新時間を表示す
る」の説明に従って複製サーバーが最後に更新されたのはいつであるかを確認してく
ださい。

NIS+データセットに対する変更は、サーバーのメモリーに格納され、トランザク
ションログに記録されたのち、ディスク上の NIS+テーブルに書き込まれなければな
りません。この NIS+テーブルを更新することを「チェックポイントを実行する」と
いいます。

チェックポイントの実行は自動的には行われません。344ページの「ディレクトリに
チェックポイントを実行する」の説明に従ってチェックポイントコマンドを実行する
必要があります。

nispingコマンド
nispingコマンドには次の用途があります。

� 複製サーバーが最後に pingされたのはいつであるかを表示する (詳細は、343ペー
ジの「最新更新時間を表示する」を参照)

� 自動 pingサイクルが不調に終わった場合、マスターサーバーから複製サーバーへ
の pingを強制的に実行する (詳細は、344ページの「pingを強制的に実行する」
を参照)

� サーバーにチェックポイントを実行する (詳細は、344ページの「ディレクトリに
チェックポイントを実行する」を参照)

最新更新時間を表示する
-uオプションを指定して nispingコマンドを実行すると、ローカルドメインのマス
ターサーバーと複製サーバーが更新された時間が表示されます。

/usr/lib/nis/nisping -u [domain]

ほかのドメインで最後に更新が行われた時間を表示するには、コマンド行にそのドメ
イン名を指定します。-uオプションを指定して nispingコマンドを実行した場合、
複製サーバーに対する pingは一切実行されない点に注意してください。

たとえば、ローカルドメイン doc.com.で複製サーバーが最後に更新された時間を表
示するには、次のように入力します。

rootmaster# /usr/lib/nisping -u
Last updates for directory doc.com.:
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at Wed Nov 25 10:53:37 1992
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Replica server is rootreplica1.doc.com.

Last update seen was Wed Nov 25 10:53:37 1992

pingを強制的に実行する
-uオプションを指定して nispingコマンドを実行した結果、複製サーバーが正しく
更新されていないことがわかったとします。そのような場合は、nispingコマンドを
実行することにより、マスターサーバーからドメイン内のすべての複製サーバーに対
して、または特定の複製サーバーに対して、pingを強制的に実行できます。

すべての複製サーバーを pingの対象とする場合、次に示すように、nispingコマン
ドをオプションなしで実行します。

/usr/lib/nis/nisping

これにより、マスターサーバーからドメイン内のすべての複製サーバーへの pingが
強制的に実行されます。ローカルドメイン doc.com.のすべての複製サーバーに対す
る pingを強制的に実行するには、次のように入力します。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping
Pinging replicas serving directory doc.com.:
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at Wed Nov 25 10:53:37 1992
Replica server is rootreplica1.doc.com.
Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1992

Pinging ... rootreplica1.doc.com.

ローカルドメインでないドメイン内のすべての複製サーバーに対し pingを実行する
には、ドメイン名を指定します。

/usr/lib/nis/nisping domainname

特定の 1台のホスト上のすべてのディレクトリにあるすべてのテーブルに対し ping
を実行することもできます。この場合、-aオプションを使用します。

/usr/lib/nis/nisping -a hostname

ディレクトリにチェックポイントを実行する
スワップの頻度やディスク領域との関連でトランザクションログが大きくなりすぎる
場合、各ドメインおよびサブドメインに対しては、少なくとも 24時間に 1回は
チェックポイントを実行する必要があります。
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注 –大きなドメイン、または大きなトランザクションログを持つドメインに対して
チェックポイントを実行すると、終了するまでにかなりの時間がかかり、その間
NIS+サーバーが拘束され、NIS+サービスの速度が低下します。サーバーは、
チェックポイントを実行している間もサービス要求に応答しますが、更新できませ
ん。できるだけ、システムが混んでいない時間帯を選んでチェックポイントを実行す
ることをお勧めします。チェックポイントの実行スケジュールは cronファイルで調
整できます。

チェックポイントを実行するには、当該ドメインのマスターサーバー上で nisping
-Cコマンドを実行します。先にすべての複製サーバーに対して pingを実行してか
ら、チェックポイントを実行することをお勧めします。その場合には、複製サーバー
に対して常に最新のデータでチェックポイントを実行できます。

� 特定のディレクトリに対してチェックポイントを実行するには、次に示すよう
に、-Cオプションを指定して nispingコマンドを実行します。たとえば、次の
ように指定します。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping -C org_dir

� ローカルドメイン内のすべてのディレクトリに対してチェックポイントを実行する
には、次に示すように、-C -aオプションを指定して nispingコマンドを実行し
ます。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping -C -a

サーバーによってそのトランザクションログの情報が NIS+テーブルに転送される
と、ログファイル内のトランザクションは、ディスク領域の節約のため消去されま
す。

doc.com.ドメイン内のすべてのディレクトリに対してチェックポイントを実行する
には、次のように入力します。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisping -C -a
Checkpointing replicas serving directory doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
Last update occurred at Wed May 25 10:53:37 1995
Master server is rootmaster.doc.com.
checkpoint has been scheduled with rootmaster.doc.com.
Replica server is rootreplica1.doc.com.
Last update seen was Wed May 25 10:53:37 1995
Replica server is rootreplica1.doc.com.

checkpoint has been scheduled with rootmaster.doc.com.
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nislogコマンド
nislogコマンドは、トランザクションログの内容を表示します。

/usr/sbin/nislog
/usr/sbin/nislog -h [number]
/usr/sbin/nislog -t [number]

表 18–5 nislogコマンドのオプション

オプション 目的

-h [num] ログの先頭からトランザクションを表示する。数字を指定しなければ、最初
のトランザクションから表示が開始される。0を指定すると、ログヘッダー
だけが表示される

-t [num] ログの末尾からトランザクションを表示する。数字を指定しなければ、最後
のトランザクションから表示が開始される。0を指定すると、ログヘッダー
だけが表示される

-v 冗長モード。

トランザクションログの内容を表示する
各トランザクションは、トランザクションの明細部とオブジェクト定義のコピー部の
2つの部分から構成されます。

doc.com.ディレクトリが最初に作成されたときに作られたトランザクションログエ
ントリを次の例に示します。「XID」はトランザクション IDを意味します。

rootmaster# /usr/sbin/nislog -h 1
NIS Log printing facility.
NIS Log dump:
Log state : STABLE
Number of updates : 48
Current XID : 39
Size of log in bytes : 18432
***UPDATES***
@@@@@@@@@@@@@@TRANSACTION@@@@@@@@@@@@@@
#00000, XID : 1
Time : Wed Nov 25 10:50:59 1992
Directory : doc.com.
Entry type : ADD Name
Entry timestamp : Wed Nov 25 10:50:59 1992
Principal : rootmaster.doc.com.
Object name : org_dir.doc.com.
...................Object......................
Object Name : org_dir
Owner : rootmaster.doc.com.
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Group : admin.doc.com.
Domain : doc.com.
Access Rights : r---rmcdr---r---
Time to Live : 24:0:0
Object Type : DIRECTORY
Name : ‘org_dir.doc.com.’
Type: NIS
Master Server : rootmaster.doc.com.
.
.
................................................
@@@@@@@@@@@@@@TRANSACTION@@@@@@@@@@@@@@

#00000, XID : 2

nischttlコマンド
nischttlコマンドは、名前空間内のオブジェクトまたはエントリの生存期間値を変
更します。キャッシュマネージャは、この生存期間値を使って、キャッシュエントリ
をいつ期限切れにするかを決めます。生存期間を指定するには、合計秒数か、日、時
間、分、秒の組み合わせのいずれかを使います。

オブジェクトまたはエントリに割り当てる生存期間値は、オブジェクトの安定性に左
右されます。よく変化するオブジェクトの場合、生存期間値を低くします。安定した
オブジェクトの場合、高い値を指定します。高い生存期間値であれば、1週間などを
指定し、低い値であれば 1分未満を指定します。パスワードエントリの生存期間値は
約 12時間とし、1日に 1回パスワード変更ができるようにする必要があります。RPC
テーブル内のエントリなど、あまり変化しないテーブルのエントリには、数週間の値
を設定できます。

オブジェクトの生存期間を変更するには、そのオブジェクトに対する変更権が必要で
す。テーブルエントリの生存期間を変更するには、テーブルに対する変更権が必要で
あり、テーブルがなければエントリに対して、エントリもなければ変更したい列に対
して変更権が必要です。

オブジェクトまたはテーブルエントリの現在の生存期間値を表示するには、第 15章
で説明する nisdefaults -tコマンドを使います。

オブジェクトの生存期間値を変更するには、以下のどちらかのように入力します。

nischttl time-to-live object-name

または

nischttl [-L] time-to-live object-name

エントリの生存期間値を変更するには、以下のいずれかのように入力します。

nischttl time-to-live \
[column=value,...], \
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table-name

または

nischttl [-ALP] time-to-live \
[column=value,...], \

table-name

time-to-liveには以下のものを指定します。

� 「秒」。数字だけで文字を指定しなければ、単位が秒であると解釈される (例:
1234は 1,234秒)。数字の後に sをつけると、単位が秒であると解釈される (例:
987sは 987秒)。日、時間、分などとともに指定する場合は、秒であることを明
らかにするため sをつける

� 「分」。数字の後に mをつけると、単位が分であると解釈される (例: 90mは 90
分)

� 「時間」。数字の後に hをつけると、単位が時間であると解釈される (例: 9hは 9
時間)

� 「日」。数字の後に dをつけると、単位が日であると解釈される (例: 7dは 7日)

以上の値は組み合わせて使うことができます。たとえば「 4d3h2m1s」は、4日 3時
間 2分 1秒を意味します。

nischttlコマンドでは以下のフラグを使用できます。

表 18–6 nischttl構文のオプション

オプション 目的

A すべて。[column=value]指定に合致する全エントリに変更を適用する

L リンク。リンクをたどり、リンク自体ではなく、リンクされたオブジェクトま
たはエントリを変更する

P パス。条件を満足するエントリが 1つ見つかるまで、パスをたどる

オブジェクトの生存期間を変更する
オブジェクトの生存期間を変更するには、生存期間の値とオブジェクト名を指定して
nischttlコマンドを入力します。-Lコマンドを追加すれば、リンクされたオブ
ジェクトにまで変更を拡張できます。

nischttl -L time-to-live object-name

生存期間は秒か、日、時間、分、秒の組み合わせかで指定できます。前者の場合、秒
数だけを指定します。後者の場合、日数、時間数、分数と秒数に「 s、m、h、d」を
つけてください。たとえば、以下のようになります。

client% nischttl 86400 sales.doc.com.
client% nischttl 24h sales.doc.com.

client% nischttl 2d1h1m1s sales.doc.com.

348 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



最初の 2つでは、sales.doc.com.ディレクトリの生存期間が 86,400秒、つまり 24
時間に変更されます。3つめでは、hostsテーブル内の全エントリの生存期間が
176,461秒、つまり 2日と 1時間 1分 1秒に変更されます。

テーブルエントリの生存期間を変更する
エントリの生存期間を変更するには、インデックス付きのエントリフォーマットを使
います。-A、-L、または -Pのどのオプションでも使えます。

nischttl [-ALP] time-to-live \
[column=value,...], \

table-name

注 – Cシェルを使用している場合、[ ]?がメタキャラクタとして解釈されないように引
用符で囲みます。

次に示す例は上記の例と似ていますが、オブジェクトではなく、テーブルエントリの
値を変更します。

client% nischttl 86400 ’[uid=99],passwd.org_dir.doc.com.’
client% nischttl 24h ‘[uid=99],passwd.org_dir.doc.com.’

client% nischttl 2d1h1m1s ‘[name=fred],hosts.org_dir.doc.com.’
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第 19章

NIS+テーブルの管理

この章では、NIS+テーブルとその管理方法について説明します。デフォルトの NIS+
テーブルの詳細については、表 10–1を参照してください。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+のテーブル
NIS+で使用される情報は、NIS+テーブルに格納されます (Solarisソフトウェアで提
供されるデフォルトの NIS+システムテーブルについては、第 23章を参照)。

NIS+テーブル関連のコマンドと、その構文およびオプションの詳細については、
NIS+のマニュアルページを参照してください。
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テーブルでの nistbladmコマンドの使
用

注 – NIS+テーブルに関連した作業には、可能な場合、Solaris管理コンソールツール
を使用するとより簡単にできるものがあります。

nistbladmコマンドは NIS+テーブル管理コマンドの中でもっとも重要なコマンドで
あり、NIS+ディレクトリオブジェクトに格納されている NIS+テーブル上で使いま
す。nistbladmコマンドを使うと、NIS+テーブルまたはそのエントリを作成、修
正、削除できます。ただし、ディレクトリのないところにテーブルを作成はできませ
ん。同様に、テーブルと列が定義されていないところにエントリを追加できません。

テーブルを作成するには、そのテーブルが所属するディレクトリに対する作成権が必
要です。テーブルを削除するには、そのディレクトリに対する削除権が必要です。
テーブルの内容を変更 (エントリの追加、変更、または削除)するには、そのテーブル
またはエントリの変更権が必要です。

nistbladm構文
nistbladmコマンドの一般的な構文は次のとおりです。

nistbladm options \
[columspec | columnvalue] \

[tablename | indexedname]

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� columnspecには、テーブル内に作成する列を指定する (具体的な指定方法について
は、357ページの「テーブルの列を指定する」を参照)

� columnvalueには、tablenameによって表されるテーブルの中の特定のセルを指定す
る (具体的な指定方法については、353ページの「nistbladmと列の値」を参照)

� tablenameには、テーブル名 (hosts.org_dir.doc.com.など)を指定する

� indexednameには、特定のテーブルの中の特定のセル値を指定する (具体的な指定
方法については、353ページの「nistbladmと列の値」を参照)。indexednameは
本質的に、columnvalueと tablenameの役割を兼ね備えている
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表 19–1 nistbladmコマンドのオプション

オプション 説明

-a | -A 既存の NIS+テーブルにエントリを追加する。-aを指定した場合、
nistbladmコマンドを実行すると既存のエントリが上書きされる場合に
は、エラーが返される。-Aを指定した場合、nistbladmコマンドが既存
エントリを上書きする場合でも強制的に実行される (359ページの「エン
トリをテーブルに追加する」を参照)

-D defaults 別のデフォルト特性を使ってオブジェクトを作成する (詳細については、
デフォルトの nistbladm(1)のマニュアルページを参照)

-d テーブルを破棄する (359ページの「テーブルを削除する」を参照)

-c テーブルを作成する ( 356ページの「テーブルを作成する」を参照)

-r | -R 既存の NIS+テーブルからエントリ (1つまたは複数)を削除する。-rを
指定した場合、複数のエントリの削除につながる nistbladmコマンドは
実行されず、エラーが返される。-Rを指定した場合、複数のエントリの
削除につながる nistbladmコマンドであっても強制的に実行される (
364ページの「テーブルからエントリを削除する」を参照)

-m テーブルエントリを修正するためのオプション。旧リリースとの互換性を
維持するためにだけ残されている。エントリを修正するのであれば、-e
オプションまたは -Eオプションを使うほうが望ましい

-e | -E 既存の NIS+テーブルのエントリを修正する。-eを指定した場合、複数
のエントリの変更につながる nistbladmコマンドは実行されず、エラー
が返される。-Eを指定した場合、複数のエントリの変更につながる
nistbladmコマンドであっても強制的に実行される (362ページの「エン
トリを修正する」を参照)

nistbladmと列の値
列の値は、テーブル内の個々のエントリを識別するために使われます。列の値の書式
は次のとおりです。

columname="value", \

columnname="value", ...

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� columnameはテーブルの列名を示す

� valueは列内の特定のセルの内容 (値)を示す。この値により、テーブルの行を識別
することができる (column=valueを指定してテーブルデータを作成または修正する
場合は、必ず valueを引用符で囲むこと)

たとえば、マシン名と IPアドレスを登録した hostsという名前のテーブルがあると
します。
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表 19–2 hostsテーブルの例

IPアドレス 名前 別名

172.22.168.4 altair

172.22.168.119 deneb mail

172.22.168.120 regulus dnsmaster

172.22.168.121 regulus dnsmaster

172.22.168.11 sirius

このサンプルテーブルの altairエントリ (行)を識別するには、次の 3通りの
column=valueの指定方法が考えられます。

� name=altair
� address=172.22.168.4
� name=altair,address=172.22.168.4

上記のテーブルで注目すべき点としては、regulusという名前のマルチホームマシン
に 2つの IPアドレスが割り当てられていることです。この場合、ホストマシン
regulusの column=valueは 2つの行を示します。そこで、最初の regulus行だけ
を識別したいという場合は次のいずれかを入力します。

� address=172.22.168.120 or
� address=172.22.168.120.,name=regulus,dnsmaster

注 – nistbladmコマンドの一部のオプションには、テーブル内のすべての列に
column=valueを指定しなければならないものがあります。

nistbladm、検索可能列、キー、列の値
NIS+テーブルを作成する際は、Sフラグまたは Iフラグを指定し、1つまたは複数の
列が検索可能になるようにします (357ページの「テーブルの列を指定する」を参
照)。なお、niscat -o tablenameと入力すれば、テーブルの列とその特性を一覧表示
できます。

テーブル内で行の「識別」に使われるのが検索可能列です。検索可能列の値 (値の組
み合わせ)はすべて一意でなければなりません。したがって、検索可能列が 1つしか
ないテーブルの場合、各行の検索可能列の値はすべて一意でなければならず、重複は
一切許されません。

ここで、cityという名前の検索可能列と countryという名前の検索不可列からなる
テーブルを作成する場合を想定します。次に示すのは、正しい (検索可能列の値の組
み合わせに重複がない)テーブルの例です。
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City Country

San Francisco United States

Santa Fe United States

Santiago Chile

次は正しくない (City列に重複がある)テーブルの例です。

City Country

London Canada

London England

1つのテーブルに検索可能列が複数ある場合は、検索可能列どうしの値の組み合わせ
が一意であればかまいません。ここでは、Lastnameおよび Firstnameという 2つ
の検索可能列と、cityという検索不可列からなるテーブルを作成する場合を想定し
ます。次に示すのは、正しい (検索可能列の値の組み合わせに重複がない)テーブルの
例です。

Lastname Firstname City

Kuznetsov Sergei Odessa

Kuznetsov Rima Odessa

Sergei Alex Odessa

次は正しくない (検索可能列の値の組み合わせに重複がある)テーブルの例です。

Lastname Firstname City

Kuznetsov Rima Odessa

Kuznetsov Rima Chelm

NIS+のコマンドはいずれも、検索可能列の値に基づいて特定の行を識別します。

nistbladmとインデックス名
NIS+には、テーブル名と列の値の検索基準の組み合わせ (これを「インデックス名」
という)によって特定のテーブルの特定のエントリを識別する、というテーブル管理
の方法もあります。インデックス名の書式は次のとおりです。

[search_criteria],tablename.directory
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search_criteriaには検索基準を指定しますが、このとき角カッコ ([])で囲むのを忘れ
ないでください。書式は次のとおりです。

columname=value, \

columname=value,...

columname=valueにはテーブルの検索可能列の値を指定します (353ページ
の「nistbladmと列の値」を参照)。

たとえば、表 19–2の altairエントリを識別するには、次のようにインデックス名
を指定します。

[addr=172.22.168.4,cname=altair],hosts.org_dir.doc.com.

nistbladm -R コマンドを使用すると、間になにも入れない角カッコ [ ]をすべての
テーブル列を指定するワイルドカードとして使用し、テーブル中のすべてのエントリ
を一度に削除できます。

nistbladmとグループ
Solarisの NIS+環境には 3種類のグループがあります。

� 「UNIXグループ」。UNIXグループに関する情報は groups.org_dirテーブル
に格納される。UNIXグループ情報の管理には nistbladmコマンドを使う

� 「ネットグループ」。ネットグループに関する情報は netgroups.org_dirテー
ブルに格納される。ネットグループ情報の管理には nistbladmコマンドを使う

� 「NIS+グループ」。NIS+グループに関する情報は groups_dirディレクトリオ
ブジェクトのテーブル (1つまたは複数)に格納される。NIS+グループ情報の管理
には nisgrpadmコマンドを使う

注 – NIS+グループの管理に nistbladmを使うことはできません。

その他のグループの詳細は、319ページの「Solarisグループ」を参照してください。

テーブルを作成する
NIS+テーブルには、少なくとも 1つの列が必要で、その列のうち少なくとも 1つが
検索可能でなければなりません。NIS+テーブルを作成するには、nistbladmコマン
ドに -cオプションを付けて使います。

nistbladm -c tabletype columnspec \

... tablename
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引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� tabletypeは、単にテーブルをあるテーブルクラスに所属するものとして識別する文
字列です。任意の名前を使用できます。

� columnspec引数には、各列の名前と特性を指定します。1つの columnspecには、新
規テーブルに含める、それぞれの列を入力してください。複数の columnspecを指
定する場合は、次の例に示すように空白で区切ってください。

nistbladm -c tabletype columnspec columnspec \
columnspec tablename

columnspecの書式については、357ページの「テーブルの列を指定する」を参照して
ください。

テーブルの列を指定する
各 columnspecエントリは、以下の形式のように、2つから 4つの要素から成っていま
す。

name=type,rights:

表 19–3テーブルの列の構成要素

構成要素 目的

name 列の名前

= 等号記号 (必須)

type (オプション) S、I、または Cで列の種類を指定する。表 19–4参
照。このコマンドは省略可能です。typeを指定しないと、その列は
デフォルトとなる

rights (オプション)アクセス権を指定する。ここに指定したアクセス権
は、テーブル全体や特定エントリに付与したアクセス権より優先さ
れる。accessを指定しないと、その列のアクセス権は、テーブル全体
や特定エントリに付与したアクセス権になる。アクセス権の構文に
ついては、277ページの「コマンドによるアクセス権の指定」を参
照

列には、次に挙げる種類のうち 1つを指定できます。

表 19–4列の種類

種類 目的

等号 (=)のみ。列の種類は指定しない。その列は検索可能にもならなけれ
ば、暗号化されることもない
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表 19–4列の種類 (続き)
種類 目的

S 検索可能

I 大文字と小文字の区別をしない。NIS+コマンドで列を検索する場合、大文
字と小文字を区別しない

C 暗号化する

NIS+の各コマンドは、列全体を調べ、検索可能列の値に基づいて個々の行を識別し
ます。検索可能列は Sまたは Iオプションで指定します (データベース用語では、検
索可能列のことをキー列といいます)。テーブルの最初の列は必ず検索可能にします。
その他の列は検索可能にする必要はありません。NIS+テーブルのキーは、検索可能
列に対して作成されます。このため、検索可能列が複数存在する場合は、最初の列か
ら連続した領域に割り当てなければなりません。検索可能列以外の列がその領域に存
在してはなりません。たとえば、テーブルの検索可能列が 1列だけの場合は、最初の
列に配置しなければなりません。検索可能列が 2列の場合は、最初の 2列に配置しな
ければなりません。検索可能列の詳細については、354ページの「nistbladm、検索
可能列、キー、列の値」を参照してください。

アクセス権だけを指定する場合、コンマを使用する必要はありません。-S、-I、-C
フラグの 1つか複数を指定する場合は、アクセス権の前にコンマを追加します。

以下の例では、上と同じテーブルが作成されますが、最初の 2列にはその列に固有な
アクセス権が付与されます。

master% nistbladm -c depts Name=I,w+m Site=w+m Name=C \
divs.mydir.doc.com.

テーブル作成時の列のアクセス権の指定については、285ページの「テーブル作成時
の列権利設定」を参照してください。

注 – NIS+では、すべての列エントリが NULLで終了するものと仮定しています。
NIS+テーブルに情報を書き込むアプリケーションやルーチンは、列エントリをすべて
NULLで終了するように構成しなければなりません。

自動マウントテーブルを追加作成する
自動マウントテーブルには 2つの列しか作ることができません。1番目の列には key
という名前を付け、2番目の列には valueという名前を付けます。たとえば、auto1
という名前の自動マウントテーブルを作成するには、次のように入力します。

master% nistbladm -c key-value key=S value= auto1.org_dir.doc.com.
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テーブルを削除する
テーブルを削除するには、-dオプションを使ってテーブル名を入力します。

nistbladm -d tablename

テーブルを削除するには、その前にテーブルが空になっていなければなりません (364
ページの「テーブルからエントリを削除する」を参照)。次の例では、doc.com.
ディレクトリから divsテーブルを削除します。

rootmaster% nistbladm -d divs.doc.com.

エントリをテーブルに追加する
エントリ (行)をテーブルに追加するには、nistbladmコマンドに -aオプションま
たは -Aオプションを指定し、続けて column=valueのペア (1つまたは複数)、テーブ
ル名の順に指定します。あるいは、nistbladmコマンドに -aオプションまたは -A
オプションを指定し、続けてインデックス名を指定します (355ページ
の「nistbladmとインデックス名」を参照)。

nistbladm [-a | -A] indexedname
nistbladm [-a | -A] column="value" \
column="value" \

... tablename

-aオプションまたは -Aオプションを指定して既存のテーブルに新しいエントリ (行)
を追加する場合は、次の点に注意してください。

� valueは必ず引用符で囲む。たとえば、新たに追加するエントリの cname列の値を
denebにする場合は、column=valueペアを cname="deneb"と指定する

� テーブル内のすべての列の値を指定する

� 追加するエントリ (行) の列を空白にする場合は、column=" " と指定する。つま
り、valueには、引用符で囲んだ半角スペースを指定する

注 – NIS+はネームサービスであり、設計上、そのテーブルにはオブジェクト本体では
なく、オブジェクトのリファレンスが格納されます。NIS+は、最適化された状態で
は 10,000におよぶオブジェクトをサポートし、すべてのテーブルのサイズを合計して
も 10Mバイトを超えることはありません。NIS+では、1つの列のフィールドサイズ
の合計が 7kを超えるようなテーブルはサポートされません。テーブルが大きすぎる
と、rpc.nisdは失敗します。
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-aオプションを指定してエントリを追加する
nistbladmコマンドに -aオプションを指定しておくと、追加するエントリと同じエ
ントリがすでに存在する場合は、エントリの上書きは行われずにエラーが返されま
す。あるエントリの検索可能列の値が、追加するエントリの検索可能列の値とまった
く同じである場合、そのエントリは「すでに存在しているもの」と判断されます。こ
のとき、検索不可列の値は考慮されません。

-aオプションを指定する場合、次のように、テーブル内のすべての列の値を指定する
必要があります。

nistbladm -a column="value" \
column="value" \
... tablename
nistbladm -a indexedname

テーブルのすべての列名とその特性を表示する場合は、niscat -o tablenameコマン
ドを実行します。

たとえば、deptsテーブルに新しい行を追加する場合は、次に示すように、列の数だ
け column=valueペアを指定します。

rootmaster% nistbladm -a Name=’R&D’ Site=’SanFran’ \

Name=’vattel’ depts.doc.com.

なお、これと同じエントリをインデックス名を指定して追加する場合は、次のように
入力します。

rootmaster% nistbladm -a [Name=’R&D’,Site=’SanFran’,\
Name=’vattel’],depts.doc.com.

いずれの場合も、次のようなテーブルとなります。

Dept Site Name

R&D SanFran vattel

Cシェルを使っている場合は、角カッコを含む数式を引用符でオフセットすることも
できます。

nistbladmコマンドでは 1回につき 1つのエントリしか追加できません。つまり、
追加する行の数だけ nistbladmコマンドを実行する必要があります。

追加するエントリ (行)の各列と同じ値を持つ行がすでに存在する場合、nistbladm
-aはエラーを返します。1つのテーブルの中に同じ行が存在することはできません。
検索可能列の値が同一である場合、それらの行は同一であるとみなされます。このと
き、検索不可列の値は考慮されません。

たとえば、Dept列と Site列が検索可能であって、Name列は検索可能ではないテー
ブルに対して nistbladmを実行すると、次の 2つの行は同一であるとみなされま
す。
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Dept (検索可能) Site (検索可能) Name (検索不可)

Sales Vancouver Hosteen

Sales Vancouver Lincoln

この場合、nistbladm -a を実行して Sales Vancouver Lincoln という行を作成
できません。

しかし、複数の検索可能列のどちらか一方の値が重複するだけであれば、nistbladm
-aを実行して新しい行を作成できます。たとえば、以下の 2つのコマンドを実行する
と、一部の値が異なるだけの 2つの列を作成できます。

rootmaster% nistbladm -a Dept=’Sales’ \
Site=’Vancouver’ Name=’hosteen’ staff.doc.com.

rootmaster% nistbladm -a Dept=’Sales’ \

Site=’SanFran’ Name=’lincoln’ staff.doc.com.

これらのコマンドを実行すると、検索可能列の一部が同じで、すべてが同じではない
2つの行が作成されます。

Dept Site Name

Sales Vancouver hosteen

Sales SanFran lincoln

-Aオプションを指定してエントリを追加する
-Aオプションは、nistbladmコマンドで既存のエントリを上書きするアプリケー
ションに使用します。-aと同様に、-Aもテーブルにエントリを追加するためのオプ
ションです。しかし、追加するエントリがすでに存在する場合、エラーを返して終了
するのではなく、既存のエントリを上書きします。

-Aオプションを指定する場合、エントリ内のすべての列の値を指定する必要がありま
す。

ここで、Dept列と Site列が検索可能である次のテーブルを想定します。

Dept (検索可能) Site (検索可能) Name

Sales SanFran Lincoln

このテーブルに対して次のコマンドを実行します。

rootmaster% nistbladm -A Name=Sales Site=SanFran \

Name=Tsosulu depts.doc.com.
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Name=Sales Site=SanFran はすでに存在するので、オプションが -a であれば、
上記のコマンドはエラーを返します。しかし、上記のコマンドでは -Aが指定されて
いるので、既存の行が上書きされます。

Dept Site Name

Sales SanFran Tsosulu

エントリを修正する
既存のエントリを編集 (修正)する場合は、-eオプションまたは -Eオプションを指定
します。Solarisリリースでは、旧リリースとの互換性を維持するため、-mオプ
ションもサポートされています。新しいアプリケーションまたはコマンド行での操作
には、-eオプションまたは -Eオプションを使うことをお勧めします。

テーブル内の既存のエントリ (行)を編集するには、nistbladmコマンドに -eオプ
ションまたは -Eオプションを指定し、それに続けて、値を変更した column=valueの
ペア (1つまたは複数)とテーブル内の特定の行を示すインデックス名を指定します (
355ページの「nistbladmとインデックス名」を参照)。

nistbladm [-e | -E] column="value" \
column="value" \

... indexedname

-eオプションまたは -Eオプションを指定して既存エントリ (行)を修正する場合は、
次の点に注意してください。

� valueは必ず引用符で囲む。たとえば、cname列の値を denebに変更する場合
は、column=valueペアを

� 検索可能列の値は、1行 (エントリ)単位でしか変更できない
� エントリ (行) の列を空白にする場合は、column=" " と指定する。つまり、value
には、引用符で囲んだ半角スペースを指定する

-eオプションを指定してエントリを編集する
-eオプションを指定した場合、1つのエントリを編集します。複数エントリの検索可
能列値を変更することになる場合は、編集は実行されず、エラーが返されます。この
とき、検索不可列の値は考慮されません。

nistbladm column="value" \
column="value" \

... indexedname

-eオプションを指定した場合、変更する列の値を指定するだけです。
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ここで次のテーブルについて考えます。

Dept Site Name

Sales SanFran Tsosulu

Name列の値を Chandarに変更するには、次のように入力します。

master% nistbladm -e Name="Chandar" [Dept=’Sales’,Site=’SanFran’],\

depts.doc.com.

修正後のテーブルは次のようになります。

Dept Site Name

Sales SanFran Chandar

(上記の例では、インデックス名に Name列が含まれていません。これは、Name列が
検索可能ではないためです)。

Cシェルを使っている場合は、角カッコを含む数式を引用符でオフセットすることも
できます。

-eオプションを指定して検索可能列の値を編集するには、新たに指定した値が (イン
デックス名によって識別される) 1行にだけ適用されることが条件になります。した
がって、Dept列の値を Manfに変更するには、次のように入力します。

master% nistbladm -e Dept="Manf" [Dept=’Sales’,Site=’SanFran’],\

depts.doc.com.

Dept (検索可能) Site (検索可能) Name

Manf SanFran Chandar

しかし、検索可能列に Manfと SanFranという値を持つエントリがすでに存在する場
合は、nistbladm -eはエラーを返します。

同一のエントリが対象である場合は、複数の列の変更を指定できます。たとえば、
Dept列と Name列の値を変更するには、次のように入力します。

master% nistbladm -e Dept="Manf" Name=”Thi” \

[Dept=’Sales’,Site=’SanFran’],depts.doc.com.

Dept (検索可能) Site (検索可能) Name

Manf SanFran Thi
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-Eオプションを指定してエントリを編集する
-Eオプションは、複数のエントリに影響する場合でも、nistbladmコマンドで既存
のエントリを上書きする必要があるアプリケーションに使用します。

ここで次のテーブルを想定します。

Dept (検索可能) Site (検索可能) Name

Sales SanFran Chandar

Sales Alameda Achmed

このテーブルに対して次のコマンドを実行します。

master% nistbladm -E Site="Alameda” Mgr="Chu" \

[Div=’Sales’,Site=’SanFran’],depts.doc.com.

すると、Sales SanFran Chandar 行が Sales Alameda Chu に変わります。しか
も、キーの値 Sales Alameda によって識別される Sales Alameda Achmed 行まで
もが変更の対象になります。その結果、コマンド実行前には 2つあったはずの行が 1
つになります。

Dept (検索可能) Site (検索可能) Name

Sales Alameda Chu

これは複数の行を編集することになるので、オプションが -eであれば、上記のコマ
ンドはエラーを返します。しかし、実際には -Eが指定されているので、複数のエン
トリ (行)が編集されます。

テーブルからエントリを削除する
� テーブルから 1つのエントリを削除する場合は、-rオプションを指定します (364
ページの「1つのエントリを削除する」を参照)。

� テーブルから複数のエントリを削除する場合は、-Rオプションを指定します (365
ページの「複数のエントリを削除する」を参照)。

1つのエントリを削除する
テーブルから 1つのエントリを削除するには、次に示すように -rオプションを指定
します。
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nistbladm -r indexed-name

次に示すコマンドでは、deptsテーブルから Manf-1エントリを削除します。

rootmaster% nistbladm -r [Dept=Manf-1,Site=Emeryville,Name=hosteen],\

depts.doc.com.

指定する列の値の数は最小限に減らすことができます。NIS+では、列の値の重複が
見つかると、行は 1つも削除されることなく、エラーが返されます。次のテーブルか
ら Manf-1エントリを削除するには、次に示すように Site列の値を指定するだけで
済みます。

rootmaster% nistbladm -r [Site=Emeryville],depts.doc.com.

しかし、R&Dエントリも Salesエントリと同じ値を持っているため、Site列の値
(SanFran)を指定するだけでは Salesエントリを削除できません。

Dept Site Name

R&D SanFran kuznetsov

Sales SanFran jhill

Manf-1 Emeryville hosteen

Manf-2 Sausalito lincoln

複数のエントリを削除する
テーブルから複数のエントリを削除するには、次に示すように -Rオプションを指定
します。

nistbladm -R indexedname

オプションが -rであれば、最小限必要な列値を指定するだけで済みます。しかし、
上記のコマンドでは -Rが指定されているので、NIS+が重複を見つけると、それに該
当するすべてのエントリが削除されます。テーブル内の列の名前を確認したい場合
は、niscat -oコマンドを実行します。次のコマンドを実行すると、Site列の値が
SanFranであるすべてのエントリが削除されます。

rootmaster% nistbladm -R [Site=SanFran],depts.doc.com.

Dept Site Name

Manf-1 Emeryville hosteen

Manf-2 Sausalito lincoln
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-Rオプションを使用して、テーブルからすべてのエントリを削除することができま
す。次に示すように、列の値を指定しなければテーブル内のすべてのエントリを削除
できます。

rootmaster% nistbladm -R [],depts.doc.com.

nistbladm -Rコマンドとともに使用すると、一対の空の角カッコはすべてのテーブ
ル行を指定するワイルドカードとして解釈されます。

niscatコマンド
niscatコマンドは NIS+テーブルの内容を表示します。このコマンドを使って、
テーブルのオブジェクト属性を表示できます。表示するテーブル、エントリ、または
列に対する読み取り権が必要です。

niscatコマンドの構文
テーブルの内容を表示するには、以下のように入力します。

niscat [-hM] tablename

テーブルのオブジェクト属性を表示するには、以下のように入力します。

niscat -o tablename
niscat -o entry

表 19–5 niscat構文のオプション

オプション 目的

-h ヘッダー。テーブルエントリの上にあるヘッダー行を表示し、各列の名前を
表示する

-M マスター。マスターサーバーに収められているテーブルのエントリだけを表
示する。これによって、最新情報を取得できる。デバッグにだけ使うように
する

-o オブジェクト。列名、属性、サーバーなどの、テーブルについてのオブ
ジェクト情報を表示する
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テーブルの内容を表示する
テーブルの内容を表示するには、niscatにテーブル名を付けて実行します。

niscat tablename

次の例では、deptsというテーブルの内容を表示します。

rootmaster% niscat -h depts.doc.com.
#Name:Site:Name
R&D:SanFran:kuznetsov
Sales:SanFran:jhill
Manf-1:Emeryville:hosteen

Manf-2:Sausalito:lincoln

注 – *NP*は、ユーザーにそのエントリを表示するためのアクセス権がないことを示
します。アクセス権は、テーブル、列、エントリ (行)ごとに与えられます。アクセス
権の詳細は、第 15章を参照してください。

テーブルまたはエントリのオブジェクト
属性を表示する方法
テーブルのオブジェクト属性を表示するには、niscat -oにテーブル名を付けて実行
します。

niscat -o tablename.org_dir

テーブルエントリのオブジェクト属性を表示するには、niscat -oを使い、イン
デックス付きの名前でエントリを指定します。

entry ::=column=value \
... tablename | \
[column=value,...],\
tablename

次に、テーブルの例とテーブルエントリの例を示します。

「テーブル」

rootmaster# niscat -o hosts.org_dir.doc.com.
Object Name : hosts
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : admin.doc.com.
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Domain : org_dir.doc.com.
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to Live : 12:0:0
Object Type : TABLE
Table Type : hosts_tbl
Number of Columns : 4
Character Separator :
Search Path :
Columns :
[0] Name : cname
Attributes : (SEARCHABLE, TEXTUAL DATA, CASE INS
Access Rights: ----------------
[1] Name : name
Attributes : (SEARCHABLE, TEXTUAL DATA, CASE INS
Access Rights: ----------------
[2] Name : addr
Attributes : (SEARCHABLE, TEXTUAL DATA, CASE INS
Access Rights: ----------------
[3] Name : comment
Attributes : (TEXTUAL DATA)

Access Rights: ----------------

「テーブルエントリ」

rootmaster# niscat -o [name=rootmaster],hosts.org_dir.doc.com.
Object Name : hosts
Owner : rootmaster.doc.com.
Group : admin.doc.com.
Domain : org_dir.doc.com.
Access Rights : ----rmcdr---r---
Time to Live : 12:0:0
Object Type : ENTRY
Entry data of type hosts_tbl
Entry has 4 columns.
.

#

nismatchと nisgrepコマンド
nismatchコマンドと nisgrepコマンドは、NIS+テーブルを検索して、それぞれ特
定の文字列または正規表現に一致するエントリを探します。これらのコマンドは、エ
ントリ自体、またはエントリの検索できた回数のどちらかを表示します。nismatch
コマンドと nisgrepコマンドの相違を表 19–6に示します。
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表 19–6 nismatchと nisgrepの比較

機能 nismatch nisgrep

検索指定 テキストのみ指定可能 正規表現が指定可能

速度 高速 低速

検索対象 検索可能列のみ すべての列 (検索可能かどうかとは
無関係)

検索構文 column=string ... tablename[
column= string,...], tablename

column=exp ... tablename

この節の例では、両方のコマンドの構文を説明します。

どちらのコマンドを使用する場合にも、検索するテーブルに対する読み取りアクセス
権が必要です。

この節の例は、次に示す depts.doc.com.というテーブルの値をベースにしていま
す。最初の 2つの列だけが検索可能です。

Name (S) Site (S) Name

R&D SanFran kuznetsov

Sales SanFran jhill

Manf-1 Emeryville hosteen

Manf-2 Sausalito lincoln

Shipping-1 Emeryville tsosulu

Shipping-2 Sausalito katabami

Service Sparks franklin

正規表現について
正規表現により、テキストと記号を組み合わせて使用し、特定の構成の列の値を検索
できます。たとえば、正規表現 ‘Hello’は、Helloで始まる値を検索します。正規
表現をコマンド行で使用するときは、必ず引用符で囲んでください。その理由は、正
規表現記号の多くが Bourneシェルと Cシェルでは特殊な意味をもつからです。たと
えば、以下のようになります。

rootmaster% nisgrep -h greeting=’Hello’ phrases.doc.com.

正規表現の記号を表 19–7にまとめます。
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表 19–7正規表現記号

記号 説明

^string stringで始まる値を見つける

string $ stringで終わる値を見つける

. ピリオドの数と等しい数の文字をもつ値を見つける

[chars] 角かっこ内の文字のどれかを含む値を見つける

*expr exprについてゼロ回以上一致する値を見つける

+ 1回以上現われるものを見つける

? 任意の値を見つける

\’s-char’ ?や $などの特殊文字を見つける

x | y xまたは yの値を見つける

nismatchと nisgrepコマンドの構文
最初の列を検索するには、以下のように入力します。

nismatch string tablename
nisgrep reg-exp tablename

特定の列を検索するには、以下のように入力します。

nismatch column=string tablename
nisgrep column=reg-exp tablename

複数の列を検索するには、以下のように入力します。

nismatch column=string tablename ...\
nismatch [column=string,...],tablename
nisgrep column=reg-exp ... \

tablename

表 19–8 nismatch構文と nisgrep構文のオプション

オプション 目的

-c カウント。エントリ自体ではなく、検索指定に一致したエントリのカウント
を表示する

-h ヘッダー。エントリの上のヘッダー行を表示し、各列名を表示する

-M マスター。マスターサーバーに収められているテーブルのエントリだけを表
示する。これによって、最新情報を取得できる。デバッグにだけ使うように
する
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最初の列を検索する
テーブルの最初の列で特定の値を検索するには、最初の列の値と「tablename」を入力
します。nismatchでは、この値は文字列でなければなりません。nisgrepでは、
この値は正規表現でなければなりません。

nismatch [-h] string tablename
nisgrep [-h] reg-expression tablename

次の例では、deptsテーブルを検索して、最初の列の値が R&Dとなっているすべて
のエントリを探します。

rootmaster% nismatch -h ‘R&D’ depts.doc.com.

rootmaster% nisgrep -h ‘R&D’ depts.doc.com.

注 – &がシェルによってメタキャラクタとして解釈されないように、R&Dが引用符で
囲まれています。

特定の列を検索する
最初の列以外の特定の列を検索するには、次の構文を使います。

nismatch column=string tablename
nisgrep column=reg-expression tablename

次の例では、deptsテーブルを検索して、第 2列の値が SanFranとなっているすべ
てのエントリを探します。

rootmaster% nismatch -h Site=SanFran depts.doc.com.

rootmaster% nisgrep -h Site=SanFran depts.doc.com.

複数の列を検索する
2つ以上の列で一致するエントリを検索するには、次の構文を使います。

nismatch [-h] [column=string, ... \
column=string,...],tablename
nisgrep [-h] column=reg-exp ... \

tablename

以下の例では、第 2列の値が SanFranで、第 3列の値が jhillのエントリを検索し
ます。

rootmaster% nismatch -h [Site=SanFran,Name=jhill], depts.doc.com.

rootmaster% nisgrep -h Site=SanFran Name=jhill depts.doc.com.
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nislnコマンド
nislnコマンドは、NIS+オブジェクトとテーブルエントリの間でシンボリックリン
クを作成します。すべての NIS+管理コマンドで、NIS+オブジェクト間のリンクをた
どるように指示する -Lフラグを使用できます。

注 –テーブルエントリはリンクしないでください。あるテーブルからほかのテーブル
へのリンクはできますが、あるテーブルのエントリからほかのテーブルのエントリへ
のリンクはできません。

ほかのオブジェクトまたはエントリへのリンクを作成するには、ソースオブジェクト
またはエントリ、つまりほかのオブジェクトまたはエントリを指すものに対する変更
権が必要です。

注意 – credテーブルをリンクしないでください。org_dirディレクトリには、それ
ぞれ専用の credテーブルが必要です。org_dir credテーブルもリンクしないでく
ださい。

nislnコマンドの構文
リンクを作成するには次のように入力します。

nisln source target

表 19–9 nisln構文のオプション

オプション 目的

-L リンクをたどる。ソース (source)自体がリンクである場合、新しいリンクはこ
れにはリンクされず、そのリンク元のソースにリンクされる

-D デフォルト。リンクされたオブジェクトに対して別のデフォルトセットを指定
する。デフォルトについては、283ページの「デフォルトを無効にする」を参
照

リンクを作成する
オブジェクト間のリンク (テーブルとディレクトリの間のリンクなど)を作成するに
は、最初に「ソース (source)」、次に「リンク先 (target)」の順で、両方のオブジェク
ト名を指定します。テーブルエントリはリンクしないでください。
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nisln source-object target-object

nissetupコマンド
nissetupコマンドは、org_dirディレクトリと groups_dirディレクトリ、それ
にフルセットの NIS+テーブルを作成することによって、既存の NIS+ディレクトリ
オブジェクトをドメインに展開します。しかし、データでテーブルを生成することは
ありません。これを行うには、374ページの「nisaddentコマンド」で説明する
nisaddentコマンドが必要です。ドメインにディレクトリを展開することは、ドメ
インの設定作業の一部です。

注 –新しい NIS+ドメインを設定するのであれば、nissetupコマンドを使うより、
nisserverスクリプトを使った方が簡単です。nisserverの使用法の詳細について
は、95ページの「NIS+ルートサーバーの設定」を参照してください。

nissetupコマンドは、NISクライアントをサポートするドメインにもディレクトリ
を展開できます。

nissetupを使用するには、テーブルを格納するディレクトリに対する変更権が必要
です。

ディレクトリを NIS+ドメインに展開する
nissetupコマンドは、ディレクトリ名を付けても付けなくても使えます。ディレク
トリ名を付けない場合、このコマンドはデフォルトのディレクトリを使います。追加
される各オブジェクトは、出力に表示されます。

rootmaster# /usr/lib/nis/nissetup doc.com.
org_dir.doc.com. created
groups_dir.doc.com. created
auto_master.org_dir.doc.com. created
auto_home.org_dir.doc.com. created
bootparams.org_dir.doc.com. created
cred.org_dir.doc.com. created
ethers.org_dir.doc.com. created
group.org_dir.doc.com. created
hosts.org_dir.doc.com. created
mail_aliases.org_dir.doc.com. created
sendmailvars.org_dir.doc.com. created
netmasks.org_dir.doc.com. created
netgroup.org_dir.doc.com. created
networks.org_dir.doc.com. created
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passwd.org_dir.doc.com. created
protocols.org_dir.doc.com. created
rpc.org_dir.doc.com. created
services.org_dir.doc.com. created

timezone.org_dir.doc.com. created

ディレクトリを NIS互換ドメインに展開する方法
NIS+と NISのクライアント要求をサポートするドメインにディレクトリを展開する
には、-Yフラグを使います。作成するテーブルは、NISのクライアント要求がアクセ
スできるように、未認証カテゴリに対する読み取り権が与えられます。

rootmaster# /usr/lib/nis/nissetup -Y Test.doc.com.

nisaddentコマンド
nisaddentコマンドは、テキストファイルまたは NISマップからの情報を NIS+
テーブルにロードします。また、NIS+テーブルの内容をテキストファイルに逆にダ
ンプできます。NIS+テーブルをはじめて生成する場合は、100ページの「NIS+テー
ブルの生成 (populate)」を参照してください。すべての前提条件と関連作業が説明し
てあります。

nisaddentを使用して、情報をある NIS+テーブルから別のテーブルに (たとえば、
別のドメインの同じ種類のテーブルに)転送できますが、直接には転送できません。
まず、テーブルの内容をファイルにダンプし、次にそのファイルをほかのテーブルに
ロードする必要があります。ただし、ファイル内の情報は正しくフォーマットされて
いなければなりません。各テーブルに必要なフォーマットを第 10章で説明します。

情報をテーブルにロードするとき、置換 (replace)、追加 (append)、またはマージ
(merge)の 3つのオプションを自由に使用できます。追加オプションは、ソースエン
トリを NIS+テーブルに単純に追加します。置換オプションの場合、NIS+は、初めに
テーブル内の既存のエントリをすべて削除してから、情報源からのエントリを追加し
ます。大規模なテーブルでは、これによって大きなエントリセット (1セットは既存エ
ントリの削除用、ほかのセットは新エントリの追加用)がテーブルの .logファイル
に追加され、/var/nis内の領域を占有し、複製への伝達に長時間を要することにな
ります。

マージオプションでは、置換オプションと同じ結果が得られますが、異なるプロセス
を使っており、複製に送信する動作数が大幅に減少します。このオプションでは、
NIS+は次の 3種類のエントリを異なる方法で処理します。

� ソース内にだけ存在するエントリは、テーブルに「追加」される
� ソースとテーブルの両方に存在するエントリは、テーブル内で「更新」される
� NIS+テーブルにだけ存在するエントリは、テーブルから「削除」される
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大きなテーブルを更新する場合で、内容の変更があまりないときは、マージオプ
ションを使用するとサーバーは多くの動作を節約できます。ソース内で重複していな
いエントリだけを削除する (置換オプションは全エントリを無差別に削除する)ため、
重複エントリごとに 1回の削除と 1回の追加動作を省略できます。

はじめてテーブルに情報をロードする場合、テーブルオブジェクトに対する作成権が
必要です。テーブル内の既存情報を上書きする場合、テーブルに対する変更権が必要
です。

nisaddentコマンドの構文
テキストファイルから情報をロードするには、以下のように入力します。

/usr/lib/nis/nisaddent -f filename table-type\[domain]
/usr/lib/nis/nisaddent -f filename \

-t tablename table-type [domain]

NISマップから情報をロードするには、以下のように入力します。

/usr/lib/nis/nisaddent -y NISdomain table-type\
[domain]

/usr/lib/nis/nisaddent -y NISdomain -t tablename table-type [domain]
/usr/lib/nis/nisaddent -Y map table-type [domain]
/usr/lib/nis/nisaddent -Y map -t tablename table-type [domain]

NIS+テーブルから情報をファイルにダンプするには、以下のように入力します。

/usr/lib/nis/nisaddent -d [-t tablename tabletype] \

> filename

ファイルから情報をロードする
ファイルの内容を NIS+テーブルに転送するには、いくつかの方法があります。

� -fを単独で指定すると、table-typeの内容が filenameの内容に置き換えられます。

nisaddent -f filename table-type

� -fと -aを同時に指定すると、filenameの内容が table-typeに「追加」されます。

nisaddent -a -f filename table-type

� -fと -mを同時に指定すると、filenameの内容が table-typeの内容に「マージ」さ
れます。

nisaddent -m -f filename table-type

次に示す 2つの例では、テキストファイル /etc/passwd.xfrの内容が NIS+
passwdテーブルにロードされます。最初の例ではローカルドメインに、2番目の例
では別のドメインのテーブルにロードされます。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -f /etc/passwd.xfr passwd
rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -f /etc/shadow.xfr shadow
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rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -f /etc/passwd.xfr passwd sales.doc.com.

rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -f /etc/shadow.xfr shadow sales.doc.com.

注 – /etcディレクトリのファイルから NIS+ passwdテーブルを作成する場合は、
nisaddentを 2回 (/etc/passwdファイルと /etc/shadowファイルに対して 1回
ずつ)実行する必要があります。

/etc/inet/ipnodesファイル (IPv6アドレス)のエントリを ipnodes.org_dir
テーブルにマージするには、-vオプションと -fオプションを使用します。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -mv -f /etc/inet/ipnodes ipnodes

もう 1つの方法では、stdinをソースとして使います。しかし、stdinでは -mオプ
ションを使えません。次に例を示します。リダイレクト (->)やパイプ (-|)を使用す
ることは可能です。ただし、別のドメインに出力が行われるような形でパイプを使用
することはできません。

作業 コマンド

リダイレクト cat filename > nisaddent table-type

リダイレクト処理後、追加
する

cat filename > nisaddent -a table-type

リダイレクト処理後、別の
ドメインに追加する

cat filename > nisaddent -a table-type NIS+ domain

パイプ cat filename | nisaddent table-type

パイプ処理後、追加する cat filename | nisaddent -a table-type

NIS+テーブルが、オートマウンタテーブルの 1つであるか標準以外のテーブルであ
る場合、-tオプションと NIS+テーブルの完全な名前を追加します。

master# nisaddent -f /etc/auto_home.xfr \
-t auto_home.org_dir.doc.com.key-value

master# nisaddent -f /etc/auto_home.xfr \

-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value sales.doc.com.

NISマップからデータをロードする
NISマップから情報を転送する方法は 2つあり、NISドメインを指定するか、または
実際の NISマップを指定します。ドメインを指定した場合、NIS+は、table-typeに基
づいて、/var/yp/nisdomain内のどのマップファイルをソースとして使うかを判断し
ます。/var/yp/nisdomainは「ローカル」ファイルでなければなりません。
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NIS+テーブル形式 NISマップ名

Hosts hosts.byaddr

Nodes ipnodes.byaddr

Passwd passwd.byname

Group group.byaddr

Ethers ethers.byname

Netmasks netmasks.byaddr

Networks networks.byname

Protocols protocols.byname

RPC rpc.bynumber

Services services.byname

NISドメインの指定によって転送するには、-y (小文字)オプションを使い、NIS+
テーブル形式に加えて NISドメインを指定します。

「テーブルの置換」

nisaddent -y nisdomain table-type

「テーブルの追加」

nisaddent -a -y nisdomain table-type

「テーブルのマージ」

nisaddent -m -y nisdomain table-type

デフォルトでは、nisaddentは NIS+テーブルの内容を NISマップの内容に置き換
えます。追加またはマージを行うには、-aまたは -mのオプションを使います。次の
例では、対応する NISマップ (passwd.byname)からの NIS+ passwdテーブルを
old-docドメインにロードします。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -y old-doc passwd

2番目の例でも同じことを行いますが、ローカルドメイン doc.com.の代わりに、
sales.doc.com.ドメインに対して行います。

rootmaster# /usr/lib/nis/nisaddent -y old-doc passwd sales.doc.com.

NIS+テーブルが、オートマウンタテーブルの 1つであるか非標準テーブルである場
合、そのソースがファイルであるかのように、-tオプションと NISテーブルの完全
な名前を追加します。

rootmaster# nisaddent -y old-doc \
-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value

rootmaster# nisaddent -y old-doc \
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-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value sales.doc.com.

マップファイルをドメイン用に使うのではなく、特定の NISマップを指定したい場
合、-Y (大文字)オプションを使い、マップ名を指定します。オプションを見つけやす
いように、次の例では太字にしています。

rootmaster# nisaddent -Y hosts.byname hosts

rootmaster# nisaddent -Y hosts.byname hosts sales.doc.com.

NISマップがオートマウンタマップの 1つであるか非標準マップである場合、-Yオプ
ションと -tオプションを組み合わせます。

rootmaster# nisaddent -Y auto_home
-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value
rootmaster# nisaddent -Y auto_home

-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value sales.doc.com.

NIS+テーブルの内容をファイルにダンプする
NIS+テーブルの内容をファイルにダンプするには、-dオプションと -tオプション
を使います。-dオプションは、ダンプするようコマンドに指示します。-tオプ
ションは、NIS+テーブルを指定します。

rootmaster# nisaddent -d auto_home
-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value
rootmaster# nisaddent -d auto_home

-t auto_home.org_dir.doc.com. key-value sales.doc.com.
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第 20章

サーバー使用のカスタマイズ

この章では、NIS+クライアントが使用するサーバーのカスタマイズおよび制御方法
について説明します。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+サーバーと NIS+クライアント
クライアントマシン、ユーザー、アプリケーション、あるいはプロセスは、アク
ティブな NIS+サーバー (マスターまたは複製)を検索して、そこから必要な情報を取
り込みます。巨大なネットワーク、サブネットを多く持ったネットワーク、あるいは
広域リンクにまたがったネットワークでは、サーバーの使用法をカスタマイズするこ
とにより NIS+の性能を強化できます。

デフォルトでのクライアントの検索動作
カスタマイズ前の状態で、nisprefadmコマンドによるサーバーの優先順位設定がな
にも設定されていなければ、クライアントは、まず自分自身のローカルサブネット上
の NIS+サーバーから情報を入手しようとします。そのサブネットにアクティブな
サーバーが見つかれば、応答のあった最初のローカルサーバーから必要な情報を入手
します。ローカルサブネットにサーバーがない場合、次にクライアントは、ローカル
サブネットの外部を検索し、応答のあった最初の遠隔サーバーから必要な NIS+情報
を入手します。
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ネットワークが大規模で、混雑している場合、上記のデフォルトの検索動作では
NIS+の性能を十分に発揮させることができないことがあります。それは次のような
理由によります。

� サブネット上の複数のサーバーが多数のクライアントに情報の配布を行なっている
場合、クライアントのデフォルト検索パターンがランダムなために、ほかにあまり
使われていないサーバーがあるのに、いくつかのサーバーの負荷が高くなりすぎる
可能性があります。

� ローカルサブネットの外で NIS+サーバーを検索する際、クライアントは、オー
バーワークしているサーバーであっても、低速な広域ネットワーク接続方式 (たと
えば、モデム)や、すでにトラフィック多い専用回線によってリンクされている
サーバーであっても、最初に応答したものから情報を入手します。

優先サーバーを指定する
Solarisリリースには、新規機能 (サーバー使用のカスタマイズ)が搭載されています。
この機能を使用すると、クライアントが NIS+サーバーを検索する順序をコントロー
ルできます。この新規機能では、次のような方法でサーバーの使用の度合いをバラン
スよくカスタマイズできます。

� クライアントが特定のサーバーを優先的に選択する (検索する)ように指定しま
す。

� 使用できるローカルサーバーがない場合、クライアントが遠隔サーバーを使用して
もよいかどうかを指定します。

指定した検索基準は、ドメイン内のすべてのクライアント、サブネット上のすべての
クライアント、またはマシンごとに独立したクライアントに適用できます。

注 –サーバー使用の優先順位を特定のマシンに設定すると、この優先順位は、そのマ
シンで実行中のユーザー、アプリケーション、処理、またはほかのクライアントすべ
てに適用されます。同じマシン上の別のクライアントに、異なるサーバー使用のパ
ターンを設定できません。

広域ネットワーク (WAN)上での NIS+
使用サーバーのカスタマイズは、多数のサブネットを持つ大規模ネットワークや、モ
デムまたは専用回線で接続された複数の地理的サイトにまたがるネットワークで使用
すると特に効果があります。ネットワークの性能を最大にするには、サブネット間や
より低速な接続によってリンクされたサイト間のトラフィックを最小限にする必要が
あります。これは、クライアントが使用できる NIS+サーバーとその優先順位を指定
することによって実現できます。このようにして、可能な限り NIS+ネットワークト
ラフィックがローカルサブネットから出ないようにします。
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サーバー使用の最適化 -概要
この節では、サーバー使用のカスタマイズの概要について説明します。

nis_cachemgrが必要
使用サーバーをカスタマイズするには、クライアントで nis_cachemgrを実行して
いる必要があります。クライアントマシンが nis_cachemgrを実行していない場合
は、使用サーバーのカスタマイズ機能は利用できません。クライアントマシン上で、
nis_cachemgrを実行していない場合は、そのクライアントは、379ページの「デ
フォルトでのクライアントの検索動作」で説明した方法で識別された最初のサーバー
を使用します。

グローバルテーブルまたはローカルファイル
nisprefadmコマンドは、次のように、その使用方法により、ローカルの
client_infoファイルまたはドメインの client_infoテーブルのどちらかを作成
します。

� 「ファイル」。nisprefadmを使用して、マシンの /var/nisディレクトリに格
納される、ローカルなマシン固有の client_infoを作成できます。ローカル
ファイルは、サーバーの優先順位をそのマシンだけに指定するためのものです。マ
シンに、ローカルの /var/nis/client_infoファイルがある場合、そのマシン
は、ドメインの client_info.org_dirテーブルに入っているサーバーの優先順
位は無視します。ローカル client_infoファイルを作成するには、-Lオプ
ションを指定した nisprefadmを実行してください。

� 「テーブル」。nisprefadmを使用して、各ドメインの NIS+ディレクトリオブ
ジェクト org_dir内に格納される NIS+ client_infoテーブルを作成できま
す。このテーブルは、次のものに対してサーバーの優先順位を指定できます。

� 個別のマシンマシンにローカルの /var/nis/client_infoファイルがある場
合、ドメインの client_infoテーブルに指定されたマシンの優先順位はすべ
て無視されます。

� 1つの特定のサブネット上にあるすべてのマシンサブネット上のマシンにロー
カルの /var/nis/client_infoファイルがあるか、またはテーブル内にその
マシン固有の優先順位が設定されている場合、そのマシンは、サブネットに指
定された優先順位を無視します。

1つのサブネット上のすべてのマシンに適用されるグローバル client_infoテー
ブルを作成するには、-Gおよび -Cオプションを指定して nisprefadmを実行し
てください。これについては、388ページの「グローバルサーバー優先順位を指定
する」で説明しています。
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マシンに、以下で説明するような、固有のローカル client_infoファイルがあ
る場合、そのマシンに対してグローバル client_infoテーブル内に設定された
サーバーの優先順位はすべて無視されるので注意してください。マシンに、ローカ
ル client_infoファイルがあるか、またはグローバル client_infoテーブル
にそのマシン固有のエントリがある場合は、そのサブネットに設定された優先順位
は無視されます。

注意 – client_infoファイルと client_infoテーブルを変更する場合は、
nistbladmコマンドだけを使用してください。nistbladmなどの、ほかの NIS+コ
マンドは絶対に使用しないでください。

client_infoテーブルまたは client_infoファイルを処理する場合は、-Gまたは
-Lオプションを使用して、グローバルテーブル (-G)またはコマンドを実行中のマシ
ンのローカルファイル (-L)のどちらにそのコマンドを適用させるかを指定する必要が
あります。

優先順位の番号の指定
サーバーの優先順位は、各サーバーに「優先順位を表す番号」を指定することに
よって制御されます。クライアントは、数値で指定された優先順位にしたがって
NIS+サーバーを検索します。検索の順序は、まず、優先順位格付け番号が小さい
サーバーを先に検索し、次に大きい数値の付いたサーバーを検索します。

つまり、クライアントは、まず初めにゼロの優先順位の付いた NIS+サーバーから名
前空間情報を入手しようとします。使用できる優先順位 = 0のサーバーがない場合、
クライアントは、優先順位 = 1のサーバーに問い合わせを行います。1のサーバーが
使用できない場合は 2のサーバー、次に 3というように、この検索は必要な情報が入
手できるか検索するサーバーがなくなるまで続きます。

優先順位格付け番号は、nisprefadmコマンドを使用してサーバーに割り当てます。
これについては、388ページの「グローバルサーバー優先順位を指定する」で説明し
ています。

サーバーの優先順位番号は、client_infoテーブルと client_infoファイル内に
格納されます。マシンに、固有の /var/nis/client_infoファイルがある場合
は、このファイル内に格納された優先順位番号が使用されます。マシンに、固有の
client_infoファイルがない場合は、ドメインの client_info.org_dirテーブ
ル内に格納された優先順位番号が使用されます。このような client_infoテーブル
と client_infoファイルを、「優先サーバーのリスト」、または単に「サーバーリ
スト」と呼びます。

各クライアントのサーバーの優先順位を制御することで、サーバーの使用法をカスタ
マイズします。たとえば、ドメインに mailerという名前のクライアントマシンがあ
り、このマシンは名前空間情報を頻繁に利用していて、さらにこのドメインには、マ
スターサーバー (nismaster)と複製サーバー (replica1)の両方があるとします。
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ここで、mailerマシン用に nismasterに優先順位番号 1を割り当て、replica1
に優先順位番号 0を割り当てると、mailerマシンは、名前空間情報を、必ず最初に
replica1から入手しようとし、その後で nismasterに移ります。次に、このサブ
ネット上にあるほかのすべてのマシンに対して、優先順位番号を nismasterサー
バーには 0を、replica1には 1を割り当てます。この結果、ほかのマシンは、必ず
最初に nismasterに問い合わせを行います。

同じ優先順位番号を、ドメイン内の複数のサーバーに割り当てることができます。た
とえば、nismaster1と replica2の両方に優先順位番号 0を割り当て、
replica3、replica4、replica5に優先順位番号 1を割り当てることができま
す。

サーバーの優先順位のデフォルト
client_infoファイルまたはテーブルがない場合は、キャッシュ管理プログラムが
自動的に、ローカルサブネット上のすべてのサーバーにデフォルトの優先順位番号ゼ
ロ (0)を割り当て、ローカルサブネットの外部のすべてのサーバーに無限大の優先順
位を割り当てます。nisprefadmは、このデフォルトの優先順位番号を自由に変更す
るためのものです。

効率とサーバーの優先順位番号
クライアントは、すべてのサーバーを指定された優先順位番号を使用して昇順に検索
しなければなりません。クライアントが指定された優先順位番号をもつすべてのサー
バーを検索するには、5秒以上必要です。つまり、ドメイン内に 1つのマスターサー
バーと 4つの複製サーバーがあり、それぞれのサーバーに 0から 4の異なる優先順位
番号を指定した場合、クライアントがこれらの優先レベルをすべて実行するには、25
秒以上かかるということです。

性能を最大にするために、サーバーの優先レベルを 2つまたは 3つ以上使用しないで
ください。たとえば、上記のような場合は、5つのサーバーのうちの 1つに優先順位=
0を割り当て、ほかすべてのサーバーには優先順位 1を割り当てるか、または 5つの
サーバーのうち 2つに優先順位 1を、残りの 3つのサーバーに 2を割り当てると
いった方法をとってください。

優先サーバー限定と全サーバー
サーバーリストには、クライアントが優先サーバーを検出できなかった場合の処置も
指定できます。「優先サーバー」とは、優先順位にゼロが指定されたサーバー、また
は nisprefadmを使用して優先順位番号を割り当てたサーバーです。

デフォルトでは、クライアントは優先サーバーに到達できないと、検索モードを使用
して、ネットワーク上のあらゆる場所を検索し、検出できるあらゆるサーバーを検索
します。これについては、379ページの「デフォルトでのクライアントの検索動作」
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で説明しています。このデフォルト機能を、nisprefadm -oオプションを使用して
変更し、クライアントが優先サーバーだけを使用し、使用できるサーバーがない場合
でも、優先サーバー以外のサーバーには問い合わせしないように指定できます。詳細
については、394ページの「優先サーバー限定指定」を参照してください。

注 –マシンのドメインに優先サーバーが全くない場合、このオプションは無視されま
す。

優先順位の表示
現在特定のクライアントマシンに対して有効なサーバーの優先順位を表示するに
は、-lオプションを指定した nisprefadmを実行してください。これについては、387
ページの「現行のサーバー優先順位の表示」で説明しています。

サーバー名とクライアント名
サーバーまたはクライアントマシンを指定する場合、次の点に注意してください。

� サーバー名とクライアント名は、同じ NIS+ドメイン内にあり、オブジェクトを個
別に特定できれば、完全指定名である必要はありません。マシン名を単独で使用で
きます。

� サーバーまたはサブネットが別の NIS+ドメインにある場合は、そのマシンを個別
に特定できるだけのドメイン名を含める必要があります。たとえば、
sales.doc.comドメイン内にいて、manf.doc.comドメイン内の nismaster2
マシンを指定する必要がある場合、nismaster2.manfとだけ入力します。

サーバーの優先順位
以下のマシンにサーバーの優先順位を指定する方法は、それぞれ次のとおりです。

� 「個別のクライアントマシン」にサーバーの優先順位を指定するには、-Lオプ
ションを使用すると、nisprefadmを実行中のマシンにローカル client_info
ファイルを作成します。-G -Cマシンオプションを使用すると、グローバル
client_infoテーブル内にマシン固有の優先順位を作成します。

� 「サブネット上のすべてのマシン」にサーバーの優先順位を指定するには、-G -C
サブネット番号オプションを使用してください。

� マシン固有のまたはサブネット固有の優先順位を持たない、現在のドメイン内にあ
るすべてのマシンにサーバーの優先順位を指定するには、-Gオプションを使用し
てください。
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サーバーの優先順位が有効になるタイミング
マシンまたはサブネットのサーバー優先順位の変更内容は、通常、指定したマシンが
その nis_cachemgrデータを更新するまでは有効になりません。マシンの
nis_cachemgrがそのサーバー使用情報を更新するタイミングは、マシンがサーバー
の優先順位をグローバル client_infoテーブルまたはローカル
/var/nis/client_infoファイルのどちらから入手するかによって決まります (
381ページの「グローバルテーブルまたはローカルファイル」を参照してください)。

� 「グローバルテーブル」から入手する場合サーバーの優先順位をグローバルテーブ
ルから入手するマシンのキャッシュ管理プログラムは、マシンがブートされた時、
または client_infoテーブルの存続時間 (TTL)の値が満了した時に、マシン用
のサーバーの優先順位を更新します。デフォルトでは、この TTL値は 12時間です
が、変更可能です。348ページの「オブジェクトの生存期間を変更する」を参照し
てください。

� 「ローカルファイル」ローカルファイルからサーバーの優先順位を入手するマシン
のキャッシュ管理プログラムは、サーバーの優先順位を 12時間ごとに更新する
か、または nisprefadmを実行してサーバーの優先順位を変更した時に必ず更新
します。マシンを再起動しても、キャッシュ管理プログラムのサーバーの優先順位
情報は更新されません。

ただし、nisprefadmに -Fオプションを指定して実行すると、サーバーの優先順位
の変更内容を強制的にただちに有効にできます。-Fオプションを使用すると、
nis_cachemgrで、ただちにその情報が更新されます。詳細は、398ページの「優先
順位の変更内容をただちに実現する方法」を参照してください。

nisprefadmコマンドの使用方法
ここからの節では、nisprefadmコマンドを使用して、サーバーの優先順位を設定、
変更、削除する方法について説明します。

nisprefadmコマンドは、クライアントが優先的に選択するサーバーを指定するため
に使用します。

nisprefadmコマンドの構文は次のとおりです。

nisprefadm -a|-m|-r|-u|-x|-l -L|-G [-o type] \
[-d domain] \
[-C machine] \
servers
nisprefadm -F
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表 20–1 nisprefadmコマンドのオプション

オプション 目的

-G ドメインの org_dirディレクトリ内に格納されるグローバル
client_infoテーブルを作成する。つまり、グローバルな優先される
サーバーリストを作成する。このオプションは、指定したサブネット上
のすべてのマシンに対して優先順位を指定する場合は -C subnet、個別の
マシンに優先順位を指定する場合は -C machineのどちらかと同時に使用
しなければならない

-L ローカルマシンの /var/nisディレクトリに格納されるローカル
client_infoファイルを作成する。つまり、コマンドを実行中のマシ
ンにだけ適用される優先サーバーのリストを作成する

-o type オプションを指定する。有効なオプションには、クライアントが接続で
きる優先サーバーがない場合、優先サーバー以外のサーバーを使用でき
るように指定する pref_type=allと、指定した優先サーバーだけをク
ライアントが使用するように指定する pref_type=pref_onlyがある

-d domain 指定したドメインまたはサブドメインに、グローバルな優先サーバーの
client_infoテーブルを作成する

-C subnet 優先順位を適用するサブネットの番号

-C machine クライアントマシン名

servers 1つまたは複数の NIS+サーバー。ここで指定されたサーバーは優先的に
選択される

-a サーバーリストに指定サーバーを追加する

-m サーバーリストを変更する。たとえば、-mオプションを使用すると、1
つまたは複数のサーバーに指定された優先順位番号を変更できる

-r サーバーリストから指定したサーバーを削除する

-u サーバーリストを消去してから、指定したサーバーを追加する (つまり、
現行のサーバーリストを優先サーバーの新規リストに置換する)

-x サーバーリストを完全に削除する

-l 現行の優先サーバー情報を一覧表示 (表示)する

-F 優先サーバーのリストを強制的にただちに変更する
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注 – -C machineオプションは、-L (ローカル)フラグとともに使用しても無効となるの
で、使用しないでください。たとえば、nisprefadmを altairマシン上で実行して
いるとします。ここで、-Lフラグを使用して、指定した優先順位が altairのロー
カル client_infoファイルに書き込まれるように指定し、さらに、-C vegaオプ
ションを使用して、作成した優先順位が vegaマシンに適用されるように指定しま
す。すると、nisprefadmコマンドは、vega用の優先順位を altairのファイルに
書き込みます。しかし、vegaは、サーバーの優先順位を必ず自身のローカル
client_infoファイルまたはドメインのグローバル client_infoテーブルから入
手するため、これらの情報を参照することはありません。そのため、-Cオプション
は、nisprefadmに -G (グローバル)フラグを指定して実行する場合にだけ意味をも
ちます。

現行のサーバー優先順位の表示
現行のサーバー優先順位を表示するには、nisprefadmに -lオプションを指定して
実行してください。

マシンに指定された優先順位の表示方法
� そのマシン上で、nisprefadmに -Lと -lを指定して実行します。

sirius# nisprefadm -L -l

このようにすると、マシンのローカル /var/nis/client_infoファイル内に定義
されたサーバーの優先順位がすべて表示されます。ローカルファイルがない場合は、
情報は表示されず、シェルプロンプトに戻ります。

1台のマシンに設定されたグローバルな優先順位の
表示方法
� nisprefadmに、-l、-G、-C machinenameオプションを指定して実行します。

sirius# nisprefadm -G -l -C machinename

machinenameには、マシンの IPアドレス (番号)が入ります。

このようにすると、このサブネット用にドメインのグローバル client_infoテーブ
ル内に設定された優先順位が表示されます。
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サブネットに設定されたグローバル優先順位の表
示方法
� nisprefadmに、-l、-G、-C subnetオプションを指定して実行します。

sirius# nisprefadm -G -l -C subnet

subnetには、サブネットの IPアドレス (番号)が入ります。

このようにすると、このサブネット用にドメインのグローバル client_infoテーブ
ル内に設定された優先順位が表示されます。

優先順位格付け番号の指定方法
デフォルトでは、-aオプションの後ろにリストしたサーバーには、すべて優先順位番
号ゼロが指定されます。別の優先順位番号を指定する場合は、次のように、サーバー
名の直後に指定する番号をカッコで囲んで入れてください (-a name(n))。-a name
(n). nameにはサーバー名が、nには優先順位番号が入ります。

たとえば、replica2サーバーに優先順位番号 3を割り当てる場合は、次のように入
力します。

# nisprefadm -G -a replica2(3)

注 –シェルの中には、次のように要素を 2重引用符で囲まなければならないものがあ
ります。"name(n)"

サーバーの優先順位格付け番号の基礎知識については、382ページの「優先順位の番
号の指定」を参照してください。

グローバルサーバー優先順位を指定する
ローカルまたは遠隔ドメインに、グローバルサーバー優先順位を設定できます。優先
順位は、個別のマシンと 1つのサブネット上のすべてのマシンに設定できます。

この節では、NIS+ドメインのマスターサーバーに存在するグローバル client_info
テーブル内にサーバーの優先順位を設定する方法を説明します。マスターサーバー上
にテーブルがある場合、NIS+は、そのテーブルをドメインの既存の複製サーバー上
に複写します。
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� 個別のマシンにローカル client_infoファイルを作成する方法については、390
ページの「ローカルサーバー優先順位を指定する」を参照してください。

� グローバル client_infoテーブルとローカル client_infoファイルの相違点
については、381ページの「グローバルテーブルまたはローカルファイル」を参照
してください。

サーバーの優先順位番号を割り当てるには、次のどちらかを指定した nisprefadm
を実行してください。

� 新規または別の優先サーバーを追加する場合は、-aオプションを指定します。

� 既存のサーバー優先順位を削除して、新規の優先順位を作成する場合は、-uオプ
ションを指定します。

サブネットにグローバル優先順位を設定する方法
1つのサブネット上のすべてのマシンのグローバルテーブルにサーバーの優先順位を
割り当てるには、次のようにします。

� nisprefadmに -Gおよび -C subnetオプションを指定して実行します。

#nisprefadm -G -a -C subnet servers (preferences)

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -C subnetには、優先順位を適用するサブネットの IP番号を指定します。

� servers (preferences)には、1つまたは複数のサーバーが入ります。それらには優先
順位格付け番号を指定できます。

たとえば、サブネット 172.22.123.123が nismasterおよび replica3サー
バーにデフォルトの優先順位番号ゼロを付け、manf.replica6サーバーには優
先順位番号1を付けて使用するように指定する場合は、次のように入力してくださ
い。

polaris# nisprefadm -a -G -C 172.22.123.123 nismaster1 \
replica3 "manf.replica6(1)"

個別のマシンにグローバル優先順位を設定する方
法
� -Gと -C machineオプションを指定した nisprefadmを実行します。

#nisprefadm -G -a -C machine servers (preferences)

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -C machineには、優先順位を適用するマシンを指定します。使用するシェルに
よっては、machineを引用符で囲む必要があります。
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� servers (preferences)には、1つまたは複数のサーバーが入ります。それらには優先
順位格付け番号を指定できます。

たとえば、マシン cygnusに指定された現行の優先順位を、replica7と
replica9の両方にデフォルトの優先順位番号ゼロを指定したものに置き換える
場合は、次のように入力します。

polaris# nisprefadm -u -G -C cygnus replica7 replica9

遠隔ドメインにグローバル優先順位を設定する方
法
遠隔ドメイン内の個別のマシン、または遠隔ドメイン内の 1つのサブネット上にある
すべてのマシンにサーバーの優先順位を割り当てるには、次のようにします。

� nisprefadmに -C、-G、-dオプションを指定して実行します。

#nisprefadm -a -G -C name \

-d domain servers(preferences)

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� nameには、サブネットの IP番号またはマシン名が入ります。このコマンドを使用
して行なった変更は、ここに指定したサブネットまたはマシンに適用されます。

� domainnameには、遠隔ドメイン名が入ります。

� servers (preferences)には、1つまたは複数のサーバーが入ります。それらには優先
順位格付け番号を指定できます。

たとえば、デフォルトの優先順位番号ゼロを指定した nismaster2サーバーを、遠
隔ドメイン sales.doc.com内のサブネット 10.10.111.11の優先サーバーのリス
トに追加する場合は、次のように入力します。

polaris# nisprefadm -a -G -C 10.10.111.11 -d sales.doc.com. nismaster2

ローカルサーバー優先順位を指定する
ここでは、ローカル client_infoファイルの作成および変更方法について説明しま
す。ローカル client_infoファイルは、このファイルが存在するマシンにサーバー
の優先順位を指定するためのものです。

マシンに /var/nis/client_infoファイルがある場合、このマシンは、NIS+サー
バー上のグローバル client_infoテーブルではなく、そのマシンのローカルファイ
ルからサーバーの優先順位を入手します。つまり、ローカルファイルはグローバル
テーブルよりも優先されます。
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� NIS+サーバーのグローバル client_infoテーブルを作成する方法については、
388ページの「グローバルサーバー優先順位を指定する」を参照してください。

� グローバル client_infoテーブルとローカル client_infoファイルの相違点
については、381ページの「グローバルテーブルまたはローカルファイル」を参照
してください。

サーバーの優先順位を割り当てるには、次のどちらかを指定した nisprefadmを実
行してください。

� 新規または別の優先サーバーを追加する場合は、-aオプションを指定します。

� 既存のサーバー優先順位を削除して、新規の優先順位を作成する場合は、-uオプ
ションを指定します。

ローカルマシン上に優先順位を設定する方法
nisprefadmコマンドを実行中のローカルマシンにサーバーの優先順位を割り当てる
には、次のようにします。

� nisprefadmに -Lオプションと -aまたは -uオプションを指定して実行しま
す。

#nisprefadm -a -L servers(preferences)

ここで、servers (preferences)には、1つまたは複数のサーバーが入ります。それらには
優先順位格付け番号を指定できます。

たとえば、denebマシンが NIS+情報を、まず初めにデフォルトの優先順位番号ゼロ
が指定された replica3から検索し、次に manf.doc.comドメイン内の (優先順位
番号 1が指定された)サーバー replica6を検索するように指定する場合は、次のよ
うに入力します。

deneb# nisprefadm -a -L replica3 replica6.manf(1)

サーバーの優先順位を変更する
サーバーの優先順位番号は、変更することができ、また別のサーバーに優先順位番号
の割り当てを移すこともできます

優先サーバーまたはサーバーに割り当てた優先順位番号を変更するには、
nisprefadmに -m oldserver-=newserver(n)オプションを指定して実行してくださ
い。

第 20章 •サーバー使用のカスタマイズ 391



サーバーの優先順位番号を変更する方法
� nisprefadmに -m server=server(new)オプションを指定して実行します。

#nisprefadm -L|-G -C name -m oldserver=newserver(n)

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� L|Gには、ローカルファイルとグローバルテーブルのどちらを修正するかを指定
します。

� -C nameには、サブネットの IP番号またはマシン名が入ります。このオプション
は、-Gオプションを使用している場合にだけ使用します。このコマンドを使用し
て行なった変更は、ここに指定したサブネットまたはマシンに適用されます。

� -mは、サーバーリストを変更するオプションです。

� old serverには、その優先順位番号を変更したいサーバー名が入ります。

� new server(n)には、サーバー名とその新しい優先順位番号が入ります。

たとえば、denebマシン上で、denebのローカル client_infoファイルの
replica6.manfサーバーに指定された番号を 2に変更する場合は、次にように入力
します。

deneb# nisprefadm -L -m replica6.manf=replica6.manf(2)

優先順位リスト内で 1つのサーバーを別のサー
バーに置換する方法
優先順位リスト内で、1つのサーバーを別のサーバーに変更するには、次のようにし
ます。

� nisprefadmに -m oldserver=newserverオプションを指定して実行します。

#nisprefadm -L|-G -C name -m \

oldserver=newserver(prefnumber)

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -L|-Gには、ローカルまたはドメイン全体のどちらのサーバーリストを変更する
のかを指定します。

� -C nameには、サブネットの IP番号またはマシン名が入ります。このオプション
は、-Gオプションを使用している場合にだけ使用します。このコマンドを使用し
て行なった変更は、ここに指定したサブネットまたはマシンに適用されます。

� -mは、サーバーリストを変更するオプションです。

� oldserverには、置換する対象となる旧サーバーが入ります。

� newserver (prefnumber)には、優先サーバーリスト内の旧サーバーの位置に入る新規
サーバー (優先順位格付け番号を指定できる)を入力します。
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-Gオプションを使用して、グローバル client_infoテーブル内のサーバーを置換
する場合には、その置換内容は -Cオプションで特定したサブネットまたはマシンに
だけ適用されるので注意してください。それ以外にリストされている置換対象 (旧)
サーバーは影響を受けません。

たとえば、3つのサブネットを持つドメインを所有していて、この中の 2つのサブ
ネット用に replica1サーバーが優先サーバーのリストに入っている場合を考えま
す。これ以上 replica1を使用しないので、使用サーバーから除外する場合は、
nisprefadm -mを実行して、最初のサブネットの replica1を新規サーバーに置換
します。この時、2番目のサブネットに対しても同様の処理を行うまでは、
replica1はそのサブネットの優先サーバーのリストに入っています。個別のマシン
の優先サーバーでも同様です。

たとえば、ドメインのグローバル client_infoテーブル内で、サブネット
172.21.123.12用に指定された replica3サーバーを replica6サーバーに置換
し、replica6に優先順位番号 1を割り当てる場合は、次のように入力します。

nismaster# nisprefadm -G -C 172.21.123.12 -m replica3 replica6(1)

優先順位リストからサーバーを削除する
方法
優先順位リストから 1つまたは複数のサーバーを削除するには、次のようにします。

� nisprefadmに -rオプションを指定して実行します。

#nisprefadm -L|-G -C name -r servers

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -L|-Gには、ローカルまたはドメイン全体のサーバーリストのどちらを変更する
のかを指定します。

� -C nameには、サブネットの IP番号またはマシン名が入ります。このオプション
は、-Gオプションを使用している場合にだけ使用します。このコマンドを使用し
た優先サーバーの削除は、ここに名前を指定したサブネットまたはマシンに適用さ
れます。

� -rは、serversに名前を指定したサーバーをリストから削除するオプションです。

たとえば、ドメインのグローバル client_infoテーブル内から、マシン polaris
に指定された replica3および replica6.manfサーバーを削除する場合は、次の
ように入力します。

polaris# nisprefadm -G -C polaris -r replica3 replica6.manf
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優先サーバーリスト全体を置換する方法
グローバル client_infoテーブルまたはマシンのローカル client_infoファイル
どちらかの中にある、サブネットまたはマシンに指定された優先サーバーのリスト全
体を置換するには、nisprefadmに -uオプションを指定して実行してください。

-uオプションは、マシンまたはサブネットに指定されたサーバーの優先順位を、まず
初めにすべて削除してから指定した新規の優先順位を追加しますが、これ以外は、-a
オプションと同じ処理を行います。既存の優先順位がある場合、-aオプションでは旧
リストに新しい優先順位を追加します。

-uオプションの使用例については、389ページの「個別のマシンにグローバル優先順
位を設定する方法」を参照してください。

優先サーバー限定指定
優先サーバーが使用できない場合に、クライアントがとる動作を指定できます。

デフォルトでは、クライアントは、優先サーバーに到達できない場合、検出できた
サーバーであればどれでも使用してしまいます。優先サーバー限定オプションを設定
すると、クライアントが優先サーバーだけを使用するように指定できます。優先サー
バー限定オプションと全サーバーオプションの基礎知識については、383ページ
の「優先サーバー限定と全サーバー」を参照してください。

優先サーバーが使用できない場合のクライアントの動作を指定するには、
nisprefadmに -o valueオプションを指定して実行してください。

優先サーバーだけを指定する方法
サーバーリストを使用するクライアントが、リスト内に記述されたサーバーだけから
NIS+情報を入手するように指定するには、次のようにします。

� nisprefadm に -o pref_only オプションを指定して実行してください。

#nisprefadm -L|-G -o pref_only

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -L|-Gには、ローカルまたはドメイン全体のサーバーリストのどちらを変更する
かを指定します。

� -o pref_onlyにより、クライアントがリスト内に記述されたサーバーだけから
NIS+情報を入手するように指定されます。
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注 –このオプションは、優先サーバーが全くないドメインでは無視されます。

たとえば、altairのローカル client_infoファイル内に、altairが必ず優先
サーバーを使用し、altairの優先サーバーリストにないサーバーは使用しないよう
に指定するには、次のように入力します。

altair# nisprefadm -L -o pref_only

優先サーバー以外のサーバーを使用する方法
サーバーリストを使用するクライアントが、優先サーバーが使用できない場合に、リ
ストに記載されていないサーバーから NIS+情報を入手するように指定するには、次
のようにします。

� nisprefadm に -o all オプションを指定して実行してください。

#nisprefadm -L|-G -o all

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� -L|-Gには、ローカルまたはドメイン全体のサーバーリストのどちらを変更する
かを指定します。

� -o allは、クライアントが、優先サーバーが使用できない場合に、リストに記載
されていないサーバーから NIS+情報を入手するように指定するオプションです。

注 – これは、デフォルトの動作です。そのため、-o all オプションは、以前に
-o pref_only オプションを使用して優先サーバーだけを指定していた場合に限り使
用する必要があります。

たとえば、altairが優先サーバーを使用できない場合には、altairのローカル
client_infoファイル内に、優先サーバー以外のサーバーを使用できるように指定
し直すには、次のように入力してください。

altair# nisprefadm -L -o all

サーバーの優先順位の使用の終了
使用サーバーのカスタマイズ機能の使用を終了し、379ページの「デフォルトでのク
ライアントの検索動作」で説明した NIS+情報の入手方法に戻すことができます。
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サーバーの優先順位の使用を終了するには、nisprefadmに -xオプションを指定し
て実行してください。

注 –サーバーの優先順位の使用を終了する場合、クライアントは、385ページ
の「サーバーの優先順位が有効になるタイミング」で説明していることがらが通常ど
おり進行するまではサーバーの優先順位の使用を終了しません。また、サーバーの優
先順位の使用を強制的にただちに終了させることもできます。これについては、397
ページの「サーバーの優先順位の有効化」で説明しています。

グローバルサーバー優先順位を削除する方法
� nisprefadmに -Gおよび -xオプションを指定して実行してください。

#nisprefadm -G -x

これにより、グローバルサーバーの優先順位が削除されます。

� ローカルサーバーの優先順位が指定されていないクライアントマシンは、379ペー
ジの「デフォルトでのクライアントの検索動作」で説明したように NIS+情報を入
手します。

� ローカル /var/nis/client_infoファイルで設定されたサーバーの優先順位が
あるクライアントマシンは、引き続きそのファイルに指定されたサーバーを使用し
ます。

ローカルサーバー優先順位を削除する方法
ローカル優先順位を終了するということは、次の異なる 3つの事項のいずれか 1つを
意味すると考えられます。

� 特定のマシンで、サーバーの優先順位にローカル client_infoファイルの使用
を終了し、かわってドメインのグローバル client_infoテーブル内にそのサブ
ネット用に設定された優先順位を使用したい場合

� このマシンで、サーバーの優先順位にローカル client_infoファイルの使用を
終了し、かわってドメインのグローバル client_infoテーブル内にそのマシン
固有に設定された優先順位を使用したい場合

� 特定のマシンで、サーバーの優先順位をまったく使用したくない場合。マシンが
サーバーの優先順位を使用しない場合、そのマシンは、379ページの「デフォルト
でのクライアントの検索動作」に説明した方法で NIS+情報を入手する

ローカルからグローバルサブネットの優先順位に
置換する方法
� マシンの /var/nis/client_infoファイルを削除します。

# rm /var/nis/client_info
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この結果、マシンはドメインのグローバル client_infoテーブル内でマシンのサブ
ネットに指定された優先順位を使用するようになります。

ローカルからマシン固有のグローバル優先順位に
置換する方法
1. マシンの /var/nis/client_infoファイルを削除します。

# rm /var/nis/client_info

2. -Gと -Cオプションを使用して、グローバルテーブル内にそのマシン用の優先順
位を指定します。

詳細は、389ページの「個別のマシンにグローバル優先順位を設定する方法」を参
照してください。

マシンにサーバーの優先順位の使用を中止させる
方法
1. マシンの /var/nis/client_infoファイルを削除します。

# rm /var/nis/client_info

マシンのドメインにグローバル client_infoテーブルがない場合、必要な処理
はこの手順だけです。ドメインに client_infoテーブルがある場合は、手順 2
に進んでください。

2. 空の /var/nis/client_infoファイルを作成します。

# touch /var/nis/client_info

マシンに固有の /var/nis/client_infoファイルがある場合、そのマシンは
client_infoテーブルのグローバル優先順位は使用しません。マシンに空の
/var/nis/client_infoファイルがある場合、そのマシンはどの優先順位も使
用せず、379ページの「デフォルトでのクライアントの検索動作」で説明した方法
で NIS+情報を入手します。

サーバーの優先順位の有効化
使用サーバーの変更内容は、通常、クライアントマシンを再起動するか、またはマシ
ンのキャッシュ管理プログラムを更新した時に有効になります。

ローカル client_infoファイル (-Lオプション)を使用するローカルマシン上で、
nisprefadmを使用してサーバーの優先順位の設定または変更した場合は、その変更
内容はただちに有効になります。
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グローバル client_infoテーブル (-Gオプション)からサーバーの優先順位を入手
しているマシンの場合、nisprefadmに -Fオプションを指定して実行すると、サー
バーの優先順位に加えた変更を強制的にただちに有効にできます。

# nisprefadm -F

-Fオプションとは、マシンのキャッシュ管理プログラムに、そのサーバーの優先順位
情報をドメインのグローバル client_infoテーブルを使って強制的にただちに更新
させるオプションです。nisprefadm -Fを実行するマシンが、/var/nis内にその
マシン固有のローカル client_infoファイルを持つ場合、そのマシン上で
nisprefadm -Fを実行しても無効になります。

注 – -Fオプションは、ほかの nisprefadmオプションと同時に使用できません。
nisprefadm -Fコマンドは、必ず、このコマンドを適用するマシン上で、単独で使
用してください。-Gオプションを使用して、ドメイン内にあるすべてのマシンの
キャッシュ管理プログラムを更新できません。nisprefadm -Fコマンドは、各マシ
ン上でそれぞれ実行する必要があります。

優先順位の変更内容をただちに実現する方法
新しく作成、または変更したサーバーリストを、指定したマシン上で強制的にただち
に有効にするためには、次のようにします。

� マシン上で、nisprefadmに -Fオプションを指定して実行します。

# nisprefadm -F

たとえば、vegaの優先サーバーリストへの変更内容を、強制的にただちに実現させ
るには (ローカルまたはグローバルのどちらの場合でも)、次のように入力してくださ
い。

vega# nisprefadm -F
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第 21章

NIS+のバックアップと復元

この章では、NIS+名前空間のバックアップ方法と復元方法について説明します。

NIS+のバックアップ機能と復元機能を使用すると、NIS+名前空間の保存と復元を素
早く簡単に行うことができます。また、これらの機能を使用すると、新しい複製サー
バーを簡単に作成でき、さらにそのサーバーをオンラインにするためにかかる時間を
削減できます。これらのタスクは、次の 2種類のコマンドを使用して実行します。

� nisbackup. NIS+ディレクトリオブジェクトをバックアップする
� nisrestore. NIS+ディレクトリオブジェクトを復元する

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

nisbackupを使用して名前空間をバック
アップする
nisbackupコマンドは、1つまたは複数の NIS+ディレクトリオブジェクト、または
1つの名前空間全体を、指定した UNIXファイルシステムのディレクトリにバック
アップします。
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注 – nisbackupコマンドは、必ずマスターサーバー上で実行してください。複製
サーバー上では絶対に実行しないでください。

nisbackupコマンドは、バックアップコマンドが動作するように設定された時点の
NIS+名前空間をコピーします。この記録には、現行のすべての NIS+データと、認証
されたネットワーク管理者が NIS+名前空間に入力した変更が含まれます。ただし、
まだ NIS+テーブルにチェックポイントされていない (NIS+テーブルに記入されてい
ない)ものは除きます。このバックアップ処理は、NIS+データのチェックや訂正は行
いません。テーブル内のデータが破壊されると、破壊されたデータは、有効なデータ
と見分けがつかない状態にバックアップされます。

nisbackupコマンドは、マシンがそのマスターサーバーであるディレクトリオブ
ジェクトだけをバックアップします。つまり、nisbackupは、マスターサーバー上
でだけ使用でき、複製サーバー上では使用できません。

� マシンが、ドメインとサブドメイン両方の NIS+ディレクトリオブジェクトのマス
ターサーバーである場合、nisbackupをこのマシン上で実行するとドメインとサ
ブドメイン両方のディレクトリオブジェクトをバックアップできます。

� ただし、マシンが、1つのディレクトリオブジェクトのマスターサーバーで、さら
に別のディレクトリオブジェクトの複製サーバーである場合、nisbackupを実行
してそのマシンがマスターサーバーであるディレクトリオブジェクトをバック
アップできますが、複製サーバーのオブジェクトはバックアップされません。

バックアップ処理が、ほかの処理に割り込まれたり、またはその処理を正常に終了で
きない場合は、処理を停止し、転送先ディレクトリ内に格納された以前のバック
アップファイルをすべて復元します。

nisbackupの構文
nisbackupコマンドで使用する構文は、次のとおりです。

nisbackup [-v][-a] backupdir objects

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� backupdirには、バックアップファイルを格納する転送先ディレクトリが入りま
す。たとえば、/var/master1_bakupです。

� objectsには、バックアップする NIS+ディレクトリオブジェクトが入ります。たと
えば、org_dir.doc.comです。複数の NIS+ディレクトリオブジェクトを、ス
ペースで区切って入れることができます。

nisbackupコマンドには、次のようなオプションを指定できます。
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表 21–1 nisrestoreコマンドのオプション

オプション 目的

-v 冗長モード。このモードは、追加情報を出力する

-a すべて。サーバーがマスターである NIS+ディレクトリオブジェクトをすべて
バックアップする。これには、このサーバーがマスターであるサブドメインの
ディレクトリオブジェクトも含まれる。ただし、ほかのマスターサーバーを持つサ
ブドメインのディレクトリオブジェクトはバックアップされない

nisbackupコマンドは、バックアップする NIS+ディレクトリオブジェクトのマス
ターサーバー上で実行する必要があります。

バックアップする NIS+ディレクトリオブジェクトを指定する場合、そのディレクト
リ名には完全指定名、または部分指定名を使用できます。

マルチレベルディレクトリをバックアップする場合、下位ディレクトリのバック
アップファイルは、自動的にバックアップ転送先ディレクトリのサブディレクトリ内
に配置されます。

nisbackupによるバックアップの対象
nisbackupを使用する場合、nisbackupはサーバー固有のコマンドであることに注
意してください。-aオプションを使用するかどうかに関係なく、nisbackupは、こ
のコマンドを実行中のサーバーがマスターサーバーであるディレクトリだけをバック
アップします。ほかにマスターサーバーを持つ NIS+ディレクトリオブジェクトは、
バックアップされません。

たとえば、submaster1は、sales.doc.com.ディレクトリオブジェクトのマス
ターサーバーで、さらに west.sales.doc.com.ディレクトリオブジェクトの複製
サーバーでもあるとします。この場合、submaster1上で nisbackupを実行する
と、sales.doc.com.ディレクトリオブジェクトだけがバックアップされます。

このサーバー固有の原則には次のものがあります。

� 「全 NIS+名前空間」。複数のドメインのすべての名前空間に、NIS+バック
アップを実行する場合で、ルートマスターサーバーが全サブドメインのマスター
サーバーでもある場合は、ルートマスター上で nisbackupに -aオプションを指
定して実行します。ただし、スーパーユーザーのマスターサーバーが、すべてのサ
ブドメインのマスターサーバーでない場合は、すべての名前空間のバックアップを
完全に実施するために、nisbackupをほかのマスターサーバー上でも実行する必
要があります。

� 「サブドメイン」。1つまたは複数のサブドメインの NIS+バックアップを実行す
る場合、サブドメインのマスターサーバー上で nisbackupを実行する必要があり
ます。ルートマスターなどの 1つのマシンが、1つまたは複数のサブドメインのマ
スターでもある場合、そのマシン上で nisbackupに -aオプションを指定して実
行します。
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バックアップ転送先ディレクトリ
バックアップ転送先ディレクトリは、バックアップ対象のサーバーが使用できるもの
でなければなりませんが、サーバー上に物理的にマウントしていない転送先ディレク
トリを使用するのも良い方法です。この場合、サーバーがダメージを受けても、
バックアップディレクトリは使用可能です。

独立した転送先ディレクトリは、バックアップ対象となるマスターサーバーごとに使
用する必要があります。混乱を避けるために、マスターサーバーのマシン名を転送先
ディレクトリ内に組み込むと良いでしょう。たとえば、master1マシン上で実行した
nisbackupの転送先ディレクトリは、/var/master1_bakupという名前にしま
す。

注意 –指定した 1つの転送先ディレクトリに対して、複数のサーバーをバックアップ
しないでください。異なるマスターサーバーには、必ず、異なる転送先ディレクトリ
を使用してください。それは、指定した転送先ディレクトリに、1つまたは複数の
NIS+ディレクトリオブジェクトをバックアップするたびに、このディレクト内のこ
れらの NIS+ディレクトリオブジェクト用のそれ以前のバックアップファイルが上書
きされるからです。

NIS+のバックアップを日付順に保存する
バックアップファイルを日付順に保存するには、少なくとも次の 2つの方法がありま
す。

� 「別々の転送先ディレクトリとして保存」。異なる転送先ディレクトリは、バック
アップした日付ごとに保持できます。たとえば、
/var/master1_bakup/July14、/var/master1_bakup/July15、など。この
方法は簡単ですが、ディスク領域がかなり必要です。

� 「ファイルシステムのバックアップ」。NIS+バックアップを日付順に保存する
もっとも一般的な方法は、使用する通常ファイルシステムのバックアップメソッド
に、バックアップ転送先ディレクトリを単に組み込むだけの方法です。これを簡単
に行うには、nisbackupコマンドを crontabファイルから実行するか、または
Solsticeバックアップルーチン内から実行します。nisbackupのようなコマンド
を、システムのバックアッププロシージャとして自動的に実行するように指定する
方法については、Solsticeの説明書を参照してください。

特定の NISディレクトリをバックアップする
特定の NIS+ディレクトリオブジェクトをバックアップするには、これらのディレク
トリをバックアップ転送先ディレクトリの後ろに入力します。

たとえば、ルート、salesドメイン、manfドメインの 3つの org_dirディレクト
リオブジェクトを /master1_backupディレクトリにバックアップするには、
nisbackupを master1マシン上で次のように実行します。
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master1# nisbackup /var/master1_bakup org_dir org_dir.sales org_dir.manf

すべての NIS+名前空間をバックアップする
すべての NIS+名前空間をバックアップする場合は、ルートマスターサーバー上で、
nisbackupコマンドに -aオプションを指定して実行します。

-aオプションを使用する場合は、バックアップする NIS+ディレクトリオブジェクト
は指定しません。サーバー上とそのサーバーの下にあるサブドメインのすべての
NIS+ディレクトリオブジェクトは、自動的にバックアップされます。

たとえば、doc.com.名前空間を /master1_bakupディレクトリにバックアップす
るには、ルートマスター上で、nisbackupを次のように実行してください。

rootmaster# nisbackup -a /var/master1_bakup

バックアップディレクトリの構造
ドメイン上でバックアップを実行すると、バックアップ転送先ディレクトリ内に、
NIS+ディレクトリオブジェクトごとにサブディレクトリが作成されます。これらの
サブディレクトリ名は、完全指定の NIS+ディレクトリオブジェクト名の末尾にピリ
オドが付いたものになります。

-aオプションを使用して NIS+オブジェクト全体を完全にバックアップした場合は、
3つの関連ディレクトリオブジェクト (domain.、org_dir.domain.、
groups_dir.domain.)がすべてバックアップされ、3つのターゲットサブディレクト
リが作成されます。複数のオブジェクトをバックアップすると、サブディレクトリは
バックアップしたそれぞれのオブジェクトごとに作成されます。

複数の NIS+ディレクトリオブジェクトのバックアップサブディレクトリは、それが
サブドメインであるかどうかに関係なく、親バックアップ転送先ディレクトリのサブ
ディレクトリになるので注意してください。つまり、nisbackupは、親バック
アップ転送先ディレクトリの下にドメインの階層を複製しません。その代わりに、
バックアップサブディレクトリはすべて、転送先ディレクトリの単純なサブディレク
トリになります。

たとえば、doc.com.のルート、sales、manfのディレクトリオブジェクトを
/var/master1_bakupディレクトリにバックアップする場合、図 21–1に示すよう
に、/var/master1_bakupディレクトリ内には 9個のサブディレクトリが作成され
ます。
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図 21–1 nisbackupによって作成されたディレクトリの例

バックアップファイル
バックアップ転送先ディレクトリには、この転送先ディレクトリにバックアップされ
た最新の NIS+ディレクトリオブジェクトを表示する backup_listファイルが
入っています。

各サブディレクトリには、ファイルが 2つと /dataサブディレクトリが 1つ組み込
まれます。このファイルを次に示します。

� data.dictこのディレクトリにバックアップされた NIS+ディレクトリオブ
ジェクトの NIS+データ辞書の入った XDRコード化ファイル

� last.updこのディレクトリにバックアップされた NIS+ディレクトリオブジェク
トに関する時刻スタンプ情報が入ったバイナリファイル

各 /dataサブディレクトリには、1つまたは複数の以下のファイルが入っています。

� root.object。NIS+ルートディレクトリオブジェクトの説明の入った XDRコー
ド化ファイル。たとえば、/master1_bakup/doc.com/data/root.object

� root_dir。これらのオブジェクトのルートディレクトリとサーバー情報内に組み
込まれた NIS+オブジェクトの説明が入った XDRコード化ファイル。たとえば、
/master1_bakup/doc.com/data/root_dir

� table.directory。バックアップの実行時に、NIS+テーブル内に表示されていたデー
タと関連するすべての NIS+ログファイル内に含まれるデータがすべて入った
XDRコード化ファイル。バックアップされた NIS+ディレクトリオブジェクト内
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に NIS+テーブルがある場合、対応する table.directoryバックアップファイルが、
そのディレクトリオブジェクトの /dataサブディレクトリ内に作成される。

たとえば、それぞれの NIS+ org_dirディレクトリには、hostsテーブルが含ま
れるため、各 target/org_dir.domain/dataサブディレクトリには、
hosts.org_dirがある。たとえば、
/master1_bakup/org_dir.doc.com./data/hosts.org_dir。

指定したディレクトリオブジェクト内に表示されたユーザー作成の NIS+テーブル
は、標準 NIS+テーブルとして同じ方法でバックアップされる

� NIS+グループ情報の入った XDRコード化ファイル。このファイルは、対応する
NIS+ groups_dir転送先ディレクトリに格納される

nisrestoreを使用して NIS+名前空間
を復元する
nisrestoreコマンドによって、nisbackupを使用して作成したバックアップ
ファイル内に格納されたデータと一致する NIS+ディレクトリオブジェクトが再現さ
れます。このコマンドを使用すると、NIS+サーバーの復元、壊れたディレクトリオ
ブジェクトの置換、または新しい NIS+サーバーに NIS+データを読み込めます。

nisrestoreを実行するための前提条件
nisrestore を使用するには、nisrestore から NIS+ データを受け取るマシン
は、NIS+サーバーとして設定されている必要があります (NIS+サーバーの設定の詳
細については、第 4章を参照)。この場合「サーバーが認識している」とは以下のこと
を意味する

� マシンを、NIS+クライアントとして初期化しておく必要があります。

� マシンを NIS互換モードで実行し、ドメイン名システム (DNS)転送をサポートす
る場合は、そのマシンには、適切に構成された /etc/resolv.confファイルが
必要です。

� 名前空間内でほかのサーバーが実行中の時、あるサーバーで nisrestoreを使用
する場合は、nisrestoreは、ほかのサーバーを検証して、このサーバーがサー
バーに復元するバックアップ NIS+オブジェクトを配布するように構成されている
かどうかを確認します。実行中のサーバーがほかにない場合は、nisrestoreに
-fオプションを指定して実行する必要があります。つまり、nisrestoreが
チェックするほかのサーバーがある場合は、-fオプションを使用する必要はあり
ません。また、使用できるサーバーがほかにない場合、たとえば、1台のマスター
サーバーを復元するときに、機能複製サーバーがほかにない場合は、-fオプ
ションを使用する必要があります。
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注意 –上記の 3つの前提条件への追加条件として、マシン上で rpc.nisdデーモンを
実行しないでください。必要に応じて、NIS+サービスを停止して rpc.nisdのプロ
セスを終了してから、nisrestoreを実行してください。

nisrestoreの構文
nisrestoreでは、次の構文を使用します。

nisrestore [-fv][-a][-t] backupdir [directory_objects]

引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。

� backupdirには、NIS+オブジェクトの復元に使用するバックアップファイルの
入ったディレクトリを入力します (/var/master1_bakup)。たとえば、
/var/master1_bakupです。

� directory_objectsには、復元する NIS+ディレクトリオブジェクトを入力します
(org_dir.doc.com)。たとえば、org_dir.doc.comです。複数の NIS+ディレ
クトリオブジェクトを、スペースで区切って入れることができます。nisrestore
に -aオプションを指定して実行する場合は、特定のディレクトリオブジェクトは
指定しません。

nisrestoreコマンドには、以下のオプションを指定できます。

表 21–2 nisrestoreコマンドのオプション

オプション 目的

-a すべて。バックアップディレクトリ内に入っている NIS+ディレクトリオブ
ジェクトをすべて復元する

-f サーバーが、ディレクトリオブジェクトのサーバーリストに記載されているか
どうかを検査せずに、強制的に復元を行う。このオプションは、ルートマス
ターサーバーを復元する時、または “オブジェクトを検出できません ”と
いった種類のエラーを受け取った場合に使用する必要がある

-v 冗長モード。このモードは、追加情報を出力する

-t このオプションを使用すると、バックアップディレクトリ内に格納された
NIS+ディレクトリオブジェクトがすべて表示される。オブジェクトの復元は
行われない

nisrestoreを使用する
NIS+バックアップファイルから NIS+データを復元するには、nisrestoreコマン
ドを使用します。
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たとえば、org_dir.doc.com.ディレクトリオブジェクトを replica1サーバーに
復元する場合は、rootとして replica1にログインし、405ページの「nisrestore
を実行するための前提条件」で説明した前提条件が満たされていることを確認してか
ら、以下のように nisrestoreを実行します。

replica1# nisrestore /var/master1_bakup org_dir.doc.com.

nisrestoreには、以下の項目が適用されます。

� 「損傷した名前空間」。損傷した、または破壊された NIS+名前空間を復元するに
は、復元する NIS+ディレクトリオブジェクトのすべてのサーバー上で
nisrestoreコマンドを実行する必要があります。

� 「検出エラー」。nisrestoreが必要なデータを確認できないか、または検出で
きないというエラーメッセージを受け取った場合は、-fオプションを使用する必
要があります。

たとえば、master1という名前のルートマスターサーバー上に NIS+データを
ロードし直す場合は、次のように入力します。

master1# nisrestore -f -a /var/master1_bakup

� 「ディレクトリ名」。復元する NIS+ディレクトリオブジェクトを指定する場合
は、完全指定または部分指定ディレクトリ名を使用します。

バックアップと復元を使用して複製サー
バーを設定する
NIS+バックアップおよび復元機能を使用すると、NIS+データを新しい複製サーバー
に速く読み込むことができます。名前空間が広い場合は、この方法の方が、nisping
を使用するよりもマスターサーバーからのデータを非常に速く入手できます。

nisbackupと nisrestoreを使用して新しい複製サーバーを設定するには、次の手
順を行います。

1. マスター上で nisserverを実行し、新しい複製サーバーを作成します。

2. 新しい複製サーバー上の NIS+サービスを停止します。

svcadm disable を使用します。この処理は、nisping コマンドを使用した、マ
スターから複製への名前空間データの自動転送に割り込んで実行されます。

3. マスターサーバー上で、nisbackupを実行します。

4. 新しい複製サーバー上で nisrestoreを実行し、NIS+データを読み込みます。

5. 新しい複製サーバー上で NIS+サービスを再起動します。

svcadm restart を使用します。
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サーバーマシンを置換する
nisbackupと nisrestoreを使用すると、サーバーとして使用中のマシンと別のマ
シンをすぐに置換できます。たとえば、旧サーバーを新しい高速のサーバーと交換す
ると、ネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。

マシンを置換する場合の必要条件
NIS+サーバーとして使用中のマシンをほかのマシンに置き換える場合には、次の条
件が必要です。

� 新しいマシンには、置換する旧マシンと同じ IPアドレスを割り当てます。
� 新しいマシンには、置換する旧マシンと同じマシン名を割り当てます。
� 新しいマシンは、置換する旧マシンと同じサブネットに接続します。

サーバーマシンの置換方法
サーバーマシンを置換する場合は、次の手順に従ってください。

1. 旧サーバーが管理するドメインのマスターサーバー上で nisbackupを実行しま
す。

詳細は、403ページの「すべての NIS+名前空間をバックアップする」を参照して
ください。置換する旧サーバーがマスターサーバーである場合もあるので注意して
ください。この場合は、この旧マスターサーバー上で nisbackupを実行します。

2. 旧サーバーの /var/nis/NIS_COLD_STARTファイルをバックアップディレクト
リにコピーします。

3. 旧サーバーの /etc/.rootkeyファイルをバックアップディレクトリにコピーし
ます。

4. 旧サーバーをネットワークから切り離します。

5. 新しいサーバーをネットワークに接続します。

6. 新しいサーバーに旧サーバーと同じ IPアドレス (番号)を割り当てます。

7. 新しいサーバーに旧サーバーと同じマシン名を割り当てます。

8. 必要に応じて、新しいサーバー上の NIS+サービスを停止します。

9. 新しいサーバー上で nisrestoreを実行し、NIS+データを読み込みます。

詳細は、405ページの「nisrestoreを使用して NIS+名前空間を復元する」を参
照してください。
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10. .rootkeyファイルを、バックアップディレクトリから新しいサーバーの /etcに
コピーします。

11. NIS_COLD_STARTファイルを、バックアップディレクトリから新しいサーバーの
/var/nisにコピーします。

12.新しいサーバーを再起動します。
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第 22章

NIS+の削除

この章では、NIS+ディレクトリ管理コマンドを使用して、クライアントまたはサー
バーから NIS+を削除する方法と、NIS+名前空間全体を削除する方法について説明し
ます。

NIS+複製サーバーを、ディレクトリから分離し、そのドメインの複製サーバーとし
て機能しないようにする場合は、336ページの「nisrmdirコマンド」を参照してく
ださい。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

注 – NIS+サービスは、サービス管理機能によって管理されます。このサービスに対す
る有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadmコマンドを使用
します。SMFを NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+とサービス管
理機能」を参照してください。SMFの概要については、『Solarisのシステム管理 (基
本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細については、svcadm
(1M)と svcs(1)の各マニュアルページも参照してください。
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クライアントマシンから NIS+を削除す
る
この節では、クライアントマシンから NIS+を削除する方法について説明します。た
だし、クライアントマシンから NIS+を削除しても、ネットワークから NIS+ネーム
サービスを削除したことにはならないので注意してください。ネットワークから
NIS+ネームサービスを削除して、NISまたは /etcディレクトリのファイルをネーム
サービスとして使用する状態に戻す場合は、414ページの「NIS+名前空間を削除す
る」を参照してください。

nisclientを使用してインストールした NIS+を
削除する
第 4章の説明に沿って nisclient -iスクリプトを使用して、NIS+クライアントと
して設定されたクライアントマシンから NIS+を削除するには、-rオプションを付け
て nisclientを実行します。

client# nisclient -r

nisclient -rでは、nisclient -iの最新の処理が 1回分取り消されるだけで
す。つまり、-i実行以前にクライアントによって使用されていたネーミングシステム
(NISや /etcディレクトリのファイルなど)が再び使用されるようになります。

NIS+コマンドでインストールした NIS+を削除す
る
第 4章の説明に沿って nisaddcred、domainname、および nisinitコマンドを使
用して、NIS+クライアントとして設定されたクライアントマシンから NIS+を削除す
るには、次の手順を行います。

1. .rootkeyファイルを削除します。

client# rm -f /etc/.rootkey

2. キーサーバーを停止します。

client# svcadm disable /network/rpc/keyserv

3. NIS+サービスを停止します。

これにより、rpc.nisdデーモンと nis_cachemgrが停止します。

client# svcadm disable /network/rpc/nisplus:default
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4. ネームサービスキャッシュ (nscd)を停止します。

client# svcadm disable /system/name-service-cache:default

5. /var/nisディレクトリとその下のファイルを削除します。

clientmachine# rm -rf /var/nis/*

サーバーから NIS+を削除する
この節では、NIS+サーバーから NIS+を削除する方法を示します。

ただし、サーバーから NIS+を削除しても、ネットワークから NIS+ネームサービス
を削除したことにはならないので注意してください。ネットワークから NIS+ネーム
サービスを削除して、NISまたは /etcディレクトリのファイルをネームサービスと
して使用する状態に戻す場合は、414ページの「NIS+名前空間を削除する」を参照し
てください。

注 – NIS+サーバーとして使用しているマシンを、別のマシンに置換できます。
408ページの「サーバーマシンを置換する」を参照してください。

サーバーから NIS+を削除する手順は以下のとおりです。

1. クライアントから NIS+を削除する作業を行います。

NIS+サーバーは NIS+クライアントでもあります。このため、クライアントに関
連する NIS+の部分を最初に削除する必要があります。このためには nisclient
-r (412ページの「nisclientを使用してインストールした NIS+を削除する」
を参照)か、NIS+コマンド (412ページの「NIS+コマンドでインストールした
NIS+を削除する」を参照)を使用します。

2. サーバーの groups_dirディレクトリと org_dirディレクトリを削除します。

server# nisrmdir -f groups_dir.domainname
server# nisrmdir -f org_dir.domainname

3. キーサーバーを停止します。

client# svcadm disable /network/rpc/keyserv

4. NIS+サービスを停止します。

これにより、rpc.nisdデーモンと nis_cachemgrが終了します。

server# svcadm disable /network/rpc/nisplus:default

5. ネームサービスキャッシュ (nscd)を停止します。

server# svcadm disable /system/name-service-cache:default
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6. /var/nisディレクトリとその下のファイルを削除します。

rootmaster# rm -rf /var/nis/*

NIS+名前空間を削除する
NIS+名前空間を削除し、NISまたは /etcディレクトリのファイルをネームサービス
として使用する状態に戻す手順は以下のとおりです。

1. ルートマスターから .rootkeyファイルを削除します。

rootmaster# rm -f /etc/.rootkey

2. ルートマスターのルートドメインから groups_dirサブディレクトリと org_dir
サブディレクトリを削除します。

rootmaster# nisrmdir -f groups_dir.domainname
rootmaster# nisrmdir -f org_dir.domainname

domainnameには、ルートドメイン名 (doc.comなど)が入ります。

3. ルートドメインを削除します。

rootmaster# nisrmdir -f domainname

domainnameには、ルートドメイン名 (doc.comなど)が入ります。

4. キーサーバーを停止します。

client# svcadm disable /network/rpc/keyserv

5. NIS+サービスを停止します。

これにより、rpc.nisdデーモンと nis_cachemgrが終了します。

rootmaster# svcadm disable -t /network/rpc/nisplus:default

6. ネームサービスキャッシュ (nscd)を停止します。

rootmaster# svcadm disable -t /system/name-service-cache:default

7. 新しいドメインを作成します

rootmaster# domainname name

nameには、新しいドメイン名 (NIS+インストール前のドメイン名など)が入りま
す。

8. 既存の /etc/defaultdomainファイルを削除します。

rootmaster# rm /etc/defaultdomain
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9. /etc/defaultdomainファイルを、新しいドメイン名を使用して作成し直しま
す。

rootmaster# domainname > /etc/defaultdomain

10. nsswitch.confファイルをもとのファイルに戻します。

サーバーを nisserver -rを使用して設定した場合は、以下のコマンドを使用し
ます。

rootmaster# cp /etc/nsswitch.conf.no_nisplus /etc/nsswitch.conf

また、デフォルトスイッチテンプレートファイルの 1つをコピーする方法もありま
す。NISスイッチのデフォルトファイルテンプレートを使用する場合は、以下のコ
マンドを入力します。

rootmaster# cp /etc/nsswitch.nis etc/nsswitch.conf

/etcファイルのデフォルトスイッチファイルテンプレートを使用する場合は、以
下のコマンドを入力します。

rootmaster# cp /etc/nsswitch.files etc/nsswitch.conf

11. /var/nisディレクトリとその下のファイルを削除します。

rootmaster# rm -rf /var/nis/*

12. NIS+サービスを開始します。

rootmaster# svcadm enable /network/rpc/nisplus:default
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第 23章

NIS+テーブルの情報

この章では、Solarisソフトウェアで提供されているデフォルトの NIS+テーブルにつ
いて概要を説明します。対応するマニュアルページも参照してください。

� 419ページの「auto_homeテーブル」
� 419ページの「auto_masterテーブル」
� 420ページの「bootparamsテーブル」
� 422ページの「client_infoテーブル」
� 423ページの「ethersテーブル」
� 423ページの「groupテーブル」
� 424ページの「hostsテーブル」
� 424ページの「mail_aliasesテーブル」
� 425ページの「netgroupテーブル」
� 426ページの「netmasksテーブル」
� 427ページの「networksテーブル」
� 427ページの「passwdテーブル」
� 429ページの「protocolsテーブル」
� 430ページの「rpcテーブル」
� 430ページの「servicesテーブル」
� 431ページの「timezoneテーブル」

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。
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NIS+のテーブル
NIS+環境では、ほとんどの名前空間の情報は、NIS+テーブルに格納されます。

ネームサービスがないと、ほとんどのネットワーク情報は /etcファイルに格納さ
れ、ほとんどすべての NIS+テーブルが対応する /etcファイルを持ちます。NIS
サービスでは、/etcファイルにほとんど対応する NISマップにネットワーク情報を
格納しました。

注 –この章では、NIS+の一部として配布されたものだけを説明します。ユーザーとア
プリケーション開発者は、目的に応じて NIS+との互換性があるテーブルを頻繁に作
成します。ユーザーと開発者によって作成されたテーブルの詳細は、マニュアルを参
照してください。

すべての NIS+テーブルは、groups_dirディレクトリオブジェクトに格納される
adminとグループテーブルを除いて、ドメインの org_dir NIS+ディレクトリオブ
ジェクトに格納されます。

注 –テーブルエントリはリンクしないでください。テーブルはほかのテーブルにリン
クされますが、あるテーブルのエントリを別のテーブルのエントリにリンクしないで
ください。

NIS+テーブルとほかのネームサービス
Solarisシステムでは、ネームサービスのスイッチファイル (nsswitch.conf)に
よって、1つ以上のソースを異なる名前空間の情報に対して指定できます。NIS+テー
ブルのほかに、ソースは NISマップ、DNSゾーンファイル、/etcテーブルにするこ
とができます。これらをスイッチファイルで指定する順番によって、異なるソースか
ら情報が組み合わされる方法が決まります。スイッチファイルの詳細は第 1章を参照
してください。

NIS+テーブル入力ファイルフォーマット
これらテーブルのどれかに対して入力ファイルを作成している場合、ほとんどのテー
ブルは、次の 2つのフォーマットの条件を共有します。

� エントリごとに 1行を使う
� 1つ以上のスペースまたはタブで列を分ける
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特定のテーブルに、異なるまたは追加のフォーマットの条件がある場合には、「入力
ファイルフォーマット」の項で説明します。

auto_homeテーブル
auto_homeテーブルは間接オートマウンタマップです。このマップによって NIS+ク
ライアントは、ドメイン内の任意のユーザーのホームディレクトリをマウントできま
す。このテーブルは、各ユーザーのホームディレクトリのマウントポイント、各ホー
ムディレクトリの位置と、マウントオプションがあればそれを指定してマウントしま
す。これは間接マップであるため、マウントポイントの最初の部分は auto_master
テーブルに指定され、デフォルトでは /homeとなります。マウントポイントの 2番
目の部分 (つまり、/homeの下にあるサブディレクトリ)は auto_homeマップ内のエ
ントリによって指定され、ユーザーごとに異なります。

auto_homeテーブルには 2つの列があります。

表 23–1 auto_homeテーブル

列 コメント 説明

キー マウントポイン
ト

ドメイン内のユーザーのログイン名

値 オプションと位
置

ユーザーごとのマウントオプションがあればそれと、ユー
ザーのホームディレクトリの位置

たとえば、以下のようになります。

costas barcelona:/export/partition2/costas

ユーザー costasのホームディレクトリは、サーバー barcelona上にあり、ディレ
クトリ /export/partition2/costas内にあります。またこのホームディレクトリ
は、クライアントの /home/costasディレクトリの下にマウントされます。このエ
ントリにはマウントオプションはありません。

auto_masterテーブル
auto_masterテーブルは、ドメイン内のすべてのオートマウンタマップを含みま
す。直接マップの場合、auto_masterテーブルは、単にマップ名を提供するだけで
す。間接マップの場合、このテーブルは、そのマウントポイントの先頭ディレクトリ
とマップ名の両方を提供します。auto_masterテーブルには次の 2つの列がありま
す。
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表 23–2 auto_masterテーブル

列 コメント 説明

キー マウントポイント マップがマウントされる先頭ディレクトリ。マップが直接
マップの場合、これは /—で表されるダミーディレクトリで
ある

値 マップ名 オートマウンタマップの名前

たとえば、auto_masterテーブルに次のエントリがあるとします。

/home auto_home
/-auto_man

/programs auto_programs

最初のエントリは auto_homeマップを指定します。このエントリによって、
auto_homeマップのすべてのエントリに対して、マウント先の最上位ディレクトリ
/homeが指定されます。 auto_homeマップは、間接マップです。2番目のエントリ
には、auto_manマップを指定します。このマップは直接マップであるため、このエ
ントリはマップ名だけを与えます。auto_manマップは、それ自体で、その各エント
リに対するマウントポイントの完全パス名だけではなく、最上位ディレクトリも提供
します。3番目のエントリは auto_programsマップを指定します。このエントリは
マウントポイントの最上位ディレクトリを提供するため、auto_programsマップは
間接マップです。

すべてのオートマウンタマップは NIS+テーブルとして格納されます。デフォルトで
は、Solarisシステムは必須の auto_masterマップ、および非常に便利な
auto_homeマップを提供します。

1つのドメインに対してさらに多くのオートマウンタマップを作成できますが、これ
らは必ず NIS+テーブルとして格納し、auto_masterテーブルに登録してくださ
い。その他のオートマウントマップを作成して、auto_master (ユーザーに対して作
成された)に追加するときは、列名は「キー」と「値」にする必要があります。オート
マウンタの詳細は、オートマウンタ、または NFSファイルシステムの関連マニュアル
を参照してください。

bootparamsテーブル
bootparamsテーブルは、ドメイン内のすべてのディスクレスマシンに関する構成情
報をもっています。ディスクレスマシンは、ネットワークに接続されていてもハード
ディスクをもたないマシンです。ディスクレスマシンにはディスク装置がないため、
自分のファイルとプログラムをネットワーク上のサーバーのファイルシステムに
持っています。また、自分の構成情報 (つまり「ブートパラメータ」)をサーバーに
持っています。

420 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



このような構成になっているため、すべてのディスクレスマシンには、この情報がど
こに格納されているかを知っている初期設定プログラムがあります。ネットワークに
ネームサービスがない場合、このプログラムはサーバーの /etc/bootparams
ファイル内でこの情報を探します。ネットワークが NIS+ネームサービスを使う場
合、このプログラムは、代わりに bootparamsテーブル内でこの情報を探します。

bootparamsテーブルは、ディスクレスマシンに関するどんな構成情報でも格納でき
ます。このテーブルには 2つの列があり、構成キーとその値を格納します。デフォル
トでは、このテーブルは各マシンのルート、スワップ、およびダンプの各パー
ティションの位置を格納するように設定されます。

デフォルトの bootparamsテーブルには 2つの列しかありませんが、列を使用し
て、次に示す情報を提供します。

表 23–3 bootparamsテーブル

列 コメント 説明

キー ホスト名 ディスクレスマシンの正式ホスト名、hostsテーブルで指定

値 構成 ルートパーティション :マシンのルートパーティションの位
置 (サーバー名とパス)

スワップパーティション :マシンのスワップパーティション
の位置 (サーバー名とパス)

ダンプパーティション :マシンのダンプパーティションの位
置 (サーバー名とパス)

インストールパーティション

ドメイン

「入力ファイルのフォーマット」

列はタブ文字で区切ります。バックスラッシュ (\)は、1つのエントリを複数の行で
指定するのに使用します。ルート、スワップ、およびダンプの各パーティション用の
エントリのフォーマットを次に示します。

client-name root=server:path \
swap=server:path \
dump=server:path \
install=server:path \
domain=domainname

次に例を示します。

buckarooroot=bigriver:/export/root1/buckaroo \
swap=bigriver:/export/swap1/buckaroo \
dump=bigriver:/export/dump/buckaroo \
install=bigriver:/export/install/buckaroo \
domain=sales.doc.com

x86ベースのマシンでは、使用できるパラメータが増えます。詳細は、bootparams
(4)のマニュアルページを参照してください。
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client_infoテーブル
client_infoテーブルは、それが存在するドメインのサーバー設定を格納するため
に使われるオプションの内部 NIS+テーブルです。このテーブルは、nisprefadmコ
マンドで作成および保管されます。

注意 – nisprefadmだけを使って、このテーブルで作業してください。このテーブル
では、ほかの NIS+コマンドは使わないでください。

credテーブル
NIS+主体の資格に関する情報を格納するテーブルです。credテーブルは各ドメイン
に 1つ存在し、ドメインに属するクライアントマシンおよびマシンにログインできる
クライアントユーザー (つまり、ドメイン中の主体)の資格に関する情報を持っていま
す。 credテーブルはドメインの org_dirサブディレクトリにあります。

注 – credテーブルはリンクしないでください。org_dirディレクトリには、それぞ
れ専用の credテーブルが必要です。org_dir credテーブルもリンクしないでくだ
さい。

credテーブルには以下の 5つの列があります。

表 23–4 credテーブル

NIS+主体名 認証タイプ 認証名 公開データ 非公開データ

主体ユーザー名 LOCAL UID グループ IDリ
スト

主体ユーザー名またはマシン名 DES Secure RPC
ネット名

公開鍵 暗号化非公開
鍵

2番目の「認証タイプ」という列の値により、ほかの 4つの列の値のタイプが決定さ
れます。

� 「LOCAL」。認証タイプが LOCALの場合、残りの列には主体ユーザー名、
UID、GIDが入ります (最後の列は空白)。
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� 「DES」。認証タイプが DESの場合、残りの列には主体名、Secure RPCネット
名、公開鍵、暗号化非公開鍵が入ります。これらの鍵はほかの情報と組み合わさ
れ、DES資格の暗号化および復号化に使用されます。

資格および credテーブルの詳細は、第 12章を参照してください。

ethersテーブル
ethersテーブルは、インターネット上のマシンの 48ビット Ethernetアドレスに関
する情報を格納しています。次の 3列があります。

表 23–5 ethersテーブル

列 コメント 説明

アドレス Ethernetアドレス マシンの 48ビット Ethernetアドレス

名前 公式なホスト名 マシンの名前、hostsテーブルで指定

コメント コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

Ethernetアドレスの形式は次のとおりです。

n:n:n:n:n:n hostname

ここで nは 0～ FFの 16進数で、1バイトを表します。このアドレスのバイト列は常
に最上位のバイトから始まるネットワーク順になっています。

groupテーブル
groupテーブルは、UNIXユーザーグループについての情報を格納します。group
テーブルには 4つの列があります。

表 23–6 groupテーブル

列 説明

名前 グループ名

パスワード グループのパスワード
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表 23–6 groupテーブル (続き)
列 説明

グループ ID グループの数値 ID

メンバー グループメンバー名、コンマで区切る

Solarisの以前のリリースでは、ローカル /etc/groupファイルで +/-構文を使用し
て、NISグループマップ内のエントリを結合または上書きしました。Solarisシステム
ではネームサービススイッチファイルを使用してマシンの情報ソースを指定するた
め、この仕様は不要になります。Solaris 2.xシステムで必要なのは、クライアントの
/etc/nsswitch.confファイルを編集して filesを指定し、そのあとグループ情
報のソースとして nisplusを指定することです。これによって、groupテーブルの
内容がクライアントの /etc/groupファイルの内容に効果的に追加されます。

hostsテーブル
hostsテーブルは、ドメイン内の全マシン名とそれらの IPアドレスを関連付けま
す。マシンは、通常は NIS+クライアントでもありますが、必ずしもその必要はあり
ません。bootparams、group、および netgroupなどのほかのテーブルは、この
テーブルに収められたネットワーク名に依存しています。これらのテーブルは、
ネットワーク名を使用して、ホームディレクトリやグループメンバー情報などのほか
の属性を個々のマシンに割り当てます。hostsテーブルには 4つの列があります。

表 23–7 hostsテーブル

列 説明

アドレス マシンの IPアドレス (ネットワーク番号とマシン ID番号)

正式名 マシンの正式名

名前 マシンを識別するために、ホスト名の代わりに使われる任意の名前

コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

mail_aliasesテーブル
mail_aliasesテーブルは、sendmailによって認識されるドメインのメール別名
を含んでいます。これには 4つの列があります。
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表 23–8 mail_aliasesテーブル

列 説明

別名 別名の名前

メンバーリスト この別名に送信されたメールを受信するメンバーが収められているリス
ト。メンバーはユーザー、マシン、またはほかの別名とすることができ
る

コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

オプション (マニュアルページを参照)

「入力ファイルのフォーマット」

各エントリのフォーマットは次のとおりです。

alias-name:member[, member]...

1つのエントリが複数の行にまたがるときには、バックスラッシュを使用します。

netgroupテーブル
netgroupテーブルは、リモートマウント、ログインとシェルのアクセス権を
チェックするために使用される、ネットワーク全域にわたるグループを定義します。
リモートマウントに使用されるネットグループのメンバーは、マシンです。リモート
ログインとシェルの場合、これらのメンバーはユーザーです。

注 –サービスを提供している NIS+サーバーが互換モードで動作している場合、クラ
イアントマシンのユーザーは netgroupテーブルに対して ypcatを実行できませ
ん。実行すると、エントリの有無に関わらず「テーブルが空である」という結果が出
ます。

netgroupテーブルには 6つの列があります。

表 23–9 netgroupテーブル

列 コメント 説明

名前 グループ名 ネットワークグループ名

グループ グループ名 このグループを構成するグループ名

第 23章 • NIS+テーブルの情報 425



表 23–9 netgroupテーブル (続き)
列 コメント 説明

ホスト ホスト名 ホスト名

ユーザー ユーザー名 ユーザーのログイン名

ドメイン ドメイン名 ドメイン名

コメント コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

「入力ファイルのフォーマット」

入力ファイルは、1つのグループ名と任意の数のメンバーから構成されます。

groupname member-list ...

メンバー指定は、ほかのネットグループ名、または 3つのフィールドを順序正しく並
べたものとすることができます。ネットグループ名、3つのフィールドを両方指定す
ることもできます。

member-list::=groupname | (hostname, username , domainname)

最初のフィールドには、グループに属するマシン名を指定します。2番目のフィール
ドに、グループに属するユーザー名を指定します。3番目のフィールドには、メン
バー指定が有効となっているドメインを指定します。

指定のないフィールドは、ワイルドカードを示します。たとえば、次の netgroupに
は、すべてのドメインのユーザーとすべてのマシンが含まれます。

everybody ( , , )

フィールド内のダッシュは、ワイルドカードの反対で、このグループに所属するマシ
ンやユーザーがないことを示します。次に 2つの例を示します。

(host1, -,doc.com.) (-,joe,doc.com.)

最初の指定では、1台のマシン host1を doc.com.ドメインに入れますが、すべての
ユーザーを除外します。2番目の指定では、1人のユーザーを doc.com.ドメインに
入れますが、すべてのマシンを除外します。

netmasksテーブル
netmasksテーブルには、標準のインターネットサブネットに使われるネットワーク
マスクが収められています。このテーブルには 3つの列があります。
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表 23–10 netmasksテーブル

列 説明

アドレス ネットワークの IP番号

マスク ネットワーク上で使うネットワークマスク

コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

ネットワーク番号に関しては、マシンアドレスで使用される通常の IPドット表記を使
用できますが、マシンアドレスの代わりにゼロを残します。たとえば、

172.31.0.0 255.255.255.0

というエントリでは、クラス Bネットワーク 172.31.0.0が、サブネットフィールドに
24ビット、ホストフィールドに 8ビットを持つことを意味します。

networksテーブル
networksテーブルにはインターネットのネットワークが含まれます。このテーブル
は、Network Information Control Center (NIC)で管理される公式のネットワークテー
ブルから作成されるのが普通ですが、これにローカルネットワークを追加しなければ
ならないこともあります。これには 4つの列があります。

表 23–11 networksテーブル

列 説明

正式名 ネットワークの正式名、インターネットが提供

アドレス ネットワークの公式 IP番号

名前 ネットワークの非公式名

コメント エントリに関するコメント (必要に応じて)

passwdテーブル
passwdテーブルには、ドメイン内のユーザーのアカウントに関する情報が入ってい
ます。これらのユーザーは、一般的には NIS+主体ですが、必ずしもその必要はあり
ません。ただし、ユーザーが NIS+主体である場合、それらの資格はここには収めら
れず、ドメインの credテーブルに格納されることに注意してください。passwd
テーブルは、その他 (または未認証)に対して通常読み取り権を与えます。
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注 –スーパーユーザー (ユーザー ID = 0)のエントリをこのテーブルに入れることはで
きません。ルートのパスワード情報は、/etcディレクトリ上のファイルに格納して
ください。

passwdテーブル内の情報は、ユーザーのアカウントが作成されたときに追加されま
す。

passwdテーブルには次の列があります。

表 23–12 passwdテーブル

列 説明

名前 ユーザーのログイン名であり、ユーザーのアカウントが作成されたとき
に割り当てられる。この名前には大文字を含める必要はない。最大 8文
字まで

パスワード ユーザーの暗号化されたパスワード

UID ユーザーの ID番号であり、ユーザーのアカウントが作成されたときに
割り当てられる

グループ ID ユーザーのデフォルトグループの ID番号

GCOS ユーザーの実名と、ユーザーがメールメッセージ見出しの「From:」
フィールドに入れたい情報。この列が「“&”」の場合、単にユーザーの
ログイン名を使用する

ホーム ユーザーのホームディレクトリのパス名

シェル ユーザーの初期シェルプログラム。デフォルトは Bourneシェル :
/usr/bin/sh

シャドウ (表 23–13を参照)

passwdテーブルには、さらにシャドウ列があります。この列には、ユーザーアカウ
ントに関して、次に示すような制限情報が格納されています。

表 23–13 passwdテーブルのシャドウ列

項目 説明

最終変更日 1970年 1月 1日からパスワードの最終変更日までの日数

最小値 推奨されるパスワード変更間隔の最小日数

最大値 パスワードが有効な最大日数

警告 ユーザーパスワードが期限切れになる前にユーザーが警告を受ける日数
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表 23–13 passwdテーブルのシャドウ列 (続き)
項目 説明

間隔 ユーザーに許される休止日数

期限 ユーザーのアカウントが無効となる絶対日付

未使用 将来のために獲保。現在は 0に設定されている

Solarisの以前のリリースでは、ローカル /etc/passwdファイル内で +/-構文を
使って、NISパスワードマップ内のエントリを統合または上書きしました。Solaris 2x
リリースではネームサービススイッチファイルを使用してマシンの情報ソースを指定
するため、この仕様は不要になります。Solaris 2.xシステムで必要なのは、クライア
ントの /etc/nsswitch.confファイルを編集して filesを指定し、それに続けて
passwd情報のソースとして nisplusを指定することです。これによって、passwd
テーブルの内容が /etc/passwdファイルの内容に効果的に追加されます。

しかし、それでも +/-方式を使用したい場合は、クライアントの nsswitch.conf
ファイルを編集します。NISを使用している場合、passwdのソースに compatを指
定します。NIS+ を使用している場合は、passwd_compat: nisplus を追加してく
ださい。

protocolsテーブル
protocolsテーブルにはインターネットで使われるプロトコルが含まれます。これ
には 4つの列があります。

表 23–14 protocolsテーブル

列 説明

正式名 プロトコル名

名前 プロトコルの識別に使われる非公式な別名

番号 プロトコルの番号

コメント プロトコルに関するコメント
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rpcテーブル
rpcテーブルには、RPCプログラム名が含まれます。これには 4つの列があります。

表 23–15 rpcテーブル

列 説明

正式名 プログラム名

名前 プログラムの起動に使用できる別の名前

番号 プログラムの番号

コメント RPCプログラムに関するコメント

rpcテーブルの入力ファイルの例を次に示します。

#
# rpc file
#
rpcbind 00000 portmap sunrpc portmapper
rusersd 100002 rusers
nfs 100003 nfsprog
mountd 100005 mount showmount
walld 100008 rwall shutdown
sprayd 100012 spray
llockmgr 100020
nlockmgr 100021
status 100024
bootparam 100026
keyserv 100029 keyserver
nisd 100300 rpc.nisd

#

servicesテーブル
servicesテーブルは、インターネット上で使用できるインターネットサービスに関
する情報を格納しています。これには 5つの列があります。
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表 23–16 servicesテーブル

列 説明

正式名 サービスの公式インターネット名

名前 サービスを要求できる代替名のリスト

プロトコル サービスを提供するためのプロトコル (たとえば 512/tcp)

ポート ポート番号

コメント サービスに関するコメント

timezoneテーブル
timezoneテーブルは、ドメイン内の全マシンのデフォルトの時間帯を含んでいま
す。デフォルトの時間帯はインストール中に使用されますが、インストーラがこれを
無効にすることができます。このテーブルには 3つの列があります。

表 23–17 timezoneテーブル

列 説明

名前 ドメイン名

時間帯 時間帯の名前 (たとえば US/Pacific)

コメント 時間帯に関するコメント

その他のデフォルトのテーブル
以下のテーブルも、デフォルトで用意されています。

� audit_user
� auth_attr
� exec_attr
� prof_attr
� user_attr

詳細については、『man pages section 4』を参照してください。
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第 24章

NIS+の問題解決

この章では、問題をいくつかの種類に分類しています。各問題について、一般的な症
状を示し問題について説明してから、推奨する対策を 1つまたは複数挙げています。

また、付録Aでは、NIS+の詳細な共通エラーメッセージをアルファベット順に掲載
しています。

注 – NIS+は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+か
ら LDAPへの移行支援ツールは、Solaris 9リリース以降で使用できます (『Solarisの
システム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』を参
照)。詳細については、
http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してく
ださい。

NIS+のデバッグオプション
NIS_OPTIONSの環境変数を設定して、NIS+デバッグオプションを制御できます。

オプションは、二重引用符で囲まれたオプションセットとともにスペースで区切られ
た NIS_OPTIONSコマンドの後に指定されます。各オプションに name=valueの
フォーマットがあります。値は、特定のオプションに従って整数、文字列、ファイル
名になります。整数値のオプションに対して、値が指定されていない場合には、デ
フォルト値は 1になります。

NIS_OPTIONSは次のオプションを認識します。
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表 24–1 NIS_OPTIONSオプションと値

オプション 値 アクション

debug_file filename デバッグの指定ファイルへの出力を指示する。このオプションが
指定されていない場合は、デバッグは stdoutに出力する

debug_bind Number サーバーの選択プロセスに関する情報を表示する

debug_rpc 1または 2 値が 1の場合には、NIS+に対する RPCコールを表示する。値が
2の場合には、RPCコールと RPCの内容、引数、結果の両方を
表示する

debug_calls Number NIS+ APIへのコールと、アプリケーションに戻される結果を表
示する

pref_srvr String nisprefadmコマンドによって生成されるのと同じフォーマット
で、優先サーバーを指定する (表 20–1を参照)。これは
nis_cachemgrで指定された優先サーバーを上書きする

server String 特定のサーバーを設定する

pref_type String 現在実装されていない

例を以下に示します (Cシェルの使用を前提)。

� デバッグメッセージを表示するには、以下を入力します。

setenv NIS_OPTIONS “debug_calls=2 debug_bind debug_rpc”

� APIコールの簡単なリストを得て、それをファイル /tmp/CALLSに格納するに
は、以下を入力します。

setenv NIS_OPTIONS “debug_calls debug_file=/tmp/CALLS”

� 特定のサーバーに送られたAPIコールの簡単なリストを得るには、以下を入力し
ます。

setenv NIS_OPTIONS “debug_calls server=sirius”

NIS+の管理上の問題
この節では、日常的な NIS+名前空間の管理作業を行なっているときに発生する可能
性のある問題について説明します。一般的な症状には次のようなものがあります。

� 操作時に表示される「Illegal object type」のメッセージ
� その他の「オブジェクトの問題」のエラーメッセージ
� 初期設定のエラー
� チェックポイントのエラー
� ユーザーをグループに追加するときのエラー
� ログが大きすぎる場合、ディスク容量が不足した場合、ログの切り捨てのエラー
� groups_dirや org_dirが削除できない
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無効なオブジェクトの問題
「症状」

� 操作時に表示される「Illegal object type」のメッセージ
� その他の「オブジェクトの問題」のエラーメッセージ

このエラーメッセージには、いくつもの原因が考えられます。

� 検索可能な列がない状態で、テーブルを作成しようとしました。

� データベース処理が DB_BADOBJECTの状態を返しました (db(3N)のエラーコー
ドの詳細は、nis_db(3N)のマニュアルページを参照してください)。

� 長さを 0に指定して、データベースオブジェクトを追加または変更しようとしまし
た。

� 所有者を指定せずに、オブジェクトを追加しようとしました。

� その処理はディレクトリオブジェクトを想定していますが、指定したオブジェクト
は、ディレクトリオブジェクトではありませんでした。

� ディレクトリを LINKオブジェクトにリンクしようとしました。

� テーブルエントリにリンクしようとしました。

� グループオブジェクトではないオブジェクトを、nisgrpadmコマンドに渡しまし
た。

� グループオブジェクトの処理が想定されていましたが、指定したオブジェクトのタ
イプはグループオブジェクトではありませんでした。

� テーブルオブジェクトの処理が想定されていましたが、指定したオブジェクトは
テーブルオブジェクトではありませんでした。

nisinitのエラー
次の点をチェックしてください。

� NIS+が動作していることを、pingによって確認できるか

� -Hオプションで指定した NIS+サーバーが、適切なサーバーであるか、また現在
も動作しているか

� rpc.nisdがサーバー上で動作しているか

� その他クラスが、このドメインの読み取り権を持っているか

� このマシンで、ネットマスクが正しく設定されているか

チェックポイントのエラーが続く
チェックポイント処理 (たとえば、nisping -Cコマンドによる操作)が、継続してエ
ラーを起こしている場合は、十分なスワップ空間やディスク容量があるかどうか確認
してください。syslog内のエラーメッセージもチェックします。coreファイルが
ディスク空間を使い果たしていないかどうかチェックします。
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ユーザーをグループに追加することができない
ユーザーをそのドメイン内のグループのメンバーとして追加する前に、そのユーザー
は、ドメインの credテーブルの中で LOCALの資格を持つ NIS+主体クライアント
になっていなければなりません。DESの資格を持っているだけでは、十分ではありま
せん。

ログが大きくなりすぎた
nisping -Cを使用して定期的にチェックポイントを実行していないと、ログファイ
ルが極端に大きくなることがあります。マスターサーバーのすべての複製サーバーが
更新されるまでは、マスター上にあるログはクリアされません。複製がダウンしてい
る場合や、サービスが行われていない場合、複製サーバーと通信できない場合は、そ
の複製サーバーに対応するマスターをクリアできません。このため複製がダウンして
いるか、または一定時間使用できない場合には、336ページの「ディレクトリを削除
する」で説明したとおり、マスターから複製を削除する必要があります。ディレクト
リ org_dirとサブディレクトリ groups_dirを最初に削除してから、ディレクトリ
自体を削除してください。

ディスク容量の不足
十分なディスク容量が確保できない場合は、様々なエラーメッセージが表示されます
(詳細は、461ページの「ディスク容量の不足」を参照)。

トランザクションログファイルを切り捨てることができな
い
まずはじめに、問題のファイルが存在するか、読み込み可能か、そのファイルに書き
込み権が割り当てられているかどうかチェックしてください。

� トランザクションログは、ls /var/nis/trans.log で表示できます。

� ファイルの存在、アクセス権、読み取り権については、nisls -lと niscatで確
認できます。

� 関係するメッセージは、syslogでチェックできます。

もっとも可能性のある原因は、適切なアクセス権を割り当てられているものの、
ディスク容量が不足していることです。チェックポイント処理では、ログを切り捨て
一時ファイルを削除する前に、まずログ一時ファイルのコピーを作成します。このた
め、一時ファイルを作成するための十分なディスク容量がない場合は、チェックポイ
ント処理を進めることができません。使用可能なディスク容量をチェックし、必要で
あれば容量を確保してください。
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ドメイン名の混同
NIS+の多くのコマンドや操作にとって、ドメイン名は重要な役割を果たします。
ルートサーバーを除いて、NIS+のすべてのマスターと複製は、それ自身がサービス
を提供するドメインより上にあるドメインのクライアントであるということに特に注
意してください。サーバーまたは複製サーバーを、それ自身がサービスを提供するド
メインのクライアントとして誤って扱った場合、「Generic system error」
や「Possible loop detected in namespace directoryname: domainname」という
エラーメッセージが表示されます。

たとえば、altairというマシンが、subdoc.doc.com.ドメインのクライアントだ
とします。サブドメイン subdoc.doc.com.のマスターサーバーが siriusという
マシンだとすると、siriusは doc.com.ドメインのクライアントになります。した
がって、ドメインの指定や変更を行うときは、混同しないように次のルールに注意し
てください。

1. クライアントマシンは、特定のドメインかサブドメインに所属します。

2. 特定のサブドメインにサービスを提供するサーバーや複製サーバーは、そのドメイ
ンより上にあるサブドメインのクライアントです。

3. 2の規則の唯一の例外は、ルートマスターサーバーとルート複製サーバーです。こ
れらは、それ自身がサービスを提供するドメインのクライアントになります。つま
り、ルートドメインのクライアントになるのは、ルートマスターとルート複製だけ
です。

したがって、上の例では、マシン altairの完全指定名は
alladin.subdoc.doc.com.です。マシン siriusの完全指定名は
sirius.doc.com.です。sirius.subdoc.doc.com.という名前は正しくありま
せん。siriusは doc.com.のクライアントで、subdoc.doc.com.のクライアント
ではないため、エラーの原因になります。

org_dirや groups_dirを削除できない
親ディレクトリを削除する前に、必ず org_dirと groups_dirを削除してくださ
い。ドメインの groups_dirと org_dirを削除する前に、nisrmdirを使用してド
メインを削除すると、これらの 2つのサブディレクトリは、どちらも削除できなくな
ります。

複製の失敗からの NIS+ディレクトリの削除または分離
複製サーバーからディレクトリを削除または分離する場合には、最初にディレクトリ
の org_dirと groups_dirのサブディレクトリを削除してから、ディレクトリ自体
を削除します。各サブディレクトリが削除された後に、削除しようとするディレクト
リの親ディレクトリで nispingを実行する必要があります (336ページの「ディレク
トリを削除する」を参照)。

nispingの操作に失敗すると、ディレクトリは完全に削除または分離されません。
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この状態が発生したら、次の手順を実行して、修正する必要があります。

1. 複製上の /var/nis/rep/org_dirを削除します。

2. org_dir.domainが、複製上の /var/nis/rep/serving_listに表示されない
ことを確認してください。

3. domainで nispingを実行します。

4. マスターサーバーから nisrmdir -f replica_directoryを実行します。

分離しようとしている複製サーバーがダウンしているか、または通信不能である場合
に nisrmdir -s コマンドは「Cannot remove replica name :attempt to
remove a non-empty table」というエラーメッセージが出されます。

このような場合は、マスターサーバー上で nisrmdir -f -s replicanameコマンドを実
行すれば、強制的に切り離すことができます。ただし、nisrmdir -f -sコマンドで
ダウン状態の複製サーバーを切り離した場合、その複製サーバーがオンラインに復帰
したらただちに nisrmdir -f -sコマンドを再実行して複製サーバーの /var/nis
ファイルシステムの中を整理する必要があります。nisrmdir -f -s replicanameを再
実行しないと、複製がサービスを再開した時に複製上に残された古い情報によって問
題が発生する場合があります。

NIS+データベースの問題
この節では、名前空間のデータベースとテーブルに関連する問題を説明します。一般
的な症状には次のようなものがあります。処理内容に関係する次の表現が含まれてい
るエラーメッセージが表示されます。

� Abort_transaction:Internal database error
� Abort_transaction:Internal Error, log entry corrupt
� Callback:select failed
� CALLBACK_SVC:bad argument

rpc.nisdが失敗します。

444ページの「NIS+の所有権とアクセス権の問題」も参照してください。

rpc.nisdの複数の親プロセス
「症状」

次の表現が含まれている様々なエラーメッセージが表示されます。これらのメッセー
ジは、データベースやトランザクションログが壊れていることを意味しています。

� Log corrupted
� Log entry corrupt
� Corrupt database
� Database corrupted
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「考えられる原因」

複数の独立した rpc.nisdデーモンを実行させています。通常の動作では、
rpc.nisdはほかの rpc.nisdデーモンを子プロセスとして生成できます。このこと
自体は問題はありません。しかし、1台のマシン上で 2つの rpc.nisdデーモンが親
として動作している場合は、互いのデータを上書きし、ログとデータベースを壊して
しまいます (通常、このような現象は rpc.nisdが手作業で起動された場合にのみ発
生します)。

「診断」

ps -e | grep rpc.nisd を実行します。親の rpc.nisd プロセスは、1 つしか動作
していないことを確認します。

「対策」

「親」としての rpc.nisdエントリが複数ある場合は、1つを残して、ほかのデーモ
ンの動作を終了させなければなりません。svcadm disable を使用して不要なサー
ビスを停止してから、psコマンドをもう一度実行して、不要なデーモンが終了したか
どうかを確認します。

NIS+データベースが壊れている場合は、壊れていないデータベースを、最新の
バックアップから復元します。次に、バックアップの時点よりあとで、名前空間に加
えられた変更を反映します。しかし、ログも壊れている場合は、バックアップを行
なったあとで名前空間に加えられた変更を、再度手作業で行わなければなりません。

rpc.nisdの失敗
NIS+テーブルが大きすぎると、rpc.nisdは失敗します。

「診断」

nislsを使って、NIS+テーブルの大きさをチェックします。7Kバイト以上のテーブ
ルでは、rpc.nisdは失敗します。

「対策」

NIS+テーブルの大きさを小さくします。ネームサービスとして NIS+は、オブジェク
ト自体ではなく、オブジェクトへのリファレンスを格納するために設計されていま
す。

NIS+と NISの互換性の問題
この節では、NISと NIS+や以前のシステムとの間の互換性に関連する問題、またス
イッチ構成ファイルに関連する問題を説明します。一般的な症状には次のようなもの
があります。

� nsswitch.confファイルが正しく実行されない
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� 処理内容に関係する表現を含むエラーメッセージが表示される

処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示される

� Unknown user
� Permission denied
� Invalid principal name

ユーザーがパスワードを変更したあと、ログインできない
「症状」

新しいユーザーや、最近パスワードを変更したユーザーが、ログインできません。ま
たは、特定のマシンからログインできますが、ほかのマシンからログインできませ
ん。そのようなユーザーに対して、次の表現が含まれているエラーメッセージが表示
されることがあります。

� Unknown user username
� Permission denied
� Invalid principal name

「最初に考えられる原因」

NISマシン上でパスワードが変更されました。

NIS+の名前空間サーバーがサービスを提供しているドメインの中で、NISを実行して
いる Solarisシステムマシン上で、ユーザーまたはシステム管理者が passwdコマン
ドを使用してパスワードを変更した場合、そのユーザーのパスワードは、そのマシン
の /etc/passwdファイルの中だけで変更されています。そのユーザーが、ネット
ワーク上のほかのマシンを使用してログインしても、そのマシン上では新しいパス
ワードは認識されません。NIS+のパスワードテーブルに格納されている、古いパス
ワードを使用しなければなりません。

「診断」

そのユーザーの古いパスワードが、NIS+のほかのマシンでまだ有効かどうか
チェックしてください。

「対策」

NIS+を実行しているマシンで、passwdコマンドを使用して、ユーザーのパスワード
を変更します。

「2番目に考えられる原因」

パスワードの変更を行なっても、システム全体に反映されるまでに時間がかかりま
す。

「診断」
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名前空間の変更がドメインやシステム全体に反映されるまでに、ある程度の時間がか
かります。ドメインのサイズや複製サーバーの台数により、数秒間で済むこともあれ
ば、何十分もかかることがあります。

「対策」

変更結果がドメインに伝わるまで、常識的に受け入れられる程度の時間、待つだけで
す。または、nisping org_dir コマンドを使用して、システムを同期させることも
できます。

nsswitch.confファイルが正しく実行されない
変更した (または、新しくインストールした) nsswitch.confファイルが正しく実行
されません。

「症状」

新しい nsswitch.confファイルをインストールしたか、または既存のファイルを変
更しましたが、システムがその変更結果を反映していません。

「考えられる原因」

nsswitch.confファイルのインストールや変更を行なった後は、必ずマシンを再起
動して、変更結果を有効にしなければなりません。nscdが nsswitch.confファイ
ルをキャッシュに書き込むためです。

「対策」

nsswitch.conf(4)のマニュアルページの情報を参照して、現在の
nsswitch.confファイルをチェックしてください。必要に応じてファイルを修正
し、マシンを再起動します。

NIS+オブジェクトが見つからない問題
この節では、NIS+がオブジェクトや主体を見つけることができない問題について説
明します。一般的な症状には次のようなものがあります。

処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。

� Not found
� Not exist
� Can’t find suitable transport for name
� Cannot find
� Unable to find
� Unable to stat
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構文やスペリングの誤り
NIS+のオブジェクトが見つからない場合、もっとも可能性のある原因は、名前の入
力を間違えたことです。構文をチェックし、正しい名前を使用しているかどうか確認
してください。

正しくないパス名
「オブジェクト」が見つからない場合、考えられる原因として、正しくないパスを指
定していることが挙げられます。指定したパスが正しいことを確認してください。ま
た、NIS_PATH環境変数が正しく設定されているかどうかも確認してください。

ドメインレベルが正しく指定されていない
すべてのサーバーは、それ自身がサービスを提供しているドメインではなく、その上
にあるドメインのクライアントであることに注意してください。この規則には、2つ
の例外があります。

� ルートマスターサーバーとルート複製サーバーは、ルートドメインのクライアント
です。

� NIS+のドメイン名は、ピリオドで終わります。完全指定名を使用する場合は、ド
メイン名の終わりにピリオドをつけなければなりません。ドメイン名の終わりにピ
リオドをつけないと、NIS+は、それが部分指定名であると想定します。この規則
の例外としては、/etc/defaultdomainファイルの中では、マシンのドメイン
名の終わりにピリオドをつけません。/etc/defaultdomainファイルの中で、
マシンのドメイン名にピリオドをつけると、起動時に「Could not bind to
server serving domain name」というエラーメッセージが表示され、ネット
ワークへの接続に問題が生じます。

オブジェクトが存在しない
NIS+のオブジェクトが削除されたため、または作成されていないために、現在は存
在していなくて、見つからないこともあります。nisls -lを使用して、そのドメイ
ンに目的のオブジェクトが存在するかどうかチェックしてください。

複製サーバーの同期遅延
NIS+のオブジェクトの作成や変更を行うと、処理が完了して、特定の複製サーバー
の情報が更新されるまでに、ある程度の遅れが発生します。通常の動作では、マス
ターかその複製から名前空間情報の照会が行われます。クライアントは、照会を複数
のサーバー (マスターと複製)に自動的に分散し、システムの負荷のバランスを取りま
す。これは、どの時点でも、名前空間の情報をどのマシンが返してくるかわからない
ということを意味します。新しく作成されたオブジェクトや変更されたオブジェクト
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に関係するコマンドが、更新された情報をまだマスターから受け取っていない複製に
送られた場合、「オブジェクトが見つかりません」というタイプのエラーか、同期し
ていない古い情報を受け取ることになります。同様に、nislsのような、全体に関係
するコマンドを使用して、まだ更新されていない複製サーバーに照会を行なった場
合、新しく作成されたオブジェクトが含まれていないリストを受け取る可能性があり
ます。

nispingを使用すると、同期していない状態にある複製サーバーを同期させることが
できます。

代わりに、NIS+のコマンドで -Mオプションを指定して、そのコマンドがドメインの
マスターサーバーから名前空間の情報を受け取るように指定することも可能です。こ
の方法を使用すると、確実に最新の情報を取得し、使用できます。ただし、-Mオプ
ションは、必要なときにだけ使用してください。複製サーバーを使用して名前空間の
サービスを行う最大の理由は、負荷を分散して、ネットワークの効率を向上させるこ
とにあります。

ファイルが見つからないか壊れている
/var/nis/dataディレクトリの中の 1つまたは複数のファイルが、壊れているか削
除されています。最新のバックアップから、これらのファイルを復元してください。

旧バージョンの /var/nisについて
Solaris 2.4以前では、/var/nisディレクトリに hostname.dict、
hostname.logという 2つのファイルが含まれていました。また、
/var/nis/hostnameというサブディレクトリも含まれていました。Solaris 2.5におい
ては、2つのディレクトリ名は trans.log、data.dict、サブディレクトリ名は
/var/nis/dataとなります。

nisinitなど NIS+設定プロシージャによって作成された /var/nis、
/var/nis/dataといったディレクトリ、およびその下のファイルは、名前を変更し
ないでください。

Solaris 2.5ではこれらのファイルの内容も変更されており、Solaris 2.4以前との互換性
はなくなっています。したがって、これらのファイルやディレクトリを Solaris 2.4で
の名前にしてしまうと、Solaris 2.4、および 2.5以降の rpc.nisdで機能しなくなり
ますので名前の変更をしないようにしてください。ディレクトリ名もファイル名も変
更しないでください。

名前の中の空白
「症状」

ある時にはオブジェクトが存在し、別の時には存在しないことがあります。NIS+や
UNIXの特定のコマンドが NIS+のオブジェクトが存在しない、または見つからない
と報告しますが、別のコマンドは同じオブジェクトを見つけることができます。
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「診断」

nislsを使用して、オブジェクト名を探します。オブジェクト名を注意深くチェック
して、その名前が実際は空白で始まっていないかどうか確認してください。NIS+の
コマンド行を使用して NIS+のオブジェクトを作成するときに、フラグの後に誤って
空白文字を 2つ入力すると、NIS+のコマンドの中には、2番目の空白文字をオブ
ジェクト名の一部と解釈するものがあります。

「対策」

NIS+のオブジェクト名が空白で始まっている場合は、名前を変更して空白を取り除
くか、いったん削除して初めから作成し直します。

オートマウンタを使用できない問題
「症状」

ほかのホスト上のディレクトリに移動できません。

「考えられる原因」

NIS+環境では、NIS+の必要条件に合わせて、オートマウンタの名前を
変更しなければなりません。/etc/auto*テーブル名の一部としてピリオドが使用さ
れている場合、NIS+はそれらのテーブルをアクセスすることができません。たとえ
ば、NIS+は auto.directというファイルにアクセスすることができません。

「診断」

nislsと niscatを使用して、オートマウンタのテーブル名が正しく割り当てられて
いるかどうか確認します。

「対策」

ピリオドを下線 (_)に変更します。たとえば、auto.directを auto_directとい
う名前に変更します。これらのテーブルを参照している可能性のあるほかのマップも
変更してください。

テーブルエントリ間でのリンクが機能しない
nislnコマンド (またはその他のコマンド)を使って、テーブルエントリ間でのリンク
は作成できません。NIS+コマンドはエントリレベルでのリンクは追跡しません。

NIS+の所有権とアクセス権の問題
この節では、ユーザーの所有権とアクセス権に関連する問題を説明します。一般的な
症状には次のようなものがあります。

処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。
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� Unable to stat name
� Unable to stat NIS+ directory name
� Security exception on LOCAL system
� Unable to make request
� Insufficient permission to ...
� You name do not have secure RPC credentials

一般的に観察されるその他の現象

� ユーザーまたはスーパーユーザーが、名前空間に関係する作業を行うことができな
い

アクセス権がない
アクセス権に関連してもっとも頻繁に発生する問題は、もっとも単純な問題です。行
おうとしている業務に必要なアクセス権が、割り当てられていません。対象としてい
るオブジェクトを指定して niscat -oを使用し、どのアクセス権が割り当てられて
いるか確認します。ほかのアクセス権も必要な場合は、ユーザー自身、オブジェクト
の所有者、システム管理者のうちのだれかが、そのオブジェクトのアクセス権要件の
変更を行う (詳細は、第 15章を参照)か、必要なアクセス権を持つグループに自分自
身を追加 (詳細は、第 17章を参照)することができます。

資格がない
ユーザーやマシンに適切な資格がない場合は、ほとんどの操作を行なったときにエ
ラーが発生します。ホームドメインの credテーブルを対象にして nismatchを使用
し、正しい資格を割り当てられているかどうか確認します (資格に関連した問題の詳
細については、452ページの「無効になった資格」を参照)。

サーバーがセキュリティレベル 0で動作している
セキュリティレベル 0で動作しているサーバーは、NIS+の主体の資格の作成や管理
を行いません。

セキュリティレベル 0で動作しているサーバーで nispasswdを試みると、次のエ
ラーメッセージが表示されます。「You name do not have secure RPC
credentials in NIS+ domain domainname」。

セキュリティレベル 0は、管理者が名前空間の初期設定やテストを行う際にだけ使用
されます。一般のユーザーがアクセスするような環境で使用すべきではありません。

第 24章 • NIS+の問題解決 445



ユーザーのログインがマシン名と同じ
マシン名と同じものを、ユーザーのログイン IDとすることはできません。ユーザー
名と同じ名前をマシンに割り当てる (またはその逆)と、最初の主体は、セキュリ
ティに関係するアクセス権を必要とする動作を行うことができなくなります。2番目
の主体の鍵が、credテーブルの中にある、最初の主体の鍵を上書きするからです。
さらに、2番目の主体は、最初の主体に割り当てられていたアクセス権を持つように
なります。

たとえば、saladinというログイン名を持つユーザーが、名前空間の中で読み込み専
用のアクセス権を割り当てられていたとします。次に、saladinという名前を持つマ
シンをドメインに追加します。ユーザー saladinは、何らかの種類のアクセス権を
必要とする名前空間の操作を行うことができなくなります。そして、マシン saladin
のスーパーユーザーは、名前空間の中で、読み込み専用のアクセス権だけを割り当て
られます。

「症状」

� ユーザーやマシンが「permission denied」エラーメッセージを受け取りま
す。

� ユーザーまたはスーパーユーザーが、keyloginを正しく実行できなくなりま
す。

� 「Security exception on LOCAL system.UNABLE TO MAKE REQUEST.」と
いうエラーメッセージが表示されます。

� 最初の主体が読み込みアクセスを割り当てられていない場合、2番目の主体が、本
来表示できるはずのオブジェクトを見ることができなくなります。

注 – nisclientや nisaddcredを実行したときに、「Adding Key」ではな
く「Changing Key」というメッセージが表示された場合は、そのドメインの中で、
ユーザー名またはホスト名がすでに重複しています。

「診断」

nismatchを実行して、hostsテーブルや passwdテーブル内のホストとユーザーを
表示し、各テーブルの中に、同じホスト名やユーザー名が存在しないか確認します。
以下に例を示します。

nismatch username passwd.org_dir

次に、ドメインの credテーブルを対象にして nismatchを実行し、重複しているホ
スト名やユーザー名に、どのようなタイプの資格が割り当てられているかを調べま
す。LOCALと DES両方の資格が割り当てられている場合、credテーブルのエントリ
はユーザーを表わしています。DESの資格だけが割り当てられている場合、エントリ
はマシンを表わしています。

「対策」
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マシン名を変更します。ユーザー名を変更するより、マシン名を変更することをお勧
めします。次に、credテーブルからそのマシンのエントリを削除し、nisclientを
使用して、マシンを NIS+のクライアントとして初期設定します。nistbladmを使用
して、そのマシンのもとの名前に対する別名を hostsテーブルの中に作成することも
できます。必要に応じて、credテーブル内のユーザーの資格を変更します。

正しくない資格
452ページの「無効になった資格」を参照してください。

NIS+のセキュリティの問題
この節では、パスワード、資格、暗号、その他セキュリティに関係した一般的な問題
を取り上げます。

セキュリティ問題の症状
処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。

� Authentication error
� Authentication denied
� Cannot get public key
� Chkey failed
� Insufficient permission to
� Login incorrect
� Keyserv fails to encrypt
� No public key
� Permission denied
� Password [problems]

ユーザーまたはスーパーユーザーは、名前空間に関係する作業を行うことができませ
ん (444ページの「NIS+の所有権とアクセス権の問題」を参照)。

「Login Incorrect」というメッセージが表示された
原因としてもっとも多いのが、パスワードの誤入力です。もう一度入力するようユー
ザーに指示してください。「記憶しているパスワードが正しいか」、「パスワードで
は大文字と小文字が区別されることを理解しているか」、「アルファベットの oと数
字の 0、アルファベットの lと数字の 1などを混同していないか」といったことにつ
いても確認してください。

「login incorrect」メッセージの原因としてはほかに以下のようなものが考えら
れます。
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� パスワードが管理者によってロックされている (306ページの「パスワードの
ロック」、307ページの「パスワードロックの解除」を参照)。

� 指定の日数以上の期間、ログインが行われなかったため、パスワードがロックされ
た (313ページの「ログインの間隔の最大値の指定」を参照)。

� パスワードが有効期限を過ぎた (312ページの「パスワード使用権の有効期限」を
参照)。

パスワードについては、第 16章を参照してください。

パスワードがロック状態、期限切れ、または無効である
「Permission denied, password expired」といったタイプのメッセージは、
「ユーザーのパスワードが有効期限を過ぎた」、「またはパスワード使用権が無効に
なった」といった理由で表示されることがもっとも多くなっています。パスワードに
ついては、第 16章を参照してください。

� 308ページの「パスワードの有効期間の設定」を参照
� 312ページの「パスワード使用権の有効期限」を参照

資格情報が古い
資格、アクセス権ともに正しいにもかかわらず、クライアントの要求が拒否されると
いう場合もあります。これはおそらく、名前空間のどこかに古い情報が存在すること
が原因です。

資格情報の保存と更新

公開鍵など、資格に関する情報は、名前空間内の様々な場所に保存されています。
NIS+は、情報を格納しているオブジェクトの生存期間に応じてこの情報を定期的に
更新しますが、場合によっては、更新の間に同期が失われ、システムが正常に動作し
なくなることがあります。その結果、一部の操作が行えなくなります。表 24–2は、
資格に関する情報を保存するオブジェクト、テーブル、ファイルと、そのリセットの
方法を示したものです。

表 24–2資格に関する情報の保存場所

項目 保存対象 リセットおよび更新の方法

credテーブル NIS+主体の非公開鍵と公開鍵。こ
れらの鍵のマスターコピーとなる

nisaddcredを使用して新しい資格を作成す
る。これによって既存の資格が更新される。
chkeyを使用しても同様のことが行える
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表 24–2資格に関する情報の保存場所 (続き)
項目 保存対象 リセットおよび更新の方法

ディレクトリオブ
ジェクト

個々のサーバーの公開鍵のコピー ディレクトリオブジェクトに対して
/usr/lib/nis/nisupdkeysコマンドを実行
する

キーサーバー その時点でログインされている
NIS+主体の非公開鍵

主体ユーザーに対して keyloginを実行する。
あるいは、主体マシンに対して keylogin -rを
実行する

NIS+デーモン ディレクトリオブジェクトのコピー
(そのサーバーの公開鍵のコピーが含
まれる)

NIS+サービスを無効にすることにより
rpc.nisdデーモンとキャッシュマネージャを
停止し、/var/nisから
NIS_SHARED_DIRCACHEを削除する。その後、
NIS+サービスを再起動する

ディレクトリ
キャッシュ

ディレクトリオブジェクトのコピー
(そのサーバーの公開鍵のコピーが含
まれる)

-iオプションを指定して NIS+キャッシュマ
ネージャを再起動する

コールドスタート
ファイル

ディレクトリオブジェクトのコピー
(そのサーバーの公開鍵のコピーが含
まれる)

NIS+サービスを停止する。/var/nisから
NIS_COLD_STARTファイルと
NIS_SHARED_DIRCACHEファイルを削除する。
NIS+サービスを再起動する

passwdテーブル ユーザーのパスワードまたはマシン
のスーパーユーザーのパスワード

passwd -r nisplus コマンドを使用する。こ
れによって、NIS+ passwdテーブル、cred
テーブルの中でパスワードが更新される

passwdファイル ユーザーのパスワードまたはマシン
のスーパーユーザーのパスワード

passwd -r nisplus コマンドを使用する。
スーパーユーザー、一般ユーザーのどちらでロ
グインしてもよい

passwdマップ

(NIS)

ユーザーのパスワードまたはマシン
のスーパーユーザーのパスワード

passwd -r nisplus を使用する

古くなったキャッシュに保存された鍵の更新

情報が古くなる原因としてもっとも多いのが、サーバーの公開鍵のバージョンが古く
なることです。一般に、この問題を解決するには、アクセスするドメインに対して
nisupdkeysを実行します (nisupdkeysコマンドの使用方法の詳細は、第 12章を
参照)。

鍵の中にはファイルやキャッシュに保存されているものもあるため、nisupdkeysで
すべての問題を解決できるわけではありません。鍵を手作業で更新しなければならな
い場合もあります。この場合は、「サーバーの公開鍵の内容は、公開鍵が作成された
後どのように名前空間オブジェクトに伝えられるのか」ということについて理解する
必要があります。サーバーの公開鍵の伝播には、一般に以下の 5つの段階がありま
す。それぞれの詳細について説明します。

1:サーバーの公開鍵が作成される
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NIS+サーバーはまず第一に NIS+クライアントです。つまり、NIS+サーバーの公開
鍵は、NIS+ クライアントの公開鍵と同様に、 nisaddcred コマンドによって生成さ
れます。公開鍵はその後、サーバーが実際にサポートするドメインではなく、サー
バーのホームドメインの credテーブルに保存されます。

2:公開鍵の内容がディレクトリオブジェクトに伝えられる

NIS+ドメインと NIS+サーバーの設定後は、サーバーとドメインを関係づけることが
できます。この「関係づけ」は、nismkdirコマンドで行います。nismkdirコマン
ドによってサーバーとディレクトリの関係づけが行われる際、サーバーの公開鍵も
credテーブルからドメインのディレクトリオブジェクトにコピーされます。たとえ
ば、サーバーが doc.com.ルートドメインのクライアントで、sales.doc.com.ド
メインのマスターサーバーになっているという場合を考えてみましょう。

図 24–1ディレクトリオブジェクトへの公開鍵の伝播

公開鍵は、cred.org_dir.doc.com.ドメインから、sales.doc.com.ディレク
トリオブジェクトにコピーされます。以上のことは、niscat -o sales.doc.com.
というコマンドを使用して確認できます。

3:ディレクトリオブジェクトの内容がクライアントファイルに伝えられる

nisinitユーティリティまたは nisclientスクリプトを使用すれば、すべての
NIS+クライアントを初期化できます。

ほかの類似のコマンドと同様、nisinit (または nisclient)では、コールドスター
トファイル /var/nis/NIS_COLDSTARTが作成されます。コールドスタートファイ
ルは、クライアントのディレクトリキャッシュ /var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHE
の初期化に使用されます。コールドスタートファイルには、クライアントのドメイン
中のディレクトリオブジェクトのコピーが含まれています。ディレクトリオブジェク
トには、すでにサーバーの公開鍵のコピーが含まれているため、これで公開鍵の内容
はクライアントのコールドスタートファイルに伝えられたことになります。
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また、クライアントがホームドメインの外のサーバーに対して要求をした場合、リ
モートドメインのディレクトリオブジェクトのコピーが、クライアントの
NIS_SHARED_DIRCACHEファイルに保存されます。クライアントのキャッシュの内
容は、nisshowcacheコマンドを使用して調べることができます。

複製サーバーがドメインに追加されるか、サーバーの鍵が更新されるまでは、鍵の伝
播はこの段階にとどまります。

4:複製サーバーがドメインに追加された場合の処理

複製サーバーがドメインに追加されると、nispingコマンドによって NIS+テーブル
(credテーブルを含む)が新しい複製サーバーにダウンロードされます。これに
よって、元のサーバーの公開鍵も複製サーバーの credテーブルに保存されます。

5:サーバーの公開鍵が更新された場合の処理

サーバーの DES資格 (サーバーのルート ID)を変更すると、公開鍵も変更されます。
その結果、サーバー用に credテーブルに保存される公開鍵が、以下の場所に保存さ
れるものと矛盾します。

� 複製サーバーの credテーブル (数分の間)

� サーバーがサポートするドメイン中の、メインディレクトリオブジェクト (生存期
間終了まで)

� サーバーがサポートするドメイン中の、クライアントの NIS_COLDSTARTファイ
ルおよび NIS_SHARED_DIRCACHEファイル (生存期間終了まで、通常 12時間)

� サーバーがサポートするドメインに要求をしたクライアントの、
NIS_SHARED_DIRCACHEファイル (生存期間終了まで)

サーバーの鍵は、ほとんどの場所において数分～ 12時間で自動的に更新されます。
すぐに更新するには、以下のコマンドを使用します。

表 24–3サーバーの鍵の更新

保存場所 コマンド 参照する項目

複製サーバーの credテーブル (nispingを使
用しなくても、テーブルは数分で自動的に更新
される)

nisping 343ページの「nispingコ
マンド」

サーバーがサポートするドメインのディレクト
リオブジェクト

nisupdkeys 255ページの「nisupdkeys
コマンド」

クライアントの NIS_COLDSTARTファイル nisinit -cコマンド 339ページの「nisinitコ
マンド」

クライアントの NIS_SHARED_DIRCACHE
ファイル

nis_cachemgr 341ページ
の「nis_cachemgrデーモ
ン」
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注 – nis_cachemgrの再起動は、既存の nis_cachemgrを停止してから行います。
nis_cachemgr を停止するには、svcadm disable
/network/rpc/nisplus:defaultを使用して NIS+サービスを無効にします。

無効になった資格
主体 (ユーザーかマシン)の資格が無効になっている場合は、その主体は nislsのよ
うなコマンドも含め、名前空間の操作や処理を行うことができなくなってしまいま
す。資格が無効になると、未認証クラスに割り当てられるアクセス権も含め、すべて
のアクセス権が失われるからです。

「症状」

ユーザーまたはスーパーユーザーが、名前空間に関係する作業を行うことができなく
なります。名前空間のどのような操作を行なっても、「permission denied」とい
うタイプのエラーメッセージが表示されます。ユーザーまたはスーパーユーザーは、
nislsを実行することも不可能になります。

「考えられる原因」

鍵の破損、物理的な破損、古い資格、その他何らかの不適切な点が、
/etc/.rootkeyファイルの中にあります。

「診断」

snoopを使用して、不適切な資格を識別します。

または、その主体がリスト表示できる場合は、その主体としてログインを行い、主体
が間違いなく承認されているはずのオブジェクトを対象として、NIS+コマンドを実
行します。たとえば、ほとんどの場合、未認証クラスにオブジェクトの読み込みは承
認されているはずです。そこで、credテーブルの中にリストされているすべての主
体は、nisls objectコマンドを正しく実行できるはずです。このコマンドを実行して
も「permission denied」エラーが発生する場合は、おそらく、その主体の資格は
無効になっています。

「対策」

� 「一般のユーザー」の場合、keylogoutを実行してから、次に keyloginを実行
して、その主体のログインを試みます。

� 「root」すなわち「スーパーユーザー」の場合、keylogout -fを実行してから、
keylogin -rを実行します。

Keyservのエラー
keyservが、セッションを暗号化できません。このタイプの問題には、いくつかの原
因が考えられます。
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「考えられる原因と対策」

� クライアントが keyloginを実行していません。keyloginを実行したかどうか
確認します。クライアントが正しく keyloginを実行したかどうかを確かめるに
は、(そのクライアントで) nisdefaults -v を実行します。Principal Name と
いう行に「not authenticated」というメッセージが返れば、クライアントが
正しく keyloginを実行していないことになります。

� クライアント (またはホスト)が、LOCALや DESのような適切な資格を持ってい
ません。クライアントの credテーブルを対象にして niscatを実行し、クライ
アントが適切な資格を持っているかどうか確認します。必要に応じて、243ページ
の「NIS+主体の資格情報を作成する方法」に従って資格を追加します。

� keyservデーモンが動作していません。psコマンドを使用して、keyservが動
作しているかどうか確認します。動作していない場合は、keyservを起動してか
ら keyloginを実行します。

� keyservが動作している場合は、Secure RPCや NIS+のコールを行う終始動作し
ているはずのプロセスが、まだ動作していません。たとえば、automountd、
rpc.nisd、sendmailなどが動作していません。これらのプロセスが正しく動作
しているかどうか確認します。動作していない場合は再起動します。

マシンが以前は NIS+のクライアントだった
このマシンが、同じドメインの中で NIS+のクライアントとして初期設定されている
場合は、試みに keylogin -rを実行し、Secure RPCパスワードプロンプトでスー
パーユーザーのログインパスワードを入力します。

credテーブルにエントリがない
credテーブルの中に主体 (ユーザーまたはホスト)の NIS+のパスワードが存在する
ことを確認するために、主体のホームドメインの中で次のコマンドを実行します。

nisgrep -A cname=principal cred.org_dir.domainname

nisgrepを別のドメインで実行する場合は、domainnameには完全な名前を指定する
必要があります。

ドメイン名が変更されている
ドメイン名は変更すべきではありません。

既存のドメイン名を変更すると、認証の問題が発生するはずです。ネットワーク全体
で、オブジェクトの中に完全指定のドメイン名が埋め込まれているからです。

ドメイン名を変更しないでください。すでにドメイン名を変更してしまい、認証の問
題や、ドメイン名に関係する「malformed」や「illegal」などの表現が含まれている
メッセージが表示されている場合は、ドメイン名をもとの名前に戻します。ドメイン
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名を変更したい場合は、次の手順に従ってください。「新しい名前」を使用して「新
しいドメイン」を作成し、新しいドメインでマシンをサーバーやクライアントとして
設定し、これらが正しく動作していることを確認した上で、古いドメインを削除しま
す。

マシンを新しいドメインに変更する
NIS+のクライアントとなっているマシンを、ほかのドメインのクライアントに変更
したい場合は、/etc/.rootkeyファイルを削除し、ネットワーク管理者から受け
取ったパスワードか nisclientスクリプトから取り出したパスワードを使用して、
nispopulateスクリプトを実行し直します。

/etc/passwdファイルの中にある NIS+のパスワードと
ログインパスワード
NIS+のパスワードは、NIS+の passwdテーブルの中に格納されています。ログイン
パスワードは、NIS+の passwdテーブルか、各ユーザーの /etc/passwdファイル
の中に格納されています。ユーザーパスワードと NIS+のパスワードは、同じでも
異っていてもかまいません。/etc/passwdファイル内のパスワードを変更するに
は、nsswitch.conf ファイルでの設定を「files」にするか、「-r files」という
フラグを指定して passwdコマンドを実行する必要があります。

nsswitch.confファイルは、どの目的にどのファイルを使用するか指定します。
nsswitch.confファイルが、システムの照会に対して誤った場所を指示している場
合は、パスワードやアクセス権のエラーが発生するはずです。

Secure RPCパスワードとログインパスワードが異なる
主体のログインパスワードと Secure RPCパスワードが一致しないと、ログイン時に
keyloginはパスワードを復号化できません。keyloginはデフォルトで主体のログ
インパスワードを使用することになっていて、また非公開鍵は主体の Secure RPCパ
スワードを使用して暗号化されているからです。

この場合、主体はシステムにログインすることはできますが、NIS+においては未認
証クラスとして扱われます。キーサーバーが、そのユーザーの非公開鍵を復号化され
ていない状態のまま持っているからです。NIS+環境では多くの場合、未認承クラス
による NIS+オブジェクトへのアクセス (作成、削除、変更)が拒否されるため、この
状態でユーザーが NIS+オブジェクトにアクセスしようとしても「permission
denied」といったタイプのエラーになってしまいます。
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注 –「ネットワークパスワード」と「Secure RPCパスワード」は、このコンテキスト
では同義語として扱われる場合があります。ネットワークパスワードの入力を求めら
れたら Secure RPCパスワードを入力します。

別の承認クラスを得るには、この場合 keyloginプログラムを実行し、パスワード入
力のプロンプトに主体の Secure RPCパスワードを入力する必要があります (250ペー
ジの「NIS+を使用したキーログイン」を参照)。

しかし keyloginを実行しても、現在のログインセッション以外には無効で、一時的
な解決にしかなりません。キーサーバーはこの方法によって、復号化された形でユー
ザーの非公開鍵を持つようになるのですが、ユーザーの credテーブル中の非公開鍵
が Secure RPCパスワード (ユーザーのログインパスワードとは異なっている)を使用
して暗号化されているという点に変わりはないからです。ログインし直してしまえ
ば、状況はまったく元どおりになってしまいます。根本的に問題を解決するために
は、credテーブルの非公開鍵を、Secure RPCパスワードではなくログイン IDに基
づいたものに変更する必要があります。この作業は、chkeyプログラムを使用して行
います (251ページの「NIS+主体の鍵の変更」を参照)。

Secure RPCパスワードとログインパスワードが異なっているという問題を根本的に解
決するには、具体的には以下の作業を行います。

1. ログインパスワードを使用してログインします。

2. keyloginプログラムを実行して、キーサーバーに保存される非公開鍵を一時的
に復号し、一時的な NIS+アクセス権を得ます。

3. chkey -p実行して、credテーブル中の暗号化された非公開鍵を、ユーザーのロ
グインパスワードに基づいたものに固定的に変更します。

/etc/.rootkeyファイルがすでに存在している
「症状」

「insufficient permission」や、「permission denied」などの、様々なエ
ラーメッセージ

「考えられる原因」

サーバーやクライアントの設定や初期設定を行なったときに、/etc/.rootkey
ファイルがすでに存在していました。以前そのマシンに NIS+をインストールしたこ
とがあり、NIS+を削除したとき、または NISや /etcへの変更を行なったときに、
.rootkeyファイルを削除しなかったためにこのような状態が起こります。

「診断」

/etc ディレクトリで ls -l と nisls -l org_dir を実行し、/etc/.rootkey の
日付を、credテーブルの日付と比較します。/etc/.rootkeyの日付が明らかに
credテーブルより古い場合は、ファイルがあらかじめ存在していたことが考えられ
ます。
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「対策」

問題のあるマシンで、ルートとして keylogin -rコマンドを実行し、そのマシンを
もう一度クライアントとして設定し直します。

rootのパスワードを変更したための問題
「症状」

マシンのルートのパスワードを変更した結果、変更結果が反映されなかったか、スー
パーユーザーとしてログインできなくなりました。

「考えられる原因」

注 –セキュリティ上の理由から、passwdテーブルの中に、UserID 0という項目を、
設けるべきではありません。

rootのパスワードを変更した際、rootに対して chkey -pを実行していなかったり、
何らかの問題が発生したことにより、変更が正しく行われませんでした。

「対策」

管理特権を持つユーザー (つまり、管理特権が割り当てられているグループに所属す
るメンバー)としてログインし、passwdを使用して、元のパスワードに戻します。元
のパスワードが正しく機能するかどうか確かめてください。正しく機能すれば、
passwdを使用してパスワードを変更した後、chkey -pを実行します。

注意 – NIS+の名前空間の設定が終わり、すでに動作している状態でも、ルートマス
ターのマシンを使ってルートのパスワードを変更することは可能です。しかし、ルー
トマスターの鍵は変更しないでください。これらは、サブドメイン内のすべてのクラ
イアント、複製サーバー、サーバーの中のすべてのディレクトリオブジェクトに埋め
込まれているからです。chkeyをルートで実行する際、必ず -pオプションを指定す
るようにすれば、ルートマスターの鍵を変更する必要はなくなります。

NIS+の性能の低下とシステムのハングアップの問
題
この節では、性能の低下とシステムのハングアップの問題を取り上げます。

性能の低下の症状
処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。

� 「Busy try again later」
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� 「Not responding」

次の一般的な現象が観察されることもあります。

� コマンドを実行しても、長時間、何も行われていないように見える
� システムやシェルが、キーボードやマウスの操作に全く反応しない
� NIS+の動作が通常よりも遅い

チェックポイントの実行
だれかが nispingか nisping -Cどちらかのコマンドを実行しました。または、
rpc.nisdデーモンが、チェックポイントを実行しています。

注意 –再起動しないでください。nispingを実行しないでください。

nispingやチェックポイントを実行すると、サーバーは反応が遅くなったり、ほかの
コマンドにすぐに応答しなくなったりすることがあります。名前空間のサイズに応じ
て、このようなコマンドが完了するまでに、かなりの時間を要します。これらのコマ
ンドの実行中に、だれかが同様のコマンドを実行すると、所要時間は何倍にもなりま
す。再起動も行わないでください。この種の問題は自然に解決します。サーバーが
nispingやチェックポイントの実行を完了するまで待つだけです。

マスターサーバーと複製サーバーの同期が完全に行われている場合、同期が完了する
まで、複製サーバーはサービスを停止します。再起動しないで待機してください。

変数 NIS_PATH
NIS_PATH変数が、明快かつ単純な値に設定されているかどうか確認します。たとえ
ば、デフォルトでは org_dir.$:$に設定されています。複雑な NIS_PATH、特にほ
かの変数を含んでいる変数は、システムの速度を低下させ、特定の操作にエラーを引
き起こす可能性があります (詳細は、78ページの「環境変数 NIS_PATH」を参照)。

デフォルト以外のテーブルパスを指定するために nistbladmを使用することは避け
てください。デフォルト以外のテーブルパスを指定すると、性能は低下します。

テーブルパス
テーブルパスは使用しないでください。性能を低下させることになります。

複製サーバーが多すぎる
1つのドメインの中に複製サーバーが多すぎる場合は、複製作業を行なっている間は
システムの性能が低下します。1つのドメインまたはサブドメインの中に、10台より
多くの複製サーバーを置くことは避けてください。ドメインの中の複製サーバーが 5
台より多い場合は、何台かを取り除いて性能が改善されるかどうか調べます。
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再帰的なグループ
再帰的なグループとは、ほかのグループを包含するグループのことです。グループの
中にほかのグループを含めると、システム管理者として行う作業は減少しますが、シ
ステムの速度は低下します。再帰的なグループを使うべきではありません。

起動時の NIS+データベースのログが大きい
rpc.nisdは、起動時に各ログを参照します。ログが大きい場合は、起動時の参照に
時間がかかることがあります。rpc.nisdを起動する前に、nisping -Cを使用し
て、チェックポイントを実行することをお勧めします。

マスターの rpc.nisdデーモンが終了している
「症状」

-Mオプションを指定して要求をマスターサーバーに送ったときに、マスターのマシン
で rpc.nisd デーモンが終了していると、「server not responding」タイプの
エラーメッセージが発生し、更新を行うことは認められません。-Mオプションを指定
しなかったときは、要求は機能している複製サーバーに自動的に転送されます。

「考えられる原因」

ホームディレクトリ名やホスト名の一部として大文字を使うと、rpc.nisdデーモン
が終了することがあります。

「診断」

最初に、サーバー自体が起動されて、動作しているかどうか確認します。動作してい
る場合は、ps -ef | grep rpc.nisd を実行し、デーモンが動作しているかどうか
調べます。

「対策」

デーモンが終了している場合は、svcadm enable
/network/rpc/nisplus:defaultを使用して NIS+サービスを再起動します。た
びたび rpc.nisdデーモンが終了する場合は、ご購入先にご連絡ください。

nis_cachemgrがない
「症状」

あるマシンがほかのドメインにある名前空間オブジェクトを探すのに、非常に長い時
間がかかっています。

「考えられる原因」
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nis_cachemgrを実行していません。

「診断」

ps -ef | grep nis_cachemgr を実行して、nis_cachemgr が動作しているかど
うか確認します。

「対策」

NIS+サービスを有効にすることにより、そのマシンで nis_cachemgrを起動しま
す。

NIS+のインストール後、サーバーの起動が非常に遅い
「症状」

NIS+のスクリプトを使用して NIS+をインストールした後、サーバーの動作が非常に
遅く、緩慢です。

「考えられる原因」

nispopulateスクリプトを動作させた後、nisping -C -aを実行していません。

「対策」

nisping -C -aを実行して、できるだけ早くチェックポイントを実行します。

niscat がエラーメッセージ「Server busy.Try
Again」を返す
「症状」

niscatを実行すると、サーバーがビジーであるというエラーメッセージが表示され
ます。

「考えられる原因」

� 再同期を実行しているときのように重い負荷がかかっていて、サーバーがビジーで
す。

� サーバーがスワップ空間を使い果たしました。

「診断」

swap -sを実行して、サーバーのスワップ空間をチェックします。

「対策」

NIS+を実行するには、適度のスワップ空間とディスク容量を用意すべきです。必要
に応じて、空間を増やします。
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ホスト名を変更した後で、NIS+の照会がハングする
「症状」

NIS+サーバーのホスト名を完全指定することは、推奨されていません。このような
指定を行なった後、NIS+の照会を実行すると、エラーメッセージを表示することな
くハングアップが発生しました。次の可能性をチェックします。

「考えられる原因」

完全指定のホスト名は、次の条件を満たしていなければなりません。

� ホスト名のドメイン部は、domainnameコマンドの結果と完全に一致している

� ホスト名を完全指定名に変更した後、/etcや /etc/inet内のファイルに、新し
いホスト名の情報を反映させる

� ホスト名の終わりにピリオドをつける

「対策」

NIS+サービスと、そのホストやサーバーで実行中の関連プロセスをすべてを停止し
ます。上の 2つの条件に合わせて、ホスト名を変更します。nisinitを使用してサー
バーを初期設定します。ホスト名が正しいことを確認した後もハングアップが発生す
る場合は、この節のほかの考えられる原因をチェックしてください。

NIS+のシステムリソースの問題
この節では、メモリーやディスク容量のようなシステムリソースが不足したときの問
題を取り上げます。

リソースの問題
処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。

� No memory
� Out of disk space
� 「Cannot [do something] with log」などのメッセージ
� Unable to fork

メモリーの不足
システムのメモリーやスワップ空間が不足すると、NIS+の様々な問題やエラー
メッセージに遭遇します。一時的な解決策として、不必要なウィンドウやプロセスを
終了させることが考えられます。必要に応じて、ウィンドウシステムを終了し、端末
のコマンド行を使用します。それでもメモリー不足を知らせるメッセージが表示され
るときは、スワップ空間やメモリーを追加するか、十分なスワップ空間やメモリーを
持つシステムに切り替えます。
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特定の状況では、アプリケーションやプロセスがメモリーを無駄に消費し、使用メモ
リーサイズが極端に大きくなることがあります。次のコマンドを実行すると、アプリ
ケーションやプロセスの現在のサイズを知ることができます。

ps -el

sz (サイズ)の列には、各プロセスの現在のメモリーサイズが表示されています。必要
に応じて、サイズが同程度と思われるアプリケーションやプロセスを比較し、メモ
リーサイズが極端に大きいものが存在しないかどうか調べます。

ディスク容量の不足
ディスク容量が不足すると、様々なエラーメッセージが表示されます。ディスク領域
の不足に共通する原因は、定期的に tmpファイルの削除やログファイルの切り捨てを
していないことです。切り捨てを行わないと、ログファイルと tmpファイルは常時増
加します。これらのファイルの増大速度はシステムごとに異なり、同じシステムでも
状態によって変化します。非効率的なシステムや、名前空間に問題を抱えているシス
テムでは、ログファイルは非常に急速に増大します。

注 –多くの問題が発生しているときは、ログファイルと /tmpのファイルを頻繁に
チェックします。ディスク容量が不足してほかの問題が発生する前に、ログファイル
を切り捨て、/tmpファイルを削除します。また、ルートディレクトリとホーム
ディレクトリで coreファイルを探して削除します。

ログファイルを切り捨てるには、システムのチェックポイントを設けます。チェック
ポイントのプロセスがある程度の時間を要し、完了するまではシステムの速度を低下
させることに注意してください。また、ファイルの切り捨てを行う前に完全なコピー
を作成するので、ある程度のディスク容量を必要とします。

システムのチェックポイントを実行するには、nisping -Cを実行します。

プロセス数の不足
過度に負荷の大きいマシンでは、マシンの構成の中で指定されている、同時に実行で
きる最大のプロセス数に達する可能性があります。この結果、「unable to fork」
のようなメッセージが表示されます。この問題を解決するために推奨されている方法
は、不必要なプロセスを終了させることです。それでも問題が持続する場合は、シス
テムの管理マニュアルの説明に従って、より多くのプロセスを扱えるようにシステム
を構成し直してください。

NIS+のユーザーの問題
この節では、一般ユーザーが遭遇する NIS+の問題を取り上げます。
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ユーザーの問題
� ユーザーがログインできない
� ユーザーがほかのドメインにリモートログインできない

ユーザーがログインできない
ユーザーがログインできない原因としては、以下のように様々なものが考えられま
す。

� パスワードを忘れた新しいパスワードを設定します。別のマシンのユーザーの場
合は、nispasswdを使用します。この作業は NIS+管理者だけが行えます。

� パスワードを間違えて入力したユーザーが、正しいパスワードを覚えているかどう
か、また「パスワードでは大文字と小文字が区別される」、「アルファベットの o
、lと数字の 0、1は、まったく別のものである」という点を理解しているかどう
かを確認します。

� 「Login incorrect」というタイプのメッセージが表示される。単純に「パス
ワードの入力を間違えた」という以外の原因については、447ページの「「Login
Incorrect」というメッセージが表示された」を参照してください。

� ユーザーのパスワード使用権が有効期限を過ぎている (312ページの「パスワード
使用権の有効期限」を参照)。

� 指定された期間を超えてログインが行われなかった (313ページの「ログインの間
隔の最大値の指定」を参照)。

� nsswitch.confファイルの設定が正しくない。passwdエントリの設定は以下の
5つのうちのいずれかにします。

� passwd: files
� passwd: files nis
� passwd: files nisplus
� passwd: compat
� passwd: compat passwd_compat: nisplus

これ以外の設定をすると、ユーザーがログインできなくなります

(詳細は、296ページの「nsswitch.confファイルの必要条件」を参照)。

ユーザーが新しいパスワードを使ったときにログインでき
ない
「症状」

最近パスワードを変更したユーザーが、ログインできません。または、特定のマシン
からログインできますが、ほかのマシンからログインできません。

「考えられる原因」
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� パスワードの変更を行なっても、システム全体に反映されるまでに時間がかかりま
す。試しに、古いパスワードを使ってログインしてみてください。

� NIS+が動作していないマシンで、パスワードを変更しました。

ユーザーがリモートドメインにログインできない
「症状」

ユーザーが rloginを使用して、ほかのドメインへのログインを試みましたが、
「Permission denied」メッセージが表示されて、拒絶されました。

「考えられる原因」

ほかのドメインにリモートログイン (rlogin)するには、ユーザーはそのドメインで
LOCALの資格を持っていなければなりません。

「診断」

そのドメインで、nismatch username.domainname. cred.org_dirを実行し、
LOCALの資格を持っているかどうか調べます。

「対策」

リモートドメインから nisaddcredを使用し、そのドメインでの LOCALの資格を
ユーザーに割り当てます。

ユーザーがパスワードを変更できない
原因としてもっとも多いのが、古いパスワードの入力を間違えた (または忘れた)とい
うことです。

ほかには以下のような原因が考えられます。

� パスワードの最小値に、最大値よりも大きい値が設定されている (309ページ
の「パスワードの変更禁止期間の設定」を参照)。

� パスワードがロックされている、あるいはパスワードの有効期限が過ぎている (
447ページの「「Login Incorrect」というメッセージが表示された」、448ページ
の「パスワードがロック状態、期限切れ、または無効である」を参照)。

NIS+に関するその他の問題
この節では、上記の問題に当てはまらない問題を取り上げます。

NIS+の動作
特定のホストが NIS+を実行しているかどうか知りたい場合があります。NIS+が動作
しているか知るには、スクリプトが必要です。
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NIS+が動作しているかどうかを確認するには、次の 2つの方法があります。

� svcs \*nisplus\* コマンドを使用して、NIS+ がオンラインになっているかど
うかを確認する

� 次のことを確認する

� nis_cachemgrが動作している
� ホストに /var/nis/NIS_COLD_STARTファイルがある
� nislsの実行に成功した

複製サーバーの更新のエラー
「症状」

更新が成功しなかったことを示すエラーメッセージが表示されます。次のメッセージ
が更新の成功を示すことに注意してください。「replica_update: number
updates number errors」

「考えられる原因」

次のエラーメッセージのどれかが表示された場合、サーバーがビジーであり、更新を
延期すべきことがわかります。

� Master server busy, full dump rescheduled

� replica_update error result was Master server busy full dump rescheduled, full
dump rescheduled

� replica_update: master server busy, rescheduling the resync

� replica_update: master server busy, will try later

� replica_update: nis dump result Master server busy, full dump rescheduled

� nis_dump_svc: one replica is already resyncing

これらのメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_DUMPLATER (ある複製がすで
に再同期を実行している)によって、または併用することで生成されます。

次のメッセージは、ほかの問題が起こっていることを示します。

� replica_update: error result was ...

� replica_update: nis dump result nis_perror error string

� rootreplica_update: update failednis dump result nis_perror
string-variable: could not fetch object from master

-C (診断チャンネルのオープン)オプションを指定した rpc.nisdが動作している場
合は、マスターサーバーか複製サーバーのシステムログに、詳細な情報が記録される
こともあります。

これらのメッセージは、次のような潜在的な問題が起こっていることを示していま
す。
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� サーバーが割り当てることができる子プロセスを使い果たした
� 読み込み専用の子プロセスがダンプを行うよう要求された
� ほかの複製サーバーが、現在同期を実行している

「診断」

複製サーバーとマスターサーバー両方のシステムログから、詳細な情報を探します。
情報が記録されている場合でも、詳細の程度は、システムのエラー報告レベルと、-C
オプション (診断)を指定して rpc.nisdを実行したかどうかによって異なります。

「対策」

ほとんどの場合、これらのメッセージは、システムが修正することのできる、ソフト
ウェアの小さな問題が発生したことを意味しています。あるコマンドを実行した結
果、これらのメッセージが表示された場合は、しばらく待って、もう一度同じコマン
ドを実行します。これらのメッセージが頻繁に表示される場合は、
/etc/syslog.confファイル内のしきい値レベルを変更します。詳細は、
syslog.confのマニュアルページを参照してください。
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付録 A

エラーメッセージ

この付録では、Solarisソフトウェアの DNS、NIS、および NIS+ネームサービスで使
用される一般的なエラーメッセージを、アルファベット順に説明します。メッセージ
ごとに説明を行い、該当するものがある場合は、解決策や、このマニュアルのほかの
部分の参照箇所を示します。

エラーメッセージについて
この章で説明したエラーメッセージの一部は、マニュアルページでさらに詳しく説明
します。

エラーメッセージの内容
エラーメッセージは、ポップアップウィンドウ、シェルツールのコマンド行、ユー
ザーコンソールウィンドウや、各種のログファイルに表示または記録されます。
/etc/syslog.confファイルに指定されているエラーの重大度の基準を上げたり下
げたりすることもできます。

ほとんどの場合、入力したコマンドか、コマンドが送られたコンテナオブジェクト
(ファイル、マップ、テーブル、またはディレクトリ)によって、エラーメッセージが
生成されます。しかし時には、コマンドに応答したサーバーによって、エラー
メッセージが生成されることもあります (メッセージは通常、syslogに記録され
る)。たとえば、「permission denied」メッセージは、ほとんどの場合ユーザーか
マシンが原因となって発生しますが、コマンドやマシンから要求された機能を実行す
るのに必要なアクセス権を、サーバー上のソフトウェアが持っていない場合に発生す
ることもあります。
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同様に、一部のコマンドは、非常に多くの種類のオブジェクトに対して検索や照会を
行います。オブジェクトによっては、原因が明確であるとは限りません。オブジェク
トのアクセス権 (読み取り専用の状態、利用できないなどの状態)が原因で、エラー
メッセージが返されることがあります。このような場合は、どのオブジェクトが原因
で問題が起こったのか、メッセージからわからない場合もあります。

通常の操作では、ネーミングなどのソフトウェアとサーバーは、関数ルーチン呼び出
しを行います。時として、これらの呼び出しが障害を起こし、エラーメッセージが生
成されることがあります。また、ユーザーが入力したコマンドをクライアントやサー
バーが処理する前に、それ以外のコマンドによる呼び出しが障害を起こし、エラー
メッセージが生成されることもあります。そのようなエラーメッセージは、あたかも
今入力したコマンドに対する応答のように見えるかもしれませんが、実際はそれまで
の操作に対する応答です。

注 –名前空間で作業を行なっているときに、遠隔手続き呼び出し (RPC)によってエ
ラーメッセージが生成される可能性もあります。これらの RPCエラーメッセージは、
このマニュアルでは説明していません。ご使用のシステムのマニュアルを参照してく
ださい。

状況によって異なる意味
NIS+のソフトウェアのどの部分がエラーメッセージを生成したかにより、同じエ
ラーメッセージがやや異なる意味を持つことがあります。たとえば、nislsコマンド
が「Not Found」というメッセージを生成した場合、指定された名前の NIS+ のオブ
ジェクトが存在しないことを意味します。しかし、nismatchコマンドが同じ
メッセージを表示した場合、検索基準に一致するテーブル項目が見つからなかったこ
とを意味します。

エラーメッセージのアルファベット順ソート規則
この付録のエラーメッセージは、次の規則に従ってアルファベット順に示します。

� 大文字と小文字を区別しません。つまり、「A」で始まるメッセージと「a」で始
まるメッセージは同じ順になります。

� アルファベット以外の記号は無視します。つまり、_svcauth_desで始まる
メッセージは、文字「S」で始まるほかのメッセージと同じ順になります。

� 「NIS+」で始まる (または「NIS+」を含む)エラーメッセージは、アルファベット
順で「NIS」で始まる (または「NIS+」を含む)メッセージの後になります。

� エラーメッセージの前に、エラーメッセージを生成したホスト、アプリケー
ション、プログラム、ルーチンの日付または名前が付き、その後にコロンが付く場
合があります。この場合には、コマンドの最初の名前はメッセージをアル
ファベット順にするために使われます。
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� メッセージの中には、ユーザー ID、プロセス番号、ドメイン名などの変数が含ま
れています。この章では、これら変数は斜体の文字で示されます。変数は任意のも
のにできるので、この章に示すメッセージの分類には含まれていません。たとえ
ば、実際には sales: is not a table (sales は変数) と表示されるメッセージ
は、この付録では、「name: is not a table」と表現しており、「is not a
table」として文字「I」で始まるメッセージに入っています。

� 「**ERROR: domainname does not exist」のように、アスタリスクで始まるエラー
メッセージは、NIS+のインストールスクリプトや設定スクリプトによって生成さ
れたものです。メッセージは、アスタリスクを無視し、最初の文字でソートされま
す。

エラーメッセージ内の番号
� 多くのメッセージには、IPアドレスが含まれます。IPアドレスは n.n.n.n.で示さ
れます。

� エラーメッセージにプロセス ID番号、項目の数などのような番号が含まれる場合
があります。エラーメッセージ内の番号は nnnnで示されます。

NIS+、FNSに共通するエラーメッセー
ジ
abort_transaction: Failed to action NIS+ objectname

abort_transactionルーチンが、サーバーのクラッシュやほかの回復不可能な
エラーにより、不完全なトランザクションから抜けることに失敗しました。詳細に
ついては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

abort_transaction: Internal database error abort_transaction:
Internal error, log entry corrupt NIS+ objectname
これら 2つのメッセージは、名前空間のデータベースやログが壊れていることを意
味します。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

add_cleanup: Cant allocate more rags.
このメッセージは、システムで使用できるメモリーが不足していることを示してい
ます。メモリー不足に関する問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミン
グとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照
してください。
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add_pingitem: Couldn’t add directoryname to pinglist (no memory)
メモリー不足の問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレク
トリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してくださ
い。

add_update: Attempt add transaction from read only child.
add_update Warning: attempt add transaction from read only child
読み取り専用の子プロセス rpc.nisdが、ログに項目を追加しようとしました。
ログの中にときどきこのメッセージが記録されても、重大な問題ではありません。
しかし、頻繁に記録される場合は、ご購入先にご連絡ください。

Attempting to free a free rag!
このメッセージは、rpc.nisdにソフトウェア上の問題が起こったことを意味し
ます。rpc.nisd は、異常終了したはずです。ps -ef | grep rpc.nisd を実行
して、rpc.nisdが現在も動作しているかどうか確認します。まだ動作している
場合は、NIS+サービスを停止し、前回と同じオプションで再起動します。デーモ
ンが動作していない場合は、前回と同じオプションで NIS+サービスを起動しま
す。/var/nisをチェックして、coreファイルのダンプが行われていないか確認
します。coreファイルが存在する場合は、削除してください。

注 – -YBオプションを指定して NIS+サービスを起動した場合は、
rpc.nisd_replyデーモンも終了しなければなりません。

Attempt to remove a non-empty table
nistbladmが，まだエントリを含んでいる NIS+テーブルを削除しようとしまし
た。または、nisrmdirが、ファイルあるいはサブディレクトリを含むディレク
トリを削除しようとしました。

� テーブルを削除する場合には、niscatを使ってテーブルの内容をチェック
し、nistbladmを使って既存の内容を削除します。

� ディレクトリを削除する場合には、nisls -l -Rを使って既存のファイルまた
はサブディレクトリをチェックして、それらを最初に削除します。

� nisrmdir -sを使って、ドメインから複製を分離するときに、複製がダウンし
ているか、またはマスターとの通信不能の状態にある場合に、このエラー
メッセージが表示されます。このような場合は、マスターサーバー上で
nisrmdir -f -s replicanameコマンドを実行すれば、強制的に切り離すことが
できます。しかし、nisrmdir -f -s replicanameを使って通信不能な複製を分
離する場合には、複製がオンライン状態に戻ったらすぐに、nisrmdir -f -s
replicanameを再実行して、複製の /var/nisファイルシステムを消去する必要
があります。nisrmdir -f -s replicanameを再実行しないと、複製がサービス
を再開した時に複製上に残された古い情報によって問題が発生する場合があり
ます。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTEMPTYによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくださ
い。
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authdes_marshal: DES encryption failure
認証データの DES暗号化に失敗しました。考えられる原因は次のとおりです。

� ライブラリ関数か引数が壊れています。
� DES暗号化チップを使用している場合、そのチップに問題があります。

ご購入先にご連絡ください。

authdes_refresh: keyserv is unable to encrypt session key
keyservプロセスは、公開鍵を使用してセッション鍵の暗号化を行うことができ
ませんでした。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレク
トリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してくださ
い。

authdes_refresh: unable to encrypt conversation key
keyservプロセスは、公開鍵を使用してセッション鍵の暗号化を行うことができ
ませんでした。このメッセージが表示された場合、通常はユーザーの側で何らかの
操作を行う必要があります。考えられる原因は次のとおりです。

� keyservプロセスが終了しているか、応答しません。ps -efを使用して、
keyservプロセスが keyservのホストで動作しているかどうかチェックしま
す。動作していない場合は、keyservを起動し、keyloginを実行します。

� クライアントが keyloginを実行していません。クライアント側で keylogin
を実行し、問題が解決できるかどうか調べます。

� クライアントのホストに、資格が割り当てられていません。クライアントの
ホームドメインの credテーブルに対して nismatchを使用して、クライアン
トのホストに適切な資格が割り当てられているかどうか調べます。割り当てら
れていない場合は、DESの資格を作成します。

� DES暗号化に失敗しました。エラーメッセージ「authdes_marshal: DES
encryption failure」を参照してください。

セキュリティ鍵の問題の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照して
ください。

authdes_refresh: unable to synchronize clock
このエラーメッセージは、クライアントとサーバーそれぞれのクロックが同期して
いないことを示しています。通常は、この問題は自動的に訂正されます。しかし、
このメッセージの後に、タイムスタンプに関係したエラーが発生した場合は、手作
業でクロックを同期させなければなりません。この問題が再度発生した場合は、
rpcbindが正しく機能しているかどうかチェックします。
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authdes_refresh: unable to synch up w/server
クライアントとサーバーそれぞれのクロックを同期させることに失敗しました。
サーバー上の rpcbindプロセスが応答しなかったことが原因となった可能性もあ
ります。サーバー上で ps -efを実行し、rpcbindが動作しているかどうか調べ
ます。動作していない場合は、rpcbindを再度起動します。このメッセージの後
に、タイムスタンプに関係したエラーが発生した場合は、rdate servernameを使
用して、クライアントのクロックを手作業でサーバーのクロックに同期させなけれ
ばなりません。

authdes_seccreate: keyserv is unable to generate session key
このエラーメッセージは、keyservがこのセッション用のランダムな DESキーを
生成できなかったことを示しています。このメッセージが表示された場合、ユー
ザーの側で何らかの操作を行う必要があります。

� keyservが正しく動作しているかどうかチェックします。動作していない場合
は、automountd、rpc.nisd、sendmailなどのように、secure RPCを使用
したり NIS+のコールを行う、長時間にわたって動作するプロセスとともに、
keyservを再度起動します。次に、keyloginを実行します。

� keyservが起動されていて正しく動作している場合は、このエラーをログに記
録したプロセスをもう一度起動します。

authdes_seccreate: no public key found for servername
クライアント側で、サーバー名 servernameの DESの資格を取得できませんでし
た。このメッセージが表示された場合、ユーザーの側で何らかの操作を行う必要が
あります。

� servernameに DESの資格が割り当てられているかどうかチェックします。割り
当てられていない場合は、DESの資格を作成します。

� スイッチ構成ファイルをチェックして、指定されているネームサービスを調
べ、そのサービスが応答するかどうか確認します。応答しない場合は、ネーム
サービスを再度起動します。

authdes_seccreate: out of memory
詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

authdes_seccreate: unable to gen conversation key
keyservプロセスは、ランダムな DESキーを生成できませんでした。もっとも可
能性の高い原因は、keyservプロセスが停止しているか、応答しないことです。
ps -efを使用して、ホスト上で keyservプロセスが動作しているかどうか確認
します。動作していない場合は、keyservを起動し、次に keyloginを実行しま
す。

keyservを起動し直しても問題が解決しない場合は、secure RPCを使用したり
NIS+をコールするプロセス (たとえば、automountd、rpc.nisd、sendmail)
が動作していない可能性があります。これらのプロセスが動作しているかどうか
チェックし、動作していない場合は再度起動します。
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セキュリティ鍵の問題の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照して
ください。

authdes_validate: DES decryption failure
「authdes_marshal: DES encryption failure」を参照してください。

authdes_validate: verifier mismatch
クライアントがサーバーに送ったタイムスタンプが、サーバーから受け取ったタイ
ムスタンプに一致していません (Secure RPCセッションの中では回復できませ
ん)。考えられる原因は次のとおりです。

� クライアントかサーバーのキャッシュに格納されているセッション鍵またはタ
イムスタンプのデータが壊れています。

� サーバーがキャッシュから、まだ有効なセッションのセッション鍵を削除しま
した。

� ネットワークデータが壊れています。

コマンドを再度実行してください。

CacheBind: xdr_directory_obj failed.
もっとも可能性のある原因は次のとおりです。

� xdr_directory_objルーチンに渡されたパラメータが不適切です。直前に入
力したコマンドの構文が正確かどうかチェックします。

� システムへのメモリーの割り当てに失敗しました。メモリーの問題について
は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

� コマンドの構文が正確で、システムもメモリー不足を起こしていないと思われ
る場合は、ご購入先にご連絡ください。

Cache expired
オブジェクトのキャッシュから返されたエントリが、有効期限を過ぎています。つ
まり、持続時間の値が 0になり、エントリが変更された可能性があることを示して
います。フラグ -NO_CACHEが検索用関数に渡された場合は、その検索関数は動作
を繰り返し行い、有効期限を過ぎていないオブジェクトのコピーの取得を試みま
す。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_CACHEEXPIREDによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参
照してください。

Callback: - select failed message nnnn
内部システムコールがエラーを起こしました。ほとんどの場合、この問題は自動的
に修正されます。自動的に修正されない場合は、rpc.nisdが異常終了していな
いかどうか確認します。異常終了している場合は、再度起動します。この問題が頻
繁に発生する場合は、ご購入先にご連絡ください。
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CALLBACK_SVC: bad argument
内部システムコールがエラーを起こしました。ほとんどの場合、この問題は自動的
に修正されます。自動的に修正されない場合は、rpc.nisdが異常終了していな
いかどうか確認します。異常終了している場合は、再度起動します。この問題が頻
繁に発生する場合は、ご購入先にご連絡ください。

Cannot grow transaction log error string
システムは、ログファイルへの追加を行うことができません。理由は stringが示す
とおりです。もっともよく考えられる原因は、ディスク容量の不足です。詳細につ
いては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Cannot truncate transaction log file
ログにチェックポイントを実行しようとしましたが、rpc.nisdデーモンは、
チェックポイントが設定されたエントリをログから削除した後で、ログファイルの
圧縮を試みました。このルーチンが失敗する要因については、ftruncateのマ
ニュアルページを参照してください。『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」も参照して
ください。

Cannot write one character to transaction log, errormessage
rpc.nisdデーモンは、現在のトランザクションを使用して、トランザクション
ログに更新部分を追加しようとしましたが失敗しました。原因は、関数が返した
messageの中に示されています。書き込みルーチンのマニュアルページの中に詳細
が記されていることもあります。

Can’t compile regular expression variable
keypat内の正規表現が不適切だったために、nisgrepコマンドによってエラー
メッセージが返されました。

Can’t get any map parameter information.
詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Can’t find name service for passwd
「nsswitch.confファイルがない」、「nsswitch.confファイルに passwd
のエントリがない」、「passwdのエントリが意味をなさない」、「passwdのエ
ントリの形式が正しくない」のいずれかを意味するエラーメッセージです。

Can’t find name ’s secret key
考えられる原因は次のとおりです。

� 正しくないパスワードを入力しました。

� credテーブルの中に、nameのエントリがない
� NIS+が鍵を復号できませんでした (エントリが壊れている可能性があります)。
� nsswitch.confファイルが、credテーブルの中に記録されている NIS+パス
ワードとは異なるパスワードを使用して、/etc/passwdファイルの中に格納
されているローカルパスワードの照会を行なっています。
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これらの問題を診断および解決する方法については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

checkpoint_log: Called from read only child ignored.
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

checkpoint_log: Unable to checkpoint, log unstable.
安定した状態にないログに対して、チェックポイントを実行しようとしました。つ
まり、ログは再同期、更新、チェックポイントのいずれかの状態にありました。ロ
グが安定した状態になるまで待って、nispingコマンドを再度実行します。

check_updaters: Starting resync.
システムの状態メッセージです。なんらかの操作を行う必要はありません。

Child process requested to checkpoint!
このメッセージは、システムが修正することのできる、ソフトウェアの小さな問題
が発生したことを意味しています。これらのメッセージが頻繁に表示される場合
は、/etc/syslog.confファイル内のしきい値レベルを変更します。詳細は、
syslog.confのマニュアルページを参照してください。

Column not found: columnname
指定した列名は、指定したテーブルの中に存在しません。

Could not find string ’s secret key
考えられる原因は次のとおりです。

� 正しくないパスワードを入力しました。

� credテーブルの中に、nameのエントリがありません。

� NIS+が鍵を復号できませんでした (エントリが壊れている可能性があります)。
� nsswitch.confファイルで、公開鍵の指定方法を間違えています。cred
テーブルの中に登録されている NIS+パスワードとは異なるパスワードを使用
して、/etc/publickeyファイルの中に格納されているローカル公開鍵の照
会を行なっています。

これらの問題を診断および解決する方法については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

Could not generate netname
keyloginを実行する際、Secure RPCのソフトウェアが、ユーザーの UIDに対応
する Secure RPCのネット名を生成できませんでした。考えられる原因は次のとお
りです。

� マシンのホームドメインにある NIS+の credテーブルで、LOCALの資格が割
り当てられていません。
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� /etc/passwdファイル内にあるローカルエントリの UIDが、NIS+の
passwdテーブル内にある UIDと違っています。

string: could not get secret key for ’string
考えられる原因は次のとおりです。

� 正しくないパスワードを入力しました。

� credテーブルの中に、nameのエントリがありません。

� NIS+が鍵を復号できませんでした (エントリが壊れている可能性があります)。
� nsswitch.confファイルで、公開鍵の指定方法を間違えています。cred
テーブルの中に登録されている NIS+パスワードとは異なるパスワードを使用
して、/etc/publickeyファイルの中に格納されているローカル公開鍵の照
会を行なっています。

これらの問題を診断および解決する方法については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

Couldn’t fork a process!
サーバーは、コールバックの要求を満たす子プロセスをフォークできませんでし
た。おそらく、システムが最大のプロセス数に達したためです。不要なプロセスを
いくつか終了するか、システムが処理できるプロセス数を増やしてください。詳細
については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Couldn’t parse access rights for column string
このメッセージは、通常 nistbladm -uコマンドで、演算子として + (プラス記
号)、- (マイナス記号)、= (等号)以外の記号を入力したときに返されます。ほかに
考えられる原因として、列の権利をコンマで区切っていないことや、アクセス権の
種類として r、d、c、mのどれでもない文字を指定したことが挙げられます。エン
トリのタイプによるエラーの場合は、構文をチェックしてください。入力が正しく
てもエラーが発生する場合は、テーブルが壊れていることも考えられます。

Database for table does not exist
テーブルの参照に失敗しました。原因については、『Solarisのシステム管理 (ネー
ミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を
参照してください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOSUCHTABLEによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参
照してください。

_db_add: child process attempting to add/modify _db_addib:
non-parent process attempting an add
これらのメッセージは、読み取り専用プロセスや、親プロセス以外のプロセスが、
データベース内のオブジェクトを追加または変更しようとしたことを示します。ほ
とんどの場合、なんらかの操作を行う必要はありません。この問題が頻繁に発生す
る場合は、ご購入先にご連絡ください。

476 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



db_checkpoint: Unable to checkpoint string
このメッセージは、なんらかの理由で、NIS+がディレクトリにチェックポイント
を実行できなかったことを示します。ほとんどの場合、ディスクが一杯になってい
ます。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサー
ビス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

_db_remib: non-parent process attempting an remove _db_remove:
non-parent process attempting a remove
これらのメッセージは、読み取り専用プロセスや、親プロセス以外のプロセスが、
テーブルエントリを削除しようとしたことを示します。ほとんどの場合、なんらか
の操作を行う必要はありません。この問題が頻繁に発生する場合は、ご購入先にご
連絡ください。

Do you want to see more information on this command?
このメッセージは、スクリプトのコマンド行の中に、なんらかの構文エラーかスペ
ルミスがあることを示します。

Entry/Table type mismatch
テーブルでエントリを追加または変更しようとして、ほかのタイプのテーブルから
エントリを引き渡した場合に、このメッセージが表示されます。たとえば、列数が
等しくないことが考えられます。更新に使っているテーブルのタイプが正確に一致
しているかどうかチェックします。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_TYPEMISMATCHによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

**ERROR: chkey failed again. Please contact your network
administrator to verify your network password.
このメッセージは、ネットワークのパスワードの入力ミスを示します。

� マシンをはじめて初期設定するときは、ネットワーク管理者に連絡を取り、
ネットワークのパスワードを確認します。

� このマシンが、同じドメインの中で NIS+のクライアントとして初期設定され
たことがある場合は、Secure RPCのパスワードプロンプトで、rootのログイ
ンパスワードを入力してみます。

� このマシンが現在 NIS+のクライアントであり、ほかのドメインのクライアン
トに変更したい場合は、/etc/.rootkeyファイルを削除し、ネットワーク管
理者から受け取ったパスワード (または nispopulateスクリプトから生成し
たパスワード)を使用して、nisclientスクリプトを再度実行します。

Error: Could not create a valid NIS+ coldstart file
このメッセージは、NIS+の初期設定ルーチン nisinitによって生成されます。
この後に、「lookup:..」で始まるメッセージが表示されます。 2番目の
メッセージは、NIS+の有効なコールドスタートファイルが作成できなかった理由
を示します。
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**ERROR: could not restore file filename
このメッセージは、NIS+が、filename.no_nisplusを filenameに変更できな
かったことを示します。

システムコンソールを使用して、システムエラーメッセージの有無をチェックしま
す。

� システムエラーメッセージがある場合は、そのエラーメッセージの示す問題を
解決し、nisclient -iを再度実行します。

� システムエラーメッセージがない場合は、そのファイルを手作業で名前を変更
し、nisclient -iを再度実行します。

**ERROR: Couldn’t get the server NIS+_server’s address.
このスクリプトは、指定されたドメインのサーバーの IPアドレスを取り出すこと
ができませんでした。/etc/hostsファイルまたは /etc/inet/ipnodesファイ
ル内のサーバー NIS+_serverに、手作業で IPアドレスを追加し、nisclient -i
を再度実行します。

**ERROR: directory directory-path does not exist.
このメッセージは、正しくないディレクトリパス名を入力したことを示します。正
しいディレクトリパス名を入力します。

**ERROR: domainname does not exist.
このメッセージは、存在しないドメインを複製しようとしたことを示します。

� domainnameのスペルが正しくない場合は、正しいドメイン名を指定して、この
スクリプトをもう一度実行します。

� domainnameのドメインが存在しない場合は、そのドメインを作成します。次
に、複製を行うことができます。

**ERROR: parent-domain does not exist.
このメッセージは、コマンド行で指定されたドメインの親ドメインが存在しないこ
とを示します。このメッセージは、ルートマスター以外のサーバーの設定を行
なっているときにだけ表示されるはずです。

� ドメイン名のスペルが正しくない場合は、正しいドメイン名を指定して、もう
一度このスクリプトを実行します。

� このドメインの親ドメインが存在しない場合は、最初に親ドメインを作成し、
次にこのドメインを作成します。

**ERROR: Don’t know about the domain “domainname”. Please check
your domainname.
このメッセージは、認識できないドメイン名が入力されたことを示します。正しい
ドメイン名を指定して、もう一度このスクリプトを実行します。

**ERROR: failed dumping tablename table.
このスクリプトは、指定されたテーブルのダンプに失敗したため、credテーブル
を生成できませんでした。
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� niscat tablename .org_dirの実行に失敗した場合は、すべてのサーバーが動
作しているかどうか確認し、もう一度このスクリプトを実行して、tablename
テーブルを生成します。

� niscat tablename .org_dirが実行できる場合は、NIS+のサーバーが一時的
にビジーだったために、エラーが発生した可能性があります。もう一度このス
クリプトを実行して、tablenameテーブルを生成します。

**ERROR: host hostname is not a valid NIS+ principal in domain
domainname. This host name must be defined in the credential table
in domain domainname. Use nisclient -c to create the host
credential
あるマシンを NIS+のサーバーにする前に、そのマシンを NIS+のクライアントと
し、適切な資格を割り当てる必要があります。マシンを NIS+のルート複製サー
バーに変換するには、最初にそのマシンをルートドメインの NIS+クライアントに
する必要があります。ドメインに新しいクライアントを追加するための指示に従
い、nisserver -Rを再度実行します。

マシンを NIS+のルート以外のマスターサーバーや複製サーバーに変換するには、
そのマシンを、サービスを提供するドメインの親ドメインの NIS+クライアントに
しておかなければなりません。ドメインに新しいクライアントを追加するための指
示に従い、nisserver -Mか nisserver -Rを再度実行します。

ルートマスターサーバーを設定するときは、この問題は発生しないはずです。

Error in accessing NIS+ cold start file is NIS+ installed?
このメッセージは、NIS+がマシンにインストールされていない場合や、何らかの
理由で /var/nis/NIS_COLD_STARTファイルが見つからないかアクセスできな
い場合に発生します。/var/nis/NIS_COLD_STARTファイルが存在しているか
どうかチェックします。ファイルが存在している場合は、パスが正しく設定されて
いるかどうか、また NIS_COLD_STARTに正しいアクセス権が割り当てられている
かどうか確認します。次に、古いコールドスタートファイル名の変更か削除を行
い、nisclientスクリプトをもう一度実行して、NIS+をマシンにインストール
します。

このメッセージは、NIS+エラーコード定数 NIS_COLDSTART_ERRを送信した
キャッシュマネージャにより生成されます。ファイルにアクセスできない原因の
詳細については、writeおよび openのマニュアルページを参照してください。

Error in RPC subsystem
これは致命的なエラーで、RPCサブシステムになんらかの障害が発生したことを
示します。通常は、クライアント側かサーバー側に、RPC要求が失敗した理由を
示す syslogメッセージがあります。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_RPCERRORによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。
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**ERROR: it failed to add the credential for root.
NIS+のコマンド nisaddcredは、ルートマスターサーバーの設定を行なってい
るときに、rootの資格を作成できませんでした。システムコンソールを使用し
て、システムエラーメッセージの有無をチェックします。

� システムエラーメッセージが発生している場合は、そのエラーメッセージの示
す問題を解決し、nisserverを再度実行します。

� システムエラーメッセージが発生していない場合は、rpc.nisdプロセスが動
作しているかどうかチェックします。動作していない場合は、rpc.nisdをも
う一度起動し、nisserverを再度実行します。

**ERROR: it failed to create the tables.
NIS+のコマンド nissetupは、ディレクトリやテーブルを作成できませんでし
た。システムコンソールを使用して、システムエラーメッセージの有無をチェック
します。

� システムエラーメッセージが発生している場合は、そのエラーメッセージの示
す問題を解決し、nisserverを再度実行します。

� システムエラーメッセージが発生していない場合は、rpc.nisdプロセスが動
作しているかどうかチェックします。動作していない場合は、rpc.nisdをも
う一度起動し、nisserverを再度実行します。

**ERROR: it failed to initialize the root server.
NIS+のコマンド nisinit -rは、ルートマスターサーバーの初期設定に失敗しま
した。システムコンソールを使用して、システムエラーメッセージの有無を
チェックします。システムエラーメッセージがある場合は、そのエラーメッセージ
の示す問題を解決し、nisserverを再度実行します。

**ERROR: it failed to make the domainname directory
nisserverを実行して、ルート以外のマスターを作成しているときに、NIS+の
コマンド nismkdirは、domainnameという新しいディレクトリの作成に失敗しま
した。親ドメインに、新しいドメインを作成するために必要な作成権が割り当てら
れていません。

� そのドメインの所有者ではなく、親ドメインのグループメンバーでもない場合
は、所有者か親ドメインのグループメンバーとして、そのスクリプトをもう一
度実行します。

� rpc.nisdが、作成中のドメインのサーバーとなるマシンで動作していない場
合は、rpc.nisdをもう一度起動します。

**ERROR: it failed to promote new master for the domainname
directory

nisserverスクリプトを使ってルート以外のマスターを作成しているときに、
NIS+のコマンド nismkdirは、ディレクトリ domainnameの新しいマスターの変
換に失敗しました。

� このドメインの親ドメインで変更権を割り当てられていない場合は、親ドメイ
ンの所有者かグループメンバーとして、そのスクリプトをもう一度実行しま
す。
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� rpc.nisdが、変換先のドメインのサーバーで動作していない場合は、これら
のサーバー上で rpc.nisdをもう一度起動し、nisserverを再度実行しま
す。

**ERROR: it failed to replicate the directory-name directory
NIS+のコマンド nismkdirは、ディレクトリ directory-nameの新しい複製サー
バーを作成できませんでした。

� rpc.nisdが、複製サーバーを作成したいドメインのマスターサーバー上で動
作していない場合は、マスターサーバーで rpc.nisdをもう一度起動し、
nisserverを再度実行します。

� rpc.nisdが、新しい複製サーバー上で動作していない場合は、新しい複製
サーバーで rpc.nisdをもう一度起動し、nisserverを再度実行します。

**ERROR: invalid group name. It must be a group in the root-domain
domain.
このメッセージは、ルートマスターサーバーを構成しているときに、不適切なグ
ループ名が使用されたことを示します。root-domainの適切なグループ名を指定し
て、nisserver -rをもう一度実行します。

**ERROR: invalid name “client-name” It is neither an host nor an user
name.
このメッセージは、不適切な client-nameが入力されたことを示します。

� client-nameのスペルが正しくない場合は、正しい client-nameを指定して、
nisclient -cをもう一度実行します。

� client-nameのスペルは正しくても、適切なテーブルの中に存在していない場合
は、適切なテーブル内に client-nameを記述して、nisclient -cをもう一度実
行します。たとえば、ユーザーのクライアントは passwdテーブルの中に存在
し、ホストのクライアントは hostsテーブルの中に存在します。

**ERROR: hostname is a master server for this domain. You cannot
demote a master server to replica. If you really want to demote
this master, you should promote a replica server to master using
nisserver with the M option.
同じドメインの中で、マスターサーバーを直接複製サーバーに変換することはでき
ません。しかし、複製サーバーのホスト名を指定して nisserver -Mを実行する
ことにより、複製サーバーを新しいマスターサーバーに変換できます。同時に、元
のマスターは自動的に複製サーバーに変換されます。

**ERROR: missing hostnames or usernames.
このメッセージは、コマンド行でクライアント名が入力されなかったことを示しま
す。クライアント名を指定して、nisclient -cをもう一度実行します。

**ERROR: NIS+ group name must end with a “.”
このメッセージは、ピリオドで終わる完全指定のグループ名が指定されなかったこ
とを示します。完全指定のグループ名を使用して、このスクリプトをもう一度実行
します。
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**ERROR: NIS+ server is not running on remote-host. You must do the
following before becoming an NIS+ server: 1. become an NIS+ client
of the parent domain or any domain above the domain which you plan
to serve. (nisclient) 2. start the NIS+ server. (rpc.nisd)
このメッセージは、NIS+に変換しようとしているリモートマシン上で、
rpc.nisdが動作していないことを示します。nisclientスクリプトを使用し
て、そのマシンを親ドメイン、またはサービスを提供するドメインより上位のドメ
インの NIS+クライアントにします。次に、remote-host上で rpc.nisdを起動し
ます。

**ERROR: nisinit failed.
nisinitは、NIS_COLD_STARTファイルを作成できませんでした。

次のことをチェックします。

� -Hオプションで指定した NIS+サーバーが動作しているかどうか (pingを使用
して確認する)

� 正しいドメイン名を入力したかどうか

� rpc.nisdがサーバー上で動作しているかどうか

� 未認証クラスに、そのドメインでの読み取り権が割り当てられているかどうか

**ERROR: NIS map transfer failed. tablename table will not be
loaded.

NIS+は、このテーブルの NISマップを、NIS+データベースに転送できませんで
した。

� NISサーバーのホストが動作している場合は、もう一度このスクリプトを実行
します。一時的な障害が原因で、エラーが発生した可能性があります。

� すべてのテーブルでこのエラーが発生した場合は、ほかの NISサーバーを使用
して、このスクリプトをもう一度実行します。

**ERROR: no permission to create directory domainname
親ドメインに、新しいドメインを作成するために必要な作成権が割り当てられてい
ません。そのドメインの所有者ではなく、親ドメインのグループメンバーでもない
場合は、所有者か親ドメインのグループメンバーとして、そのスクリプトをもう一
度実行します。

**ERROR: no permission to replicate directory domainname.
このメッセージは、ドメインを複製するためのアクセス権が割り当てられていない
ことを示します。このドメインの所有者かグループメンバーとして、スクリプトを
もう一度実行します。

error receiving zone transfer
DNSのエラーメッセージです。通常これは、主サーバーのDNSファイルの 1つの
構文エラーを示します。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照して
ください。
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**ERROR: table tablename .org_dir.domainname does not exist.” tablename
table will not be loaded.”
スクリプトは、NIS+のテーブル tablenameを見つけることができませんでし
た。

� tablenameのスペルが正しくない場合は、正しいテーブル名を指定して、スクリ
プトをもう一度実行します。

� tablenameが NIS+の標準テーブルの 1つであり、かつ tablenameテーブルが存
在しない場合は、nissetupを使用して、そのテーブルを作成します。
tablenameが NIS+の標準テーブルではなく、また存在しない場合は、
nistbladmを使用して、独自のテーブル tablenameを作成します。次に、この
スクリプトを再度実行して、このテーブルを生成します。

� tablenameテーブルが存在する場合は、NIS+のサーバーが一時的にビジーで
あったためにエラーが発生した可能性があります。このスクリプトをもう一度
実行して、tabelnameテーブルを生成します。

**ERROR: this name “clientname” is in both the passwd and hosts
tables. You cannot have an username same as the host name.

client-nameが、passwdテーブルと hostsテーブルの両方に記述されています。
両方のテーブルに、共通の名前を記述することは認められていません。passwdと
hostsどちらかのテーブルから、手作業でこのエントリを削除します。次に、
nisclient -cを再度実行します。

**ERROR: You cannot use the -u option as a root user.
このメッセージは、スーパーユーザーが nisclient -uを実行しようとしたこと
を示します。-uオプションは、普通のユーザーだけを初期設定するためのもので
す。スーパーユーザーは、NIS+クライアントとして初期設定する必要がありませ
ん。

**ERROR: You have specified the Z option after having selected the
X option. Please select only one of these options [list]. Do you
want to see more information on this command?
いま実行しているスクリプトでは、リスト表示されているオプションのうち、どれ
か 1つしか使用できません。

� yと入力すると、詳細な情報が表示されます。
� nと入力すると、スクリプトは停止して、元のプロンプトに戻ります。

スクリプトを終了した後で、オプションを 1つだけ指定して、もう一度実行しま
す。

**ERROR: you must specify a fully qualified groupname.
このメッセージは、ピリオドで終わる完全指定のグループ名が指定されなかったこ
とを示します。完全指定のグループ名を使用して、このスクリプトをもう一度実行
します。
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**ERROR: you must specify both the NIS domainname (-y) and the NIS
server host name (-h).
このメッセージは、NISのドメイン名と NISサーバーのホスト名の一方または両
方を指定しなかったことを示します。プロンプトかコマンド行で、NISのドメイン
名と NISサーバーのホスト名を入力します。

**ERROR: you must specify one of these options: -c, -i, -u, -r.
このメッセージは、これらのオプション -c、-i、-u、-rのどれかがコマンド行
に指定されていなかったことを示します。正しいオプションを指定して、スクリプ
トをもう一度実行します。

**ERROR: you must specify one of these options: -r, -M or -R”
このメッセージは、-r、-M、-Rのどのオプションも指定されなかったことを示し
ます。正しいオプションを指定して、スクリプトをもう一度実行します。

**ERROR: you must specify one of these options: -C, -F, or -Y
このメッセージは、-Y、-Fどちらのオプションも入力しなかったことを示しま
す。正しいオプションを指定して、スクリプトをもう一度実行します。

**ERROR: You must be root to use -i option.
このメッセージは、普通のユーザーが nisclient -iを実行しようとしたことを
示します。nisclient -iを実行できるアクセス権を割り当てられているのは、
スーパーユーザーだけです。

Error while talking to callback proc
サーバーがクライアントからコールバックされているときに、サーバー上で RPC
エラーが発生しました。この時点でトランザクションは異常終了し、まだ送信され
ていないデータは破棄されます。サーバー上の syslogで詳細をチェックしま
す。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_CBERRORによって生成されま
す。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してください。

First/Next chain broken
このメッセージは、コールバックルーチンが結果を返しているときに、クライアン
トとサーバーの接続が解除されたことを示します。プロセスの実行中にサーバーが
終了すると、このようなメッセージが発生することがあります。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_CHAINBROKENによって生成
されます。

Generic system error
要求をしているときに、何らかの一般的なシステムエラーが発生しました。システ
ムの syslogの記録をチェックし、サーバーから返されたエラーメッセージを探
します。

このメッセージは通常、サーバーがクラッシュしたか、データベースが壊れたこと
を示します。このメッセージは、サーバーまたは複製サーバーの名前を正しく指定
していない場合にも生成される可能性があります。たとえば、サーバーや複製サー
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バーが自らサービスを提供するドメインより上位ドメインに属しているが、サービ
スを提供しているドメインに属しているように指定した場合に生成されます。詳細
については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_SYSTEMERRORによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参
照してください。

Illegal object type for operation
これらの問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 DB_BADOBJECTによって生成され
ます。

insufficient permission to update credentials.
このメッセージは、動作に必要なアクセス権が割り当てられていない状態で、
nisaddcredコマンドを実行したときに発生します。テーブル、列、エントリど
れかのレベルでアクセス権が不足している可能性があります。niscat -o
cred.org_dirを使用して、credテーブルでどのようなアクセス権が割り当て
られているを確認します。アクセス権を追加する場合は、ユーザー自身またはシス
テム管理者がオブジェクトのアクセス権の要件を変更するか、必要なアクセス権が
割り当てられているグループにユーザーを追加します。

アクセス権の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクト
リサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Invalid Object for operation

� Name context -関数に渡された名前は、NIS+の有効な名前ではありません。
� Table context -指定されたオブジェクトは、このテーブルにとって有効な NIS+
エントリのオブジェクトではありません。列数が一致しない場合や、テーブル
の中で関連する列とデータ型 (たとえば、バイナリかテキストか)が異なる場合
に、このメッセージが発生する可能性があります。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_INVALIDOBJによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照
してください。

invalid usecs Routine_name: invalid usecs
このメッセージは、struct time stamp タイプの変数フィールド tv_usecs の
値が、1秒未満マイクロ秒単位の値より大きいときに発生します。通常は、何らか
のタイプのソフトウェアエラーが原因です。

tablename is not a table
tablenameという名前を持つオブジェクトは、テーブルオブジェクトではありませ
ん。たとえば、nisgrepや nismatchのコマンド行で、テーブルオブジェクト以
外のオブジェクトを指定すると、このメッセージが発生します。
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Link Points to illegal name
渡された名前を LINKタイプのオブジェクトとして解決しましたが、そのオブ
ジェクトの内容が不適切な名前を指しています。

テーブルエントリをリンクさせることができません。このエラーメッセージはエン
トリレベルでリンクを作成しようとすると発生します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_LINKNAMEERRORによって生
成されます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを
参照してください。

Load limit of number reached!
サーバー上で子プロセスの数がすでに上限に達しているときに、子プロセスを作成
しようとしました。このメッセージは、メッセージをログに記録する基準のレベル
が LOG_WARNINGを含む場合にのみ、サーバーのシステムログに記録されます。

login and keylogin passwords differ.
nispasswdを使用してパスワードを変更し、システムはパスワードを変更しまし
たが、credテーブル内の資格のエントリを新しいパスワードに更新できず、さら
に、passwdテーブルの中で元のパスワードに復元もできない場合に、この
メッセージが発生します。このメッセージの後に、次の指示が表示されます。

Use NEW password for login and OLD password for
keylogin. Use “chkey -p” to reencrypt the credentials with
the new login password. You must keylogin explicitly after

your next login.

この指示の後に、なぜ元のパスワードに復元することができなかったのか、理由を
示す状態メッセージが表示されます。これらのメッセージが表示された場合は、そ
の指示に従ってください。

Login incorrect
このメッセージの原因としてもっとも多いのは、パスワードのタイプミスです。も
う一度入力し直してください。また覚えているパスワードが正しいかどうかも確認
してください。特に、大文字と小文字、アルファベットの oと数字の 0、アル
ファベットの lと数字の 1を間違えないよう注意してください。

このメッセージが生成されるその他の原因については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

log_resync: Cannot truncate transaction log file
ログにチェックポイントを実行しようとしましたが、rpc.nisdデーモンは、
チェックポイントが設定されたエントリをログから削除した後で、ログファイルの
圧縮を試みました。このルーチンが失敗する要因については、ftruncateのマ
ニュアルページを参照してください。『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」も参照して
ください。
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Malformed Name or illegal name
関数に渡された名前は、NIS+の有効な名前ではありません。

考えられる理由の一つは、だれかがドメイン名を変更したことです。既存のドメイ
ン名は変更すべきではありません。詳細については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_BADNAMEによって生成されま
す。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してください。

_map_addr: RPC timed out.
プロセスやアプリケーションが、必要なデータの取得や NIS+からのホスト名の解
決を行うデフォルト時間内に、NIS+と通信できませんでした。ほとんどの場合、
しばらく待機すれば解決します。パフォーマンスの遅れに関する問題の詳細につい
ては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Master server busy full dump rescheduled
このメッセージは、マスターサーバーがビジーであったため、複製サーバーがマス
ターサーバーから得られたフルダンプを使って自らを更新することができなかった
ことを示します。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレ
クトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してくださ
い。

String Missing or malformed attribute
属性の名前が、テーブル内の指定された列に一致していません。または、属性に値
が割り当てられていません。

コマンドの構文エラーが原因となっている可能性があります。stringから、何が間
違っているのか推測できます。一般的な原因は、スペルミス、等号 (=)を不適切な
場所に置いたこと、列名やテーブル名の間違いなどです。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_BADATTRIBUTEによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

Modification failed
コマンドを実行しているときに、だれかがグループ名を変更したため、
nisgrpadmがこのメッセージを返しました。だれかがグループの操作を行なって
いるかどうかチェックします。次に、このコマンドを再度実行します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_IBMODERRORによって生成さ
れます。

Modify operation failed
試みた変更が、何らかの理由で失敗しました。
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このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_MODFAILによって生成されま
す。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照して
ください。

Name not served by this server
指定された名前へのサービスを提供していないサーバーに、要求を行いました。通
常、このメッセージは発生しないはずです。しかし、内蔵のサーバー検索メカニズ
ムを使用しない場合は、独自のメカニズムが壊れた結果、発生する可能性もありま
す。

ほかに考えられる原因は次のとおりです。

� コールドスタートファイルが壊れています。/var/nis/NIS_COLD_STARTを
削除して、再起動します。

� ローカルキャッシュの期限切れのような、キャッシュの問題。NIS+サービスを
停止することにより nis_cachemgrを終了し、
/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイルを削除して、再起動します。
ルートディレクトリ以外の場所で問題が発生した場合は、単純にドメインの
キャッシュマネージャのプロセスを終了し、コマンドをもう一度実行します。

� だれかが複製サーバーから、このディレクトリを削除しました。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOT_MEによって生成されま
す。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照して
ください。

Named object is not searchable
テーブル名を NIS+のオブジェクトとして解決しましたが、オブジェクトが検索で
きませんでした。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTSEARCHABLEによって生
成されます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してく
ださい。

Name/entry isn’t unique
複数のエントリを返す特定の検索基準に基づく動作が要求されました。たとえば、
nistbladm -rを使用して、passwdテーブルからユーザーを削除しようとしまし
た。しかし、このテーブルには、そのユーザーに対応するエントリが 2つ存在した
ため、次のメッセージが表示されます。

mymachine# nistbladm -r [name=arnold],passwd.org_dir

Can’t remove entry: Name/entry isn’t unique

-rではなく -Rオプションを使用すると、コマンドを複数のエントリに適用でき
ます。たとえば、arnoldに対応するすべてのエントリを削除するには、次のよう
に入力します。

mymachine# nistbladm -R [name=arnold],passwd.org_dir
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NIS+ error
「NIS+サーバーがエラーを返したが、passwdコマンドがエラーの種類を特定で
きなかった」という場合に使用されるエラーメッセージです。

NIS+ operation failed
この一般的なエラーメッセージは、めったに発生しないはずです。通常はシステム
が修正することのできる、ソフトウェアの小さな問題が発生したことを意味してい
ます。これらのメッセージが頻繁に表示される場合や、システムにより修正されな
いと思われる場合は、ご購入先にご連絡ください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_FAILによって生成されます。

string: NIS+ server busy try again later.
原因については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

NIS+ server busy try again later.
サーバーは現在ビジー状態です。後でコマンドをもう 1度実行します。

原因については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

NIS+ server for string not responding still trying
原因については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

NIS+ server not responding
原因については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス :
DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

NIS+ server needs to be checkpointed. Use nisping -Cdomainname

注意 –すぐにチェックポイントを設定してください。

サーバーのシステムログが LOG_CRITのレベルにある場合は、このメッセージが
生成されます。これは、ログが大きくなりすぎたことを示します。nisping -C
domainnameを使用してチェックポイントを実行し、ログを切り捨てます。

ログサイズの詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクト
リサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。
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NIS+ servers unreachable
このソフトエラーは、指定したテーブルオブジェクトが置かれているディレクトリ
にサービスを提供するサーバーに到達できなかったことを示します。ネットワーク
の障害やサーバーのクラッシュが起こった場合に、このメッセージが発生する可能
性があります。もう一度実行するだけで、成功する可能性もあります。
nis_tables(3N)と nis_names(3N)のマニュアルページの -HARD_LOOKUPフ
ラグの説明を参照してください。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NaMEUNREACHABLEによって
生成されます。

NIS+ service is unavailable or not installed
NIS+のサービスが利用できないか、インストールされていません。このメッセー
ジは、NIS+のエラーコード定数 NIS_UNAVAILによって生成されます。

NIS+: write ColdStart File: xdr_directory_obj failed
もっとも可能性のある原因は次のとおりです。

� パラメータが正しくありません。直前に入力したコマンドの構文が正確かどう
かチェックします。

� システムへのメモリーの割り当てに失敗しました。メモリーの問題について
は、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

� コマンドの構文が正確で、システムもメモリー不足を起こしていないと思われ
る場合は、ご購入先にご連絡ください。

nis_checkpoint_svc: readonly child instructed to checkpoint
ignored.
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

nis_dumplog_svc: readonly child called to dump log, ignore
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

nis_dump_svc: load limit reached.
システムで許可されている子プロセスの最大数に達しました。

nis_dump_svc: one replica is already resyncing.
マスターとの同期を実行できる複製は、1度に 1つだけです。後でコマンドをもう
1度実行します。

上記の 3つのエラーメッセージについては、『Solarisのシステム管理 (ネーミング
とディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照し
てください。
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nis_dump_svc: Unable to fork a process.
フォークを行うシステムコールが障害を起こしました。考えられる原因について
は、fork(2)のマニュアルページを参照してください。

nis_mkdir_svc: read-only child called to mkdir, ignored
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

nis_ping_svc: read-only child was ping ignored
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

nis_rmdir_svc: readonly child called to rmdir, ignored
このメッセージは、読み取り専用プロセスが、親プロセスに限定されている操作を
試みて、その操作が異常終了したことを示す状態メッセージです。なんらかの操作
を行う必要はありません。

nisaddcred: no password entry for uid userid nisaddcred: unable to
create credential.
これら 2つのメッセージが発生するのは、nispopulateスクリプトを実行してい
るときです。NIS+のコマンド nisaddcredは、リモートドメイン上で、ユー
ザー ID useridに LOCALの資格を割り当てることに失敗しました。この
メッセージは、リモートドメインで passwdテーブルを生成しているときにだけ
発生します。

問題を解決するには、ローカルの passwdテーブルに、次のテーブルパスを追加
します。

# nistbladm -u -p passwd.org_dir. remote-domain passwd.org_dir

remote-domainは、nispopulateを実行したときに -dオプションで指定したドメ
インと同じものでなければなりません。このスクリプトをもう一度実行して、
passwdテーブルを生成します。

No file space on server
NIS+のサービスが利用できないか、インストールされていません。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOFILESPACEによって生成
されます。

No match
もっとも可能性の高い原因は、インデックスつきの名前を指定するために角括弧を
使用し、そのためにシェルが解釈できなくなったことです。たとえば、インデック
スつきの名前の両側を角括弧で囲む場合は、全体をさらに引用符で囲まない限り、
シェルは角括弧を解釈することができません。そのため、次のメッセージが表示さ
れます。

# nistbladm -m shell=/bin/csh [name=miyoko],passwd.org_dir No match
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正しい構文は次のとおりです。

# nistbladm -m shell=/bin/csh ‘[name=miyoko],passwd.org_dir‘

No memory
システムのメモリーが不足しているため、指定された操作を行うことができませ
ん。メモリーの問題の詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照して
ください。

Non NIS+ namespace encountered
名前を完全に解決できませんでした。通常は、関数に渡された名前を解決した結
果、NIS+のネームツリーの中にない名前空間が得られたことを示します。つま
り、この名前は登録されていないディレクトリの中にあります。このメッセージが
発生した場合、エラーとともに、DIRECTORYタイプの NIS+オブジェクトが返さ
れます。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_FOREIGNNSによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

No password entry for uid userid No password entry found for uid
userid
これらのメッセージは両方とも、ユーザーの資格の作成や追加を試みたときに、
passwdテーブルの中にそのユーザーが見つからなかったことを示します。資格の
作成や追加を行う前に、passwdテーブルの中にユーザーを追加しておかなければ
なりません。

� もっとも可能性のある原因は、コマンド行でユーザーの useridのスペルミスを
したことです。コマンド行の構文が正確か、またミススペルがないかチェック
します。

� 正しいドメインにいるか、またはコマンド行で正しいドメインを指定している
かチェックします。

� コマンド行が正しい場合は、passwdテーブルをチェックして、入力した
useridのユーザーが存在するかどうか確認します。次のように nismatchを使
用します。

mymachine# nismatch uid=userid passwd.org_dir.

passwdテーブルの中にユーザーが含まれていない場合は、資格を作成する前に、
nistbladmか nisaddentを使用して、passwdテーブルにユーザーを追加しま
す。

No shadow password information
「制御に必要な情報が欠けているため、パスワードの有効期間の設定が行えな
かった」ということを意味します。

Not found String Not found
Names context -名前空間の中に、指定された名前が存在しません。
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Table context -検索基準に一致するエントリが、テーブルの中に存在しません。検
索基準が null (すべてのエントリを返す)の場合は、このテーブルが空であり、安
全に削除できることを意味します。

-FOLLOW_PATHフラグが設定されている場合にこのエラーが発生するのは、検索
基準に一致するエントリが、パス内のどのテーブルにも含まれていないことを意味
します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTFOUNDによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

この種類の問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Not Found no such name
このエラーメッセージは、テーブルオブジェクトが置かれているはずの、指定され
たディレクトリが存在しないことを示します。サーバーは、自らサービスを提供す
るテーブルの親サーバーであるはずですが、このテーブルがどのディレクトリに置
かれているか認識していません。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOSUCHNAMEによって生成さ
れます。詳細については、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参
照してください。

この種類の問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Not master server for this domain
このメッセージは、複製サーバー上のデータベースを直接更新しようとしたことを
意味します。

また、ネームサービスを提供するサーバーに変更の要求が行われたものの、その
サーバーがマスターサーバーでなかったことを意味することもあります。ディレク
トリオブジェクトが変更され、その結果新しいマスターサーバーが指定された場合
に、これが発生します。/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイル内に
ディレクトリオブジェクトのキャッシュ済みコピーを保持しているクライアント
は、NIS+サービスを停止し、/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイルを削
除して、NIS+サービスを再起動します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTMASTERによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

Not owner
オブジェクトの所有者だけに認められている操作を試みましたが、あなたは所有者
ではありません。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTOWNERによって生成され
ます。
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Object with same name exists
すでに存在する名前を追加しようとしました。この名前を追加するには、最初に既
存の名前を削除して新しい名前を追加するか、既存のオブジェクトの名前を変更し
ます。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NAMEEXISTSによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照
してください。

parse error: string (key variable)
nisaddentコマンドが /etcディレクトリ内のデータベースファイルを使用して
いるときに、ファイルのエントリにエラーが見つかると、このメッセージが表示さ
れます。最初の stringは問題について説明し、keyの右側の variableは、障害のあ
るエントリを示します。/etc/passwdファイルで問題が起こった場合は、
/usr/sbin/pwckを使用して、このファイルをチェックします。

Partial Success
「要求の受信は正しく行われたが、対応するエントリがなかった」という点を除
き、NIS_NOTFOUNDとほぼ同じです。

このエラーが発生すると、サーバーは、エントリではなくテーブルオブジェクトの
コピーを返します。パスの処理や、その他のローカルポリシーの実装をクライアン
トが行えるようにするためです。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_PARTIALによって生成されま
す。詳細は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してください。

Passed object is not the same object on server
「オブジェクトを名前空間から削除しようとしたが、削除の対象となるオブジェク
トとは別のオブジェクトが要求の中で渡されたために処理が異常終了した」という
ことを意味します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOTSAMEOBJによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照
してください。

Password does not decrypt secret key for name
考えられる原因は次のとおりです。

� 正しくないパスワードを入力しました。

� credテーブルの中に、nameのエントリがありません。

� NIS+が鍵を復号できませんでした (エントリが壊れている可能性があります)。

� Secure RPCパスワードとログインパスワードが一致していません。

� nsswitch.confファイルが、credテーブルの中に記録されている NIS+パス
ワードとは異なるパスワードを使用して、/etc/passwdファイルの中に格納
されているローカルパスワードの照会を行なっています。実際に暗号化されて
いるパスワードは、ローカルの /etc/shadowファイルに格納されています。
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これらの問題を診断および解決する方法については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

Password has not aged enough
「パスワードが新しすぎるため、変更ができない」ということを意味します。パス
ワードは、作成されてから一定の日数 (N日)が経過するまでは変更ができませ
ん。

Permission denied
ある操作を試みましたが、必要なアクセス権が割り当てられていなかったため、こ
のエラーが発生しました。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミング
とディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照し
てください。

このエラーメッセージは、ログイン、パスワードの問題、あるいは NIS+のセ
キュリティの問題に関係があります。発生原因としてもっとも一般的なのは、
「ユーザーのパスワードが管理者によってロックされている」あるいは「ユーザー
のアカウントが終了している」ということです。

Permissions on the password database may be too restrictive
「NIS+テーブル中のパスワードフィールドの内容を参照する (あるいは使用する)
権限を、ユーザーが持っていない」ということを意味します。NIS+のアクセス権
については、第 15章を参照してください。

Please notify your System Administrator
passwdコマンドでパスワード情報を更新しようとして表示された場合は、「何ら
かの理由 (数多く考えられる)で成功しなかった」ということを意味します。成功
しない理由としては、「サービスが利用できない」、「必要なサーバーが停止して
いる」、「アクセス権がないといった類の問題がある」などがあげられます。セ
キュリティの問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクト
リサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

Please check your /etc/nsswitch.conf file
「nsswitch.confファイルで、パスワード更新についてサポートされていない
設定が行われている」ということを意味します。どのような設定がサポートされて
いるかは、296ページの「nsswitch.confファイルの必要条件」を参照してくだ
さい。

Probable success
Name context -要求は成功しました。しかし、返されたオブジェクトはオブジェク
トキャッシュからのものであり、サーバーから直接返されたものではありません。
オブジェクトキャッシュからオブジェクトを取り出したくない場合は、検索用関数
をコールするときに、-NO_CACHEフラグを指定しなければなりません。

Table context -要求は成功しました。しかし、検索パスの中でテーブルを見つける
ことができなかったので、テーブルがアクセス可能だった場合と比べると、得られ
た結果は異なっている可能性があります。
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このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_S_SUCCESSによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

Probably not found
指定されたエントリは、このテーブルの中に存在しません。しかし、パス内のすべ
てのテーブルが検索されたわけではないので、それらのテーブルの中に、このエン
トリが含まれている可能性もあります。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_S_NOTFOUNDによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくださ
い。

Query illegal for named table
要求された構造体をクライアントのライブラリに渡すときに、問題が検出されまし
た。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_BADREQUESTによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくださ
い。

Reason: can’t communicate with ypbind.
『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP
編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

replica_update: Child process attempting update, aborted
このメッセージは、読み取り専用プロセスが更新を試みて、それが失敗したことを
示す状態メッセージです。

replica_update: error result was string
このメッセージは、複製サーバーへのダンプを行う際に問題が起こったことを示し
ます (stringは理由を示します)。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネー
ミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を
参照してください。

replica_update: error result was Master server busy, full dump
rescheduled replica_update: master server busy rescheduling the
resync. replica_update: master server is busy will try later.
replica_update: nis dump result Master server busy, full dump
rescheduled
これらのメッセージはどれも、サーバーがビジーなので、ダンプが後で行われるこ
とを示します。

replica_update: nis dump result nis_perror errorstring
このメッセージは、複製サーバーへのダンプを行う際に問題が起こったことを示し
ます (error stringは理由を示します)。詳細については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。
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replica_update: nnnn updates nnnn errors
更新に成功したことを示す状態メッセージです。

replica_update: WARNING: last_update (directoryname) returned 0!
NIS+のプロセスは、このディレクトリに対応するトランザクションログに、最後
に更新されたタイムスタンプを見つけることができませんでした。この結果、シス
テムは、問題の起こったディレクトリについて完全な同期を実行しなければなりま
せん。

Results Sent to callback proc
これは状態メッセージです。なんらかの操作を行う必要はありません。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_CBRESULTSによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくださ
い。

root_replica_update: update failed string: could not fetch object
from master.
このメッセージは、複製サーバーへのダンプを行う際に問題が起こったことを示し
ます。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサー
ビス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。

RPC failure: “RPC failure on yp operation.
このメッセージは、NISクライアントの nsswitch.confファイルが、nisでは
なく filesに設定され、サーバーが /etc/hostsファイルまたは
/etc/inet/ipnodesファイルに含まれていないときに、ypcatによって戻され
ます。

Security exception on local system. UNABLE TO MAKE REQUEST.
ユーザーのログイン IDがマシン名と重複したときに、このメッセージが表示され
ることがあります。詳細については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照して
ください。

date: hostname: sendmail (nnnn) : gethostbyaddr failed
この問題の一般的な原因の 1つに、0を前に付けた状態での NIS+、NIS、ファイ
ル、DNSデータセットの IPアドレスへの入力があります。たとえば、
151.029.066.001のような IPアドレスは入力しないでください。このアドレス
の正確な入力方法は、151.29.66.1です。151.29.66.1.

Server busy, try again
サーバーがビジーのため、要求をすぐに処理できません。

� 追加、削除、変更の操作を行なったときにこのメッセージが返されるのは、あ
るディレクトリのサービスを提供しているマスターサーバーが使用できない
か、データベースのチェックポイントが実行中であることを意味します。

� サーバーが内部の状態を更新しているときに、このメッセージが返されること
もあります。
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� nis_listを実行した場合、クライアントがコールバックを指定し、サーバー
がリソース不足でコールバックを行えないことも考えられます。

サーバーが使用可能になるのを待って、コマンドをもう一度実行します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_TRYAGAINによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

Server out of memory
ほとんどの場合、このメッセージは致命的な結果が発生したことを示します。サー
バーがヒープ領域を使い果たしたことを意味します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOMEMORYによって生成され
ます。詳細な情報は、nis_tablesと nis_namesのマニュアルページを参照し
てください。

Sorry
ログイン、またはパスワードの変更が拒否されたときに表示されるメッセージで
す。拒否の理由が表示されないのは、「表示された理由を読むことで、権利のない
人がシステムに不正にアクセスできるようになる可能性がある」というセキュリ
ティ上の理由からです。

Sorry: less than nn days since the last change
「パスワードが新しすぎるため、変更ができない」ということを意味します。パス
ワードは、作成されてから一定の日数 (N日)が経過するまでは変更ができませ
ん。詳細は、293ページの「パスワードの変更」を参照してください。

_svcauth_des: bad nickname
クライアントから受け取ったニックネームが不適切か、壊れています。原因は、お
そらくネットワークの混雑です。このメッセージの重大度は、有効にしているセ
キュリティのレベルに依存します。セキュリティレベルが低い場合は、この
メッセージは情報を示すだけです。レベルが高い場合は、このコマンドをもう一度
実行しなければならない可能性があります。

_svcauth_des: corrupted window from principalname
送られたウィンドウが、ベリファイアで送られたものと一致しません。

このメッセージの重大度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存します。
セキュリティレベルが低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表示さ
れます。高いセキュリティレベルでは、しばらくたってからコマンドを再実行する
か、もしくは次に説明するような修正作業を行う必要があります。

考えられる原因は次のとおりです。

� サーバーの鍵の組が変更されています。クライアントが、サーバーの古い公開
鍵を使って、その一方でサーバーが keyservでキャッシュされた新しい非公
開鍵を持っています。keyloginをクライアントとサーバーの両方で実行して
ください。
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� クライアントの鍵の組が変更されて、クライアントがクライアントシステムで
keyloginを実行していません。このためシステムはまだ、クライアントの古
い非公開鍵をサーバーに送付しており、そのサーバーはクライアントの新しい
公開鍵を使用しています。このため、2つの鍵は一致しません。keyloginを
再度クライアントとサーバーの両方で実行してください。

� ネットワークでデータが壊れました。コマンドをもう一度実行してください。
これで機能しない場合には、snoopコマンドを使って、ネットワークの問題を
調査、修正してください。その後で、再度クライアントとサーバーの両方で
keyloginを実行してください。

_svcauth_des: decryption failure
特定の認証データの DES復号化に失敗しました。考えられる原因は次のとおりで
す。

� ライブラリ関数か引数が壊れています。
� DES暗号化チップを使用している場合、そのチップに問題があります。

このメッセージの重大度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存します。
セキュリティレベルが低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表示さ
れます。レベルが高い場合は、ご購入先に連絡してください。問題が、DES暗号
化チップに関連するように思われる場合は、ご購入先に連絡してください。

_svcauth_des: decryption failure for principalname
特定の認証データの DES復号化に失敗しました。考えられる原因は次のとおりで
す。

� ライブラリ関数か引数が壊れています。
� DES暗号化チップを使用している場合、そのチップに問題があります。

このメッセージの重大度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存します。
セキュリティレベルが低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表示さ
れます。レベルが高い場合は、ご購入先に連絡してください。問題が、DES暗号
化チップに関連するように思われる場合は、ご購入先に連絡してください。

_svcauth_des: invalid timestamp received from principalname
クライアントから受け取ったタイムスタンプが壊れています。または、サーバーが
間違った鍵を使って、復号しようとしています。考えられる原因は次のとおりで
す。

� ネットワークの混雑。コマンドをもう一度実行します。

� サーバーのキャッシュから、このクライアント用のエントリが削除されまし
た。ネットワークの負荷をチェックします。

_svcauth_des: key_decryptsessionkey failed for principalname
keyservプロセスは、特定の公開鍵を使用してセッションキーを復号化すること
に失敗しました。考えられる原因は次のとおりです。

� keyservプロセスが終了しているか、応答しません。ps -eを使用して、
keyservホスト上で keyservプロセスが動作しているかどうか確認します。
動作していない場合は、NIS+サービスを再起動し、keyloginを実行しま
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す。

� サーバー主体のキーログインが行われていません。サーバー主体のキーログイ
ンを実行します。

� サーバー主体 (ホスト)に資格が割り当てられていません。クライアントのホー
ムドメインにある credテーブルを対象にして、nismatch
hostname.domainname. cred.org_dir を実行します。必要に応じて、新しい
資格を作成します。

� keyservは再度起動されているようですが、長時間にわたって動作するアプリ
ケーション rpc.nisd、sendmail、automountdなども再度起動する必要が
あります。

� DES暗号化に失敗しました。ご購入先にご連絡ください。

_svcauth_des: no public key for principalname
サーバーがクライアントの公開鍵を取得できません。考えられる原因は次のとおり
です。

� 主体に公開鍵がありません。主体のホームドメインにある credテーブルを対
象に、niscatを実行します。テーブルの中で、この主体に DESの資格が割り
当てられていない場合は、nisaddcredを使用して資格を作成し、その主体で
keyloginを実行します。

� nsswitch.confファイルで指定されたネームサービスが応答しません。

_svcauth_des: replayed credential from principalname
サーバーは要求を受け取り、キャッシュの中でそのクライアント名に一致するエン
トリを見つけましたが、受け取った要求の会話鍵のタイムスタンプが、
キャッシュの中に格納されているタイムスタンプより古いものでした。

このメッセージの重大度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存します。
セキュリティレベルが低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表示さ
れます。レベルが高い場合は、次の説明に従って問題を解決するための操作を行
なってください。

考えられる原因は次のとおりです。

� クライアントとサーバーそれぞれのクロックが同期していません。rdateを使
用して、クライアントのクロックをサーバーのクロックに同期させます。

� サーバーがランダムな順序で要求を受け取っています。マルチスレッドアプリ
ケーションを使用している場合に、これが発生します。アプリケーションが
tcpをサポートしている場合、/etc/netconfig (または NETPATH環境変数)
を tcpに設定します。

_svcauth_des: timestamp is earlier than the one previously seen
from principalname
クライアントからいくつかのコールを受け取りましたが、後から受け取ったコール
が、最初のコールより古いタイムスタンプを示しています。このメッセージの重大
度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存します。セキュリティレベルが
低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表示されます。レベルが高い
場合は、次の説明に従って問題を解決するための操作を行なってください。
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考えられる原因は次のとおりです。

� クライアントとサーバーそれぞれのクロックが同期していません。rdateを使
用して、クライアントのクロックをサーバーのクロックに同期させます。

� サーバーのキャッシュから、このクライアント用のエントリが削除されまし
た。サーバーはキャッシュの中に、現在のクライアントの情報を維持していま
す。キャッシュのサイズは、64個のクライアントに相当します。

_svcauth_des: timestamp expired for principalname
ウィンドウを受信する際、デフォルトでは 35秒以内の間隔が規定されています
が、クライアントから受け取ったタイムスタンプが、この範囲に収まっていませ
ん。このメッセージの重大度は、有効にしているセキュリティのレベルに依存しま
す。セキュリティレベルが低い場合は、このメッセージは主に情報を示すために表
示されます。レベルが高い場合は、次の説明に従って問題を解決するための操作を
行なってください。

考えられる原因は次のとおりです。

� サーバーやネットワークが低速なので、35秒のウィンドウでは間隔が不足して
います。

� クライアントとサーバーそれぞれのクロックがかなりずれているため、ウィン
ドウの間隔に収まりません。rdateを使用して、クライアントのクロックを
サーバーのクロックに同期させます。

� サーバーのキャッシュから、このクライアント用のエントリが削除されまし
た。操作をもう一度実行します。

Too Many Attributes
サーバーに渡された検索基準が、検索可能なテーブルの列より多くの属性を持って
います。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_TOOMANYATTRSによって生成
されます。詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してくだ
さい。

Too many failures - try later

Too many tries; try again later
このメッセージは、「ログイン、またはパスワードの変更のやり直しの回数が多す
ぎる、あるいは時間がかかりすぎる」ということを意味します。詳細は、292ペー
ジの「Login incorrect メッセージ」または、294 ページの「パスワード変更の
失敗」を参照してください。
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Unable to authenticate NIS+ client
サーバーがクライアントのコールバック要求を実行したときに、RPCの
clnt_call()から RPC_AUTHERRという状態を受け取ると、このメッセージが生
成されます。通常これは、古い認証情報が原因となっています。システムが、更新
されていないキャッシュから取り出したデータを使用した場合や、認証情報が最近
変更され、その変更結果がサーバーに伝わっていない場合に、このような古い認証
情報が発生します。ほとんどの場合、この問題は短時間のうちに自動的に解決され
ます。

この問題が自動的に解決されない場合は、次のいずれかの問題があると考えられま
す。

� /var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイルが壊れています。NIS+サービ
スを停止し、/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイルを削除して、NIS+
サービスを再起動します。

� /var/nis/NIS_COLD_STARTファイルが壊れています。このファイルを削除
し、nisinitを実行して、このファイルを再度作成します。

� /etc/.rootkeyファイルが壊れています。keylogin -rを実行します。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_CLNTAUTHによって生成され
ます。

Unable to authenticate NIS+ server
ほとんどの場合、システムが容易に修正することのできる、ソフトウェアの小さな
エラーが発生したことを意味しています。サーバーが RPCの clnt_callから
RPC_AUTHERRという状態を受け取ると、このメッセージが生成されます。

この問題が自動的に解決されない場合は、/var/nis/NIS_COLD_STARTファイ
ル、/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイル、/etc/.rootkeyファイル
のどれかが壊れていることが考えられます。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_SRVAUTHによって生成されま
す。

Unable to bind to master server for name ’string’
これらの問題については、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリ
サービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。こ
の特別なメッセージは、/etc/defaultdomainファイルの中にあるサーバーの
ドメイン名の右端にピリオドを追加したときに発生することがあります。

Unable to create callback.
サーバーは、ユーザーのマシンのコールバックサービスと通信できませんでした。
この結果、データを返すことができませんでした。

詳細な情報は、nis_tables(3N)のマニュアルページを参照してください。

Unable to create process on server
NIS+のサービスルーチンが、サポートしていない手続き番号を指定する要求を受
け取ると、このエラーが生成されます。
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このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_NOPROCによって生成されま
す。

string: Unable to decrypt secret key for string.
考えられる原因は次のとおりです。

� 正しくないパスワードを入力しました。

� credテーブルの中に、nameのエントリがありません。

� NIS+が鍵を復号化できませんでした。おそらく、エントリが壊れている可能性
があります。

� nsswitch.confファイルが、credテーブルの中に記録されている NIS+パス
ワードとは異なるパスワードを使用して、/etc/passwdファイルの中に格納
されているローカルパスワードの照会を行なっています。

これらの問題を診断および解決する方法については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

Unknown error
NIS+のエラー処理ルーチンが、未登録のタイプのエラーを受け取ったときに、こ
のメッセージが表示されます。

Unknown object
返されたオブジェクトのタイプが、未登録のタイプです。

このメッセージは、NIS+のエラーコード定数 NIS_UNKNOWNOBJによって生成さ
れます。詳細な情報は、nis_namesのマニュアルページを参照してください。

update_directory: nnnn objects still running.
複製を更新するときに、サーバーがディレクトリを更新している間、表示される
メッセージです。なんらかの操作を行う必要はありません。

User principalname needs Secure RPC credentials to login but has
none.
キーログインが成功しなかったことを示します。この問題は一般に、
/etc/shadowとリモートの NIS+パスワードテーブルとで記憶しているパスワー
ドが異なっているために発生します。

Warning: couldn’t reencrypt secret key for principalname
この問題の原因としてもっとも可能性が高いのは「Secure RPCパスワードがログ
インパスワードと異なっていて (またはローカルの /etc/shadowとリモートの
NIS+パスワードテーブルとで記憶しているパスワードが異なっていて)、まだ明示
的に keyloginを実行していない」ということです。この種類の問題の詳細につ
いては、『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、
NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。
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WARNING: db::checkpoint: could not dump database: No such file or
directory
このメッセージは、チェックポイント実行の際に、システムがデータベースファイ
ルをオープンできなかったことを示しています。考えられる原因は次のとおりで
す。

� データベースファイルが削除されています。
� サーバーがファイル記述子を使い果たしました。
� ディスクに問題があります。
� ユーザーまたはホストに、必要なアクセス権が割り当てられていません。

WARNING: db_dictionary::add_table: could not initialize database
from scheme
データベーステーブルを初期設定できませんでした。考えられる原因は次のとおり
です。

� システムリソースに問題があります。『Solarisのシステム管理 (ネーミングと
ディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追跡」を参照
してください。

� コマンド構文での新しいテーブルの指定が正しくありませんでした。

� データベースが壊れています。

WARNING: db_query::db_query:bad index
ほとんどの場合、このメッセージは、インデックス付きの名前の指定が正しくない
ことを示しています。指定されたテーブルの中に、インデックス付きの名前が存在
するかどうか確認します。コマンドのスペルと構文にエラーがないかチェックしま
す。

**WARNING: domain domainname already exists.
このメッセージは、作成しようとしたドメインがすでに存在することを意味してい
ます。

� ルート以外のマスターサーバーを新しく変換しようとしている場合や、直前に
起こった nisserverの問題を回復しようとしている場合は、このスクリプト
を続けて実行します。

� domainnameのスペルが正しくない場合は、正しいドメイン名を指定して、この
スクリプトをもう一度実行します。

**WARNING: failed to add new member NIS+_principle into the groupname
group. You will need to add this member manually: 1.
/usr/sbin/nisgrpadm -a groupname NIS+_principal

NIS+のコマンド nisgrpadmが、NIS+のグループ groupnameに新しいメンバー
を追加することに失敗しました。次のように入力して、NIS+のこの主体を追加し
ます。

# /usr/sbin/nisgrpadm -a groupname NIS+_principal
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**WARNING: failed to populate tablename table.
nisaddentコマンドは、NIS+の tablenameテーブルをロードできませんでし
た。通常、この警告メッセージの前に、詳細なエラーメッセージが表示されます。

**WARNING: hostname specified will not be used. It will use the
local hostname instead.
このメッセージは、-Hオプションを指定して、リモートホスト名を入力したこと
を示します。nisserver -rスクリプトを使って、ルートマスターサーバーと同
様の方法でリモートマシンを構成できません。

� ローカルマシンを NIS+のルートマスターサーバーに変換したい場合は、別に
操作を行う必要はありません。nisserver -rスクリプトは、入力されたホス
ト名を無視します。

� リモートホスト (ローカルマシンではなく)を NIS+のルートマスターサーバー
に変換したい場合は、このスクリプトを終了します。リモートホストを対象に
して、nisserver -rを再度実行します。

**WARNING: hostname is already a server for this domain. If you
choose to continue with the script, it will try to replicate the
groups_dir and org_dir directories for this domain.
このメッセージは、複製サーバーを作成しようとしたドメインの中で、すでに
hostnameが複製サーバーとなっていることを警告します。

� nisserverによって以前に発生した問題を解決するためにこのスクリプトを
実行している場合は、スクリプトを続けて実行します。

� hostnameを間違って入力した場合は、正しいホスト名を指定して、このスクリ
プトをもう一度実行します。

**WARNING: alias-hostname is an alias name for host canonical_hostname.
You cannot create credential for host alias.
このメッセージは、nisclient -cの名前リストに、ホストの別名を入力したこ
とを示します。ホストの別名に資格を作成すべきではないので、標準的なホスト名
にその資格を作成するかどうか、スクリプトが尋ねています。

**WARNING: file directory-path/tablename does not exist! tablename table
will not be loaded.
このスクリプトは、tablenameの入力ファイルを見つけることができませんでし
た。

� directory-path/tablenameが間違って入力されている場合は、正しいテーブル名
を指定して、このスクリプトをもう一度実行します。

� directory-path/tablenameファイルが存在しない場合は、適切なデータを使って
ファイルを作成し更新します。次に、このスクリプトを再度実行して、この
テーブルを生成します。
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**WARNING: NIS auto.master map conversion failed. auto.master
table will not be loaded.

auto.masterテーブル内のすべてのピリオドを下線に変換しているときに、
auto.masterマップの変換に失敗しました。別の NISサーバーを使って、この
スクリプトをもう一度実行します。

**WARNING: NIS netgroup map conversion failed. netgroup table
will not be loaded.

netgroupマップの中で NISのドメイン名を NIS+のドメイン名に変換している
ときに、netgroupマップの変換に失敗しました。別の NISサーバーを使って、
このスクリプトをもう一度実行します。

**WARNING: nisupdkeys failed on directory domainname. This script
will not be able to continue. Please remove the domainname
directory using ‘nisrmdir’.

NIS+のコマンド nisupdkeysは、リスト指定されたディレクトリオブジェクト
内の鍵を更新することに失敗しました。新しいドメインにサービスを提供すること
になっている新しいマスターサーバー上で rpc.nisdが動作していない場合は、
rpc.nisdを再度起動します。次に、nisrmdirを使用して、domainnameディレ
クトリを削除します。最後に、nisserverを再度実行します。

WARNING: nisupdkeys failed on directory directory-name You will need
to run nisupdkeys manually: 1. /usr/lib/nis/nisupdkeys directory-name

NIS+のコマンド nisupdkeysは、リスト指定されたディレクトリオブジェクト
内の鍵を更新することに失敗しました。次のように入力して、ディレクトリオブ
ジェクト内の鍵を手作業で更新します。

# /usr/lib/nis/nisupdkeys directory-name

**WARNING: once this script is executed, you will not be able to
restore the existing NIS+ server environment. However, you can
restore your NIS+ client environment using “nisclient -r” with the
proper domainname and server information. Use “nisclient -r” to
restore your NIS+ client environment.
これらのメッセージは、このスクリプトを以前に実行して NIS+サーバーをすでに
設定している場合に表示されます。このスクリプトの実行を続行すると、必要に応
じて NIS+関連のファイルが削除および再作成されることを示しています。

� NIS+のファイルを削除してもよい場合は、このスクリプトを続けて実行しま
す。

� NIS+ のファイルを保存するには、Do you want to continue? プロンプト
で nと入力し、このスクリプトを終了します。次に、NIS+のファイルを別の
ディレクトリに保存し、このスクリプトをもう一度実行します。
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**WARNING: this script removes directories and files related to
NIS+ under /var/nis directory with the exception of the
NIS_COLD_START and NIS_SHARED_DIRCACHE files which will be
renamed to <file?.no_nisplus. If you want to save these files, you
should abort from this script now to save these files first.
すぐ上の「WARNING: once this script is executed,...」のメッセージ
を参照してください。

**WARNING: you must specify the NIS domainname.
このメッセージは、プロンプトで NISのドメイン名を入力しなかったことを示し
ています。プロンプトで、NISサーバーのドメイン名を入力します。

**WARNING: you must specify the NIS server hostname. Please try
again.
このメッセージは、プロンプトで NISのサーバーのホスト名を入力しなかったこ
とを示しています。プロンプトで、NISサーバーのホスト名を入力します。

Window verifier mismatch
これは、_svcauth_desコードによって生成されたデバッグ用メッセージです。
鍵がキャッシュから削除されたため、ベリファイアが無効になっている可能性があ
ります。このメッセージが生成されると、_svcauth_desは、AUTH_BADCREDの
状態を返します。

You (string) do not have Secure RPC credentials in NIS+ domain
’string’
コマンドを実行するために必要とされる資格が割り当てられていないサーバーで
nispasswdを実行すると、このメッセージが生成されることがあります。セ
キュリティレベル 0で動作しているサーバーは、資格の作成や維持を行わないこと
に注意してください。

資格、所有権、およびアクセス権の詳細については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害追
跡」を参照してください。

You may not change this password
パスワードの変更が管理者によって禁止されていることを意味します。

You may not use nisplus repository
「コマンド行で -r nisplus が使用されたが、NIS+ パスワードテーブルに適切な
エントリがない」ということを意味します。パスワードテーブルに必要なエントリ
があるかどうか確認してください。また nsswitch.confファイルに nisplus
というエントリを追加してみてください。

Your password has been expired for too long

Your password is expired
上記の 2つのメッセージは、パスワードの有効期間に関するものです。パスワード
の有効期間を過ぎているため、すぐに変更する必要があることを示しています。詳
細は、292 ページの「will expire メッセージ」を参照してください。
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Your password will expire in nn days

Your password will expire within 24 hours
上記の 2つのメッセージは、パスワードの有効期間に関するものです。パスワード
がまもなく期限切れになるため、すぐに変更する必要があることを示しています。
詳細は、292 ページの「will expire メッセージ」を参照してください。

Your specified repository is not defined in the nsswitch file!
「-rオプションでリポジトリのパスワード情報を更新しようとしたが、該当する
パスワードのリポジトリが nsswitch.confファイルのパスワードエントリにな
い」という意味の警告メッセージです。使用したコマンド自体は機能し、-rフラ
グで指定したリポジトリへの変更はすべて行われます。しかし変更の対象となって
いるリポジトリが nsswitch.confファイルで指定されているものではないた
め、該当するリポジトリを nsswitch.confファイルで指定するまでこの変更の
影響はまったく表れません。

たとえば、このスイッチファイルの passwd エントリに、 files nis と指定され
ているとします。このファイルに対して

passwd -r nisplus

を使用してパスワードの有効期限を設定しようとしても、無視されます。スイッチ
ファイルの設定は、files nis のままです。

verify_table_exists: cannot create table for string nis_perror
message.
テーブルを対象にして操作を行う場合、NIS+は最初にテーブルが存在するかどう
かを確認します。テーブルが存在しない場合は、NIS+はそのテーブルを作成しよ
うとします。作成できない場合は、このエラーメッセージを返します。stringは、
検索や作成ができなかったテーブルを示します。nis_perror messageの部分は、問
題の原因に関係する情報を示します。メッセージのこの部分を、独立したメッセー
ジと考えて、この付録にある説明を参照できます。このタイプの問題の考えられる
原因は次のとおりです。

� サーバーはディレクトリの複製として追加されるだけであり、ディレクトリオ
ブジェクトを持つことはできません。nisping -Cにより、チェックポイント
を実行します。

� ディスク容量を使い果たしました。詳細については、『Solarisのシステム管理
(ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP編)』の「NISの障害
追跡」を参照してください。

� データベースが壊れています。

� その他のタイプのソフトウェアエラー。ご購入先にご連絡ください。

ypcat: can’t bind to NIS server for domain domainname. Reason:
can’t communicate with ypbind.
『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP
編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。
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yppoll: can’t get any map parameter.
『Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP
編)』の「NISの障害追跡」を参照してください。
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付録 B

本書『Solarisのシステム管理 (ネーミ
ングとディレクトリサービス : NIS+
編)』の更新情報

Solaris 10
このリリースには、NIS+に関連した新しい機能は特にありません。

FNS
FNSは、Solarisでサポートされなくなりました。FNSの関連情報は、Solaris 10
System Administrator Collectionから削除されました。

サービス管理機能 (SMF)
現時点では、NIS+はサービス管理機能 (SMF)によって管理されます。NIS+サービス
を起動、停止、または再起動するときは、svcadmコマンドを使用します。SMFに
よって管理される NIS+プロセスには、rpc.nisdと keyservがあります。
nis_cachemgrは、rpc.nisdサービスに連動して起動および停止します。これら
のサービスが個別に起動および停止することはなくなりました。

SMFを使用すると、NIS+でのオプションの動作の実装にも影響します。SMFを
NIS+で使用する方法については、89ページの「NIS+とサービス管理機能」を参照し
てください。
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用語集

data encryption
standard (DES) (データ
暗号化規格)

アメリカ商務省標準局によって開発された、データの暗号化と復号化
のために一般的に使用される高度なアルゴリズム。「SUN-DES-1」の
項も参照。

DES 「data encryption standard (DES) (データ暗号化規格)」の項を参照。

DNS 「ドメインネームシステム (DNS)」の項を参照。

DNSゾーン ネットワークドメイン内の管理境界であり、1つまたは複数のサブド
メインから構成されるのが普通。

DNSゾーンファイル DNSソフトウェアがドメイン内の全ワークステーションの名前と IP
アドレスを格納する一連のマップ。

DNS転送 NISサーバーまたは NIS互換設定の NIS+サーバーは、自分で応答で
きない要求を DNSサーバーに転送する。

GID 「グループ ID」の項を参照。

IP インターネットプロトコル。インターネットプロトコル体系
の「ネットワーク層」プロトコル。

IPアドレス ネットワーク内の各ホストを識別する一意な番号。

MIS (management
information system or
service)

経営情報システム

NIS ネットワーク上のシステムとユーザーについての重要な情報が収めら
れている分散型ネットワーク情報サービス。NISデータベースは、
「マスターサーバー」とすべての「スレーブサーバー」に格納されて
いる。

NIS+ ネットワーク上のシステムとユーザーについての階層情報が収められ
ている分散型ネットワーク情報サービス。NIS+データベースは、「マ
スターサーバー」とすべての「複製サーバー」に格納されている。

513



NIS+オブジェクト NIS+のドメイン、ディレクトリ、テーブル、グループのこと。「ドメ
イン」、「ディレクトリ」、「グループ」、「テーブル」の項を参
照。

NIS+環境 管理上使用する用語。「該当する nsswitch.confファイルで、
nisplusが情報源として指定されている」という状況を指す。ま
た「コマンドが、NIS+名前空間のオブジェクトを操作するようにオプ
ションを付けて実行されている」という状況 (例: passwd -r
nisplus)を指すこともある。

NIS+主体 「主体」の項を参照。

NIS+トランザクション
ログ

名前空間内のオブジェクトに関する NIS+テーブル宛のデータ更新が
収められたファイル。名前空間内の変更は、複製サーバーに伝達され
るまでは、トランザクションログに格納される。トランザクションロ
グは、マスターサーバーの複製サーバーがすべて更新された後で、ク
リアされる。

NIS互換モード NIS+の構成の 1つであり、このモードでは、NISクライアントは
NIS+テーブルに格納されたデータにアクセスできる。また、NIS+
サーバーは NISクライアントと NIS+クライアントからの情報要求に
応答できる。

NISマップ NISによって使用されるファイルであり、たとえば、ネットワーク上
の全ユーザーのパスワードエントリや、ネットワーク上の全ホストマ
シンの名前など、特定種類の情報を格納する。NISサービスの一部で
あるプログラムは、これらのマップを参照する。「NIS」の項を参
照。

NNSP (Next naming
system pointer)

「次のネーミングシステム参照」の項を参照。

pinging NIS+データに加えられた変更の内容が、NIS+マスターサーバーから
当該ドメインの複製サーバーに送られるプロセス。

RPC 遠隔手続き呼び出し (RPC)を参照。

Secure RPCパスワード Secure RPCプロトコルにおいて必要となるパスワードのこと。非公開
鍵の暗号化に使用される。このパスワードはユーザーのログインパス
ワードと同じでなければならない。

TCP 「Transport Control Protocol (TCP)」の項を参照。

TCP/IP Transport Control Protocol/Internet Protocolの頭文字。このプロトコ
ル体系は、最初はインターネット用に開発された。「インター
ネット」プロトコル体系とも呼ばれる。Solaris 8リリースネットワー
クは、デフォルトでは TCP/IP上で動作する。

Transport Control
Protocol (TCP)

インターネットプロトコル体系での主要な転送プロトコルであり、高
信頼性でコネクション型の全二重ストリームを提供する。配送には IP
を使用する。「TCP/IP」の項を参照。
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X.500 開放型システム間相互接続 (OSI)規格で定義されたグローバルディレ
クトリサービス。

アクセス権 NIS+主体 (principal)のクラスに割り当てられるアクセス権であり、
NIS+オブジェクト上でこれらのクラスが実行できる動作を決定する。
読み取り、変更、作成、または削除の 4種類がある。

アプリケーションレベル
のネームサービス

ファイル、メール、印刷などのサービスを提供するアプリケーション
に組み込まれているネームサービスのこと。アプリケーションレベル
のネームサービスは、エンタープライズレベルネームサービスの下に
位置する。エンタープライズレベルのネームサービスが提供するコン
テキストの中に、アプリケーションレベルネームサービスのコンテキ
ストを組み込むことができる。

暗号化鍵 「データ暗号化鍵」の項を参照。

インターネット 一連のルーターによって相互接続された世界規模のネットワークの集
まり。これらのネットワークは 1つの大きな仮想ネットワークとして
機能できる。

インターネットアドレス 「TCP/IP」を使用するホストに割り当てられた 32ビットのアドレ
ス。「ドット表記」の項を参照。

インデックス付き名前 テーブル内のエントリの識別に使用されるネーミング形式。

遠隔手続き呼び出し
(RPC)

分散コンピューティングのクライアントサーバーモデルを実現する、
簡単で一般的なパラダイム。与えられた引数を使用することに
よって、要求がリモートシステムに送信され、指定された手順が実行
される。そして、その結果が呼び出し側に返される。

エンタープライズレベル
のネームサービス

エンタープライズレベルネットワーク内のマシン (ホスト)名、ユー
ザー名、ファイル名を管理するサービスのこと。

エンタープライズレベル
のネットワーク

「エンタープライズレベル」のネットワークといっても、ケーブルや
赤外線ビーム、無線などを利用した LAN (Local Area Network)の場
合もあれば、ケーブルや直通電話接続を利用して複数の LANを結ん
だものもある。エンタープライズレベルのネットワーク内では、DNS
や X.500/LDAPなどのグローバルネームサービスを使用せずに、どの
マシンからでも任意のマシンにアクセスできる。

エントリ データベーステーブルの中の、一列のデータのこと。

親ドメイン 「ドメイン」の項を参照。

鍵 (暗号化) 鍵の管理および配布システムの一部として、ほかの鍵の暗号化と復号
化に使用される鍵。「データ暗号化鍵」の項も参照。

キーサーバー 非公開鍵を格納する Solarisシステムのプロセス。

キー (列) NIS+テーブルエントリのデータは、そのテーブルのキーとは無関係
に、どの列からでもアクセスできる。

逆解決 DNSソフトウェアを使用して、ワークステーションの IPアドレスを
ワークステーション名に変換するプロセス。
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キャッシュマネージャ NIS+クライアントのローカルキャッシュ (NIS_SHARED_DIRCACHE)
を管理するプログラム。これらのクライアントによってもっとも頻繁
に使用されるディレクトリをサポートする NIS+サーバーについての
位置情報 (トランスポートアドレス、認証情報、生存期間など)を格納
するために使用される。

クライアント (1) NIS+では、NIS+サーバーに対して NIS+サービスをリクエストす
る主体 (マシンまたはユーザー)がクライアント。

(2)ファイルシステムのクライアントサーバーモデルでは、計算パワー
や大きな記憶容量などの計算サーバーの資源にリモートアクセスする
マシンがクライアント。

(3)クライアントサーバーモデルでは、「サーバープロセス」からサー
ビスにアクセスする「アプリケーション」がクライアント。このモデ
ルでは、クライアントとサーバーは同じマシン上または別のマシン上
で動作可能。

クライアントサーバーモ
デル

ネットワークサービスおよびこれらのモデルユーザープロセス (プロ
グラム)を説明する一般的な方法の 1つ。これらの例としては、「ド
メイン名システム (DNS)」のネームサーバー /ネームリゾルバパラダ
イム、および「NFS」やディスクレスホストなどのファイルサーバー
/ファイルクライアント関係がある。「クライアント」の項も参照。

グループ (1)共通の名前で参照されるユーザーの集り。

(2) NIS+では、NIS+オブジェクトに共通のアクセス権を与えられた
ユーザーの集まり。NIS+グループの情報は、NIS+グループテーブル
に格納されている。

(3) UNIXでは、ユーザーのファイルへのアクセスを決定する。デ
フォルトユーザーグループと標準ユーザーグループの 2つがある。

グループ ID ユーザーのデフォルト「グループ」を識別する番号。

グローバルネームサービ
ス

電話回線、衛星回線、その他の通信システムにより連結された世界中
のエンタープライズレベルネットワークの名前を管理するサービスの
こと。この世界中のネットワークの集合体がいわゆる「インター
ネット」である。グローバルネームサービスでは、ネットワーク名だ
けでなく、任意のネットワーク内の個々のマシンやユーザーも識別で
きる。

広域ネットワーク
(WAN)

地理的に離れた複数の LAN (Local Area Network)またはシステム
を、電話回線、光ファイバ、衛星などを使用して接続したネットワー
クのこと。

公開鍵 数学的に生成された 1対の番号の公開構成要素であり、非公開鍵と組
み合わせれば DES鍵が生成される。この DES鍵を使用すれば、情報
の暗号化と復号化を行える。公開鍵は、すべてのユーザーとマシンが
使用できる。どのユーザーやマシンにも、固有の公開鍵と非公開鍵が
1対ある。
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コールドスタートファイ
ル

クライアントが初期設定されたときにクライアントに与えられる NIS+
ファイル。クライアントがホームドメイン内のマスターサーバーと通
信を開始できるだけの情報が収められている。

子ドメイン 「ドメイン」の項を参照。

サーバー (1) NIS+、NIS、DNSでは、ネットワークにネームサービスを提供す
るホストマシンのこと。

(2)ファイルシステムの「クライアントサーバーモデル」では、サー
バーとは計算資源 (計算サーバーとも呼ばれる)と大きな記憶容量を備
えたマシン。クライアントマシンはリモートアクセスが可能であり、
これらの資源を使用できる。ウィンドウシステムのクライアントサー
バーモデルでは、サーバーとはアプリケーションまたは「クライアン
トプロセス」にウィンドウサービスを提供するプロセス。このモデル
では、クライアントとサーバーは同じマシン上または別のマシン上で
動作可能。

(3)ファイルの提供を実際に処理する「デーモン」。

サーバーリスト 「優先サーバーリスト」の項を参照。

サブネット ルーティングを簡単にするため、1つの論理ネットワークを小さな物
理ネットワークに分割する方式。

資格 NIS+主体 (principal)についての認証情報。クライアントソフト
ウェアは、各要求と一緒にこの情報を NIS+サーバーに送信する。こ
の情報によって、ユーザーまたはマシンの確認検査が行われる。

識別名 X.500ディレクトリ情報ベース (DIB)のエントリ。ルートから指定エ
ントリまでのパスに沿ったツリーの各エントリから選択した属性で構
成される。

主体 NIS+情報のユーザーのうち、名前空間に資格が格納されているものを
指す。また NIS+サーバーに対してなんらかのリクエストを行うユー
ザー、マシンを指す。クライアントユーザー、クライアントマシンの
2種類がある。

� 「ルート主体」マシンの rootユーザー (ユーザー ID = 0)のこと。
DES資格だけ必要。

� 「ユーザー主体」rootユーザーを除くすべてのユーザー (ユーザー
ID > 0)。ローカル資格、および DES資格が必要。

スレーブサーバー (1)ネットワーク情報サービス (NIS)データベースのコピーを管理する
サーバーシステム。このシステムには、ディスクとオペレーティング
システムの完全なコピーがある。

(2)スレーブサーバーは、NIS+では「複製サーバー」と呼ばれる。
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チェックポイント設定 NIS+データセットの変更 (サーバーのメモリーに格納され、トランザ
クションログに記録される)をディスク上の NIS+テーブルに書き込む
一連のプロセス。つまり、NIS+データセットの変更を反映して NIS+
テーブルを更新すること。

ディレクトリ (1) NIS+においては、NIS+オブジェクトのコンテナのこと。NIS+
テーブル、グループ、サブディレクトリなどを指す。

(2) UNIXにおいては、ファイルまたはサブディレクトリのコンテナの
こと。

ディレクトリキャッシュ ディレクトリオブジェクトに関連付けられたデータの格納に使用され
るローカルファイル。

データ暗号化鍵 暗号化を行うプログラムに使用されるデータを暗号化および復号化す
るための鍵。「鍵 (暗号化)」の項も参照。

テーブル NIS+においては、NIS+データを行および列の中に持つ 2次元的な
(リレーショナルでない)データベースオブジェクトのこと (NISにおけ
る「NISマップ」は、「列を 2つ持つ NIS+テーブルに似ている)。
NIS+データは、テーブルの形で保存される。(NISにおける「NIS
マップ」は、「列を 2つ持つ NIS+テーブルに似ている)。NIS+デー
タは、テーブルの形で保存される。NIS+では、定義済み (システム)
テーブルが 16個提供される。各テーブルにはそれぞれ異なる情報が格
納されています。

テーブルの生成
(populate)

ファイルまたは NISマップから NIS+テーブルにデータを入れるこ
と。

ドット表記 32ビット整数用の構文表現であり、10進表記された 4つの 8ビット
数が小数点 (ドット)で区切って表現される。172.27.67.20のように、
インターネットでの IPアドレスを表現するために使用される。

ドメイン (1) NIS+では、NIS+によって管理されるオブジェクト (階層構造に
なっている)のグループ。最上位のドメイン (ルートドメイン)１つ
と、サブドメイン 0個以上からなる。ドメインおよびサブドメイン
は、地理的、組織的、機能的な基準によって編成される。

� 「親ドメイン」階層構造の中で、現在のドメインのすぐ上のドメイ
ンを表す相対的な名称。

� 「子ドメイン」階層構造の中で、現在のドメインのすぐ下のドメイ
ンを表す相対的な名称。

� 「ルートドメイン」現在の NIS+階層の最上位のドメイン。

(2)インターネットではネーミング階層の一部で、通常、Local Area
Network (LAN)、Wide Area Network (WAN)、またはその一部に相当
する。構文上、インターネットドメイン名は小数点 (ドット)によって
区切られた一連の名前 (ラベル)から構成される。たとえば、
sales.doc.com。
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(3) ISOの開放型システム間相互接続 (OSI)では、「ドメイン」は、
MHSプライベート管理ドメイン (PRMD)やディレクトリ管理ドメイ
ン (DMD)などのように、複雑な分散システムの管理パーティション
として使用されるのが普通。

ドメイン名 ローカルネットワーク上のシステムグループに割り当てられた名前で
あり、管理ファイルを共有する。ネットワーク情報サービスのデータ
ベースが正常に動作するためにはドメイン名が必要。「ドメイン」の
項を参照。

ドメイン名サービス
(DNS)

インターネットで使用されるネットワーク情報サービスのこと。すな
わち DNSは、ドメイン名とマシン名をインターネットなどのエン
タープライズ外部のアドレスにマッピングする場合のネーミングポリ
シーとメカニズムを提供する。

名前解決 ワークステーションやユーザーの名前をアドレスに変換するプロセ
ス。

名前空間 (1)名前空間はユーザー、ワークステーション、そしてアプリケー
ションがネットワーク上で必ず必要とする情報を格納している。

(2)ネーミングシステムで使用される名前セット。

(3) NIS+名前空間 - NIS+ソフトウェアによって使用される階層型
ネットワーク情報の集まり。

(4) NIS名前空間 - NISソフトウェアによって使用される非階層型
ネットワーク情報の集まり。

(5) DNS名前空間 - DNSソフトウェアを使用するネットワークワーク
ステーションの集まり。

認証 ある NIS+サーバーが、NIS+名前空間に対するアクセス要求の送信者
を識別できるかどうかの判定。認証された要求は、所有者、グルー
プ、およびその他という承認カテゴリに分類される。送信者が識別で
きない未認証要求は、未承認カテゴリに入れられる。

ネームサーバー 1つ以上のネットワークネームサービスを実行するサーバー。

ネームサービス マシン、ユーザー、プリンタ、ドメイン、ルーターなどの、ネット
ワーク上の名前とアドレスを管理するネットワークサービスのこと。

ネームサービススイッチ NIS+クライアントがそのネットワーク情報を獲得できるソースを定義
する構成ファイル (/etc/nsswitch.conf)。

ネットワークパスワード 「Secure RPCパスワード」を参照。

ネットワークマスク ソフトウェアが、ローカルサブネットアドレスをそれ以外のインター
ネットプロトコルアドレスから分離するために使用する番号。
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非公開鍵 数学的に生成された 1対の番号の非公開構成要素であり、公開鍵と組
み合わせれば DES鍵が生成される。この DES鍵を使用すれば、情報
の暗号化と復号化を行える。送信側の公開鍵は、その鍵の所有者だけ
が使用できる。どのユーザーやマシンにも、固有の公開鍵と非公開鍵
が 1対ある。

複製サーバー NIS+サーバーのうち、ドメインのマスター NIS+サーバーデータベー
スの複製を持つもの。複製サーバーは、NIS+サーバーソフトウェアを
実行し、NIS+テーブルのコピーを管理する。複製サーバーによって、
NIS+サービスの可用性が向上する。NIS+ドメインには個々に 1つ以
上の複製サーバーが必要である (「複製サーバー」は、NIS名前空間で
は「スレーブサーバー」と呼ばれる)。

マスターサーバー ドメイン内の NISデータベースのマスターコピーを保持しているサー
バーのこと。名前空間に対する変更は、必ずマスターサーバーのデー
タベース上で行う。ドメイン中に複数のマスターサーバーを作成でき
ない。

メール交換レコード DNSドメイン名、およびこれらに対応するメールホストのリストが収
められているファイル。

メールホスト サイトの電子メールのルーターおよびレシーバとして機能するワーク
ステーション。

優先サーバー クライアントマシンから見て、優先 NIS+サーバーとは、そのクライ
アントが名前空間に関する情報を得る際に、ほかのサーバーより先に
照会を試みるサーバーのことをいう。あるクライアントまたはドメイ
ンの優先サーバーリストにあるサーバーは、そのクライアントまたは
ドメインの優先サーバーであると考えられる。

優先サーバーリスト client_infoテーブルまたは client_infoファイルのこと。優先
サーバーリストには、あるクライアントマシンまたはドメインから見
た優先サーバーが指定される。

優先順位の番号 クライアントマシンが名前空間に関する情報を取得する際に、どの
NIS+サーバーから順に照会するかを示す番号。マシンは、ある優先順
位番号を持つすべてのサーバーに要求を送ったあと、その次に高いラ
ンク番号を持つサーバーに要求を送る。たとえば、ランク番号 0の
NIS+サーバーに要求を送った後、ランク番号 1のサーバーに要求を
送る。

ルートドメイン 「ドメイン」の項を参照。

ルート複製サーバー NIS+サーバーのうち、ルートドメインのマスター NIS+サーバーデー
タベースの複製を持つものを指す。

ルートマスターサーバー NIS+ルートドメインのマスターサーバーのこと。

レコード 「エントリ」の項を参照。

ローカルエリアネット
ワーク (LAN)

1つの地理的なサイトの中にある複数のシステムを、データやソフト
ウェアの共有、交換の目的で接続したもの。
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索引

数字・記号
+/-構文

compat, 39, 40
passwd_compat, 39

$NIS_DEFAULTS, 282
*NP*, 367

A
aliasesファイル, 101, 122
API, NIS+, 54
attempt to remove a non-empty table
メッセージ (NIS+), 438

Authentication denied メッセージ (NIS+)
, 447

Authentication error メッセージ (NIS+)
, 447

auto_homeテーブル, 419
nsswitch.confファイル, 33
列, 419

auto_homeマップ, 420
auto_manマップ, 420
auto_masterテーブル, 419-420, 420

nsswitch.confファイル, 33
オートマウントマップの追加, 207
列, 420

auto_masterマップ, 420
auto_programsマップ, 420

B
backup_listファイル, 404
bootparamsテーブル, 420-421
入力ファイルのフォーマット, 421

Busy try again later メッセージ (NIS+)
, 456

C
Callback: - select failed メッセージ

(NIS+), 438
CALLBACK_SVC: bad argument メッセージ

(NIS+), 438
Cannot [do something] with log typeメッセー
ジ (NIS+), 460

Cannot find メッセージ (NIS+), 441
Cannot get public key メッセージ (NIS+)

, 447
Cannot remove replica メッセージ (NIS+)

, 438
Can’t find suitable transport メッセー
ジ (NIS+), 441

Changing Key メッセージ, 446
chkey, 145, 226, 236, 243, 244, 246, 251, 252,

300, 455
Chkey failed メッセージ, 447
rootのパスワードの変更, 294

Chkey failed メッセージ (NIS+), 447
client_infoテーブル (NIS+), 422
client_infoファイル, 387, 390
client_infoファイルとテーブル, 381, 382
格付け番号, 382-383, 383
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client_infoファイルとテーブル (続き)
サブネット, 384
単一のクライアント, 384
変更, 382

coreファイル, 435
Corrupt database メッセージ (NIS+), 438
credテーブル,エントリがない, 453
credテーブル
詳細, 238-239
内容を表示する, 367
認証の種類, 239
リンク, 238
リンクできない, 372
列, 422

credテーブル (NIS+), 422-423
リンクを使用できない, 422

crontabファイル,バックアップ (NIS+), 402
cronファイル, 335, 345

D
data.dictファイル, 56, 57, 80, 138, 166, 404
Database corrupted メッセージ (NIS+)

, 438
data encryption standard (データ暗号化規格)

, 513
/dataディレクトリ (NIS+), 404
dbmファイル, 193
defaultdomainファイル, NIS+のアンインス
トール, 414

DES, 513
.dictファイル, 56, 80, 443
directory name errorメッセージ, 437
dirディレクトリオブジェクト, 142
.dirファイル, 193
DNS, 519
DNS, 513
DNSゾーン, 513
DNSゾーンファイル, 513
DNS転送, 338-339, 513
domainname, 135, 156
インストールした NIS+の削除, 412
末尾のドット, 135

domain name errorメッセージ, 437

E
echo, 281
entry corrupt メッセージ (NIS+), 438
/etc/auto*テーブル, 444
/etc/bootparamsファイル, 421
/etc/defaultdomain, 442

NIS+のアンインストール, 414
/etc/hosts, 100, 108, 117
/etc/nsswitch.conf, 38, 39, 95, 136
/etc/nsswitch.files, 37
/etc/nsswitch.nis, 37
/etc/nsswitch.nisplus, 37
/etc/passwd, 95, 134
/etc/passwdファイル

nisaddent, 376
nisaddentコマンド, 191

/etc/resolv.conf, 134
/etc/resolv.confファイル, 155
/etc/.rootkey, 253, 455
/etc/.rootkey files, 141
/etc/.rootkeyファイル,サーバー (NIS+)の
置換, 408

/etc/shadow, nisaddent, 376
/etc/shadowファイル, nisaddentコマン
ド, 191

/etc/syslog.conf,エラーメッセージ, 467
/etcディレクトリ, 455
/etcファイル, 40, 50, 55, 415
ethersテーブル, 423
列, 423

ethersテーブル (NIS+), 423
アドレス形式, 423

F
FMRI, svc:/network/rpc/nisplus, 111-113
full dump rescheduled メッセージ (NIS+)

, 464

G
Generic system error メッセージ, 437
gethostbyname(), 29
getipnodebyname(), 29
getpwnam(), 29
getpwuid(), 29
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getXbyY(), 29
GID, 513
group.org_dirディレクトリ, 319
groups_dir, 356
groups_dir
作成nissetup, 139, 179

groups_dirディレクトリ, 59, 75, 223, 224,
320
インストールした NIS+の削除, 413, 414

groups.org_dirテーブル, 356
groupテーブル, 223, 423-424
列, 423-424

H
/hostnameディレクトリ, 166
hostsテーブル, 424
列, 424

hostsファイル, 101, 108, 122

I
Illegal object type メッセージ (NIS+)

, 435
Insufficient permission メッセージ

(NIS+), 445, 447
insufficient permission メッセージ

(NIS+), 455
Invalid principal name メッセージ (NIS+)

, 440
IP, 513
IPv6
使用できるようにする, 39
スイッチファイル, 39

IPアドレス, 513
IPアドレス、更新, 257
更新, 257

K
keylogin, 226, 230, 233, 234, 235, 236, 246,

250-251, 251, 252, 300, 455
Secureパスワードとログインパスワードが異
なる, 454

keylogout, 226, 230, 236

keyserv, 136, 154, 226, 453
エラー, 452

keyserver, nsswitch.confファイルおよ
び, 34

Keyserv fails to encrypt メッセージ
(NIS+), 447

L
last.updファイル, 404
/lib/svc/method/nisplus, 112, 113

-Bオプション, 113
-Yオプション, 112, 113

/lib/svc/method/nisplusファイル, 90,
338-339

.log, 212
Log corrupted メッセージ (NIS+), 438
log entry corrupt メッセージ (NIS+), 438
login, 250
Login incorrect メッセージ, 292
login incorrect メッセージ, 462
Login incorrect メッセージ (NIS+), 447
Login Incorrect メッセージ (NIS+)

, 447-448
.logファイル, 56, 80, 192, 374
旧バージョンのファイル, 443

logファイル,ディスク容量の不足, 461
ls, 455

M
mail_aliasesテーブル, 424-425
入力ファイルのフォーマット, 425
列, 425

make, 198
makedbm, 195
MIS (management information system or

service), 513
modify, 268
multihomed NIS+複製サーバー,

/etc/hosts, 117
multihomed NIS+ルートマスターサーバー,

/etc/hosts, 100

523



N
netgroup.org_dirディレクトリ, 320
netgroups.org_dirテーブル, 356
netgroupテーブル, 425-426

wildcards, 426
入力ファイルのフォーマット, 426
列, 425-426

netmasksテーブル,列, 427
netmasksテーブル (NIS+), 426-427
networksテーブル, 427
列, 427

networksテーブル (NIS+), 427
newkey, 226
NIS, 513

NIS+, 55-56
NIS+, NIS互換モード, 51
NIS+から情報を転送する, 197-198
NIS+環境のマシン, 55
NIS+と使う, 49
NIS+との違い, 47-50
NIS+の互換性の問題, 439-441
NIS+環境内のサブドメイン, 55
マシン上のファイルベースのネーミング, 56

NIS+, 513
API, 54
attempt to remove a non-empty

tableメッセージ, 438
Authentication denied メッセージ, 447
Authentication error メッセージ, 447
Busy try again later メッセージ, 456
Callback: - select failed メッセー
ジ, 438

CALLBACK_SVC: bad argument メッセー
ジ, 438

Cannot [do something] with log” type
メッセージ, 460

Cannot find メッセージ, 441
Cannot get public key メッセージ, 447
Cannot remove replica メッセージ, 438
Can’t find suitable transport
メッセージ, 441

Changing Keyメッセージ, 446
Chkey failed メッセージ, 447
Corrupt database メッセージ, 438
credテーブルにエントリがない, 453
Database corrupted メッセージ, 438
directory name errorメッセージ, 437
domain name errorメッセージ, 437

NIS+ (続き)
entry corrupt メッセージ, 438
/etc/passwdの中にあるパスワード, 454
full dump rescheduled メッセージ, 464
Generic system error メッセージ, 437
groups_dir、削除できない, 437
Illegal object type メッセージ, 435
Insufficient permission メッセー
ジ, 445, 447

insufficient permission メッセー
ジ, 455

Invalid principal name メッセー
ジ, 440

Keyserv fails to encrypt メッセー
ジ, 447

Log corrupted メッセージ, 438
log entry corrupt メッセージ, 438
Login Incorrect メッセージ, 447-448
Login incorrect メッセージ, 447
NIS, 55-56
NIS_DUMPLATER, 464
NIS_PATH変数, 78-79
nis dump result nis_perror メッセー
ジ, 464

nisinitのエラー, 435
NIS互換モード, 51, 215
NISとの違い, 47-50
NISに情報を転送する, 197-198
NISの互換性の問題, 439-441
NISマシン, 55
No memory メッセージ, 460
No public key メッセージ, 447
Not exist メッセージ, 441
Not found メッセージ, 441-444
not have secure RPC credentials
メッセージ, 445

Not responding メッセージ, 457
one replica is already resyncing
メッセージ, 464

org_dir、削除できない, 437
Out of disk space メッセージ, 460
password expired メッセージ, 448
Permission denied メッセージ, 440, 447,

463
permission denied メッセージ, 446, 452,

455
Possible loop detected in

namespaceメッセージ, 437
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NIS+ (続き)
replica_update:メッセージ, 464
rescheduling the resync メッセー
ジ, 464

rlogin、ユーザーがログインできない, 463
.rootkeyファイルがすでに存在してい
る, 455-456

rootのパスワードを変更したための問
題, 456

rpc.nisd終了している, 458
rpc.nisdの失敗, 439
rpc.nisd、問題, 438
Security exception メッセージ, 445,

446
Server busy. Try Again メッセー
ジ, 459

Unable to find メッセージ, 441
Unable to fork メッセージ, 460
UNABLE TO MAKE REQUEST メッセー
ジ, 446

Unable to make request メッセー
ジ, 445

Unable to stat メッセージ, 441, 445
Unknown user メッセージ, 440
アクセス, 220-225
アクセス権, 224-225
アクセス権の問題, 444-447
新しいパスワードが使えない, 462-463
オートマウンタを使用できない, 444
オブジェクトが存在しない、メッセージと問
題, 442

「オブジェクトの問題」メッセージ, 435
親ドメイン内のサーバー, 71
完全指定名, 72
管理者, 225
管理上の問題, 434-438
キャッシュマネージャ, 67
キャッシュマネージャがない, 458-459
切り捨てることができないログ, 436
クライアント, 65-72
クライアントでもあるサーバー, 71-72
グループクラス, 221, 222-223
グループに追加できない, 436
グループ名, 75-76
検索パス, 208-210
広域ネットワーク (WAN), 380
更新, 63-64
構成, 87-91

NIS+ (続き)
構成方法, 80-81
コールドスタートファイル, 67-71
コマンド, 52-54
サーバー, 61-64
サーバーの起動が遅い, 459
サーバー (複製), 63
サーバー (マスター), 63
再帰的なグループ, 458
サブネット, 166
資格, 218-220
主体, 50
主体, 65-72
主体の名前, 77
照会がハングする, 460
使用できる記号名, 77
承認, 50, 216, 220-225
承認クラス, 221-224
所有権の問題, 444-447
所有者クラス, 221, 222
スイッチファイルの問題, 441
生存期間, 68
性能の問題, 456-460
セキュリティ, 50
セキュリティコマンド, 226
セキュリティの概要, 215-218
セキュリティの問題, 447-456
セキュリティレベル, 217-218
設定スクリプト, 83-84, 93-94, 94
設定の前に, 54-56, 79-80
その他クラス, 221, 223
チェックポイントのエラー, 435
ディスク容量の不足, 436, 461
ディレクトリ, 59-60
ディレクトリ (UNIX), 56-57
ディレクトリキャッシュ, 67
ディレクトリ、削除できない, 437
ディレクトリ名, 75
テーブル, 49, 206
テーブルエントリ名, 76
テーブル間でのリンク, 444
テーブルの更新, 211-212
テーブルの構造, 205-210
テーブルの設定, 210-212
テーブルパス, 457
テーブル名, 75-76
テスト, 463-464
デバッグ, 434-438
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NIS+ (続き)
ドメインの問題, 442
ドメイン名, 74-75, 80
ドメイン名が変更されている, 453-454
トランザクションログ, 63-64
名前空間サンプル, 87, 92-94
名前空間の構造, 57-58
名前展開, 77-78
名前の中の空白, 443-444
認証, 50
認証, 216, 218-220
パスワード,ログインの失敗, 440-441
パスワードが異なる, 454-455
パスワードコマンド, 218
パスワードを変更できない, 463
パフォーマンス, 166
ファイル, 56-57
ファイルの問題, 443
複製,ディレクトリを削除できない, 437-438
複製サーバーが多すぎる, 457
複製サーバーが同期していない, 442-443
複製サーバーの更新のエラー, 464-465
複製サーバーの同期遅延, 442-443
部分指定名, 72
プロセス数の不足, 461
ホスト名, 76-77, 80
マシンを新しいドメインに変更する, 454
未認証クラス, 221, 223
命名規則, 72-78
メッセージ, 464
メモリーの不足, 460-461
問題解決, 434-465
ユーザーがログインできない, 462
ユーザーの問題, 461-463
リソースの問題, 460-461
リモートサイト, 167
ルートサーバー, 80
ログが大きすぎる, 436, 458

nis_cachemgr, 52
nis_checkpoint, 52
NIS_COLD_STARTファイル, 89, 143, 158, 159,

160
置換するサーバー (NIS+), 408

NIS_DEFAULTS, 281
NIS_DEFAULTS, 270, 276, 280, 281
値の表示, 281-282
再設定, 282-283

NIS_DUMPLATER, 464

NIS_GROUP, 275, 325
NIS_GROUP,設定, 178
NIS_OPTIONS
オプション, 434
デバッグ, 433

NIS_PATH,パフォーマンスへの影響, 457
NIS_PATH,問題, 442
NIS_PATH変数, 78-79
NIS_SHARED_DIRACHEファイル, 341
NIS_SHARED_DIRCACHEファイル, 67
NIS+オブジェクト, 514
NIS+環境, 298
NIS+環境, 514
NIS+キャッシュ,内容を表示する, 342
NIS+グループ, 320

NIS+, 320
NIS_DEFAULTS, 325
NIS_GROUP, 325
nistbladm, 356
暗黙的なメンバー, 321
暗黙的なメンバー以外の主体, 322
管理グループ, 145
構文 (NIS+), 322
再帰的,性能の低下, 458
再帰的なメンバー, 322
再帰的なメンバー以外の主体, 322
削除, 337
削除 (NIS+), 325-326
作成 (NIS+), 324-325
指定 (NIS+), 322
属性、表示, 323
明示的なメンバー, 321
明示的なメンバー以外の主体, 322
メンバー以外, 322
メンバーであるかどうかを調べる (NIS+)

, 327-328
メンバーの削除 (NIS+), 327
メンバーのタイプ (NIS+), 321-322
メンバーの追加 (NIS+), 326
メンバーの表示 (NIS+), 326-327
メンバー、リスト, 323
ユーザーを追加できない, 436

NIS+主体, 514
NIS+ディレクトリ, 329

nis_cachemgr, 341
niscat, 329-330
nisinit, 339-341
nisls, 330-332

526 Solarisのシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+編) • 2005年 1月



NIS+ディレクトリ (続き)
nismkdir, 332-335
nisping, 342-345
nispingの強制実行, 344
nisrm, 337-338
nisrmdir, 336-337
nisshowcache, 342
オブジェクトの削除, 337-338
削除, 336
作成, 333-334
属性の表示, 330
チェックポイント, 342-345
ドメインに展開する, 373-374, 374
トランザクションログ, 346-347
内容のリスト, 331, 332
複製サーバーの作成, 333
複製サーバーの追加, 334-335, 335
複製サーバーを NIS+ディレクトリから切り
離す, 336-337

ルート以外の NIS+ディレクトリの作
成, 332

ルートディレクトリの作成, 332
NIS+テーブル, 49, 351, 418-419

auto_homeテーブル, 419
auto_masterテーブル, 419-420, 420
bootparamsテーブル, 420-421
client_infoテーブル, 422
credテーブル, 422-423
credテーブルの内容を表示する, 367
ethersテーブル, 423
groupテーブル, 423-424
hostsテーブル, 424
links, 372-373
mail_aliasesテーブル, 424-425
netgroupテーブル, 425-426
netmasks tables, 426-427
networksテーブル, 427
nisaddent, 373, 374-378
niscat, 366
nisgrep, 368-371
nisln, 372-373
nismatch, 368-371
nissetup, 373-374
nistbladm, 352-356
NISマップからの生成, 192-196
NISマップからのデータ転送, 376-378
passwdテーブル, 427-429
protocolsテーブルs, 429

NIS+テーブル (続き)
rpcテーブル, 430
servicesテーブル, 430-431
timezoneテーブル, 431
演算子, 370
エントリの NULL終了, 358
エントリの削除, 364-366, 365-366
エントリの修正, 362-364
エントリのセキュリティ, 271-272
エントリの追加, 359-362, 361-362
エントリの編集, 362-364, 364
最大サイズ, 359
削除, 359
作成, 356-358
自動マウントテーブルの追加, 358
スワップ空間, 145
正規表現, 369-370
生成のオプション, 186
生成方法, 185
セキュリティ, 270-274
セキュリティとレベル, 272-274
設定 (コマンド), 185-186
設定 (スクリプト), 100-106
属性の表示, 367-368
置換, 186
追加, 186
データ転送, 374
データの転送オプション, 374
テーブルパス,性能の低下, 457
テーブルを空にする, 337
内容を表示する, 366
入力ファイル, 418-419
ファイルから生成する, 187-192
ファイルからデータを転送する, 375-376
ファイルにデータをダンプする, 378
ほかのネームサービス, 418
マージ, 186
問題, 435
リンクが機能しない, 444
リンクできない credテーブル, 372
リンクできないエントリ, 372
列の検索, 371
列の構成要素, 357
列の指定, 357-358
列の種類, 357-358
列のセキュリティ, 271-272
ワイルドカード, 370

NIS+トランザクションログ, 514
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NIS+の削除, 412-413
クライアントマシンから削除する, 412-413
サーバーから削除する, 413-414
名前空間からの削除, 414-415

nisaddcred, 140, 153, 181, 226, 239, 241, 243,
247
DES資格、追加, 144
LOCAL資格、追加, 143
インストールした NIS+の削除, 412
鍵の変更, 253, 254, 255
資格、作成方法, 241-242
資格の管理, 247-248
資格の更新, 247
資格の削除, 240, 247-248
資格の作成, 240, 244, 246
資格の変更, 240
システム管理者の資格を追加, 144
タイムスタンプ, 231

nisaddent, 195
nisaddent, 145, 187, 190, 191, 194, 195, 197,

211, 283, 373, 374-378
nisaddent, 196
nisaddent

NISマップからのデータ転送, 376-378
passwdファイル, 376
構文, 375
自動マウントテーブル, 376
データからファイルを転送, 375-376
データの転送オプション, 374
テーブル、標準以外, 376
ファイルにデータをダンプする, 378

nisbackup, 170, 399-405, 408
nisbackup,上書き, 402
nisbackup
オプション, 401
構文, 400-401
自動化, 402
全名前空間, 403
ディレクトリ,個別のバックアップ, 402-403
バックアップディレクトリの構造, 403-404
バックアップファイル, 404-405
ファイルシステムのバックアップ, 402
マスターサーバーのみ, 401
割り込み, 400

niscat, 106, 142, 143, 151, 169, 190, 240, 274,
329-330, 354, 360, 365, 366
*NP*, 367
credテーブルの内容を表示する, 367

niscat (続き)
Server busy. Try Again メッセー
ジ, 459
オブジェクト属性の表示, 367-368
オプション, 366
グループの属性, 323
グループのメンバー, 323
構文, 366
ディレクトリの属性, 329-330, 330

nischgrp, 52, 288, 320
グループの変更, 288-289

nischmod, 52, 180, 200, 270, 283
アクセス権、削除, 284
アクセス権、追加, 283-284

nischown, 52, 286, 299
所有者、変更, 287

nischttl, 52, 68, 347-349
鍵情報の更新, 258

nisclient, 107, 109, 127-128, 229, 239, 256,
258, 413, 447

nisclient, 125-127, 127-128
nisclient,インストールした NIS+の削
除, 412

nisclientスクリプト, 83, 84, 106-109
DNS, 85
multihomed NIS+複製サーバー, 117
クライアントの追加, 109
サブドメインクライアント, 125-127
前提条件, 107, 109-110
ユーザーの初期設定, 109-110, 110, 127-128,

128
nisdefaults, 52, 280-281, 453

TTL, 347
生存期間, 347
表示オプション, 280

nis dump result nis_perror メッセージ
(NIS+), 464

nisgrep, 52, 368-371
演算子, 370
オプション, 370-371
検索、最初の列を, 371
検索、特定の列を, 371
検索、複数の列を, 371
構文, 370-371
正規表現, 369-370
ワイルドカード, 370

nisgrpadm, 52, 84, 105, 141, 142, 145, 180, 181,
320, 324, 326, 356
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nisgrpadm (続き)
アクセス権, 324
グループの構文, 324
グループの削除, 325-326, 337
グループの作成, 324-325
グループの属性、表示, 323
グループのメンバー、リスト, 323
グループメンバーの構文, 324
構文, 322
メンバーであるかどうかを調べる, 327-328
メンバーの削除, 327
メンバーの追加, 326
メンバーの表示, 326-327
問題, 435

nisinit, 52, 56, 137, 138, 158, 159, 160, 258,
339-341, 443, 460
インストールした NIS+の削除, 412
クライアント、初期設定, 339-340
ルートディレクトリ, 332
ルートマスター、初期設定, 340-341

nisinitの問題, 435
nisln, 52, 372-373

credテーブル, 372
オプション, 372
構文, 372

nisln,テーブルエントリ, 372
nisln
リンクの作成, 372-373

nislog, 52, 346-347
オプション, 346
トランザクションログの内容を表示す
る, 346-347

nisls, 52, 320, 330-332, 331, 332, 444
ディレクトリの内容, 330-332, 332

nismatch, 52, 240, 248, 368-371
Changing Keyメッセージ, 446
演算子, 370
オプション, 370-371
検索、最初の列を, 371
検索、特定の列を, 371
検索、複数の列を, 371
構文, 370-371
正規表現, 369-370
ワイルドカード, 370

nismkdir, 52, 137, 169, 178, 210, 283, 332-335,
333
ディレクトリの作成、親でないルート, 333

nismkdir,複製サーバーの作成, 333

nismkdir
複製サーバーの追加, 334-335, 335
マスターサーバーのみ, 333
ルート以外のディレクトリの作成, 332,

333-334
ルートディレクトリを作成できない, 332

nispasswd, 218, 293, 296
nisping, 52, 170, 171, 172, 173, 196, 212, 343,

345
forcing, 344
最新更新時間, 343-344
性能への影響, 457
チェックポイント, 192
チェックポイントのエラー, 435
チェックポイントの設定, 196
ディレクトリ、チェックポイント, 342-345
ディレクトリ、チェックポイントの設
定, 344-345

テーブルの作成, 191
複製サーバーの設定, 171-172, 172
複製サーバーの追加, 335
複製サーバーをディレクトリから切り離
す, 336

nispopulate, 211, 239
nispopulateスクリプト, 83, 84, 100-106

multihomed NIS+複製サーバー, 117
multihomed NIS+ルートマスターサーバー

, 100
管理グループ, 105
セキュリティ, 101, 122
前提条件, 102
ドメインの追加, 121-124, 123
入力ファイル, 101
必要なスワップ領域, 106
ファイルから生成, 123-124
ファイルの準備, 101, 122
マップから生成, 124

nisprefadm, 52, 383, 384, 385, 389, 395, 398
client_infoテーブル, 422
オプション, 386-387
格付け番号, 382-383, 383
格付け番号の指定, 388
クライアント名, 384
グローバルテーブル, 381-382
グローバル優先順位の設定, 388-390, 390
構文, 385
サーバー使用,概要, 381-385
サーバーの優先順位変更, 391-393
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nisprefadm (続き)
サーバー名, 384
サブネット, 384
単一のクライアント, 384
有効化, 397-398, 398
優先サーバー以外のサーバー使用, 395
優先サーバー限定指定, 394-395
優先サーバーの指定, 380
優先順位の使用の終了, 396
優先順位の番号の変更, 392
優先順位の表示, 384, 387, 388
リストからのサーバー削除, 393
リスト内サーバー置換, 392-393
リストの置換, 394
ローカルファイル, 381-382
ローカルマシン上での優先順位の設定, 391

nisrestore, 52, 170, 171, 405-407
resolve.confファイル, 405
rpc.nisd, 406
オプション, 406
検出エラー, 407
構文, 406
サーバーの置換, 408-409
サーバーの複製, 408-409
前提条件, 405-406
損傷した名前空間の復元, 407
ディレクトリの復元, 407
ディレクトリ名, 407
手順, 406-407
複製サーバーの設定, 169-170, 407

nisrm, 52, 337-338
nisrmdir, 52, 336-337
オブジェクトの削除, 337-338
ディレクトリの削除, 336
ディレクトリを削除できない, 437
複製サーバーを切り離す, 336-337

nisserver, 118-121, 124-125, 332, 415
複製 (NIS+)、設定, 407

nisserverスクリプト, 83, 84, 95, 114, 210
DNSと NIS+サーバー, 113
Multihomed NIS+複製サーバー, 117-118
multihomed NIS+複製サーバー, 118
multihomed NIS+ルートマスターサーバー

, 99-100
NIS+サーバー, 113
NIS+複製サーバー, 111-113
NIS+ルート複製サーバー, 113-118, 115-116
サブドメイン, 118-121, 120-121

nisserverスクリプト (続き)
サブドメイン複製サーバー, 124-125
前提条件, 95-96
デフォルトのセキュリティレベル, 97
ドメインの追加, 121
ルートサーバー, 95-100, 98-99

nissetup, 98, 132, 210, 373-374
automounterテーブル, 191
groups_dirの作成, 139, 179
org_dirの作成, 139, 179
passwdテーブル, 191
テーブルの作成, 139, 179
ドメインに展開するディレクトリ, 373-374,

374
nisshowcache, 52, 68, 342
内容を表示する, 342

nisstat, 52
nistbladm, 52, 200, 210, 211, 270, 283, 284,

314, 352-356, 354, 364, 457
NIS+グループ, 320, 321, 356
UNIXグループ, 356
warnの値, 302
アクセス権、列, 284-286, 286
インデックス名, 355-356
エントリの上書き, 361-362
エントリの強制, 361
エントリの削除, 364-366, 365-366
エントリの修正, 362-364
エントリの追加, 359-362
エントリの編集, 362-364, 364
オプション, 353
間隔, 302
管理者の資格、追加, 144
キー, 354-355
期限値, 302
グループ, 356
検索可能列, 354-355
構文, 352-353
最小値, 301
最大値, 301
自動マウントテーブルの追加, 358
シャドウ列のフィールド, 301-303
追加のエントリ, 360
テーブルの削除, 359
テーブルの作成, 356-358
テーブルを空にする, 337
同一のエントリ, 360
日数, 303
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nistbladm (続き)
ネットグループ, 356
パスワード, 300-303
パスワードの有効期間, 311
パスワードの有効期限、解除, 313
未使用値, 302
有効期限、設定, 312-313
列エントリの NULL終了, 358
列の値, 353-354
列の構成要素, 357
列の指定, 357-358
列の種類, 357-358
ログインの間隔、設定, 313-314, 314

nistest, 52
nisupdkeys, 52, 226, 236, 254, 255, 256, 257
鍵の更新、例, 256-257, 257
コールドスタートファイル, 256
引数, 256
古くなった鍵の更新, 449

NIS互換モード, 97, 514
起動, 338-339
個々のマシン上の NIS, 55
設定 (コマンド), 132, 176

NISマップ, 514
NNSP, 514
No memory メッセージ (NIS+), 460
No public key メッセージ (NIS+), 447
Not exist メッセージ (NIS+), 441
Not found メッセージ (NIS+), 441
not have secure RPC credentials
メッセージ, 445

Not responding メッセージ (NIS+), 457
nscd, 153
nscdデーモン, 39, 136
nsswitch.conf files,問題, 441
nsswitch.confで IPv6を使用できるように
する, 39

nsswitch.confファイル, 29, 34, 39, 51, 95,
136, 150, 296

nsswitch.confファイル, 38
nsswitch.confファイル

auto_homeテーブル, 33
auto_masterテーブル, 33
compat, 39, 40
keyserverエントリ, 34
NIS+と NISの互換性の問題, 439
NIS+の問題, 441
NOTFOUND=continue, 32

nsswitch.confファイル (続き)
nsswitch.filesファイル, 35
nsswitch.nisplusファイル, 35
nsswitch.nisファイル, 35
passwd_compat, 39
publickeyエントリ, 34
SUCCESS=return, 32
timezoneテーブル, 33
TRYAGAIN=continue, 32
UNAVAIL=continue, 32
インストール, 38-39
インストールした NIS+の削除, 415
応答, 32
オプション, 32
検索基準, 31, 32-33
更新, 41
構文が正しくない, 33
コメント, 34
状態メッセージ, 31-32, 32
情報のソース, 31
続行, 32
デフォルトテンプレートファイル, 35-37
デフォルトファイル, 37-38
テンプレート, 30, 34-38
動作, 32
パスワード, 462
パスワード情報および, 40-41
ファイルの選択, 38-39
フォーマット, 30
変更, 32
見つからない, 33
メッセージ ,状態, 31-32
例, 35-36, 36

nsswitch.filesファイル, 37
nsswitch.nis, 36
nsswitch.nisplusファイル, 37
nsswitch.nisファイル, 37
NULL終了, 358

O
one replica is already resyncing
メッセージ (NIS+), 464

org_dir
作成nissetup, 139, 179

org_dir.ディレクトリ, 438
org_dirディレクトリ, 59, 75, 210, 224
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org_dirディレクトリ (続き)
インストールした NIS+の削除, 413, 414

org_ディレクトリオブジェクト, 142
Out of disk space メッセージ (NIS+), 460

P
.pagファイル, 193
passwd, 218, 226, 294, 296, 297-300, 304, 306,

440
NIS+環境, 298
nispasswd, 296
rloginの問題, 463
root、変更, 294
yppasswd, 297
アクセス権, 299
鍵, 299-300
休暇の場合のロック, 307
強制的な変更, 308, 311

passwd,強制的な変更, 311
passwd
警告期間、設定, 310-311
資格, 298
使用期間、設定の解除, 311
情報の表示, 304-305
パスワードの使用期間, 307-314
パスワードの変更, 293, 305-306
パスワードの有効期限, 308
パスワードのロック, 306-307
パスワードロックの解除, 307
変更禁止期間、設定, 309-310
ほかのドメイン, 300
有効期間, 308-309
ユーザーがパスワードを変更できない, 463
ユーザーの問題, 462

passwdテーブル (NIS+), 427-429
+/-構文, 429
シャドウ列の情報, 428-429
列, 428

passwdファイル, 95, 101, 122, 134
nisaddent, 376

password expired メッセージ, 448
password -rコマンド, 41
passwords,変更後のログイン失敗, 440-441
password will expire メッセージ, 292
Permission denied メッセージ, 292
permission denied メッセージ, 446, 452

Permission denied メッセージ (NIS+), 440,
447, 463

permission denied メッセージ (NIS+), 455
pinging, 514
Possible loop detected in namespace
メッセージ, 437

protocolsテーブル, 429
列, 429

protocolsテーブル (NIS+), 429
publickey files, 191, 195
publickeyマップ, 195

R
replica_update:メッセージ (NIS+), 464
rescheduling the resync メッセージ

(NIS+), 464
resolv.confファイル, 134, 155
resolv.confファイル, 405
rlogin, 463
問題, 463

rlogin,ユーザーの問題, 462
root_dirファイル (NIS+), 404
root.objectファイル, 137, 404
.rootkeyファイル, 412, 455

NIS+のアンインストール, 414
既存, 455-456
サーバー (NIS+)の置換, 408

rootディレクトリオブジェクト, 142
RPC, 514
rpc.nisd, 56, 85, 97, 114, 115, 119, 125, 138,

338-339, 407, 458, 460
DNS転送, 338-339
NIS互換モード, 338-339
オプション, 339
起動, 338
構文オプションの変更, 339
失敗, 359
終了, 458
セキュリティレベル,デフォルト, 338-339
停止, 338-339
テーブルのサイズ, 359
復元 (NIS+), 406
複数の親プロセス, 439

rpc.nisdデーモン, 85, 99
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rpc.nispasswdd
パスワードの最大ログイン所要時
間, 317-318

パスワードの試行回数の制限, 317
パスワードのログインの失敗, 317-318

rpcテーブル
例, 430
列, 430

rpcテーブル (NIS+), 430

S
Secure RPCネット名, 144, 231, 232-233
主体名, 242
詳細, 242

Secure RPCパスワード, 514
security,シャドウ列のフィールド, 301-303
Security exception メッセージ, 446
Security exception メッセージ (NIS+)

, 445
sendmail, mail_aliasesテーブル, 424
Server busy. Try Again メッセージ, 459
servicesテーブル,列, 431
servicesテーブル (NIS+), 430-431
setenv, 282
shadowファイル, 101, 122

nisaddent, 376
SMF,「サービス管理機能」を参照
snoop, 452
Sorry: less than メッセージ, 293
svc:/network/rpc/nisplus, 111-113
svcadm,実行するための前提条件, 111-112
switchファイル, nsswitch.nis, 36
syslog.confファイル,エラーメッセー
ジ, 467

syslogファイル,チェックポイントのエラー
, 435

T
TCP, 514
TCP/IP, 514
timezoneテーブル, 33, 431
列, 431

timezoneテーブル (NIS+), 431
/tmp/CALLSファイル, 434

TMPDIR, 103
/tmpディレクトリ, 160
tmpファイル,ディスク容量の不足, 461
trans.logファイル, 56, 80, 138, 166, 342
Transport Control Protocol, 514
TTL, 347-349

nisdefaults, 347
値, 348
オブジェクトの生存期間の変更す
る, 348-349

オプション, 348
テーブルエントリの生存期間の変更, 349
変更, 347

U
Unable to find メッセージ (NIS+), 441
Unable to fork メッセージ (NIS+), 460
UNABLE TO MAKE REQUEST メッセージ, 446
Unable to make request メッセージ (NIS+)

, 445
Unable to stat メッセージ (NIS+), 441, 445
Unknown user メッセージ (NIS+), 440
User ID 0, 456
/usr/binディレクトリ, 56
/usr/lib/netsvc/yp/ypstartスクリプ
ト, 155

/usr/lib/nis, 342
/usr/lib/nis, 256
/usr/lib/nis/nisupdkeys, 142
/usr/lib/nisディレクトリ, 56, 187, 189,

192, 194
/usr/libディレクトリ, 56
/usr/sbinディレクトリ, 56

V
/var/nis, 337, 374
/var/nis/client_info, 387
/var/nis/data.dict, 57, 80, 138
/var/nis/data/trans.log, 342
/var/nis/dataディレクトリ, 56, 80, 137,

138, 166, 443
/var/nis/NIS_COLD_START,置換するサー
バー (NIS+), 408
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/var/nis/NIS_SHARED_DIRACHEファイ
ル, 341

/var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHEファイ
ル, 236

/var/nis/rep/org_dirディレクトリ, 438
/var/nis/rep/serving_listファイ
ル, 438

/var/nis/root.object, 137
/var/nis/trans.log, 80, 138, 166
/var/nisディレクトリ, 56, 80, 112, 136, 138,

154, 166
インストールした NIS+の削除, 414, 415
旧バージョンのファイル名, 443

/var/yp, 376
/var/ypディレクトリ, 193

W
WAN, NIS+, 380
WARNING: password differs from login

password, 141

X
X.500, 515
XDRコード化 (NIS+), 404
xfrファイル, 187

Y
ypcat, 40

netgroupテーブル, 425
yppasswd, 297
ypserv, 155
ypupdate, 51
ypxfr, 51

あ
アクセス権, 84, 515
アプリケーションレベルのネームサービス, 515
暗号化鍵, 515

い
インターネット, 515
ルートドメイン, 95-96

インターネットアドレス, 515
インデックス付き名前, 515
インデックス名 (NIS+テーブル), 355-356

え
エラーメッセージ
アルファベット順表示, 468-469
エラーメッセージ内の番号, 469
解釈, 468
しきい値の表示, 467-468
内容, 467-468

遠隔手続き呼び出し (RPC), 515
エンタープライズレベルのネームサービス, 515
エンタープライズレベルのネットワーク, 515
エントリ, 271
エントリ, 515

お
オートマウンタ,マップの追加, 207
「オブジェクトの問題」メッセージ (NIS+)

, 435
親ドメイン, 515

か
鍵, 249-250

1対の鍵, 241-242
DES, 231
keylogin, 250-251
passwd, 299-300
共通, 231
クライアントの鍵情報の更新, 258
公開,主体, 229, 231
公開、サーバー, 229, 231
更新, 255-257, 257
サーバーの公開鍵, 231, 236
主体の非公開鍵, 230
タイムスタンプ, 231
手作業で更新, 449
非公開,サーバー, 231
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鍵 (続き)
非公開,主体, 229
非公開鍵の再暗号化, 252
非公開、サーバー, 229
非公開、主体, 230, 231
古くなった鍵の更新, 449
変更, 251-252, 252-255, 254, 255
乱数 DES, 231

鍵 (暗号化), 515
管理グループ
作成, 141, 178

き
キー
古くなったキーの更新, 449-452
問題と対策, 449-452

キー (NIS+テーブル), 354-355
キーサーバー, 515
キー (列), 515
逆解決, 515
キャッシュマネージャ, 67, 341, 516
起動, 89, 143, 341
サーバーの優先順位, 385
サーバーの優先順位 (NIS+), 381
停止, 341
ない, 458-459

く
クライアント, 516

NIS+, 65-72
NIS+設定 (コマンド), 149-150, 152-154
NIS+設定 (スクリプト), 106-109, 109,

125-127
NIS+の初期設定, 339-340
NIS+の初期設定 (コマンド), 154, 156-161
NIS+の初期設定 (スクリプト), 110
NIS+の設定 (スクリプト), 107
NIS+ユーザーの初期化 (スクリプト)

, 109-110
NIS+ユーザーの初期設定 (スクリプト)

, 109-110, 127-128, 128
鍵情報の更新, 258
検索動作 (NIS+), 379-380

クライアント (続き)
コールドスタートによる初期化 (NIS+)
, 159-161
情報の更新, 258
ブロードキャストによる初期設定 (NIS+)

, 157
ホスト名による初期化 (NIS+), 158-159, 159
優先サーバーの指定 (NIS+), 380

クライアントサーバーモデル, 516
グループ, 319-320, 516

UNIX, 319
ネットグループ, 320
変更, 288-289

グループ ID, 516
グループクラス, 269
グループクラス, 221, 222-223, 268
グループクラスのアクセス権, 274
グローバルネームサービス, 516

こ
広域ネットワーク (WAN), 516
公開鍵, 516
更新, 142

コールドスタートによる初期化 (NIS+), 159-161
コールドスタートファイル, 67-71, 517

nisupdkeys, 256
子ドメイン, 517

さ
サーバー, 517

Multihomed NIS+複製サーバーの設定 (スク
リプト), 117-118

multihomed NIS+ルートマスターの設定 (ス
クリプト), 99-100

NIS+, 61-64
NIS+設定 (スクリプト), 111-113, 113
NIS+内で置かれているドメイン, 334
NIS+複製サーバー, 63
NIS+複製サーバー、最新更新時間, 343-344
NIS+複製サーバー、チェックポイン
ト, 342-345

NIS+複製サーバーの作成, 333
NIS+複製サーバーの設定 (スクリプト)

, 111-113
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サーバー (続き)
NIS+複製サーバーの追加, 334-335, 335
NIS+マスター, 63
NIS+ルート複製サーバーの設定 (スクリプ
ト), 113-118, 115-116

アクセス権の割り当て, 276
サブドメイン複製サーバーの設定 (スクリプ
ト), 124-125

サブネット, 114
設定 (NIS+コマンド), 163-166
置換 (NIS+), 408-409
複製 (NIS+)、復元による設定, 407
複製サーバーの設定と

nisrestore, 169-170
複製の設定 (NIS+コマンド), 166-172
複製の設定と nisping, 171-172, 172

サーバーの優先順位 (NIS+), 379-380, 384
格付け番号, 382-383, 383
格付け番号の指定, 388
キャッシュマネージャ, 385
クライアントの検索動作, 379-380
クライアント名, 384
グローバル, 381-382
グローバル優先順位の設定, 388-390, 390
サーバー使用,概要, 381-385
サーバー名, 384
サブネット, 384
使用の終了, 395-397
全サーバー, 383-384
単一のクライアント, 384
デフォルト, 383
番号の変更, 392
必要なキャッシュマネージャ, 381
表示, 384, 387-388, 388
変更, 391-393
有効化, 397-398, 398
有効になるタイミング, 385
優先サーバー以外のサーバーを使用, 395
優先サーバー限定, 383-384
優先サーバー限定指定, 394-395
優先サーバーの指定, 380
リストからのサーバー削除, 393
リスト内サーバー置換, 392-393
リストの置換, 394
ローカル, 381-382
ローカルマシン上での設定, 391

サーバーリスト, 517

サービス管理機能
NIS+, 89

SMFを使用しないとき, 90
rpc.nisd -xとともに使用する, 90

削除, 268
作成, 268
サブドメイン
設定 (スクリプト), 118-121, 120-121

サブネット, 517
NIS+, 166
NIS+ルート複製サーバー, 114

し
資格, 218-220, 227-228, 517

credテーブルの詳細, 238-239
DES, 219, 228, 232-233
DES確認フィールド, 233
DES資格の構成要素, 231
DES資格の作成, 233-235
DES資格の詳細, 232-236
LOCAL, 219-220
LOCAL資格の追加, 143
passwd, 298
Secure RPCネット名, 242
WARNING: password differs from

login password, 141
格納, 236-238
管理, 247-248
管理者, 244-245
管理者、追加, 144
管理者のための資格情報, 243
クライアント, 153
更新, 247
削除, 247-248
作成, 140, 180, 239-247
作成方法, 241-242
資格情報, 228
資格の削除, 240
資格の作成, 240, 243-247, 246
資格のタイプとユーザータイプ, 220
資格の変更, 240
システム管理者の資格を追加, 144
主体の認証, 229-232, 230
主体名, 242
タイムスタンプ, 231
認証コンポーネント, 228-229
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資格 (続き)
マシン, 218
無効, 452
問題と対策, 448
ユーザー, 218
リセット, 448

識別名, 517
シャドウ列, 428
主体, 50
主体, 517
承認, 50
所有者クラス, 269
所有者クラス, 221, 222, 268
新機能, NIS+でのサービス管理機能, 89

す
スイッチファイル, nsswitch.files, 36-37
スレーブサーバー, 517
スワップ空間, NIS+テーブル, 145

せ
性能, NIS+サーバー検索, 380
セキュリティ

NIS+アクセス権, 224-225
NIS+コマンド, 226
NIS+と, 50
NIS+の概要, 213-215, 215-218
NIS互換モード, 215
passwd columnへのアクセスの制
限, 198-200

-S 0 フラグ, 138
Secure RPCネット名, 242
アクセス, 220-225
アクセス権, 267, 268-276, 269-270
アクセス権、組み合わせ, 269
アクセス権、構文, 277-279, 278, 279
アクセス権 (削除), 274
アクセス権、削除, 284
アクセス権 (作成), 273
アクセス権、追加, 283-284
アクセス権、デフォルト, 269-270
アクセス権とレベル, 272-274
アクセス権の割り当て, 276
アクセス権 (変更), 273-274

セキュリティ (続き)
アクセス権、変更, 270, 283-284
アクセス権 (読み取り), 273
アクセス権、読み取り, 274-275
アクセス権、列, 284-286, 286
アクセス権、連鎖, 269
鍵, 249-250
間隔, 302
管理者, 225
管理者の資格, 244-245
管理者のための資格情報, 243
期限値, 302
グループクラス, 221, 222-223
グループの変更, 288-289
警告, 302
構文、アクセス権, 277-279, 278, 279
コマンドによるアクセス権の指定, 277-279
サーバーのアクセス権割り当て, 276
最小値, 301
最大値, 301
削除権, 274
作成権, 273
資格, 218-220
承認, 216, 220-225
承認クラス, 221-224
所有者クラス, 221, 222
所有者、変更, 287
その他クラス, 221, 223
テーブル, 270-274
テーブルとエントリ, 271-272
テーブルとエントリのアクセス権, 271-272
テーブルと列, 271-272
テーブルとレベル, 272-274
テーブルのアクセス権, 270-274, 272-274
デフォルト、設定, 281-283
デフォルトの表示, 280-281
デフォルトのレベル (スクリプト), 97
デフォルト、表示, 280
デフォルト、変更, 282
認証, 216, 218-220
パスワードコマンド, 218
非デフォルトのアクセス権, 283
非デフォルトのアクセス権指定, 283
変更権, 273-274
未使用値, 302
未認証クラス, 221, 223
読み取り権, 273
列アクセス権, 271-272
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セキュリティ (続き)
レベル, 85
レベル (NIS+), 217-218

設定
DNSと NIS+サーバー, 113
Multihomed NIS+複製サーバー (スクリプ
ト), 117-118

multihomed NIS+ルートマスターサーバー
(スクリプト), 99-100

NIS+, 87-91
NIS+クライアント (コマンド), 149-150,

152-154
NIS+クライアント (スクリプト), 106-109,

109
NIS+クライアントの初期設定, 154, 156-161
NIS+サーバー (スクリプト), 113
NIS+サーバーの置換, 408-409
NIS+スクリプト, 83-84
NIS+設定スクリプト, 93-94, 94
NIS+テーブル (コマンド), 185-186
NIS+テーブル (スクリプト), 100-106
NIS+の準備, 54-56
NIS+の準備, 79-80
NIS+複製サーバー (スクリプト), 111-113,

124-125
NIS+ユーザーの初期化 (スクリプト)

, 109-110
NIS+ユーザーの初期設定 (スクリプト)

, 109-110, 110, 127-128, 128
NIS+ルート複製サーバー (スクリプト)

, 113-118, 115-116
PATH変数, 96
管理グループ (スクリプト), 105
コールドスタートによる初期化 (NIS+)

, 159-161
サーバー (NIS+コマンド), 163-166
サブドメインクライアント (スクリプト)

, 125-127
サブドメインの設定 (スクリプト), 118-121,

120-121
スイッチファイル, 38
スワップ領域 (スクリプト), 106
テーブル (NIS+), 210-212
デフォルトのセキュリティレベル, 97
ドメイン (NIS+コマンド), 175-182
ドメインの追加, 121, 123
ドメイン名, 101
複製 (NIS+)、復元による設定, 407

設定 (続き)
複製サーバー (NIS+コマンド), 166-172
複製の設定と nisping, 171-172, 172
複製の設定と nisrestore, 169-170
ブロードキャストによる初期設定 (NIS+)

, 157
ホスト名, 101
ホスト名による初期化 (NIS+), 158-159, 159
ルートサーバー (スクリプト), 95-100, 96-98,

98-99
ルートドメイン (NIS+コマンド), 131-147,

132-145

そ
その他クラス, 269
その他クラス, 221, 223, 268

た
タイムスタンプ, 231

ち
チェックポイント設定, 518
置換 (NIS+テーブル), 186

つ
追加 (NIS+テーブル), 186

て
ディスク容量の不足 (NIS+), 461
ディレクトリ, 518
ディレクトリキャッシュ, 67, 518
データ暗号化鍵, 518
テーブル, 518
テーブル (NIS+), 206
インデックス名, 76
エントリ, 207-208
エントリ名, 76
オートマウントマップの追加, 207
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テーブル (NIS+) (続き)
検索パス, 208-210
更新, 211-212
構造, 205-210
設定, 210-212
名前, 75-76
リンクの作成, 372-373
列, 207-208

テーブルの生成 (populate), 518
デーモン

NIS+、チェックポイントの設定, 344-345
nscd, 39
nscdデーモン, 136
rpc.nisd, 338-339
rpc.nisd, DNS転送, 338-339
rpc.nisd, NIS互換, 338-339
rpc.nisd,起動, 338
rpc.nisd,セキュリティレベル, 338-339
rpc.nisd,停止, 338-339
rpc.nisdデーモン, 85
rpc.nisdデーモン, 99
rpc.nisdの失敗, 439
rpc.nisdの終了, 458
rpc.nisd、問題, 438

と
独自のテーブル, 84
ドット表記, 518
ドメイン, 60-61, 518

NIS+ドメイン名, 74-75
NISと NIS+の共存, 55
passwd, 300
管理グループ, 178
設定 (NIS+コマンド), 175-182
設定 (スクリプト), 121, 123
名前, 80, 96, 101
ホストのドメインの変更, 155-156
ルート、設定, 95-100

ドメイン名, 519
変更 (NIS+), 453-454

トランザクションログ
nislog, 346-347
XID, 346
内容を表示する, 346-347

トランザクションログの中の XID, 346

な
名前解決, 519
名前空間, 519

NIS+の準備, 79-80

に
入力ファイル, 211
認証, 50
認証, 519
主体、認証方法, 229-232, 230
タイムスタンプ, 231

ね
ネーミング

NIS+, 56-57
NIS+ディレクトリ, 59-60
NIS+の構造, 57-58

ネームサーバー, 519
ネームサービス, 519
ネームサービススイッチ, 519
ネットワークパスワード, 519
ネットワークマスク, 519

は
パスワード

Login incorrect メッセージ, 292
NIS+環境, 298
nistbladm, 300-303
not have secure RPC credentials
メッセージ, 445

nsswitch.confファイル, 296, 297-298,
462

nsswitch.confファイルのオーバライ
ド, 297-298

passwd, 297-300
Permission denied メッセージ, 292
rlogin問題, 463
rootのパスワードを変更したための問
題, 456

root、変更, 294
Secureパスワードとログインパスワードが異
なる, 454-455
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パスワード (続き)
Sorry: less than メッセージ, 293
will expire メッセージ, 292
新しいパスワードが使えない, 462-463
管理, 296-318
休暇の場合のロック, 307
強制的な変更, 308
警告期間、設定, 310-311
最大ログイン所要時間, 317-318
試行回数の制限, 317
使用, 291-295
使用期間, 307-314
使用期間、設定の解除, 311
使用規則、デフォルトの設定, 315-318
使用権の有効期限、解除, 313
使用権 (ユーザー), 312-313
選択, 294-295
デフォルトの使用規則、設定, 315-318
パスワードを変更できない, 463
必要条件, 295
変更, 293-294, 305-306
変更禁止期間、設定, 309-310
有効期間, 308-309, 312
有効期限, 308
有効期限、設定, 312-313
有効期限 (ユーザー), 312
ユーザーの問題, 462
ログイン, 291-292
ログインの間隔、設定, 313-314, 314
ログインの失敗, 317-318
ロック, 306-307
ロックの解除, 307

パスワードコマンド, 218
パスワード情報

nsswitch.confファイル, 40-41, 297-298
nsswitch.confファイルのオーバライ
ド, 297-298

Secure RPCパスワード, 235-236
Secure RPCパスワードとログインパスワー
ドの違い, 235-236

間隔, 302
期限値, 302
警告, 302
最小値, 301
最大値, 301
シャドウ列のフィールド, 301-303
日数, 303
表示, 304-305

パスワード情報 (続き)
未使用 values, 302
ログインパスワード, 235-236
ログインパスワードとSecure RPCパスワー
ドの違い, 235-236

パスワードデータ
passwd columnへのアクセスの制
限, 198-200

バックアップと復元 (NIS+), 399-405
XDRコード化, 404
上書き, 402
サーバーの置換, 408-409
サーバーの複製, 408-409
サブディレクトリ, 400
サブドメイン, 401
実行されないデータチェック, 400
自動化, 402
全名前空間, 401, 403
転送先ディレクトリ, 402
特定のディレクトリ, 402-403
バックアップディレクトリ, 403-404
バックアップファイル, 404-405
日付順, 402
ファイルシステムのバックアップ, 402
復元, 405-407
マスターサーバーのみ, 400, 401
マスター上だけのデータ, 401

パフォーマンス, NIS+, 166

ひ
非公開鍵, 520

ふ
フィールド, 270
複製サーバー, 520
ブロードキャストによる初期設定 (NIS+), 157
プロセス数の不足 (NIS+), 461

ほ
ホスト (データ)
名前, 96
名前内部のドット, 80
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ホスト (マシン)
NIS+のホスト名, 76-77
ドメインの変更, 155-156
名前, 80, 96

ホスト名による初期設定 (NIS+), 158-159, 159

ま
マージ (NIS+テーブル), 186
マスターサーバー, 520

み
未認証クラス, 269
未認証クラス, 221, 223

め
メール交換レコード, 520
メールホスト, 520
メッセージ (NIS+), 464
メモリーの不足 (NIS+), 460-461

ゆ
ユーザー
初期設定 (NIS+), 109-110, 127-128, 128

優先サーバー, 520
優先サーバーリスト, 520
優先順位の番号, 520

り
リポジトリ
更新, 41
複数のリポジトリを使用する, 41

リモートサイト, NIS+, 167

る
ルートサーバー
初期設定, 340-341

ルートサーバー (続き)
設定 (NIS+コマンド), 131-147, 132-145
設定 (スクリプト), 95-100, 96-98, 98-99

ルートドメイン, 520
NIS互換モード, 132, 176
インターネットルートドメイン, 95-96
設定 (NIS+コマンド), 131-147, 132-145
設定 (スクリプト), 95-96, 96-98
名前, 95

ルート複製サーバー, 520
ルートマスターサーバー, 520

れ
レコード, 520

ろ
ローカルエリアネットワーク (LAN), 520
ログイン, 291-292
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