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2017 年 10 月 25 日発行 
修正箇所（章節項）： 「付録 D 代表的なサービス名／別サービス名／ポート番号一覧」の 

「付表 D.1 サービス名／別サービス名／ポート番号一覧」  

旧 記 事 
 

NETBIOSDNS       

                 

netbiosdns       

                 

137        

           

UDP            

               

PCファイルサーバでも 

使用．               

NETBIOSDATAGRAM  

                 

netbiosdatagram  

                 

138        

           

UDP            

               

PCファイルサーバでも 

使用．               

NETBIOSSESSION   

                 

netbiossession   

                 

139        

           

TCP/UDP        

               

PCファイルサーバでも 

使用．               

        ： 

Direct           

Hosting of       

SMB              

microsoft-ds     

   

   

445        

   

   

TCP/UDP        

   

   

PCファイルサーバでも 

使用                 

   

 
 
 

新 記 事 

 

NETBIOSDNS       

                 

netbiosdns       

                 

137        

           

UDP            

               

IP管理サービスおよび， 

PCファイルサーバで使 

用．               

NETBIOSDATAGRAM  

                 

netbiosdatagram  

                 

138        

           

UDP            

               

PCファイルサーバで使 

用．               

NETBIOSSESSION   

                 

netbiossession   

                 

139        

           

TCP               PCファイルサーバで使 

用．               

        ： 

Direct           

Hosting of       

SMB              

microsoft-ds     

   

   

445        

 

 

TCP 

 

 

PCファイルサーバで使 

用. 

 

 
2017 年 6 月 23 日発行 
修正箇所（章節項）： 「3.1.14 ソケット数の見積り」の「表 3.2 使用ソフトウェアとソケット数の見積り（続く）」 

ソフトウェア名称「RDA-SV/TCP」と「IP管理サービス」の間に追加 

旧 記 事 
 

 ソフトウェア名称           ソケット計算方法           UXFソケット計

算方法        

備考                 



RDA-SV/TCP   

             

             

             

クライアント 接続相手数×2                          -                

サーバ       

             

2＋接続相手数×2＋ゲート   

ウェイ定義数               

            -              

                           

  

                     

IP管理サー   

ビス         

             

             

             

DHCP         1（固定）                              -                

DNS          3＋接続相手数×1                       -                

WINS         3（固定）                              -                

 

 

 

新 記 事 

 

 ソフトウェア名称           ソケット計算方法           UXFソケット計

算方法        

備考                 

RDA-SV/TCP         

             

             

クライアント         接続相手数×2           -   

サーバ              2＋接続相手数×2＋ゲート   

ウェイ定義数          

-   

RDAマルチア 

クセラレータ 

オプション          

                     

サーバ 

             

           -               1＋接続相手数                        

IP管理サー   

ビス         

             

             

             

DHCP         1（固定）                  -   

DNS          3＋接続相手数×1           -   

WINS         3（固定）                  -   

 

 

 

 
2016 年 6 月 28 日発行 
修正箇所（章節項）： 「6.4.2 NSS記述の動的変更｣の「表 6.5 変更の条件」 

旧 記 事 
 

表 6.5 変更の条件 

手 順      定義名           条 件          

AC/BC            

TTY              

TICF 

 グループ定義  －該当グループ配下の全てのリンク，ノード，パスが非活性である

こと．           

   

－変更不可のパラメタ（手順名，回線種別，局指定等）に変更が 

あり，配下にリンク，ノードがあれば，リンク，ノード，パスの 

 削除許可ガイダンスを表示し，【入力／実行】が押されたならば  

該当グループ配下の全てのリンク，ノード，パスを削除する． 

 この場合は，新たに必要な定義を作成し直す必要がある．                  

 リンク定義  該当リンクの属するグループ配下の全てのリンク，ノード，パスが

非活性状態であること．                                   

 ノード定義  該当ノード，配下の全パスが非活性状態であること．                                

 パス定義 該当パスが非活性状態であること． 

TCP/IP    グループ定義 変更不可.   



   

   

   

   

   

  

 リンクグループ定義  変更不可．  

 リンク定義  変更不可．  

 ネットワーク定義      

   

   

   

   

   

   

－グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループ 

に属するか，グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが 

 'YES'のグループに属し，かつ，ネットワーク定義の回線種別が 

LANの場合．      

 ただし，以下のパラメタは変更不可.      

   ネットワーク番号，回線種別，プロトコル 

   種別パラメタ．                         

 ホスト定義  －グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループ 

に属するかグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが 

'YES'のグループに属し，かつ，属するネットワーク定義の 

回線種別が LANの場合．  

 ゲートウェイ定義 変更不可．  

 サブネットマスク定義 変更不可．  

 サービス定義   変更不可．  
 

 

 

 

 

 

新 記 事 

 

表 6.5 変更の条件 

手 順   定義名           条 件          

AC/BC            

TTY              

TICF 

 グループ定義  －該当グループ配下の全てのリンク，ノード，パスが非活性で 

あること．           

－変更不可のパラメタ（手順名，回線種別，局指定等）に変更が 

あり，配下にリンク，ノードがあれば，リンク，ノード，パス 

の削除許可 

 ガイダンスを表示し，【入力／実行】が押されたならば該当 

 グループ配下の全てのリンク，ノード，パスを削除する． 

 この場合は，新たに必要な定義を作成し直す必要がある．                

 リンク定義  該当リンクの属するグループ配下の全てのリンク，ノード，パスが 

非活性状態であること．                                     

 ノード定義  該当ノード，配下の全パスが非活性状態であること．                                

 パス定義  該当パスが非活性状態であること． 

TCP/IP  グループ定義  変更不可.  

 リンクグループ定義  変更不可．  

 リンク定義  変更不可．  

 ネットワーク定義  －グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループ 

に属するか，グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが 

'YES'のグループに属し，かつ，ネットワーク定義の回線種別が 

LANの場合．ただし，以下のパラメタは変更不可.      

  ネットワーク名，ネットワーク番号， 

回線種別，プロトコル種別パラメタ．  

 ホスト定義   

   

   

－グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループ

に属するかグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが   

'YES'のグループに属し，かつ，属するネットワーク定義の 



   

   

   

回線種別が LANの場合． 

 ただし，以下のパラメタは変更不可． 

   ホスト名，ＩＰアドレスパラメタ．                                   

 ゲートウェイ定義  変更不可．  

 サブネットマスク定義  変更不可．  

 サービス定義  変更不可．  
 

 
 
 
2013 年 12 月 24 日発行 
修正箇所（章節項）： [第 6章 運用]-[6.4 NSS記述の変更]-[6.4.2 NSS記述の動的変更] 

旧 記 事 
 

 

[作成（追加）の条件]   

   作成（追加）できる条件を表 6.4 に示す．条件に反する場合は，「331E 選択の誤り」というガイダンスを表示する．  

   また，TCP/IP手順の場合は，「361E 値の誤り」または「330E 選択の誤り」のガイダンスを表示する． 

 

表 6.4 作成（追加）の条件 

    手  順         定  義  名                      条   件               

AC/BC            

TTY              

TICF  

グループ定義   追加可能，特に条件なし                   

リンク定義  作成するリンクの属するグループ配下のリンク，ノード，パスが非活性

状態であること． 

ノード定義  LAN以外は追加可能．LANはリンクが非活性であること．                

パス定義  作成するパスの属するノードが非活性状態であること．  

TCP/IP  グループ定義  TCP/IPグループが存在しない場合で，1つのみ作成可能．                             

リンクグループ定義   リンクグループが属するグループ定義にエラーがないこと．                         

リンク定義  リンクが属するグループ定義にエラーがないこと．                                   

ネットワーク定義           ネットワークが属するグループ定義にエラーがないこと．                             

ホスト定義  ホストが属するグループ定義にエラーがないこと．                                   

ゲートウェイ定義           ゲートウェイが属するグループ定義にエラーがないこと．                             

サブネットマスク定義     サブネットマスクが属するグループ定義にエラーがないこと．                         

サービス定義  サービスが属するグループ定義にエラーがないこと．   
 

 

 

新 記 事 

[作成（追加）の条件]   

   作成（追加）できる条件を表 6.4 に示す．条件に反する場合は，「331E 選択の誤り」という 

   ガイダンスを表示する．  

   また，TCP/IP手順の場合は，作成(追加)は行えず，「361E 値の誤り」または「330E 選択の誤り」のガイダンスを表示する． 

 

表 6.4 作成（追加）の条件 

    手  順         定  義  名                      条   件               

AC/BC            

TTY              

グループ定義   追加可能，特に条件なし                   

リンク定義     作成するリンクの属するグループ配下のリンク，ノード，パスが非活性



TICF     状態であること． 

ノード定義  LAN以外は追加可能．LANはリンクが非活性であること．                

パス定義  作成するパスの属するノードが非活性状態であること．  

TCP/IP  グループ定義   作成(追加)不可． 

リンクグループ定義   作成(追加)不可． 

リンク定義   作成(追加)不可． 

ネットワーク定義           作成(追加)不可． 

ホスト定義  作成(追加)不可． 

ゲートウェイ定義           作成(追加)不可． 

サブネットマスク定義     作成(追加)不可． 

サービス定義  作成(追加)不可． 
 

 

 
 
 

以上  
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