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1
Storage Foundation の概要
および設定

■

第1章 Storage Foundation の概要

■

第2章 Storage Foundation の設定

1
Storage Foundation の概
要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation について

■

Veritas InfoScale Operations Manager について

■

Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) について

Storage Foundation について
Storage Foundation には各種の機能レベルを持つ VxFS （Veritas File System）と
VxVM （Veritas Volume Manager）があります。
Veritas File System はアプリケーションに容易な管理と高速リカバリ機能を提供する高
性能のジャーナルファイルシステムです。 Veritas File System は拡張性のあるパフォー
マンス、連続的な可用性、増加された I/O スループットと構造整合性を提供します。
Veritas Volume Manager はディスクストレージの物理的な制限事項を削除します。 デー
タ可用性を妨げることなくオンラインでストレージ I/O パフォーマンスを設定し、共有し、
管理し、最適化できます。 Veritas Volume Manager は使いやすい、オンラインストレー
ジの管理ツールを提供して、ダウンタイムを削減します。
VxFS と VxVM は、すべての Veritas InfoScale 製品の一部です。 VxFS と VxVM を
個々のコンポーネントとしてインストールしたり、更新したりしないでください。
Storage Foundation Basic はすべての Storage Foundation Standard 機能をサポー
トしますが、配備とテクニカルサポートに制限があります。

第 1 章 Storage Foundation の概要
Veritas InfoScale Operations Manager について

Veritas Replicator Option について
Veritas Replicator Option は任意で追加できる機能で、個別にライセンスが必要となり
ます。
Volume Replicator は、連続的なデータ可用性とディザスタリカバリを提供するために、
すべての標準 IP ネットワークを通してリモートの場所にデータをレプリケートします。

Veritas InfoScale Operations Manager について
Veritas InfoScale Operations Manager には、Veritas InfoScale 製品の集中型管理コ
ンソールが用意されています。 Veritas InfoScale Operations Manager を使って、スト
レージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることができます。
Veritas InfoScale Operations Manager を使って Storage Foundation と Cluster
Server の環境を管理することをお勧めします。
Veritas InfoScale Operations Manager は https://sort.veritas.com/ からダウンロード
できます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas InfoScale
Operations Manager のマニュアルを参照してください。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Veritas InfoScale 製品に含ま
れなくなりました。 VEA の使用を続けたい場合は、
https://www.veritas.com/product/storage-management/infoscale-operations-manager
からソフトウェアバージョンをダウンロードできます。Storage Foundation Management
Server は非推奨です。

Veritas SORT (Services and Operations Readiness
Tools) について
Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) は、最も時間のかかる管
理タスクの一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンター
をさらに効率的に管理し、Veritas 製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
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Veritas SORT (Services and Operations Readiness Tools) について

次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

リスクの管理

効率の向上

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
Veritas 製品をインストールまたはアップグレードする準備ができて
いるかどうかを判断するためにシステムを分析する。
中央リポジトリから最新のパッチ、マニュアル、高可用性エージェン
トをダウンロードする。
ハードウェア、ソフトウェア、データベース、オペレーティングシステ
ムの最新の互換性リストにアクセスする。

■

中央リポジトリにあるパッチ、アレイ固有のモジュール (ASL、APM、
DDI、DDL)、高可用性エージェントの変更について自動電子メー
ル通知を取得する。
システムと環境におけるリスクを識別して軽減する。

■

何百もの Veritas エラーコードの説明と解決策を表示する。

■

製品のバージョンとプラットフォームに基づいてパッチを検索して
ダウンロードする。
インストール済みの Veritas 製品とライセンスキーを一覧表示す
る。
環境をチューニングして最適化する。

■

■

■

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.veritas.com

10

2
Storage Foundation の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使った Storage Foundation の設定

■

SF の手動設定

■

SFDB の設定

インストーラを使った Storage Foundation の設定
最小限の設定が必要ですが、インストーラを使って Storage Foundation を設定できま
す。

第 2 章 Storage Foundation の設定
SF の手動設定

Storage Foundation を設定するには

1

/opt/VRTS/install/ インストールディレクトリに移動します。

2

configure オプションを指定してインストーラコマンドを実行します。
# ./installer -configure

または /opt/VRTS/install/installer コマンドを実行して、設定オプションを選
択します。
Task Menu:
C) Configure a Product Component
U) Uninstall a Product
L) License a Product
S) Start a Product
D) View Product Descriptions
X) Stop a Product
O) Perform a Post-Installation Check
?) Help
Enter a Task: [C,U,L,S,D,X,O,?] C

SF の手動設定
SF 内で、さまざまな製品を手動で設定できます。

Veritas Volume Manager の設定
Veritas Volume Manager を設定するには、次の手順を使います。 製品インストーラを
使って VxVM をインストールおよび設定した場合は、この項の手順を完了する必要はあ
りません。
インストール後における VxVM ディスクグループとボリュームの設定について詳しくは、
『Storage Foundation 管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager の設定」を参照して
ください。
VxVM（Veritas Volume Manager）4.0 より前のリリースでは、VxVM でインストールされ
たシステムは、デフォルトのディスクグループである rootdg で設定されました。 rootdg
ディスクグループには少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。 デフォルトで
は、各操作は rootdg ディスクグループに対して実行されていました。 リリース 4.0 以降
では、ディスクグループが 1 つも設定されていない状態でも VxVM は正常に機能しま
す。
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設定デーモンの開始と有効化
VxVM 設定デーモン（vxconfigd）は、VxVM ディスクとディスクグループの設定を保持
します。vxconfigd は、設定変更をカーネルに伝え、ディスクに格納されている設定情
報を修正します。
起動スクリプトは通常、システムブート時に vxconfigd を呼び出します。VxVM が正しく
動作するには、vxconfigd デーモンが実行されている必要があります。
次の手順は、vxconfigd が起動されているかどうか（有効であるか無効であるかを問わ
ずに）を確認する方法、これを手動で起動する方法、これを必要に応じて有効にする方
法を示しています。
vxconfigd が有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdctl mode

次のメッセージは、vxconfigd デーモンが実行され、有効になっていることを示します。
mode: enabled

このメッセージは、vxconfigd が実行されていないことを示します。
mode: not-running

このメッセージは、vxconfigd が実行されているが、有効にはなっていないことを示しま
す。
mode: disabled
vxconfigd デーモンを起動するには、次のコマンドを入力します。
# vxconfigd
vxconfigd デーモンを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdctl enable

起動後、vxconfigd は自動的にバックグラウンドプロセスになります。
デフォルトでは、vxconfigd でコンソールにエラーメッセージが書き込まれます。しかし、
ログファイルにエラーを書き込むように設定できます。詳しくは、vxconfigd（1M）と vxdctl
（1M）のマニュアルページを参照してください。

ボリューム I/O デーモンの起動
ボリューム I/O デーモン（vxiod）を使うと、プロセスの呼び出しをブロックすることなく、I/O
処理を拡張できます。通常、最初のインストール後に、いくつかの vxiod デーモンがシ
ステム起動時に起動します。それらは常時実行されている必要があります。次の手順は、
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vxiod デーモンが実行されていることを確認する方法、および必要に応じてこのデーモ

ンを起動する方法です。
vxiod デーモンが実行されていることを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxiod
vxiod デーモンはカーネルスレッドであり、ps コマンドを使っても見ることはできません。

たとえば、16 個の vxiod デーモンが実行されている場合、次のメッセージが表示されま
す。
16 volume I/O daemons running

ここで、16 は現在実行中の vxiod デーモンの個数です。現在 vxiod デーモンが 1 つ
も実行されていない場合は、次のコマンドを入力してデーモンをいくつか起動します。
# vxiod set no_of_daemons

デーモンの数は 1 個から 16 個です。 システム内の各 CPU で vxiod デーモンを少な
くとも 1 つ実行することをお勧めします。
詳しくは、vxiod(1M) マニュアルページを参照してください。

vxinstall を使った Veritas Volume Manager の設定
Veritas インストールメニューまたは installvm スクリプトを使った場合、この項の手順に
従う必要はありません。 ライセンス交付、エンクロージャ名に基づく命名の設定、デフォ
ルトディスクグループの作成は、メニューインストーラおよび installvm スクリプトで管理
されます。
VxVM ディスクをすぐに設定する必要がなくなったことにより、vxinstall コマンドで
vxdiskadm プログラムを呼び出す必要がなくなったため、以前のバージョンに比べて大
幅に簡略化されました。
ユーティリティには、次の機能が用意されています。
■

VxVM のライセンス交付。

■

システム全体のデフォルトのディスクグループの設定。

■

SF のインストールが手動で実行された場合の VxVM デーモンの起動。

コマンドを実行するには、次のように入力します。
# vxinstall

ライセンスキーの入力を求めるメッセージが表示されます。
Are you prepared to enter a license key [y,n,q,?] (default: y) y
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次に、vxinstall プログラムにより、システム全体のデフォルトディスクグループを設定
するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。この設定はオプションです。
Do you want to setup a system wide default disk group ?
[y,n,q,?] (default: y)

続いて次のメッセージが表示されます。
Which disk group [<group>,list,q,?] ?

デフォルトのディスクグループとして使うディスクグループの名前がわかっている場合は、
プロンプトにその名前を入力するか、または list オプションを使って選択します。
VxVM 4.0 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグループは rootdg（ルートディス
クグループ）でした。 VxVM が正常に機能するには、rootdg ディスクグループを作成し、
このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。 4.1 ではこ
の必要条件が不要になりましたが、システム全体のデフォルトのディスクグループを作成
しておくと便利です。 VxVM コマンドに -g オプションが指定されていない場合、ディスク
グループが必要な操作では、システム全体のデフォルトのディスクグループが使われま
す。 デフォルトのディスクグループを作成する主な利点は、VxVM コマンドはデフォルト
のディスクグループを使うため、-g オプションを使う必要がないことです。 デフォルトの
ディスクグループを作成後に確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg defaultdg
bootdg、defaultdg、nodg という名前は予約されているため、VxVM のデフォルトのディ

スクグループには使えません。
これで VxVM のインストールは完了です。 ディスクのカプセル化や初期化などのタスク
については、『 Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

Veritas File System の設定
Veritas File System をインストールした後、mkfs コマンドを使って、ディスクスライスまた
は Veritas Volume Manager ボリュームにファイルシステムを作成できます。 このファイ
ルシステムを使う前に、mount コマンドを使ってファイルシステムをマウントする必要があ
ります。 umount コマンドを使って、ファイルシステムを後でマウント解除できます。 次の
ファイルにファイルシステム用のエントリを追加すれば、システムブート時にファイルシス
テムを自動的にマウントできます。
/etc/vfstab

固有コマンドについては、Storage Foundation のマニュアルとオンラインマニュアルペー
ジで説明しています。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
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ファイルシステムモジュールのロードとアンロード
vxfs ファイルシステムのモジュールは VxFS ファイルシステムへの最初の参照で自動的

にロードされます。この処理は、ユーザーが VxFS ディスクレイアウトをマウントしようとし
たときに実行されます。場合によっては、ファイルシステムモジュールの手動によるロード
が必要になる場合があります。 これを行うには、まず vxfs をロードしてから vxportal
をロードします。vxportal は擬似デバイスドライバなので、これによってシステムにファ
イルシステムがマウントされていない場合でも VxFS コマンドで VxFS モジュールに ioctl
を発行できるようになります。
# modload /kernel/fs/vxfs
# modload /kernel/drv/vxportal

Veritas Quick I/O 機能のライセンスがある場合は、そのカーネルモジュールをロードで
きます。
# modload /usr/kernel/drv/sparcv9/fdd

モジュールが正常にロードされたかどうかを判断するには、次のように入力します。
# modinfo | grep vxportal
# modinfo | grep vxfs

上記のコマンドにより、モジュールの情報が出力されます。出力の最初のフィールドはモ
ジュール ID です。
モジュールをアンロードするには、次のように入力します。
# modunload -i portal_module_id
# modunload -i vxfs_module_id

VxFS ファイルシステムがすでにマウントされている場合は、modunload コマンドは失敗
します。VxFS ファイルシステムがマウントされているかどうかを判断するには、次のように
入力します。
# df -F vxfs

vxtunefs コマンドの権限と Cached Quick I/O
デフォルトでは、/opt/VRTS/bin/vxtunefs コマンドを使うには、スーパーユーザー
（root）権限が必要です。 vxtunefs コマンドは、Cached Quick I/O を有効化するため
にキャッシュポリシーを変更し、他のファイルシステムオプションを変更するためのツール
です。 データベース管理者には、Cached Quick I/O を有効または無効にするために
ファイルシステムのデフォルトの動作を変更する権限を付与できます。システム管理者は、
vxtunefs 実行権限を次のように変更する必要があります。
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# chown root /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chgrp dba /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chmod 4550 /opt/VRTS/bin/vxtunefs
/opt/VRTS/bin/vxtunefs の権限を 4550 に設定すると、dba グループのすべての

ユーザーが、vxtunefs コマンドを使って Quick I/O ファイル用のキャッシュ動作を修正
できます。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

SFDB の設定
デフォルトでは、vxdbd デーモンが設定されていない SFDB ツールは無効になっていま
す。 /opt/VRTS/bin/sfae_config status コマンドを使用して、SFDB ツールが有効
になっているか無効になっているかを確認できます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。 この手順を実行し
た後、システムの再起動時にデーモンが開始されるように、システムスタートアップに
エントリが作成されています。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config enable

SFDB ツールを無効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行します。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config disable

17

2
Storage Foundation のアッ
プグレード

■

第3章 Storage Foundation のアップグレード計画

■

第4章 Storage Foundation のアップグレード

■

第5章 応答ファイルを使用した SF 自動アップグレードの実行

■

第6章 ブート環境のアップグレードを使用した SF のアップグレード

■

第7章 アップグレード後のタスクの実行

3
Storage Foundation のアッ
プグレード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードについて

■

サポートされているアップグレードパス

■

SF のアップグレードの準備

■

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と
個々のパッチの同時インストールまたは同時アップグレード

アップグレードについて
このリリースでは 6.1 以降バージョンからのアップグレードをサポートします。 既存のイン
ストールが 6.1 より前のバージョンである場合、まずバージョン 6.1 にアップグレードして
から、このマニュアルで既に説明した手順に従って製品をアップグレードする必要があり
ます。
インストーラは、次のタイプのアップグレードをサポートします。
■

完全アップグレード

■

応答ファイルを使った自動アップグレード

表 3-1 では、アップグレード後の製品のマッピングが記述されています。
表 3-1

アップグレード後の Veritas InfoScale 製品のマッピング

製品（6.2.x 以前）

製品 (7.0 以降)

コンポーネント (7.0 以降)

SF Basic

サポートされるアップグレードは 適用不可能
ありません

第 3 章 Storage Foundation のアップグレード計画
サポートされているアップグレードパス

製品（6.2.x 以前）

製品 (7.0 以降)

コンポーネント (7.0 以降)

SF

Veritas InfoScale Storage

SF

SF

Veritas InfoScale Foundation SF

SF

Veritas InfoScale Enterprise

SF

メモ: 7.0 以降では、既存の Veritas InfoScale 製品は同じ製品の新しいバージョンに
アップグレードします。たとえば、Veritas InfoScale Enterprise 7.1 はアップグレードして
Veritas InfoScale Enterprise 7.2 になります。
アップグレード中に、インストールプログラムにより次のタスクが実行されます。
1.

アップグレード前に製品を停止します。

2.

インストールされたパッケージをアップグレードし、追加のパッケージをインストール
します。
現在のインストールで恒久ライセンスキーを使用している場合は、ライセンスを 7.3
に更新することを促すメッセージが表示されます。更新を選択しない場合は引き続
き古いライセンスを使用できますが、製品の機能が古いライセンスの対応コンポーネ
ントに制限されます。たとえば、既存の SF のインストールの恒久ライセンスを更新し
ないことを選択した場合は、アップグレード後にインストーラによって SF コンポーネ
ントが有効になります。 Veritas InfoScale Enterprise 製品の他のコンポーネントの
機能は利用できなくなります。 インストールでキーレスライセンスが使用される場合、
インストーラで全機能を備えた新製品に対する新しいキーが登録されます。

3.

既存の設定をリストアします。
たとえば、設定に SF のインストールが含まれる場合、インストーラで設定が SF に
アップグレードされ、復元されます。 設定に複数のコンポーネントが含まれる場合、
インストーラでコンポーネントの設定がアップグレードされ、復元されます。

4.

設定されたコンポーネントを開始します。

メモ: ルートディスクがカプセル化されている場合、ルートディスクをカプセル解除する必
要はありません。 アップグレード後にシステムを再ブートします。

サポートされているアップグレードパス
表 3-2 に、サポートされているアップグレードパスを示します。
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サポートされているアップグレードパス

表 3-2

アップグレー 現在の OS
ド元の製品 バージョン
バージョン

アップグレード先 製品バージョンに コンポーネントに
の OS バージョ
ン

6.1、6.1.1

Solaris 11
(SPARC)

Solaris 11 Update Veritas InfoScale
1、2、3
Storage 7.3

SF

Solaris 11
(SPARC)

Solaris 11 Update Veritas InfoScale
1、2、3
Storage 7.3

SF

6.2、6.2.1
7.0
7.0.1
7.1
7.2

SF のアップグレードの準備
アップグレードする前に、システムとストレージを準備する必要があります。 次の手順を確
認してから、適切なタスクを実行してください。

アップグレードの準備
アップグレードを実行する前に次のタスクを完了してください。
■

システムのアップグレードに関する最新情報については、『Veritas InfoScale 7.3 リ
リースノート』を確認してください。

■

詳しいことは、ベリタステクニカルサポート Web サイトで確認してください。
https://www.veritas.com/support/en_US.html

■

次のシステムレベルの設定を実行します。
■

システムがブートするとき最小数の診断を実行するには diag-level を min に
設定します。 システムの設定によっては、アップグレードを実行した後にこの設定
を再び有効にすると便利です。
{1} ok setenv diag-level min
diag-level=min

■

自動ブートを false に設定しましたか?システムが再起動時の厳格な制御のため
には、この変数を false に設定します。 この変数はアップグレードの後に再び有
効にしてください。
{1} ok setenv auto-boot? false
auto-boot?=false
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■

システムのアップグレード中に無関係なジョブを実行しないように cron を非アク
ティブにします。
Solaris 11:
# ps -ef | grep cron
# kill cron pid
# svcadm disable svc:/system/cron:default

■

ゾーンがある場合は、Veritas InfoScale 製品のインストーラを使ってグローバルゾー
ンの Storage Foundation 製品をアップグレードする前に、非グローバルゾーンにあ
るパッケージも自動的に更新されるように、すべての非グローバルゾーンをブートして
実行状態になっていることを確認します。

■

アップグレードを実行する管理者は、root アクセス権限を持ち、オペレーティングシス
テムの管理について十分に理解している必要があります。

■

すべてのユーザーがログアウトしていて、すべての主要なユーザーアプリケーション
が適切に停止されていることを確認します。

■

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。
p.24 の 「バックアップの作成」 を参照してください。

■

アップグレードするために十分なファイルシステム領域があることを確認します。
packages をコピーする場所を特定します。たとえば、ルートファイルシステムに十分
な領域がある場合は /packages/Veritas、/var ファイルシステムに十分な領域が
ある場合は /var/tmp/packages にします。
/tmp にはファイルを置かないでください。システムの再起動時に削除されます。

また、アップグレードスクリプトを実行するまでアクセスできないファイルシステムには、
ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、ベリタスから提供されたディスクを
使ってアップグレードすることもできます。
/usr/local が最初にスライスとして作成されていた場合は、変更が必要です。
■

root disk 上にはないファイルシステムはすべてマウント解除します。 /etc/vfstab

内でそれらのエントリをコメントアウトしてください。 関連付けられたボリュームを停止
し、関連付けられたディスクグループをデポートします。 Solaris オペレーティングシ
ステムまたは Storage Foundation で想定されるすべてのファイルシステムは、rootdg
に存在する必要があります。そうでない場合は、そのファイルシステムのマウントを解
除し、/etc/vfstab 内の関連エントリをコメントアウトする必要があります。
■

/usr/sbin/svcadm disable 内の起動スクリプトを編集し、ファイルシステムが存在

しないと異常終了することがわかっているアプリケーションのコマンドまたはプロセスを
コメントアウトします。
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■

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 7.3 をサポートすることを確認
してください。 オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的
アップグレードを計画してください。

■

アップグレードと、Veritas InfoScale 製品を使うアプリケーションのために、十分な停
止時間とダウンタイムをスケジュール設定します。 設定によっては、停止が数時間に
なる場合があります。

■

rootdg 内にスワップパーティションがない場合は、/etc/vfstab からコメントアウト

する必要があります。 可能ならば、ルートディスク上にある以外のスワップパーティショ
ンは、/etc/vfstab からコメントアウトされ、アップグレード中にマウントされないよう
にする必要があります。 rootdg 内にアクティブなスワップパーティションがない場合
は、upgrade_start は失敗します。
■

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。
p.27 の 「ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認」 を参照してく
ださい。

■

ベリタスは VxFS 7.3 をインストールする前のサポート対象のバージョンに VxFS の
ディスクレイアウトをアップグレードすることを推奨します。サポートされないディスクレ
イアウトバージョン 4、5 と 6 は VxFS 7.3 でオンラインのアップグレードを行う目的で
マウントできます。 VxFS 7.3 をインストールする前にサポートされないレイアウトバー
ジョンをオンラインでアップグレードできます。

■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。
p.28 の 「アレイサポートのアップグレード」 を参照してください。

■

情報をミラー化ディスクに確実に保存するために、システムをシャットダウンし、ミラー
化ディスクを物理的に削除します。 ディスクを物理的に削除することで、フェールバッ
クポイントがわかります。

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。

■

ネーティブスタックの DMP サポートが無効になっていることを確認します
（dmp_native_support=off）。 ネーティブスタックの DMP サポートが有効になって
いると（dmp_native_support=on）、インストーラによりそのことが検出され、システム
を再起動するように求められることがあります。

■

CP サーバーベースのフェンシングを使うアプリケーションクラスタをバージョン 6.1 以
降にアップグレードする場合は、まず CP サーバーシステムで VCS または SFHA を
バージョン 6.1 以降にアップグレードすることを確認してください。7.0.1 以降から、
CP サーバーではクライアントとの HTTPS ベースの通信のみがサポートされ、IPM
ベースの通信はサポートされていません。IPM ベースの CP サーバーが設定されて
いる CP サーバーをアップグレードする場合、CP サーバーを再設定する必要があり
ます。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
関連する設定およびアップグレードガイドを参照してください。
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バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

アップグレードする前に、保存する必要のあるすべてのデータのバックアップが作成
されていることを確認します。
/etc/system ファイルのバックアップを作成します。

3

インストーラは VxVM プライベートリージョンの設定ファイルの最近のバックアップが
/etc/vx/cbr/bk に保存されていることを検証します。
保存されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
警告: /etc/vx/cbr/bk ディレクトリをバックアップします。

4

vfstab.orig に vfstab ファイルをコピーします。
# cp /etc/vfstab /etc/vfstab.orig

5

vxlicrep、vxdisk list、vxprint -ht コマンドを実行し、出力を記録します。 こ

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

6

Veritas InfoScale Enterprise 7.3 ソフトウェアをインストールする場合、インストール
手順で VCS 設定保持の詳細について、『Cluster Server 設定およびアップグレー
ドガイド』に記載されているガイドラインに従ってください。

7

外部の quotas ファイルと quotas.grp ファイルをバックアップします。
6.0.3 からアップグレードする場合は、quotas.grp.64 ファイルと quotas.64 ファ
イルもバックアップする必要があります。

8

クォータがすべてのマウントされているファイルシステムでオフになっていることを確
認します。

VVR が設定されている場合のアップグレード前の計画
Volume Replicator（VVR）をインストールまたはアップグレードする前に:
■

システムに VVR をインストールするための十分な空きディスク領域があることを確認
します。

■

root 権限があることを確認します。 インストールとアップグレード手順を実行するには
root 権限が必要です。
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■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、アップグレードする前に、
ディスクグループバージョンを少なくとも 110 にしておくことをお勧めします。
次のコマンドを使ってディスクグループバージョンを確認できます。
# vxdg list diskgroup

■

VVR を使ったレプリケーションを設定している場合は、SRL ボリュームのサイズが
110 MB よりも大きいことを確認します。
『Veritas InfoScale™ Replication 管理者ガイド』を参照してください。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、すべてのホストで、すべて
のプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# /usr/sbin/vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

■

VCS で VVR レプリケーションを管理している場合は、VVR と VCS エージェントを
アップグレードするための準備手順に従います。

■

端末エミュレーションの問題をすべて解決していることを確認します。 使う端末に、
OpenBoot プロンプトと、シングルユーザーおよびマルチユーザー実行レベル用の
すべての機能が用意されていることを確認します。

詳しくは、『Veritas InfoScale™ レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
詳しくはマニュアルの『スタートガイド』を参照してください。

以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。 プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。 プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。 この機能によ
り、両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができ
ます。 セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップ
グレードすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンを渡ってレプリケートするための VVR サポートに関する
情報が記載されている『Veritas InfoScale™ リリースノート』を参照してください。
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。 VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
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プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。 表 3-3 に示すよう
に、プライマリまたはセカンダリで 7.3 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP
プロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されま
す。 プライマリとセカンダリで VVR 7.3 が動作している場合は、チェックサムは計算され
ません。 代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 3-3

VVR バージョンとチェックサム計算

7.3 以前の VVR

VVR 7.3

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP
接続を計算するかどうか

はい
プライマリとセカンダリ

いいえ

メモ: VVR の異なるバージョン間で複製する場合、新しい機能に関連するコマンドを使
用しないでください。 前のバージョンは新しい機能をサポートしない場合があり、問題が
起きる可能性があります。
RDS のすべてのホストを同時にアップグレードする必要がないのであれば、1 台のホス
トをアップグレードした後、バージョン間の複製を使用できます。 その後、都合のよい時
点で、RDS の他のホストをアップグレードできます。
メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

接続プロトコルとして IPv6 を使うための VVR の計画とアップグレード
SF は IPv6 を接続プロトコルとして使うことをサポートします。
このリリースでは、VVR の次の設定をサポートしています。
■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノード間のレプリケーションを
引き続きサポートする

■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする
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■

インターネットプロトコルとして IPv6 を使った IPv6 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする

■

IPv4/IPv6 デュアルスタックノードから、1 つ以上の IPv6 専用ノードおよび 1 つ以上
の IPv4 専用ノードへのレプリケーションをサポートする

■

ディスクグループを共有するクラスタ内のすべてのノードが IPv4 または IPv6 である
場合にのみ、共有ディスクグループのレプリケーションをサポートする

各国化環境で VVR を使うための追加設定
VVR の言語パッケージがインストールされており、クライアントロケールが英語以外のサ
ポート対象ロケールである場合、VVR は各国化メッセージを表示します。 クライアントロ
ケールは、VVR のコマンドラインまたは GUI にアクセスするロケールです。 たとえば、
VVR の日本語版がインストールされており、クライアントロケールが日本語である場合は、
メッセージが日本語ロケールで表示されます。
VVR RDS セットアップの一部になるすべてのホストに適切なロケールがインストールされ
ていることを確認してください。 適切なロケールがインストールされていない場合、VVR
の一部のエラーメッセージは、デフォルトのロケールである英語で表示されます。 RDS
の一部になるすべてのホストで次の設定を必ず行ってください。
■

必要なクライアントロケールをオペレーティングシステムのディスクからインストールす
る。

■

必要な Volume Manager と VVR の各国化パッケージをインストールする。

■

VVR インターフェースを使う前にクライアントロケールを設定する。
■

VVR のコマンドラインに対しては、オペレーティングシステムの適切な方法を使っ
てロケールを設定する。

■

VRW に対しては、VRW のログインページからロケールを選択する。

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認
すべてのファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認します。
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ファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認するには

1

すべてのファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認します。
# echo "8192B.p S" | /opt/VRTS/bin/fsdb filesystem | ¥
grep clean
flags 0 mod 0 clean clean_value

clean_value 値が 0x5a の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されていま
す。 値が 0x3c の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されていません。 値
が 0x69 の場合、ファイルシステムが正常にマウント解除されたかどうか不明です。
正常にマウント解除されたかどうかが不明なファイルシステムでは、拡張処理が未完
了です。

2

ファイルシステムが正常にマウント解除されていない場合、そのファイルシステムに
対して次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/fsck -F vxfs filesystem
# /opt/VRTS/bin/mount -F vxfs Block_Device
mountpoint
# /opt/VRTS/bin/umount mountpoint

これらのコマンドを実行すると、そのファイルシステム上の拡張処理が完了し、ファイ
ルシステムが正常にマウント解除されます。
umount コマンドの実行が失敗して次のエラーが表示された場合、大きいサイズの

package のクローンを削除するための拡張処理が進行中の可能性があります。
file system device busy

次のメッセージがコンソールに表示された場合、拡張処理が進行中です。
Storage Checkpoint asynchronous operation on file_system
file system still in progress.

3

拡張処理が進行中の場合、その拡張処理が完了するまで、そのファイルシステムを
マウントしたままにしておく必要があります。 package クローンのサイズがきわめて
大きい場合、削除に数時間かかる可能性があります。

4

手順 1 を再度実行し、ファイルシステムがマウント解除されたことを確認します。

アレイサポートのアップグレード
Veritas InfoScale 7.3 リリースには、単一のpackageである VRTSaslapm にすべてのア
レイサポートが含まれます。 アレイサポートpackageには、以前に VRTSvxvm packageに
含まれていたアレイサポートが含まれます。 またアレイサポートpackageには、以前に外
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部アレイサポートライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）としてパッケージ化
されていたサポートも含まれます。
サポート対象アレイについて詳しくは、7.3 ハードウェア互換性リストを参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。 手動手順で Storage Foundation 製
品をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
をすべて削除してください。 外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm
packageのインストールはエラーになって終了します。
Veritas InfoScale 7.3 をインストールした後、ベリタスは VRTSaslapm package への更
新を通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイサポートについて詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メン
テナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時イン
ストールまたは同時アップグレード
バージョン 6.1 以降では、インストールバンドルを使ってシステムを 1 回の手順で直接、
ベースレベル、メンテナンスレベル、パッチレベルで簡単にインストールまたはアップグ
レードできます。複数のパッチやパッケージをまとめてインストールまたはアップグレード
することもできます。 インストールバンドルのインストーラには、1 度の実行でメンテナンス
またはパッチレベルに直接インストールまたはアップグレードできるようにマージする機能
があります。 各種のスクリプト、packages、パッチコンポーネントがマージされ、1 つの統
合されたリリースのように複数のリリースが一緒にインストールされます。 システムをメンテ
ナンスレベルまたはパッチレベルにインストールまたはアップグレードするために 2 つ以
上のインストールアクションを実行する必要はありません。
リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 3-4

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

BASE

機能

packages

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

すべての製品 メジャー、マイ FileConnect
ナー、サービス
パック（SP）、
プラットフォー
ムリリース
（PR）
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レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

メンテナンス

修正、新機能

packages

すべての製品 MR（メンテナ
ンスリリース）、
RP（ローリング
パッチ）

パッチ

修正

packages

単一製品

ダウンロード
場所
Veritas SORT
(Services and
Operations
Readiness
Tools)

P パッチ、プラ SORT、サ
イベートパッ
ポートサイト
チ、パブリック
パッチ

Install Bundles を使用してインストールまたはアップグレードを行うとき
■

Veritas InfoScale 製品を検出し、メンテナンスレベルの単一バージョンとして割り当
てます。 各システムには、適用される 1 つ以上のパッチがある場合もあります。

■

ベースリリースは FileConnect からアクセス可能で、お客様のシリアル番号を必要と
します。 メンテナンスリリースとパッチリリースは、SORT から自動的にダウンロード可
能です。

■

6.0.1 以降のバージョンから、自動インストーラを使ってパッチをインストールできるよ
うになりました。

■

アップグレードの競合を防止するために、パッチを検出することができます。 パッチリ
リースは統合リリースとして提供されていません。 これらは必要に応じてベリタステク
ニカルサポートからのみ利用可能です。

-base_path と -patch_path オプションを使って、複数のリリースからインストールコー

ドをインポートすることができます。 異なるメディアパスから packages とパッチを見つけ、
複数のリリースの package とパッチ定義をマージすることができます。 これらのオプショ
ンを使用して、リリースコンポーネントごとに必要な操作を正しく実行するために新しいタ
スクおよびフェーズ機能を使用することができます。 これらのオプションを使用して、定義
済みフェーズで packages とパッチをインストールすることができます。これは、単一の開
始または停止プロセスを実行し、単一の操作ですべてのレベルに対し前操作および後
操作を実行する場合に役立ちます。
統合を行うには 4 つの方法があります。 すべてのコマンドは、最上位のベースレベルま
たはメンテナンスレベルのインストールスクリプトから実行する必要があります。
次に例を示します。
■

7.3 はベースバージョン

■

7.3.1 はメンテナンスバージョン

■

7.3.1.100 は 7.3.1 のパッチバージョン
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■

1.

7.3.0.100 は 7.3 のパッチバージョン
ベース + メンテナンス:
この統合方法は、7.3.1 をインストールするときや前のバージョンからアップグレード
するときに使用できます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>

2.

ベース + パッチ:
この統合方法は、7.3.0.100 をインストールするときや前のバージョンからアップグ
レードするときに使用できます。
次のコマンドを入力します。
# installer -patch_path <path_to_patch>

3.

メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、バージョン 7.3 から 7.3.1.100 にアップグレードするときに使用で
きます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -patch_path <path_to_patch>

4.

ベース + メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、7.3.1.100 をインストールするときや前のバージョンからアップグ
レードするときに使用できます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>
-patch_path <path_to_patch>

メモ: 6.1 以降のリリースでは、-patch_path <パッチのパス> -patch2_path <パッチ
のパス> ... -patch5_path <パッチのパス> を使って最大 5 つのパッチを追加でき
ます。
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4
Storage Foundation のアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品インストーラを使った Storage Foundation の 7.3 へのアップグレード

■

Volume Replicator のアップグレード

■

言語パッケージのアップグレード

■

SFDB のアップグレード

製品インストーラを使った Storage Foundation の 7.3
へのアップグレード
この項は SF を以前のリリースから 7.3 にアップグレードすることについて記述します。
アップグレードは、シングルユーザーモードから実行することをお勧めします。
アップグレード時に VxFS ファイルシステムを使うことはできません。
オペレーティングシステムをアップグレードする予定がある場合、または 7.3 でサポートさ
れなくなったオペレーティングシステムに現在の InfoScale 製品がインストールされてい
る場合、アップグレードするための追加の手順を実行する必要があります。

製品インストーラを使った Storage Foundation のアップグレード
ここでは、Solaris バージョンをアップグレードせずに、最新の Storage Foundation に
アップグレードする方法について説明します。 7.3 でサポートされている Solaris のバー
ジョンをすでに実行している場合にのみこの手順を使います。
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Storage Foundation をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

マウントされている VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
各ホストが VxVM と VxFS の同じバージョンを実行する場合、インストーラは複数の
ホストのアップグレードをサポートします。 ホストが異なるバージョンで実行されてい
る場合、個別にアップグレードする必要があります。
QuickLog 機能によってマウントされる VxFS ファイルシステムがある場合は、アップ
グレードする前に QuickLog を無効にする必要があります。 詳しくは、『Veritas File
System 管理者ガイド』の「Veritas QuickLog」の章を参照してください。

3

システムに独立した /opt および /var ファイルシステムがある場合、インストールを
続行する前に、それらがマウントされていることを確認します。

4

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、すべてのプライマリ RLINK
が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

5

ディスクをロードしてマウントします。

6

共通インストーラを起動するには、次の例のように CD-ROM 内の installer コマ
ンドを実行します。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installer

7

アップグレードするには、G を入力して、Enter キーを押します。

8

システム名（次の例では「host1」）を入力するようにプロンプトで求められます。 シス
テム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押します。
Enter the system names separated by spaces on which to
install SF: host1

既存の設定によっては、各種メッセージやプロンプトが表示される場合があります。
プロンプトに適切に回答します。

9

エンドユーザー使用許諾契約の条件に同意するかどうかを尋ねられます。 同意す
る場合は y を押して続行します。
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10 バックアップブートディスクグループの名前を入力するようメッセージが表示されま
す。 名前を入力するか、または Enter キーを押してデフォルトを受け入れます。
メモ: 分割操作には時間がかかることがあります。

11 分割操作の開始を確認するメッセージが表示されます。 y を押して続行します。
12 製品プロセスを停止します。
Do you want to stop SF processes now? ? [y,n,q] (y) y

13 インストールまたはアップグレードするpackagesが一覧表示され、インストールまた
はアップグレードが実行されます。

14 Storage Foundation ソフトウェアが検証、設定、起動されます。
15 この手順は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに分割する場
合にのみ実行します。 再起動が正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バッ
クアップディスクグループを再結合します。 アップグレードに失敗した場合は、バッ
クアップディスクグループに戻してください。

Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
レプリケーションを中断せずにアップグレードするオプションが用意されています。
p.34 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
ここでは、レプリケーションの進行中に、VVR を以前のバージョンから現在のバージョン
にアップグレードするための手順を説明します。この手順では、RDS 内のすべてのホス
トを同時にアップグレードする必要はないことを前提としています。
また、複数のバージョン間でレプリケーションを設定する必要がある場合もあります。
p.25 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
プライマリホストとセカンダリホストの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされ
ている場合、プライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかでアップグレードを実行で
きます。 セカンダリホストは、RDS 内のプライマリホストより前にアップグレードすることを
推奨します。 ここには、プライマリホストのアップグレードとセカンダリホストのアップグレー
ドのための一連の手順が個別に含まれています。
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メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

セカンダリ上の VVR のアップグレード
次の手順に従って、セカンダリホストをアップグレードします。
セカンダリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使って、プライマリの一時停止を開始することによってセカンダリホス
トへのレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname sec_hostname

2

セカンダリ上の VVR 6.0 以降を VVR 7.3 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。 次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。 また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname sec_hostname

プライマリ上での VVR のアップグレード
セカンダリをアップグレードした後、製品のインストーラを使ってプライマリをアップグレー
ドします。
プライマリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使ってプライマリの一時停止を開始することにより、プライマリホストへ
のレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname

2

セカンダリ上の VVR 6.0 以降を VVR 7.3 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
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■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。 次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。 また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname
sec_hostname

p.25 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。

言語パッケージのアップグレード
Veritas InfoScale 製品を英語以外の言語でアップグレードする場合は、英語パッケー
ジをインストールしてから、必要な言語パッケージをインストールする必要があります。 続
行する前に英語のインストールが正しいことを検証してください。
言語パッケージを初期インストール用としてインストールしてください。
p.69 の 「言語パッケージのインストール」 を参照してください。

SFDB のアップグレード
7.3 へのアップグレード中に、SFDB ツールがデフォルトで有効になっている場合は
vxdbd デーモンが設定済みであることを意味します。 SFDB ツールが無効になっている
場合、有効にすることができます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。

# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
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メモ: 認証設定で SFDB のインストールを 7.3 にアップグレードすると、エラーが起きて
コマンドが失敗します。この問題を解決するには、SFDB 認証を再度設定してください。
詳しくは、『Veritas InfoScale™ Storage and Availability Management for Oracle
Databases』または『Veritas InfoScale™ DB2 データベース用ストレージと可用性管理』
を参照してください。
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5
応答ファイルを使用した SF
自動アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF のアップグレード

■

SF をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

SF アップグレードの応答ファイルサンプル

応答ファイルを使った SF のアップグレード
一般に、あるシステムで SF のアップグレードを実行した後にインストーラによって生成さ
れた応答ファイルは、他のシステムで SF をアップグレードするために使えます。
SF の自動アップグレードを実行するには

1

SF をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていることを確認し
ます。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

SF をアップグレードするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。 次に例を示し
ます。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
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SF をアップグレードするための応答ファイルの変数
表 5-1 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 5-1

SF をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどうかを指
定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行うシステ
ムのリストです。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{upgrade}

インストールされたすべての packages をアップグレー
ドします。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{keys}{keyless}
CFG{keys}{license}

CFG{keys}{keyless} はシステムに登録されるキー
レスキーのリストです。
CFG{keys}{license} はシステムに登録されるユー
ザー定義のキーのリストです。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイ
ルの場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやpackagesを保
管する作業ディレクトリの作成場所を定義します。 デフォ
ルトの場所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。 デフォルト
の場所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{mirrordgname}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{splitmirror}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
作成される分割ミラーバックアップディスクグループを必
要とするシステムを指定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{disable_dmp_native_support} 1 に設定した場合は、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-pathing サポートは
アップグレード後に無効になります。 アップグレード中に
ネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS プールの
Dynamic Multi-Pathing サポートを維持すると、システ
ムに設定されたネーティブ LVM ボリュームグループと
ZFS プールの数に応じて package のアップグレード時
間が長くなります。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
CFG{opt}{patch_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
するパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{patch2_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch3_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch4_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{patch5_path}

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統合
する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

SF アップグレードの応答ファイルサンプル
次の例は、Storage Foundation をキーレスライセンスキーでアップグレードするための
応答ファイルを示しています。
our %CFG;
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{keys}{keyless}=[ qw(STORAGE) ];
$CFG{prod}="STORAGE73";
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{systems}=[ qw(sys1) ];
1;
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次の例は、Storage Foundation を永続ライセンスキーでアップグレードするための応答
ファイルを示しています。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{keys}{license}=[ qw(7.3SF_PermanentKey) ];
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{prod}="STORAGE73";
$CFG{systems}=[ qw(sys1) ];
1;
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ブート環境のアップグレード
を使用した SF のアップグ
レード
この章では以下の項目について説明しています。
■

ZFS BE（ブート環境）のアップグレードについて

■

ブート環境のアップグレードのサポート対象アップグレードパス

■

Solaris 11 システムでのブート環境アップグレードの実行

■

Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade について

ZFS BE（ブート環境）のアップグレードについて
BE（ブート環境）は Oracle Solaris オペレーティングシステムイメージと、このイメージに
インストールされた他のすべてのアプリケーションソフトウェアパッケージを含むブート可
能インスタンスです。システム管理者はシステム上で複数の BE を管理できます。また、
BE ごとに異なるソフトウェアバージョンをインストールすることもできます。システムに
Oracle Solaris 11 リリースを最初にインストールすると、BE が作成されます。
Solaris 11 では、beadm ユーティリティを使ってシステムに追加 BE を作成し、管理する
ことができます。

第 6 章 ブート環境のアップグレードを使用した SF のアップグレード
ブート環境のアップグレードのサポート対象アップグレードパス

図 6-1
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ブート環境のアップグレードのサポート対象アップグレー
ドパス
ブート環境のアップグレードは Solaris 11 システムでのみ使うことができます。
グローバルゾーンと非グローバルゾーンの両方で同じバージョンの Veritas InfoScale 製
品を実行してください。
ブート環境のアップグレードは次の仮想化環境で使うことができます。
表 6-1

仮想化環境でのブート環境アップグレードのサポート

環境

手順

Solaris ネーティブゾーン

ブート環境のアップグレードを実行してグローバルゾー
ンと非グローバルゾーンの両方をアップグレードしま
す。
スタンバイノードに対して標準手順を実行します。
p.45 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。
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環境

手順

Solaris ブランドゾーン (BrandZ)

ブート環境のアップグレード実行してグローバルゾー
ンをアップグレードします。
p.45 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。
手動でブランドゾーンを個別にアップグレードします。
ブランドゾーンがあってもブート環境のアップグレード
を実行できますが、ブランドゾーンはアップグレードさ
れないことに注意してください。

Oracle VM Server for SPARC

制御ドメインやゲストドメインにブート環境のアップグ
レード手順を使います。
p.45 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。

Solaris 11 システムでのブート環境アップグレードの実
行
Storage Foundation 7.3 ブート環境（BE）のアップグレードは、インストーラを使って実
行します。
表 6-2

BE アップグレードを使った SF のアップグレード

手順

説明

手順 1

プライマリブートディスクに新しい BE を作成します。
p.46 の 「プライマリブートディスクでの新しい Solaris 11 BE の作
成」 を参照してください。

手順 2

新しい BE でインストーラを使って、SF をアップグレードします。
p.46 の 「Solaris 11 で BE をアップグレードするためのインストーラ
を使った SF のアップグレード」 を参照してください。
Solaris のみをアップグレードするには
Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle マニュアル
を参照してください。

手順 3

代替 BE が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.47 の 「Solaris 11 の BE の SF アップグレードの完了」 を参照し
てください。
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手順

説明

手順 4

SF のアップグレードを検証します。
p.48 の 「Solaris 11 BE アップグレードの検証 」 を参照してくださ
い。

プライマリブートディスクでの新しい Solaris 11 BE の作成
プライマリブートディスクに新しい BE を作成するには beadm create コマンドを実行し
ます。
プロセスの終了時に、プライマリ BE のクローンを作成すると、プライマリブートディスクに
新しい BE が作成されます。
プライマリブートディスクに新しい BE を作成するには

1

プライマリディスクの BE のリストを表示します。
# beadm list

2

プライマリブートディスクに新しい BE を作成します。
# beadm create beName
# beadm mount beName mountpoint

VVR を設定している場合は、<beName> の値を altroot.7.3、<mountpoint> の値を
/altroot.7.3 にしてください。

Solaris 11 で BE をアップグレードするためのインストーラを使った SF
のアップグレード
Veritas InfoScale 製品インストーラを使って、BE で SF をアップグレードできます。
処理の最後に、Storage Foundation 7.3 を代替 BE にインストールします。
インストーラを使って SF の BE アップグレードを実行するには

1

Storage Foundation 7.3 の製品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフト
ウェアのコピーにアクセスします。

2

代替 BE としてルートパスを指定するインストーラスクリプトを実行します。
# ./installer -upgrade -rootpath /altroot.7.3
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3

Storage Foundation 7.3 にアップグレードするノードの名前を入力します。
メモ: VxFS のインストールされたバージョンがディスクレイアウトバージョン 6 以降を
使っていることを確認します。 以前のディスクレイアウトバージョンで動作している場
合、SF のインストールを続行する前にバージョンをアップグレードしてください。
インストーラは、ノードにインストールされるか、またはアップグレードされるパッケー
ジのリストを表示します。

4

Return キーを押して、インストールを続行します。

5

代替 BE 上の Veritas パッケージのバージョンが 7.3 であることを確認します。
# pkg -R /altroot.7.3 list VRTS¥*

次に例を示します。
# pkg -R /altroot.7.3 list VRTSvxvm
/altroot.7.3/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認してください。

Solaris 11 の BE の SF アップグレードの完了
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

代替 BE がアクティブ化されます。

■

システムは代替 BE からブートされます。

BE アップグレードを完了するには

1

代替ブート環境をアクティブ化します。
# beadm activate altroot.7.3

2

システムを再起動します。 システムを再起動すると、代替ディスクの BE がアクティ
ブになります。
メモ: システムを再起動するときに reboot、halt、uadmin コマンドを使わないでく
ださい。代替 BE を使ってシステムをブートできるようにするには、init または
shutdown コマンドを使います。
# shutdown -g0 -y -i6

3

代替 BE がアクティブになると、BE を切り替えられるようになります。ルートディスク
がカプセル化されている場合は、BE を手動で切り替える手順を参照してください。

47

第 6 章 ブート環境のアップグレードを使用した SF のアップグレード
Solaris 11 システムでのブート環境アップグレードの実行

4

アップグレード後に、ディスクグループのアップグレードなどの必須のアップグレード
後タスクを実行します。

5

オブジェクトが回復され、（必要に応じて）ディスクグループバージョンがアップグレー
ドされた後に、vvr_upgrade_lu_finish スクリプトを実行します。

Solaris 11 BE アップグレードの検証
BE アップグレードが正常に完了したことを確認するには、システムが代替 BE からブー
トしたことを確認します。
BE アップグレードが正常に完了したことを確認するには

1

代替 BE がアクティブであることを確認します。
# beadm list

代替 BE のアクティブ化に失敗した場合は、プライマリ BE に戻すことができます。
p.49 の 「Solaris 11 システムでのプライマリ BE への復帰」 を参照してください。

2

新しい BE が正しく設定されていることを確認するには、必要に応じて他の確認も行
います。

3

ゾーン環境で、ゾーン設定を確認します。

ゾーン内に VRTSvxfs または VRTSodm パッケージをインストールしてある場合は、ゾー
ン内のこれらのパッケージを手動でアップグレードする必要があります。

Solaris 11 システムの BE の管理
BE に関連する管理タスクを実行するには、次の手順を使います。
Solaris SPARC の BE の切り替え

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# beadm list
BE
Active Mountpoint Space Policy Created
------- --------- ----- ------ ------solaris
NR
/
13.08G static 2012-11-14 10:22
altroot.7.3 3.68G static 2013-01-06 18:41

この例では、プライマリブートディスクは現在、solaris です。代替ブートディスク
altroot.7.3 をアクティブ化します。

2

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# beadm activate altroot.7.3
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3

ブート環境のアクティブ化を完了するにはシステムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化された BE エントリが自動的に選択されます。

4

既存の BE を破棄できます。
# beadm destroy altroot.7.3

Solaris 11 システムでのプライマリ BE への復帰
システムをブートし、プロンプトに OK と応答します。
利用可能な BE を表示します。
BE を表示するには、次のコマンドを入力します。
ok> boot -L

ブートする必要がある元の BE のオプションを選択します。
この BE にブートするには、次のコマンドを入力します。
# boot -Z <path to boot env>

次に例を示します。
{0} ok boot -L
Boot device: /virtual-devices@100/channel-devices@200/disk@0:a
File and args: -L
1 Oracle Solaris 11 11/11 SPARC
2 solaris-backup-1
Select environment to boot: [ 1 - 2 ]: 1

選択したエントリをブートするには、次のコマンドを入力します。
boot [<root-device>] -Z rpool/ROOT/solaris
Program terminated
{0} ok boot -Z rpool/ROOT/solaris
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Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade に
ついて
ここでは、VVR アップグレードプロセスの概要を取り上げます。
Volume Replicator を使う SF 環境では、次のスクリプトで VVR 設定をアップグレードし
ます。
■

vvr_upgrade_lu_start

■

vvr_upgrade_lu_finish

スクリプトはインストールメディアのスクリプトディレクトリで利用可能です。
■

再起動してシステムを代替ブート環境に切り替える直前に vvr_upgrade_lu_start
スクリプトを実行します。
メモ: アプリケーションが停止し、次の手順が代替ブート環境への切り替えである場合
にのみ、vvr_upgrade_lu_start スクリプトを実行します。

■

vvr_upgrade_lu_start スクリプトが正常に完了した後、システムを再起動します。

再起動すると、代替ブート環境からシステムがブートします。
■

オブジェクトが回復され、（必要に応じて）ディスクグループバージョンがアップグレー
ドされた後に、vvr_upgrade_lu_finish スクリプトを実行します。

50

7
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

オプションの設定手順

■

自動アップグレードが失敗した場合の VVR のリカバリ

■

DAS ディスク名をリセットして FSS 環境のホスト名を含める

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード

■

変数の更新

■

デフォルトディスクグループの設定

■

ASL のアップグレード

■

QuickLog からマルチボリュームサポートへの変換

■

Storage Foundation のアップグレードの確認

オプションの設定手順
アップグレードが完了した後、追加の作業を実行する必要がある場合があります。
次のオプションの設定手順を実行できます。
■

Volume Replicator（VVR）が設定されている場合は、次の手順をこの順番で実行し
ます。
■

RLINK を再接続します。

■

SRL を関連付けます。
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■

ブートディスクのカプセル化とミラー化を行うには、『 Storage Foundation 管理者ガ
イド』の「ディスクの管理」の章に記載されている手順を実行します。

■

VxFS ディスクレイアウトのバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンをアップ
グレードするには、アップグレード手順を実行します。
p.53 の 「VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード」 を参照してくださ
い。

自動アップグレードが失敗した場合の VVR のリカバリ
設定段階でアップグレードが失敗した場合、VVR アップグレードディレクトリを表示した
後に設定を復元してからアップグレードを再試行する必要があります。設定を復元するに
は、アップグレードディレクトリ内のスクリプトを次の順番で実行します。
#
#
#
#
#

restoresrl
adddcm
srlprot
attrlink
start.rvg

設定の復元後、現在の手順は再試行できます。

DAS ディスク名をリセットして FSS 環境のホスト名を含
める
7.1 より前のバージョンを使用している場合、FSS 環境の DAS ディスクの場合はホスト
名が接頭辞として使用されるように VxVM ディスク名を再生成する必要があります。ホス
ト接頭辞を使用して、ディスクの元を一意に識別できます。たとえば、ホスト sys1 上のディ
スク disk1 のデバイス名が sys1_disk1 と表示されます。
ディスク名を再生成するには、次のコマンドを実行します。
# vxddladm -c assign names

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョンが 9、10、11、12 のファイルシステムのみ
作成してマウントできます。ディスクレイアウトバージョン 6、7、8 は、以降のディスクレイア
ウトバージョンにアップグレードする場合にローカルマウントできます。
メモ: 64 ビットのクォータを使う予定がある場合は、ディスクレイアウトバージョン 10 以降
にアップグレードする必要があります。

52

第 7 章 アップグレード後のタスクの実行
VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード

ディスクレイアウトバージョン 6、7、8 は非推奨で、これらのバージョンがある既存のファイ
ルシステムをクラスタマウントすることはできません。これらの非推奨のバージョンからクラ
スタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントした
後、vxupgrade ユーティリティまたは vxfsconvert ユーティリティを使用してアップグ
レードする必要があります。
vxupgrade ユーティリティを使用すると、ファイルシステムがオンラインのときにディスクレ

イアウトをアップグレードできます。vxfsconvert ユーティリティを使用すると、ファイルシ
ステムがオフラインのときにディスクレイアウトをアップグレードできます。
vxupgrade ユーティリティを使用する場合は、ディスクレイアウトバージョンを段階的に

アップグレードする必要があります。ただし、vxfsconvert ユーティリティを使用すると、
目的のバージョンに直接アップグレードできます。
たとえば、ディスクレイアウトバージョン 6 からディスクレイアウトバージョン 10 にアップグ
レードするには、vxupgrade ユーティリティを使用します。
#
#
#
#

vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade

-n
-n
-n
-n

7 /mnt
8 /mnt
9 /mnt
10 /mnt

vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。
vxfsconvert (1M) マニュアルページを参照してください。

メモ: 製品バージョンのアップグレードを開始する前に、既存のファイルシステムを、サポー
トされている最上位のディスクレイアウトバージョンにアップグレードすることをお勧めしま
す。一度ディスクレイアウトバージョンをアップグレードしたら、以前のバージョンにダウン
グレードすることはできません。
次のコマンドを使用して、ディスクレイアウトバージョンを確認します。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を
参照してください。

VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード
Veritas Volume Manager の各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられ
ています。 VxVM の各リリースでは、それぞれ特定のディスクグループバージョンがサ
ポートされます。 VxVM では、該当するバージョンのディスクグループ上のタスクをイン
ポートして実行することができます。 一部の新しい機能とタスクは現在のディスクグルー
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プバージョンのディスクグループのみで動作します。タスクを実行したり機能を使ったりす
る前に、既存のディスクグループをアップグレードしてください。
7.3 の Veritas Volume Manager ディスクグループバージョンは、旧リリースの VxVM の
ものと異なります。 VxVM の前のリリースからアップグレードする場合は、ディスクグルー
プバージョンをアップグレードすることをお勧めします。
SF 7.3 にアップグレードした後で、ISP によって編成されるすべての既存のディスクグ
ループをアップグレードする必要があります。 バージョンのアップグレードなしで、設定の
クエリー操作はうまく動作し続けます。 ただし、設定変更操作は正しく機能しません。
ISP ディスクグループについて詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』を参照し
てください。
ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを現在のディスクグループバージョンにアップグレードするには、次のコ
マンドを使います。
# vxdg upgrade diskgroup

ディスクグループのバージョンについて詳しくは、『 Storage Foundation 管理者ガイド』
を参照してください。

変数の更新
/etc/profile で、PATH 変数と MANPATH 変数を必要に応じて更新してください。
MANPATH に /opt/VRTS/man、PATH に /opt/VRTS/bin が含まれている可能性がありま

す。

デフォルトディスクグループの設定
システム全体のデフォルトのディスクグループを作成しておくと便利です。 デフォルトディ
スクグループの作成の主要な利点は VxVM コマンドでデフォルトディスクグループがデ
フォルトで使われることです。 -g オプションを使う必要はありません。
システムで次のコマンドを実行すると、インストール後にデフォルトのディスクグループ名
を設定できます。
# vxdctl defaultdg diskgroup

詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
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ASL のアップグレード
VxVM は、新しいディスクアレイを ASL（Array Support Library）ソフトウェアパッケージ
の形でサポートしています。

使用できる ASL がないストレージアレイの JBOD サポートの追加
アレイが A/A-A、A/P、ALUA のいずれかのタイプで、適した ASL を使用できない場合、
そのアレイは A/P タイプの JBOD として認識される必要があります。これは、パスの遅延
や I/O エラーの発生を予防するためです。JBOD はデフォルトで A/A タイプと想定され
るため、そのようなアレイに適切な JBOD エントリを作成する必要があります。
A/A-A、A/P、ALUA タイプのアレイを JBOD として設定するには

1

データベースなどのすべてのアプリケーションが、アレイ上で設定されている VxVM
ボリュームにアクセスしないようにして、アレイ上で設定されているすべての VxFS
ファイルシステムと Storage Checkpoint のマウントを解除します。

2

アレイを A/P タイプの JBOD として追加します。
# vxddladm addjbod vid=SUN pid=T300 policy=ap

3

Storage Foundation または VxVM ソフトウェアの 7.3 へのアップグレードが未実施
の場合は、それを行います。 アップグレード中にデバイス検出が実行され、アレイは
適切なタイプの JBOD として認識されます。
システムを 7.3 にアップグレード済みの場合は、次のコマンドを実行してデバイス検
出を行います。
# vxdctl enable

4

アレイが追加され、ポリシーが APdisk に設定されていることを確認します。
# vxddladm listjbod
VID
PID
Opcode Page Code Page Offset SNO length Policy
============================================================
SUN
T300
18
-1
36
12
APdisk

5

アレイに正しいデバイスが示されることを確認します。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
APdisk_0
auto:cdsdisk
APdisk_1
auto:cdsdisk
APdisk_2
auto:cdsdisk
...

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online invalid
online invalid
online invalid
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EMC PowerPath ディスクの DMP の有効化
この項の内容は、EMC PowerPath ディスクを使っているシステムをアップグレードする
場合のみ該当します。
VxVM 4.1 より前のリリースでは、DMP サブパスと DMP サブパスのコントローラの組み
合わせが通常は無効化されています。これは、DMP と EMC PowerPath のマルチパス
ドライバ間の干渉を防ぐためです。この無効化により、これらのサブパスとそのコントロー
ラが DMP で表示されないようになるため、これらのサブパスとコントローラ上にあるディス
クは、VxVM で表示できなくなります。
VxVM 4.1 と以降のリリースでは、EMCpower ディスクを検出して、自動検出ディスクとし
て設定することができます。自動検出ディスクは、別のマルチパスドライバの制御下にあ
るものとして、DMP によって認識されます。この機能の利点は、クラスタ共有ディスクグ
ループで EMC PowerPath ディスクを再設定できることです。VxVM 7.3 にアップグレー
ドする前に、サブパスとコントローラの無効化を解除して、DMP が EMC PowerPath メタ
デバイスと c#t#d# ディスクデバイス間の関連性を特定できるようにします。
次のシナリオでは、DMP サブパスとコントローラを無効化する必要がある場合がありま
す。
■

外部ディスクの変換
p.56 の 「外部ディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

■

定義済みディスクの変換
p.59 の 「定義済みディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

■

powervxvm ディスクの変換
p.62 の 「powervxvm ディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

EMCpower ディスクは自動的に検出されるため、powervxvm スクリプトを無効にして起
動スクリプトから削除してください。powervxvm スクリプトを削除するには、次のコマンドを
使います。
# powervxvm remove

外部ディスクの auto:simple への変換
VxVM リリース 4.0 には、vxddladm addforeign コマンドを使い、プライベートリージョ
ンとパブリックリージョン用にデフォルトのディスクのオフセットで外部ディスクを設定し、
simple ディスクとして定義する機能が用意されています。外部ディスクは、VxVM 7.3 に
アップグレードする前に、auto:simple 形式に手動で変換する必要があります。
外部ディスクが s2 以外のスライス上で定義されている場合、s0 用のそのスライスにスラ
イスのためのパーティションエントリをコピーし、タグを変更する必要があります。元のスラ
イスのタグが変更されると、ディスクの状態は、アップグレードの後に online:aliased
として表示されます。

56

第 7 章 アップグレード後のタスクの実行
ASL のアップグレード

次の例にこの手順を示します。VxVM から認識されている EMCpower ディスクを表示す
るには、vxdisk list コマンドを使うことができます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10c
...

TYPE

DISK

GROUP

STATUS

auto:sliced
simple

fdisk

fdg

online
online

vxprint コマンドは、fdg ディスクグループに関する情報の表示に使われます。
# vxprint
Disk group: fdg
TY NAME
ASSOC
dg fdg
fdg
dm fdisk emcpower10c
...

KSTATE
-

LENGTH
PLOFFS
17673456 -

STATE TUTIL0 PUTIL0
-

外部ディスクを auto:simple 形式に変換するには

1

ディスクグループ内のすべてのボリュームを停止し、デポートします。
# vxvol -g fdg stopall
# vxdg deport fdg

2

外部デバイス用の定義を削除するには、vxddladm コマンドを使います。
# vxddladm rmforeign blockpath=/dev/dsk/emcpower10c ¥
charpath=/dev/rdsk/emcpower10c

ここで vxdisk list コマンドを使うと、EMC PowerPath ディスクは表示されなく
なっているはずです。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced
...

3

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online

デバイス用のパーティションテーブルエントリを取得するには、vxprtvtoc コマンド
を実行します。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/vtoc /dev/rdsk/emcpower10c
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4

パーティションタグを変更し、VTOC を更新するには、vxedvtoc コマンドを使いま
す。
# /etc/vx/bin/vxedvtoc -f /tmp/vtoc /dev/rdsk/emcpower10c
# THE ORIGINAL PARTITIONING IS AS FOLLOWS:
# SLICE
TAG FLAGS
START SIZE
0
0x0 0x201
0
0
1
0x0 0x200
0
0
2
0x5 0x201
0
17675520
# THE NEW PARTITIONING WILL BE AS FOLLOWS:
# SLICE
TAG FLAGS
START SIZE
0
0xf 0x201
0
17675520
1
0x0 0x200
0
0
2
0x5 0x201
0
17675520
DO YOU WANT TO WRITE THIS TO THE DISK ? [Y/N] :Y
WRITING THE NEW VTOC TO THE DISK #

5

適切なアップグレード手順を実行し、VxVM 7.3 にアップグレードします。
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6

VxVMをアップグレードしたら、vxdisk list コマンドを使って auto:simple 形式
への変換を検証します。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2
...

TYPE

DISK

GROUP

STATUS

auto:sliced
auto:simple

-

-

online
online

メタデバイス emcpower10s2 と関連付けられた物理デバイスを表示するには、次の
コマンドを入力します。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=emcpower10s2

7

ディスクグループをインポートし、ボリュームを開始します。
# vxdg import fdg
# vxvol -g fdg startall
vxdisk listコマンドを使い、ディスクの状態が online:simple として表示される

ことを確認できます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online

定義済みディスクの auto:simple への変換
VxVM 4.0 とそれ以前の特定のリリースでは、EMCpower ディスクは永続ディスクアクセ
スレコードによって定義でき（darec）、simple ディスクとして認識できます。EMCpower
ディスクが永続 darec として定義されている場合、VxVM 7.3 にアップグレードする前に、
auto:simple 形式に手動で変換する必要があります。
定義済みのディスクが s2 以外のスライスで定義されている場合、そのスライス用のパー
ティションエントリを s0 用のエントリにコピーし、タグを変更する必要があります。元のスラ
イスのタグが変更されると、ディスクの状態は、アップグレードの後に online:aliased
として表示されます。
次の例にこの手順を示します。ls コマンドでは、永続ディスクアクセスレコードへの EMC
ディスクのマッピングが表示されます。
# ls -l /dev/vx/dmp/emcdisk1
lrwxrwxrwx 1 root other 36 Sep 24 17:59 /dev/vx/dmp/emcdisk1->
/dev/dsk/c6t0d11s5
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# ls -l /dev/vx/rdmp/emcdisk1
lrwxrwxrwx 1 root other 40Sep 24 17:59 /dev/vx/rdmp/emcdisk1->
/dev/dsk/c6t0d11s5

ここで c6t0d11s5 の 5 番目のパーティションは、永続ディスクアクセスレコード emcdisk1
として定義されています。
VxVM から認識されている EMCpower ディスクを表示するには、vxdisk list コマン
ドを使うことができます。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced
emcdisk1
simple
...

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online

vxprint コマンドは、fdg ディスクグループに関する情報の表示に使われます。
# vxprint
Disk group: fdg
TY NAME
ASSOC
dg fdg
fdg
dm fdisk
emcdisk1
...

KSTATE
-

LENGTH
17673456

PLOFFS
-

STATE TUTIL0 PUTIL0
-

永続ディスクアクセスレコードが付けられたディスクを auto:simple 形式に変換するに
は

1

ディスクグループ内のすべてのボリュームを停止し、デポートします。
# vxvol -g fdg stopall
# vxdg deport fdg

2

永続レコード定義を削除するには、vxdisk rm コマンドを使います。
# vxdisk rm emcdisk1

ここで vxdisk list コマンドを使うと、EMC PowerPath ディスクは表示されなく
なっているはずです。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced
...

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
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3

デバイス用のパーティションテーブルエントリを取得するには、vxprtvtoc コマンド
を使います。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/hdisk /dev/rdsk/c6t0d11s2

4

パーティションタグを変更し、VTOC を更新するには、vxedvtoc コマンドを使いま
す。
# /etc/vx/bin/vxedvtoc -f /tmp/hdisk /dev/rdsk/c6t0d11s2
# THE ORIGINAL PARTITIONING IS AS
# SLICE
TAG FLAGS
START
4
0x0 0x200
0
5
0x0 0x200
3591000
6
0x0 0x200
0

FOLLOWS:
SIZE
0
2100375
0

# THE NEW PARTITIONING WILL BE AS
# SLICE
TAG FLAGS
START
4
0x0 0x200
0
5
0xf 0x200
3591000
6
0x0 0x200
0

FOLLOWS:
SIZE
0
2100375
0

DO YOU WANT TO WRITE THIS TO THE DISK ? [Y/N] :Y
WRITING THE NEW VTOC TO THE DISK #

5

適切なアップグレード手順を実行し、VxVM 7.3 にアップグレードします。
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6

VxVMをアップグレードしたら、vxdisk list コマンドを使って auto:simple 形式
への変換を検証します。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2
...

TYPE

DISK

GROUP

STATUS

auto:sliced
auto:simple

-

-

online
online:aliased

メタデバイス emcpower10s2 と関連付けられた物理デバイスを表示するには、次の
コマンドを入力します。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=emcpower10s2

7

ディスクグループをインポートし、ボリュームを開始します。
# vxdg import fdg
# vxvol -g fdg startall
vxdisk listコマンドを使い、ディスクの状態が online:simple として表示される

ことを確認できます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online:aliased

DMP が正確な照会データを受信できるようにするには、Symmetrix Director パラ
メータの共通シリアル番号（C-bit）を有効に設定する必要があります。

powervxvm ディスクの auto:simple への変換
VxVM 4.0 とそれ以前の特定のリリースでは、EMCpower ディスクは永続ディスクアクセ
スレコード（darec）によって powervxvm スクリプトを使って定義でき、simple ディスクとし
て認識できます。EMCpower ディスクが powervxvm を使って使用されている場合、VxVM
7.3 にアップグレードする前に、auto:simple 形式に手動で変換する必要があります。
VxVM から powervxvm の要件として無効化されているコントローラまたはデバイスある場
合、そのようなコントローラやディスクは有効にされる必要があります。これは、Veritas
DMP が PowerPath メタノードとそれらのサブパス間の関連付けを判断するために必要
となります。auto:simple への変換後、powervxvm スクリプトは役に立たなくなるため、起
動スクリプトから無効にする必要があります。
次の例にこの手順を示します。ls コマンドでは、永続ディスクアクセスレコードへの EMC
ディスクのマッピングが表示されます。
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# ls -l /dev/vx/rdmp/
crw------1 root

root

# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced
emcpower0c
simple
# vxprint
Disk group:
TY NAME
dg ppdg
dm ppdsk01

260, 76 Feb

DISK
ppdsk01

fdg
ASSOC
KSTATE
ppdg
emcpower0c -

LENGTH
2094960

7 02:36 emcpower0c

GROUP
ppdg

STATUS
online
online

PLOFFS STATE TUTIL0 PUTIL0
-

EMCpower ディスク（powervxvm を使用して定義される）を auto:simple 形式に変換
するには

1

ディスクグループ内のすべてのボリュームを停止し、デポートします。
# vxvol -g ppdg stopall
# vxdg deport ppdg

2

すべての EMC PowerPath ディスクを VxVM から削除するには、vxdisk rm コマ
ンドを使います。
# vxdisk rm emcpower0c

ここで vxdisk list コマンドを使うと、EMC PowerPath ディスクは表示されなく
なっているはずです。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced

3

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online

このデバイス用のパーティションテーブルエントリを取得するには、vxprtvtoc コマ
ンドを使います。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/vtoc /dev/vx/rdmp/emcpower0c
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4

パーティションタグを変更し、VTOC を更新するには、vxedvtoc コマンドを使いま
す。
# /etc/vx/bin/vxedvtoc -f /tmp/vtoc /dev/vx/rdmp/emcpower0c
# THE ORIGINAL PARTITIONING IS AS FOLLOWS:
# SLICE
0
1
2

TAG
0x0
0x0
0x5

FLAGS
0x201
0x200
0x201

START
0
0
0

SIZE
0
0
17675520

# THE NEW PARTITIONING WILL BE AS FOLLOWS:
# SLICE
TAG FLAGS
START SIZE
0
0xf 0x201
0
17675520
1
0x0 0x200
0
0
2
0x5 0x201
0
17675520
DO YOU WANT TO WRITE THIS TO THE DISK ? [Y/N] :Y
WRITING THE NEW VTOC TO THE DISK #

5

適切なアップグレード手順を実行し、VxVM 7.3 にアップグレードします。

6

VxVMをアップグレードしたら、vxdisk list コマンドを使って auto:simple 形式へ
の変換を検証します。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c6t0d12s2
auto:sliced
emcpower0s2 auto:simple

7

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online

ディスクグループをインポートし、ボリュームを開始します。
# vxdg import ppdg
# vxvol -g ppdg startall
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower0s2

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
ppdsk01

GROUP
ppdg

STATUS
online
online
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QuickLog からマルチボリュームサポートへの変換
バージョン 6 以降のディスクレイアウトは QuickLog をサポートしません。 QuickLog で
提供されるほとんどの機能は、Veritas マルチボリュームサポート（MVS）の機能で置換さ
れます。
次の手順では、QuickLog から MVS に変換する方法について説明します。 最大 31 の
VxFS ファイルシステムが 1 台のデバイスにログインできる QuickLog とは異なり、MVS
では 1 台のデバイスにログインできるファイルシステムは 1 つだけです。 このため、バー
ジョン 6 以降のディスクレイアウトを使用している場合、QuickLog デバイスにログインす
るファイルシステムごとに、次の手順を実行する必要があります。
QuickLog のデバイスは、ファイルシステムと関連付けされている必要はありませんでし
た。 MVS では、ログボリュームとファイルシステムボリュームは同じディスクグループにあ
ることが必要です。
Quicklog を MVS に変換するには

1

MVS に変換してマウント解除するには、QuickLog を有効にしたファイルシステムを
選択します。
# umount myfs

2

ファイルシステムが使用していた QuickLog デバイスから、いずれかの QuickLog
ボリュームを切断します。 このボリュームは、ファイルシステムの新しいインテントログ
ボリュームとして使われます。
# qlogdetach -g diskgroup log_vol

3

ボリュームセットを作成します。
# vxvset make myvset myfs_volume

4

ボリュームセットをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/rootdg/myvset /mnt1

5

ボリュームセットのファイルシステムを、バージョン 7 以降のディスクレイアウトにアッ
プグレードします。
次に例を示します。
# vxupgrade -n 9 /mnt1

6

手順 2 で作成したログボリュームを、ボリュームセットに追加します。
# vxvset addvol myvset log_vol
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7

ファイルシステムにログボリュームを追加します。 ボリュームのサイズを指定する必要
があります。
# fsvoladm add /mnt1 log_vol 50m

8

新しいボリュームにログを移動します。
# fsadm -o logdev=log_vol,logsize=16m /mnt1

Storage Foundation のアップグレードの確認
『Veritas InfoScale インストールガイド』の「Veritas InfoScale インストール」の章を参照
してください。

66

3
設定後のタスク

■

第8章 設定タスクの実行

8
設定タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ルートユーザーのルートロールへの変更

■

言語パッケージのインストール

■

クォータの切り替え

■

ネーティブデバイスの DMP サポートの有効化

■

SFDB ツールの認証の設定について

ルートユーザーのルートロールへの変更
Oracle Solaris 11 では、インストールを実行するために、ルートユーザーを作成する必
要があります。これはローカルユーザーがルートロールを想定できないことを意味します。
インストール後で、ルートとしてログインできるルートユーザーをローカルユーザーのルー
トロールに変更しなければならない場合があります。
1.

root ユーザーとしてログインします。

2.

ルートアカウントをロールに変更します。
# rolemod -K type=role root
# getent user_attr root
root::::type=role;auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo¥
:no;lock_after_retries=no;min_label=admin_low;clearance=admin_high

3.

ロールを割り当て解除されたローカルユーザーにルートロールを割り当てます。
# usermod -R root admin
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詳しくは、Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle のマニュアルを参照し
てください。

言語パッケージのインストール
SF を英語以外の言語でインストールする場合は、英語パッケージをインストールしてか
ら、必要な言語パッケージをインストールします。
サーバーに言語パッケージをインストールするには

1

Language CD を DVD-ROM または CD-ROM ドライブに挿入します。Solaris ボ
リューム管理ソフトウェアを使っている場合、ディスクは /cdrom/cdrom0 に自動的
にマウントされます。

2

install_lp コマンドを使って言語パッケージをインストールします。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./install_lp

クォータの切り替え
すべてのノードを 7.3 にアップグレードすると、グループとユーザーのクォータが無効に
されていた場合は有効になります。
グループとユーザーのクォータを有効にするには
◆

クォータの切り替え:
# vxquotaon -av

ネーティブデバイスの DMP サポートの有効化
Dynamic Multi-Pathing（DMP）は SF のコンポーネントです。 DMP は、DMP メタデバ
イス上の VxVM（Veritas Volume Manager）ボリュームと、それらのボリューム上の VxFS
（Veritas File System）ファイルシステムをサポートします。
また、DMP は DMP デバイスのネーティブオペレーティングシステムのボリュームおよび
ファイルシステムに対するマルチパス機能も提供します。
ネーティブデバイスでの DMP の使用について詳しくは、『 Dynamic Multi-Pathing 管
理者ガイド』を参照してください。
初めて SF をインストールした後、次の手順に従ってネーティブデバイスの DMP サポー
トを有効にします。
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SF をアップグレードする前からネーティブデバイスの DMP ネーティブサポートがシステ
ムで有効になっている場合は、SF がアップグレードされるときに DMP ネーティブサポー
トは保持されます。
Solaris 11.1 以降では、ネーティブデバイスの DMP サポートを有効にすると DMP デバ
イスの ZFS ルートのサポートも有効になります。 以前のバージョンの Solaris で DMP
ネーティブサポートを有効にした場合、DMP で ZFS ルートデバイスはサポートされませ
ん。 オペレーティングシステムをバージョン 11.1 以降にアップグレードしても、デフォル
トでは ZFS ルートデバイスのサポートは有効になりません。 ZFS ルートデバイスの DMP
サポートを有効にするには、次の手順に従ってネーティブデバイスの DMP サポートを再
度有効化します。
ネーティブデバイスの DMP サポートを有効化するには

1

チューニングパラメータをオンにして DMP サポートを有効にする:
# vxdmpadm settune dmp_native_support=on
dmp_native_supportパラメータには持続性があります。

2

システムに Solaris バージョン 11.1 以降がインストールされている場合、DMP サ
ポートを有効にすると ZFS ルートデバイスのサポートも有効になります。 システムを
再ブートして変更を反映させます。

SFDB ツールの認証の設定について
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.71 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールの認証を使用しているクラスタへ
のノードの追加
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SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

認証サービスを設定する sfae_auth_op コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
Creating SFAE private domain
Backing up AT configuration
Creating principal for vxdbd

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

3

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

4

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。
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参照

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。 通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。 インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas InfoScale 製品
スクリプトで使えます。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-ai

-ai オプションは Solaris 11 でのみサポートされ、自
動インストールマニフェストを生成するために使用され
ます。 これは、Solaris 11 オペレーティングシステム
で Veritas InfoScale 製品をインストールするために
Solaris 自動インストールサーバーを使います。

-allpkgs

指定の製品に必要な packages をすべて表示しま
す。 packages は正しいインストール順序で列挙され
ます。 出力を使って、コマンドライン経由のインストー
ルスクリプトまたはネットワーク経由のインストールスク
リプトを作成できます。
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コマンドラインオプション

機能

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。 このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-comsetup

-comsetup オプションは、システム間の ssh 通信ま
たは rsh 通信を設定するのに使われ、パスワードや
パスフレーズの入力は要求されません。

-configcps

-configcps オプションは、実行中のシステムまた
はクラスタの CP サーバーの設定に使います。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-disable_dmp_native_support

アップグレード中に、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-Pathing サポート
を無効にします。 アップグレード中にネーティブ LVM
ボリュームグループと ZFS プールの Dynamic
Multi-Pathing サポートを維持すると、システムに設定
されたネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS
プールの数に応じて package のアップグレード時間
が長くなります。

-fencing

実行中のクラスタの I/O フェンシングを設定します。

-fips

-fips オプションは、実行中の VCS クラスタで fips
モードのセキュリティの有効と無効を切り替えるために
使います。 このオプションは、-security または
-securityonenode オプションと一緒に使う必要
があります。

–hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-install

製品をシステムにインストールするために使われます。

-online_upgrade

オンラインアップグレードを実行するために使われま
す。 このオプションを使用すると、インストーラはクラス
タ全体をアップグレードします。アップグレード処理中
のアプリケーションのゼロダウンタイムもサポートされて
います。 現在、このオプションは VCS および
ApplicationHA のみをサポートしています。

-patch_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合するパッチレベルリリースのパスを定義します。
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機能

-patch2_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch3_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch4_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

-patch5_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたはメンテナンスレベルリリースと統
合する 5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義し
ます。

–keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイル
を指定します。 このオプションは、-I
ssh_key_file をすべての SSH 呼び出しに渡しま
す。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

–logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-noipc

パッチや最新のリリース情報を自動的に取得するため
にインストーラが Veritas SORT（Services and
Operations Readiness Tool ）へのアウトバウンドネッ
トワーク呼び出しを行わないようにします。

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品packagesをインス
トールできるようにします。 このオプションを指定した
場合、ライセンスがある機能の設定、起動、使用はで
きません。

-pkgtable

製品の package を正しいインストール順序でグルー
プごとに表示します。
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–postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、
さまざまなポートの利用可能性、クラスタ関連サービス
グループの利用可能性を検査します。

-precheck

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。 事前に確認を行ってから製品をインス
トールすることをお勧めします。

-prod

操作のために製品を指定します。

-component

操作するコンポーネントを指定します。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-require

インストーラパッチファイルを指定します。

–responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情
報を使って、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名で指定する必要がありま
す。 以降のインストールで応答ファイルを使うには、そ
のファイルを編集する必要があります。 ファイル内で
変数フィールドを定義します。

–rootpath root_path

packagesをインストールする代替ルートディレクトリを
指定します。
Solaris オペレーティングシステムでは、-rootpath
は -R path を pkgadd コマンドに渡します。

-rsh

このオプションは、システム間の通信にデフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指
定します。
p.81 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

-security

-security オプションはセキュアモードと非セキュアモー
ドとの間の操作で実行中の VCS クラスタを変換する
ために使います。

-securityonenode

-securityonenode オプションは、ノード別にセ
キュアクラスタノードを設定するために使います。
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機能

-securitytrust

-securitytrust オプションは、別のブローカーと
の信頼関係を設定するために使います。

–serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。 このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。 チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。 このオプションは -tunablesfile オプショ
ンとともに使う必要があります。

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-timeout

-timeout オプションは、スクリプトがタイムアウトにな
る前に各コマンドの完了を待機する秒数を指定するた
めに使用します。 -timeout オプションを設定する
と、デフォルト値の 1200 秒が上書きされます。
-timeout オプションを 0 に設定するとスクリプトの
タイムアウトを防ぐことができます。 -timeout オプ
ションは -serial option では機能しません。

–tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプ
トの作業ディレクトリとして指定します。 指定したディレ
クトリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステ
ムへの packages のインストールに先立つパッケージ
のコピー先として使われます。

-tunables

サポートされているすべてのチューニングパラメータを
表示し、チューニング可能なファイルテンプレートを作
成します。

-tunables_file tunables_file

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。 チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-uninstall

このオプションは、製品をシステムからアンインストー
ルするために使われます。
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コマンドラインオプション

機能

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストール済みの製品とそのバージョンをチェックし
て報告します。 インストール済みのpackageと製品に
適用可能なパッチ、および不足しているpackageと
パッチを識別します。 該当するインストール済みの
packagesとパッチ、および不足しているpackagesと
パッチの件数を含む概略を表示します。 インターネッ
ト接続が利用可能である場合は、インストール済みの
製品にインストールしているパッチや利用可能な更新
を一覧表示します。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。
postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき

に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。

■

重複したクラスタ ID が存在します（LLT が検査時に実行されていない場合）。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

/etc/llthosts 設定および /etc/llttab 設定が正しくありません。

■

/etc/gabtab ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

main.cf ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■

/etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。

■

クラスタ UUID が存在しません。
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■

uuidconfig.pl ファイルが見つかりません。

■

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

/etc/vxfenmode ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■

/etc/vxfendg file ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティン

グするうえで役立ちます。
■

/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■

volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。

■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。

■

main.cf ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま

せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。
■

/etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。

■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。

■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

インストーラのインストール後チェックオプションを使用することで、次の検査を実行できま
す。
すべての製品に対する全般的な検査。
■

すべての必須 package がインストールされている。

■

必須の package のバージョンが正しい。

■

必須の package の検証問題がない。

Volume Manager（VM）の検査。
■

動作していないデーモンの一覧表示（vxattachd、vxconfigbackupd、vxesd、
vxrelocd ...）。

■

状態が online または online shared ではないディスクの一覧表示（vxdisk list）。
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■

状態が enabled ではないディスクグループの一覧表示（vxdg list）。

■

状態が enabled ではないボリュームの一覧表示（vxprint -g <dgname>）。

■

状態が Unstartable であるボリュームの一覧表示（vxinfo -g <dgname>）。

■

/etc/vfstab に設定されていないボリュームの一覧表示。

ファイルシステム（FS）の検査。
■

ロードされていない VxFS カーネルモジュールの一覧表示（vxfs/fdd/vxportal）。

■

/etc/vfstab ファイルにあるすべての VxFS ファイルシステムがマウントされている

かどうか。
■

/etc/vfstab にあるすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 9 以降を

使用しているかどうか。
■

マウントされているすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 9 以降を使
用しているかどうか。

Cluster File System の検査。
■

FS と ODM が最新のプロトコルレベルで動作しているかどうか。

■

マウントされているすべての CFS ファイルシステムが VCS によって管理されている
かどうか。

■

cvm サービスグループがオンラインであるかどうか。
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トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定につい
て

■

パスワードなし ssh の手動設定

■

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

ssh セッションの再起動

■

Solaris 用の rsh の有効化と無効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Veritas InfoScale ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、システムをイン
ストールして設定したりするには、ノード間で通信を確立する必要があります。 インストー
ラが実行されるシステムには、rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェ
ル）ユーティリティを実行する権限が必要となります。 インストーラは、Veritas InfoScale
ソフトウェアをインストールするシステムでスーパーユーザー権限を使って実行する必要
があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。 ベリタスでは、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
様々な方法で ssh および rsh の接続を設定できます。
■

UNIX シェルコマンドを使って手動で SSH と RSH の接続を設定できます。

付録 B セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定
パスワードなし ssh の手動設定

■
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installer -comsetup コマンドを実行して SSH と RSH 接続を対話的に設定でき

ます。
■

パスワードユーティリティ pwdutil.pl を実行できます。

この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。 この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（sys1）と、ターゲットシステム（sys2）
の間に ssh を設定します。 この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合にも当てはま
ります。
メモ: 製品のインストーラではパスワード不要の通信を確立できます。

パスワードなし ssh の手動設定
ssh プログラムを使うことで、リモートシステムにログインしてコマンドを実行できます。 ssh
によって、安全でないネットワーク上の 2 つの信頼できないホスト間で、暗号化通信と認
証処理を実現できます。
この手順では、最初に DSA キーペアを作成します。 キーペアから、ソースシステムから
の公開キーをターゲットシステム上の authorized_keys ファイルに追加します。
図 B-1 に、この手順を示します。
DSA キーペアを作成してターゲットシステムに追加する

図 B-1

ソースシステム: sys1
プライ
ベート
キー

ターゲットシステム: sys2

パブリ
ックキ
ー

authorized_keys
ファイル

ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。 ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプ
ロバイダにお問い合わせください。
オンラインマニュアルやその他のリソースを利用するには、http://www.openssh.com/ に
ある OpenSSH の Web サイトにアクセスしてください。
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DSA キーペアを作成するには

1

ソースシステム（sys1）で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動します。
sys1 # cd /

2

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）に /.ssh ディレクトリが
あることを確認します。 このディレクトリがない場合は、すべてのターゲットシステム上
に作成し、root への書き込み権限のみを設定します。
Solaris 11:
sys2 # mkdir /root/.ssh

このディレクトリを保護するために、権限を変更します。
Solaris 11:
sys2 # chmod go-w /root/.ssh

3

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh-keygen -t dsa

以下に類似したシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (//.ssh/id_dsa):

Solaris 11 の場合:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.

4

Enter キーを押して、デフォルトの /.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れます。

5

パスフレーズの入力を求められたら、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しません。 Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

Enter キーを再度押します。
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安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）で SFTP（Secure File
Transfer Program）が有効化されていることを確認します。
SFTP を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在す
る必要があります。
PermitRootLogin
Subsystem

2

yes
sftp

/usr/lib/ssh/sftp-server

この行がない場合は、追加してから ssh を再起動します。
Solaris 11 で ssh を再起動するには、次のコマンドを入力します。

3

ソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）上の一時ファイルに公開キーを
移動します。
SFTP（Secure File Transfer Program）を使います。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
sys1 # sftp sys2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
表示されます。
Connecting to sys2 ...
The authenticity of host 'sys2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

4

「yes」と入力します。
以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'sys2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@sys2 password:

5

sys2 のルートパスワードを入力します。
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6

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

7

SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

8

ターゲットシステム（この例では sys2）で ssh セッションを開始するには、sys1 で次
のコマンドを入力します。
sys1 # ssh sys2

プロンプトで sys2 のルートパスワードを入力します。
password:

9

sys2 にログインした後、次のコマンドを入力して authorized_keys ファイルに
id_dsa.pub ファイルを追加します。
sys2 # cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

10

id_dsa.pub 公開キーファイルがターゲットシステム（sys2）にコピーされて認証済

みキーファイルに追加されたら、公開キーファイルを削除します。 id_dsa.pub 公
開キーファイルを削除するには、sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # rm /id_dsa.pub
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11

ssh セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
sys2 # exit

12 ソースインストールシステム上で次のコマンドを実行します。 ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。 プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグローバル
に使えるようになります。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
sys1 # ssh-add
Identity added: //.ssh/id_dsa

これはシェル固有の手順で、シェルがアクティブである間のみ使えます。 セッション
中にシェルを閉じた場合は、手順をもう一度実行する必要があります。
ターゲットシステムに接続できることを確認するには

1

ソースシステム（sys1）で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh -l root sys2 uname -a

sys2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドはソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）に実行され、パ
スフレーズやパスワードは要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および
rsh 接続の設定
installer -comsetup コマンドを使用して対話形式で ssh および rsh の接続を設定

できます。
次を入力します。
# ./installer -comsetup
Input the name of the systems to set up communication:
Enter the <platform> system names separated by spaces:
[q,?] sys2
Set up communication for the system sys2:
Checking communication on sys2 ................... Failed
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CPI ERROR V-9-20-1303 ssh permission was denied on sys2. rsh
permission was denied on sys2. Either ssh or rsh is required
to be set up and ensure that it is working properly between the local
node and sys2 for communication
Either ssh or rsh needs to be set up between the local system and
sys2 for communication
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q,?] (y) y
Enter the superuser password for system sys2:
1)
2)
b)

Setup ssh between the systems
Setup rsh between the systems
Back to previous menu

Select the communication method [1-2,b,q,?] (1) 1
Setting up communication between systems. Please wait.
Re-verifying systems.
Checking communication on sys2 ..................... Done
Successfully set up communication for the system sys2

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接
続の設定
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下にバンドルされてい

ます。 ユーザーはこのユーティリティをスクリプトで実行して、ssh および rsh 接続を自動
的に設定できます。
# ./pwdutil.pl -h
Usage:
Command syntax with simple format:
pwdutil.pl check|configure|unconfigure ssh|rsh <hostname|IP addr>
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[<user>] [<password>] [<port>]
Command syntax with advanced format:
pwdutil.pl [--action|-a 'check|configure|unconfigure']
[--type|-t 'ssh|rsh']
[--user|-u '<user>']
[--password|-p '<password>']
[--port|-P '<port>']
[--hostfile|-f '<hostfile>']
[--keyfile|-k '<keyfile>']
[-debug|-d]
<host_URI>
pwdutil.pl -h | -?

表 B-1

pwdutil.pl ユーティリティのオプション

オプション

使用法

--action|-a 'check|configure|unconfigure'

処理の種類を指定します。デフォルトは「検査」
です。

--type|-t 'ssh|rsh'

接続の種類を指定します。フォルトは「ssh」で
す。

--user|-u '<user>'

ユーザー ID を指定します。デフォルトはローカ
ルユーザー ID です。

--password|-p '<password>'

ユーザーのパスワードを指定します。デフォルト
はユーザー ID です。

--port|-P '<port>'

ssh 接続のポート番号を指定します。デフォルト
は 22 です。

--keyfile|-k '<keyfile>'

プライベートキーファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストをリストするファイルを指定します。

-debug

デバッグ情報を印刷します。

-h|-?

ヘルプメッセージを印刷します。
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オプション

使用法

<host_URI>

次の形式で指定できます。
<hostname>
<user>:<password>@<hostname>
<user>:<password>@<hostname>:
<port>

pwdutil.pl ユーティリティを使用して ssh または rsh を確認、設定、設定解除できま

す。 次に例を示します。
■

1 ホストだけで ssh 接続を確認するには:
pwdutil.pl check ssh hostname

■

1 ホストだけで ssh を設定するには:
pwdutil.pl configure ssh hostname user password

■

1 ホストだけで rsh を設定解除するには:
pwdutil.pl unconfigure rsh hostname

■

同じユーザー ID とパスワードで複数のホストの ssh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh -u user -p password hostname1
hostname2 hostname3

■

異なるユーザー ID とパスワードで異なるホストの ssh または rsh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2

■

1 つの設定ファイルで、複数のホストの ssh か rsh を確認または設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh --hostfile /tmp/sshrsh_hostfile

■

ホスト設定ファイルの機密性を保持するために、サードパーティのユーティリティを使
用して、ホストファイルをパスワードで暗号化および暗号解除することができます。
次に例を示します。
### run openssl to encrypt the host file in base64 format
# openssl aes-256-cbc -a -salt -in /hostfile -out /hostfile.enc
enter aes-256-cbc encryption password: <password>
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Verifying - enter aes-256-cbc encryption password: <password>
### remove the original plain text file
# rm /hostfile
### run openssl to decrypt the encrypted host file
# pwdutil.pl -a configure -t ssh `openssl aes-256-cbc -d -a
-in /hostfile.enc`
enter aes-256-cbc decryption password: <password>
■

デフォルトの $HOME/.ssh ディレクトリにない ssh 認証キーを使うには、--keyfilfile オ
プションを使用して、ssh のキーを指定することができます。 次に例を示します。
### create a directory to host the key pairs:
# mkdir /keystore
### generate private and public key pair under the directory:
# ssh-keygen -t rsa -f /keystore/id_rsa
### setup ssh connection with the new generated key pair under
the directory:
# pwdutil.pl -a configure -t ssh --keyfile /keystore/id_rsa
user:password@hostname

次のコマンドを使用して、設定ファイルの内容を参照できます。
# cat /tmp/sshrsh_hostfile
user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2
user3:password3@hostname3
user4:password4@hostname4
# all default: check ssh connection with local user
hostname5
The following exit values are returned:
0
Successful completion.
1
Command syntax error.
2
Ssh or rsh binaries do not exist.
3
Ssh or rsh service is down on the remote machine.
4
Ssh or rsh command execution is denied due to password is
required.
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5
255

Invalid password is provided.
Other unknown error.

ssh セッションの再起動
この手順が完了した後に、次のシナリオのいずれかで ssh を再起動できます。
■

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合

ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（sys1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
sys1 # ssh-add

Solaris 用の rsh の有効化と無効化
次の項では、Solaris システムでリモートシェルを有効にする方法について説明します。
Veritas InfoScale 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することを推
奨します。
p.82 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照し
てください。
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rsh を有効にするには

1

rsh と rlogin の現在の状態を確認するため、次のコマンドを入力します。
# inetadm | grep -i login

サービスが有効である場合は、次の行が表示されます。
enabled online svc:/network/login:rlogin

サービスが有効でない場合は、次の行が表示されます。
disabled disabled svc:/network/login:rlogin

2

無効になっている rsh/rlogin サービスを有効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -e rlogin

3

有効になっている rsh/rlogin サービスを無効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -d rlogin

4

.rhosts ファイルを修正します。 別の .rhosts ファイルが、各ユーザーの $HOME

ディレクトリにあります。 このファイルは、rsh を使ってシステムにリモートアクセスする
各ユーザー用に修正する必要があります。 .rhosts ファイルの各行に、ローカルシ
ステムへのアクセスが可能な各リモートシステムの完全修飾ドメイン名または IP アド
レスが記載されています。 たとえば、ルートユーザーが sys1 に sys2 からリモート
アクセスする必要がある場合は、sys2 のエントリを追加する必要があります。sys1 の
.rhosts ファイルに companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

5

インストール手順を完了したら、セキュリティを確保するため、各ユーザーの $HOME
ディレクトリから .rhosts ファイルを削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts
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