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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のトラブルシュー
ティングについて

■

Symantec Operations Readiness Tools について

■

一意のメッセージ ID について

■

デバッグ用のアプリケーションおよびデーモンコアデータの収集について

Veritas Storage Foundation and High Availability
Solutions 製品のトラブルシューティングについて
このマニュアルでは、Veritas InfoScale Storage Foundation and High Availability
Solutions を使うときに起きる可能性のある共通の問題を説明し、これらの問題の解決法
を示します。 このマニュアルに記載されているトラブルシューティングに関する情報のほ
かに、該当する Veritas InfoScale 製品のリリースノートで、既知の問題やソフトウェアの
制限事項を参照してください。

Symantec Operations Readiness Tools について
SORT（Symantec 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。 データセンターのリスクを特定して操作効
率を改善するのに役立ち、データセンターのアーキテクチャとスケールにまつわる複雑
性を管理できるようになります。
表 1-1 は、それらを達成するのに役立つ 3 つの主なデータセンタータスクと SORT ツー
ルのリストです。
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表 1-1
タスク

データセンタータスクと SORT ツール
SORT ツール

インストールとアップグレードの準 ■
備
■

■

■

リスクの特定およびサーバー固有 ■
の推奨事項の取得
■

■

■

インストールとアップグレードのチェックリスト
メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含むシステムの必要
条件を表示します。
インストールとアップグレードのカスタムレポート
Veritas InfoScale 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レポート
を作成します。
アレイ固有のモジュールファインダー
UNIX サーバー用最新 ASL（Array Support Libraries）と
APM（Array Policy Modules）、Wndows サーバー用 DDI
（Device Driver Installers）とデバイス検出層（DDL）を一
覧表示します。
高可用性エージェントの表
アプリケーション、データベース、レプリケーション、シマン
テック社のパートナーのためにエージェントを検索してダウ
ンロードします。
パッチの通知
パッチの更新についての自動電子メールの通知を受信し
ます。 （サインインが必須です。）
リスク評価のチェックリスト
Veritas InfoScale 製品およびプラットフォームに基づく設
定の推奨事項を表示します。
リスク評価のカスタムレポート
システムを分析し、システム可用性、ストレージの使用、パ
フォーマンス、ベストプラクティスについての推奨事項を提
供するレポートを作成します。
エラーコードの説明とソリューション
何千ものエラーコードの詳細情報を表示します。
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タスク

SORT ツール

効率の向上

■

■

■

■

■

パッチファインダー
Veritas InfoScale エンタープライズ製品用のパッチを一覧
表示し、ダウンロードします。
ライセンスと配備のカスタムレポート
インストールされた Veritas InfoScale 製品およびライセン
スキーを一覧表示するカスタムレポートを作成します。 製
品、プラットフォーム、サーバー層、システムによってライセ
ンスを表示します。
Symantec Performance Value Unit (SPVU) Calculator
価格設定の測定移行に役立つ計算機を使います。
マニュアル
マニュアルページ、製品ガイド、サポート技術情報を含む
Veritas InfoScale 製品のマニュアルを一覧表示してダウ
ンロードします。
関連リンク
単一ページに Veritas InfoScale 製品サポート、フォーラ
ム、カスタマーサービス、ベンダー情報へのリンクを表示し
ます。

SORT は追加料金なしで入手できます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

VxExplorer のトラブルシューティングファイルを収集するための強化機
能
SORT データコレクタには、VxExplorer ファイルを収集、送信する機能があります。この
ファイルは、問題診断とトラブルシューティングのためにシマンテック社のテクニカルサ
ポートに送付することができます。VxExplorer は、お客様のデータは収集しません。
従来の VxExplorer スクリプトは非推奨になっており、Veritas InfoScale 製品 7.0 リリー
スには組み込まれていません。
SORT データコレクタを使い、必要に応じて次の操作を実行できます。
■

オペレーティングシステムベースのリモートシェル（RSH）またはセキュアシェル（SSH）
を使って、複数のサーバーの VxExplorer データを収集する。

■

ftp.veritas.com の /incoming ディレクトリにデータを自動的にアップロードする。

■

指定したサーバーがクラスタの一部かどうかを判断し、他のクラスタノードをデータ収
集/VxExplorer プロセス（部分的クラスタチェック）に追加する。
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■

データコレクタスクリプトを自動的にアップグレードする。 サーバーにインターネット接
続がない場合、この機能は自動的に無効になります。 自動アップグレードは、
sortdc.conf 設定ファイルを更新することによって手動で無効にすることもできます。

SORT データコレクタについて
SORT データコレクタは、VRTSspt パッケージに含まれており、Veritas InfoScale 製品
のインストール時にシステムにインストールされます。
次のような標準のデータコレクタ機能があります。
■

標準の読み取り可能 Perl スクリプトで書き込む。

■

同じツールを使用して SORT カスタムレポートを生成するとともに、VxExplorer アー
カイブを収集する。

■

データコレクタログと Veritas InfoScale 製品 インストールログを同じ形式で記録す
る。 データコレクタログは、~/sort/log/ ディレクトリに格納されます。

データコレクタを使った VxExplorer アーカイブの収集について詳しくは、次を参照して
ください。
http://www.symantec.com/docs/HOWTO32575http://www.symantec.com/docs/HOWTO32575

一意のメッセージ ID について
Veritas InfoScale Enterprise 製品では、一意のメッセージ ID （UMI）のメッセージコー
ドが表示されます。 UMI には、エラー、警告、情報提供目的のメッセージが含まれます。
UMI を受け取ったら、SORT（Symantec Operations Readiness Tools）を使用して、
メッセージの説明と解決法を検索できます。
p.17 の 「Symantec Operations Readiness Tools を使用した一意のメッセージ ID の
説明と解決法の検索」 を参照してください。

Symantec Operations Readiness Tools を使用した一意のメッセージ
ID の説明と解決法の検索
SORT（Symantec Operations Readiness Tools）を使用すると、一意のメッセージ ID
（UMI）の説明と解決法を検索できます。
一意のメッセージ ID の説明と解決法を検索するには

1

Web ブラウザで次の URL を指定します。
http://sort.symantec.com

2

任意の SORT ページの右上にある検索フィールドに UMI コードを入力し、検索ア
イコンをクリックします。
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3

［検索結果（Search Result）］xページの［エラーコード（Error codes）］ペインで、メッ
セージコードへのリンクをクリックします。 検索結果が大量にある場合は、ページ上
部にあるチェックボックスを使って、表示されるエラーコードを絞り込み、目的のコー
ドを見つけやすくします。
UMI コードの［エラーコードの詳細（Error Code details）］ページに、説明と考えら
れる解決法が表示されます。

4

ページに記載されている情報が問題の解決には十分でない場合は、ページ上のい
ずれかのリンクをクリックして、次のいずれかを実行します。
■

UMI またはその解決法についてコメントする。

■

解決法を尋ねる。

■

独自の解決法を追加する。

デバッグ用のアプリケーションおよびデーモンコアデータ
の収集について
Storage Foundation アプリケーションまたはデーモンに問題が発生すると、コアファイル
が生成される場合があります。vxgetcore スクリプトを使えば、コアファイル、バイナリファ
イル、ライブラリファイルおよび関連デバッグ情報を効率的に収集して、tar ファイルを生
成できます。その後、生成した tar ファイルを分析用にシマンテック社テクニカルサポート
に送信できます。
vxgetcore は次の方法で実行できます。
■

vxgetcore を実行する最も簡単な方法は -a（自動検索）オプションを付けて実行す
ることです。コアファイルまたは関連データの場所を知っている必要はありません。
vxgetcore は現在のディレクトリで最新のコアファイルを見つけます。現在のディレク
トリにコアファイルが見つからない場合、vxgetcore は、可能性のあるディレクトリのリ
ストを検索します。
p.19 の 「vxgetcore でデバッグデータを自動的に見つけるようにする（最も簡単な方
法）」 を参照してください。

■

コアファイル（およびオプションでバイナリファイル）のパスがわかっている場合、コマ
ンドラインでその場所を指定できます。
p.21 の 「コアファイルの場所がわかっている場合の vxgetcore の実行」 を参照して
ください。

■

vxgetcore をオプションなしで実行して、スクリプトで必要な情報をすべてメッセージ

で表示させることができます。
p.22 の 「vxgetcore で情報の入力を求めるメッセージを表示する」 を参照してくださ
い。
vxgetcore を操作する場合、次の点に留意してください。
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■

vxgetcore は、システムを分析し、トラブルシューティングするツールを集めた

VRTSspt サポートパッケージに含まれています。VRTSspt をインストールするとき
に、vxgetcore スクリプトがパス /opt/VRTSspt/vxgetcore/ にインストールされま
す。
■

vxgetcore を実行する前に、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ、問

題のケース ID を取得してください。
スクリプトを実行する前にケース番号がわかっている場合は、コマンドラインでケース
番号を指定できます。最初にケース ID を取得すれば、後で時間を節約できます。シ
マンテック社に分析のために tar ファイルを送信するときに、tar ファイル名にケース
番号を含めます。このアプローチはファイルを生成し、ケース ID を取得し、後でファ
イル名を変更するよりも高速です。
■

■

vxgetcore で生成される tar ファイルを分析したり、操作したりする必要はありませ
ん。
ファイル名にケース ID が含まれていることを確認し、ファイルをローカルの FTP サイ
トに FTP 送信してください。FTP サイトの詳細については次の TechNote を参照し
てください。
http://www.symantec.com/docs/TECH66995
vxgetcore に関する最新の情報については、/opt/VRTSspt/vxgetcore/ で
README.vxgetcore ファイルを参照してください。

vxgetcore でデバッグデータを自動的に見つけるようにする（最も簡単な
方法）
コアファイルの場所がわからない場合、または vxgetcore でユーザープロンプトが表示
されたときに停止したくない場合は、vxgetcore を -a オプションで実行できます。
このモードでは、vxgetcore で現在の作業ディレクトリから始めて既知のコアファイルの
場所のリスト全体を検索します。このコマンドでは、これらのディレクトリのいずれかで見つ
かる最新のコアファイルを選択します。次に、vxgetcore は、関連バイナリファイル、ライ
ブラリファイルおよび利用可能なデバッグデータを自動的に検索します。この方法では、
vxgetcore は、プロンプトを表示せずに情報を収集します。vxgetcore をスクリプト内の
コマンドとして実行する場合、このオプションも使用します。
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メモ: このオプションではコアファイル名やバイナリファイル名を指定しないため、vxgetcore
は正しいファイルを見つけるために最善の方法を取ります。vxgetcore で複数のコアファ
イルまたはバイナリファイルが見つかると、それらのファイルが見つかる最初のディレクトリ
で最新のファイルが選択されます。これらが正しいファイルではないと思われる場合や、
ファイルの場所と名前がわかっている場合は、コアファイルとバイナリファイルの名前を指
定して、vxgetcore を実行します。
p.21 の 「コアファイルの場所がわかっている場合の vxgetcore の実行」 を参照してくだ
さい。
vxgetcore を実行する前に、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ、問題

のケース ID を取得してください。シマンテック社に tar ファイルを送信する前に tar ファ
イル名にケース ID を含める必要があります。
vxgetcore でデータを自動的に検索するには

1

コアファイルの場所がわからない場合は、次のコマンドを入力します。vxgetcore
は、現在の作業ディレクトリでコアファイルを検索し、他のコアファイルの場所を検索
します。- C オプションを使用する場合、所定の構文に必要な情報を代入します。
# /opt/VRTSspt/vxgetcore/vxgetcore -a [-C Symantec_case_ID]

2

vxgetcore はコアファイルを見つけ、事前に決められたディレクトリのリストで、関連

バイナリファイル、ライブラリファイル、およびその他のデバッグ データを検索します。
さらに、次の形式の tar ファイルを作成します。
/tmp/VRTSgetcore.xxxx/coreinfo.CASEID.hostname.date_time.tar.gz

3

システム出力を確認します。vxgetcore は、収集するコアファイル名、バイナリファ
イル名およびその他のファイルを一覧表示します。これらのファイルが目的のファイ
ルでない場合は、コマンドを再実行し、ファイル名を指定してください。

4

tar ファイルの作成メッセージで、新しい tar ファイルのチェックサムをメモします。

5

（省略可能）手順 2 でコマンドでケース ID を指定しなかった場合、tar ファイル名に
ケース ID 番号を含むように名前を変更します。

6

ローカル FTP サイトにファイル を FTP 転送します。FTP サイトの詳細については
次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH66995

7

シマンテック社テクニカルサポートの担当者に連絡し、チェックサムとファイルをアッ
プロードした FTP サイトを伝えてください。

コアファイルの場所がわかっている場合は、-a オプションと共に -c オプションを使うこと
ができます。この場合、vxgetcore は指定されたコアファイルを使用して、自動的にこの
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コアファイルに関連したデバッグ情報を見つけます。vxgetcore をスクリプトの一部とし
て実行している場合、スクリプトはユーザー入力のために一時停止しません。

コアファイルの場所がわかっている場合の vxgetcore の実行
コアファイルまたはバイナリファイルの場所がわかっている場合、vxgetcore コマンドライ
ンでそれらを指定します。コアファイル名だけを指定すると、vxgetcore は対応するバイ
ナリファイルを検索します
vxgetcore を実行する前に、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ、問題

のケース ID を取得してください。シマンテック社に tar ファイルを送信する前に tar ファ
イル名にケース ID を含める必要があります。
コアファイルの場所がわかっている場合に、デバッグデータを収集するには

1

次のコマンドのいずれかを入力し、所定の構文に情報を代入します。
# /opt/VRTSspt/vxgetcore/vxgetcore -c /path/core_file ¥
[-C Symantec_case_ID]

または
# /opt/VRTSspt/vxgetcore/vxgetcore -c /path/core_file
-b /path/binary_file [-C Symantec_case_ID]

2

¥

vxgetcore で使用についての警告メッセージが表示された後、Enter キーを押して

続行します。

3

（オプション）手順 1 でバイナリファイル名を指定しなかった場合、およびvxgetcore
でコアファイルと一致するバイナリファイルが複数見つかった場合は、リストからの 1
つのバイナリファイルを選択し、絶対パスを入力するように求めるメッセージが表示
されます。
vxgetcore は、コアファイル、バイナリファイル、ライブラリファイルおよび他の利用

可能なデバッグ情報を収集します。次の形式の tar ファイルが作成されます。
/tmp/VRTSgetcore.xxxx/coreinfo.CASEID.hostname.date_time.tar.gz

4

tar ファイルの作成メッセージで、新しい tar ファイルのチェックサムをメモします。

5

（オプション）手順 1 でコマンドでケース ID を指定しなかった場合、tar ファイル名に
ケース ID 番号を含むように名前を変更します。
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6

ローカル FTP サイトにファイル を FTP 転送します。FTP サイトの詳細については
次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH66995

7

シマンテック社テクニカルサポートの担当者に連絡し、チェックサムとファイルをアッ
プロードした FTP サイトを伝えてください。

vxgetcore で情報の入力を求めるメッセージを表示する
オプションなしで vxgetcore コマンドを実行すると、検出される最初のコアファイルを選
択します。このファイルは、通常、現在の作業ディレクトリで始まる予測されるコアファイル
の場所のリストの最新のコアファイルです。vxgetcore でコアファイルと一致する複数の
バイナリファイルが見つかった場合、リストからの 1 つのバイナリファイルを選択して、絶
対パスを入力するように求めるメッセージが表示されます。
vxgetcore を実行する前に、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ、問題
のケース ID を取得してください。シマンテック社に tar ファイルを送信する前に tar ファ
イル名にケース ID を含める必要があります。

vxgetcore でバイナリファイル情報の入力を求めるメッセージを表示するには

1

次のコマンドを入力します。-C オプションを使用する場合、所定の構文に必要な情
報を代入します。
# /opt/VRTSspt/vxgetcore/vxgetcore [-C Symantec_case_ID]

2

vxgetcore で使用についての警告メッセージが表示された後、Enter キーを押して

続行します。

3

（オプション）vxgetcore で複数のバイナリファイルが見つかると、可能な一致のリス
トが表示されます。tar ファイルに含めるファイル名を入力し、Enter キーを押します。
vxgetcore は、コアファイル、バイナリファイル、ライブラリファイルおよび他の利用
可能なデバッグ情報を収集します。次の形式の tar ファイルが作成されます。
/tmp/VRTSgetcore.xxxx/coreinfo.CASEID.hostname.date_time_.gz

4

tar ファイルの作成メッセージで、新しい tar ファイルのチェックサムをメモします。

5

（オプション）手順 1 でコマンドでケース ID を指定しなかった場合、tar ファイル名に
ケース ID 番号を含むように名前を変更します。

6

ローカル FTP サイトにファイル を FTP 転送します。FTP サイトの詳細については
次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH66995

7

シマンテック社テクニカルサポートの担当者に連絡し、チェックサムとファイルをアッ
プロードした FTP サイトを伝えてください。
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2
診断メッセージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

障害に対するファイルシステムの応答

■

カーネルメッセージについて

障害に対するファイルシステムの応答
ファイルシステムで障害が発生すると、ファイルシステムは次のいずれかの方法で応答し
ます。
i ノードを不良としてマー i ノードの更新またはディレクトリブロックの更新に失敗すると、i ノードは
ク
不良としてマークされます。この種の障害が発生すると、ファイルシステ
ムはディスクにある情報を認識せず、検出した情報をすべて無効である
と見なします。i ノードが不良としてマークされても、カーネルはファイル
名へのアクセスを許可しますが、ファイルのデータへのアクセスまたは i
ノードの変更を試行しても、失敗します。
トランザクションの無効化 インテントログの書き込み中にファイルシステムでエラーが検出される
と、トランザクションが無効にされます。 トランザクションが無効になると、
ファイルシステムのファイルの読み取りと書き込みは実行できますが、ブ
ロックや i ノードの解放と割り当て、構造の変更、ディレクトリエントリの変
更、メタデータへのその他の変更は実行できません。
ファイルシステムの無効
化

ファイルシステムの整合性を損なうようなエラーが起きた場合、VxFS 自
体が無効にされます。 インテントログが失敗するか、i ノードリストのエ
ラーが起きた場合、通常、次回の fsck により完全な構造検査が実行
されるように、スーパーブロックが更新されます（VX_FULLFSCK フラグ
が設定されます）。 スーパーブロックの更新に失敗した場合は、その後
ファイルシステムに変更を加えると、インテントログの再生では検出され
ない不整合が生じる場合があります。 この状況を回避するために、ファ
イルシステムはファイルシステム自体を無効にします。
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無効にしたファイルシステムのリカバリ
通常、ファイルシステムの無効化はディスクエラーが原因で発生します。 ファイルシステ
ムの無効化を引き起こすディスク障害は、可能なかぎり迅速に修復する必要があります。
無効になっているファイルシステムまたは fsck コマンドを使用したフルファイルシステム
チェックを必要とするファイルシステムをリカバリする前に、ストレージに問題がないことを
確認してください。
ディスクのトラブルシューティングに関する詳細は、ハードウェア障害からのリカバリを扱っ
た章を参照してください。
VxFS ファイルシステムを修復する前に、まず構造上の損傷がないか確認することをお勧
めします。 Storage Foundation and High Availability（SFHA）Solutions 環境では、手
動リカバリの手順を実行する前に、問題が発生しているマウントポイントを含むサービスグ
ループをフリーズする必要があります。
警告: fsck を使用して VxFS ファイルシステムを調べて修復することができます。ただ
し、コマンドの不適切な使用はデータ損失に繋がる場合があります。 このコマンドの影響
を完全に理解するまでこのコマンドを使用しないでください。 このコマンドについて何か
ご不明な点がありましたら、シマンテック社テクニカルサポートにお問い合わせください。
ファイルシステムの構造を調べるには
◆

次のいずれかを実行します。
■

fsck コマンドを -n、full および nolog オプションで実行します。 -n オプショ

ンはすべての fsck プロンプトに「No」と答え、ファイルシステムが書き込みのた
めに開かれることがないようにします。
# fsck -F vxfs -n -o full,nolog /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume
■

ご利用のオペレーティングシステムプラットフォーム用の metasave スクリプトを
使用してファイルシステムのメタデータのコピーを生成し、metasave を再生し、
fsck を -y オプションコマンドと共に実行して、構造上の損傷がないか確認しま
す。
この手法について詳しくは、次から始まる TechNotes のシリーズを参照してくだ
さい:
http://www.symantec.com/docs/TECH205049

警告: これらの手順についてなにかご不明な点がある場合、または fsck コマンドの影響
を完全に理解できない場合はテクニカルサポートにお問い合わせください。
fsck コマンドに関する詳細については、fsck_vxfs（1M）マニュアルページを参照して

ください。

25

第 2 章 診断メッセージ
カーネルメッセージについて

カーネルメッセージについて
カーネルメッセージとは、VxFS（Veritas File System）カーネルで生成される診断メッ
セージまたはエラーメッセージです。この一覧には、各メッセージの原因となる障害を処
理または修正するための説明と対処方法が記載されています。
VxFS のカーネルメッセージがシステムコンソールに表示される場合、msgcnt フィールド
に表示される数値 ID がメッセージの先頭に付きます。 この ID 番号はメッセージが表示
されるたびに 1 つずつ増えるため、ファイルシステム障害の分析を実行するときに、この
ID からイベントの発生順序を確認できます。
各メッセージは内部カーネルバッファにも書き込まれるため、/var/adm/messages ファ
イルでも表示できます。
追加データもカーネルバッファに書き込まれる場合があります。たとえば、i ノードが不良
としてマークされると、不良 i ノードの内容が書き込まれます。エラーメッセージがコンソー
ルに表示されたら、一意のメッセージ ID を使って /var/adm/messages のメッセージを
検索し、追加情報を入手できます。
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3
ハードウェア障害からの回
復
この章では以下の項目について説明しています。
■

ハードウェア障害からのリカバリについて

■

起動不能なボリュームの一覧表示

■

ボリュームとプレックスの状態の表示

■

プレックスの状態遷移

■

起動不能なミラーボリュームのリカバリ

■

RECOVER 状態の無効にされたプレックスが存在する起動不能なボリュームのリカ
バリ

■

起動不能なボリュームの強制的な再起動

■

ディスクでの failing フラグのクリア

■

障害が発生したディスクの再接続

■

失敗したプレックスの接続操作または同期操作のリカバリ

■

RAID 5 ボリュームの障害

■

ディスクグループの不完全な移動のリカバリ

■

クラスタ内の一部のノードが使用できない場合のリカバリ後のボリュームの再起動

■

DCO ボリュームの障害からのリカバリ
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ハードウェア障害からのリカバリについて
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ディスクおよび他のハードウェアの障害からシ
ステムを保護し、リカバリできるようにします。 リカバリ手順では、データ損失や、ディスク
およびその他のハードウェア障害によるシステムアクセスを回避できます。
ボリュームにディスク I/O 障害がある場合（たとえば、ディスクに修正不能なエラーがある
場合など）、VxVM は障害に関係するプレックスを切断します。 そのプレックスの I/O 処
理は停止しますが、ボリュームの他のプレックスの I/O 処理は継続します。
ディスク全体に障害が発生した場合、VxVM はそのディスクをディスクグループから切断
できます。 そのディスク上のすべてのプレックスが無効になります。 切断するディスク上
に非ミラーボリュームが存在する場合は、そのボリュームも切断されます。
メモ: ディスク障害のような症状が見られる場合でも、その原因は物理ディスクメディアま
たはディスクコントローラの障害ではなく、ケーブル、ホストバスアダプタ、電源などの中間
的または補助的コンポーネントの障害にある可能性があります。
VxVM のホットリロケーション機能は、ディスク障害を自動的に検出し、システム管理者と
指定ユーザーに電子メールで通知します。 また、スペアディスクと空きディスク領域を利
用して冗長性を復元したり、ミラーボリュームと RAID 5 ボリュームへのアクセスを保持し
ようとします。
ホットリロケーションの管理について詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参
照してください。
ブート（root）ディスクの障害をリカバリし、root（/）ファイルシステムと usr ファイルシス
テムを修復する場合は、特別な手順を使う必要があります。
p.65 の 「VxVM とブートディスク障害」 を参照してください。

起動不能なボリュームの一覧表示
ボリュームが起動しない場合、設定に誤りがあるか、起動を妨げるエラーや状況が生じて
いる可能性があります。起動しないボリュームを表示するには、vxinfo コマンドを使いま
す。 これで、ボリュームにアクセスできるかどうか、ボリュームを使えるかどうかが表示され
ます。
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起動不能なボリュームを一覧表示するには、次の手順を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxinfo [-g diskgroup] [volume ...]

次の出力例ではボリューム mkting が起動しないボリュームとして表示されていま
す。
home
mkting
src
rootvol
swapvol

fsgen
fsgen
fsgen
root
swap

Started
Unstartable
Started
Started
Started

ボリュームとプレックスの状態の表示
ボリュームの状態や、そのボリュームのプレックスの状態など、ボリュームの設定に関する
詳細な情報を表示するには、vxprint コマンドを使います。
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ボリュームとプレックスの状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxprint [-g diskgroup] -hvt [volume ...]

次の例は、無効にされたボリューム vol を示しています。このボリュームには 2 つの
CLEAN プレックス vol-01 と vol-02 が存在し、それぞれのプレックスに 1 つのサ
ブディスクがあります。
# vxprint -g mydg -hvt vol
Disk group: mydg
V
PL
SD
SV
SC
DC
SP

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/CO
VOLUME
PLEX
PLEX
PLEX
PARENTVOL
SNAPVOL

v
pl
sd
pl
sd

vol
vol-01
mydg11-01
vol-02
mydg12-01

vol
vol-01
vol
vol-02

KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
CACHE
LOGVOL
DCO

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
PREFPLEX UTYPE
LAYOUT
NCOL/WID MODE
[COL/]OFF DEVICE
MODE
[COL/]OFF AM/NM
MODE
[COL/]OFF DEVICE
MODE

DISABLED
DISABLED
mydg11
DISABLED
mydg12

ACTIVE
CLEAN
0
CLEAN
0

212880
212880
212880
212880
212880

SELECT
CONCAT
0
CONCAT
0

c1t0d0
c1t1d0

fsgen
RW
ENA
RW
ENA

プレックスとボリュームの状態の説明について詳しくは、『Storage Foundation 管理
者ガイド』を参照してください。

プレックスの状態遷移
プレックスの状態遷移は通常の操作の一部として発生し、修正が必要となるような異常な
状態を必ずしも示しているわけではありません。 各種プレックス状態および状態間の相
互関係を明確に理解することは、リカバリ手順を実行するうえで必要です。
図 3-1 に、VxVM のプレックス状態間で生じる主な状態遷移を示します。
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図 3-1

主なプレックスの状態遷移
起動
(vxvol start)

PS: CLEAN

PS: ACTIVE

PKS: DISABLED

PKS: ENABLED

停止
(vxvol stop)
PS = プレックス状態
PKS = プレックスカーネル状態

プレックスの状態について詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
システムの起動時にボリュームは自動的に起動され、vxvol start タスクによりすべて
の CLEAN 状態のプレックスが ACTIVE 状態になります。 停止時には、vxvol stop コ
マンドにより ACTIVE 状態のプレックスすべてが CLEAN 状態になります。 起動時にす
べてのプレックスが CLEAN 状態になっている場合は、前回の停止処理が正常に実行さ
れ、ボリュームの起動にかかる時間が最適化されていることを示します。
図 3-2 に、ハードウェア上の問題、システムの異常停止、システム管理者による介入など
の結果生じる、プレックスのその他の状態遷移を示します。
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詳細なプレックスの状態遷移

図 3-2

プレックスの作成

PS: EMPTY
PKS: DISABLED

プレックスの初
期化(vxvol init
clean)

起動 (vxvol
start)

PS: CLEAN
PKS: DISABLED

停止 (vxvol stop)
修正不能な I/O
障害

PS = プレックス状態

PS: ACTIVE
PKS: DISABLED

クラッシュと再ブート後
(vxvol start)

データのリカバリ
(vxvol resync)

プレックスをオフライ
ンに設定(vxmend off)

PS: ACTIVE
PKS: ENABLED

PS: OFFLINE
PKS: DISABLED

データの再同期
(vxplex att) プレックスをオン
ラインに設定
(vxmend on)
再同期の
失敗
PS: IOFAIL
PKS: DETACHED

PS: STALE
PKS: DETACHED

PKS = プレックスカーネル状態

作成時のプレックスの EMPTY 状態は、接続しているボリュームが初期化されるまでこの
状態のままです。 ボリュームが初期化されると、CLEAN 状態になります。 プレックスカー
ネルは、DISABLED 状態のままで、ボリュームが起動されるまで ENABLED 状態には
遷移しません。
システムがクラッシュし再ブートした後、ボリュームはすべて ACTIVE 状態ですが、プレッ
クスカーネル状態は vxvol resync コマンドによりデータがリカバリされるまで DISABLED
状態に設定されます。
vxmend off コマンドでプレックスをオフラインに設定したり、vxmend on コマンドで再び

使用可能にすることもできます。プレックスのデータは、vxplex att コマンドを使って再
接続したとき、他のプレックスと再同期されます。 再同期に失敗したり、修正不能な I/O
障害が発生すると、プレックスは IOFAIL 状態になります。
システムクラッシュや I/O エラーが発生して、ミラーボリュームのプレックスが CLEAN 状
態または ACTIVE 状態のいずれでもない場合、実行する操作はさまざまです。
p.34 の 「起動不能なミラーボリュームのリカバリ」 を参照してください。
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p.39 の 「RAID 5 ボリュームの障害」 を参照してください。

起動不能なミラーボリュームのリカバリ
システムクラッシュまたは I/O エラーがと、ミラーボリュームの 1 つ以上のプレックスが破
損し、すべてのプレックスが CLEAN または ACTIVE 状態で残らない場合があります。プ
レックスの 1 つを CLEAN 状態に設定し、システム上の他のプレックスへ内容を適用する
ためにそのプレックスを使うように指示できます。
起動不能なミラーボリュームをリカバリするには

1

次のコマンドを使って、指定したプレックスを CLEAN 状態に設定します。
# vxmend [-g diskgroup] fix clean plex

たとえば、次のようにしてプレックス vol01-02 を、CLEAN 状態に設定します。
# vxmend -g mydg fix clean vol01-02

2

ボリューム内の他のプレックスをこの CLEAN プレックスからの内容にリカバリするに
は、そのボリュームを無効にし、リカバリするプレックスを STALE 状態にする必要が
あります。必要に応じて、次のコマンドを各プレックスに順番に実行し、修復する
CLEAN プレックスまたは ACTIVE プレックスを STALE 状態にする必要があります。
# vxmend [-g diskgroup] fix stale plex

ボリュームのミラープレックスすべての基盤となる複数のディスクや、他の関連するサ
ブシステムにおいて深刻なハードウェア障害が発生した場合、vxmend を使ってボ
リュームをリカバリできないことがあります。この場合、ボリュームを削除し、正常に機
能しているハードウェア上にボリュームを再作成し、ボリュームの内容をバックアップ
やスナップショットイメージから復元します。
vxmend（1M）マニュアルページを参照してください。

3

CLEAN プレックスを有効にし、そのプレックスから STALE プレックスをリカバリするに
は、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

たとえば、ボリューム vol01 をリカバリするには、次のコマンドを実行します。
# vxvol -g mydg start vol01
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。
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RECOVER 状態の無効にされたプレックスが存在する
起動不能なボリュームのリカバリ
プレックスの内容がボリュームと同期していない場合、そのプレックスは、RECOVER 状
態で表示されます。これは、1 つ以上のプレックスのサブディスクが存在するディスクを交
換したり、再接続した場合に生じることがあります。プレックスがこの状態で表示されてい
る場合は、vxmend コマンドと vxvol コマンドを使ってリカバリできます。
RECOVER 状態の無効にされたプレックスが存在する起動不能なボリュームをリカバリ
するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを使って、プレックスを強制的に OFFLINE 状態にします。
# vxmend [-g diskgroup] -o force off plex

2

次のコマンドを使って、プレックスを STALE 状態に設定します。
# vxmend [-g diskgroup] on plex

3

これ以外に ACTIVE プレックスや CLEAN プレックスがボリュームに存在する場合
は、次のコマンドを使ってプレックスをボリュームに再接続します。
# vxplex [-g diskgroup] att volume plex

ボリュームがすでに有効にされている場合は、プレックスの再同期がすぐに開始され
ます。
他に CLEAN プレックスがボリュームに存在しない場合は、次のコマンドを使って、
プレックスを DISABLED および CLEAN にします。
# vxmend [-g diskgroup] fix clean plex

4

ボリュームがまだ有効にされていない場合は、次のコマンドを使ってボリュームを起
動し、プレックスの再同期をバックグラウンドで実行します。
# vxvol [-g diskgroup] -o bg start volume

プレックスのデータが破損した場合で、ボリュームに ACTIVE または CLEAN 状態
の冗長プレックスが存在せず、このようなプレックスからコンテンツを再同期できない
場合は、バックアップまたはスナップショットイメージからリストアする必要があります。

起動不能なボリュームの強制的な再起動
ディスク障害が原因でボリュームが無効になり、そのボリュームに有効な冗長プレックスが
存在しない場合は、障害が発生したディスクを交換した後にそのボリュームをバックアッ
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プからリストアする必要があります。Unstartable（起動不能）とリストされているボリュー
ムはいずれも、vxvol コマンドを使って再起動してから、それぞれのコンテンツをバック
アップからリストアする必要があります。
起動不能なボリュームを強制的に再起動するには、次の手順を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] -o bg -f start volume
-f オプションは、ボリュームを強制的に再起動し、-o bg オプションは、そのプレッ
クスをバックグラウンドタスクとして再同期します。たとえば、バックアップからリストア
できるようにボリューム myvol を再起動するには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg -o bg -f start myvol

ディスクでの failing フラグのクリア
永続的ではなく断続的な I/O エラーが発生した場合、Veritas Volume Manager はその
ディスクを切断するのではなく、ディスク上に failing フラグを設定します。ケーブルの
一時的な取り外し、コントローラの障害、ディスクアレイ内の部分的に障害がある LUN、
不良セクタまたはトラックが含まれているディスクなどが原因で、このようなエラーが発生
する可能性があります。
ディスク以外のハードウェア障害が発生した場合（コントローラまたはそのディスクへのケー
ブルパスの問題など）は、I/O エラーの原因を修正してから、vxedit コマンドを使って
failing フラグを設定解除できます。
警告: I/O エラーの原因が不明な場合は、failing フラグを設定解除しないでください。
ディスクハードウェア自体に障害が発生している場合にこのフラグをクリアすると、データ
が失われるリスクがあります。
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ディスクの failing フラグをクリアするには、次の手順を実行します。

1

vxdisk list コマンドを使って、障害が発生したディスクを確認します。
# vxdisk list
DEVICE
c1t1d0s2
c1t2d0s2
c1t3d0s2
. . .

2

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg02
mydg03

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online failing
online

vxedit set コマンドを使って、failing のマークが付いた各ディスク（この例では、
mydg02）のフラグをクリアします。
# vxedit -g mydg set failing=off mydg02

3

vxdisk list コマンドを使って、failing フラグがクリアされたことを確認します。
# vxdisk list
DEVICE
c1t1d0s2
c1t2d0s2
c1t3d0s2
. . .

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg02
mydg03

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online

障害が発生したディスクの再接続
システム起動時にディスクが見つからない場合、または起動時にディスクドライバの一部
をロードしないで VxVM を起動し、ロード不能（ディスク障害の状態になる）である場合に
は、再接続操作を実行することができます。原因（ケーブルまたはコントローラの障害な
ど）が解決したら、vxreattach コマンドを使ってプレックスに STALE フラグを設定せず
にディスクを再接続できます。ただし、再接続はディスク上のボリュームを起動させる前に
行う必要があります。
vxreattach コマンドは、ディスクリカバリの一部として vxdiskadm メニューから起動プロ

セス中に呼び出されます。vxreattach は、可能ならば、障害の発生したディスクメディ
アレコードを同じデバイス名を持つディスクに再接続します。再接続を実行すると、ディス
クは以前配置されていたのと同じディスクグループに配置され、元のディスクメディア名を
保持します。
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障害が発生したディスクを再接続するには、次の手順を実行します。

1

vxdisk list コマンドを次の例のように使って、障害が発生したディスクを確認しま

す。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
c1t1d0s2
auto:sliced
c1t2d0s2
auto:sliced
-

2

DISK
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
failed was: c1t3d0s2
failed was: c1t4d0s2

障害が解決されたら、次のコマンドを使ってデバイスリストを再スキャンし、そのディ
スクを検出できます。
# /usr/sbin/vxdctl enable

3

オプションなしで vxreattach コマンドを使って、ディスクを再接続します。
# /etc/vx/bin/vxreattach

再接続は、ディスク障害を発生させた（または別の）原因が残っていると失敗する場
合があります。
リカバリ操作を行わずに再接続が可能かどうかを確認するには、vxreattach -c コ
マンドを使います。このコマンドにより、ディスクが再接続できる、ディスクグループや
ディスクメディアの名前が表示されます。
vxreattach -br コマンドを使用して STALE ボリュームをリカバリできます。
vxreattach（1M）マニュアルページを参照してください。

失敗したプレックスの接続操作または同期操作のリカバ
リ
プレックスの接続操作では、プレックスを、ボリューム内の既存のプレックスと同期する必
要があります。 それ以外の操作、たとえばボリュームのミラーを作成する場合でもプレック
スの同期が必要です。 プレックスの同期操作は、同期対象のボリュームサイズやデータ
量によっては時間がかかります。
ディスクグループのバージョンが 170 で、プレックスの再同期が vxplex att コマンド、
vxassist mirror コマンド、vxsnap addmir コマンド、vxsnap reattach コマンドの
いずれかで開始される場合は、ボリュームのリカバリ中も、プレックスとボリュームとの関連
付けは維持されます。VxVM は、同期が中断されたことを検出し、同期を再開します。 ボ
リュームに、関連付けられた DCO（バージョン 20 以降）がある場合、VxVM はプレックス
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の同期中に変更を追跡します。システムのクラッシュや vxconfigd コマンドの失敗が原
因で同期に失敗した場合、VxVM は、失敗した時点から同期を再開します。 同期はバッ
クグラウンドで実行されるため、ボリュームは遅延なく使用できます。 関連付けられた DCO
がボリュームにないが、ディスクグループのバージョンが 170 以降の場合、同期は最初
から再び実行されます。
ボリュームの作成とミラーの追加を 1 つの操作（vxassist make nmirror=2）で行う場
合、ミラーの同期は、自動リカバリ用には追跡されません。 失敗した時点から同期が再開
されるようにするには、最初にボリュームを作成してから、vxassist mirror コマンドで
ミラーを作成します。
VxVM が、ボリュームを自動的にリカバリする場合もあります。 ボリュームを手動でリカバ
リする必要がある場合は、vxrecover コマンドを使用して、同期処理が失敗したプレック
スについて同期を実行します。 これらのプレックスの状態は、TEMP、TEMPRM、
TEMPRMSD のいずれかです。
CVM 環境では、プレックスの同期中にマスターノードがクラッシュすると、新しいマスター
が、マスターのリカバリ後に、マスターノードが失敗した時点から同期を再び開始します。
ディスクグループは、バージョン 170 以上としてください。ディスクグループがバージョン
170 でも、DCO が接続されていない場合、同期の再開は最初から実行されます。
プレックスの接続操作や同期操作は、Ctrl+C または vxtask abort コマンドを使って中
止できます。 この場合、VxVM は、プレックスとボリュームとの関連付けを解除します。

RAID 5 ボリュームの障害
障害には、システム障害とディスク障害の 2 つの種類があります。システム障害は、オペ
レーティングシステムの混乱や停電により、システムの動作が突然停止することを意味し
ます。ディスク障害は、システム障害（ヘッドクラッシュ、ディスク上の電気的障害、ディス
クコントローラの障害など）により、いくつかのディスク上にあるデータが使えなくなることを
表します。

システム障害
RAID 5 ボリュームは、ディスク障害が発生した場合に、ディスク領域の負荷を最小に抑
えて、ボリュームの使用を継続することを目的に設計されています。ただし、システム障害
が起こると RAID 5 の多くの形式ではデータが損失することがあります。データ損失が発
生するのは、システム障害によって RAID 5 ボリュームのデータやパリティが同期化され
なくなるためです。同期が失われるのは、障害時に未処理であった書き込みの状態が特
定できないためです。
RAID 5 ボリュームのアクセス中に同期が失われると、このボリュームは無効なパリティを
保有していると見なされます。この場合、各ストライプ内のパリティ以外のカラムをすべて
読み取り、パリティを再計算し、パリティストライプユニットごとにストライプへ書き出すこと

39

第 3 章 ハードウェア障害からの回復
RAID 5 ボリュームの障害

により、パリティを復元する必要があります。この処理はボリューム内の各ストライプについ
て実行する必要があるため、時間がかかる場合があります。
警告: ログプレックスのない RAID 5 ボリュームの再同期を実行中に、ボリューム内のディ
スクで障害が発生するとデータが失われます。
この再同期プロセスは障害に弱いうえに、システムリソースにかける負荷が大きいため、
システムの処理効率が低下する場合があります。
RAID 5 ログを使うと、障害時に書き込まれたデータのコピーが保持されるため、システム
障害により発生し得る損傷が軽減されます。この場合の再同期プロセスは、ログからデー
タやパリティを読み取り、それを RAID 5 ボリュームの適切な領域に書き込むことで構成
されます。これにより、データやパリティの再同期に必要な時間が大幅に軽減されます。
このときに RAID 5 ボリュームが無効になることはありません。ボリューム内のすべてのス
トライプに対するデータやパリティは常に認識されているため、1 つのディスクの障害によ
りボリューム内のデータが失われることはありません。

ディスク障害
修正不能な I/O エラーは、ディスク障害またはケーブルの問題などが原因でディスク上
のデータが使えなくなった場合に発生します。RAID 5 ボリュームに関しては、サブディス
クが使えなくなる場合があります。この場合、サブディスクはデータの保管に使えないた
め、無効で切断された状態にあると見なされます。基盤となるディスクが使用可能になる
か交換されても、サブディスクは無効と見なされ使えません。
無効なサブディスクに含まれるデータを読み込もうとすると、ストライプ内にある他のすべ
てのストライプユニットからデータが復元されます。この操作は復元読み取りと呼ばれま
す。これは、単にデータを読み込むよりも負荷のかかる操作で、読み込みの処理効率が
低下する場合があります。RAID 5 ボリュームに無効なサブディスクがあると、縮退モード
にあると見なされます。
縮退モードになっている RAID 5 ボリュームは、vxprint -ht コマンドの出力から識別
できます。次のように表示されます。
V
PL
SD
SV
...
v
pl
sd
sd
sd

NAME
NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK
PLEX
VOLNAME

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

r5vol
r5vol-01
disk01-01
disk02-01
disk03-01

ENABLED
r5vol
ENABLED
r5vol-01disk01
r5vol-01disk02
r5vol-01disk03

DEGRADED
ACTIVE
0
0
0

204800
204800
102400
102400
102400

RAID
RAID
0/0
1/0
2/0

3/16
c2t9d0
c2t10d0
c2t11d0

raid5
RW
ENA
dS
ENA
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pl
sd
pl
sd

r5vol-02
disk04-01
r5vol-03
disk05-01

r5vol
ENABLED
r5vol-02disk04
r5vol
ENABLED
r5vol-03disk05

LOG
0
LOG
0

1440
1440
1440
1440

CONCAT
0
CONCAT
0

c2t12d0
c2t14d0

RW
ENA
RW
ENA

ボリューム r5vol は、ボリュームが DEGRADED 状態と表示されているとおり、縮退モード
になっています。障害が発生したサブディスクは disk02-01 で、MODE フラグで表示され
ています。d はサブディスクが切断されていることを示し、S はサブディスクの内容が無効
であることを表します。
警告: RAID 5 ボリュームが縮退モードにある場合は、vxr5check コマンドを実行しない
でください。
ディスクに RAID 5 ログプレックスが含まれている場合にも、障害が発生することがありま
す。RAID 5 ログがミラー化されている場合は、RAID 5 ログプレックスの 1 つに障害が発
生してもボリュームの使用に直接の影響はありません。ただし、ボリューム内の RAID 5 ロ
グプレックスがすべて失われると、ボリュームは全体の障害に対して無防備になります。
vxprint -ht コマンドの出力では、RAID 5 ログプレックス内で障害が発生した場合の
プレックスが、LOG 状態ではなく、BADLOG 状態と表示されます。
次の例では、RAID 5 ログプレックス r5vol-02 で障害が発生しています。
V
PL
SD
SV
...
v
pl
sd
sd
sd
pl
sd
pl
sd

NAME
NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK
PLEX
VOLNAME

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

r5vol
r5vol-01
disk01-01
disk02-01
disk03-01
r5vol-02
disk04-01
r5vol-03
disk05-01

ENABLED
r5vol
ENABLED
r5vol-01disk01
r5vol-01disk02
r5vol-01disk03
r5vol
DISABLED
r5vol-02disk04
r5vol
ENABLED
r5vol-12disk05

ACTIVE
ACTIVE
0
0
0
BADLOG
0
LOG
0

204800
204800
102400
102400
102400
1440
1440
1440
1440

RAID
RAID
0/0
1/0
2/0
CONCAT
0
CONCAT
0

3/16
c2t9d0
c2t10d0
c2t11d0
c2t12d0
c2t14d0

raid5
RW
ENA
ENA
ENA
RW
ENA
RW
ENA

RAID 5 のデフォルトの起動リカバリプロセス
RAID 5 ボリュームの内容を完全に復元し使用可能にするには、VxVM で複数の操作を
実行する必要があります。ボリュームを起動する場合は、起動前にすべての RAID 5 ロ
グプレックスに 0 (ゼロ) が書き込まれます。これにより、ランダムなデータをログエントリと
解釈してボリュームの内容が破損されることが回避されます。また、一部のサブディスクで
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リカバリが必要になったり、（RAID 5 ログに障害が発生した場合には）パリティの再同期
が必要になる場合もあります。
VxVM は RAID 5 ボリュームの起動時に次の手順を実行します。
■

RAID 5 ボリュームが正常に停止されなかった場合、有効な RAID 5 ログプレックスが
存在するかどうかを確認します。

■

有効なログプレックスが存在する場合は、それを再生します。この場合、ボリュームを
DETACHED ボリュームカーネル状態に設定し、ボリューム状態を REPLAY 状態に設定
して、RAID 5 ログプレックスを有効にします。

■

有効なログが存在しない場合、パリティを再同期化する必要があります。再同期化す
るには、ボリュームを DETACHED ボリュームカーネル状態に設定し、ボリューム状態を
SYNC 状態に設定します。ログプレックスはいずれも、DISABLED プレックスカーネル
状態のままです。
パリティの再同期中にサブディスク障害が発生するとボリュームが使用不能になるた
め、この間ボリュームは使えません。これは、vxvol コマンドとともに -o unsafe 起動
オプションを使うことで上書きできます。無効なサブディスクが存在する場合、RAID
5 ボリュームは使えません。
警告: -o unsafe 起動オプションは、ボリュームの内容を使用不可にする場合があ
るため危険です。このオプションの使用はお勧めしません。

■

既存のログプレックスがあれば 0 を書き込み、有効にします。このプロセス中にすべ
てのログに障害が発生すると、起動プロセスは中止します。

■

無効なサブディスクが存在しないか、または存在してもリカバリ可能である場合、ボ
リュームは ENABLED ボリュームカーネル状態に置かれ、ボリューム状態は ACTIVE 状
態に設定されます。これでボリュームは起動します。

RAID 5 ボリュームのリカバリ
RAID 5 ボリュームでは、次のタイプのリカバリが必要になります。
■

パリティの再同期

■

障害の発生した RAID 5 ログプレックスの再接続

■

無効なサブディスクのリカバリ

パリティの再同期や無効なサブディスクのリカバリは、通常 RAID 5 ボリュームの起動時
かシステム起動後すぐに実行されます。vxrecover コマンドでも実行できます。
p.46 の 「起動できない RAID 5 ボリューム」 を参照してください。
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ディスク障害時にホットリロケーションが有効である場合、再配置に使うディスク領域がな
い場合を除き、システム管理者の操作は必要ありません。ホットリロケーションは障害を
きっかけに実施され、システム管理者には電子メールで障害が通知されます。
ホットリロケーションは RAID 5 ボリュームのプレックスに障害が発生した場合に、そのサ
ブディスクの再配置を自動的に行います。再配置が実行されると、ホットリロケーション
デーモン（vxrelocd）もパリティの再同期を開始します。
RAID 5 ログプレックスに障害が発生した場合、ログプレックスがミラー化されている場合
のみ再配置が実行されます。この後 vxrelocd デーモンがミラー再同期を実行し、RAID
5 ログプレックスを再作成します。障害が発生したときにホットリロケーションが無効になっ
ていると、システム管理者が再同期またはリカバリを開始する必要がある場合があります。
メモ: RAID 5 プレックスの下位となるディスクや、他の関連するサブシステムにおいて深
刻なハードウェア障害が発生した場合、ボリュームを削除してから正常に機能している
ハードウェア上に再作成し、バックアップからボリュームの内容をリストアしたときのみ、ボ
リュームのリカバリが可能です。

RAID 5 ボリューム上のパリティの再同期
ほとんどの場合、RAID 5 ボリュームに無効なパリティはありません。 無効なパリティが発
生するのは、RAID 5 ボリュームのすべての RAID 5 ログプレックスに障害が発生した後
に、システム障害が発生した場合のみです。 RAID 5 ボリュームに無効なパリティがある
場合でも、通常はボリュームの起動プロセスの一部でリカバリされます。
有効な RAID 5 ログを持たないボリュームに対するこの起動プロセスがボリュームの再同
期より前に強制終了された場合は、ACTIVE 状態のボリュームは無効なパリティを持つこ
とがあります。
次の例は、無効な RAID 5 ボリュームの vxprint -ht による出力です。
V
PL
SD
SV
...
v
pl
sd
sd
sd
...

NAME
NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK
PLEX
VOLNAME

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

r5vol
r5vol-01
disk01-01
disk02-01
disk03-01

ENABLED
r5vol
ENABLED
r5vol-01disk01
r5vol-01disk02
r5vol-01disk03

NEEDSYNC
ACTIVE
0
0
0

204800
204800
102400
102400
102400

RAID
RAID
0/0
1/0
2/0

3/16
c2t9d0
c2t10d0
c2t11d0

raid5
RW
ENA
dS
ENA

ここでは、ボリュームは NEEDSYNC 状態に遷移しています。これはパリティに再同期が必
要なことを示します。ボリューム状態は SYNC 状態に遷移している可能性もあり、その場
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合は起動時に同期化が開始され、同期プロセスが処理中であることを示します。該当す
るプロセスが存在しない場合や、ボリュームが NEEDSYNC 状態である場合は、vxvol コマ
ンドに resync キーワードを使って手動で同期を行うこともできます。
パリティは、VOL_R5_RESYNC ioctls を RAID 5 ボリュームに発行することにより再作成
されます。 再同期のプロセスは RAID 5 ボリュームの先頭から始まり、-o iosize オプ
ションで指定したセクタ数に等しい領域を再同期します。 -o iosize オプションを指定
しない場合、デフォルトの最大 I/O サイズが指定されます。 続いて再同期処理は指定し
た領域単位で実行され、RAID 5 ボリューム全体の再同期が完了するまで繰り返されま
す。
ボリュームが大規模な場合は、パリティの再作成に時間がかかることがあります。 システ
ムは、シャットダウンしたり、操作が完了する前にクラッシュしたりする可能性があります。
システムが停止した場合は、パリティ再作成の進行状況を再起動後も保持する必要があ
ります。 保持されない場合は、パリティの再作成を最初から再度行う必要があります。
再生成プロセスを回避するため、パリティの再生成ではチェックポイントが設定されます。
すなわち、パリティが再作成された箇所までのオフセットが設定データベースに保存され
ます。-o checkpt=size オプションでは、チェックポイントを保存する回数を制御します。
このオプションを指定しない場合、デフォルトのチェックポイントサイズを使います。
チェックポイントのオフセットを保存するにはトランザクションが必要なため、チェックポイン
トサイズが小さすぎるとパリティの再作成にかかる時間が長くなります。システムの再起動
後、ボリュームサイズよりも小さいチェックポイントオフセットを保有する RAID 5 ボリューム
は、チェックポイントオフセットからパリティの再同期を開始します。
RAID 5 ボリューム上のパリティを再同期するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup resync r5vol

障害の発生した RAID 5 ログプレックスの再接続
RAID 5 ログプレックスはディスク障害によって切断される場合があります。このような場
合、RAID 5 ログを再接続するには、vxplex コマンドに att キーワードを使います。
障害の発生した RAID 5 ログプレックスを再接続するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxplex -g diskgroup att r5vol r5vol-plex

RAID 5 ボリューム内の無効なサブディスクのリカバリ
無効なサブディスクのリカバリは、通常、ボリューム起動時に実行されます。ただし、リカバ
リを行うプロセスがクラッシュする場合があります。また、サブディスクのリカバリを回避する
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-o delayrecover などのオプションが、ボリュームの起動時に指定されている可能性も

あります。さらに、サブディスクが存在するディスクは、リカバリ処理を行わずに交換されて
いる可能性もあります。このような場合、サブディスクのリカバリを実行するには、vxvol
recover コマンドを使います。
RAID 5 ボリューム内の無効なサブディスクをリカバリするには、次の手順を実行しま
す。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup recover r5vol subdisk

RAID 5 ボリュームに複数の無効なサブディスクが存在する場合、1 回の操作でリカ
バリできます。複数の無効なサブディスクをリカバリするには、ボリュームに対して
vxvol recover コマンドを使います。
# vxvol -g diskgroup recover r5vol

RAID 5 サブディスクを移動した後のリカバリ
RAID 5 サブディスクを移動し、交換したとき、新しいサブディスクは STALE 状態と設定さ
れリカバリが必要なことを示します。ボリュームがアクティブな場合は、ボリュームのリカバ
リに vxsd コマンドを使うことがあります。ボリュームがアクティブではない場合、ボリューム
の次回起動時にリカバリされます。RAID 5 ボリュームはリカバリ操作の間、縮退状態にな
ります。
移動に伴いストライプ内で障害が発生した場合、ボリュームは使えなくなります。パリティ
が無効の場合も RAID 5 ボリュームは無効になります。
ボリュームが使用不可になるのを避けるため、vxsd コマンドでは次の状況でのサブディ
スクの移動ができません。
■

移動しようとするサブディスクと同じストライプのいずれかに無効なサブディスクがある
場合

■

RAID 5 ボリュームは停止しているが正常に停止しておらず、パリティが無効と思われ
る場合

■

RAID 5 ボリュームがアクティブで有効なログ領域がない場合

3 番目のケースのみ、-o force オプションで上書きできます。
RAID 5 ボリュームのサブディスクも、vxsd split コマンドと vxsd join コマンドを使え
ば分割および結合できます。これらの操作はミラーボリュームの場合と同様に使えます。
RAID 5 サブディスクの移動は他のボリュームタイプのサブディスクを移動するのと同じよ
うに実行できますが、冗長性が縮退するという犠牲を払う必要がありません。
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起動できない RAID 5 ボリューム
RAID 5 ボリュームの起動時には、数多くの状態のうちのいずれかに設定されています。
通常のシステム停止後は、ボリュームはクリーンであり、リカバリは不要です。ただし、ボ
リュームが正常に閉じられなかった場合や、クラッシュする前にマウントを解除されていな
かった場合、ボリュームの起動時にリカバリを行わないとボリュームは使えません。
通常の状況では、ボリュームは再起動後に自動的に起動し、リカバリは自動的に実行さ
れるか、vxrecover コマンドにより実行されます。
RAID 5 プレックスの一部が、次の状況でボリューム全体をマップしていない場合、RAID
5 ボリュームは使えません。
■

RAID-5 プレックスが RAID-5 ボリュームに対しスパースである。

■

1 つのストライプ内で 2 つのサブディスクに障害が発生した場合、サブディスクは無
効であるか障害が発生したディスク上に構築されているために、RAID 5 プレックスが
この領域をマップしない。

障害が発生すると、vxvol start コマンドは次のエラーメッセージを返します。
VxVM vxvol ERROR V-5-1-1236 Volume r5vol is not startable; RAID-5 plex
does not map entire volume length.

この時点では、RAID 5 ボリュームの内容は使えません。
他に、RAID 5 ボリュームが起動できなくなる状況として、パリティが無効で、かつサブディ
スクが切断済みまたは無効になっている場合が挙げられます。これは、障害が発生した
サブディスクを含むストライプ内で、パリティストライプユニットが無効な（パリティが古いた
め）や障害の発生したサブディスクのストライプユニットが無効なことが原因で起きます。
図 3-3 は、古いパリティと障害の発生したサブディスクが原因で無効になった RAID-5 ボ
リュームを示しています。
図 3-3

無効な RAID 5 ボリューム
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RAID 5 ボリューム内には 4 つのストライプがあります。すべてのパリティは無効であり、
サブディスク disk05-00 には障害が発生しています。これにより、この図のストライプ内
では 2 つの障害が発生しているためストライプ X とストライプ Y は使えなくなります。
これにより、1 つのストライプ内に 2 つの障害が存在することになり、ボリュームを使えなく
なります。この場合、vxvol start コマンドの出力は次のように表示されます。
VxVM vxvol ERROR V-5-1-1237 Volume r5vol is not startable;
some subdisks are unusable and the parity is stale.

この状況は、RAID 5 ボリュームでは必ず 2 つ以上の RAID 5 ログプレックスを使うことに
より回避できます。RAID 5 ログプレックスを使うと、ボリューム内のパリティが無効になら
ないため、このような状況を回避できます。
p.39 の 「システム障害」 を参照してください。

無効なサブディスクを持つ RAID 5 ボリュームの強制的な起動
サブディスクが無効に設定されている場合でもボリュームは起動できます。たとえば、停
止したボリュームに無効なパリティがあり、RAID 5 ログを持たない場合、およびディスクを
切断してから再接続した場合です。
このサブディスクはデータは古くありませんが無効と見なされ（サブディスクが使用不可に
なったときにボリュームは使用中であったため）、RAID 5 ボリュームは無効と見なされま
す。このようなケースを回避するには、ボリュームと関連付けられた有効な RAID 5 ログを
常にできるだけ複数保有するようにします。
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無効なサブディスクを持つ RAID 5 ボリュームを強制的に起動するには
◆

vxvol start コマンドに対して -f オプションを指定します。
# vxvol [-g diskgroup] -f start r5vol

これにより、すべての無効なサブディスクが無効でない状態に設定されます。この設
定は、start 操作で RAID 5 ボリュームが有効であるかどうか、またボリュームの起
動に必要な条件を評価する前に行われます。次のコマンドを使って、サブディスクを
個別に無効でない状態に設定できます。
# vxmend [-g diskgroup] fix unstale subdisk

一部のサブディスクが無効でリカバリが必要な場合、有効なログが存在するならば、
ボリュームを ENABLED カーネル状態に設定することによりこのボリュームを ACTIVE
状態にして、サブディスクのリカバリと並行して使うことができます。それ以外の場合、
ボリュームは DETACHED カーネル状態に設定され、サブディスクのリカバリと並行し
て使うことはできません。このような操作を行うのは、ボリュームが ACTIVE 状態のと
きにシステムがクラッシュするか、ボリュームが不正に停止した場合に、パリティが無
効になりボリュームが使えなくなるためです。この場合、-o unsafe 起動オプション
を指定するとボリュームは起動できます。
警告: -o unsafe start オプションは、ボリュームの内容を使用不可にする場合が
あるため危険です。そのため、このオプションの使用はお勧めしません。
ボリュームが RECOVER 状態に設定され、無効なサブディスクが修復されます。各サ
ブディスク上のデータは有効であるため、サブディスクの設定は無効ではなくなりま
す。サブディスクのいずれかのリカバリが失敗し有効なログが存在しない場合、サブ
ディスクは無効なままであり、システムクラッシュにより RAID 5 ボリュームが使えなく
なることを防ぐため、ボリュームの起動は中止します。これは -o unsafe start オ
プションを使うことで上書きできます。
ボリュームに有効なログが存在する場合、サブディスクのリカバリ失敗は通知されま
すが、起動プロシージャは停止されません。
すべてのサブディスクのリカバリが済むと、ボリュームは ENABLED カーネル状態に設
定され、ACTIVE 状態になります。

ディスクグループの不完全な移動のリカバリ
ディスクグループの移動、分割または結合時にシステムがクラッシュするか、サブシステ
ムに障害が発生した場合、VxVM はシステムの再起動時やサブシステムの修復時に処
理をリバースするか、または完了しようとします。リバースするか完了するかは、その処理
の進捗状況によります。
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リカバリを自動的に実行するかどうかは、もとのディスクグループと移動先のディスクグルー
プが両方ともインポートできるかどうかによります。ただし、たとえば一方のディスクグルー
プが別のホスト上にインポートされている場合は、リカバリが自動的に実行できない場合
があります。
ディスクグループの不完全な移動からリカバリするには

1

両方のディスクグループの設定を確認するには、vxprint コマンドを使います。移
動が不完全に行われたディスクグループのオブジェクトの TUTIL0 フィールドは
MOVE に設定されます。

2

次のコマンドを入力して、移動を完了させます。
# vxdg recover sourcedg

この操作では、ディスクグループの 1 つが別のホストにインポートされていたり、存在
しないという理由でインポートできない場合には失敗します。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-2907 diskgroup: Disk group does not exist

リカバリが失敗した場合、次の手順のいずれかを適宜実行します。

3

ディスクグループが別のホストにインポートされている場合、そのホストからデポート
し、目的のホストへインポートします。必要なオブジェクトがすべてもとのディスクグ
ループや移動先のディスクグループにすでに存在する場合、次のコマンドを使って、
ディスクグループに設定された MOVE フラグをリセットします。
# vxdg -o clean recover diskgroup1

TUTIL0 フィールドに MOVE と設定されたオブジェクトを削除するには、別のディス
クグループに次のコマンドを使います。
# vxdg -o remove recover diskgroup2

4

インポートできるディスクグループが 1 つしか存在しない場合、次のコマンドを使っ
てこのディスクグループの MOVE フラグをリセットします。
# vxdg -o clean recover diskgroup

クラスタ内の一部のノードが使用できない場合のリカバ
リ後のボリュームの再起動
クラスタ内のすべてのノードの再ブート後、クラスタ内の一部のノードを起動できない場
合、およびボリュームのいずれかが使用できなくなった場合、クラスタ内の他のボリューム
もリカバリ後に起動できなくなることがあります。 たとえば、ノード C が起動しない場合、
再ブート後にノード A およびノード B が利用できなくなる 3 つのノードの設定を想定して
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ください。 ノード C に利用できないボリュームがある場合、vxrecover による他のボリュー
ムの起動も失敗します。
この問題を解決するには、次のコマンドを使用して手動でボリュームを起動します。
# vxvol -g diskgroup start volume_name

DCO ボリュームの障害からのリカバリ
DCO（データ変更オブジェクト）ボリュームの障害からのリカバリ手順は、DCO のバージョ
ン番号によって異なります。
DCO のバージョン管理について詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照
してください。
永続 FastResync は DCO ボリュームを使って、ボリューム内の変更された領域を追跡
します。 DCO ボリュームの読み取りまたは書き込み中にエラーが起きた場合、DCO ボ
リュームは切断され、DCO には badlog フラグが設定されます。 それ以降に発生するボ
リュームに対する書き込みはすべて、DCO によって追跡されません。
DCO ボリュームを切断した完全なボリュームについての、vxprint コマンドの出力例を
次に示します（簡潔にするため、TUTIL0 フィールドや PUTIL0 フィールドは省略していま
す）。
TY
dg
dm
dm
dm
dm
dm

NAME
mydg
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04
mydg05

ASSOC
mydg
c4t50d0s2
c4t51d0s2
c4t52d0s2
c4t53d0s2
c4t54d0s2

KSTATE
-

LENGTH
35521408
35521408
35521408
35521408
35521408

PLOFFS
-

STATE ...
FAILING
FAILING
-

v
pl
sd
dc
v
pl
sd
sp

SNAP-vol1
vol1-03
mydg05-01
SNAP-vol1_dco
SNAP-vol1_dcl
vol1_dcl-03
mydg05-02
vol1_snp

fsgen
SNAP-vol1
vol1-03
SNAP-vol1
gen
SNAP-vol1_dcl
vol1_dcl-03
SNAP-vol1

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
-

204800
204800
204800
144
144
144
-

0
0
-

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

v
pl
sd
pl

vol1
vol1-01
mydg01-01
vol1-02

fsgen
vol1
vol1-01
vol1

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

204800
204800
204800
204800

0
-

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
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sd
dc
v
pl
sd
pl
sd
sp

mydg02-01
vol1_dco
vol1_dcl
vol1_dcl-01
mydg03-01
vol1_dcl-02
mydg04-01
SNAP-vol1_snp

vol1-01
vol1
gen
vol1_dcl
vol1_dcl-01
vol1_dcl
vol1_dcl-02
vol1

ENABLED
DETACHED
ENABLED
ENABLED
DETACHED
ENABLED
-

204800
144
144
144
144
144
-

0
0
0
-

BADLOG
DETACH
ACTIVE
IOFAIL
RELOCATE
-

この出力例では、ミラーボリューム vol1、そのスナップショットボリューム SNAP-vol1、お
よびそれぞれの DCO vol1_dco と SNAP-vol1_dco を示しています。 vol1 の DCO ボ
リューム vol1_dcl の DCO プレックスを保持している 2 つのディスク、mydg03 および
mydg04 に障害が発生しています。 その結果、ボリューム vol1 の DCO ボリューム
vol1_dcl が切断され、vol1_dco の状態が BADLOG になっています。 後で参照できる
ように、vol1 および SNAP-vol1 を指すスナップオブジェクト vol1_snp および
SNAP-vol1_snp のエントリを記録しておきます。
ボリュームの DCO の名前（この例では vol1_dco）は、このような出力から推測するか、
または次の vxprint コマンドを使って表示できます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume

ボリュームの DCO に badlog フラグが設定されているかを確認するには、次のようにし
て vxprint コマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F%badlog dco_name

次に例を示します。
# vxprint -g mydg -F%badlog vol1_dco
on

この例では、badlog フラグが設定されていることを示す値 on が返されます。
DCO のバージョン番号を確認するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F%version dco_name

次に例を示します。
# vxprint -g mydg -F%version vol1_dco

このコマンドは値 0、20 または 30 を返します。 DCO のバージョン番号に応じて、使うリ
カバリ手順が決定します。
p.52 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームのリカバリ」 を参照してください。
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p.54 の 「インスタントスナップ DCO ボリュームのリカバリ（バージョン 20 以降）」 を参照
してください。

バージョン 0 の DCO ボリュームのリカバリ
バージョン 0 の DCO ボリュームをリカバリするには

1

I/O 障害の原因となる問題を修正します。

2

次のコマンドを使って、DCO から badlog フラグを削除します。
# vxdco [-g diskgroup] -o force enable dco_name

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxdco -g mydg -o force enable vol1_dco
vxprint で出力される vol1_dco のエントリが次のように変わります。
dc vol1_dco

3

vol1

-

-

-

-

次のコマンドを使って DCO ボリュームを再起動します。
# vxvol [-g diskgroup] start dco_log_vol

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxvol -g mydg start vol1_dcl
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4

vxassist snapclear コマンドを使って、もとのボリュームとそのすべてのスナップ

ショットに対する FastResync マップをクリアします。これにより、スナップショットをス
ナップバック（完全な再同期を実行）したときに、無効な FastResync マップが使わ
れることがありません。FastResync による追跡は、これ以降にボリュームで発生す
るスナップショットに対して再度有効になります。
警告: badlog フラグを DCO から削除した後に、vxassist snapclear コマンドを
ボリューム上のすべてのスナップショットに対して使う必要があります。この処理を行
わないと、スナップショットをスナップバックしたときにデータが損失または破損するこ
とがあります。
ボリュームおよびスナップショットボリュームが同じディスクグループ上に存在する場
合、次のコマンドにより両方のボリュームに対する FastResync マップをクリアしま
す。
# vxassist [-g diskgroup] snapclear volume ¥
snap_obj_to_snapshot

snap_obj_to_snapshot は、スナップショットボリュームを指す volume と関連付け
られたスナップオブジェクト名です。
この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxassist -g mydg snapclear vol1 SNAP-vol1_snp

スナップショットボリュームやもとのボリュームが異なるディスクグループに存在する場
合、各ボリューム上で snapclear 操作を個別に実行する必要があります
# vxassist -g diskgroup1 snapclear volume snap_obj_to_snapshot
# vxassist -g diskgroup2 snapclear snapvol snap_obj_to_volume

snap_obj_to_volume は、もとのボリュームを指すスナップショットボリューム snapvol
と関連付けられたスナップオブジェクト名です。
この例で SNAP-vol1 がディスクグループ snapdg に移動された場合、コマンドは次
のようになります。
# vxassist -g mydg snapclear vol1 SNAP-vol1_snp
# vxassist -g snapdg snapclear SNAP-vol1 vol1_snp
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5

snapclear を実行したスナップショットボリュームをスナップバックするには（必要に

応じて、vxdg move コマンドを使ってスナップショットボリュームをもとのディスクグ
ループに戻した後で）、次のコマンドを使います。
# vxplex -f [-g diskgroup] snapback volume snapvol_plex

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxplex -f -g mydg snapback vol1 vol1-03
snapclear 操作がスナップショットに関する情報を削除するため、vxassist
snapback は使えません。

インスタントスナップ DCO ボリュームのリカバリ（バージョン 20 以降）
インスタントスナップ DCO ボリュームをリカバリするには

1

I/O 障害の原因となる問題を修正します。

2

vxsnap コマンドを使って、ボリュームとフルサイズインスタントスナップショットボリュー

ムの関連付けを解除します。
# vxsnap [-g diskgroup] dis snapvol

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxsnap -g mydg dis SNAP-vol1

3

次のコマンドを使ってボリュームのスナップショットを解除します。
# vxsnap [-g diskgroup] unprepare volume

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxsnap -g mydg unprepare vol1
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4

vxvol コマンドを使ってボリュームを起動します。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxvol -g mydg start vol1

5

次のコマンドを使って再度ボリュームを準備します。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=yes|no|sequential] ¥
[storage_attribute ...]

この例の場合、コマンドは次のようになります。
# vxsnap -g mydg prepare vol1 ndcomirs=2 drl=yes

このコマンドにより 2 つのプレックスを持つ DCO ボリュームが追加され、ライセンス
がある場合は DRL および FastResync も有効になります。
vxsnap prepare コマンドの使用方法について詳しくは、『 Storage Foundation

管理者ガイド』と vxsnap（1M）のマニュアルページを参照してください。
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4
インスタントスナップショット
障害からのリカバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

vxsnap prepare の障害からのリカバリ

■

フルサイズインスタントスナップショット作成時の vxsnap make の失敗からのリカバリ

■

ブレークオフインスタントスナップショット作成時の vxsnap make の失敗からのリカバ
リ

■

領域最適化インスタントスナップショット作成時の vxsnap make の失敗からのリカバ
リ

■

vxsnap restore の障害からのリカバリ

■

vxsnap refresh の障害からのリカバリ

■

コピーオンライトの失敗からのリカバリ

■

再同期中に発生する I/O エラーからのリカバリ

■

DCO ボリュームでの I/O エラーからのリカバリ

■

インスタントスナップのデータ変更オブジェクト（DCO）の vxsnap アップグレードの障
害からのリカバリ

vxsnap prepare の障害からのリカバリ
vxsnap prepare 操作が完了する前に失敗すると、vxprint コマンドの出力で、新しい
DCO ボリュームの状態が INSTSNAPTMP と表示されることがあります。通常は、VxVM
はユーザーの操作を必要とせず DCO ボリュームを修復します。ただし、状況によって
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は、このリカバリ操作が正常に実行されない場合があります。その場合は、DCO ボリュー
ムを削除する必要があります。
vxsnap prepare コマンドの障害からリカバリするには、次の手順を実行します。
◆

DCO ボリュームを削除するには、次のコマンド構文を使用します。
# vxedit [-g diskgroup] -r -f rm DCO_volume

この操作を実行しなくても、システムを再起動すると DCO ボリュームが自動的に削
除されます。DCO ボリュームを削除した後で、vxsnap prepare コマンドを再度実
行します。

フルサイズインスタントスナップショット作成時の vxsnap
make の失敗からのリカバリ
フルサイズインスタントスナップショットの作成中に vxsnap make 操作が失敗すると、ス
ナップショットボリュームが DISABLED 状態になり、無効とマークされ、起動不能として表
されます。 次のコマンドを使用すると、inst_invalid フラグが on に設定されていること
を確認できます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%inst_invalid snapshot_volume

VxVM は通常、ユーザーによる介在なく、スナップショットボリュームをリカバリします。た
だし、状況によっては、このリカバリ操作が正常に実行されない場合があります。その場
合は、DCO ボリュームを削除する必要があります。
フルサイズインスタントスナップショット作成時の vxsnap make コマンドの失敗からリカ
バリするには、次の手順を実行します。

1

スナップショットボリュームの tutil0 フィールドを消去します。次のコマンドを入力し
ます。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 snapshot_volume

2

スナップショットボリュームの準備を解除します。次のコマンドを入力します。
# vxsnap [-g diskgroup] unprepare snapshot_volume

3

スナップショットボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、スナップショット
ボリュームを起動します。次のコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] start snapshot_volume
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4

スナップショット操作用に再度スナップショットボリュームを準備します。次のコマンド
を入力します。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare snapshot_volume

5

ボリュームの tutil0 フィールドを消去します（設定されている場合）。 次のコマンド
を入力します。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 original_volume

ブレークオフインスタントスナップショット作成時の
vxsnap make の失敗からのリカバリ
サードミラーブレークオフインスタントスナップショットの作成中に vxsnap make 操作が
失敗すると、スナップショットボリュームが INSTSNAPTMP 状態になることがあります。通
常は、VxVM がユーザーの操作を必要とせずにスナップショットボリュームを修復します。
ただし、状況によっては、このリカバリ操作が正常に実行されない場合があります。その
場合は、スナップショットボリュームを削除する必要があります。
ブレークオフインスタントスナップショット作成時の vxsnap make コマンドの失敗からリ
カバリするには、次の手順を実行します。
◆

スナップショット ボリュームを削除するには、次のコマンド構文を使用します。
# vxedit [-g diskgroup] -r -f rm snapshot_volume

ボリュームが有効で、プレックスとログが関連付けられているため、-r（再帰）オプショ
ンおよび -f（強制）オプションを必ず指定します。
この操作を実行しなくても、システムを再起動するとスナップショットボリュームが自動
的に削除されます。

領域最適化インスタントスナップショット作成時の vxsnap
make の失敗からのリカバリ
領域最適化インスタントスナップショットの作成中に vxsnap make 操作が失敗すると、ス
ナップショットボリュームが INSTSNAPTMP 状態になることがあります。通常は、VxVM
がユーザーの操作を必要とせずにスナップショットボリュームを修復します。ただし、状況
によっては、このリカバリ操作が正常に実行されない場合があります。リカバリが成功しな
かった場合は、スナップショットボリュームを削除する必要があります。
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領域最適化インスタントスナップショット作成時の vxsnap make コマンドの失敗からリ
カバリするには、次の手順を実行します。

1

次のようにコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] -r -f rm snapshot_volume

ボリュームが有効で、プレックスとログが関連付けられているため、-r（再帰）オプショ
ンおよび -f（強制）オプションを必ず指定します。
この操作を実行しなくても、システムを再起動するとスナップショットボリュームが自動
的に削除されます。
vxsnap make 操作を、cache 属性を指定して準備したキャッシュオブジェクト上で

実行した場合は、スナップショットが削除された後もキャッシュオブジェクトは残りま
す。cachesize 属性を使って新しいキャッシュオブジェクトを指定した場合は、スナッ
プショットの削除後にキャッシュオブジェクトは残りません。

2

ボリュームの tutil0 フィールドを消去します（設定されている場合）。 次のコマンド
を入力します。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 original_volume

vxsnap restore の障害からのリカバリ
vxsnap restore 操作が失敗すると、リストア対象のボリュームが DISABLED 状態にな

ることがあります。
vxsnap restore コマンドの障害からリカバリするには、次の手順を実行します。

1

復元されているボリュームを起動する前に、それをロック解除し、コピー元ボリューム
もロック解除する必要があります。復元されているボリュームの場合、tutil0 フィー
ルド（設定されている場合）を消去します。次のコマンドを入力します。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 volume

2

ボリュームを起動します。次のコマンドを入力します。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

3

ソースボリュームの tutil0 フィールドを消去します（設定されている場合）。次のコ
マンドを入力します。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 source_volume
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vxsnap refresh の障害からのリカバリ
vxsnap refresh の操作に失敗すると、VxVM は、ボリュームがリカバリされたときに再

同期を再び開始しようとします。ボリュームはバックグラウンドの同期と同時に起動します。
この手順で必要なディスクグループのバージョンは 170 以降です。
更新対象のボリュームは DISABLED 状態になり、無効とマークされ、起動不能として表
されます。
vxsnap refresh コマンドの障害からリカバリするには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを使って、inst_invalid フラグが on に設定されているかどうかを確
認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%inst_invalid volume

2

vxmend コマンドを使って、ボリュームの tutil0 フィールドをクリアします。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 volume

3

次のコマンドを使ってボリュームを起動します。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

4

ソースボリュームの tutil0 フィールドを消去します（設定されている場合）。次のコ
マンドを入力します。
# vxmend [-g diskgroup] clear tutil0 source_volume

5

失敗した vxsnap refresh コマンドを再実行します。
この手順を実行するとボリューム全体が再同期されます。必要に応じて、スナップ
ショットボリュームを削除して再作成することもできます。

コピーオンライトの失敗からのリカバリ
ボリュームのスナップショットの内部再同期を実行中にエラーが発生すると、スナップショッ
トボリュームが INVALID 状態になり、I/O およびインスタントスナップショット操作を実行
できなくなります。
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コピーオンライトの失敗からリカバリするには、次の手順を実行します。

1

vxsnap コマンドを使って、スナップショット階層からこのボリュームの関連付けを解

除します。
# vxsnap [-g diskgroup] dis snapshot_volume

2

次のコマンドを使ってボリュームのスナップショットを解除します。
# vxsnap [-g diskgroup] unprepare snapshot_volume

3

次のコマンドを使ってボリュームを準備します。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=yes|no|sequential] ¥
[storage_attribute ...]

これで、ボリュームを再度スナップショット操作に使えるようになります。
必要に応じて、スナップショットボリュームを削除して再作成することもできます。

再同期中に発生する I/O エラーからのリカバリ
（vxsnap syncstart を使うか、または vxsnap に sync=on を指定して開始した）スナッ
プショットの再同期は I/O エラーが発生すると停止し、システムコンソールに次のメッセー
ジが表示されます。
VxVM vxsnap ERROR V-5-1-6840 Synchronization of the volume
volume stopped due to I/O error

エラーの原因を修正してから、再同期操作を再開します。
再同期中に発生する I/O エラーからリカバリするには、次の手順を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxsnap [-b] [-g diskgroup] syncstart volume

DCO ボリュームでの I/O エラーからのリカバリ
DCO ボリュームで I/O エラーが発生すると、FastResync マップおよび DRL ログにアク
セスできなくなり、DCO ボリュームに BADLOG フラグが設定されます。DRL ログ、リカバ
リおよびインスタントスナップショット操作は、DCO ボリュームをリカバリするまで、そのボ
リュームでは使えなくなります。
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I/O エラーによる影響がデータボリュームにも及んだ場合は、DCO ボリュームをリカバリ
する前にデータボリュームをリカバリする必要があります。
p.54 の 「インスタントスナップ DCO ボリュームのリカバリ（バージョン 20 以降）」 を参照
してください。

インスタントスナップのデータ変更オブジェクト（DCO）の
vxsnap アップグレードの障害からのリカバリ
インスタントスナップのデータ変更オブジェクト（DCO）をアップグレードすると、DCO と
DCO ボリュームがインプレースでアップグレードされます。 DCO に、新しくアップグレー
ドされる DCO を保存するための十分な領域がない場合、この操作は失敗します。
空き領域の不足が原因で操作に失敗した場合は、次のいずれかの方法を使用します。
vxsnap upgrade コマンドに -f オプションを指定します。 -f を指定すると、VxVM は、

ディスクグループで新しくアップグレードされる DCO に利用できる領域を使います。 この
ことから、ディスクグループに利用可能な空き領域がある場合、アップグレード操作は成
功します。
# vxsnap [-g diskgroup] -f upgrade
[volume1|volset1][volume2|volset2...]

新しい DCO 用のストレージを指定するには、alloc 属性を使います。 VxVM は、指定
されたストレージに新しい DCO を作成します。 ストレージ属性について詳しくは、vxsnap
（1M）マニュアルページを参照してください。
# vxsnap -g diskgroup upgrade
[volume1|volset1][volume2|volset2...]
[alloc=storage_attributes]
alloc 属性と -f オプションの両方を指定すると、VxVM は alloc 属性に指定されたス

トレージを使います。
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失敗した vxresize 操作のリ
カバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

失敗した vxresize 縮小操作のリカバリ

失敗した vxresize 縮小操作のリカバリ
vxresize コマンドは、ファイルシステムおよび下位ボリュームで動作します。 縮小操作

のために、vxresize コマンドはファイルシステムのサイズを変更する fsadm コマンドを
呼び出し、次に下位ボリュームのサイズを変更する vxassist コマンドを呼び出します。
場合によっては、ファイルシステムの縮小操作が成功しても、ボリュームの縮小操作が失
敗することがあります。 この状況は、無効な medianame オペランドを vxresize コマンド
に指定した場合に発生することがあります。 ディスクが存在しない、またはディスクが指定
されたディスクグループにない場合、medianame オペランドは無効である可能性があり
ます。vxresize コマンドは、無効なパラメータを vxassist ボリュームサイズ変更操作
に渡し、この操作は失敗します。メッセージは、次のように表示されます。
VxVM vxassist ERROR V-5-1-325 dm:hdisk1234: No disks match specification
VxVM vxresize ERROR V-5-1-4703 Problem running vxassist command for
volume vol1, in diskgroup testdg

操作によりファイルシステムサイズが小さくなりますが、ボリュームサイズは変わりません。
この動作は予想されますが、ファイルシステムのサイズと一致するようにボリュームサイズ
を訂正する必要があります。
回避策:
必要なサイズ（ただしディスクパラメータなし）で vxresize コマンドを繰り返します。 現在
のファイルシステムサイズと新しいファイルシステムサイズが同じときは、ファイルシステム
は再度サイズ変更されることはありません。次に vxresize コマンドは vxassist コマン
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ドを呼び出し、これによりボリュームサイズが減ります。ファイルシステムサイズとボリューム
サイズは現在同じです。
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6
ブートディスク障害からの回
復
この章では以下の項目について説明しています。
■

VxVM とブートディスク障害

■

root、swap、usr の設定について

■

Solaris SPARC システム上の代替ブートディスクからの起動

■

Solaris SPARC システムでのブートプロセス

■

ホットリロケーションとブートディスク障害

■

起動エラーからのリカバリ

■

ミラーボリュームの root または /usr ファイルシステムの修復

■

ブートディスクの交換

■

再インストールによるリカバリ

VxVM とブートディスク障害
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ディスクおよび他のハードウェアの障害からシ
ステムを保護し、リカバリできるようにします。リカバリ手順は、ブート（root）ディスクの障害
によるデータの損失やシステムアクセスの損失を防ぐために役立ちます。root (/）ファイ
ルシステムおよび usr ファイルシステムを修復する手順についても説明します。
ブートディスクのボリュームとそのデータをリカバリする手順は、ブートディスク以外のデー
タ用のリカバリ手順とは異なります。
p.29 の 「ハードウェア障害からのリカバリについて」 を参照してください。
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メモ: この例では、ブート（ルート）ディスクがデバイス c0t0d0s2 上で設定されていること
を前提としています。システムで使うデバイスは別のデバイスでもかまいません。

root、swap、usr の設定について
インストールの過程では、root (/）ファイルシステム、usr ファイルシステムおよび swap
を様々に設定できます。
次に、/usr ファイルシステムで想定される設定を示します。
■

usr が / の下にあるディレクトリで、独立したパーティションが割り当てられていない。

この場合に、ルートディスクがカプセル化され、Veritas Volume Manager の制御下
に置かれると、usr は、rootvol ボリュームの一部になります。
■

usr がルートディスク上でルートパーティションとは別のパーティションに存在する。

この場合には、usr パーティションとして独立したボリュームが作成されます。vxmirror
では、操作先ディスクの usr ボリュームがミラー化されます。
■

usr がルートディスク以外のディスクにある。 この場合には、VxVM を使ってそのディ

スクをカプセル化する場合にかぎり、usr パーティション用のボリュームが作成されま
す。 独立した usr パーティションが何らかの理由でアクセスできない場合、ルートディ
スクをカプセル化しルートボリュームをミラー化していたとしても、システムの可用性を
維持するという点では有効ではありません。 システムの可用性を最大にするために、
root ディスクと、usr パーティションを含むディスクの両方をカプセル化して、usr、
rootvol および swapvol の各ボリュームをミラー化することをお勧めします。
rootvol ボリュームは、ブートディスクグループ内に存在する必要があります。
rootvol ボリュームと usr ボリュームの設定には他の制約があります。

詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
VxVM では、任意のディスクに swap パーティションを配置できます。起動プロセスの初
期段階で一次 swap 領域は必要ではありません。 デフォルトでは、Veritas Volume
Manager のインストール過程で選択されたルートディスクのパーティション 0 が root
パーティションに、またパーティション 1 が swap パーティションに指定されます。 ルート
ディスク上にない swap パーティションを持つこともできます。 この場合には、そのディス
クをカプセル化して swap ボリュームのミラーを作成することをお勧めします。 ミラーを作
成しないと、swap パーティションの損傷が最終的にはシステムクラッシュにつながります。
swapvol ボリュームのミラーを作成しなくてもシステムをブートすることは可能ですが、ミ
ラーを作成することでシステム障害を回避できます。
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Solaris SPARC システム上の代替ブートディスクから
の起動
ルートディスクがカプセル化されミラー化されると、プライマリブートディスクにエラーが起
きた場合に、ミラーの 1 つを使って、システムをブートできます。
Solaris SPARC システムでは、代替ブートディスクからの起動では、一部の EEPROM
設定を変更する必要があります。
p.67 の 「Solaris SPARC システムでのブートプロセス」 を参照してください。

Solaris SPARC システムでのブートプロセス
autoboot フラグがファームウェアで使用される不揮発性ストレージ領域に設定されてい

ない場合は、Solaris SPARC® システムによりブートコマンドのプロンプトが表示されま
す。古い PROM のあるマシンでは新しい V2 と V3 バージョンとは異なるプロンプトが表
示されます。これらの PROM の新しいバージョンは OBP （OpenBoot PROM）ともいい
ます。新しい PROM タイプに対する boot コマンド構文は次のとおりです。
ok boot [OBP names] [filename] [boot-flags]

OBP 名では OpenBoot PROM の割り当てを指定します。たとえば、Desktop SPARC
システムで、sbus/esp@0,800000/sd@3,0:a を指定すると SCSI ディスク（sd）がスロッ
ト 0 に挿入された esp ホストバスアダプタのある、SCSI バスのターゲット 3、LUN 0 にあ
ることを示します。
OBP 名ではなく、Veritas Volume Manager ブートディスクエイリアス名を使用できます。
例のエイリアスは vx-rootdisk または vx-disk01 です。使用可能なブートデバイスを
一覧表示するには、OpenBoot プロンプトで devalias コマンドを使います。
ファイル名の引数はカーネルを含むファイル名です。デフォルトは、root パーティション
の /kernel/unix です。必要な場合、-a フラグにより別のプログラム（/stand/diag な
ど）を指定できます。（ファームウェアの一部のバージョンでは、システムの不揮発ストレー
ジ領域にデフォルトファイル名を保存できます）。
警告: -a フラグで示されるすべてのデフォルトを使って、ルータビリティが有効な VxVM
が動作しているシステムをブートしないでください。
p.73 の 「システム設定ファイルのコピーのリストア」 を参照してください。
ブートの各フラグは、boot プログラムにより認識されません。boot プログラムは、ファイル
名で特定されるファイルにすべてのブートフラグを渡します。
kadb（1M）マニュアルページを参照してください。
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kernel（1）マニュアルページを参照してください。

ホットリロケーションとブートディスク障害
ブート（root）ディスクに障害が発生し、またそのディスクがミラー化されている場合、ホッ
トリロケーションにより、障害が発生したルートディスクミラーが新しいミラーに自動的に交
換されます。この処理を実行するために、ホットリロケーションではルートディスクの存続し
ているミラーを使って、スペアディスクまたは十分な空き領域のあるディスクに新しいミラー
を作成します。このため、起動に使えるルートディスクのミラーが少なくとも 2 つは常に存
在することになります。ホットリロケーションデーモンでは vxbootsetup ユーティリティを
呼び出し、起動可能ディスクとして新しいミラーを持つディスクも設定します。
ブートディスクグループに、障害が発生したルートディスクのボリュームに見合うだけのス
ペア領域または空き領域が存在しない場合、ルートディスクのホットリロケーションは失敗
します。rootvol ボリュームと swapvol ボリュームには、連続したディスク領域が必要で
す。障害が発生したルートディスク上に存在する root ボリュームなどのボリュームを、同
じ新しいディスクに再配置できない場合、これらの各ボリュームは別々のディスクに再配
置されることがあります。
rootvol ボリュームと swapvol ボリュームのミラーは、シリンダ位置を合わせる必要があ
ります。すなわち、これらのボリュームのミラーは、サブディスクをシリンダ境界で開始およ
び終了できる領域を持つディスクでのみ作成できます。このようなディスクを使えない場
合、ホットリロケーションによってミラーを作成することはできません。

交換用ブートディスクへのサブディスク再配置の解除
ブートディスクがカプセル化されている場合、root ファイルシステムおよびスワップパー
ティションなどのシステム領域はボリュームになります。VxVM では、通常ディスクの中央
にある既存のスワップ領域の一部を使って、プライベートリージョンを作成します。ただし、
ディスクが VM ディスクとして初期化されると、VxVM ではディスクの先頭にプライベート
リージョンを作成します。
ミラー化およびカプセル化されたブートディスクに障害が発生すると、ホットリロケーション
によりスペアディスクにサブディスクの新しいコピーが作成されます。障害が発生したディ
スク名と、そのディスクに含まれたサブディスクのオフセットは、このプロセスの一部として
サブディスクレコードに格納されます。 障害が発生したブートディスクが同じストレージ容
量のディスクに交換されると、そのディスクは初期化され、ディスクグループに再び追加さ
れます。vxunreloc を実行すると、すべてのサブディスクをディスクに戻すことができま
す。ただし、初期化されたディスクとカプセル化されたディスクで生じるディスクレイアウト
の相違は、再配置が解除された各サブディスクについてディスクへのオフセットが計算さ
れる方法に影響します。サブディスクをディスクに移動する（ただし、同じオフセットに移
動しない）には、vxunreloc に -f オプションを使います。この操作を正常に実行するに
は、交換用ディスクがもとのブートディスクより少なくとも 2 MB 以上大きい必要がありま
す。
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vxunreloc は、すべてのサブディスクをディスクに移動した後に、新しいディスクを起動

可能にします。
通常、システムダンプデバイスはルートディスクのスワップパーティションとして設定されま
す。スワップサブディスクが（ホットリロケーションによって、または vxunreloc を使って）
あるディスクから別のディスクに移動される場合は、常に新しいディスクでダンプデバイス
を再設定する必要があります。
dumpadm コマンドを使って、ダンプデバイスを表示および設定します。
dumpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

起動エラーからのリカバリ
システムを起動できないエラーには様々な種類がありますが、システムを起動するには同
一の基本手順を実行します。システムを起動できない場合、画面に示された内容からエ
ラーを識別し、（誤って電源が切断されたドライブの電源を入れるなどして）問題を修復す
る必要があります。修復できない問題（ブートディスクのデータエラーなど）の場合は、root
ボリュームのミラーが格納されている代替ブートディスクからシステムを起動して、障害を
修復するか、または障害が発生しているディスクを交換します
次に、発生する可能性のある障害モードを示します。
■

ブートデバイスがオープンできない

■

プレックスが使用不可または無効であるためプレックスからシステムが起動できない

■

UNIX パーティションが無効

■

/etc/vfstab のエントリが不正

■

設定ファイルが紛失または破損している

ブートデバイスがオープンできない
起動プロセスの初期段階で、システム初期化の後に次のようなメッセージが表示されるこ
とがあります。
SCSI device 0,0 is not responding
Can’t open boot device

システム PROM がブートドライブからブートプログラムを読み込めなかった一般的な原
因は次のとおりです。
■

ブートディスクに電源が入っていない。

■

SCSI バスが終端されていない。

■

コントローラに何らかの障害が発生している。
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■

ディスクに障害が発生し、バスがロックされている。すべてのディスクがコントローラに
認識されておらず、コントローラではディスクが接続されていないと見なしている。

この問題を診断する最初の手順は、SCSI バス上のすべての装置が使える状態であるか
どうかを慎重にチェックすることです。ディスクの電源が入っていない、またはバスが終端
されていない場合は、問題を修復してシステムを再起動します。ディスクの 1 つに障害が
発生している場合は、バスからそのディスクを削除してディスクを交換します。
ハードウェア上の問題がない場合は、ブートディスク上のデータエラーによってエラー起
きていることが考えられます。この問題を修復するには、代替ブートディスク（ルートボリュー
ムのミラーを格納している）からシステムを再起動します。代替ブートディスクから起動で
きない場合は、ハードウェアにも何らかの問題があることが考えられます。障害が発生し
たブートディスクを代替ブートディスクに交換してもシステムを起動できない場合にも、ハー
ドウェアに問題があることが考えられます。

使用不可または無効のプレックスから起動できない
システムの実行中にディスクを使えない場合、そのディスクに存在するボリュームのミラー
はすべて無効になります。すなわち、そのディスク上のデータはそのボリュームの他のミ
ラーと一致しない状態になります。このボリュームの完全な設定が取得されるまで、システ
ム起動プロセスでは root ボリュームの 1 つのコピー（ブートディスク上のコピー）にのみ
アクセスします。
起動に使われたこのボリュームのプレックスが無効な場合、無効でないプレックスが格納
されている代替ブートディスクからシステムを再起動する必要があります。VxVM によって
起動可能になっているディスクの 1 つからシステムが起動された後、元のブートディスク
の電源が切断された場合などに、この問題が発生します。システムは正常に起動します
が、電源が入っていないディスクに存在するプレックスは無効です。ディスクに電源を再
度入れて元のブートディスクから再起動した場合は、その無効だったプレックスを使って
システムが起動されます。
ブートディスク上の VxVM ヘッダーのエラーによって VxVM がディスクを正しく認識でき
ない場合には、別の問題が発生していることが考えられます。このような場合には、VxVM
でそのディスク名が識別されていません。これは、プレックスがディスク名と関連付けられ
ているために発生したものであり、認識されていないディスクのプレックスは使えません。
ルートディスク上にルートボリュームプレックスに影響する障害がある場合にも問題は発
生します。次の起動時に、システムは障害が発生したルートプレックスを使って起動され
ます。障害の発生時にルートディスクがミラー化されていた場合は、（有効なルートプレッ
クスを格納している）代替ルートディスクが起動用に指定されます。
これらの状況のいずれかが発生した場合、ブートシーケンスの init 処理の一部としてシ
ステムを設定するときに、設定デーモン vxconfigd によってその状況が通知されます。
vxconfigd では、エラーとその処理内容を説明するメッセージを表示し、システムを一時
停止します。たとえば、ディスク rootdisk のルートボリューム rootvol のプレックス
rootvol-01 が無効な場合、vxconfigd は次のメッセージを表示します。
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VxVM vxconfigd ERROR V-5-1-1049: System boot disk does not have
a valid root plex
Please boot from one of the following disks:
Disk: disk01
Device: c0t1d0s2
vxvm:vxconfigd:
Error: System startup failed
The system is down.

このメッセージは、disk01 という代替ブートディスクにルートプレックスの使用可能なコ
ピーが格納されており、この代替ブートディスクを起動に使う必要があることを管理者に
知らせます。このメッセージが表示された場合は、代替ブートディスクからシステムを再起
動します。
システムが起動されたら、問題を正確に特定する必要があります。ブートディスクのプレッ
クスが単に無効だった場合は、システムの起動時に自動的に回復されます。ディスクの
プライベートリージョンに問題がある、またはディスクに障害が発生した場合であれば、
ディスクを再度追加するか、ディスクを交換する必要があります。
ブートディスクのプレックスが利用不能な場合は、問題について記載されている VxVM
ユーティリティからのメールを受信してください。問題を特定するもう 1 つの方法は、vxdisk
ユーティリティを使ってディスクを一覧表示することです。ルートディスクのプライベートリー
ジョンに障害が発生した場合（メディア障害またはディスク上の VxVM のプライベートリー
ジョンを誤って上書きした場合など、vxdisk list によって次のように表示されます。
DEVICE
TYPE
c0t1d0s2 sliced

DISK
rootdisk
disk01

GROUP
bootdg
bootdg

STATUS
failed was: c0t3d0s2
ONLINE

UNIX パーティションが無効
ブートプログラムがロードされると、ブートプログラムでは、一般的な UNIX パーティション
情報を使ってブートディスクにアクセスします。情報が破損している場合、ブートプログラ
ムは次のようなエラーメッセージを表示して失敗します。
File just loaded does not appear to be executable

起動中にこのメッセージが表示された場合は、代替ブートディスクからシステムを起動す
る必要があります。多くのディスクドライバでは、起動中に、障害が発生しているディスク
の無効な UNIX パーティション情報に関するエラーをコンソールに表示します。次のメッ
セージは一例です。
WARNING: unable to read label
WARNING: corrupt label_sdo

このメッセージは、無効なディスクパーティションによって障害が発生したことを示してい
ます。ディスクを再度追加できます。
p.80 の 「障害が発生したブートディスクの再追加 」 を参照してください。
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ただし、再接続に失敗した場合は、ディスクを交換する必要があります。
p.81 の 「障害が発生したブートディスクの交換」 を参照してください。

/etc/vfstab のエントリが不正
ルートディスクがカプセル化され、通常のカプセル化プロセスの一環として Veritas Volume
Manager の制御下に置かれると、ディスク上のすべてのパーティション用にボリュームが
作成されます。VxVM は /etc/vfstab を変更して、ディスクパーティションの代わりに対
応するボリュームを使います。/etc/vfstab ファイルを手動で編集する場合には注意が
必要です。ファイルに変更を加える前に、バックアップコピーを必ず作成してください。最
も重要なエントリは、/ および /usr に対応するエントリです。Veritas Volume Manager
のインストール前に存在した vfstab は、/etc/vfstab.prevm に保存されます。

/etc/vfstab 内のルート（/）エントリの破損
root ファイルシステム（/）に対する /etc/vfstab のエントリが失われるか、または不正
な場合、システムはシングルユーザーモードで起動されます。システムの起動時に、次の
ようなメッセージが表示されます。
INIT: Cannot create /var/adm/utmp or /var/adm/utmpx
INIT: failed write of utmpx entry:" "

次の例のように、最初にルートパーティションで fsck を実行することをお勧めします。
# fsck -F ufs /dev/rdsk/c0t0d0s0

起動プロセスのこの時点では、/ は読み書き両用モードではなく読み取り専用モードで
マウントされます。/etc/vfstab のエントリが不正であるかまたは削除されているため、
次のコマンドを使って、読み書き両用モードで手動で / をマウントします。
# mount -o remount /dev/vx/dsk/rootvol /
/ 読み書き両用モードでマウントしたら、シェルを終了します。新しい実行レベルを指定

するプロンプトが表示されます。マルチユーザーモードに移行する場合は、次のように入
力して実行レベル 3 を指定します。
ENTER RUN LEVEL (0-6,s or S): 3

システムの起動後に、/ に対する /etc/vfstab のエントリを復元します。

/etc/vfstab 内の /usr エントリの破損
/usr が独立したディスクパーティションにある場合のみ、/etc/vfstab ファイルに /usr

のエントリが存在します。/usr パーティションを格納しているディスクをカプセル化した
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後、VxVM によって対応するボリュームを使うように /etc/vfstab のエントリが変更され
ます。
/etc/vfstab から /usr に対するエントリが失われた場合、（/usr ボリュームのミラーが

ある場合でも）システムを起動することはできません。この場合には、CD-ROM からシス
テムを起動し、/etc/vfstab を復元します。
/etc/vfstab 内の /usr エントリの破損を修復するには

1

起動プロンプトで次のコマンドを使って、インストール CD-ROM からシングルユー
ザーモードでオペレーティングシステムを起動します。
ok boot cdrom -s

2

/a や /mnt など、適切なマウント先に /dev/dsk/c0t0d0s0 をマウントします。
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a

3

/a/etc/vfstab を編集し、/usr ファイルシステムに対する次のエントリがあることを

確認します。
/dev/vx/dsk/usr /dev/vx/rdsk/usr /usr ufs 1 yes -

4

システムを停止して、vfstab ファイルを復元した root パーティションから再起動し
ます。

設定ファイルの紛失または破損
VxVM では、VxVM 3.2 以前のリリースで行っていた /etc/system のカーネルパラメー
タのエントリ管理を行いません。 Veritas Volume Manager デバイスドライバのカーネル
パラメータのエントリは、すべて /kernel/drv/vxio.conf のよう
に、/kernel/drv/vx*.conf という名前のファイルに格納されます。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
警告: /etc/system などの設定ファイルを変更する必要がある場合は、編集する前に、
root ファイルシステムにファイルのコピーを作成します。

システム設定ファイルのコピーのリストア
システム設定ファイルが損傷した場合、そのファイルが保存されたコピーからリストアされ
ると、システムをブートできます。

73

第 6 章 ブートディスク障害からの回復
起動エラーからのリカバリ

システム設定ファイルのコピーをリストアするには

1

次のコマンドを使って、システムを起動します。
ok boot -a

2

次に示す場合以外で、各入力値についてデフォルト値を使うには、リターンキーを
押します。
■

カーネルプログラム /kernel/unix のデフォルトのパス名は、システムのアーキ
テクチャに適合していない場合があります。システムのアーキテクチャに適合し
ていない場合は、次のプロンプトで /platform/sun4u/kernel/unix などの
正しいパス名を入力します。
Enter filename [/kernel/unix]:/platform/sun4u/kernel/unix

■

次のプロンプトで、/etc/system.save など、保存した system ファイルの名前
を入力します。
Name of system file [/etc/system]:/etc/system.save

■

次のプロンプトで、ルートデバイスの物理名として「/pseudo/vxio@0:0」と入力
します。
Enter physical name of root device
[...]:/pseudo/vxio@0:0

ルートディスクの /etc/system のコピーが使えない場合のリスト
ア
/etc/system が破損または紛失していて、ルートディスク上に保存されているこのファイ

ルのコピーが使えない場合、Veritas Volume Manager のルータビリティ機能がオンに
なっていてもシステムを起動することはできません。
次の手順は、ルートディスクのデバイス名が c0t0d0s2 で、root (/）ファイルシステムが
パーティション s0 にあることを前提としています。
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Veritas Volume Manager のルータビリティを使わずにシステムを起動して、設定ファ
イルを復元するには

1

起動プロンプトで次のコマンドを使って、インストール CD-ROM からシングルユー
ザーモードでオペレーティングシステムを起動します。
ok boot cdrom -s

2

/a や /mnt など、適切なマウント先に /dev/dsk/c0t0d0s0 をマウントします。
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a

3

/etc/system ファイルシステムのバックアップコピーが使える場合は、このコピーを

ファイル /a/etc/system として復元します。バックアップコピーが使えない場合
は、/a/etc/system ファイルを新しく作成します。/a/etc/system に、VxVM で必
要な次のエントリが含まれていることを確認します。
set vxio:vol_rootdev_is_volume=1
forceload: drv/driver
...
forceload: drv/vxio
forceload: drv/vxspec
forceload: drv/vxdmp
rootdev:/pseudo/vxio@0:0
forceload: drv/driver という形式の行は、root ミラーディスクに必要なドライバ

を強制的にロードするために使われます。 ドライバ名の例は、pci、sd、ssd、dad、
ide などです。ドライバの名前を確認するには、次のように ls コマンドを使って、
ルートディスク用に使われるデバイスに対応した、特別なファイルの長い出力を取得
します。
# ls -al /dev/dsk/c0t0d0s2

次のような出力が表示されます（関係のない内容は削除されています）。
lrwxrwxrwx ... /dev/dsk/c0t0d0s2 ->
../../devices/pci@1f,0/pci@1/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0:c

この例では、pci ドライバと sd ドライバの両方を強制的にロードするには、次のよう
な行を入力する必要があります。
forceload: drv/pci
forceload: drv/sd

4

システムを停止して、設定ファイルを復元した root パーティションから再起動しま
す。
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ミラーボリュームの root または /usr ファイルシステム
の修復
ミラーボリュームで root または /usr ファイルシステムが定義されている場合、ある 1 つ
のミラーの基盤パーティションにエラーがあると、起動時にデータが壊れたり、システムエ
ラーが起きます（VxVM が起動され、ミラーが同期化されていることを前提とする）。
この場合、次の回避策があります。
■

root または /usr ファイルシステムのプレックスの 1 つをマウントしてから修復、アン

マウントし、dd を使って、修正されたプレックスを他のすべてのプレックスにコピーしま
す。この手順は、エラーになりやすいためお勧めしません。
■

有効なバックアップからシステムを復元します。この場合、基本 CD-ROM からオペ
レーティングシステムを再インストールする必要はありません。この方法は、ルートディ
スクとそのミラーの両方が破損している場合に、簡単で信頼性が高く効率的な方法で
のリカバリを可能にします。

バックアップからのルートディスクとルートミラーのリカバリ
この手順は、次のリソースが利用できることを前提とします。
■

カプセル化する前のもとのルートディスクの、パーティションテーブルの一覧。

■

Veritas Volume Manager の制御下にあったもとのルートディスク上に存在した、す
べてのファイルシステムの最新のフルバックアップ。root ファイルシステムのタイプが
ufs の場合、ufsdump コマンドを使ってファイルシステムをバックアップできます。
ufsdump（1M）マニュアルページを参照してください。

■

もとのブートディスクが物理的に破損している場合は、障害が発生したもとのブート
ディスクと交換してインストールされた新しいブートディスク。

この手順では、ルートディスクを再インストールする必要があります。再インストールに関
係しないディスク上のデータが失われないようにするには、再インストール手順で、ルート
ディスク以外を関連させないようにします。
インストールの自動オプションの中には、管理者が確認しなくてもルートディスク以外の
ディスクにアクセスするものもあります。したがって、この手順を開始する前に、ボリューム
を格納している他のすべてのディスクをシステムから切断してください。他のディスクをシ
ステムから切断すると、これらのディスクは再インストールに影響されなくなります。インス
トールが完了したら、ディスクを再接続します。
この手順では、ルートディスクのデバイス名が c0t0d0s2 であり、パーティション s0 の
root （/）ファイルシステムと、パーティション s6 の /usr ファイルシステムの両方を、リカ
バリする必要があることを前提としています。
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バックアップからルートディスクとルートミラーをリカバリするには

1

起動プロンプトで次のコマンドを使って、インストール CD-ROM からシングルユー
ザーモードでオペレーティングシステムを起動します。
ok boot cdrom -s

2

format コマンドを使って、新しいルートディスク（c0t0d0s2）にパーティションを作

成します。パーティションのサイズを変更するためにこの手順を使わない場合は、
パーティションを、カプセル化前のもとのルートディスクのパーティションと同じサイズ
にする必要があります。パーティションのサイズを変更する場合は、復元するデータ
を格納するのに十分な大きさにする必要があります。
format（1M）マニュアルページを参照してください。

カプセル化により、Veritas Volume Manager のプライベートリージョンとパブリックリー
ジョンに 2 つのパーティションが予約されるため、ファイルシステムまたはスワップ領

域には最大 5 つのパーティションが作成されます。

3

mkfs コマンドを使って、root パーティションと usr パーティションに新しいファイル
システムを作成します。たとえば、root パーティションに ufs ファイルシステムを作
成するには、次のように入力します。
# mkfs -F ufs /dev/rdsk/c0t0d0s0
mkfs（1M）マニュアルページを参照してください。
mkfs_ufs（1M）マニュアルページを参照してください。

4

/a や /mnt など、適切なマウント先に /dev/dsk/c0t0d0s0 をマウントします。
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a

5

テープから /a ディレクトリ階層に root ファイルシステムを復元します。たとえば、
ufsdump を使ってファイルシステムのバックアップを作成した場合は、ufsrestore
コマンドを使ってファイルシステムを復元します。
ufsrestore（1M）マニュアルページを参照してください。

6

installboot コマンドを使って、/a にブートブロックデバイスをインストールします。

7

/usr ファイルシステムがルートファイルシステムから独立している場合は、mkdir コ

マンドを使って、/a/usr/ などの適切なマウント先を作成し、/dev/dsk/c0t0d0s6
をそのマウント先にマウントします。
# mkdir -p /a/usr
# mount /dev/dsk/c0t0d0s6 /a/usr
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8

/usr ファイルシステムがルートファイルシステムから独立している場合は、テープか

ら /a/usr ディレクトリ階層に /usr ファイルシステムを復元します。

9

復元した root ファイルシステムのファイルを変更して、VxVM の起動を無効にしま
す。

10 ファイル /a/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db を作成して、設定デー
モン vxconfigd が起動されないようにします。
# touch /a/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

11

/a/etc/system を /a/etc/system.old などのバックアップファイルにコピーしま

す。

12 前に * 文字を付けて、/a/etc/system の次の行をコメントアウトします。
set vxio:vol_rootdev_is_volume=1
rootdev:/pseudo/vxio@0:0

この行は次のように編集されます。
* set vxio:vol_rootdev_is_volume=1
* rootdev:/pseudo/vxio@0:0

13

/a/etc/vfstab を /a/etc/vfstab.old などのバックアップファイルにコピーしま

す。

14

/a/etc/vfstab を編集して、/ および /usr ファイルシステムエントリに対するボ
リュームデバイス名（/dev/vx/dsk で始まる）を、標準のディスクデバイ
ス、/dev/dsk/c0t0d0s0 と /dev/dsk/c0t0d0s6 に交換します。たとえば、交換
前の行は次のとおりです。
/dev/vx/dsk/rootvol /dev/vx/rdsk/rootvol / ufs 1 no /dev/vx/dsk/usrvol /dev/vx/rdsk/usrvol /usr ufs 1 yes -

交換後は次のようになります。
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdsk/c0t0d0s0 / ufs 1 no /dev/dsk/c0t0d0s6 /dev/rdsk/c0t0d0s6 /usr ufs 1 yes -

15

/a/dev/vx/dsk/bootdg および /a/dev/vx/rdsk/bootdg を削除します。
# rm /a/dev/vx/dsk/bootdg
# rm /a/dev/vx/rdsk/bootdg

16

init 0 コマンドを使ってシステムを正常に停止し、新しいルートディスクから再起動

します。システムでは、VxVM がインストールされていないものとして起動されます。
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17 古いブートディスクグループにルートディスクミラーのみがある場合、（rootvol、
swapvol、usrvol）に関連付けられたボリュームを、すべて /dev/vx/dsk/bootdg

および /dev/vx/rdsk/bootdg ディレクトリから削除します。

18 古いブートディスクグループに、ルートディスクミラーとして使われていない他のディ
スクがある場合、不要になったインストールに関係するファイルを削除します。
# rm -r /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

Veritas Volume Manager 入出力デーモンを起動します。
# vxiod set 10

disabled モードで Veritas Volume Manager 設定デーモンを起動します。
# vxconfigd -m disable
volboot ファイルを初期化します。
# vxdctl init

VxVM で障害があると判断するルートディスクを除いた、古いブートディスクグルー
プを有効にします。
#

vxdctl enable

vxedit コマンド（または Veritas Enterprise Administrator （VEA））を使って、古い
ルートディスクボリュームとルートディスク自体を Veritas Volume Manager の制御
下から削除します。

19

vxdiskadm コマンドを使って、新しいルートディスクをカプセル化し、ルートディスク

ミラーとして機能させるディスクを初期化します。必要な再起動を行ってから、ルート
ディスクをそのルートディスクミラー上にミラー化します。

ブートディスクの交換
システムの起動に必要のないデータは、システムが完全に稼動してから VxVM によって
のみアクセスされるため、特定の領域に配置する必要はありません。VxVM によって検出
できます。ただし、起動に必要なデータは、起動プロセスで検出できるように、起動可能
なディスクの特定の領域に配置する必要があります。
システムによっては、プロセスとシステム BIOS でディスクコントローラによって実行される
コントローラ固有の動作により、この重要なデータの場所が制限されることがあります。
ブートディスクに障害がある場合は、次の手順のいずれかを使って問題を修正できます。
■

エラーが一時的または修正可能な場合は、同じディスクを再利用します。この操作
は、ディスクの再追加ともいいます。障害が発生したディスクを再フォーマットしたり、
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表面分析を実行して、別のセクタマッピングを再構築すると、ディスクを再追加に使え
る場合もあります。
p.80 の 「障害が発生したブートディスクの再追加 」 を参照してください。
■

ディスクが完全に破損した場合は、交換します。
p.81 の 「障害が発生したブートディスクの交換」 を参照してください。

障害が発生したブートディスクの再追加
ディスクの再追加は、同じ物理ディスクが使われるという点を除けば、ディスクの交換と同
じ手順で実行します。通常、再追加が必要なディスクは切断されています。したがって、
VxVM によってディスクエラーが検出され、ディスクへのアクセスは停止されます。
たとえば、disk01 と disk02 という 2 つのディスクがあるシステムについて考えてみま
す。2 つのディスクは通常、起動時にそれぞれディスク c0t0d0s2 と c0t1d0s2 としてシ
ステム構成にマップされます。障害が発生したために、disk01 は切断されています。ディ
スクの状態は、次のコマンドで vxdisk ユーティリティを使い、ディスクを一覧表示するこ
とで確認できます。
# vxdisk list
vxdisk で表示される一覧（例）は次のとおりです。
DEVICE
c0t0d0s2
c0t1d0s2
-

TYPE
sliced
sliced
-

DISK
disk02
disk01

GROUP
bootdg
bootdg

STATUS
error
online
failed was:c0t0d0s2

ディスク disk01 にはデバイスが関連付けられておらず、failed 状態で、デバイスは切
断されたことが示されています。ディスクが完全に破損した場合は、デバイス（例にある
c0t0d0s2 など）がまったく一覧表示されないこともあります。
vxdisk list による出力が異なる場合もあります。たとえば、UNIX パーティションテー

ブルに関連した修正不可能な障害がブートディスクにある場合、破損したルートパーティ
ションは修正できませんが、Veritas Volume Manager プライベートリージョンにはエラー
はありません。vxdisk list コマンドでは、次のように一覧表示されます。
DEVICE
c0t0d0s2
c0t1d0s2

TYPE
sliced
sliced

DISK
disk01
disk02

GROUP
bootdg
bootdg

STATUS
online
online

ただし、エラーは修正できなかったため、ディスクは障害が発生したものとして表示されま
す。 このような場合は、vxdiskadm のメニュー項目［ディスクの交換のための削除（Remove
a disk for replacement）］を使って、障害が発生したデバイスとそのディスク名の関連付
けを解除します。
vxdiskadm（1M）マニュアルページを参照してください。
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その後、デバイスの再フォーマットなど、特別な手順を実行して問題を修正できます。
障害が発生したブートディスクを再追加するには

1

vxdiskadm［障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交換（Replace a

failed or removed disk）］メニュー項目を選択してディスクを交換し、交換前と同じ
デバイスを指定します。たとえば、デバイス c0t0d0s2 について disk01 を交換しま
す。

2

ミラー化したブートディスクに障害が発生しているときにホットリロケーションが有効な
場合、新しいミラーの作成および障害が発生したブートディスクから障害が発生して
いるサブディスクの削除が実行されます。ホットリロケーションが成功した後に再追加
を正常に終了すると、ディスクの障害の影響を受けていた root および他のボリュー
ムは、再追加されたディスクには存在しなくなります。vxunreloc を実行して、ホット
リロケーションされたサブディスクを新しく交換したディスクに移動します。

障害が発生したブートディスクの交換
障害が発生したブートディスクの交換用ディスクには、交換されるディスクで使われてい
たのと、少なくとも同じストレージ容量が必要です。また、現在のディスクオフセットでもと
のディスクのサブディスクをすべて格納できるだけの大きさが必要です。
交換用ディスクのサイズを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -st -e ‘sd_disk="diskname"’

diskname は、障害が発生したディスクの名前、またはそのミラーのディスクの名前です。
このコマンドを実行した際の出力例を次に示します。
# vxprint -g rtdg -st -e 'sd_disk="rtdg01"'
Disk group: rtdg
SD NAME
...
sd rtdg01-01
sd rtdg01-02

PLEX

DISK

DISKOFFS

LENGTH

[COL/]OFF

DEVICE MODE

swapvol-01
rootvol-01

rtdg01
rtdg01

0
1045296

1045296
16751952

0
0

c0t0d0 ENA
c0t0d0 ENA

結果出力で、ディスクに対して一覧表示されている最後のサブディスクについて［オフセッ
ト（DISKOFFS）］値と［サイズ（LENGTH）］値を加算します。このサイズは、512 バイトセクタ単
位です。KB 単位のサイズにするには、この数値を 2 で割ります。この例では、サブディ
スク rtdg01-02 の［オフセット（DISKOFFS）］値は 1,045,296、［サイズ（LENGTH）］値は
16,751,952 であるため、ディスクサイズは（1,045,296 + 16,751,952）/2 を計算し、
8,898,624 KB（約 8.5 GB）になります。
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メモ: 一般に、製造元によって報告されるディスクサイズは、使用可能な容量ではありま
せん。また、通常の 1,048,576 バイトではなく 1,000,000 バイトを表すのに MB という語
を使うディスク製造元もあります。同様に、通常の 1,073,741,824 バイトではなく
1,000,000,000 バイトを表す場合はギガバイトという語を使います。
障害が発生したブートディスクを交換するには

1

代替ブートディスクからシステムを起動します。

2

vxdiskadm のメニュー項目［ディスクの交換のための削除（Remove a disk for
replacement）］を選択して、障害が発生したデバイスとそのディスク名の関連付け
を解除します。
vxdiskadm（1M）マニュアルページを参照してください。

3

システムを停止して、障害が発生したハードウェアを交換します。

4

再起動した後に、vxdiskadm［障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交
換（Replace a failed or removed disk）］メニュー項目を使って、障害が発生した
ディスクを交換したことを VxVM に通知します。
警告: 交換用ディスクが VxVM 制御下で以前にカプセル化されたルートディスクの
場合は、プロンプトが表示されたらディスクの再編成を選択します。ディスクを再編
成しないと、VTOC が無効のままになり、システムを起動できなくなります。ディスク
上のすべての既存データの有効なコピーを、少なくとも 1 つは必ず作成しておいて
ください。

5

vxdiskadm を使って、代替ブートディスクを交換するブートディスクにミラー化しま

す。

6

ブートディスク上のボリュームを復元した場合は、システムを停止して、交換したブー
トディスクからシステムを起動できるかどうか確認します。

再インストールによるリカバリ
ブート（root）ディスクのコピーがすべて損傷しているか、ファイルシステムの損傷によっ
て一部の重要なファイルが失われた場合は、再インストールする必要があります。
このような障害が発生した場合は、もとの VxVM の設定をできるだけ保持するようにしま
す。その障害に直接関係しないボリュームは、再設定する必要はありません。保持されて
いるボリュームを再設定する必要はありません。
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一般的な再インストール情報
この項では、VxVM を再インストールし、障害の後にもとの設定をできるだけ多く保持す
るための手順を説明します。
警告: 再インストールすると、再インストールのプロセスですべてのディスクの内容が破棄
されることを前提とする必要があります。
VxVM に関連するすべての情報は、再インストール中に削除されます。削除されるデー
タには、ディスク識別子と VxVM 設定のコピーを含む、削除されるディスクのプライベー
トリージョンのデータが含まれます。この情報が削除されると、ディスクを VM ディスクとし
て使えなくなります。
システムのルートディスクは常に再インストールに関係します。他のディスクが関係する場
合もあります。ルートディスクが VxVM の制御下に置かれている場合、そのディスクとそ
のディスクのボリュームまたはミラーは、再インストール中に失われます。再インストールに
関係する他のディスク、または削除および交換される他のディスクでも、VxVM 設定デー
タ（ボリュームとミラーを含む）が失われる可能性があります。
ルートディスクなどのディスクが、障害が発生する前に VxVM の制御下に置かれていな
かった場合、再インストール時に VxVM 設定データが失われることはありません。
再インストール後のリカバリプロセスは簡略化されますが、ルートディスクを Veritas Volume
Manager の制御下に置かないと、再インストールが必要になる可能性は高くなります。
ルートディスクを VxVM の制御下に置いて、ルートディスクの内容のミラーを作成すると、
システムの再インストールが必要となるような様々な問題を除去できます。
再インストールが必要な場合、障害と再インストールに直接関係しないディスクにあるボ
リュームまたはそのようなディスクにコピーがあるボリュームのみが保存されます。障害や
再インストールに関係するルートディスクなどのディスク上にあるボリュームは、再インス
トール中に失われます。これらのボリュームのバックアップコピーが使える場合は、再イン
ストール後にボリュームを復元できます。

システムの再インストールと VxVM のリカバリ
システムを再インストールして Veritas Volume Manager 設定のリカバリを実行するため
に必要な手順は次のとおりです。
■

障害が発生したディスクまたは他のハードウェアを交換して、再インストールに関係し
ないディスクを切断します。
p.84 の 「システムの再インストールの準備」 を参照してください。

■

オペレーティングシステムおよびその他の関係ない Volume Manager パッケージを
再インストールします。
p.84 の 「オペレーティングシステムの再インストール」 を参照してください。

■

Volume Manager パッケージを追加しますが、vxinstall コマンドを実行しません。
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p.85 の 「Veritas Volume Manager の再インストール」 を参照してください。
■

Veritas Volume Manager 設定をリカバリします。
p.85 の 「Veritas Volume Manager 設定のリカバリ 」 を参照してください。

■

障害または再インストールの影響を受けるボリューム内の情報を復元して、システム
ボリューム（rootvol、swapvol、usr および他のシステムボリューム）を再作成しま
す。
p.86 の 「システム構成のクリーンアップ」 を参照してください。

システムの再インストールの準備
再インストールに関係しないディスクのデータが失われないようにするには、再インストー
ル手順にオペレーティングシステムの部分を含むルートディスクなどのディスクのみを含
めるようにします。たとえば、/usr ファイルシステムが独立したディスク上に設定されてい
る場合、そのディスクは接続したままにしておきます。インストールの自動オプションの中
には、管理者が確認しなくてもルートディスク以外のディスクにアクセスするものもありま
す。
オペレーティングシステムを再インストールする前に、ボリューム（または保持する必要の
ある他のデータ）を格納している他のディスクをすべて切断します。たとえば、home ファイ
ルシステムをインストールしたディスクとオペレーティングシステムをインストールしたディ
スクが異なる場合は、home ファイルシステムが損われないようにそのディスクを切断して
おきます。

オペレーティングシステムの再インストール
障害が発生した、または障害が発生しているディスクが交換され、再インストールに関係
しないディスクを切断したら、オペレーティングシステムのマニュアルに従って、オペレー
ティングシステムを再インストールします。VxVM をインストールする前に、オペレーティン
グシステムをインストールします。
オペレーティングシステムのインストールが進行しているときに、ルートディスク以外のディ
スクにはアクセスされないようにします。ルートディスク以外のディスクに書き込みが行わ
れると、そのディスク上の Veritas Volume Manager の設定が失われることがあります。
メモ: 再インストール中に、システムのホスト名（またはホスト ID）を変更できます。以降の
項の手順では既存のホスト名を使うことが前提とされているため、既存のホスト名の使用
をお勧めします。
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Veritas Volume Manager の再インストール
Veritas Volume Manager を再インストールするには

1

インストールディスクから Symantec のソフトウェアを再インストールします。
『 インストールガイド』を参照してください。
警告: VxVM の初期化に vxinstall を使わないでください。

2

必要に応じて vxlicinst コマンドを使い、Veritas Volume Manager ライセンス
キーをインストールします。
vxlicinst（1）マニュアルページを参照してください。

Veritas Volume Manager 設定のリカバリ
Veritas Volume Manager パッケージをインストールして、VxVM のソフトウェアライセン
スをインストールした後に、Veritas Volume Manager 設定のリカバリを実行します。
Veritas Volume Manager 設定をリカバリするには

1

次を入力します。
# touch /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

2

システムを停止します。

3

システムから削除したディスクを再接続します。

4

システムを再起動します。

5

システムを起動する際には、次のコマンドを使ってシングルユーザーモードで起動
します。
# exec init S

6

プロンプトが表示されたらパスワードを入力し、リターンキーを押して続行します。

7

次のコマンドを使い、インストールに関係するファイルで、VxVM をインストールした
ときに作成されたが不要になったファイルを削除します。
# rm -rf /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db

8

次のコマンドを使って、Veritas Volume Manager 入出力デーモンを起動します。
# vxiod set 10
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9

次のコマンドを使って、disable モードで Veritas Volume Manager 設定デーモン
vxconfigd を起動します。
# vxconfigd -m disable

10 次のコマンドを使って、vxconfigd デーモンを初期化します。
# vxdctl init

11 次のコマンドを使って、DMP サブシステムを初期化します。
# vxdctl initdmp

12 次のコマンドを使って、vxconfigd を enable モードにします。
# vxdctl enable

これで、再インストールに関係せずディスクに保持されていた VxVM 設定のリカバリ
が実行されました。ただし、ルートディスクは再インストールされたため、VxVM には
VM ディスクとして表示されません。保持されたディスクの設定には、VxVM 設定の
一部としてルートディスクは含まれません。
障害発生および再インストールのときに、システムのルートディスクおよび再インス
トールに関係する他のディスクが VxVM の制御下になかった場合、以上の手順で
再設定は完了します。
再インストールに関係していたルートディスク（または他のディスク）に対しては、この
時点でそのディスク（またはシステムに接続されていない他のディスク）のボリューム
およびミラーにアクセスすることはできません。再インストール、削除または交換され
たディスク上に構成されていたプレックスが 1 つしか格納されていなかった場合、そ
のボリュームのデータは失われ、バックアップから復元する必要があります。

システム構成のクリーンアップ
VxVM を再インストールしたら、システム構成のクリーンアップを行う必要があります。
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システム構成をクリーンアップするには

1

ルータビリティと関連付けられているすべてのボリュームを削除します。 ルートディス
ク（およびシステム起動プロセスに関係する他のディスク）が Veritas Volume Manager
の制御下にあった場合は、この操作を実行する必要があります。
次のボリュームを削除する必要があります。
rootvol

root ファイルシステムを含みます。

swapvol

スワップ領域を含みます。

standvol（ある場合）

stand ファイルシステムを含みます。

usr（ある場合）

usr ファイルシステムを含みます。

ルートボリュームを削除するには、vxedit コマンドを使います。
# vxedit -fr rm rootvol
rootvol の代わりに swapvol、standvol および usr を使ってこのコマンドを繰り

返し、swap、stand および usr の各ボリュームを削除します。
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2

ルータビリティのクリーンアップが完了したら、バックアップから復元する必要のある
ボリュームを決定する必要があります。 復元するボリュームには、再インストールまた
は削除したディスクにすべてのミラー（ボリュームのコピーすべて）が格納されていた
ボリュームが含まれます。 これらのボリュームは無効なため、削除および再作成し
て、バックアップから復元する必要があります。 再インストールまたは削除されたディ
スクにボリュームのミラーの一部が存在していた場合は、これらのミラーを削除する
必要があります。 ミラーは後で再追加できます。
次のコマンドを使って、削除または再インストールされた VM ディスクを確認します。
# vxdisk list

システムディスクデバイスとこれらのデバイスの状態が表示されます。 たとえば、3 つ
のディスクと再インストールされたルートディスクが含まれている再インストールされた
システムでは、vxdisk list コマンドの出力は次のようになります。
DEVICE
c0t0d0s2
c0t1d0s2
c0t2d0s2
-

TYPE
sliced
sliced
sliced
-

DISK
disk02
disk03
disk01

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
error
online
online
failed was:c0t0d0s2

この出力では、再インストールされたルートデバイス、c0t0d0s2 が VM ディスクに関
連付けられていないこと、およびそのデバイスの状態が error と認識されているこ
とが示されています。 ディスク disk02 と disk03 は再インストールに関係しておら
ず、VxVM により認識されてデバイス（c0t1d0s2 と c0t2d0s2）に関連付けられて
います。 以前の disk01 は、交換されたディスクデバイスに関連付けられた VM ディ
スクでしたが、現在そのデバイス（c0t0d0s2）には関連付けられていません。
再インストール中に（ボリュームまたはミラーを持つ）他のディスクが削除または交換
された場合、そのディスクのディスクデバイスが error 状態で、VM ディスクはデバ
イスに関連付けられていないものとして一覧表示されます。

3

削除または交換されたディスクが分かったら、次のコマンドを使って、障害が発生し
たディスク上のミラーをすべて検索します。
# vxprint [-g diskgroup] -sF "%vname" -e 'sd_disk = "disk"'

disk は、failed 状態のディスクのアクセス名です。 このコマンドでは、ディスク名を
引用符で囲みます。 ディスク名が引用符で囲まれていない場合は、エラーメッセー
ジが返されます。 vxprint コマンドは、障害が発生したディスクにミラーが格納され
ているボリュームを一覧表示します。 failed 状態のすべてのディスクについて、こ
のコマンドを繰り返します。
このコマンドを実行した際の出力例を次に示します。
# vxprint -g mydg -sF "%vname" -e 'sd_disk = "disk01"' v01
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4

各ボリュームの状態をチェックし、次のコマンドを使ってボリューム情報を出力しま
す。
# vxprint -th volume

volume は、確認するボリュームの名前です。 vxprint コマンドは、ボリュームの状
態、プレックス、プレックスを設定するディスクの部分を表示します。 たとえば、1 つ
のプレックスを持つ v01 という名前のボリュームが disk01 という名前の再インストー
ルされたディスクに存在します。 vxprint -th v01 コマンドの出力は次のようにな
ります。
V
PL
SD

NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK

v
pl
sd

v01
v01-01
v01
disk01-06 v01-01

DISABLED
DISABLED
disk01

STATE
STATE
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF

PREFPLEXUTYPE
NCOL/WID MODE
DEVICE
MODE

ACTIVE
NODEVICE
245759

24000
24000
24000

SELECT
CONCAT
0

c1t5d1

fsgen
RW
ENA

ボリュームの唯一のプレックスは、pl で始まる行に表示されています。 v01-01 とい
う名前のプレックスの STATE 状態フィールドは、NODEVICE 状態です。 プレックスは、
交換、削除または再インストールされたディスク上に領域を保持しています。 プレッ
クスは有効ではなくなったため、削除する必要があります。

5

v01-01 はボリュームの唯一のプレックスであったため、ボリュームをバックアップか

ら復元しないかぎり、ボリュームの内容のリカバリは実行できなくなります。 ボリュー
ムも削除する必要があります。 ボリュームのバックアップコピーが存在する場合は、
後でボリュームを復元できます。 バックアップ手順で必要になるため、ボリューム名
とサイズを記録しておきます。
次のコマンドを使って、リカバリ不可能なボリューム（v01 など）を削除します。
# vxedit -r rm v01
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6

V
PL
SD

NAME
NAME
NAME

v
pl
sd
sd
sd

v02
v02-01
v02
disk02-02v02-01
disk01-05v02-01
disk03-01v02-01

障害が発生したディスクにプレックスの一部のみが配置されている可能性もありま
す。 ボリュームに関連付けられているストライプ化プレックスがそのボリュームにある
場合、ボリュームは複数のディスクに分割されます。 たとえば、v02 という名前のボ
リュームに、3 つのディスクにストライプされたストライプ化プレックスが 1 つあり、その
3 つのディスクのうちの 1 つは再インストールされたディスク disk01 であるとします。
vxprint -th v02 コマンドの出力は次のようになります。

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK
DISABLED
DISABLED
disk01
disk01
disk03

STATE
STATE
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE

UTYPE
MODE
MODE

ACTIVE
NODEVICE
424144
620544
620544

30720
30720
10240
10240
10240

SELECT
STRIPE
0/0
1/0
2/0

v02-01
3/128
c1t5d2
c1t5d3
c1t5d4

fsgen
RW
ENA
DIS
ENA

この出力では、プレックス v02-01 がまたがってストライプされる 3 つのディスクを示
しています（sd で始まる行はストライプを示しています）。 ストライプ領域の 1 つは障
害が発生したディスク上にあります。 このディスクは有効ではないため、v02-01 とい
う名前のプレックスは NODEVICE 状態となっています。 このプレックスはボリュームの
唯一のプレックスであるため、ボリュームは無効であり、削除する必要があります。
v02 のコピーがバックアップメディアに存在する場合は、後で復元できます。 バック
アップから復元するボリュームの名前とサイズは記録しておいてください。
次のコマンドを使って、無効なボリューム（v02 など）を削除します。
# vxedit -r rm v02
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7

障害が発生したディスク上にミラーが 1 つあるボリュームでも、まだ有効なディスクに
他のミラーがある可能性があります。 この場合、有効なディスク上のデータはまだ有
効であるため、ボリュームをバックアップから復元する必要はありません。
障害が発生したディスク（disk01）にプレックスが 1 つあり、有効なディスク（disk02）
に別のプレックスがあるボリュームに対して実行した vxprint -th コマンドの出力
は、次のようになります。

V
PL
SD

NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/COKSTATE
VOLUME
KSTATE
PLEX
DISK

v
pl
sd
pl
sd

v03
v03-01
v03
disk02-01 v03-01
v03-02
v03
disk01-04 v03-02

DISABLED
DISABLED
disk01
DISABLED
disk03

STATE
LENGTH
STATE
LENGTH
DISKOFFS LENGTH

READPOL
PREFPLEX UTYPE
LAYOUT
NCOL/WID MODE
[COL/]OFF DEVICE
MODE

ACTIVE
ACTIVE
620544
NODEVICE
262144

SELECT
CONCAT
0
CONCAT
0

0720
30720
30720
30720
30720

c1t5d5
c1t5d6

fsgen
RW
ENA
RW
DIS

このボリュームには、v03-01 および v03-02 という 2 つのプレックスがあります。 最
初のプレックス（v03-01）は、無効なディスクの領域を使っていないため、まだ使えま
す。 2 番目のプレックス（v03-02）は、無効なディスク disk01 の領域を使っている
ため、NODEVICE 状態になっています。 プレックス v03-02 は削除する必要があ
ります。 ただし、このボリュームには有効なデータを格納している有効なプレックスが
さらに 1 つあります。 ボリュームをミラー化する必要がある場合は、別のプレックスを
後で追加できます。 別のプレックスを後で作成するためにボリュームの名前を書き
留めてください。
無効なプレックスを削除するには、vxplex コマンドを使って関連付けを解除し、ボ
リュームからプレックスを削除します。 たとえば、プレックス v03-02 の関連付けを解
除して削除するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -o rm dis v03-02

8

すべての無効なボリュームとプレックスを削除した後、ディスク設定をクリーンアップ
することができます。 （vxdisk list コマンドの出力から特定した）削除、再インス
トールまたは交換された各ディスクは、設定から削除する必要があります。
ディスクを削除するには、vxdg コマンドを使います。 たとえば、障害が発生したディ
スク disk01 を削除するには、次のコマンドを使います。
# vxdg rmdisk disk01
vxdg コマンドによってエラーメッセージが返された場合は、無効なミラーが存在しま

す。
手順 2 から手順 7 を繰り返して無効なボリュームとミラーをすべて削除します。
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9

すべての無効なディスクを削除した後、Veritas Volume Manager の制御下に交換
用ディスクまたは再インストール用ディスクを追加することができます。 ルートディス
クが最初から Veritas Volume Manager の制御下にあった場合や、ルートディスク
をこれから Veritas Volume Manager の制御下に置く場合は、このディスクを最初
に追加します。
ルートディスクを Veritas Volume Manager の制御下に追加するには、vxdiskadm
コマンドを使います。
# vxdiskadm
vxdiskadm メインメニューで、メニュー項目 2 （1 つ以上のディスクのカプセル化）

を選択します。 次の指示に従って、システムのルートディスクをカプセル化します。

10 カプセル化が完了したら、マルチユーザーモードでシステムを再起動します。
11 ルートディスクをカプセル化したら、vxdiskadm コマンドを使って、交換された他の
すべてのディスクを追加する必要があります。 オペレーティングシステムの再インス
トール中にディスクが再インストールされた場合は、カプセル化する必要があります。
それ以外の場合は、ディスクを追加できます。

12 すべてのディスクがシステムに追加されたら、設定クリーンアップの一部として完全
に削除されたボリュームを再作成して、その内容をバックアップから復元できます。
ボリュームの再作成は、vxassist コマンドまたは GUI を使って実行できます。
たとえば、ボリューム v01 と v02 を再作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g dg01 make v01 24000
# vxassist -g dg02 make v02 30720 layout=stripe nstripe=3

ボリュームが作成されると、通常のバックアップおよびリストア手順を使って、バック
アップから復元できます。
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13 ボリュームクリーンアップの一部としてプレックスが削除されたボリュームのプレックス
を再作成します。 ボリューム v03 から削除されたプレックスを交換するには、次のコ
マンドを使います。
# vxassist -g dg03 mirror v03

再インストール中に失われたボリュームとプレックスのリストアが完了すると、リカバリ
は完了し、システムは障害発生前の状態と同じように設定されます。

14 必要な場合は、システムを再起動するか、再配置監視デーモン vxrelocd を起動
して、ホットリロケーションサービスを起動します（これにより vxnotify プロセスも開
始されます）。
警告: ホットリロケーションは、他の再設定手順を妨げない場合のみ起動できます。
ホットリロケーションが起動されたかどうかを判別するには、次のコマンドを使って、
プロセステーブル内でエントリを検索します。
# ps -ef | grep vxrelocd

詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
vxrelocd（1M）マニュアルページを参照してください。
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7
コマンド、タスク、トランザク
ションの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

コマンドログ

■

タスクログ

■

トランザクションログ

■

コマンドログ、タスクログ、トランザクションログの関連付け

■

スレーブから発行された CVM コマンドのマスターノードへの関連付け

■

コマンド入力補完機能が有効になっていない

コマンドログ
vxcmdlog コマンドを使うと、他の Veritas Volume Manager（VxVM）コマンドの呼び出
しをファイルに記録できます。

次の例で、vxcmdlog の使い方を示します。
vxcmdlog -l

コマンドログに関する現在の設定を一覧表示します。

vxcmdlog -m on

コマンドログを有効にします。

vxcmdlog -s 512k

コマンドログファイルの最大サイズを 512 KB に設定します。

vxcmdlog -n 10

履歴コマンドログファイルの最大数を 10 に設定します。

vxcmdlog -n no_limit

履歴コマンドログファイル数の制限を削除します。

vxcmdlog -m off

コマンドログを無効にします。
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デフォルトでは、コマンドログが有効です。 コマンドラインは、/etc/vx/log ディレクトリの
cmdlog ファイルに記録されます。 このパス名は特定のディレクトリへのシンボリックリンク
です。このディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なります。 リンクされ
ているディレクトリは、必要に応じて再定義できます。
vxcmdlog ユーティリティの設定を保持する場合は、設定ファイル .cmdlog を新しいディ

レクトリにコピーする必要があります。
警告: .cmdlog ファイルはバイナリ形式であり、編集できません。
コマンドログのサイズはエントリの書き込み後にチェックされるため、実際のサイズは指定
サイズを多少上回っている可能性があります。ログファイルが最大サイズに達すると、現
在のコマンドログファイル cmdlog の名前が、次に使用可能な履歴ログファイルとして
cmdlog.number に変更され、現在のログファイルが新たに作成されます。ここで、number
は 1 以上の整数で、最大値は現在定義されている履歴ログファイルの最大数です。
ファイルシステムの容量が上限に達するのを回避するため、保持される履歴ログファイル
の数は制限されます。履歴ログファイル数が最大数に達すると、最も古い履歴ログファイ
ルが削除され、現在のログファイルがそのファイルの名前に変更されます。
各ログファイルのヘッダーには、ホスト名、ホスト ID およびログの作成日時が記録されま
す。
コマンドログファイルのサンプルエントリを次に示します。
# 0, 2329, Wed Feb 12 21:19:31 2003
/usr/sbin/vxdctl mode
# 17051, 2635, Wed Feb 12 21:19:33 2003
/usr/sbin/vxdisk -q -o alldgs list
# 0, 2722, Wed Feb 12 21:19:34 2003
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/rdmp/Disk_4s2
# 26924, 3001, Thu Feb 13 19:30:57 2003
/usr/sbin/vxdisk list Disk_1

通常、各エントリには、vxconfigd デーモンへのコマンド接続を識別するクライアント ID、
実行中のコマンドのプロセス ID、タイムスタンプ、コマンドラインとその引数が記録されま
す。
ここに示した 3 番目のエントリのようにクライアント ID が 0 である場合は、vxconfigd へ
の接続が開いていないことを示します。
このクライアント ID は、対応するトランザクションがトランザクションログに記録されたとき
の ID と同じです。
p.97 の 「トランザクションログ」 を参照してください。
p.99 の 「コマンドログ、タスクログ、トランザクションログの関連付け」 を参照してください。

95

第 7 章 コマンド、タスク、トランザクションの管理
タスクログ

96

ほとんどのコマンドスクリプトは記録されませんが、コマンドスクリプトによって呼び出され
たコマンドバイナリは記録されます。例外的に、vxdisksetup、vxinstall および
vxdiskunsetup の各スクリプトは記録されます。
設定ファイルからの読み取りにエラーがある場合は、コマンドログは組み込みのデフォル
ト設定に切り替わります。このため、たとえば、vxcmdlog -m off コマンドを使って無効
にしたログが有効のままになっている場合があります。その場合は、設定ファイルを
vxcmdlog ユーティリティを使って再作成するか、バックアップを使って復元してください。
vxcmdlog（1M）マニュアルページを参照してください。

タスクログ
システムで作成されるタスクは /etc/vx/log/ ディレクトリの tasklog ファイルに診断目
的で記録されます。このファイルはタスク関連のすべての操作（作成、完了、一時停止、
再開および中止）のエントリをログに記録します。タスクログのサイズはエントリの書き込み
後にチェックされるため、実際のサイズは指定サイズを多少上回っている可能性がありま
す。最大サイズに達した現行タスクログファイル tasklog は次に使用可能な履歴ログファ
イルとして保存されます。履歴タスクログファイルには、tasklog.1、tasklog.2 というよ
うにして、最大で tasklog.5 まで名前を付けられます。最大 5 つの履歴ログファイルが
トラッキングされます。
各ログファイルのヘッダーには、ホスト名、ホスト ID およびログの作成日時が記録されま
す。コマンドログファイルのサンプルエントリを次に示します。
# 159571211, 16905, Thu Aug 21 02:54:18 2014
184 - SNAPSYNC Starting 00.00% 0/65536/0 SNAPSYNC full1-v1 vvrdg
# 455972214, 16929, Thu Aug 21 02:54:24 2014
184 - SNAPSYNC Finishing 96.88% 0/65536/63488 SNAPSYNC full1-v1 vvrdg

各エントリには 2 行が含まれます。1 行目には以下が含まれます。
■

vxconfigd デーモンへの接続を識別するクライアント ID。

■

タスクの状態を変更するコマンドのプロセス ID。

■

タイムスタンプ。

クライアント ID はコマンドログおよびトランザクションログの対応するコマンドおよびトラン
ザクションそれぞれで記録された ID と同じです。
2 行目には、タスク関連の情報が次の形式で含まれます。
<id> <parent_id> <type> <state> <progress status> <desc> <nodename>
<additional_flags>
<id>
: task id
<parent_id>
: task id of parent task. If the task does not have
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parent then '-' is reported
<type>
: The Type of Task
<state>
: Starting/Pausing/Resuming/Aborting/Finishing
<progress status>
: % progress followed by the triplet
(start_offset/end_offset/current_offset) or for parent task
(total_child_tasks/finished_child_tasks/active_child_tasks).
<desc>
: Description of the task and objects involved.
<nodename>
: optional nodedname.
<additional_flags> : optional flags such as auto-throttled, smartmove.

トランザクションログ
vxtranslog コマンドを使うと、VxVM トランザクションをファイルに記録できます。

次の例で、vxtranslog の使い方を示します。
vxtranslog -l

トランザクションログに関する現在の設定を一覧表示します。

vxtranslog -m on

トランザクションログを有効にします。

vxtranslog -s 512k

トランザクションログファイルの最大サイズを 512 KB に設定
します。

vxtranslog -n 10

履歴トランザクションログファイルの最大数を 10 に設定しま
す。

vxtranslog -n no_limit

履歴トランザクションログファイル数の制限を削除します。

vxtranslog -q on

クエリーログを有効にします。

vxtranslog -q off

クエリーログを無効にします。

vxtranslog -m off

トランザクションログを無効にします。

デフォルトでは、トランザクションログが有効です。 トランザクションは、/etc/vx/log ディ
レクトリの translog ファイルに記録されます。 このパス名は特定のディレクトリへのシン
ボリックリンクです。このディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なりま
す。 リンクされているディレクトリは、必要に応じて再定義できます。vxtranslog ユーティ
リティの設定を保持する場合は、設定ファイル .translog を新しいディレクトリにコピー
する必要があります。
警告: .translog ファイルはバイナリ形式であり、編集できません。
トランザクションログのサイズはエントリの書き込み後にチェックされるため、実際のサイズ
は指定サイズを多少上回っている可能性があります。ログファイルが最大サイズに達する
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と、現在のトランザクションログファイル translog の名前が、次に使用可能な履歴ログ
ファイルとして translog.number に変更され、現在のログファイルが新たに作成されま
す。ここで、number は 1 以上の整数で、最大値は現在定義されている履歴ログファイル
の最大数です。
ファイルシステムの容量が上限に達するのを回避するため、保持される履歴ログファイル
の数は制限されます。履歴ログファイル数が最大数に達すると、最も古い履歴ログファイ
ルが削除され、現在のログファイルがそのファイルの名前に変更されます。
各ログファイルのヘッダーには、ホスト名、ホスト ID およびログの作成日時が記録されま
す。
トランザクションログファイルのサンプルエントリを次に示します。
Thu Feb 13 19:30:57 2003
Clid = 26924, PID = 3001, Part = 0, Status = 0, Abort Reason = 0
DA_GET SENA0_1
DISK_GET_ATTRS SENA0_1
DISK_DISK_OP SENA0_1 8
DEVNO_GET SENA0_1
DANAME_GET 0x1d801d8 0x1d801a0
GET_ARRAYNAME SENA 50800200000e78b8
CTLR_PTOLNAME /pci@1f,4000/pci@5/SUNW,qlc@4/fp@0,0
GET_ARRAYNAME SENA 50800200000e78b8
CTLR_PTOLNAME /pci@1f,4000/pci@5/SUNW,qlc@5/fp@0,0
DISCONNECT <no request data>

各ログエントリの 1 行目は、トランザクションのタイムスタンプです。Clid フィールドは、コ
マンドによって開かれた vxconfigd への接続のクライアント ID に対応します。PID フィー
ルドは、この操作を要求しているユーティリティのプロセス ID を示しています。トランザク
ションが正常に完了しなかった場合は、Status フィールドと Abort Reason フィールド
にエラーコードが記述されます。レコードの残りの部分は、トランザクションの処理に使わ
れたデータを表します。
このクライアント ID は、対応するコマンドラインがコマンドログに記録されたときの ID と同
じです。
p.94 の 「コマンドログ」 を参照してください。
p.99 の 「コマンドログ、タスクログ、トランザクションログの関連付け」 を参照してください。
設定ファイルからの読み取りにエラーがある場合は、トランザクションログは組み込みのデ
フォルト設定に切り替わります。このため、たとえば、vxtranslog -m off コマンドを使っ
て無効にしたログが有効のままになっている場合があります。その場合は、設定ファイル
を vxtranslog ユーティリティを使って再作成するか、バックアップを使って復元してくだ
さい。
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コマンドログ、タスクログ、トランザクションログの関連付
け
すべての要求およびコマンドについて記録されるクライアント ID とプロセス ID は、コマン
ドログとトランザクションログのエントリを対応付ける場合に役立ちます。トランザクションロ
グに記録されている特定の要求をどのコマンドが発行したかを調べるには、次のようなコ
マンドを使い、コマンドログ内でプロセス ID とクライアント ID を検索します。
# egrep -n PID cmdlog | egrep Clid

たとえば、トランザクションログに次の要求が記録されていた場合、
Wed Feb 12 21:19:36 2003
Clid = 8309, PID = 2778, Part = 0, Status = 0, Abort Reason = 0
DG_IMPORT foodg
DG_IMPORT foodg
DISCONNECT <no request data>

この要求を発行したユーティリティを検索するには、次のコマンドを実行します。
# egrep -n 2778 cmdlog | egrep 8309
7310:# 8309, 2778, Wed Feb 12 21:19:36 2003

この例の出力は、コマンドログの 7310 行に一致する記述があることを示しています。コ
マンドログの 7310 行と 7311 行を調べると、vxdg import コマンドが foodg ディスクグ
ループに対して実行されていたことがわかります。
# sed -e ’7310,7311!d’ cmdlog
# 8309, 2778, Wed Feb 12 21:19:36 2003 7311
/usr/sbin/vxdg -m import foodg

クライアント ID とプロセス ID の組み合わせに一致する記述が複数存在する場合は、さ
らに、タイムスタンプを調べると正しい結果を判別できます。
あるユーティリティが vxconfigd に対して条件付きの接続を開くと、コマンドログにはクラ
イアント ID が 0 (ゼロ) と記録され、トランザクションログには 0 以外の値が記録されます。
このような場合は、プロセス ID とタイムスタンプを使うと、ログエントリどうしを関連付けるこ
とができます。
同じ方法を使用して、タスクログの PID および CLID を使用してタスクログのエントリをコ
マンドログと関連付けることができます。
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スレーブから発行された CVM コマンドのマスターノード
への関連付け
共有ディスクグループの設定を変更するコマンドを CVM スレーブノードで実行すると、
CVM はコマンドを CVM マスターノードに転送して実行します。
たとえば、スレーブノードで、共有ディスクグループ内にボリュームを作成する次のコマン
ドを実行します。CVM はコマンドをマスターノードに転送し、CVM はマスターノードでコ
マンドを実行します。
# vxassist -g shareddg make shared-vol1 200M

CVM スレーブノードで、次のコマンドを入力して、転送されたコマンドをトランザクション
ログ（translog）で特定します。
# egrep CMDSHIP_REQUEST translog

この例では、スレーブノードのトランザクションログには次のエントリが記録されていました。
Thu Jul 15 06:30:16 2010
Clid = 5302, PID = 589906, Part = 0, Status = 0, Abort Reason = 0
DG_SET_CURRENT_ID shareddg
DG_SET_CURRENT shareddg
DG_GETCFG_ID 0xdde49f shareddg
DG_GETCFG_NAME 0xdde49f shareddg
DG_SET_CURRENT_ID shareddg
DG_SET_CURRENT shareddg
DG_SET_CURRENT_ID shareddg
DG_SET_CURRENT shareddg
DG_GETCFG_ALL 0x420
DG_GETCFG_ALL 0x420
VOL_TRANS
ds4700-0_7 ds4700-0_3 ds4700-0_
DG_GET_DEFAULT <no request data>
CMDSHIP_REQUEST Command Shipped = /usr/sbin/vxassist -g
shareddg make shared-vol1 200M
Default dg = nodg
DROPPED <no request data>

スレーブノードでこの要求を発行したユーティリティを見つけるには、この構文を使いま
す。
# egrep -n PID cmdlog | egrep Clid

この例では、次のコマンドを入力します。
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# egrep -n 589906 cmdlog | egrep 5302
7310#: 5302, 589906, Thu Jul 15 06:30:14 2010 /usr/sbin/vxassist -g

この例の出力は、コマンドログの 7310 行に一致する記述があることを示しています。コ
マンドログの 7310 行と 7311 行を調べると、vxassist make コマンドが shareddg ディ
スクグループに対して実行されていたことがわかります。
# sed -e ’7310,7311!d’ cmdlog
# 5302, 589906, Thu Jul 15 06:30:14 2010
/usr/sbin/vxassist -g shareddg make shared-vol1 200M

コマンドでディスクアクセス（DA）名を使っている場合、転送されるコマンドでは、DA 名が
重複のないディスク ID（UDID）またはディスクメディア（DM）名に変換されます。 CVM マ
スターノードでは、vxconfigd ログに、受信されたコマンドのエントリが示されます。マス
ターでスレーブノードから受信したコマンドを特定するには、次のコマンドを入力します。
# egrep CMDSHIP_REQUEST /var/adm/messages

メモ: vxconfigd メッセージが記録されるファイルは、メッセージがリダイレクトされる場所
によって異なる場合があります。これらのメッセージはデフォルトでログに記録されます。
vxconfigd デバッグレベルを設定する必要はありません。
この例では、受信された次のコマンドはマスターノード上の vxconfigd ログに記録され
ます。
07/15 06:29:02: V-5-1-0 receive_cmdship_message:
CMDSHIP_REQUEST: Received command:
Text - /usr/sbin/vxassist -g shareddg make shared-vol1 200M len = 53
CLID = 5302 SlaveID = 0 Defaultdg = nodg

上記のマスターノードの出力から、SlaveID に基づいてコマンドがトリガされるスレーブを
判断できます。SlaveID はクラスタ内のノードの CM nid（クラスタモニタノード ID）です。
トリガされたコマンドからスレーブノードを判断するには、次のコマンドを入力し、一致する
SlaveID を持つスレーブノードを見つけます。
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

次に例を示します。
bash-3.00# # /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
Name
pl9dom1
pl9dom2

CVM Nid
1
0

CM Nid
3
1

State
Joined: Master
Joined: Slave
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pl9dom3
pl9dom4
bash-3.00#

2
3

2
0

Joined: Slave
Joined: Slave

CVM マスターノードはコマンドを実行し、応答をスレーブノードに送信します。
マスターノードからスレーブノードに送信された応答を見つけるには、マスターノードで次
のようなコマンドを入力します。
# egrep CMDSHIP_RESPONSE translog | egrep SlaveCLID

この例では、次のコマンドを入力して、マスターノードから送信された応答を見つけます。
# egrep CMDSHIP_RESPONSE translog | egrep 5302
Thu Jul 15 06:29:03 2010
Clid = 27741, PID = 475212, Part = 0, Status = 0, Abort Reason = 0
CMDSHIP_RESPONSE SlaveCLID = 5302 SlaveCMID = 0
ExitCode = 12 Flags = 1 stdoutlen = 0 stderrlen = 98 Response =
VxVM vxassist ERROR V-5-1-10127 creating volume shared-vol1:
Record already exists in disk group
DROPPED <no request data>

コマンド入力補完機能が有効になっていない
Tab キーを使ってもコマンドが自動的に入力されない場合は、次を確認してください。
■

サポート対象コマンドのリストにコマンドが含まれていることを確認してください。
サポート対象コマンドのリストについて詳しくは、製品のリリースノートを参照してくださ
い。

■

シェルは、bash バージョン 2.4 以降である必要があります。

これらの条件が満たされている場合は、bash の入力補完エントリが bashrc または
bash_profile から削除されている可能性があります。
コマンド入力補完機能を有効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
# . /etc/bash_completion.d/vx_bash
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ディスクグループ設定のバッ
クアップと復元
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクグループ設定のバックアップの概要

■

ディスクグループ設定のバックアップ

■

ディスクグループ設定のリストア

■

FSS ディスクグループ設定データのバックアップと復元

ディスクグループ設定のバックアップの概要
ディスクグループ設定のバックアップとリストアを実行すると、Veritas Volume Manager
（VxVM）のディスクグループと、ディスクグループ内に設定されたボリュームなどの VxVM
オブジェクトの設定データをすべてバックアップおよび復元できます。この機能を使うと、
VxVM ディスクのプライベートリージョンにメタデータとして格納されているディスクグルー
プ設定情報を、破損状態から回復できます。ディスクグループ設定を復元し、ボリューム
を有効にすると、バックアップメディアからユーザーデータを復元しなくても、パブリックリー
ジョンのユーザーデータを再度利用できるようになります。
警告: これらバックアップおよびリストアユーティリティは、VxVM 設定データに対してのみ
機能します。これらのユーティリティは、ボリュームやその他の VxVM オブジェクトに格納
されているユーザーデータやアプリケーションデータのバックアップおよびリストアは行い
ません。vxdiskunsetup および vxdisksetup をディスクに対して使い、設定バックアッ
プにおける属性とは異なる属性を指定すると、パブリックリージョンとそこに格納されてい
るデータが破損する可能性があります。
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vxconfigbackupd デーモンは、VxVM 設定の変更を監視し、設定が変更されると（お

そらく 1 時間後に）自動的に設定変更を記録します。 ディスクグループの VxVM 設定の
バックアップおよび復元用に、vxconfigbackup と vxconfigrestore という 2 つのユー
ティリティが用意されています。
ディスクグループをインポートするときに次のいずれかのエラーメッセージが vxconfigd
ログに表示された場合は、ディスクグループ設定とディスクのプライベートリージョンヘッ
ダーのどちらかまたは両方が破損していることを示します。
VxVM vxconfigd ERROR V-5-1-569 Disk group group,Disk disk:Cannot
auto-import group: reason

通常、エラーの理由は次のいずれかになります。
Configuration records are inconsistent
Disk group has no valid configuration copies
Duplicate record in configuration
Errors in some configuration copies
Format error in configuration copy
Invalid block number
Invalid magic number

ディスクエラーのために VxVM がディスクグループの設定を更新できない場合、このディ
スクグループは無効になり、次のエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigd ERROR V-5-1-123 Disk group group: Disabled by errors

このようなエラーが発生した場合は、ハードウェアの障害や接続解除などの根本的な問
題を解決すると、ディスクグループ設定をバックアップから復元できます。
バックアップの設定データを使うと、ヘッダーが損傷している場合に、ディスクグループ内
の VxVM ディスクのプライベートリージョンヘッダーの再インストール、損傷したディスク
グループ設定の再作成、ディスクグループとそのディスクグループ内の VxVM オブジェ
クトの再作成を行うことができます。また、元のシステムを使えない場合、設定データを
使って別のシステムにディスクグループを再作成することもできます。
メモ: ディスクグループ設定を復元するには、バックアップを取得したときにディスクグルー
プで設定された同じ物理ディスクを使う必要があります。
p.105 の 「ディスクグループ設定のバックアップ」 を参照してください。
p.106 の 「ディスクグループ設定のリストア」 を参照してください。
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ディスクグループ設定のバックアップ
VxVM では、ディスクグループ設定バックアップデーモンを使って、ディスクグループの
設定を監視します。設定が変更されると、デーモンは毎回 1 時間後に設定のバックアッ
プを作成します。これにより、短期間に複数のバックアップ処理が開始されないようにしま
す。デフォルトでは、最新 5 つのリビジョンのバックアップが保持されます。 バックアップ
は次の場所に格納されま
す。/etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/bkp_YYYYMMDDD_HHMMSS/この形式により、
バックアップの時刻に基づいて特定のバックアップから復元するディスクグループを判断
できます。必要に応じて、vxconfigbackup コマンドを実行し、ディスクグループ設定を
手動でバックアップすることもできます。
次のファイルは、ディスクグループ設定情報を記録します。
/etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/dgid.dginfo ディスクグループの情報
/etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/dgid
.diskinfo

ディスクの属性

/etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/dgid
.binconfig

バイナリ設定コピー

/etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/dgid.cfgrec vxprint -m 形式の設定記録

ここで、diskgroup はディスクグループの名前で、dgid はディスクグループ ID です。ディ
スクグループを別のシステムに再作成する場合は、これらのファイルを対象のシステムに
コピーします。
警告: ターゲットシステム上でそのシステムに存在するディスクグループが使っているファ
イルは、上書きしないように注意してください。

105

第 8 章 ディスクグループ設定のバックアップと復元
ディスクグループ設定のリストア

106

ディスクグループ設定のバックアップを行うには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup [-f] [-l directory] [[diskgroup ...] |
[dgid ...]]
diskgroup(s)

diskgroup(s) は、名前と ID のどちらで指定してもかまいません

-f

-f オプションを指定すると、完全バックアップを強制的に実行できます。

-l

-l オプションを指定すると、デフォルト（/etc/vx/cbr/bk）以外の場
所のディレクトリを、バックアップ設定ファイルの場所として指定できます。

すべてのディスクグループのバックアップを作成するには、同じコマンドを次のように
使います。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup [-f] [-l directory]
vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクグループ設定のリストア
vxconfigrestore ユーティリティを使うと、設定バックアップからディスクグループをリス

トアまたは再作成できます。リストアプロセスは、プリコミット操作とその後に続くコミット操
作で構成されます。プリコミット段階では、バックアップから復元されるディスクグループの
設定を調べることができます。実際のディスクグループ設定は、変更をコミットしない限り
完全に復元されることはありません。
警告: 復元の実行中は、対象のディスクグループのディスクや VxVM オブジェクトがアプ
リケーションで開かれていたり、使われていたりしないようにしてください。
破損したディスクヘッダーがある場合、プリコミット段階で再インストールするかどうかを選
択できます。プライベートリージョンヘッダーが無効になっているディスクがある場合は、
そのディスクを再インストールしないとリストアを行うことはできません。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。
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プリコミット操作を実行するには
◆

ディスクグループ設定の状態に関するプリコミット分析を実行し、破損したディスク
ヘッダーを再インストールするには、次のコマンドを使います。
# /etc/vx/bin/vxconfigrestore -p [-l directory] ¥
{diskgroup | dgid}

ディスクグループは、名前と ID のどちらで指定してもかまいません。
-l オプションを指定すると、デフォルト（/etc/vx/cbr/bk）以外の場所のディレクト
リを、バックアップ設定ファイルの場所として指定できます。

p.105 の 「ディスクグループ設定のバックアップ」 を参照してください。
ディスクヘッダーを再インストールしないように指定するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# /etc/vx/bin/vxconfigrestore -n [-l directory] ¥
{diskgroup | dgid}

プリコミット段階では、vxprint コマンドを使って、復元されたディスクグループに適
用される設定を調べることができます。変更のコミットを行うことを選択して、ディスク
グループ設定を復元できます。または、変更が完全に実行される前にリストアを取り
消すこともできます。
プリコミット段階でリストアを中止するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# /etc/vx/bin/vxconfigrestore -d [-l directory] ¥
{diskgroup | dgid}
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コミット操作を実行するには
◆

ディスクグループ設定の復元に必要な変更をコミットするには、次のコマンドを使い
ます。
# /etc/vx/bin/vxconfigrestore -c [-l directory] ¥
{diskgroup | dgid}

メモ: コミット前の状態とコミット状態の間は、ディスクグループ設定を変更することに
なる操作を試みないでください。 試みると、予期しない動作が発生することがありま
す。 ユーザーは、復元を中断するか、操作をコミットしてください。
再インストールするディスクヘッダーがない場合は、ディスクのプライベートリージョン
に存在する設定コピーを、対象のディスクグループ用に保存されていた最新のバイ
ナリ設定コピーを使用して更新します。
再インストールするディスクヘッダーがある場合は、ディスクの属性の保存コピーを
使って、プライベートリージョンとパブリックリージョンが再作成されます。これらのディ
スクには、新しいディスク ID も割り当てられます。その後、ディスクグループのバック
アップ設定レコードを使って、ディスクグループ内の VxVM オブジェクトが再作成さ
れます。再作成の結果として、新しい設定コピーがディスクグループに作成されま
す。
ボリュームはバックグラウンドで同期されます。大容量ボリューム設定の場合、同期
の実行に時間がかかることがあります。この操作の進行状況は、vxtask -l list
コマンドを使って監視できます。
使用中のディスクまたはレイアウトが変更されたディスクは、リストアプロセスから除外
されます。
共有ディスクグループのバックアップが作成されている場合、vxconfigrestore コマン
ドはそのディスクグループを専用ディスクグループとしてリストアします。ディスクグループ
がリストアされた後、次のコマンドを実行してディスクグループを共有にします。
ディスクグループを共有にするには

1

ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport dg_name

2

ディスクグループを共有としてインポートします。
# vxdg -s import dg_name
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ディスクグループの競合バックアップの解決
システムでディスク交換が行われている場合、1 つのディスクグループについて競合する
バックアップが複数存在する可能性があります。この場合に vxconfigrestore コマンド
を実行すると、次のようなメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigrestore ERROR V-5-1-6012 There are two backups that
have the same diskgroup name with different diskgroup id :
1047336696.19.xxx.veritas.com
1049135264.31.xxx.veritas.com

これを解決するには、ディスクグループを名前ではなく ID で指定し、リストアを実行しま
す。バックアップファイル /etc/vx/cbr/bk/diskgroup.dgid/ dgid.dginfo には、
バックアップが実行された時刻を記録したタイムスタンプが書き込まれます。
次に、バックアップファイルから抽出された、タイムスタンプとディスクグループ ID 例を示
します。
TIMESTAMP
Tue Apr 15 23:27:01 PDT 2003
.
.
.
DISK_GROUP_CONFIGURATION
Group:
mydg
dgid: 1047336696.19.xxx.veritas.com
.
.
.

タイムスタンプ情報は、どのバックアップに関連情報が含まれているかを判別するために
使います。また、vxconfigrestore コマンドを使ってディスクグループ名の代わりにディ
スクグループ ID を指定すると、指定された設定を復元します。

FSS ディスクグループ設定データのバックアップと復元
ディスクグループ設定のバックアップと復元機能を使うと、FSS（Flexible Storage Sharing）
ディスクグループの設定データをバックアップして復元することもできます。
vxconfigbackupd デーモンにより、すべてのクラスタノードに行われた設定変更がすべ
て自動的に記録されます。 FSS ディスクグループの設定データを復元する場合は、最
初にクラスタ内のセカンダリ（スレーブ）ノードにある設定データを復元し、ローカルに接
続されたすべてのディスクをエクスポートしてリモートディスクを作成する必要があります。
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セカンダリノードの設定データを復元した後、ディスクグループをインポートするプライマ
リ（マスター）ノードにある設定データを復元する必要があります。
FSS ディスクグループの設定データをバックアップするには
◆

ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されたすべてのクラスタノードで
FSS ディスクグループの設定データをバックアップするには、次のコマンドを入力し
ます。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup -T diskgroup

FSS ディスクグループの設定データを復元するには

1

マスターノードを識別します。
# vxclustadm nidmap

2

プライマリノードがディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されているかど
うかを調べます。 ディスクには DAS（Direct Attached Storage）ディスク、部分的に
共有されているディスク、または完全に共有されているディスクを指定できます。

3

プライマリノードがディスクグループ内のどのディスクにも接続されていない場合は、
次のコマンドを使って、1 つ以上の DAS または部分的に共有されたディスクに接続
されたノードにプライマリノードを切り替えます。
# vxclustadm setmaster node_name

4

すべてのセカンダリノードの設定データを復元します。
# vxconfigrestore diskgroup

メモ: ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されていないすべてのセカン
ダリノードの設定データを復元する必要があります。

5

プライマリノードの設定データを復元します。
# vxconfigrestore diskgroup

6

設定データを確認します。
# vxprint -g diskgroup

7

設定データが正しい場合は、設定をコミットします。
# vxconfigrestore -c diskgroup
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FSS ディスクグループの設定のリストアを中止またはコミット解除するには

1

マスターノードを識別します。
# vxclustadm nidmap

2

マスターノードの設定データを中止またはコミット解除します。
# vxconfigrestore -d diskgroup

3

すべてのセカンダリノードの設定データを中止またはコミット解除します。
# vxconfigrestore -d diskgroup

メモ: ディスクグループ内の 1 つ以上のディスクに接続されているすべてのセカンダ
リノードと、プレコミットをトリガーしたすべてのセカンダリノードの設定データを中止ま
たはコミット解除する必要があります。
『Veritas InfoScale 7.0 トラブルシューティングガイド』を参照してください。
vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。
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9
ディスクグループのインポー
トを使った問題のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

非クローンディスクに対する udid_mismatch フラグの消去

非クローンディスクに対する udid_mismatch フラグの
消去
新しい Veritas Volume Manager （VxVM） パッケージ または Array Support Library
（ASL） パッケージ をインストールまたはアップグレードした後、ASL に変更を加えると、
udid_mismatch フラグまたは clone_disk フラグが、クローンディスクではないディスクに
設定される場合があります。VxVM では、ハードウェアスナップショットまたは LUN のコ
ピーを示すためにこれらのフラグが使用されます。
ディスクがクローンディスクでない場合は、この動作により、インポートフラグに応じて、ディ
スクグループのインポート中にエラーが発生する可能性があります。 ディスクグループの
インポート時、VxVM でクローンディスクがスキップされる場合があります。 さらに、ディス
クグループにクローンディスクと非クローンディスクが混在することが原因で、インポート自
体が失敗する可能性もあります。
ディスクがクローンディスクでない場合は、ディスク上の udid_mismatch フラグを手動で
消去しないと、ディスクグループのインポートを続行できません。
メモ: クラスタで、同じノードに対してすべての手順を実行してください。
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udid_mismatch フラグをディスクから消去するには

1

udid_mismatch フラグまたは clone_disk フラグを示すディスクの最新リストを取得
します。 次のいずれかの方法を使用します。
■

次のコマンドを実行します。
# vxdisk scandisks
# vxdisk list | egrep "udid_mismatch|clone_disk"

■

または、次のコマンドを実行します。
# vxdisk -o alldgs list | egrep "udid_mismatch|clone_disk"

2

ディスクが、インポートされたディスクグループの一部である場合は、ディスクグルー
プをデポートします。
# vxdg deport dgname

3

手順 1 で特定された、すべての非クローンディスクの udid_mismatch フラグを消去
します。次のいずれかの方法を使用します。
方法

手順

ディスクグループをイ ◆
ンポートし、-c オプ
ションを使ってすべて
のディスクのフラグを
消去します。

# vxdg [-cs] import dgname

各ディスクのフラグを 1
消去して、ディスクグ
ループをインポートし
ます。

手順 1 で特定されたすべての非クローンディスクの
udid_mismatch とクローンディスクフラグを消去します。

2

# vxdisk -cf updateudid diskname
ディスクグループをインポートします。
# vxdg [-cs] import dgname
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方法

手順

各ディスクのフラグを 1
個別に消去して、ディ
スクグループをイン
ポートします。

2

手順 1 で特定された、すべての非クローンディスクの
udid_mismatch フラグを消去します。
# vxdisk -f updateudid diskname
非クローンディスクのクローンフラグを消去します。
# vxdisk set diskname clone=off

3

ディスクグループをインポートします。
# vxdg [-cs] import dgname
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CDS エラーからの回復
この章では以下の項目について説明しています。
■

CDS エラーコードと回復アクション

CDS エラーコードと回復アクション
表 10-1 に、CDS エラーコードと必要なアクションを示します。
表 10-1

エラーコードと必要なアクション

エラー番号

メッセージ

アクション

329

Non-CDS ディスクグループと CDS
ディスクグループを結合できません

非 CDS ディスクグループを CDS
ディスクグループに変更するか、また
はその逆の操作を実行して、結合操
作を再試行してください。

330

異なるプラットフォーム用のディスクグ ディスクグループを正しいプラット
ループです
フォームにインポートしてください。 こ
のプラットフォームにはインポートでき
ません。

331

ボリュームに CDS 互換性のないログ CDS と互換性のあるログにするには、
があります
まずボリュームを停止します（現在ア
クティブになっている場合）。 続いて
ボリュームを起動し、正常に起動した
ら、ディスクグループの CDS 属性の
設定を再試行します。

332

ライセンスが期限切れか、CDS 機能 CDS ディスクグループを使うための
をサポートしていません
ライセンスをシマンテック社から入手
してください。
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エラー番号

メッセージ

アクション

333

Non-CDS ディスクを CDS ディスクグ 次のいずれかを実行します。
ループに置くことができません
■ ディスクを別のディスクグループ
（非 CDS ディスクグループ）に追
加する。
■ ディスクを CDS ディスクとして再
初期化し、CDS ディスクグループ
に追加できるようにする。
■ CDS ディスクグループを非 CDS
ディスクグループに変更してから
ディスクを追加する。

334

ディスクグループアラインメントは
CDS 互換性がありません

335

サブディスクの長さがディスクグルー サブディスクのサイズの値は必ず 8K
プのアラインメントと一致しません
の倍数にしてください。

336

サブディスクオフセットがディスクグ
ループのアラインメントと一致しませ
ん

337

サブディスクプレックスオフセットが
サブディスクプレックスオフセットの値
ディスクグループのアラインメントと一 は必ず 8K の倍数にしてください。
致しません

338

プレックスのストライプ幅がディスクグ プレックスのストライプ幅の値は必ず
ループのアラインメントと一致しませ 8K の倍数にしてください。
ん

339

ボリュームまたはログの長さがディス ボリュームのサイズは必ず 8K の倍数
クグループのアラインメントと一致しま にしてください。
せん
ログの場合、dgalign_checking
属性の値を round に設定します。
これによりボリュームのログサイズが自
動的に有効な値に丸められます。

340

最後のディスクメディアオフセットが アップグレード前に DM レコードを再
ディスクグループのアラインメントと一 度関連付けてください。
致しません

ディスクグループのアラインメントを
8K に変更し、ディスクグループの
CDS 属性の設定を再試行してくださ
い。

サブディスクのオフセットの値は必ず
8K の倍数にしてください。
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エラー番号

メッセージ

アクション

341

ディスクグループのデバイスノードが ディスクグループのデバイスノード数
多すぎます
の上限を増やしてください。 デバイス
ノードが最大数に達している場合は、
ディスクグループの分割などにより
ディスクグループからボリュームを削
除する必要があります。

342

マップの長さが現在のログの長さに
は大きすぎます

343

ボリュームログのマップアラインメント DRL ログまたは DCM ログを削除し、
がディスクグループのアラインメントと ディスクグループのアラインメントを変
一致しません
更した後で追加しなおしてください。

344

ディスクデバイスを CDS ディスクとし SCSI デバイスのみを CDS ディスク
て使用することができません
として使用することができます。

345

ディスクグループが古い形式の RVG ディスクグループを RVG の作成元
を含んでいるため、このプラットフォー のプラットフォームにインポートしてく
ムにインポートできません
ださい。 このディスクグループを現在
のプラットフォームにインポートするに
は、まず作成元のプラットフォームで
該当する RVG を削除する必要があ
ります。

346

キャッシュオブジェクトの autogrow / キャッシュの属性値は必ず 8K の倍
max_autogrow がディスクグループ 数にしてください。
のアラインメントと一致しません

347

ディスクグループに対するユーザート vxcdsconvert コマンドが同時に
ランザクションは無効です
実行されていたため、コマンドが一時
的に実行不能になっていました。コマ
ンドを再試行してください。

348

ディスクは使用中です

DRL ログまたは DCM ログのマップ
サイズを小さくするか、ログサイズを大
きくして再試行してください。

テクニカルサポートにお問い合わせ
ください。
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ログおよびエラーメッセージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

エラーメッセージについて

■

エラーメッセージの記録方法

■

メッセージのタイプ

■

カーネルレベルのログ記録のための VxLogger の使用

エラーメッセージについて
Veritas Volume Manager（VxVM）設定デーモン（vxconfigd）、VxVM カーネルドライ
バ vxio、vxdmp、vxspec およびさまざまな VxVM コマンドにより、コンソール上に情報
メッセージ、障害メッセージ、その他のエラーメッセージが表示されることがあります。これ
らのメッセージには、ごくまれに発生し、トラブルシューティングが困難なエラーが含まれ
ることもあります。
メモ: ここで説明するエラーメッセージには、ご使用のシステムに適用されないものもあり
ます。
VxVM のコマンドログやトランザクションログを参照して、エラーが発生する状況を理解し
ておくと役立つ場合があります。
p.94 の 「コマンドログ」 を参照してください。

エラーメッセージの記録方法
Veritas Volume Manager（VxVM）には、デバッグメッセージをファイルに記録するオプ
ションがあります。このログは、（クラッシュによってファイルシステムが破損していない場
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合に）システムクラッシュの直前のメッセージ出力をログファイルで見ることができる点で便
利です。
ログ記録を有効にした場合、デフォルトのデバッグログファイルは
/var/vxvm/vxconfigd.log です。
デフォルトのデバッグログファイルへのデバッグログ出力のログを有効にするには、
vxconfigd の起動スクリプトを編集します。
vxconfigd では、syslog を使って、通常のコンソールメッセージをすべて記録すること

もできます。この機能が有効なとき、コンソール出力はすべて syslog インターフェース
によって管理されます。
syslog とログファイルのログを併用することで、syslogd によるログの分散に加え、専有

ログファイルへの信頼性のあるログ記録を行うことができます。
メモ: syslog のログは、デフォルトで有効です。デバッグメッセージのログは、デフォルト
では無効になっています。
syslog 出力が有効な場合、Debug よりも優先度の高いメッセージは /var/log/syslog

に書き込まれます。
p.120 の 「起動スクリプトでのログの設定」 を参照してください。
または、次のコマンドを使うとデバッグレベルを変更できます。
# vxdctl debug level [pathname]

デバッグログには、0 から 9 までの値を持つ 10 のレベルがあります。レベル 1 が一番低
い詳細レベルであり、レベル 9 が一番高い詳細レベルです。レベル 0 を指定すると、ロ
グが無効になります。パス名を指定すると、デフォルトのデバッグログファイルの代わりに、
このファイルがデバッグ出力の記録に使われます。vxdctl debug コマンドを使った場
合、新しいデバッグログ記録レベルとデバッグログファイルは、VxVM 設定デーモン
vxconfigd の次回の再起動時まで有効になります。
vxdctl debug コマンドはホスト名、VxVM 製品名、VxVM 製品バージョンを vxconfigd
ログファイルの最上部に記録します。次の例は典型的なログエントリを示したものです:
08/07 23:35:11:
08/07 23:35:11:

VxVM vxconfigd DEBUG
VxVM vxconfigd DEBUG

V-5-1-0 Host : ruby
V-5-1-0 VxVM version : 7.0.0.000

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigd（1M）マニュアルページを参照してください。
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起動スクリプトでのログの設定
ログファイルまたは syslog によるログを永続的に有効にするには、VxVM 設定デーモ
ン vxconfigd を起動する /lib/svc/method/vxvm-sysboot（Solaris 10 以降）スクリ
プトを編集します。
起動スクリプトでログを設定するには

1

vxconfigd の対応する機能を有効にするには次の行をコメントにし、無効にするに

は次の行のコメントをはずします。
opts="$opts -x syslog"
# use syslog for console messages
#opts="$opts -x log"
# messages to vxconfigd.log
#opts="$opts -x logfile=/foo/bar" # specify an alternate log file
#opts="$opts -x timestamp"
# timestamp console messages
# To turn on debugging console output, uncomment the following line.
# The debug level can be set higher for more output. The highest
# debug level is 9.
#debug=1
# enable debugging console output
opts="$opts -x syslog” の文字列は、デフォルトで vxconfigd が syslog ロ
グを使うように、通常はコメントをはずします。この行の先頭に # 文字を挿入すると、
vxconfigd の syslog ログは無効になります。

デバッグレベルを指定しないと、エラー、致命的エラー、警告、通知の各メッセージ
のみがログとして記録されます。デバッグメッセージはログに記録されません。
デフォルトでは、vxconfigd は起動時に -x syslog オプションを伴います。この場
合、vxconfigd コンソールメッセージが syslog にリダイレクトされます。vxconfigd
をコマンドラインから再起動する場合にデフォルトの動作と同じ動作を保持するに
は、-x syslog 引数を指定します。これは、vxconfigd の再起動時には、以前実
行した際に使ったオプションの設定が保持されないためです。同様に、vxconfigd
の再起動が必要な Veritas Volume Manager 操作を実行する場合も、以前にオプ
ション設定で指定した動作が保持されないことがあります。

2

起動ファイルでの vxconfigd の起動方法を変更したら、Solaris 10 システムで次
のコマンドを実行して、サービス設定が変更されたことを通知します。
# svcadm refresh vxvm/vxvm-sysboot
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メッセージのタイプ
VxVM は耐障害性があり、システム管理者が関与しなくてもほとんどの問題を解決できま
す。 設定デーモン vxconfigd で必要なアクションが認識されると、必要なトランザクショ
ンのキューが形成されます。 VxVM ではシステム構成の原始的な変更が可能であり、ト
ランザクションが完全に終了するか、またはトランザクションが実行されなかった場合と同
じ状態にシステムが維持されます。 vxconfigd でシステムの問題の認識および修正が
できない場合、システム管理者は、ソフトウェアから返される診断メッセージを使って問題
解決のタスクを処理する必要があります。 以降のセクションに、表示される可能性のある
エラーメッセージとその問題を引き起こしたと思われる原因の詳細な説明、および実行で
きるアクションを示します。
メッセージの一般的な形式は次のとおりです。
product component severity message_number message_text

Veritas Volume Manager では、製品は VxVM に設定されています。 コンポーネントは、
カーネルモジュールまたはドライバの名前（vxdmp など）、設定デーモンの名前（vxconfigd
など）、またはコマンドの名前（vxassist など）になります。
メモ: システムクラッシュ情報の保存について詳しくは、Solaris システム管理のマニュア
ルを参照してください。
メッセージはその重大度に応じて、システムへの影響が大きいものから順に次のタイプに
分けられます。
パニック（PANIC）

パニック（PANIC）パニックは、通常の動作時にシステムを停止する
重大なイベントです。 カーネルモジュールまたはデバイスドライバ
からのパニックメッセージは、非常に重大でシステムを継続できな
いようなハードウェアの問題やソフトウェアの不整合などを示します。
また、オペレーティングシステムによって CPU レジスタの内容のダ
ンプやスタックトレースが示されることもあり、パニックの原因の特定
に役立ちます。 このタイプのメッセージの例を次に示します。
VxVM vxio PANIC V-5-0-239 Object association
depth overflow

致命的エラー（FATAL
ERROR）

設定デーモン（vxconfigd など）からの致命的エラーメッセージ
は、VxVM が動作できなくなるような、操作に関する重大な問題を
示します。 このタイプのメッセージの例を次に示します。
VxVM vxconfigd FATAL ERROR V-5-0-591 Disk group
bootdg: Inconsistency -- Not loaded into kernel
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エラー（ERROR）

コマンドからのエラーメッセージは、要求された操作を正しく実行で
きないことを示します。 このタイプのメッセージの例を次に示します。
VxVM vxassist ERROR V-5-1-5150 snapshot_volume
に対する有効なスナップショットミラーの数が不足しています
（Insufficient number of active snapshot mirrors
in snapshot_volume） .

警告（WARNING）

カーネルからの警告メッセージは、リソースが使えない場合や操作
を実行できない場合など、それほど重要ではない操作に失敗した
ことを示します。 このタイプのメッセージの例を次に示します。
VxVM vxio WARNING V-5-0-55 Cannot find device
number for boot_path

通知（NOTICE）

通知メッセージは、監視する必要があるエラーが起きたことを示しま
す。 後日、障害を修復するためにアクションが必要な場合もありま
すが、システムを停止する必要はありません。 このタイプのメッセー
ジの例を次に示します。
VxVM vxio NOTICE V-5-0-252 read error on object
subdisk of mirror plex in volume volume (start
offset, length length) corrected.

>情報（INFO）

情報メッセージはエラーを示すメッセージではなく、アクションは必
要ありません。

固有メッセージ番号は、「V」で始まる英数字の文字列で構成されます。 たとえば、メッ
セージ番号 V-5-1-3141 の場合には、「V」は Veritas InfoScale 製品のエラーメッセー
ジを示し、最初の数値フィールド（5）は製品を示し（この場合は VxVM）、2 番目のフィー
ルド（1）は製品コンポーネントに関する情報を表し、3 番目のフィールド（3141）はメッセー
ジインデックスを表します。 エラーメッセージのテキストは、メッセージ番号の後に表示さ
れます。

メッセージ
ここでは、Veritas Volume Manager の操作中に表示される可能性のあるメッセージの
一覧を示します。ただし、この一覧は一部の内容を示すものであり、2 番目のフィールド
にはここで示すものとは異なるコマンド、ドライバまたはモジュールが含まれる場合があり
ます。
ここでは、特定のメッセージを生成した状況や問題について説明します。可能な場合は、
問題の特定と解決を支援するリカバリ手順を示します。
製品エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容の前に表示される固有の
メッセージ番号を記録してください。次の URL でそのメッセージ番号を検索して、その
メッセージに関する情報を入手してください。
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http://sort.symantec.com/
電話またはシマンテックテクニカルサポートの Web サイトへのアクセスにより、シマンテッ
クテクニカルサポートに問い合わせるときは、関連のメッセージ番号を提供してください。
シマンテックテクニカルサポートは、このメッセージ番号を使って、利用可能な TechNote
またはその他の情報が存在するかどうかをすばやく判別できます。

カーネルレベルのログ記録のための VxLogger の使用
VxLogger では、製品の問題の効率的な診断を実現する汎用な標準カーネルレベルの

ログ記録フレームワークを提供します。 このユーティリティではカーネルバッファにメッセー
ジを保存します。
各メッセージにはログレベルとカテゴリが割り当てられます。 ログレベルの範囲は 0～9
で、1 がデフォルト設定です。 各カテゴリは VxVM の機能またはコンポーネントに対応し
ています。
表 11-1 は、カテゴリの一覧です。
表 11-1

ログカテゴリ

カテゴリ

説明

コンソール

コンソールに表示されるメッセージ

BASE

VXIO メッセージ

CVM

CVM メッセージ

VVR

VVR メッセージ

FMR（Fast Mirror Resync） Fast Mirror Resync メッセージ
SmartIO

SmartIO メッセージ

すべて

すべてのメッセージ（上記のすべてのカテゴリが含まれる）
これがメッセージのデフォルトカテゴリ設定です。

VxLogger では、ログレベルおよびカテゴリの設定に基づいて、カーネルバッファにメッ
セージが記録されます。 これらの設定に該当しないメッセージは、VxLogger によって廃
棄されます。 これらの設定は、VxLogger で提供されるチューニングパラメータを使用し
て、クラスタ全体で変更できます。
p.124 の 「カーネルレベルのログ記録のためのチューニングパラメータ設定」 を参照して
ください。
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カーネルレベルのログ記録のためのチューニングパラメータ設定
ログレベルおよびカテゴリの設定を制御するために、次のチューニングパラメータを使うこ
とができます。
■

vol_log_level

VxLogger でメッセージを保存するレベルを示します。 デフォルトのログレベルは 1
に設定されます。
ログレベルが 3 に設定された場合、VxLogger でレベル 1、2、および 3 のメッセージ
が保存されます。
■

vol_log_category

メッセージがログに記録されるコンポーネントまたは機能を示します。 デフォルトのカ
テゴリは「すべて」に設定されます。
たとえば、カテゴリが vollog_ctg_fmr および vollog_ctg_smartio に設定されて
いる場合、VxLogger で FMR および SmartIO のメッセージが保存されます。
チューニングパラメータ設定を変更するには

1

クラスタ内のノードの 1 つにログインします。

2

カテゴリ設定を変更するには、次の手順を実行します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、メッセージのカテゴリが FMR、VVR、BASE
に設定されます。
# vxtune vol_log_category fmr,vvr,base

3

ログレベル設定を変更するには、次の手順を実行します。
たとえば、次のコマンドはログレベルを 3 に設定します。
# vxtune vol_log_level 3
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12
Veritas Volume Replicator
のトラブルシューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

RLINK 接続問題のリカバリ

■

設定エラーのリカバリ

■

プライマリまたはセカンダリでのリカバリ

RLINK 接続問題のリカバリ
この項では、RLINK に関して発生する可能性があるエラーについて説明します。RLINK
接続問題のトラブルシューティングを行うには、RLINK 接続プロセスを理解しておくこと
が重要です。
プライマリ側とセカンダリ側の RLINK の接続は、2 段階の操作で行われます。最初の段
階は RLINK の設定で、vradmin startrep コマンドで実行します。次の段階は、RLINK
の接続で、プライマリホストとセカンダリホスト上のカーネルで実行します。
vradmin startrep コマンドを実行するとき、VVR は、操作が成功するかどうかを確認
するためのさまざまなチェックを実行します。操作が成功した場合は、このコマンドによっ
て RLINK の状態が DETACHED/STALE から ENABLED/ACTIVE に遷移します。そ
の後、コマンドは操作が成功したことを示すメッセージを返します。

コマンドが成功した場合、プライマリ上のカーネルには RLINK が有効になったことが通
知され、接続を要求しているセカンダリへメッセージの送信を開始します。通常は、セカ
ンダリはこのメッセージを受信して、プライマリと接続されます。接続されると、RLINK の
状態は ENABLED/ACTIVE から CONNECT/ACTIVE に遷移します。
RLINK が短時間のうちに CONNECT/ACTIVE 状態に遷移しない場合は、何か問題が
存在していて、接続を妨げています。この章では、可能性として考えられるさまざまな原
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因について説明します。問題を示すエラーメッセージが、コンソールに表示されることも
あります。
■

コンソールに次のエラーメッセージが表示されている場合
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-5298 Unable to establish connection
with remote host <remote_host>, retrying
vradmind デーモンがプライマリホストとセカンダリホスト上で実行されていることを確

認してください。実行されていない場合は、次のコマンドを実行して vradmind デー
モンを起動してください。
# /usr/sbin/vxstart_vvr

共有ディスクグループ内の RLINK について、RLINK の仮想 IP アドレスがログ所有
者上で有効になっていることを確認してください。
■

エラーメッセージで原因が明らかにされていない場合は、次のコマンドをプライマリホ
ストとセカンダリホストの両方で実行します。
# vxprint -g diskgroup -l rlink_name

表示された出力で、次の点を確認します。
各ホストの remote_host が他のホストの local_host と同じであること。
各ホストの remote_dg が他のホスト上の RVG のディスクグループと同じであること。
各ホストの remote_dg_dgid が vxprint -l diskgroup コマンドで出力される他
のホスト上の RVG の dgid（ディスクグループ ID）と同じであること。
各ホストの remote_rlink が他のホスト上の対応する RLINK の名前と同じであるこ
と。
各ホストの remote_rlink_rid が他のホスト上の対応する RLINK の rid と同じで
あること。
ネットワークが正常に機能していることを確認します。 ネットワークに問題が発生する
と、RLINK の接続を妨げたり、処理効率を低下させるなど、VVR に影響を与える可
能性があります。可能性として考えられる問題は、過大なネットワーク遅延、帯域幅の
不足、コリジョンの多発および過度のパケット破棄です。
■

専用ディスクグループ内の RLINK に対して、各ホストで次のコマンドを実行します。
共有ディスクグループ内の RLINK に対して、vxprint -Vl | grep logowner を
使用して logowner ノードを探し、プライマリおよびセカンダリの logowner に対して
次のコマンドを発行します。
# ping -s remote_host

メモ: このコマンドは、ICMP ping が VVR プライマリと VVR セカンダリの間で許可さ
れている場合にのみ有効です。
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10 回繰り返した後、Ctrl+C を押します。パケットロスは全くない、またはごくわずかで
あるべきです。ネットワークが大きいパケットを確実に転送できるようにするには、専用
ディスクグループ内の RLINK に対して、各ホストで次のコマンドを実行します。
共有ディスクグループ内の RLINK に対して、プライマリとセカンダリのログ所有者で
次のコマンドを実行します。
# ping -I 2 remote_host 8192

パケット損失については、先に実行した ping コマンドと同様である必要があります。
■

各ホスト上で vxiod コマンドを実行して、アクティブな I/O デーモンが存在することを
確認します。戻り値が、「0 個のボリューム入出力デーモンが実施中です。（0 volume
I/O daemons running）」であった場合、次のコマンドを実行して I/O デーモンをア
クティブにします。
# vxiod set 10

■

VVR は、特定のポートを使って他のホストとの通信を確立します。
ポート番号を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -g diskgroup -l rlink_name

次のコマンドを実行して、出力されたハートビートのポート番号が vxprint コマンド
によって表示されたポートと一致することを確認します。
# vrport

次のコマンドを実行して、ハートビートポートの状態が Idle であることを確認します。
# netstat -an -P udp

次のような結果が出力されます。
UDP: IPv4
Local Address
-------------------*.port-number
■

Remote Address
--------------------

State
------Idle

プライマリサイトとセカンダリサイトの VVR ポートを調べます。
vrport ユーティリティを実行し、両方のサイトでポートが同じであることを検証します。

必要な VVR ポートが開いているかどうかを調べます。 UDP 4145、TCP 4145、TCP
8199、Anonymous ポートを調べます。次のコマンドを入力します。
# netstat -an -P udp | grep 4145
*.4145
Idle
*.4145

Idle
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# netstat -an -P tcp | grep 4145
*.4145
*.*
0
*.4145
*.*
# netstat -an -P tcp | grep 8199
*.8199
*.*
0
10.180.162.41.32990 10.180.162.42.8199
*.8199
*.*

0 49152

0 LISTEN
0

0 49152
49640

0 LISTEN
0 49640
0

0 49152

0 ESTABLISHED
0 49152

0 LISTEN

0 LISTEN

telnet によるテストを実行して、開いているポートを調べます。たとえば、ポート 4145

が開いているかどうかを判断するには、次のコマンドを入力します。
# telnet <remote> 4145
■

vradmind デーモンがプライマリサイトとセカンダリサイトとの間で接続を確立できるか

どうかを調べるには、netstat コマンドを使います。
# netstat -an -P tcp | grep 8199 | grep ESTABLISHED
10.180.162.41.32990 10.180.162.42.8199
49640

0 49640

0 ESTABLISHED

確立された接続がない場合は、/etc/hosts ファイルにプライマリサイトとセカンダリ
サイトのエントリがあるかどうかを調べます。関係するすべてのシステム名と IP アドレ
スを各システムの /etc/hosts ファイルに追加するか、使っているネームサービスの
ネームサーバーデータベースに情報を追加します。
■
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Solaris 11 で、手動で /etc/hosts ファイルを編集してループバックアドレスの行か
らホスト名を削除する必要があります。
次に例を示します。
::1 seattle localhost
127.0.0.1 seattle loghost localhost

次のように変更する必要があります。
::1 localhost
127.0.0.1 loghost localhost
129.148.174.232 seattle

設定エラーのリカバリ
設定エラーは、プライマリ RVG とセカンダリ RVG の設定が同一でない場合に発生しま
す。プライマリとセカンダリの RVG には、まったく同じサイズの対応するデータボリューム
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が存在している必要があります。これが正しく構成されていない場合には、レプリケーショ
ンは続行されません。ボリュームセットが RDS に関連付けられている場合、プライマリと
セカンダリでボリュームセットの設定も一致している必要があります。
設定のエラーを検出する方法には次の 2 つがあります。
■

初回の RLINK 接続時に、セカンダリの設定に設定エラーがないかチェックを行いま
す。エラーが見つかると、attach コマンドは失敗し、問題を示すエラーメッセージが
出力されます。この問題を解決するには、設定エラーを修正後、attach を再度実行
します。

■

プライマリまたはセカンダリの設定に影響する変更により、セカンダリに
secondary_config_err フラグが設定されて、PAUSE 状態になることがあります。
この問題を解決するには、設定エラーを修正後、RLINK を再開します。

RLINK 接続中のエラー
VVR は、RLINK の接続中にデータボリュームの設定にエラーがないかをチェックします。
RVG に関連付けられたボリュームセットが RDS に組み込まれている場合、VVR はボ
リュームセットの設定にエラーがないかもチェックします。

RLINK 接続中のデータボリュームエラー
RLINK 接続時には、プライマリ RVG として組み込まれている各データボリュームについ
て、セカンダリ RVG に（プライマリの該当ボリュームとマッピングされている）同じサイズの
データボリュームが組み込まれているかどうかを VVR はチェックします。次の例で、RLINK
接続の試行時に発生する可能性のある問題と、その解決方法を示します。attach コマ
ンド実行前のプライマリの設定は次のとおりです。
TY

Name

Assoc

rv

hr_rvg

rl

rlk_london_hr_rvg

v

-

KSTATE

LENGTH

STATE

DISABLED

-

EMPTY

hr_rvg

DETACHED

-

STALE

hr_dv01

hr_rvg

ENABLED

12800

ACTIVE

pl

hr_dv01-01

hr_dv01

ENABLED

12800

ACTIVE

sd

disk01-05

hr_dv01-01

ENABLED

12800

v

hr_dv02

hr_rvg

ENABLED

12800

ACTIVE

pl

hr_dv02-01

hr_dv02

ENABLED

12880

ACTIVE

-
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sd

disk01-06

hr_dv02-01

ENABLED

12880

v

hr_dv03

hr_rvg

ENABLED

12880

ACTIVE

pl

hr_dv03-01

hr_dv03

ENABLED

12880

ACTIVE

sd

disk01-07

hr_dv03-01

ENABLED

12880

-

v

hr_srl

hr_rvg

ENABLED

12880

ACTIVE

pl

hr_srl-01

hr_srl

ENABLED

12880

ACTIVE

sd

disk01-08

hr_srl-01

ENABLED

12880 0

-

STATE

セカンダリの設定は次のとおりです。
TY

Name

Assoc

KSTATE

LENGTH

rv

hr_rvg

-

ENABLED

-

-

ACTIVE

rl

rlk_seattle_hr_rvg hr_rvg

ENABLED

-

-

ACTIVE

v

hr_dv01

hr_rvg

ENABLED

12700

-

ACTIVE

pl

hr_dv01-01

hr_dv01

ENABLED

13005

-

ACTIVE

sd

disk01-17

hr_dv01-01

ENABLED

13005

0

v

hr_dv2

hr_rvg

ENABLED

12880

-

ACTIVE

pl

hr_dv02-01

vol2

ENABLED

13005

-

ACTIVE

sd

disk01-18

hr_dv02-01

ENABLED

13005

0

v

hr_srl

hr_rvg

ENABLED

12880

-

ACTIVE

pl

hr_srl-01

hr_srl

ENABLED

13005

-

ACTIVE

sd

disk01-19

hr_srl-01

ENABLED

13005

0

-

-

-

セカンダリに注目すると、ボリューム hr_dv01 のサイズが小さく、hr_dv2 の名前が間違っ
ており（正確な名前は hr_dv02）、さらに hr_dv03 が存在していません。attach コマン
ドを実行してプライマリの RLINK にこのセカンダリの接続を試行した場合、失敗します。
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# vxrlink -g hrdg -f att rlk_london_hr_rvg

次のメッセージが表示されます。
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-3614 Secondary data volumes detected
with rvg hr_rvg as parent:
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-6789 Size of secondary datavol hr_dv01
(len=12700) does not match size of primary (len=12800)
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-3504 primary datavol hr_dv02 is not
mapped on secondary, yet
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-3504 primary datavol hr_dv03 is not
mapped on secondary, yet

このエラーを解決するには、セカンダリ上で次のコマンドを実行します。

1

データボリューム hr_dv01 のサイズを変更します。
# vradmin -g hrdg resizevol hr_rvg hr_dv01 12800

2

データボリューム hr_dv2 の名前を hr_/dv02 に変更します。
# vxedit -g hrdg rename hr_dv2 hr_dv02

3

プライマリデータボリューム hr_dv03 と同じサイズの、新しいボリューム hr_dv03 を
追加します。
# vxassist -g hrdg make hr_dv03 12800
# vxvol -g hrdg assoc hr_rvg hr_dv03

あるいは、セカンダリに一致するようにプライマリを変更するか、プライマリとセカンダリの
両方を変更して、エラーを解決することも可能です。プライマリとセカンダリで RVG の構
成が一致したら、接続を再試行します。
プライマリ上での出力:
# vxrlink -g hrdg -f att rlk_london_hr_rvg
VxVM VVR vxrlink WARNING V-5-1-12397 This
command should only be used if primary and all
secondaries arealready synchronized. If this is not
the case detach the rlink and use autosync or
checkpoint options to attach.
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-3614 Secondary data
volumes detected with rvg hr_rvg as parent:
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-6183 vol1: len=12800 primary_datavol=hr_dv01
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-6183 vol1: len=12800 primary_datavol=hr_dv02
VxVM VVR vxrlink INFO V-5-1-6183 vol1: len=12800 primary_datavol=hr_dv03
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RLINK 接続中のボリュームセットのエラー
ボリュームセットが RDS に関連付けられている場合、プライマリのボリュームセット名はセ
カンダリのボリュームセット名と同じにする必要があります。さらにボリュームセットには同
じコンポーネントボリュームが設定されている必要があります。
RLINK 接続時には、プライマリ RVG として組み込まれている各ボリュームセットについ
て、セカンダリ RVG に同じ名前のボリュームセットが組み込まれているかどうかを VVR
はチェックします。 また、VVR は、プライマリとセカンダリのボリュームセットに同じ名前、
長さ、インデックスのコンポーネントボリュームが組み込まれているかどうかを確認します。
（独立したボリュームについて、コンポーネントボリュームがマッピングされている場合、コ
ンポーネントボリュームにはプライマリとセカンダリで異なる名前を付けることができます）
いずれかのコンポーネントボリュームがセカンダリにない場合、または名前、長さ、インデッ
クスに不一致がある場合、RLINK attach コマンドは失敗し、エラーに応じたメッセージが
出力されます。
p.135 の 「RVG の変更中のボリュームセットの設定エラー」 を参照してください。
セカンダリにボリュームセットがなく、しかし、すべてのコンポーネントボリュームがセカンダ
リに組み込まれ、正しい名前と長さが設定されている場合、VVR は、セカンダリにボリュー
ムセットを作成して RDS に関連付けます。この場合、設定エラーは発生しません。

RVG 変更中のエラー
セカンダリ側の RLINK の初期設定と接続を行った後、ボリュームの追加、サイズ変更、
名前変更などを不正に行い、プライマリとセカンダリ間でボリュームの不一致が発生する
と、設定エラーとなることがあります。また、RVG にボリュームセットが関連付けられている
場合、ボリュームセットを修正することで設定エラーとなることもあります。たとえば、関連
付けられたボリュームセットのコンポーネントボリュームの不正な追加、削除、名前の変更
や、プライマリとセカンダリにインデックスが異なるコンポーネントボリュームの追加、関連
付けられたボリュームセットの名前の変更などを行う場合です。
RVG を修正して設定エラーが発生した場合、影響を受けた RLINK は
secondary_config_err フラグが設定されて、PAUSED 状態になります。この場合、問
題が修正されるまで、セカンダリへのレプリケーションは実行できません。
いずれかのノードで vxrlink verify rlink コマンドを実行して、このエラーが発生し
ているかどうかをチェックします。設定エラーを修正した後、影響を受けたRLINK を再開
させます。

RVG 修正中に発生するデータボリューム紛失に関するエラー
プライマリ RVG にデータボリュームが追加されたのに、セカンダリに対応するデータボ
リュームがない場合、RLINK には secondary_config_err フラグが設定され、状態が
PAUSED に遷移します。vxrlink verify コマンドを実行すると、次のような出力が表
示されます。
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プライマリ上での出力:
# vxrlink -g hrdg verify rlk_london_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
STATUS
rlk_london_hr_rvg
london
seattle
ERROR
ERROR: hr_dv04 does not exist on secondary (london)

STATE
PAUSE

セカンダリ上で次の手順を実行します。
# vxrlink -g hrdg verify rlk_seattle_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
STATUS
STATE
rlk_seattle_hr_rvg
seattle
london
ERROR
PAUSE
ERROR: hr_dv04 does not exist on secondary (local host)

問題を修正するには、セカンダリに hr_dv04 を作成してセカンダリ RVG に組み込むか、
あるいはプライマリから vol04 を取り除いてからセカンダリ側の RLINK を再開させます。
セカンダリ側の RLINK を再開するには、vradmin resumerep rvg_name コマンドを実
行します。
プライマリの hr_dv04 に有効なデータが含まれている場合は、セカンダリ RVG にボリュー
ムを組み込む前に、セカンダリの hr_dv04 にそのデータをコピーしておきます。

RVG の変更中のデータボリューム不一致のエラー
プライマリのデータボリュームのサイズが拡張されたにもかかわらず、セカンダリのデータ
ボリュームが拡張されていない場合、設定エラーが起きます。
プライマリ上での出力:
# vxassist growby hr_dv04 100
# vxrlink -g hrdg verify rlk_london_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
rlk_london_hr_rvg
london
seattle
ERROR: hr_dv04 too small (12800). Primary is 12900

STATUS
ERROR

STATE
PAUSE

STATUS
ERROR

STATE
PAUSE

セカンダリ上で次の手順を実行します。
# vxrlink -g hrdg verify rlk_seattle_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
rlk_seattle_hr_rvg
seattle
london
ERROR: hr_dv04 too small (12800). Primary is 12900

この問題を解決するには、セカンダリのデータボリュームのサイズを拡張するか、または
プライマリのデータボリュームのサイズを縮小します。
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# vradmin -g hrdg resizevol hr_rvg hr_dv04 12900

データボリュームのサイズを変更後、RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、
セカンダリ RLINK を再開します。
# vradmin -g hrdg resumerep hr_rvg

RVG 修正中に発生するデータボリューム名の不一致に関するエ
ラー
プライマリ上ではボリューム名が変更され、セカンダリ上では変更されていない場合、設
定エラーが発生して RLINK が切断されます。RLINK のフラグを表示するには、vxprint
-lP コマンドを実行します。secondary_config_err フラグが設定されている場合は、
次のいずれかのコマンドを実行して、データボリューム名不一致エラーが発生していない
かどうかを確認します。
プライマリ上での出力:
# vxrlink -g hrdg verify rlk_london_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
STATUS
STATE
rlk_london_hr_rvg
london
seattle
ERROR
PAUSE
ERROR: hr_dv04 on secondary has wrong primary_datavol name (hr_dv04,
should be hr_dv05)

セカンダリ上で次の手順を実行します。
# vxrlink -g hrdg verify rlk_seattle_hr_rvg
RLINK
REMOTE HOST
LOCAL_HOST
STATUS
STATE
rlk_seattle_hr_rvg seattle
london
ERROR
PAUSE
ERROR: hr_dv04 on secondary has wrong primary_datavol name (hr_dv04,
should be hr_dv05)

このエラーを解決するには、次のいずれかを実行します。
■

プライマリまたはセカンダリのデータボリュームの名前を変更し、vradmin resumerep
rvg_name コマンドを実行して RLINK を再開します。
または

■

セカンダリデータボリュームの primary_datavol 項目を次のように設定してプライマ
リデータボリュームの新しい名前が反映されるようにし、vradmin resumerep
rvg_name コマンドを実行して RLINK を再開します。
セカンダリ上で次の手順を実行します。
# vxedit -g hrdg set primary_datavol=hr_dv05 hr_dv04

ここで、hr_dv05 はプライマリ上での新しい名前です。
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RVG の変更中のボリュームセットの設定エラー
ボリュームセットが RDS に関連付けられている場合、レプリケーションを行うにはセカン
ダリのボリュームセット名をプライマリのボリュームセット名と同じにする必要があります。ま
た、セカンダリのボリュームセットにはプライマリと同じ名前、長さ、インデックスのコンポー
ネントボリュームが組み込まれている必要があります。
プライマリでコンポーネントボリュームのサイズ変更を行い、セカンダリで行わなかった場
合、データボリューム不一致エラーが起きます。ボリュームのサイズを変更し、その後、レ
プリケーションを再開します。
p.133 の 「RVG の変更中のデータボリューム不一致のエラー」 を参照してください。
初回の RLINK 接続時に、セカンダリの設定に設定エラーがないかチェックを行います。
エラーが見つかると、vradmin startrep コマンドは失敗し、問題を示すエラーメッセー
ジが出力されます。設定エラーを解決後、コマンドを再試行します。
ボリュームセットまたはそのコンポーネントボリュームを修正するときに、設定エラーが起き
ることもあります。いずれかのノードで vxrlink verify rlink コマンドを実行して、こ
のエラーが起きているかどうかをチェックします。設定エラーを修正後、RLINK を再開し
ます。

ボリュームセット名の不一致エラー
プライマリとセカンダリでボリュームセット名が異なる場合、次のエラーメッセージが表示さ
れます。
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-0 VSet name vset_name of secondary datavol
vol_name does not match VSet name vset_name of primary datavol
vol_name

この問題を解決するには、次のコマンドを使用して、プライマリまたはセカンダリでボリュー
ムセットの名前を変更します。
# vxedit -g diskgroup rename vset_name new_vset_name

ボリュームインデックスの不一致エラー
プライマリボリュームセットとセカンダリボリュームセットのコンポーネントボリュームのイン
デックスが異なる場合、次のエラーが表示されます。
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-0 VSet index (index_name) of secondary datavol
vol_name does not match VSet index (index_name) of primary datavol
vol_name
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この問題を解決するには、セカンダリ上で次の手順を実行します。

1

次のコマンドを使用してボリュームセットから各ボリュームを削除します。
# vxvset -g diskgroup rmvol vset_name compvol_name

最後のボリュームを削除するときに、ボリュームセットも削除されます。

2

次のコマンドを使用してボリュームセットを作成します。
# vxvset -g diskgroup -o index make vset_name ¥
compvol_name index

3

次のコマンドを使用して、プライマリの対応するボリュームのインデックスを指定する
ボリュームセットに他の各ボリュームを関連付けます。
# vxvset -g diskgroup -o index addvol vset_name
compvol_name index

¥

コンポーネントボリュームの不一致エラー
データボリュームがプライマリ RVG のボリュームセットからのみ削除された場合、または
セカンダリ RVG のボリュームセットにのみ追加された場合、次のエラーメッセージが表示
されます。
Secondary datavol vol_name is associated to VSet vol_name
whereas primary datavol is not associated to any Vset

同様に、データボリュームがセカンダリ RVG のボリュームセットからのみ削除された場合、
またはプライマリ RVG のボリュームセットにのみ追加された場合、次のエラーメッセージ
が表示されます。
Primary datavol vol_name is associated to VSet whereas secondary
datavol vol_name is not associated to any Vset

この問題を解決するには、セカンダリまたはプライマリのボリュームセットからデータボリュー
ムを追加または削除します。プライマリとセカンダリのボリュームセットには、同じコンポー
ネントボリュームを組み込んでください。
ボリュームセットにボリュームを追加するには、次の手順のうちいずれかを実行します。
■

RVG のボリュームセットにデータボリュームを追加するには
# vradmin -tovset vset_name addvol rvg_name vol_name

■

RVG のボリュームセットのデータボリュームを削除するには
# vradmin -fromvset vset_name delvol rvg_name vol_name
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プライマリまたはセカンダリでのリカバリ
この項では、プライマリホストのクラッシュやプライマリまたはセカンダリのデータボリューム
でのエラーなど、様々な種類の障害からリカバリする方法を説明します。

プライマリホストのクラッシュからのリカバリについて
プライマリホストが障害からリカバリすると、VVR は自動的に RVG 設定をリカバリします。
プライマリがリカバリすると、VVR は、プライマリ SRL と RVG 内のすべてのボリュームを
リカバリします。 SRL とデータボリュームでの最新の処理に関する情報が SRL ヘッダー
に保持されています。 VVR は再ブート時に自動的にこの情報を使用して、リカバリを高
速化します。

プライマリのデータボリュームエラーのリカバリ
プライマリのデータボリュームへの書き込みが失敗した場合、データボリュームは切断さ
れます。RVG は、RVG のその他のボリュームにアクセスできるように引き続き機能しま
す。障害の発生したボリュームへ書き込みを行うと、エラーが戻され、SRL にログは記録
されません。
RLINK はデータボリュームエラーの影響を受けません。ボリュームにエラーが発生した時
点で、SRL にまだ書き込み情報が存在すれば、SRL からセカンダリへの RLINK のデー
タフローは継続されます。障害の発生したボリュームへの書き込みで、アプリケーションは
完了しているのに、ボリュームにはまだ書き込まれていないものは SRL に残ります。この
ような書き込みは SRL で保留のマークが付けられ、その後ボリュームが回復したときにボ
リュームに再生されます。ボリュームがバックアップから回復、再起動された場合は、これ
らの書き込みは破棄されます。
データボリュームでハードウェア損傷など永続的な故障が起きた場合、バックアップから
回復する必要があります。この障害のリカバリは、次の 2 つの段階から成り立ちます。
■

バックアップからのプライマリのデータボリュームのリストア

■

セカンダリの RLINK との再同期

RVG にデータベースが使っているデータボリュームが含まれている場合、障害の発生し
たボリュームのリカバリは、データベースのリカバリ必要条件と連携して行う必要がありま
す。データベースのリカバリの手順によって、セカンダリの RLINK との同期に必要な処
理が決定します。
リカバリの手順の詳細は次の例で説明します。
■

p.138 の 「例 - RLINK を切断した状態でのリカバリ」 を参照してください。

■

p.138 の 「例 - 最小限の修復でのリカバリ」 を参照してください。

■

p.139 の 「例 - プライマリの移行によるリカバリ」 を参照してください。
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ケーブルの切断などの一時的な停止のためにデータボリュームに障害が起きた場合で、
確実にハードウェア障害がないことがわかっているときは、データボリュームを RVG から
取り除かずに起動できます。SRL に未処理の書き込みがあれば、データボリュームに再
生されます。
p.139 の 「例 - 一時的な I/O エラーからのリカバリ」 を参照してください。

例 - RLINK を切断した状態でのリカバリ
この例では、プライマリで障害のリカバリを行う前に、すべての RLINK を切断します。
データベースのリカバリもすべて実行し、障害のリカバリが完了した後に、プライマリスト
レージチェックポイントを利用してすべての RLINK の同期を行う必要があります。
プライマリで手順を実行します。この例では、プライマリホストは seattle です。
障害からリカバリするには

1

すべての RLINK を切断します。
# vxrlink -g hrdg det rlk_london_hr_rvg

2

データボリュームの修正または修復を行います。
下位のサブディスクを修復することによってデータボリュームを修復できる場合は、
RVG からデータボリュームを取り除く必要はありません。障害の発生したボリューム
を取り除き、代わりに新規ボリュームを組み込むことによって問題が解消する場合
は、ボリュームの取り除きおよび組み込みを行う際に RVG を停止しておく必要があ
ります。

3

データボリュームを起動してから RVG を再起動します。
# vxvol -g hrdg start hr_dv01
# vxrvg -g hrdg start hr_rvg

4

データベースをリストアします。

5

ブロックレベルのバックアップおよびチェックポイントを使用して、すべての RLINK
を同期させます。

例 - 最小限の修復でのリカバリ
この例では、すべての RLINK を接続したままで、データボリュームのエラーを解決する
ための最小限の処理を行います。この例の場合、障害の発生したボリュームのデータを
バックアップからリストアし、データベースのリカバリを実行する間も、RLINK は有効に機
能します。プライマリでの変更はすべてレプリケートされるため、変更がレプリケートされた
後、すべてのセカンダリとプライマリとの一貫性が取れていることになります。この方法は、
大量のデータのレプリケーションを行う必要があるため、必ずしも実用的な方法とは言え
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ません。また、修復されたデータボリュームは、そのデータボリュームを使うデータベース
で慎重にテストする必要があります。
プライマリで手順を実行します。この例では、プライマリホストは seattle です。
障害からリカバリするには

1

RVG を停止します。
# vxrvg -g hrdg stop hr_rvg

2

障害の発生したデータボリュームを RVG から取り除きます。

3

データボリュームの修正または修復を行うか、新しいボリュームを使用します。
下位のサブディスクを修復することによってデータボリュームを修復できる場合は、
RVG からデータボリュームを取り除く必要はありません。障害の発生したボリューム
を取り除き、代わりに新規ボリュームを組み込むことによって問題が解消する場合
は、ボリュームの取り除きおよび組み込みを行う際に RVG を停止しておく必要があ
ります。

4

ボリュームを RVG に組み込みます。

5

データボリュームを起動してから RVG を再起動します。データボリュームが起動さ
れていない場合は、データボリュームを起動します。
# vxvol -g hrdg start hr_dv01

6

RVG を起動します。
# vxrvg -g hrdg start hr_rvg

7

データベースをリストアします。

例 - プライマリの移行によるリカバリ
代わりとなるリカバリ方法として、プライマリの役割をセカンダリホストに移行することもでき
ます。
テイクオーバー後、障害の発生したデータボリュームを回復または取り除くまで、障害の
発生したデータボリュームを含むもとのプライマリを acting_secondary にすることはで
きません。

例 - 一時的な I/O エラーからのリカバリ
I/O エラーが一時的なもので、確実にすべての既存データに損傷のないことがわかって
いる場合、RVG からデータボリュームを取り除かずに起動できます。たとえば、SCSI ケー
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ブルの切断やストレージの電源障害などが起きた場合です。このような場合は次の手順
に従います。
一時的な I/O エラーからリカバリするには

1

一時的な障害を解決します。

2

データボリュームを起動します。
# vxvol -g hrdg start hr_dv01

SRL に未処理の書き込みがあれば、データボリュームに書き込まれます。

プライマリ SRL ボリュームのエラーの解決と再起動
プライマリ SRL へのアクセス中にエラーが発生すると、SRL は RVG から取り除かれ、
RLINK が切断されます。プライマリ RLINK とセカンダリ RLINK の状態は STALE に移
行します。RVG の状態は変わりませんが、PASSTHRU モードに移行し、エラーが修正
されるまで引き続きプライマリボリュームに書き込みできます。
p.141 の 「RVG の PASSTHRU モードについて」 を参照してください。
SRL は、手動で修復してから RVG に組み込む必要があります。SRL を修復している間
は、RLINK でのデータ送信は行われません。SRL を新規で作成したり、別ボリュームに
変更した場合、すべての RLINK で完全同期が必要となります。その場合は、RLINK の
接続を行い、すべてのセカンダリと完全同期を実行します。
プライマリ（seattle）上で次の手順を実行します。
プライマリ SRL エラーの解決方法

1

RVG から SRL を取り除きます。
# vxvol -g hrdg dis hr_srl

2

SRL ボリュームを修正または変更します。

3

修復された SRL は、必ず起動してから RVG に組み込みます。修復された SRL が
起動されていない場合は起動します。
# vxvol -g hrdg start hr_srl

4

新しい SRL を RVG に組み込みます。新しい SRL が組み込まれると、コマンド
vxprint -lV の出力から RVG PASSTHRU モードの表示が消えます。
# vxvol -g hrdg aslog hr_rvg hr_srl

5

セカンダリの完全同期を実行します。
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RVG の PASSTHRU モードについて
通常、RVG に組み込まれたデータボリュームへの書き込みは、まず RVG の SRL へ送
られ、その後 RLINK およびデータボリュームへ送られます。アクセスエラーが起きたたた
めにプライマリ SRL が切断されている場合、プライマリ RVG は PASSTHRU モードに
移行します。PASSTHRU モードでは、データボリュームへの書き込みは SRL を経由せ
ずに直接データボリュームに引き渡されます。また、どの RLINK にも書き込み情報を送
信しません。RVG で vxprint -l を使い、passthru フラグが設定されているかどうか
を確認します。新しい SRL が RVG に組み込まれると、PASSTHRUモードはクリアされ
ます。なおこの際、PASSTHRU モード時の書き込み情報がプライマリの SRL にもセカ
ンダリにも存在しないので、セカンダリノードの RVG と同期を行う必要があります。

再起動時のプライマリ SRL ボリュームのエラー
再起動中にプライマリ SRL にエラーが起きた場合、SRL を含むディスクまたはアレイが
まだオンラインになっていない可能性があります。 この場合、RVG は PASSTHRU モー
ドにはならず、VVR は RVG のリカバリを行いません。SRL が使用可能になったら、次の
コマンドを実行して RVG と RLINK をリカバリします。
# vxrvg -g diskgroup recover rvg_name
# vxrlink -g diskgroup recover rlink_name

SRL ボリュームのエラーを正常にリカバリした後、SRL ボリュームを RVG から取り除こう
とした場合、次のメッセージが表示されます。
VxVM vxvol WARNING V-5-1-5273 Because there could be outstanding writes
in the SRL, the data volume being dissociated should be considered
out-of-date and inconsistent

このメッセージは無視してもかまいません。
SRL のエラーが修復できない場合、新しい SRL を作成します。
p.142 の 「SRL ヘッダーエラーのリカバリ」 を参照してください。
このとき、古い SRL で受け取っていてアプリケーションに通知済みでも、まだデータボ
リュームにフラッシュされていない書き込みについては、失われる可能性があります。した
がって、SRL ボリュームを作成する前に、バックアップからデータボリュームをリストアする
必要があります。このように、リストア作業時には、まずすべての RLINK を切断しデータ
ボリュームを完全に書き直してから、RLINK を接続して同期を行うことを推奨しています。

プライマリ SRL ボリュームオーバーフローのリカバリ
プライマリ SRL の容量は限られているため、RLINK に対するレプリケーション処理の停
止が長引くと、ログの限度を超えてしまい、RLINK を最新の状態にするために必要な更
新履歴をすべて維持することができなくなる可能性があります。 このような状況になると、
該当の RLINK の状態が STALE に移行し、手動でリカバリを実行しないとレプリケーショ

第 12 章 Veritas Volume Replicator のトラブルシューティング
プライマリまたはセカンダリでのリカバリ

ンを行うことができません。 STALE 状態の RLINK は、自動同期またはブロックレベルの
バックアップとストレージチェックポイントを使用することによってのみ、最新の状態にでき
ます。 他の RLINK、RVG および SRL ボリュームはすべて問題なく稼働します。
SRL オーバーフロー保護を設定すると、SRL のオーバーフローを回避できます。これは
デフォルトで設定されています。 RLINK が STALE 状態になるのではなく、dcm logging
に移行します。 後で、レプリケーション用ネットワークに余裕がある時間帯に、vradmin
resync rvg コマンドを実行して、RLINK の再同期を逐次的に行うことができます。

プライマリ SRL ヘッダーのエラーの解決とリカバリ
プライマリの SRL ヘッダーの障害は深刻なエラーです。すべての RLINK が失われるた
め、プライマリストレージチェックポイントを使用してリカバリする必要があります。データボ
リュームのエラーに関する情報が SRL のヘッダーに保存されるため、このエラーが起き
た場合、データボリュームの状態を保証できなくなります。このため、SRL をミラー化する
ことを推奨しています。
通常の操作中に SRL ヘッダーエラーが起きた場合、システムを再起動する前に、（同時
に）障害の発生したすべてのボリュームの状態が DETACHED に移行していることを確
認してください。vxprint コマンドによってボリュームが DETACHED 状態であることが
表示される前にシステムが再ブートされた場合、障害の発生したすべてのデータボリュー
ムについて状態の情報が失われる可能性があります。複数のエラーが起きている場合
も、そうでないと思われる場合も、この種類のエラーが起きた場合にはプライマリのデータ
ボリュームの状態が正しくない可能性があることに注意してください。
プライマリの SRL ヘッダーにエラーが起きた場合、RVG に対する書き込みは続行され
ますが、RLINK はすべて STALE 状態になります。RVG は PASSTHRU モードで稼動
します。

SRL ヘッダーエラーのリカバリ
SRL ヘッダーエラーのリカバリでは、RVG から SRL を取り除き、SRL をリカバリしてか
ら、すべての RLINK を完全同期することが必要です。
SRL ヘッダーエラーからリカバリするには

1

RVG を停止します。
# vxrvg -g hrdg stop hr_rvg

2

RVG から SRL を取り除きます。
# vxvol -g hrdg dis hr_srl

3

SRL を修復またはリストアします。下位のサブディスクを修復することによって問題
を解決できる場合でも、SRL ヘッダーを初期化するために、SRL を一度 RVG から
取り除き、再度組み込む必要があります。
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4

SRL を起動してから SRL を再度組み込みます。
# vxvol -g hrdg start hr_srl
# vxvol -g hrdg aslog hr_rvg hr_srl

5

RVG を起動します。
# vxrvg -g hrdg start hr_rvg

6

必要に応じて、バックアップからデータボリュームをリストアさせた後、すべての RLINK
を同期させます。すべての RLINK を同期させます。

セカンダリのデータボリュームのエラーの解決とリカバリ
セカンダリデータボリュームのアクセス時に I/O エラーが発生した場合、そのデータボ
リュームは RVG から自動的に取り除かれ、RLINK が切断されます。これ以降、プライマ
リでセカンダリに接続しようとすると、エラーが発生し、セカンダリボリュームが停止してい
ることを通知するメッセージが表示されます。プライマリは影響を受けず、書き込み情報
はこれ以降も SRL に記録されます。セカンダリデータボリュームのエラーを修正して、
データボリュームを起動すると、RLINK は再度自動的に接続されます。
適切なプライマリストレージチェックポイントもセカンダリストレージチェックポイントもない
場合は、プライマリとセカンダリの両方で RLINK を切断し、RLINK を同期します。

セカンダリストレージチェックポイントを使ったリカバリ
ここでは、セカンダリストレージチェックポイントを使用して、セカンダリのデータボリューム
エラーをリカバリする方法について説明します。
セカンダリ（london）上で次の手順を実行します。

1

障害の発生したデータボリュームを修復します。下位のサブディスクを修復すること
によって問題を解決できる場合は、データボリュームを RVG から取り除く必要はあ
りません。

2

データボリュームが起動していることを確認します。
# vxvol -g hrdg start hr_dv01

3

セカンダリストレージチェックポイントのバックアップからすべてのボリュームにデータ
をリストアします。バックアップからすべてのボリュームをリストアしている場合は、同
期中もセカンダリのデータの一貫性は保たれます。次のコマンドを実行して、RLINK
をリストアします。
#

vxrlink -g hrdg -c sec_chkpt restore rlk_seattle_hr_rvg
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プライマリストレージチェックポイントを使ったクリーンアップ
セカンダリ（london）上で次の手順を実行します。

1

前述のとおり、障害の発生したデータボリュームを修復します。処理を行う前に、デー
タボリュームが起動していることを確認します。
# vxvol -g hrdg start hr_dv01

2

セカンダリのデータボリュームを書き込み可能にするために、RLINK を切断します。
# vxrlink -g hrdg det rlk_seattle_hr_rvg

3

プライマリストレージチェックポイントのバックアップからすべてのデータボリュームに
データをリストアします。 セカンダリストレージチェックポイントからのリストアとは異な
り、プライマリストレージチェックポイントのデータは、障害の発生したボリュームのみ
でなく、すべてのセカンダリのデータボリュームにロードする必要があります。 使用
可能なプライマリストレージチェックポイントが存在しない場合は、新しいストレージ
チェックポイントを設定します。

4

RLINK を再接続します。
# vxrlink -g hrdg att rlk_seattle_hr_rvg

プライマリ（seattle）上で次のコマンドを実行します。
次のコマンドを実行して、RLINK を切断後、プライマリストレージチェックポイントから
RLINK を再接続します。
# vxrlink -g hrdg det rlk_london_hr_rvg
# vxrlink -g hrdg -c primary_checkpoint att rlk_london_hr_rvg

セカンダリの SRL ボリュームのエラーの解決とリカバリ
セカンダリ SRL が使用されるのは、IBC がアクティブで、RLINK の原子的なリカバリを実
行中の場合だけです。セカンダリ SRL をリカバリ中に I/O エラーが発生すると、リカバリ
は失敗し、SRL ボリュームは RVG から取り除かれ、RLINK の状態は、PAUSE に移行
します。物理的な問題を解決した後、SRL の再組み込みおよび RLINK の再接続は、手
動で実行する必要があります。再開時に RVG の自動リカバリが再試行され、成功した場
合は更新操作を継続できます。修復が完了する前にプライマリ SRL がオーバーフロー
した場合は、完全同期を実行する必要があります。
SRL のデータ部分でエラーが発生すると、RLINK に secondary_paused フラグが設定
されて、PAUSE 状態に移行します。 SRL は RVG から取り除かれません。
SRL ヘッダーでエラーが発生すると、セカンダリ RVG は FAIL 状態に移行し、SRL は
RVG から取り除かれます。
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セカンダリ（london）上で次の手順を実行します。

1

SRL を RVG から取り除いてからエラーを修正し、再度 RVG に組み込みます。下
位のサブディスクを修復することによって問題を解決できる場合でも、SRL ヘッダー
を起動させるために、一度 RVG から取り除いてから、再度取り込む必要があります。
# vxvol -g hrdg dis hr_srl

SRL の修正または交換を行います。SRL は、必ず起動してから RVG に取り込み
ます。
# vxvol -g hrdg start hr_srl
# vxvol -g hrdg aslog hr_rvg hr_srl

2

RLINK の再開操作を実行して、secondary_log_err フラグをクリアします。
# vxrlink -g hrdg resume rlk_seattle_hr_rvg

セカンダリ SRL ヘッダーのエラー解決とリカバリ
セカンダリで SRL ヘッダーに障害が発生すると、セカンダリ RVG は FAIL 状態に移行
し、RLINK はプライマリ、セカンダリとも PAUSE 状態に移行します。データボリュームエ
ラーに関する情報は SRL ヘッダーに保存されるため、データボリュームの状態が正しい
という保証はなくなります。通常の操作中にセカンダリ SRL ヘッダーエラーが発生し、シ
ステムを再ブートする前に、障害の発生したすべてのボリュームの状態が、DETACHED
に移行していることを確認してください。vxprint コマンドによってボリュームが
DETACHED 状態であることが表示される前にシステムが再ブートされた場合、障害の発
生したすべてのデータボリュームについて状態の情報が失われる可能性があります。複
数のエラーが発生している場合も、そうでないと思われる場合も、この種類のエラーが発
生した場合にはセカンダリのデータボリュームの状態が正しくない可能性があることに注
意してください。
SRL ヘッダー障害を解決してリカバリする方法

1

SRL ボリュームを RVG から取り除きます。
# vxvol -g hrdg dis hr_srl

2

SRL ボリュームを修復します。下位のサブディスクを修復することによって問題を解
決できる場合でも、SRL ヘッダーを初期化するために、SRL ボリュームを RVG か
ら取り除き、再度組み込む必要があります。

3

SRL ボリュームを起動します。続いて、SRL ボリュームを再度組み込みます。
# vxvol -g hrdg start hr_srl
# vxvol -g hrdg aslog hr_rvg hr_srl
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4

RVG を起動します。
# vxrvg -g hrdg start hr_rvg

5

データボリュームの一貫性に問題がない場合は、RLINK を再接続します。
# vxrlink -g hrdg resume rlk_seattle_hr_rvg

または
データボリュームの一貫性が取れているかどうかが不明で、セカンダリストレージチェッ
クポイントのバックアップが使用可能な場合は、セカンダリストレージチェックポイント
からリストアします。
# vxrlink -g hrdg det rlk_seattle_hr_rvg
# vxrlink -g hrdg -f att rlk_seattle_hr_rvg
# vxrlink -g hrdg -w pause rlk_seattle_hr_rvg

セカンダリストレージチェックポイントのバックアップデータをデータボリュームにリスト
アします。
# vxrlink -g hrdg -c secondary_checkpoint restore ¥
rlk_seattle_hr_rvg

または
データボリュームの一貫性が取れているかどうかが不明で、使用可能なセカンダリス
トレージチェックポイントがない場合は、ブロックレベルバックアップとプライマリスト
レージチェックポイントを使用して、セカンダリを同期します。
または、自動同期を使うこともできます。
# vxrlink -g hrdg det rlk_seattle_hr_rvg

セカンダリ上で、プライマリストレージチェックポイントのバックアップデータをデータ
ボリュームにリストアします。
# vxrlink -g hrdg -f att rlk_seattle_hr_rvg

プライマリ（seattle）上で次のコマンドを実行します。
# vxrlink -g hrdg -c primary_checkpoint att ¥
rlk_london_hr_rvg

再ブート時のセカンダリ SRL ヘッダーのエラー
再ブート後にセカンダリ SRL にエラーが発生した場合、その後、セカンダリでその SRL
を使うことになっても、リカバリには使えません。次のメッセージは無視してください。
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VxVM VVR vxrvg ERROR V-5-1-5268 RVG rvg_name cannot be recovered
because SRL is not accessible. Try recovering the RVG after the
SRL becomes available using vxrecover -s command

SRL ボリュームをリセットする方法

1

SRL を RVG から取り除きます。
# vxvol -g hrdg -f dis srl

次のメッセージは無視してください。
VxVM vxvol WARNING V-5-1-5291 WARNING: Rvg rvgname has not been
recovered because the SRL is not available. The data volumes may
be out-of-date and inconsistent
VxVM vxvol WARNING V-5-1-5296 The data volumes in the rvg rvgname
cannot be recovered because the SRL is being dissociated.
Restore the data volumes from backup before starting the applications

2

新しい SRL ボリューム new_srl を作成し、続けて次のコマンドを実行します。
#
#
#
#

vxvol -g hrdg aslog rvg_name new_srl
vxrlink -g hrdg recover rlink_name
vxrlink -g hrdg -f att rlink_name
vxrvg -g hrdg start rvg_name

IBC を受信したために、レプリケーションがフリーズした場合、SRL 内のデータは失
われますが、このことについては一切通知されません。このような状況になったかど
うかを確認するには、/var/adm/messages ファイルを調査して次のようなメッセー
ジの存在を調べます。
WARNING: VxVM VVR vxio V-5-0-259 Replication frozen for rlink
<rlink>

これが RLINK に関する最後のメッセージである場合、すなわち、それ以降にレプリ
ケーションがフリーズ解除されたことを示すメッセージがない場合には、プライマリの
RLINK と完全同期を行う必要があります。

3
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この章では以下の項目について説明しています。
■

DMP 7.0 へのアップグレードの後の拡張属性の表示

■

DMP からパスを除外または DMP にパスを追加するときのエラーのリカバリ

■

アレイサポートのダウングレード

■

dmp_native_support チューニングパラメータを有効にした後のシステムブート不可

DMP 7.0 へのアップグレードの後の拡張属性の表示
Storage Foundation 5.1 のリリースから DMP 7.0 にアップグレードすると、機能が次の
ように変更されたことを確認できます。
■

vxdisk list に出力されるデバイス名にアレイボリューム ID（AVID）は表示されませ

ん。
■

vxdisk -p list 出力に拡張属性が表示されません。

■

アクティブ/パッシブ（A/P）または ALUA アレイが、アクティブ/アクティブ（A/A）である
と表示されます。

このような動作になるのは、LUN がネーティブのマルチパスドライバである MPxIO によっ
て制御される場合があるためです。 LUN が MPxIO のような TPD ドライバーによって制
御されるとき、DMP ではそれらのエンクロージャは A/A として認識されます（LUN がアレ
イでどんなアレイモードになっているかにかかわりなく）。 これはマルチパスが TPD ドラ
イバから行われていて、DMP はルートコマンドに対する TPD メタノードのみを認識する
または使用するためです。 また TPD に対して、DMP は AVID や media_type などの
付加価値拡張属性を無効にします。 DMP に LUN マルチパスを移行すると、それらの
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拡張属性は ASL（Array Support Library）に従って実際の LUN アレイモードと共に表
示されます。
LUN がネーティブのマルチパスドライバによって制御されているかどうかを調べるには
◆

次のコマンドを使って出力を調べます。 問題が起きている LUN のコントローラの物
理名（PNAME）が /scsi_vhci であれば、LUN は MPxIO によって制御されていま
す。
# vxdmpadm getctlr all

LUN をネーティブのマルチパスドライバの制御から DMP の制御に移行できます。
■

Veritas Volume Manager を使って DMP に移行する方法については、『Storage
Foundation 管理者ガイド』で、MPxIO の無効化についての節を参照してください。

■

OS のネーティブボリュームサポートによる DMP に移行する場合は、『Dynamic
Multi-Pathing Adminstrator's Guide』で、MPxIO から DMP への移行についての
節を参照してください。

DMP からパスを除外または DMP にパスを追加すると
きのエラーのリカバリ
vxdmpadm exclude コマンドを使って DMP からパスを除外できます。以前に除外した

パスを、vxdmpadm include コマンドを使って DMP 制御に戻すことができます。 これら
のコマンドは除外済みパスを vxvm.exclude ファイルに格納します。 vxvm.exclude
ファイルが壊れている場合は、パスの追加と除外の操作を正常に完了できません。
vxvm.exclude ファイルが壊れている場合は次のエラーが表示されます。
# vxdmpadm exclude ctlr=c0
VxVM vxdmpadm ERROR V-5-1-3996

File not in correct format

DMP は vxvm.exclude.corrupt という名前で壊れたファイルを保存します。DMP は
新しい vxvm.exclude ファイルを作成します。この状況から手動でリカバリする必要があ
ります。
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壊れた除外ファイルをリカバリするには

1

エラーが表示された vxdmpadm include コマンドまたは vxdmpadm exclude コマ
ンドを再び実行します。
# vxdmpadm exclude ctlr=c0

2

関連する除外パスのエントリを見つけるには、保存されている
vxvm.exclude.corrupt ファイルを表示します。
# cat /etc/vx/vxvm.exclude.corrupt
exclude_all 0
paths
controllers
c4 /pci@1f,4000/pci@4/scsi@4/fp@0,0

3

手順 2 で見つけたパスにvxdmpadm exclude コマンドを再び実行します。
# vxdmpadm exclude ctlr=c4

4

除外パスが vxvm.exclude ファイルにあることを確認します。
# cat /etc/vx/vxvm.exclude
exclude_all 0
paths
#
controllers
c0 /pci@1f,4000/scsi@3
c4 /pci@1f,4000/pci@4/scsi@4/fp@0,0
#
product
#

アレイサポートのダウングレード
アレイサポートは VRTSaslapm という単一パッケージに含まれています。このパッケージ
には、Array Support Libraries（ASL）と Array Policy Modules（APM）が含まれていま
す。 Veritas InfoScale 製品 の各メジャーリリースには、サポート対象の VRTSaslapm
パッケージが含まれます。これは、製品インストールの一環としてインストールされます。
次のメジャーリリースが出るまでに、VRTSaslapm パッケージに対する更新を通して、シマ
ンテック社から追加のアレイサポートが提供される場合があります。
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更新済みの VRTSaslapm パッケージ に何らかの問題があった場合、シマンテック社は、
ASL/APM パッケージ の前のバージョンにダウングレードするよう推奨することがありま
す。戻すことができる対象は、インストール済みの Veritas InfoScale 製品 のリリースに
ついてサポートされている パッケージのみです。システムがオンラインになっている間に
ダウングレードを実行する場合は、インストールされているパッケージを削除しないでくだ
さい。代わりに、新しいパッケージに前のバージョンのパッケージを上書きインストールで
きます。この方法では、VRTSaslapm パッケージの複数のインスタンスがインストールされ
ることはありません。
次の方法で VRTSaslapm パッケージをダウングレードします。
Solaris 10 用の ASL/APM パッケージをダウングレードするには

1

instance=overwrite を指定する pkgadd コマンドに対する応答ファイルを作成しま
す。応答ファイルの例を次に示します。

#
# Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
#
#ident "@(#)default
1.7
04/12/21 SMI"
#
mail=
instance=overwrite
partial=ask
runlevel=ask
idepend=ask
rdepend=ask
space=ask
setuid=ask
conflict=ask
action=ask
networktimeout=60
networkretries=3
authentication=quit
keystore=/var/sadm/security
proxy=
basedir=default

2

パッケージをダウングレードするには、次のコマンドを使います。
# pkgadd -a <response_file> -d ./VRTSaslapm.pkg
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Solaris 11 用の ASL/APM パッケージをダウングレードするには
◆

パッケージをダウングレードするには、次のコマンドを使います。
# pkg update -g ./VRTSaslapm.p5p VRTSaslapm

dmp_native_support チューニングパラメータを有効
にした後のシステムブート不可
ZFS ルートプールに対する DMP サポートを有効にした後、システムがブートの間にハ
ングアップまたはパニックする、あるいはルートファイルシステムのマウントに失敗する場
合、ルートプールを OS デバイスに移行し戻してシステムを復元します。
dmp_native_support チューニングパラメータを有効にした後にブート不可能なシステ
ムをリカバリするには

1

Oracle Solaris 11 Express Live CD または Oracle Solaris 11 Express AI サー
バーからブートします。 テキストベースのインストーラを使用して、シェルプロンプトを
選択します。

2

端末プロンプトで、OS デバイスを使用してルートプールをインポートします。
# zpool import rpool

3

zpool status コマンドを使用してルートプールがインポートされていることを確認

してください。
# zpool
pool:
state:
scan:

status rpool
rpool
ONLINE
resilvered 20.0G in 0h10m with 0 errors on Wed Mar
6 05:02:36 2013

config:
NAME
rpool
mirror-0
hitachi_vsp0_00f4s0
hitachi_vsp0_00f3s0

STATE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

READ WRITE CKSUM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

インポートが正常に実行されたら、システムを再ブートしてください。
# init 6

システムが OS デバイスで起動します。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation Cluster File System High Availability のトラブルシューティン
グについて

■

CFS のトラブルシューティング

■

フェンシングが有効な設定のトラブルシューティング

■

Veritas InfoScale 製品 クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシューティ
ング

Storage Foundation Cluster File System High
Availability のトラブルシューティングについて
発生する可能性のあるセットアップや設定の問題を診断するには、この章の情報を使っ
てください。 コンポーネントの製品で問題が発生したら、適切なマニュアルを参照して問
題を解決することが必要になる場合があります。
I/O フェンシングのトラブルシューティングに関する情報は、SFCFSHA（Storage
Foundation Cluster File System High Availability）のトラブルシューティングにも適用
されます。
p.199 の 「I/O フェンシングのトラブルシューティング」 を参照してください。
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CFS のトラブルシューティング
この項では、CFS の問題のトラブルシューティングについて説明します。

root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない
root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない場合には、クラスタファイルシステム
や RAC クラスタのプライマリノードの変更中にシステムがハングしてしまうことがあります。
root ユーザーの <library> パスに、/usr/lib エントリより前にCFS（クラスタファイルシステ
ム）を指すエントリがある場合、次のタスクを実行しようとしたときにシステムがハングするこ
とがあります。
■

CFS ファイルシステム用のプライマリノードの変更

■

プライマリノード上の CFS ファイルシステムのマウント解除

■

プライマリノード上のクラスタまたはサービスグループの停止

この設定の問題は、主に共有 CFS ファイルシステム上に Oracle バイナリがインストール
された RAC 環境で発生します。
次の例は、システムがハングする可能性のある <library path> の設定例です。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/app/oracle/orahome/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib

上記の例で、/app/oracle は CFS ファイルシステムです。ユーザーがこのファイルシステ
ムのプライマリノードを変更しようとすると、システムはハングします。この時点でもユーザー
はシステムに対して ping コマンドや telnet コマンドを実行することができますが、ls の
ような簡単なコマンドを実行しても反応がありません。プライマリノードを変更する際に必
要な最初の手順の 1 つに、クラスタ全体にわたってファイルシステムをフリーズさせてお
くことがあります。その次に、fsck コマンドを直ちに実行して、インテントログを再生しま
す。
<library> パスの最初のエントリがフリーズしているファイルシステム自身を指しているた
め、fsck コマンドはデッドロックの状態になります。実際に、<library> パスに依存するす
べてのコマンド（ls を含む）が以降、ハングして使えなくなります。
この問題を解決するためにお勧めする手順は次のとおりです。すべてのユーザー（特に
root）の <library> パスの中で CFS ファイルシステムを指しているエントリがあれば、リス
トの最後のほう、/usr/lib エントリよりも後に移動します。
つまり、上記の例の <library path> の場合は、次のように変更します。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/usr/lib:/usr/ccs/lib:/app/oracle/orahome/lib
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CFS コマンドは root 以外のユーザーによって実行された場合にハング
アップすることがある
root 以外のユーザーが CFS コマンドを実行すると、ハングアップすることがあります。
この問題を解決するには
◆

root 以外のセッションでは、CFS コマンドを実行する前に、認証情報を保存する
halogin コマンドを使用してください。
halogin コマンドを実行すると、VCS は暗号化されたログイン情報をユーザーの

ホームディレクトリに格納します。

フェンシングが有効な設定のトラブルシューティング
次の例は、フェンシングが有効な環境でのネットワークの分割を説明しています。
『Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）の例
2 ノードクラスタ相互接続が切断され、クラスタが一時的にスプリットブレイン状態になった
ところを図 14-1 に示します。
図 14-1

既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）
1 番目 相互接続の障害によって両方のノード
で競合が起こります。

2 番目 - ノード 0 は
ディスク 1 のキー B
を削除し、成功します。

ノード 0

ノード 1

3 番目（パート B） - ノード 1
はディスク 2 の
キー A
の削除に失敗します。キーを再読込
します。

3 番目 - ノード 0 は
ディスク 2 のキー B
を削除し、成功します。

4 番目 - ノード 0 は
ディスク 3 のキー B
を削除し、成功します。

5 番目 - ノード 0 は
続行し、リカバリを実行
します。

2番目（パート B） ノード 1 はディスク 1
のキー A
の削除に失敗します。再読
込します。

コーディネータディスク

4 番目（パート B） ノード 1 はディスク 3 の
キー A の削除に失敗します。

最後に - ノード 1 は
パニックが発生し、
再ブートします。

フェンシングモジュールは各システムで同じ処理を行うため、両方のノードは、もう一方の
ノードに障害が発生したと見なしますが、フェンシング操作を実行して他のノードが削除
されているか確認を行います。各ノードの VCS GAB モジュールは、ハートビートの喪失
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によってピアが停止したと判断し、フェンシングモジュールにメンバーシップの変更を渡
します。
各ノードは、コーディネータディスクの制御を取得しようとして競合します。登録済みのノー
ドだけが別のノードの登録を削除できるため、一方のノードだけが各ディスクでコマンドを
正常に完了します。
コーディネータディスクの大半からピアを正常に削除したノードが勝利します。次に、勝
者側のフェンシングモジュールは、VCS と、フェンシングモジュールに登録されているよ
り高レベルのほかの パッケージ にメンバーシップの変更を渡し、VCS がリカバリを実行
できるようにします。敗者側は、カーネルにパニックが発生して再ブートします。

既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）からのリカバリ
フェンシングモジュール vxfen は、ネットワーク分割後のノードの起動と、それによって発
生するノードのパニックおよび再ブートを防止します。

シナリオ I
同様の症状が発生する状況は、2 ノードクラスタでメンテナンスのために一方のノードを
停止した場合です（図 14-2）。電源を切っている間は、プライベート相互接続ケーブルが
取り外されます。
図 14-2

シナリオ I
ノード 0

ノード 1
2 番目 - ノード 1 はパニック
が発生し、再ブートします。

1 番目 - ネットワークの
相互接続が切断されます。
ノード 0 がコーディネータの
競合に勝利します。

最後に - ノード 1 がブート
し、非メンバーに登録された
キーを探します。
エラーメッセージを出力して
終了します。

3 番目 - ノード 0 には、
すべてのコーディネータ
ディスクに登録されたキーが
あります。

コーディネータディスク

シナリオ I では、以下のようになります。
■

ノード 0 は、ネットワーク障害の後の調停の競合に勝利します。

■

ノード 1 はパニックが発生し、再ブートします。

■

ノード 0 には、コーディネータディスクに登録されたキーがあります。ノード 1 が起動
すると、ノード 0 のキーを参照できますが、現在の GAB メンバーシップにノード 0 は
ありません。一時的な既存のスプリットブレインを検出して、vxfen モジュールがコン
ソールにエラーメッセージを表示します。vxfen モジュールはフェンシングの起動を防
止し、これにより、VCS がオンラインになることも防止されます。
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対処法: ノード 1 を終了し、ケーブルを再接続してノード 1 を再起動します。

シナリオ II
シナリオ I と同様に、2 ノードクラスタ内でプライベート相互接続ケーブルを取り外すと、
ノード 1 はクラスタから切り離され、パニックが発生して再ブートします。プライベート相互
接続ケーブルを再接続する前にノード 1 をクラスタに参加させると、ノード 0 は再ブート
してリモートになります（または単に再ブートします）。プライベートネットワークが修復され
るまで、ノードはデータディスクに書き込むことができません。 これは、GAB メンバーシッ
プが形成されず、したがってクラスタも形成されないためです。
シナリオ I と同様に、2 ノードクラスタ内でプライベート相互接続ケーブルを取り外すと、
ノード 1 はクラスタから切り離され、パニックが発生して再ブートします。プライベートネッ
トワークが修復されるまで、ノードはデータディスクに書き込むことができません。 これは、
GAB メンバーシップが形成されず、したがってクラスタも形成されないためです。
対処法: 両方のノードを終了し、ケーブルを再接続してノードを再起動します。

シナリオ III
シナリオ II と同様に、2 ノードクラスタ内でプライベート相互接続ケーブルを取り外すと、
ノード 1 はクラスタから切り離され、パニックが発生して再ブートします。プライベート相互
接続ケーブルを再接続する前にノード 1 をクラスタに参加させると、ハードウェア障害の
ためノード 0 にパニックが発生します。ノード 0 は再起動されず、ノード 1 はクラスタに参
加できません。
対処法: ノード 1 を終了し、ケーブルを再接続してノードを再起動します。次に、コーディ
ネータディスクからノード 0 の登録を解除する必要があります。
シナリオ III の問題を解決するには

1

ノード 1 で、次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenclearpre

2

ノードを再起動します。

3

以下を実行します。
# gabconfig -cx

Veritas InfoScale 製品 クラスタの Cluster Volume
Manager のトラブルシューティング
この項では、CVM の問題のトラブルシューティングについて説明します。
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CVM グループが Veritas InfoScale 製品 クラスタへのノード追加後オ
ンラインではない
クラスタへのノード追加後に CVM グループがオフラインであることの考えられる原因は
次のとおりです。
■

cssd リソースが cvm グループで Critical リソースとして設定されている。

■

cvm グループで Critical リソースとして設定されている他のリソースがオンラインでは
ない。

cssd が Critical リソースとして設定されている場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

cssd リソースを cvm グループで非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero

グループの他のリソースがオンラインでない場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

リソースをオンラインにします。
# hares -online resource_name -sys system_name

3

リソースの状態を確認します。
# hastatus -resource

4

resource_name

リソースがオンラインでない場合は、リソースを非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Critical 0
# haconf -dump -makero

共有ディスクグループを Veritas InfoScale 製品 クラスタにインポートで
きない
次のようなメッセージが表示されることがあります。
vxvm:vxconfigd:ERROR:vold_pgr_register(/dev/vx/rdmp/disk_name):
local_node_id<0
Please make sure that CVM and vxfen are configured
and operating correctly
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まず、CVM が動作していることを確認します。vxclustadm nidmap コマンドを実行して、
クラスタ内にある CVM ノードを表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
CVM Nid
system01
system02

1
0

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

上記の出力は、CVM が正常に動作していて、システム system01 が CVM マスターで
あることを示しています。CVM が正常に機能している状況では、上記の出力は、CVM
がローカルシステムのノード ID を vxfen ドライバから取得できない場合に表示されます。
これは、通常、ポート b が設定されていない場合に発生します。
vxfen ドライバが設定されていることを確認するには
◆

次のコマンドを使って GAB ポートを調べます。
# gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。
別のシナリオでは、共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが
表示される可能性があります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.162 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
p.159 の 「Veritas InfoScale 製品 クラスタの Cluster Volume Manager のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。

Veritas InfoScale 製品 クラスタで CVM を起動できない
CVM を起動できない場合は、/etc/llthosts ファイルと main.cf ファイルのノード ID
の整合性を確認してください。
ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.162 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
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すでに存在するキーの削除
スプリットブレイン状態が起きた場合は、vxfenclearpre ユーティリティを使って CP サー
バー、SCSI-3 登録、予約をコーディネータディスク、コーディネーションポイントサーバー
からだけでなくすべての共有ディスクグループのデータディスクから削除します。
この手順を使って、別のノードの登録キーと予約キー、共有ディスクの他のノード、CP
サーバーを削除することもできます。
スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。 各ノードにある次のコマ
ンドを実行してポート h が閉じることを検証します。
# gabconfig -a

ポート h が出力に表示されていてはなりません。

3

すべてのノードで I/O フェンシングを停止します。ノードごとに次のコマンドを入力し
ます。
# svcadm disable -t vxfen

4

共有ストレージにアクセス可能な VCS 制御の範囲外で実行されるアプリケーション
がある場合、共有ストレージにアクセス可能なクラスタ内の他のすべてのノードを
シャットダウンします。 これによりデータの破損を防止します。

5

vxfenclearpre スクリプトを開始します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenclearpre
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スクリプトの開始メッセージと警告を確認します。 このとき、スクリプトの実行を選択で
きます。
Do you still want to continue: [y/n] (default : n) y

ノードがディスク/LUN から削除された場合、クラスタ内の 1 つのノードのコンソール
に次のような情報メッセージが表示される場合があります。 これらの情報メッセージ
を無視できます。
<date> <system name> scsi: WARNING: /sbus@3,0/lpfs@0,0/
sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded
cmd 0x5f> Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

スクリプトはディスクをクリーンアップし、次のステータスメッセージを表示します。

Cleaning up the coordinator disks...
Cleared keys from n out of n disks,
where n is the total number of disks.
Successfully removed SCSI-3 persistent registrations
from the coordinator disks.
Cleaning up the Coordination Point Servers...
...................
[10.209.80.194]:50001: Cleared all registrations
[10.209.75.118]:443: Cleared all registrations
Successfully removed registrations from the Coordination Point Servers.
Cleaning up the data disks for all shared disk groups ...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the shared data disks.
See the log file /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log
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You can retry starting fencing module. In order to restart the whole
product, you might want to reboot the system.

7

すべてのノードでフェンシングモジュールを開始します。
# svcadm enable vxfen

8

すべてのノードで VCS を起動します。
# hastart

CVMCluster が Veritas InfoScale 製品 クラスタでオンラインでも
CVMVolDg がオンラインにならない
CVMCluster リソースがオンラインになると、auto-inport フラグが設定されているすべて
の共有ディスクグループが自動的にインポートされます。ディスクグループのインポートが
何らかの理由で失敗すると、CVMVolDg リソースは障害状態に遷移します。 インポート
に失敗する原因を修正した後、CVMVolDg タイプのリソースをクリアし、オフラインにする
だけでは、CVMVolDg リソースはオンライン状態に遷移しません。
リソースの問題を解決するには

1

共有ディスクグループのインポートが失敗する原因を解決します。

2

リソースタイプ CVMVolDg を含む cvm グループと、リソースタイプ CVMCluster を
含むサービスグループをオフラインにします。

3

CVMCluster リソスを含む cvm グループをオンラインにします。

4

CVMVolDg リソースを含む cvm グループをオンラインにします。

Veritas InfoScale 製品 クラスタに共有ディスクが表示されない
/dev/rdsk の共有ディスクが表示されない場合は、次の作業を行います。

HBA および SCSI 層で、すべての共有 LUN が検出されることを確認してください。これ
は /dev/rdsk/* の下のディスクのいずれかに対して ls -ltr のコマンドを実行するこ
とによって検証できます。
次に例を示します。
# ls -ltr /dev/rdsk/disk_name
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d4s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,4:c,raw
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lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d3s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,3:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d2s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,2:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d1s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,1:c,raw

すべての LUN が SCSI によって検出されない場合、この問題は、SCSI ドライバに対し
て dev_flags または default_dev_flags と max_luns パラメータを指定することに
よって修正される可能性があります。
/dev/rdsk/* ファイルで LUN が表示されない場合は、SAN の設定またはゾーン化の

問題を示している可能性があります。
次の追加手順を実行します。
■

/kernel/drv/sd.conf ファイルを参照し、新しい LUN が追加されているかどうかを

確認します。
■

フォーマットを見て、LUN がサーバーの中でラベル付けされているかを確認します。

■

次のコマンドを使って、ディスクが表示されるかを確認します。
# prtvtoc /dev/rdsk/disk_name
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VCS のトラブルシューティン
グおよびリカバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS メッセージログ

■

VCS エンジンのトラブルシューティング

■

LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティング

■

GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）のトラブルシューティング

■

VCS の起動に関するトラブルシューティング

■

IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング

■

サービスグループに関するトラブルシューティング

■

リソースに関するトラブルシューティング

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

通知に関するトラブルシューティング

■

グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ

■

Steward プロセスのトラブルシューティング

■

ライセンスに関するトラブルシューティング

■

CPU、メモリ、スワップの計測または予測された値の確認
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VCS メッセージログ
VCS は、エンジンログとエージェントログの 2 タイプのログを生成します。ログファイル名
には文字が追加されます。「A」は 1 番目のログファイル、「B」は 2 番目のログファイル、
「C」は 3 番目のログファイルを示します。3 つのファイルを作成した後は、最新のファイル
を削除して別のファイルを作成します。たとえば、engine_A.log の容量が満杯になると
engine_B.log という名前に変わり、engine_B.log は engine_C.log という名前に変わり
ます。この例では、最新のファイルは engine_C.log なのでこのファイルが削除されます。
LogSize クラスタレベル属性を使ってログファイルのサイズを更新できます。
エンジンログは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log です。エンジンログの書式は、次のと
おりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | メッセージテキスト
■

タイムスタンプ: メッセージが生成された日付と時間。

■

ニーモニック: 製品を示す文字列 ID（VCS など）。

■

重要度: レベルは CRITICAL、ERROR、WARNING、NOTICE、INFO です（高レベ
ルから低レベルの順）。

■

UMI: 重複のないメッセージ ID。

■

メッセージテキスト: VCS によって生成されるメッセージ本文。

一般的なエンジンログは、次のようになります。
2011/07/10 16:08:09 VCS INFO V-16-1-10077 Received new
cluster membership

エージェントログは、/var/VRTSvcs/log/<agent>.log にあります。エージェントログ
メッセージの書式は、次のとおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | エージェントタイプ | リソー
ス名 | エントリポイント | メッセージテキスト
一般的なエージェントログは、次のようになります。
2011/07/10 10:38:23 VCS WARNING V-16-2-23331
Oracle:VRT:monitor:Open for ora_lgwr failed, setting
cookie to null.
2011/07/10 10:38:23 VCS WARNING V-16-20018-301
Sybase:ase:monitor:Open for dataserver failed, setting cookie to NULL

次の理由から、すべてのノード上のログが同じとはかぎりません。
■

VCS はローカルノード上のローカルイベントを記録します。

■

イベント発生時に、すべてのノードが動作しているとはかぎりません。
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VCS は警告とエラーメッセージを STDERR に出力します。
VCS エンジン、Command Server、いずれかの VCS エージェントで何らかの問題が起
きると、FFDC（First Failure Data Capture の略で初回障害データキャプチャの意味）ロ
グが生成され、他のコアダンプやスタックトレースとともに次の場所にダンプされます。
■

VCS エンジンの場合: $VCS_DIAG/diag/had

■

Command Server の場合: $VCS_DIAG/diag/CmdServer

■

VCS エージェントの場合: $VCS_DIAG/diag/agents/type。type は特定のエージェ
ントタイプを表します。

変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ です。
デバッグログを有効にしていない場合、これらの FFDC ログは専門家のサポートが必要
な問題の分析に役立ちます。

VCS エージェントのエントリポイントのログ統合
以前は、スクリプトと C/C++ 言語を使って実装した VCS エージェントのログは、エンジン
ログファイルとエージェントログファイルにそれぞれ散在していました。
すべてのエントリポイントのログがそれぞれのエージェントログファイルに記録されるよう
に、ログ記録を改善しました。 たとえば、Mount エージェントのログは /var/VRTSvcs/log
ディレクトリ内の Mount エージェントログファイルに格納されています。
さらに、LogViaHalog 属性を使うと以前のログの動作に戻すことができます。 この属性で
は 0 と 1 の 2 つの値をサポートしています。 デフォルト値 0 の場合は、エージェントのロ
グが対応するエージェントログファイルに格納されます。 値が 1 に設定されている場合、
C/C++ エントリポイントのログはエージェントログファイルに格納され、スクリプトエントリポ
イントのログは halog コマンドを使ってエンジンログファイルに格納されます。
メモ: LogViaHalog の値に関係なく、コンテナで実行されるスクリプトエントリポイントのロ
グはエンジンログファイルに格納されます。

VCS リソースの予期しない動作をトラブルシューティングするための
FFDC の強化
FFDC は予期しないイベントに関する情報を生成して、ダンプするプロセスです。
以前は、次の予期しないイベントに関する FFDC 情報が生成されていました。
■

セグメンテーションエラー

■

エージェントがエンジンとのハートビートに失敗した場合
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VCS 6.2 バージョンから、予期しないイベントに関する FFDC 情報の取り込みがリソース
レベルまで拡張され、VCS イベントをカバーするようになりました。つまり、リソースに予期
しない動作が発生した場合、FFDC 情報が生成されます。
現在のバージョンでは、予期しないイベントが発生した場合、エージェントはリソースに関
して次のような詳細なデバッグログを記録します。
■

ONLINE 状態だったものの、OFFLINE/INTENTIONAL OFFLINE と報告されたリ
ソースの monitor エントリポイント

■

UNKNOWN と報告されたリソースの monitor エントリポイント

■

いずれかのエントリポイントがタイムアウトしたかどうか

■

いずれかのエントリポイントがエラーを報告したかどうか

■

リソースが初めて ONLINE または OFFLINE として検出された場合

予期しないイベント発生した場合は必ず、FFDC 情報が自動的に生成されます。この情
報はそれぞれのエージェントログファイルに記録されます。

GAB メッセージのログ
GAB で問題が発生した場合には、FFDC（First Failure Data Capture）ログも生成され、
ダンプされます。
GAB を設定してあると、GAB は GAB ログデーモン（/opt/VRTSgab/gablogd）も開始
します。 GAB のログデーモンはデフォルトでは有効になります。 GAB のチューニングパ
ラメータ gab_ibuf_count の値を変更して、GAB のログデーモンを無効にできます。
この GAB ログデーモンは、iofence または GAB ポートのマスターの障害のような重大な
イベントが発生すると GAB 関連のログを収集し、コンパクトなバイナリ形式でデータを格
納します。 次のように gabread_ffdc ユーティリティを使って、GAB のバイナリログファ
イルを読み取ることができます。
/opt/VRTSgab/gabread_ffdc

binary_logs_files_location

GAB のバイナリログファイルを制御する次の環境変数の値を変更できます。
■

GAB_FFDC_MAX_INDX: GAB バイナリログファイルの最大数を定義します。
GAB ログデーモンはそれぞれが 8 MB のサイズのログファイルを、定義されている数
だけ収集します。 デフォルト値は 20 で、ファイルには gablog.1 から gablog.20 ま
での名前が付けられます。 常に、gablog.1 ファイルが最新のファイルです。

■

GAB_FFDC_LOGDIR: GAB バイナリログファイルのログディレクトリの場所を定義し
ます。
デフォルトの場所は次のとおりです。
/var/adm/gab_ffdc
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gablog デーモンは同じディレクトリの glgd_A.log ファイルと glgd_B.log ファイル
にログを書き込むことに注意してください。
これらの変数は、次の GAB 起動ファイルに定義するか、または export コマンドを使い
ます。変更を有効にするには GAB を再起動する必要があります。
/etc/default/gab

エージェントのデバッグログの有効化
この項では、VCS エージェントのデバッグログを有効にする方法について説明します。
エージェントのデバッグログを有効にするには

1

設定を読み書き両用に設定します。
# haconf -makerw

2

ログを有効にし、必要なログレベルを設定します。 次のコマンド構文を使用します。
# hatype -modify $typename LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

次の例は IPMultiNIC リソースタイプに対するコマンドラインを示します。
# hatype -modify IPMultiNIC LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

次の例は Sybase リソースタイプに対するコマンドラインを示します。
# hatype -modify Sybase LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21
LogDbg 属性について詳しくは、『Cluster Server 管理ガイド』を参照してください。

3

スクリプトベースのエージェントでは、halog コマンドを実行してメッセージをエンジ
ンログに追加します。
# halog -addtags DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

4

設定を保存します。
# haconf -dump -makero

DBG_AGDEBUG を設定した場合、エージェントの 1 つのインスタンスに関するエージェ
ントフレームワークログが、そのエージェントが動作しているノードのエージェントログに記
録されます。
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IMF のデバッグログの有効化
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の追加デバッグログを有効にするには、次のコ
マンドを実行します。 メッセージはエージェント固有のログファイル
/var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log に記録されます。
p.188 の 「IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング」 を参照し
てください。
追加デバッグログを有効にするには

1

Process、Mount、Application エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7

2

Oracle、Netlsnr エージェントの場合:
Sybase エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10

3

CFSMount エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10 DBG_11 DBG_12
DBG_13 DBG_14 DBG_15 DBG_16
DBG_17 DBG_18 DBG_19 DBG_20 DBG_21

4

CVMvxconfigd エージェントの場合は、追加デバッグログを有効にする必要はあり
ません。

5

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファの場合:
# amfconfig -S errlevel all all

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファを有効にした場合、amfconfig -p dbglog
コマンドを使って追加ログを表示できます。
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VCS エンジンのデバッグログの有効化
VCS エンジン、VCS エージェント、HA コマンドのデバッグログは、2 つの方法で有効に
できます。
■

実行時にデバッグログを有効にするには、halog -addtags コマンドを使用します。

■

起動時にデバッグログを有効にするには、VCS_DEBUG_LOG_TAGS 環境変数を
使います。 VCS_DEBUG_LOG_TAGS は、HAD を起動する前、または HA コマン
ドを実行する前に設定する必要があります。
例:
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_TRACE DBG_POLICY"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_AGINFO DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_IPM"
# hagrp -list

メモ: デバッグログには詳しいメッセージが記録されます。 デバッグログを有効にすると、
ログファイルはすぐにいっぱいになる可能性があります。

デバッグログのタグの使用法について
次の表では、デバッグタグの使用法を説明します。
エンティティ

使用されるデバッグログ

エージェント関数

DBG_1 から DBG_21

エージェントのフ
レームワーク

DBG_AGTRACE
DBG_AGDEBUG
DBG_AGINFO

Icmp エージェント

DBG_HBFW_TRACE
DBG_HBFW_DEBUG
DBG_HBFW_INFO
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エンティティ

使用されるデバッグログ

HAD

DBG_AGENT（エージェント関連のデバッグログ用）
DBG_ALERTS（アラートのデバッグログ用）
DBG_CTEAM（GCO デバッグログ用）
DBG_GAB, DBG_GABIO（GAB デバッグメッセージ用）
DBG_GC（各ログメッセージでのグローバルカウンタの表示用）
DBG_INTERNAL（内部メッセージ用）
DBG_IPM（IPM（Inter Process Messaging）用）
DBG_JOIN（結合ロジック用）
DBG_LIC（ライセンス関連メッセージ用）
DBG_NTEVENT（NT イベントログ用）
DBG_POLICY（エンジンポリシー用）
DBG_RSM（RSM デバッグメッセージ用）
DBG_TRACE（トレースメッセージ用）
DBG_SECURITY（セキュリティ関連メッセージ用）
DBG_LOCK（ロックプリミティブのデバッグ用）
DBG_THREAD（スレッドプリミティブのデバッグ用）
DBG_HOSTMON（HostMonitor デバッグログ用）

サポート分析用の VCS 情報の収集
VCS に関する問題が起きた場合、hagetcf コマンドを実行して情報を収集する必要が
あります。シマンテック社のテクニカルサポートはこれらのスクリプトの出力を使って、VCS
の問題の分析や解決に役立てることができます。hagetcf コマンドはインストール済みソ
フトウェア、クラスタ設定、システム、ログ、関連情報についての情報を集め、gzip ファイ
ルを作成します。
詳しくは hagetcf（1M）のマニュアルページを参照してください。
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サポート分析用の VCS 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagetcf

gzip ファイルの出力ディレクトリの指定を求められます。デフォルトの /tmp ディレク
トリまたは別のディレクトリに gzip ファイルを保存できます。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.179 の 「VCS エンジンのトラブルシューティング」 を参照してください。
p.187 の 「VCS の起動に関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.190 の 「サービスグループに関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.197 の 「リソースに関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.217 の 「通知に関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.217 の 「グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ」 を参照してくださ
い。
p.221 の 「Steward プロセスのトラブルシューティング」 を参照してください。
問題が解決できない場合は、hagetcf コマンドが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

CPU、メモリ、スワップの計測または予測された値の確認
この項では、CPU、メモリ、スワップなどの計測されたパラメータの計測または予測データ
を確認およびトラブルシューティングするためのコマンドの一覧を示します。
VCS HostMonitor エージェントは、CPU、メモリ、スワップの利用可能な処理能力値を計
測し、MHz、MB、MB 単位の絶対値でそれぞれに対応する状況ログデーターベースに
保存します。データベースファイルは /opt/VRTSvcs/stats にあります。プライマリデータ
ベースファイルは .vcs_host_stats.data と .vcs_host_stats.index です。その他のファ
イルはアーカイブのために使用されます。
HostMonitor エージェントは状況ログを使って利用可能な処理能力の予測を立て、ロー
カルシステムの HostAvailableForecast システム属性を更新します。
VCS の動作中にデータを収集するには、次の手順を実行します。

1

HostMonitor エージェントを停止し、トラブルシューティングが完了した後で再起動
します。これによりシステム属性 HostAvailableForecast の自動入力された値を確
認することができます。

2

次の状況ログデータベースファイルを別の場所にコピーします。
■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data

■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index
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3

HostAvailableForecast の値を保存して比較します。

4

これで HostMonitor エージェントを再起動できます。

5

次のとおりデータを収集します。
■

176

計測したデータを表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog
--dump /var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats

■

クラスタ内のシステムの CPU、メモリ、スワップの予測される利用可能な処理能
力を取得するには、状況ログデータベースをコピーしたシステム上で次のコマン
ドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names CPU --holts ¥
--npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names Mem --holts ¥
--npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names Swap --holts ¥
--npred 1 --csv

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
LLT と GAB に関する問題が起きた場合、getcomms スクリプトを実行して LLT と GAB
の情報を収集する必要があります。 getcomms スクリプトはまた、LLT と GAB の情報と共
に、コアダンプとスタックトレースを収集します。
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サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集するには

1

GAB_FFDC_LOGDIR パラメータのデフォルト値を変更した場合は、getcomms ス
クリプトを実行する前に、同じ変数を再びエクスポートする必要があります。
p.170 の 「GAB メッセージのログ」 を参照してください。

2

情報を集めるには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSgab/getcomms

スクリプトはデフォルトでは rsh を使います。 パスワード不要の rsh を設定したことを
確認してください。 クラスタノード間にパスワード不要の ssh があれば、-ssh オプ
ションを使うことができます。 コマンドを実行するノードの情報を集めるには、-local
オプションを使用します。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.182 の 「LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティング」 を参照してくだ
さい。
p.186 の 「GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。
問題が解決できない場合は、getcomms スクリプトが生成する
/tmp/commslog.<time_stamp>.tar ファイルを添えてシマンテック社のテクニカル
サポートに問い合わせてください。

サポート分析用の IMF 情報の収集
IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題が起きた場合、getimf スクリプ
トを実行して情報を収集する必要があります。
サポート分析用の IMF 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSamf/bin/getimf

問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.188 の 「IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング」 を参
照してください。
問題が解決できない場合は、getimf スクリプトが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
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メッセージカタログ
VCS では、多言語のメッセージカタログをサポートしています。 これらのバイナリメッセー
ジカタログ（BMC）は、デフォルトで次の場所に格納されています。 変数 language は、
各言語を 2 文字の省略形で表します。
/opt/VRTS/messages/language/module_name

VCS コマンドラインインターフェースには、VCS でサポートされている言語でエラーメッ
セージや正常終了メッセージが表示されます。 hamsg コマンドを実行すると、VCS がサ
ポートしている言語で VCS エンジンログが表示されます。
次に BMC の一覧を示します。
amf.bmc

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）メッセージ

fdsetup.bmc

fdsetup メッセージ

gab.bmc

GAB コマンドラインインターフェースメッセージ

gcoconfig.bmc

gcoconfig メッセージ

hagetcf.bmc

hagetcf メッセージ

hagui.bmc

hagui メッセージ

haimfconfig.bmc

haimfconfig メッセージ

hazonesetup.bmc

hazonesetup メッセージ

hazoneverify.bmc

hazoneverify メッセージ

llt.bmc

LLT コマンドラインインターフェースメッセージ

uuidconfig.bmc

uuidconfig メッセージ

VRTSvcsAgfw.bmc

エージェントフレームワークメッセージ

VRTSvcsAlerts.bmc

VCS アラートメッセージ

VRTSvcsApi.bmc

VCS API メッセージ

VRTSvcsce.bmc

VCS Cluster Extender メッセージ

VRTSvcsCommon.bmc

共通モジュールメッセージ

VRTSvcs<platform>Agent.bmc

VCS 付属エージェントメッセージ

VRTSvcsHad.bmc

VCS エンジン（HAD）メッセージ

VRTSvcsHbfw.bmc

ハートビートフレームワークメッセージ

178

第 15 章 VCS のトラブルシューティングおよびリカバリ
VCS エンジンのトラブルシューティング

VRTSvcsNetUtils.bmc

VCS ネットワークユーティリティメッセージ

VRTSvcs<platformagent_name>.bmc VCS エンタープライズエージェントメッセージ
VRTSvcsTriggers.bmc

VCS トリガメッセージ

VRTSvcsVirtUtils.bmc

VCS 仮想化ユーティリティメッセージ

VRTSvcsWac.bmc

Wide Area Connector プロセスメッセージ

vxfen*.bmc

フェンシングメッセージ

VCS エンジンのトラブルシューティング
このトピックでは、VCS エンジンのトラブルシューティングについて説明します。
p.181 の 「preonline IP チェック」 を参照してください。

HAD の診断
VCS エンジンの HAD がコアダンプした場合、そのコアは、$VCS_DIAG/diag/had ディ
レクトリに書き込まれます。 変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ で
す。
HAD がコアダンプした場合は、$VCS_DIAG/diag/had ディレクトリの内容を確認します。
詳しくは、次のログを参照してください。
■

オペレーティングシステムのコンソールログ

■

エンジンログ

■

hashadow ログ

HAD および GAB がハートビートの問題に遭遇すると、VCS は
opt/VRTSvcs/bin/vcs_diag スクリプトを実行して診断情報を収集します。 診断情報

は、$VCS_DIAG/diag/had ディレクトリに格納されます。
HAD が起動すると、このディレクトリの名前は、had.timestamp に変更されます。
timestamp は、ディレクトリの名前が変更された時刻を表します。

HAD が動作していない
Solaris 10 で HAD が機能していないことがわかった場合、VCS サービスがオンライン
であることを確認します。
SMF の svcs -l vcs コマンドを実行します。
# svcs -l vcs
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出力が次のようになることを確認します。
fmri
name
enabled
state
next_state
state_time
restarter
dependency
dependency

svc:/system/vcs:default
Veritas Cluster Server (VCS) Init service
true
online
none
Tue Feb 10 11:27:30 2009
svc:/system/svc/restarter:default
require_all/none svc:/system/gab (online)
require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

このような出力にならない場合は、SMF（Service Management Facility）について Solaris
のマニュアルを参照してください。

HAD が繰り返し再起動される
hastart コマンドを使って HAD を起動すると、HAD が繰り返し起動される場合がありま

す。システムは RUNNING 状態になることができず、ポート h のメンバーシップも失いま
す。
対処方法: engine_A.log ファイルで、ID が V-16-1-10125 のメッセージを確認します。
メッセージの例は次のとおりです。
VCS INFO V-16-1-10125 GAB timeout set to 30000 ms
この値は、GAB とハートビートを行う HAD に設定されたタイムアウト値を示します。シス
テムの負荷が大きい場合、30 秒のタイムアウトは、HAD の GAB とのハートビートには十
分でない可能性があります。必要に応じて、より高い適切な値をタイムアウト値として設定
します。

GAB が HAD を強制終了する原因となる DNS の設定上の問題
HAD が GAB によって明白な理由なしに周期的に強制終了される場合、HAD のコアファ
イルを見直して DNS リゾルバ関数（res_send()、res_query()、res_search() など）がス
タックトレースにないか確認してください。DNS リゾルバ関数が見つかった場合は、DNS
の設定に問題がある可能性があります。
VCS High Availability Daemon （HAD）は、gethostbyname() 関数を使います。 UNIX
プラットフォームでは、/etc/nsswitch.conf ファイルのホストエントリに DNS がある場
合は、gethostbyname() 関数を呼び出すと、DNS リゾルバメソッドの呼び出しにつなが
る可能性があります。
/etc/resolve.conf に指定されているネームサーバーにアクセスできないか、何らか

の DNS 設定上の問題がある場合は、呼び出された DNS リゾルバメソッドが HAD をブ
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ロックする可能性があります。このため HAD はハートビートを GAB にタイムリーに送信
できなくなります。

シーディングと I/O フェンシング
I/O フェンシングが起動すると、コーディネータポイントにキーを持つシステムが GAB の
メンバーシップにも所属していることが確認されます。 /etc/gabtab の gabconfig コマ
ンドで、クラスタ内のシステム総数より少ない数でのシーディングをクラスタに許可するか、
gabconfig -x コマンドで強制的にクラスタをシーディングする場合は、この確認が一致
しない可能性が高くなります。この場合、フェンシングモジュールが予期されるスプリット
ブレインの状況を検出してエラーを出力します。HAD は起動しません。
クラスタ内のすべてのメンバー同士でハートビート信号をやりとりできるときに自動的に
シーディングされるようにすることをお勧めします。この場合、GAB メンバーシップになっ
た後のすべてのシステムは、I/O フェンシングキーを配置します。

preonline IP チェック
フェールオーバー IP アドレスの preonline チェックを有効にして、ネットワーク分割を防
止することができます。 このチェックでは、サービスグループに設定された仮想 IP アドレ
スに ping を実行して、その IP アドレスがすでに使われていないかを確認します。サービ
スグループの仮想 IP アドレスがまだネットワーク上に存在する場合には、そのサービス
グループはオンラインになりません。
続くチェックで、システムがパブリックネットワークとプライベートネットワークに接続されて
いることを確認します。パブリックネットワークへの ping ブロードキャストとプライベートネッ
トワークのチェックで何も応答がない場合、そのシステムはネットワーク的に孤立している
と判断され、サービスグループをオンラインにしません。
preonline IP チェックを有効にするには、次のいずれかを実行します。
■

preonline トリガスクリプトがまだない場合には、サンプルトリガディレクトリから preonline
トリガスクリプトをトリガディレクトリにコピーします。
# cp /opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs/preonline_ipc
/opt/VRTSvcs/bin/triggers/preonline

ファイルを実行できるように、ファイルの実行権を変更します。
■

preonline トリガスクリプトがすでにある場合には、/preonline のようなディレクトリを
作成し、既存の preonline トリガを T0preonline という名前でそのディレクトリに移動
します。preonline_ipc トリガを T1preonline という名前で同じディレクトリにコピーし
ます。

■

すでに複数のトリガを使用している場合には、preonline_ipc トリガを TNpreonline と
してコピーします。この TN は次に大きな TN 番号にします。
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LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティン
グ
この項では、LLT（Low Latency Transport）に関連するエラーメッセージと対処方法に
ついて説明します。

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される
同じ clusterid-nodeid ペアと同じイーサネット SAP/UDP ポートを持つシステムがネット
ワーク上に複数存在する場合、LLT 起動スクリプトは次のようなエラーメッセージを表示
します。
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15238 node 1 already exists
in cluster 8383 and has the address - 00:18:8B:E4:DE:27
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15241 LLT not configured,
use -o to override this warning
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15245 cluster id 1 is
already being used by nid 0 and has the
address - 00:04:23:AC:24:2D
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link

任意のエラーに対して /var/svc/log ディレクトリに生成されるログファイルを調べてく
ださい。
対処方法: ネットワーク上のすべてのシステムに一意の clusterid-nodeid のペアがあるこ
とを確認してください。lltdump -f device -D コマンドを使って、ネットワークに接続さ
れている一意の clusterid-nodeid のペアのリストを取得できます。このユーティリティは、
イーサネット上での LLT の場合のみ利用可能です。

LLT がクロスリンクの使用を検出する
1 つのシステムの複数のリンクが同じネットワークに接続していることを LLT が検出する
と、LLT は次のような警告メッセージを /var/adm/streams/errordate log に記録しま
す。
LLT WARNING V-14-1-10498 recvarpack cross links? links 0 and 2 saw
the same peer link number 1 for node 1

対処方法: これは情報メッセージです。LLT はクロスリンクをサポートします。ただし、この
クロスリンクが意図的なネットワーク設定でない場合、同じシステムから出る 2 つのリンク
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が同じネットワークに接続しないことを確認します。 つまり、LLT リンクは別個のネットワー
クに存在する必要があります。

LLT リンクの状態メッセージ
表 15-1 は、リンクの syslog に記録される、トラブル、アクティブ、非アクティブ、期限切れ
などの LLT ログメッセージについての説明です。
表 15-1

LLT リンクの状態メッセージ

メッセージ

説明と対処方法

LLT INFO V-14-1-10205
link 1 (link_name) node 1 in trouble

このメッセージは、LLT の peertrouble 時間にわたって、特定の
ピアノードから届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しな
かったことを示します。 デフォルトの LLT peertrouble 時間は、高
優先度リンクで 2 秒、低優先度リンクで 4 秒です。
対処方法: これらのメッセージが syslog に散発的に記録されるだ
けの場合は、無視してかまいません。これらのメッセージが syslog
に大量に記録される場合は、次のいずれかの手順を実行します。
■

peertrouble 時間の値を大きくします（ただし、peerinact の値
よりはずっと小さくします）。次のコマンドを実行します。
lltconfig
for hipri
lltconfig
for lopri

■

LLT INFO V-14-1-10024
link 0 (link_name) node 1 active

-T peertrouble:<value>
link
-T peertroublelo:<value>
links.

詳しくは、lltconfig（1m）のマニュアルページを参照してく
ださい。
LLT リンクを置き換えます。

このメッセージは、特定のノードから届くハートビートを LLT がこの
リンクで受信開始したことを示します。
対処方法: 対処の必要はありません。これは情報メッセージです。

LLT INFO V-14-1-10032
link 1 (link_name) node 1 inactive 5
sec (510)

このメッセージは、設定された時間にわたって、特定のピアノード
から届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しなかったこと
を示します。
ピアノードが実際にはダウンしていない場合、次のことを確認しま
す。
■

■

システムまたはスイッチからリンクが物理的に切断されていな
いかどうかを確認します。
リンクが正常な状態であることを確認し、必要であればリンクを
置き換えます。
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メッセージ
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
4 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
3 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
2 more to go.
LLT INFO V-14-1-10032 link 1
(link_name) node 1 inactive 6 sec
(510)
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
1 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
0 more to go.
LLT INFO V-14-1-10032 link 1
(link_name) node 1 inactive 7 sec
(510)
LLT INFO V-14-1-10509 link 1
(link_name) node 1 expired

説明と対処方法

1.

1.

このメッセージは、LLT peertrouble 時間を超えても、特定のピア
ノードから届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しなかっ
たことを示します。 LLT はハートビートの要求を試み（hbreq をピ
アノードに 5 回送信し）、ピアノードが応答しない場合、LLT はそ
のピアノードについてこのリンクを「期限切れ」とマーク付けします。
対処方法: ピアノードが実際にはダウンしていない場合、次のこと
を確認します。

1.
■

■

システムまたはスイッチからリンクが物理的に切断されていな
いかどうかを確認します。
リンクが正常な状態であることを確認し、必要であればリンクを
置き換えます。

1.

1.

LLT INFO V-14-1-10499 recvarpreq
link 0 for node 1 addr change from
00:00:00:00:00:00 to
00:18:8B:E4:DE:27

このメッセージは、LLT がピアノードのアドレスを認識したときにロ
グに記録されます。
対処方法: 対処の必要はありません。これは情報メッセージです。
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メッセージ

説明と対処方法

リンク障害を検出したローカルノード:

これらのメッセージは、LLT による高速のリンク障害検出が有効に
されている場合に出力されます。 リンクに障害が発生した場合、
LLT INFO V-14-1-10519 link 0 down
またはリンクがノードから切断された場合（ケーブルが引き抜かれ
LLT INFO V-14-1-10585 local link 0 down た、スイッチで障害が発生したなど）、ローカルノードの LLT はこ
for 1 sec
のイベントを検出し、LLT の隠しリンクを介してこの情報をすべて
のピアノードに伝播します。 ローカルノードの LLT がすべてのノー
LLT INFO V-14-1-10586 send linkdown_ntf ドから肯定応答を受け取ると、LLT はこのリンクを「切断状態」と
on link 1 for local link 0
マーク付けします。
LLT INFO V-14-1-10590 recv linkdown_ack
from node 1 on link 1 for local link 0
LLT INFO V-14-1-10592 received ack from
all the connected nodes
ピアノード:
LLT INFO V-14-1-10589 recv
linkdown_ntf from node 0 on link 1
for peer link 0
LLT INFO V-14-1-10587 send linkdown_ack
to node 0 on link 1 for peer link 0

UDP で設定された LLT を停止する際に、予期していない db_type であ
るとの警告が出される
LLT を UDP で設定した場合、あるノードから送信されたパケットと、受信側が受信したパ
ケットの間に、大きな遅延が出ることがあります。 このことは、ネットワーク上の各種の問題
のために発生します。 遅延の間に受信側で LLT のための設定が解除された場合、受信
側のネットワークスタックは送信側に対して、送信先ポート（LLT ポート）がすでに利用可
能ではないという ICMP 応答を返します。 LLT は、この種の応答を有効な LLT パケット
として認識しないため、次のような警告メッセージを表示します。
llt: [ID 718506 kern.notice] LLT WARNING V-14-1-10027
llt_lrput: unexpected db_type is 0xd, link 0
llt: [ID 351264 kern.notice] pkt content (first 64
bytes) 45 00 00 68 79 8F 40 00 FF 01 7E B1 C0 A8 01
01 C0 A8 01 02 03 03 80 9A 00 00 00 00 45 00 00 4C
8B 67 40 00 FF 11 6C E5 C0 A8 01 02 C0 A8 01 01 23
41 23 41 00 38 35 A8 05 00 1A 07 00 DD 00 00

受信したパケットが ICMP なら、この種の警告は無視できます。 この例では、第 10 バイ
ト の 0x01 が、これが ICMP パケットであることを示しています。 第 21 と第 22 バイトは、
パケットの ICMP タイプとコードを示しています。
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GAB（Group Membership Services/Atomic
Broadcast）のトラブルシューティング
この項では、GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）に関連するエラー
メッセージと対処方法について説明します。

ポート再開放の遅延
LLT の状態クリーンアップ処理が完了する前に GAB ポートが閉じられ、再び開かれた
場合、GAB は次のようなメッセージをログに記録します。
GAB INFO V-15-1-20102 Port v: delayed reopen

対処方法: この問題が GAB の再設定中に起き、再発しない場合、対処の必要はありま
せん。問題が繰り返し起きる場合は、各ノードから commslog を収集し、シマンテック社
のサポートに問い合わせます。

クライアントプロセスの障害が原因でノードがパニック状態になる
VCS_GAB_TIMEOUT 環境変数で指定された設定済みのタイムアウト時間（デフォルト
は 30 秒）以内に VCS デーモンが GAB にハートビートを送信しない場合、次のような
メッセージが記録されノードはパニック状態になります。
GAB Port h halting node due to client process failure at 3:109

VCS デーモンがカーネル内で割り込み不可状態でスタックしているか、またはシステム
の過負荷によって SIGKILL で VCS デーモンを強制終了できない場合、GAB による
VCS デーモンの強制終了試行（5 回の再試行）は失敗します。
対処方法:
■

パフォーマンスの問題の場合、VCS_GAB_TIMEOUT 環境変数の値を大きくして、
VCS のハートビートを待機する時間を増やします。

■

カーネルの問題の場合、パニック状態にならずに VCS デーモンの強制終了を試行
し続けるように GAB を設定します。
次の処理を行います。
■

各ノードで次のコマンドを実行します。
gabconfig -k

■

/etc/gabtab ファイルで gabconfig コマンドに「-k」オプションを追加します。
gabconfig -c -k -n 6
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■

問題が繰り返し起きる場合は、sar または類似の出力とクラッシュダンプを収集し、す
べてのノードで SORT（Symantec Operations Readiness Tools）データコレクタを
実行して、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせます。

VCS の起動に関するトラブルシューティング
このトピックでは、VCS の起動に関連付けられたエラーメッセージを（太字で）示し、各エ
ラーの説明、推奨される処置について説明します。

"VCS: 10622 ローカルの設定がありません（VCS: 10622 local
configuration missing）"と"VCS: 10623 ローカルの設定が無効です
（VCS: 10623 local configuration invalid）"
これらの 2 つのメッセージは、ローカル設定がない、または無効であることを示します。
それぞれのメッセージの対処方法は同じです。有効な設定ファイルを持つ別のシステム
で、VCS エンジン HAD を起動します。無効な設定を持っているシステムは、HAD が起
動したシステムから有効な設定を取り込みます。
別の方法として、ローカルシステムに設定ファイルをインストールし、その設定ファイルを
使って、VCS エンジン HAD を起動させます。有効な設定ファイルを見つけた場合には、
そのファイルが前の古い設定ファイルでないことを確認してください。
次のコマンドを入力し、設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

"VCS登録が失敗しました。終了します。（registration failed. Exiting）"
GAB が登録されていないか、登録解除されています。
対処方法: GAB は、/etc/gabtab ファイルの gabconfig コマンドによって登録されます。
このファイルが存在し、コマンド gabconfig -c が含まれることを確認します。
LLT の設定に誤りがあると、GAB が登録解除の状態になることがあります。/etc/llttab で
の設定が正しいことを確認してください。LLT の設定に誤りがある場合は、適宜変更して
再ブートしてください。

"クラスタのメンバーシップを待っています（Waiting for cluster
membership）"
このメッセージは、GAB のシーディングが終了していないことを示しています。 この場合
には、gabconfig -a コマンドを実行してもメンバーは表示されず、コンソールまたはイ
ベントログに次のメッセージが表示される可能性があります。
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GAB: Port a registration waiting for seed port membership
GAB: Port h registration waiting for seed port membership

IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブル
シューティング
Intelligent Monitoring Framework（IMF）に関する問題を切り分けてトラブルシューティ
ングするには、次のログを確認します。
■

特定のオペレーティングシステムのシステムコンソールログ

■

VCS エンジンログ: /var/VRTSvcs/log/engine_A.log

■

エージェント固有のログ: /var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log

■

AMF メモリ内トレースバッファ: 内容を表示するには amfconfig -p dbglog コマン
ドを使用します

p.172 の 「IMF のデバッグログの有効化」 を参照してください。
p.177 の 「サポート分析用の IMF 情報の収集」 を参照してください。
表 15-2 ではインテリジェントリソース監視の一般的な問題を示し、問題のトラブルシュー
ティングと修正の手順を説明します。
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表 15-2
問題

IMF 関連の問題と対処方法

説明と対処方法

インテリジェントリソース監 インテリジェントリソース監視を有効にしてもシステムがビジー状態である場合は、次のようにトラブ
視でシステムの利用率が ルシューティングを行います。
減らなかった
■ エージェントログログファイルを調べて、imf_init エージェント関数が失敗しているかどうか
を確認します。
imf_init エージェント関数が失敗している場合は、次の手順を実行します。

■

■

AMF_START 環境変数の値が 1 に設定されていることを確認します。

■

AMF モジュールがロードされていることを確認します。

次の属性キーで IMF 属性値が正しく設定されていることを確認します。
■ IMF 属性の Mode キーの値が 1、2、3 に設定されている必要があります。
■

IMF 属性の MonitorFreq キーの値が 0 以上の値に設定されている必要があります。
たとえば、Process エージェントの MonitorFreq キーの値は 0 に設定できます。 IMF 対
応エージェントに対する推奨される設定については、該当するエージェントのマニュアルを
参照してください。
IMF 属性は上書きできることに注意してください。 そのため、各リソースに属性を設定する
場合、各リソースの値を調べてください。

■

■

リソースが AMF のドライバに登録済みであることを確認します。 amfstat コマンド出力を調
べます。
エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性の設定を調べます。 たとえば、Process エージェ
ントのこの属性値は 0 に設定されている必要があります。
IMF 対応エージェントに対する推奨される設定については、該当するエージェントのマニュア
ルを参照してください。

エージェントのインテリジェ インテリジェントなリソースの監視は、安定状態になった後に開始します。 そのため、IMF を有効
ント監視を有効にしても、 にした後、パフォーマンスにプラスの効果が現れるまでには少し時間がかかります。 これは想定さ
すぐにパフォーマンスに結 れる動作です。
果が現れない
安定状態になる場合について詳しくは、次の項を参照してください。
IMF モードを 3 に設定し IMF 通知に AMF ドライバを使うエージェントの場合、インテリジェントリソース監視の効果が現れ
てもエージェントがインテ なければ、次の手順を実行します。
リジェント監視を実行しな
■ IMF 属性の Mode のキー値が 3 に設定されていることを確認します。
い
■ エージェントログを確認して、AMF への imf_init() エージェントの登録が成功しているこ
とを確認します。 エージェントの起動時にエージェントが AMF に登録するため、エージェント
が起動する前に、AMF ドライバがロードされている必要があります。 ロードされていない場合、
AMF モジュールを起動し、エージェントを再起動します。
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問題

説明と対処方法

IMF モードを 0 に変更し Mode キーの値を 0 に変更しても、エージェントを強制終了するまで、エージェントは AMF ドライ
ても AMF モジュールがア バを保持し続けます。 AMF モジュールをアンロードするには、AMF モジュールに対するすべて
ンロードに失敗する
の保持を解放する必要があります。
IMF モード値を 0 に変更した後に AMF モジュールがアンロードに失敗する場合は、次の手順を
実行します。
■

■

エージェントの IMF を有
効にしようとした場合、
haimfconfig
-enable -agent
<agent_name> コマンド
は、IMF がそのエージェ
ントに対して有効になって
いることを知らせるメッセー
ジを戻します。 ただし、
VCS とそれぞれのエー
ジェントが実行中である
と、haimfconfig
-display コマンドは
agent_name の状態を
DISABLED として表示し
ます。

amfconfig -Uof コマンドを実行します。 このコマンドはモジュールのすべての保持を強制
的に除去し、設定解除します。
次に、AMF をアンロードします。

考えられる一部の理由は次のとおりです。
■

■

■

エージェントは、IMF 対応となるにはいくつかの手動手順が必要になる場合があります。 これ
らの手動手順について詳しくは、エージェントのマニュアルを参照してください。
エージェントはカスタムエージェントであり、IMF 対応ではありません。 カスタムエージェントを
IMF 対応にする方法について詳しくは、『Cluster Server エージェント開発者ガイド』を参照し
てください。
前述の手順を実行しても問題が解決されない場合は、シマンテック社のテクニカルサポートに
問い合わせてください。

サービスグループに関するトラブルシューティング
このトピックでは、サービスグループのオンライン化とオフライン化に関連する、最も一般
的な問題について説明します。問題に関しては太字で記述しています。その問題に対す
る対処方法も併せて示しています。

VCS はサービスグループを自動的に起動しない
VCS は、クラスタの VCS エンジン（HAD）が hashadow プロセスによって再起動された
場合は、フェールオーバーサービスグループを自動的に起動しません。
この処理により、過負荷のために GAB が HAD を停止したり、HAD が予期しないエラー
状況を修正するために自動的に停止するなどのイベントを原因とする、サービスグルー
プのオンライン化が回避されます。
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システムが RUNNING 状態にならない
対処方法: hasys -display システムを実行して、システムの状態を確認します。 シス
テムが実行状態でないときは、問題が何も見つからなければ VCS を起動できます。

あるシステムでサービスグループがオンラインにならない
サービスグループの SystemList 属性に、そのシステムが定義されていない可能性があ
ります。
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、SystemList 属性の
システム名を確認します。

サービスグループが自動起動しない
サービスグループがシステムで自動的に起動しない場合、そのグループに AutoStart が
設定されていないか、その特定のシステムに対する AutoStart が設定されていない可能
性があります。
対処方法: hagrp -display service_group AutoStartList node_list コマンド
を実行して、AutoStart 属性と AutoStartList 属性値を確認します。

サービスグループがフリーズしている
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、Frozen 属性と
TFrozen 属性値を確認します。 グループをアンフリーズするには、hagrp -unfreeze
コマンドを使います。VCS は、フリーズしたサービスグループをオフラインにしないことに
注意してください。

フェールオーバーサービスグループが、別のシステムでオンラインになっ
ている
グループはフェールオーバーグループであり、他のシステム上で完全または部分的にオ
ンラインになっています。
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、State 属性値を確
認します。 別のシステムでグループをオフラインにするには、hagrp -offline コマンド
を使います。

重大なリソース障害が発生した
hagrp -display service_group コマンドの実行の結果、サービスグループに障害が

発生したことが示されました。
対処方法: hares -clear コマンドで、サービスグループの障害フラグをクリアします。
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サービスグループが自動無効化の状態になっている
VCS は、特定のシステムでのサービスグループの状態を把握していない場合、そのシス
テム上のサービスグループを自動無効化状態にします。自動無効化が行われる条件は、
次のとおりです。
■

システムで VCS エンジン HAD が動作していない場合
以上の状況下に陥ったシステムを SystemList 属性に定義しているすべてのサービ
スグループは、自動無効化状態となります。これは電源の入っていないシステムには
当てはまりません。

■

サービスグループ内のすべてのリソースがシステム上でプローブされていない場合

対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、AutoDisabled 属性
値を確認します。
警告: VCS がサービスグループを自動無効にした後で、そのサービスグループをコマン
ドまたは GUI から手動でオンラインとする場合、VCS によって AutoDisabled 属性が 1
に設定されているすべてのシステム上で、そのサービスグループがオンライン、または部
分的なオンラインとなっていないことを確認してください。特に、複数のシステムで同時に
オンライン、つまり同時性違反をした場合に破損する可能性のある全リソースについて、
AutoDisbled 属性が 1 になっているシステムでオンラインになっていないことを確認しま
す。 その後、次のコマンドを使って、各システムの AutoDisabled 属性をクリアします。#
hagrp -autoenable service_group-sys system

リソースがオンラインまたはオフラインになるまでサービスグループが待
機している
対処方法: サービスグループに属しているすべてのリソースの IState 属性を調べ、まだ
オンライン（または、オフライン）になっていないリソースを探します。 hastatus コマンド
を使うと、オンラインになっていないリソースを特定できます。 リソースを online 状態また
は offline 状態にできない理由については、/var/VRTSvcs/log ファイルのエンジンログ
とエージェントログを参照してください。
この状態を解決するために、まず、オンラインまたはオフラインになっているのを待ってい
るすべてのリソースが、まだオンラインまたはオフラインになっていないことを確認します。
次に、hagrp -flush コマンドまたは hagrp -flush -force コマンドを使って、VCS
の内部状態をクリアします。 これで、サービスグループを別のシステムでオンラインまた
はオフラインにすることができます。
hagrp -flush コマンドと hagrp -flush -force コマンドについて詳しくは、『Cluster

Server 管理者ガイド』のサービスグループのフラッシュに関するセクションを参照してくだ
さい。
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警告: -force オプションを使うときは、十分な注意が必要です。 リソースの状態が予期し
ない FAULTED として返される場合があります。 リソースが waiting to go offline から
not waiting に移行している間は、エージェントがオフラインエージェント関数を完了して
いないと、エージェントがリソースの状態を OFFLINE と返す場合があります。 VCS はそ
のような予想外のリソースのオフラインを FAULT と判断し、意図されていなかったリカバ
リの処理を開始します。

依存関係が満たされるまでサービスグループが待機している
対処方法: どの依存関係が満たされていないかを確認するには、hagrp -dep
service_group を入力してサービスグループの依存関係を表示するか、hares -dep
resource を入力してリソースの依存関係を表示します。

サービスグループのプローブが完了していない
この状況は、エージェントプロセスが、サービスグループ内の各リソースの監視を完了し
ていない場合に発生します。VCS エンジン HAD が起動すると、ただちにすべてのリソー
スの初期状態を知るためのプローブが行われます（エージェントが値を戻さない場合は
プローブできません）。VCS は、サービスグループの自動起動の一環としてサービスグ
ループをオンラインにする前に、サービスグループの SystemList 属性値で定義された
すべてのシステム上で、定義されているリソースのプローブを行います。これにより、VCS
が起動する前にサービスグループがオンラインになっていた場合でも、誤って他のシステ
ムでそのサービスグループをオンラインにすることがなくなります。
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、システムのサービス
グループに対する ProbesPending 属性値を確認しますProbesPending 属性の値はプ
ローブが行われていないリソースの数に対応し、すべてのリソースのプローブが行われて
いる場合はゼロになります。どのリソースがプローブされていないかを判断するには、指
定のシステムで各リソースに対するローカルの「Probed」属性を確認します。値ゼロはプ
ローブ結果の待機中、値 1 は調査済み、値 2 は VCS が起動していないことをそれぞれ
意味します。詳しくは、エンジンログとエージェントログを参照してください。

サービスグループが予想されたシステムにフェールオーバーしない
この動作は、hagrp –forecast コマンドが実行された時刻とサービスグループまたはシ
ステムが実際にフェールオーバーまたはスイッチオーバーした時刻の間に他のイベント
が発生すると起こります。hagrp –forecast コマンドで指定したものとは異なるシステム
を VCS が選択する場合があります。
VCS は、他の選択可能なノードに優先して特定のノードをターゲットノードとして選択し
た理由を含む、詳細なメッセージをエンジンログに記録します。
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FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されているのに、サービス
グループが BiggestAvailable システムにフェールオーバーしない
時々、FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されているにもかかわらずサービスグ
ループが利用可能な最大のシステムにフェールオーバーしないことがあります。
この問題をトラブルシューティングするには、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log にあるエ
ンジンログを確認し、利用可能な最大のシステムにフェールオーバーしない理由を確認
します。これには次の原因が考えられます。
■

サービスグループの SystemList にある 1 つ以上のシステムに予測された利用可能
な処理能力がない場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
グループ group_name の SystemList にあるシステムのひとつ、システム
system_name の予測された利用可能な処理能力が更新されていません（One of
the systems in SystemList of group group_name, system system_name does
not have forecasted available capacity updated）

■

hautil –sys コマンドでシステムの予測される利用可能な処理能力が一覧表示され

ない場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
データが不足しているため予測することができませんでした（Failed to forecast due
to insufficient data）
このメッセージは利用可能な処理能力を予測するのに使用される最近のデータが不
足している場合に表示されます。
クラスタ属性 MeterControl の MeterInterval キーのデフォルト値は 120 秒です。
VCS エンジンがシステムで起動してから 3 計測間隔（6 分）以内は予測するのに十
分な量の最近のデータがあります。この後、予想値は ForecastCycle * MeterInterval
秒ごとに更新されます。ForecastCycle および MeterInterval の値はクラスタ属性
MeterControl によって指定されます。
■

サービスグループの SystemList にある 1 つ以上のシステムの予測された利用可能
な処理能力が古い場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
システム system_name の予想される利用可能な処理能力が最近 2 予測サイクル
にわたって更新されていません（System system_name has not updated forecasted
available capacity since last 2 forecast cycles）
この問題は HostMonitor エージェントが機能を停止したときに発生します。
HostMonitor エージェントのプロセスが実行中であることを確認するには、予測値が
古いシステムで次のいずれかのコマンドを実行します。
■

# ps –aef|grep HostMonitor

■

# haagent -display HostMonitor

HostMonitor エージェントが実行されていなければ、次のコマンドで起動すること
ができます。
# hagent -start HostMonitor -sys system_name
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HostMonitor エージェントが実行されているにもかかわらずエンジンログに上記
のメッセージが表示される場合、それは HostMonitor エージェントが予測するこ
とができないことを意味し、/var/VRTSvcs/log/ の HostMonitor_A.log ファイルに
エラーメッセージが記録されます。

VCS で作成されるバックアップからの測定データベースの復元
測定データベースが破損している、または VCS 外部で誤って削除されたことを VCS が
検出すると、VCS はデータベースのバックアップを作成します。メモリで利用可能なデー
タがバックアップされ、メッセージがログに記録されます。また、データベースを復元し、測
定と予測を元に戻すには、管理者の介入が必要です。
次のログメッセージがエンジンのログに表示されます。
メモリ内のデータの測定データベースのバックアップが <測定データベースのバックアップのパス
> に作成されて保存されます。バックアップデータベースを使うには、管理者の介入が必要です。

測定と予測の機能を使うためにデータベースを復元するには

1

次のコマンドを使って、HostMonitor エージェントを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -stop HostMonitor -force -sys system name

2

データベースが存在する場合は削除します。
# rm /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index

3

バックアップから測定データベースを復元します。
# cp /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_bkup.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data
# cp /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_bkup.index ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index
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データベースを設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats rate 120
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressto ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_daily
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressmode avg
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressfreq 24h

5

HostMonitor エージェントを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -start HostMonitor -sys system name

測定データベースの初期化の失敗
破損したデータベースが存在する場合、測定データベースの初期化が失敗することがあ
ります。この場合、VCS はデータベースを開いて初期化することができません。
次のログメッセージがエンジンのログに表示されます。
データベースを初期化して測定済みデータを保存できなかったので予測を取得できません。破損し
た statlog データベースのエラー、エラーコード=19、エラー番号=0（（Initialization of
database to save metered data failed and will not be able to get
forecast. Error corrupt statlog database, error code=19, errno=0）

測定と予測の機能を復元するには

1

次のコマンドを使って、HostMonitor エージェントを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -stop HostMonitor -force -sys system name

2

測定データベースを削除します。
# rm /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index

3

HostMonitor エージェントを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -start HostMonitor -sys system name
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リソースに関するトラブルシューティング
このトピックでは、リソースのオンライン化とオフライン化に関連する、最も一般的な問題に
ついて説明します。問題に関しては太字で記述しています。その問題に対する対処方法
も併せて示しています。

サービスグループがフェールオーバーによってオンライン化された
VCS は、障害の発生したシステムでオンラインであったリソースや、オンライン化の途中
にあったリソースをフェールオーバー先のシステムで、オンラインにしようとします。各親リ
ソースは、起動する前に子リソースのオンライン化を待つ必要があります。
対処方法: 子リソースがオンラインになっていることを確認します。

サービスグループの状態遷移を待っている
サービスグループの状態が原因で、VCS はリソースをオンラインにできない。
対処方法: サービスグループの状態を確認します。

子リソースがオンラインになるのを待っている
オンラインにしようとしているリソースの子リソースの中に、オフラインになっているものがあ
ります。
対処方法: 子リソースをまずオンラインにします。

親リソースがオフラインになるのを待っている
オフラインにしようとしているリソースの親リソースの中に、オンラインになっているものがあ
ります。
対処方法: 親リソースをまずオフラインにします。
p.197 の 「リソースに関するトラブルシューティング」 を参照してください。

リソースからの応答を待っている
リソースに対してオンラインまたはオフラインの命令を出しましたが、リソースがまだオンラ
インまたはオフラインになっていません。VCS は、エージェントに対して、そのリソースの
online または offline エントリポイントを実行するように指示しています。
対処方法: リソースの IState 属性を確認します。 リソースを online 状態にできない理由
については、/var/VRTSvcs/engine_A.log および /var/VRTSvcs/agent_A.log でエン
ジンログとエージェントログを参照してください。
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エージェントが動作していない
リソースのエージェントプロセスが動作していません。
対処方法: hastatus -summary コマンドを使って、そのエージェントに障害が発生して
いないかどうかを確認します。エージェントを再起動するには、次のように実行します。
# haagent -start resource_type -sys system

無効なエージェントの引数
スクリプトに無効な引数が渡されました。
対処方法: スクリプトに渡す引数が正しいかどうかを確認します。 hares -display
resource コマンドを実行して、ArgListValues 属性値を確認します。ArgList 属性が動
的に変化している場合は、エージェントを停止してから再起動します。
エージェントを停止するには、次のように入力します。
◆

# haagent -stop resource_type -sys system

エージェントを再起動するには、次のように入力します。
◆

# haagent -start resource_type -sys system

ディスクグループが無効な場合でも、ディスクグループエージェントの
monitor エントリポイントが ONLINE を返す
想定されるエージェントの動作です。VCS は、ボリュームに対するデータの読み書きが
行われていると認識すると、リソースがオフラインであると宣言しません。これにより、ディ
スクグループが 2 台のホストにインポートされることが原因で発生する、潜在的なデータ
の破損を防止します。
すべての I/O 操作が完了した場合、もしくはすべてのボリュームが閉じた場合、無効な
ディスクグループをデポートできます。これにより、ディスクグループを同じシステムに再イ
ンポートできます。無効なディスクグループを再インポートすると、システムの再ブートが
必要になる場合があります。
メモ: カーネルのログ、設定のコピー、もしくは相当数のディスクのプライベートリージョン
のヘッダーを含んだデータが無効かアクセス不可能だと、ディスクグループは無効です。
ディスクのプライベートリージョンに変更が必要ない場合、ボリュームは読み書き操作を実
行できます。
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I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。

他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
ノードのフェンシングアウト（削除）を現在実行しているクラスタでは、フェンシング操作が
完了するまで、新しいノードをそのクラスタに参加させることは防止されます。次に、新し
いノードのコンソールに表示されるメッセージの例を示します。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードをブートしているときにこれらのメッセージが表示された場合、そのノード上
に存在する vxfen の起動スクリプトはクラスタに参加するために 5 回の試行を行います。
I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen のスクリプトがノードをクラスタに参加させるのに失敗した場合は、次のコマン
ドを使って vxfen ドライバを再起動します。
# svcadm disable -t vxfen
# svcadm enable vxfen

コマンドが失敗した場合、新しいノードを再起動します。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティ
リティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしてい
ません。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。
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SCSI-3 ディスクから手動で既存のキーを削除する
他のノードによって作成された特定の登録キーと予約キーをディスクから削除する以下の
手順を確認してください。
メモ: 先在するキーすべてをクリアする場合は、vxfenclearpre ユーティリティを使用しま
す。
登録キーと予約キーをディスクから削除するには

1

ディスクのアクセス名を記録したファイルを作成します。
# vi /tmp/disklist

次に例を示します。
/dev/rdsk/c1t0d11s2

2

既存のキーを読み込みます。
# vxfenadm -s all -f /tmp/disklist

このコマンドの実行結果としてキーが表示されます。
Device Name: /dev/rdsk/c1t0d11s2
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,50
[Character Format]: VFBEAD02
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 2
Node Name: unknown

3

どのノードによってキー（たとえば A1）が作成されたのか把握している場合、そのノー
ドにログインし、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -x -kA1 -f /tmp/disklist

A1 キーが削除されます。

4

どのノードによってキーが作成されたのか把握していない場合、5 から7 に従って、
キーを削除します。

5

2 番目のキー「A2」をディスクに一時的に登録します。
# vxfenadm -m -k A2 -f /tmp/disklist
Registration completed for disk path /dev/rdsk/c1t0d11s2
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6

2 番目のキーを使って最初のキーを獲得することにより、最初のキーを削除します。
# vxfenadm -p -kA2 -f /tmp/disklist -vA1
key: A2------ prempted the key: A1------ on disk
/dev/rdsk/c1t0d11s2

7

5 で登録した一時的なキーを削除します。
# vxfenadm -x -kA2 -f /tmp/disklist
Deleted the key : [A2------] from device /dev/rdsk/c1t0d11s2

ディスクの登録キーはすべて削除されました。

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードでスプリットブレインの条件が発生し、クラスタから削除されたときに、ノードでパニッ
クが発生し、次のコンソールメッセージが表示されます。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.

ノードは、すべてのプライベート相互接続の障害またはノードハングアップのために、ピ
アノードとのハートビートを失った場合、スプリットブレイン状態になります。 異なるシナリ
オの元での I/O フェンシングの動作と、取るべき是正措置について確認してください。
p.201 の 「各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作」 を参照してください。

各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作
表 15-3 に、障害イベントの各種シナリオで、データの破損を回避するために I/O フェン
シングがどのように動作するかを示します。イベントごとに、オペレータの対処方法を確認
します。
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表 15-3
イベント

I/O フェンシングのシナリオ
ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

両方のプライベートネッ ノード A は、コーディ
トワークで障害が発生。 ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
B を共有ディスクの登
録から除外して処理を
続行します。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの競
合に敗退すると、パニッ
クになり、クラスタから自
分自身を削除します。

ノード B がクラスタから
切り離されたら、ノード
B を復帰させる前にプ
ライベートネットワークを
修復します。

上記イベント後に、両 ノード A は処理を続行
方のプライベートネット します。
ワークが再び正常に動
作する。

ノード B はクラッシュし プライベートネットワー
ています。単に再起動 クが復元されたらノード
しただけでは、ノード B B を再起動する。
はデータディスクに書き
込めないため、データ
ベースを起動できませ
ん。

一方のプライベートネッ ノード A は、I/O フェン
トワークでエラーが発生 スのエラーメッセージを
する。
コンソールに表示し、処
理を続行します。

ノード B は IOFENCE
に関するメッセージをコ
ンソールに表示する
が、動作を続ける。

プライベートネットワー
クを修復します。ネット
ワークの修復後に、両
方のノードは修復した
ネットワークを自動的に
使います。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード A がハングする。 ノード A は、何らかの
理由で異常なビジー状
態になっているか、
カーネルデバッガに制
御されています。

ノード B はノード A と
のハートビートを失い、
コーディネーションポイ
ントの定足数を獲得し
ようとします。

ハングしたノードを修復
またはデバッグし、クラ
スタを再結合するため
にノードを再ブートしま
す。

ノード A がハング状態
またはカーネルデバッ
ガの制御から解放され
ると、キューイングされ
ていたデータディスクへ
の書き込みは、ノード
A の登録が解除されて
いるため失敗します。
ノード A は、削除され
ていることに関するメッ
セージを GAB から受
け取ると、パニックにな
り、自身をクラスタから
削除します。

ノード B はコーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
A の登録を共有ディス
クから解除します。
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イベント

ノード A の動作

ノード A、ノード B の電
源およびプライベート
ネットワークが遮断され
る。 コーディネーション
ポイントおよびデータ
ディスクの電源は維持
される。

ノード A は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
B がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出する。プラ
イベートネットワークが
ダウンしているため、ド
ノードに電源が戻り再
ライバはノード B がクラ
起動されるが、プライ
スタのメンバーとして一
ベートネットワークは依
覧表示されていることを
然として電源がオフに
認識しません。このた
なっている。
め、I/O フェンシングデ
バイスドライバはノード
A がクラスタに参加する
ことを拒否します。ノー
ド A のコンソールは次
の内容を表示します。
Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
A がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出する。プラ
イベートネットワークが
ダウンしているため、ド
ライバはノード A がクラ
スタのメンバーとして一
覧表示されていることを
認識しません。このた
め、I/O フェンシングデ
バイスドライバはノード
B がクラスタに参加する
ことを拒否します。ノー
ド B のコンソールは次
の内容を表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

p.207 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。
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イベント

ノード A の動作

ノード B がダウンしてい ノード A はクラッシュし
る間にノード A がクラッ ています。
シュする。ノード B は再
起動されるが、ノード A
は停止したままである。

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、ノード A がコーディ
ネーションポイントに登
録されていることを検出
する。ドライバは、ノー
ド A がクラスタのメン
バーとして一覧表示さ
れていることを認識しま
せん。I/O フェンシング
デバイスドライバはコン
ソールに次のメッセー
ジを表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。
p.207 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.
3 つのコーディネーショ
ンポイントのうちの 2 つ
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
いずれのノードもクラス
タメンバーシップから切
り離されません。

ノード A は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ないかぎり動作を続行
します。

ノード B は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ないかぎり動作を続行
します。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

3 つのコーディネーショ ノード A はクラスタで動 ノード B はクラスタから
ンポイントのうちの 2 つ 作を続行します。
切り離されました。
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
ノード B はクラスタから
正常に切り離され、ディ
スクアレイは電源が切
れたままである。正常な
切り離しはクリーン
シャットダウンを意味す
るため、vxfen が適切
に設定解除される。
3 つのコーディネーショ
ンポイントのうちの 2 つ
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
ノード B が不意にクラッ
シュするか、ノード A お
よびノード B 間でネット
ワーク分割が発生し、
ディスクアレイは電源が
切れたままである。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。 3 つのコーディ
ネーションポイントのう
ち 1 つしか使えないた
め、ノード A は定足数
の確保に失敗します。
ノード A は、パニックに
なり、クラスタから自身
を削除します。

クラッシュまたはネット
ワーク分割が原因で、
ノード B はクラスタから
切り離されました。

オペレータのアクショ
ン
障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
I/O フェンシングドライ
バを再起動して、ノード
A をすべてのコーディ
ネーションポイントに登
録できるようにするか、
コーディネーションポイ
ントを交換します。
p.210 の 「クラスタがオ
フラインになっていると
きに不具合のあるディ
スクの置換」 を参照し
てください。

コーディネータディスクの I/O フェンシングキーのクラスタ ID がローカル
クラスタの ID と一致しない
クラスタのコーディネータディスクを別のクラスタに誤って割り当てた場合、I/O フェンシン
グを起動すると、フェンシングドライバは次のようなエラーメッセージを表示します。
000068 06:37:33 2bdd5845 0 ... 3066 0 VXFEN WARNING V-11-1-56
Coordinator disk has key with cluster id 48813
which does not match local cluster id 57069

この警告はクラスタ ID 57069 のローカルクラスタにキーがあることを意味します。 ただし、
ディスクにはクラスタ ID 48813 のクラスタのキーもあり、クラスタ ID 48813 のクラスタの
ノードが同じコーディネータディスクを使用する可能性があることを示します。
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次のコマンドを実行して、これらのディスクが別のクラスタによって使われるかどうかを確
かめることができます。 ローカルクラスタのノードのいずれかで次のコマンドを実行しま
す。たとえば、system01 で次のように実行します。
system01> # lltstat -C
57069
system01> # cat /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk_7
/dev/vx/rdmp/disk_8
/dev/vx/rdmp/disk_9
system01> # vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,48,49,52,66,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 0 Node Name: unknown

disk_7、disk_8、disk_9 は設定のディスク名を表します。
対処方法: 各クラスタには一意のコーディネータディスクのセットを使用する必要がありま
す。 他のクラスタがこれらのコーディネータディスクを使用しない場合は、それらをローカ
ルクラスタのコーディネータディスクとして使う前に vxfenclearpre コマンドを使ってキー
を消去します。

フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報
告される
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクの障害が発生した後、プライベートネット
ワークリンクが修復されるまでの間、削除されたノードがクラスタに再参加することを防止
するように機能します。
たとえば、システム 1 とシステム 2 によって形成されているクラスタが正常に機能している
ときに、プライベートネットワークリンクが破損したとしましょう。システム 1 が削除されたシ
ステムであるとしましょう。プライベートネットワークリンクが修復される前にシステム 1 が再
起動した場合、システム 1 のメンバーシップ設定ではシステム 2 が表示されません。ただ
し、システム 1 がコーディネータディスクに登録を行おうとしたときに、システム 2 がコー
ディネータディスクにすでに登録されていることを検出します。システム 2 に関するこの競
合情報が与えられた結果、システム 1 はクラスタに参加せず、vxfenconfig が実行された
ときに次のようなエラーを返します。
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vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、コンソールには次の情報が表示されます。
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが動作していて、両方のシステムが停止し、システ
ム 1 が再起動し、システム 2 が復帰に失敗した場合も、同じエラーが発生する可能性が
あります。 システム 1 からクラスタを見たときに、システム 2 はコーディネータポイント上で
依然として登録されている可能性があります。
サーバーベースのフェンシングでの既存のスプリットブレインを理解するため、次の状況
を考えてみます。
■

コーディネーションポイントとして機能する 3 つの CP サーバーがあるとします。 3 つ
の CP サーバーの 1 つがアクセス不能になります。 この状態で、1 つのクライアント
ノードがクラスタから除かれます。しかし、その登録はアクセス不能になった CP サー
バーからは削除できません。アクセス不能な CP サーバーが再起動すると、このサー
バーには VCSから切り離されたノードからの無効登録が含まれます。この場合、新し
いノードはクラスタに参加できません。 クラスタに参加しようとする各ノードは CP サー
バーから登録のリストを取得します。 1 つの CP サーバーが、（先に切り離されたノー
ドの）登録を余分に含んでいます。これにより、joiner ノードは、joiner ノードと無効登
録によって表されるノードとの間にスプリットブレインが存在すると結論付けます。

■

すべてのクライアントノードのフェンシングキーが CP サーバーから消去されていない
ため、それらのクライアントノードは同時にクラッシュしました。 その結果、ノードの再
起動時に、vxfen 設定による既存のスプリットブレインの報告が失敗します。

これらの状況は、vxfenclearpre コマンドを実行して解決できる、コーディネータディス
クとすでに発生しているスプリットブレインの状況に似ています。サーバーベースのフェン
シングでも、cpsadm コマンドを使った同様の解決策が必要です。
p.209 の 「すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア」 を参照してください。
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すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア
VxFEN ドライバがすでに発生しているスプリットブレイン状態をどのように調べるかを確
認します。
p.207 の 「フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報告され
る」 を参照してください。
表 15-4 は、発生したシナリオに応じてすでに発生しているスプリットブレイン状態をどの
ように解決するかを説明しています。
表 15-4
シナリオ

すでに発生しているスプリットブレイン状態をクリアするために推奨さ
れるソリューション

ソリューション

実際のスプリットブレイン 1
状態の可能性— システム
2
2 が動作し、システム 1 が
削除された

3

システム 1 が動作しているかどうか判断します。
システム 1 が動作している場合、システム 1 を停止してプライベートネットワークリンクを修復
し、スプリットブレイン状態を取り除きます。
システム 1 を再起動します。

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（ディスクベースのフェンシ
ングが設定されます）

# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
コーディネータディスクに対して次のコマンドを使用します。

このコマンドの出力により、コーディネータディスクに登録済みのキーを特定します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。
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シナリオ

ソリューション

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（サーバーベースのフェン
シングが設定されます）

# cpsadm -s cp_server -a list_membership
-c cluster_name

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
CP サーバーに対して次のコマンドを使用します。

ここで、cp_server は CP サーバーが設定されているマシンの仮想 IP アドレスまたは仮想ホ
スト名で、cluster_name は Veritas InfoScale 製品 クラスタ（アプリケーションクラスタ）の
VCS 名です。
コマンドは、CP サーバーに登録されているシステムを表示します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。
すべての無効登録を削除した後、joiner ノードはクラスタに参加できます。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

登録済みのキーがコーディネータディスクから失われている
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、クラスタの再設定が
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登録し
ます。

クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換
コーディネータディスクグループのディスクに不具合が生じたか動作不能になり、クラスタ
内でオフラインになっている新しいディスクグループに切り替えようとする場合は、次の手
順を実行します。
オンラインになっているクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを置換す
ることができます。
コーディネータディスクグループのコーディネータディスクを置換したり、コーディネータ
ディスクグループを破棄するには、次の情報を確認してください。
手順について、次のことに注意してください。
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■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに追
加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テスト
します。

■

登録キーがディスクの中にまったく残っていない場合、コーディネータディスクグルー
プを破棄できます。その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクグループのディスクを置換するには

1

いずれかのクラスタノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が動作している場合は、VCS を停止します。
# hastop -all

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。次のコマンドを実行して、
ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

3

各ノードで VCSMM ドライバを停止します。
# svcadm disable -t vcsmm

4

各ノードで I/O フェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。

5

コーディネータディスクグループをインポートします。ファイル /etc/vxfendg には、
コーディネータディスクを含むディスクグループの名前（通常は、vxfencoorddg）が
含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

6

ディスクをディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理者ユーティリティ
の vxdiskadm を使います。
既存のコーディネータディスクグループを破棄することもできます。次に例を示しま
す。
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■

coordinator 属性が on に設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

コーディネータディスクグループを破棄します。
# vxdg -o coordinator destroy vxfencoorddg

7

新しいディスクをノードに追加し、VxVM ディスクとして初期化します。
vxfencoorddg ディスクグループに新しいディスクを追加します。
■

手順 6 でディスクグループを破棄した場合は、ディスクグループを再び作成し、
それに新しいディスクを追加します。

■

ディスクグループがすでに存在する場合は、それに新しいディスクを追加します。
# vxdg -g vxfencoorddg -o coordinator adddisk disk_name

8

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。

9

コーディネータディスクグループの中でコーディネータディスクを置換した後、ディス
クグループをデポートします。
# vxdg deport ‘cat /etc/vxfendg‘

10 各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
# svcadm enable vxfen

11 各ノードで、VCSMM ドライバを起動します。
# svcadm enable vcsmm
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12 I/O フェンシングのモジュールが起動され、有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート b のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在することを確認
します。
ポート b およびポート o のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在
することを確認します。
# vxfenadm -d

出力で I/O フェンシングモードが無効になっていないことを確認します。

13 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart

rcp または scp コマンドが機能していないと vxfenswap ユーティリティ
が終了する
rcp または scp コマンドが機能していない場合、vxfenswap ユーティリティはエラーメッ
セージを表示します。
vxfenswap ユーティリティの障害を回復するには
◆

rcp または scp が正しく機能しているかどうか確認します。
ノードに対応する .bashrc ファイルの中で、メッセージを出力するための echo また
は cat を使っていないことを確認します。
vxfenswap の操作が失敗した場合、必要に応じて vxfenswap –a cancel コマン
ドを使い、このユーティリティが加えたすべての変更をロールバックします。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）
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■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt

メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。 そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセ
スを自動的に再起動します。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、VCS（クライア
ントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシューティングに
役立つことがあります。
p.214 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を
参照してください。
p.214 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.215 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS ノードでのフェンシング
起動時の問題」 を参照してください。
p.216 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシュー
ティング
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順
を実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービ
スグループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

VCS（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、環境変数
CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
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CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。

Veritas InfoScale 製品 クラスタノードでのサーバーベースのフェンシン
グのトラブルシューティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、Veritas InfoScale
製品 クラスタ（アプリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブ
ルシューティングに役立つことがあります。

サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS ノードでの
フェンシング起動時の問題
表 15-5
問題

VCS（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング起動の問題

説明と解決法

VCSの cpsadm コマンド VCSで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合は、次の処理を
で接続エラーが発生しま 実行してください。
す。
■ CP サーバーがすべての VCSノードからアクセス可能であることを確認します。
■

■

権限の確認の失敗

/etc/vxfenmode ファイルを確認し、VCS ノードが正しい CP サーバー仮想 IP または仮想ホ
スト名と正しいポート番号を使っていることを確認します。
HTTPS 通信の場合は、サーバーに一覧表示されている仮想 IP とポートが HTTPS 要求に
対する応答準備ができていることを確認します。

CP サーバーの設定にクライアントクラスタのノードやユーザーを追加していないと、権限の確認が
失敗します。この状態では、VCS（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、CP サーバーに
アクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。 主たるコーディネーションポイント
の登録が失敗すると、フェンシングは起動しません。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定にクライアントクラスタノードとユーザーを追加し、
フェンシングを再起動します。
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問題

説明と解決法

認証の失敗

CP サーバーと VCS（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定した場合、次のよう
な原因で認証の失敗が起きることがあります。
■

■

■

クライアントクラスタは CP サーバーとの安全な通信を確立するために、独自の専用キー、署
名済みの証明書、認証局（CA）の証明書を必要とします。いずれかのファイルがない、または
破損している場合、通信は失敗します。
クライアントクラスタ証明書がクライアントの専用キーに対応していない場合、通信は失敗しま
す。
CP サーバーとクライアントクラスタの信頼の証明連鎖に共通の CA がない場合、通信は失敗
します。

コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode.test ファイルか
ら選択されていたため、/etc/vxfenmode.test ファイルがすべての VCS ノードで更新
されない。/etc/vxfenmode.test ファイルは現在の詳細情報で更新する必要がありま
す。/etc/vxfenmode.test ファイルがない場合、vxfenswap は /etc/vxfenmode ファ
イルから新しいコーディネーションポイントの設定をコピーします。

■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが VCS ノード間で
一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディネーションポイントが
クラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイントのスナップショット確認
中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の VCS ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接続が存在しない。

■

VCS ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバーに追加されていない
ことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
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このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされないかぎり、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されないかぎり、コーディネーションポイ
ントエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込む
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、コー
ディネーションポイントエージェントはコーディネーションポイントの新しいセットを読み込
み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視します。

通知に関するトラブルシューティング
VCS 通知を使っているときに、問題が発生することもあります。この項では、最も一般的
な問題と推奨される処置について説明します。問題に関しては太字で記述しています。

SNMP による通知を設定しても、SNMP コンソールにトラップが表示さ
れない
対処方法: コンソールでサポートしている SNMP トラップのバージョンを確認します。VCS
の SNMP 通知は、SNMP v2.0 トラップを送信します。 SNMP コンソールとして HP
OpenView Network Node Manager を使っている場合は、VCS に対するイベントが
xnmevents で設定されていることを確認してください。 また、vcs_trapd で VCS イベン
トをマージした後で、それらのイベントが OpenView Network Node Manager Event の
設定に表示されない場合は、OpenView デーモン（ovw）を再起動してください。
デフォルトでは、SNMP のコミュニティストリングは、［public］に設定されています。 SNMP
コンソールが異なるコミュニティで設定されている場合は、SNMP 通知の設定に従ってコ
ンソールを再設定します。 NotifierMngr について詳しくは『Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド』を参照してください。

グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ
このトピックでは、災害宣言の概念と、グローバルクラスタの設定について役に立つトラブ
ルシューティングについて説明します。
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災害宣言
グローバルクラスタ内のクラスタの状態が、通信不能のため FAULTED に遷移した場合、
フェールオーバーを実行するかどうかは、障害の原因がスプリットブレイン、一時的な停
電、リモートクラスタの永続的災害のいずれであるかによって決定されます。
グローバルクラスタ内のクラスタで発生した障害に対処する選択をすると、障害のタイプ
を宣言するよう要求されます。
■

Disaster - プライマリデータセンターの永続的損害を示します。

■

Outage - プライマリデータセンターは一定期間後、現在の形式に戻る可能性がある
ことを示します。

■

Disconnect - スプリットブレイン状態を示します。両クラスタは動作していますが、クラ
スタ間のリンクが破損しています。

■

Replica - バックアップ元から一貫性のあるデータがテイクオーバー先に作成されて
おり、サービスグループがオンラインになると、RVGPrimary がテイクオーバーを開始
できることを示します。このオプションは、VVR 環境のみに適用されます。

ローカルクラスタにフェールオーバーするグループは選択可能です。グループが選択さ
れている場合、VCS はグループの FailOverPolicy 属性を基に、対象となるグループを
ノード上でオンラインにします。また、他のクラスタでは、それらのグループを offline とし
てマークします。フェールオーバーするサービスグループが選択されていない場合、VCS
は停止したクラスタのサービスグループをオフラインにする以外、アクションを実行しませ
ん。

失われたハートビートと照会の機構
2 つのクラスタ間で内部ハートビートとすべての外部ハートビートが失われた場合、これ
は、リモートクラスタに障害が発生したか、2 つのクラスタ間のすべての通信リンクが切断
（広域スプリットブレイン）されたことを示します。
VCS はクラスタに対してクエリーを発行し、ハートビートが失われたリモートクラスタが本
当に停止しているかどうかを確認します。この機構を照会といいます。2 つのクラスタ設定
で、コネクタからもう一方のコネクタに対するすべてのハートビートが失われた場合、リモー
トクラスタに障害が発生していると見なす必要があります。3 つ以上のクラスタがある場合、
コネクタから 2 つ目のクラスタに対するすべてのハートビートが失われた場合、このコネク
タは、クラスタに障害が発生したと宣言する前に、残りのコネクタに対してクエリーを発行
します。 他のコネクタからはこのクラスタが動作していると見えている場合、クエリーを発
行したコネクタは、このクラスタを UNKNOWN 状態（偽のクラスタの障害を最小化するプ
ロセス）にします。 すべてのコネクタがこのクラスタに障害が発生していると報告した場合、
クエリーを発行したコネクタも、このクラスタに障害が発生していると見なし、このリモートク
ラスタを FAULTED 状態にします。
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VCS のアラート
VCS のアラートはアラート ID によって識別されますが、この ID は次の要素で構成され
ます。
■

alert_type: アラートのタイプ

■

cluster: アラートを発生させたクラスタ

■

system: アラートを発生させたシステム

■

object: アラート発生の対象となった VCS オブジェクトの名前このオブジェクトは、ク

ラスタまたはサービスグループです。
アラートは次の形式で生成されます。
alert_type-cluster-system-object

次に例を示します。
GNOFAILA-Cluster1-oracle_grp

これは、クラスタ Cluster1 でサービスグループ oracle_grp について生成された
GNOFAILA タイプのアラートです。

アラートのタイプ
VCS では、次のタイプのアラートが生成されます。
■

CFAULT: クラスタに障害が発生したことを示します。

■

GNOFAILA: グローバルグループが、そのグループがオンラインになったクラスタ内
でフェールオーバーできないことを示します。このアラートは、ClusterFailOverPolicy
属性が Manual に設定され、Wide Area Connector（wac）が適切に設定されてい
て、障害が発生したときに動作中であった場合に表示されます。

■

GNOFAIL: グローバルグループが、当該クラスタ内のシステムにもリモートクラスタ内
のシステムにもフェールオーバーできないことを示します。
グローバルグループがリモートクラスタにフェールオーバーできない原因としては、次
のようなものがあります。
■

ClusterFailOverPolicy 属性が Auto か Connected に設定されていて、グルー
プが自動的にフェールオーバーできる有効なリモートクラスタを VCS が判別でき
ない場合。

■

ClusterFailOverPolicy 属性が Connected に設定されていて、障害が起きたグ
ループが属するクラスタが、そのグループの ClusterList 属性で指定された 1 つ
以上のリモートクラスタと通信できない場合。

■

障害が起きたグループが属するクラスタで、Wide Area Connector（wac）がオン
ラインになっていないか、誤って設定されている場合。
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アラートの管理
アラートに対しては、ユーザーが対処する必要があります。アラートに対しては、次のよう
な対処方法があります。
■

アラートの原因を無視してもかまわない場合は、Java コンソールの［アラート（Alerts）］
ダイアログボックスか、haalert コマンドを使って、アラートを削除します。その際に、
アラートを削除する理由を説明したコメントを入力する必要があります。このコメントは、
VCS によってエンジンログに記録されます。

■

あらかじめ対応するアクションが関連付けられている管理アラートに対しては、関連付
けられているアクションを実行します。

■

一部のアラートについては、アラートに対して取り消しイベントが発生した場合、VCS
がそのアラートを削除または取り消します。

これらのアクションがどれも実行されず、VCS エンジン（had）がクラスタ内の少なくとも 1
つのノードで実行されている場合、管理アラートは消えません。クラスタ内のどのノードで
も HAD が実行されていない場合、管理アラートは失われます。

アラートに関連付けられたアクション
ここでは、次の各タイプのアラートに対してユーザーが実行できるアクションについて説
明します。
■

CFAULT: アラートが発行されたら、［アクションの実行（Take Action）］をクリックし、
画面の案内に従って、クラスタに障害が発生する前にそのクラスタでオンラインになっ
ていたグローバルグループをフェールオーバーする作業を実行します。

■

GNOFAILA: アラートが発行されたら、［アクションの実行（Take Action）］をクリック
し、画面の案内に従って、グローバルグループを、そのグループの実行先として設定
されたリモートクラスタにフェールオーバーする作業を実行します。

■

GNOFAIL: コンソールでは、このタイプのアラートに関連付けられたアクションは提供
されません。

取り消しイベント
障害が発生したクラスタが RUNNING 状態に戻ると、CFAULT アラートは VCS によっ
て削除されます。
GNOFAILA アラートと GNOFAIL アラートは、次のイベントが発生すると、VCS によって
削除されます。
■

障害が発生したグループの状態が FAULTED から ONLINE に変化する。

■

グループの障害がクリアされる。

■

グループがアラートを発生させたクラスタから削除される。
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起動時の同時性違反
サービスグループの ClusterList にユーザーがクラスタを追加すると、VCS は同時性違
反を報告することがあります。同時性違反とは、サービスグループが 2 つのノードで同時
にオンラインになっている状態を指します。
対処方法: サービスグループを global にする前に、各クラスタのサービスグループの状
態を確認します。

Steward プロセスのトラブルシューティング
Steward を起動すると、Steward はコマンドプロンプトをブロックし、標準出力にメッセー
ジを出力します。Steward を停止するには、同じシステムの別のコマンドプロンプトから次
のコマンドを実行します。
Steward がセキュアモードで動作している場合: steward -stop - secure
Steward がセキュアモードで動作していない場合: steward -stop
標準出力に加えて、Steward は次に示す独自のログファイルにログを記録することもで
きます。
■

steward_A.log

■

steward-err_A.log

tststew ユーティリティを使って、次のことを検証します。
■

Steward プロセスが動作している

■

Steward プロセスが正しい応答を送信している

ライセンスに関するトラブルシューティング
この項では、VCS ライセンスに関連して発生する問題について説明します。ライセンス
キーの検証方法と、ライセンス関連のエラーメッセージのリストを示します。
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ライセンスキーの検証
ほとんどの場合、ライセンスキーの検証は installvcs スクリプトを使って行われます。
ただし、（vxlicinst などを使って）installvcs の外部に VCS キーをインストールし
た場合は、次の手順でキーを検証できます。

1

vxlicinst コマンドは、次のような基本的検証を行います。

node lock: ノードロックキーが正しいシステムにインストールされていることを確認し
ます。
demo hard end date: 期限切れのデモキーがインストールされていないことを確認
します。

2

vxlicrep コマンドを実行すると、VCS キーがシステムにインストールされていること

を確認できます。 このコマンドの出力は次のようになります。

License Key
= XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Product Name
= VERITAS Cluster Server
Serial number
= XXXX
License Type
= PERMANENT
OEM ID
= XXXX
Site License
= YES
Editions Product = YES
Features :
Platform:
= Unused
Version
= 7.0
Tier
= Tiern3
Reserved
= 0
Mode
= VCS
Global Cluster Option
= Enabled
CPU_TIER
= 0
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3

コマンドの実行結果で次のことを確認します。
製品名に、購入したコンポーネントの名前（Veritas InfoScale 製品 など）が表示さ
れていることを確認します。 コマンドを実行して製品名が返されなかった場合は、
VCS キーがインストールされていません。
VCS キーの License Type が DEMO と出力された場合は、Demo End Date が過
去の日付になっていないことを確認します。
Mode 属性に正しい値が表示されていることを確認します。
グローバルクラスタオプションのライセンスキーを購入した場合は、その状態が
Enabled になっていることを確認します。

4

VCS を起動します。 ライセンスキーが HAD に拒否された場合は、engine_A ログ
ファイルの最後にあるライセンスエラーメッセージを参照してください。

ライセンスのエラーメッセージ
この項には、ライセンスに関連したエラーメッセージが収録されています。これらのメッセー
ジは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log ファイルに記録されます。

[Licensing] Insufficient memory to perform operation
このシステムには、ライセンスを操作する適切なリソースがありません。

[Licensing] No valid VCS license keys were found
有効な VCS キーがシステム上に見つかりません。

[Licensing] Unable to find a valid base VCS license key
有効なベース VCS キーがシステム上に見つかりません。

[Licensing] License key can not be used on this OS
platform
このメッセージは、ライセンスキーが他のプラットフォーム用であることを示しています。 た
とえば、Windows 向けのライセンスキーが Solaris プラットフォームで使われている場合
などに表示されます。

[Licensing] VCS evaluation period has expired
VCS ベースデモキーの期限が切れています。
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[Licensing] License key can not be used on this system
他のシステム用のライセンスキー（ノードロックキーなど）がインストールされていることを示
しています。

[Licensing] Unable to initialize the licensing framework
VCS の内部メッセージです。シマンテック社のテクニカルサポートまでご連絡ください。

[Licensing] QuickStart is not supported in this release
VCS QuickStart は、このバージョンの VCS ではサポートされません。

[Licensing] Your evaluation period for the feature has
expired.This feature will not be enabled the next time VCS
starts
指定された VCS の機能の評価期間は、期限が切れています。

CPU、メモリ、スワップの計測または予測された値の確
認
この項では、CPU、メモリ、スワップなどの計測されたパラメータの計測または予測データ
を確認およびトラブルシューティングするためのコマンドの一覧を示します。
VCS HostMonitor エージェントは、CPU、メモリ、スワップの利用可能な処理能力値を計
測し、MHz、MB、MB 単位の絶対値でそれぞれに対応する状況ログデーターベースに
保存します。データベースファイルは /opt/VRTSvcs/stats にあります。プライマリデータ
ベースファイルは .vcs_host_stats.data と .vcs_host_stats.index です。その他のファ
イルはアーカイブのために使用されます。
HostMonitor エージェントは状況ログを使って利用可能な処理能力の予測を立て、ロー
カルシステムの HostAvailableForecast システム属性を更新します。
VCS の動作中にデータを収集するには、次の手順を実行します。

1

HostMonitor エージェントを停止し、トラブルシューティングが完了した後で再起動
します。これによりシステム属性 HostAvailableForecast の自動入力された値を確
認することができます。

2

次の状況ログデータベースファイルを別の場所にコピーします。

3

■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data

■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index

HostAvailableForecast の値を保存して比較します。
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4

これで HostMonitor エージェントを再起動できます。

5

次のとおりデータを収集します。
■
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計測したデータを表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --dump¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats

■

クラスタ内のシステムの CPU、メモリ、スワップの予測される利用可能な処理能
力を取得するには、状況ログデータベースをコピーしたシステム上で次のコマン
ドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load/var/VRTSvcs/stats¥
/copied_vcs_host_stats --names CPU --holts --npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load/var/VRTSvcs/stats¥
/copied_vcs_host_stats --names Mem --holts --npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load/var/VRTSvcs/stats¥
/copied_vcs_host_stats --names Swap --holts --npred 1 --csv
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vxunreloc コマンド 68
VxVM
RAID 5 リカバリプロセス 41
設定のリカバリ 85
無効化 78
VxVM の無効化 78
vxvol recover コマンド 44
vxvol resync コマンド 43
vxvol start コマンド 34
vxvol コマンド
aslog キーワード
SRL の関連付け 140
assoc キーワード
新しいボリュームの関連付け 131
dis キーワード
SRL の関連付け解除 140

start キーワード
SRL の起動 140
データボリュームの起動 138

W
WARNING メッセージ 122

あ
一覧表示
起動不能なボリューム 29
エージェントログ
形式 168
場所 168
エラー
RLINK の初期接続中 129
RVG の変更中 132
設定 129
データボリュームサイズ不一致 133、135
データボリューム紛失 132
名前不一致
データボリューム 134～135
エラーメッセージ
Cannot create /var/adm/utmp or
/var/adm/utmpx 72
Can’t open boot device 69
failed write of utmpx entry 72
File just loaded does not appear to be
executable 71
RAID 5 プレックスにボリューム全体の長さがマップ
されていません。（RAID-5 plex does not map
entire volume length） 46
一部のサブディスクが使えず、パリティが無効です。
（some subdisks are unusable and the parity
is stale） 46
エージェントログ 168
エラーによって無効化（Disabled by errors） 103
エンジンログ 168
起動時 187
起動スクリプト 120
グループを自動的にインポートできません（Cannot
auto-import group） 103
システムの起動ディスクに有効なルートプレックスが
ありません（System boot disk does not have a
valid root plex） 70
システムの起動に失敗しました（System startup
failure） 70
ディスクグループが存在しません（Disk group does
not exist） 48
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ディスクグループ名が同じで、ディスクグループ ID
が異なる、次の 2 つのバックアップがあります
（There are two backups that have the same
diskgroup name with different diskgroup
id） 109
デフォルトログファイル 119
ボリュームの同期化が I/O エラーのために停止しま
した（Synchronization of the volume stopped
due to I/O error） 61
ボリュームは起動できません。（Volume is not
startable） 46
メッセージカタログ 178
ログ 119
エンジンログ
形式 168
場所 168

か
概要
SORT 14
起動システム
CD-ROM の使用 77
障害からのリカバリ 69
起動不能なボリュームの再起動 35
クライアント ID
コマンドログファイル 94
タスクログファイル内 96
トランザクションログファイル 97
グローバルメッセージ ID 26
警告メッセージ
corrupt label_sdo 71
unable to read label 71
システムの起動ディスクに有効なルートプレックスが
ありません（Plex for root volume is stale or
unusable） 70
交換
ブートディスク 79
コピーオンライト
失敗した場合のリカバリ 60
コマンド
トランザクションとの関連付け 99
ログ 94

さ
再同期
RAID 5 パリティ 43
サービスグループ
トラブルシューティング 190

サブディスク
RAID 5 での移動後のリカバリ 45
交換したブートディスクへの再配置の解除 68
無効
ボリュームの起動 47
無効でない状態に設定 47
システム障害 39
システム全体の再インストール 82
縮退モード
RAID 5 40
障害
system 39
ディスク 40
状態
ボリュームとプレックスの状態の表示 30
スナップショットの再同期
エラーからのリカバリ 61
スワップ領域
構成 66
セカンダリ SRL
ヘッダーエラー 145
ボリュームエラー 144
セカンダリストレージチェックポイント
を使ったリカバリ 143
設定
競合バックアップの解決 109
ディスクグループのバックアップ 103、105
ディスクグループのリストア 103、106
バックアップファイル 105
設定エラー
リカバリ 129

た
タスクログ 96
通知
トラブルシューティング 217
ディスク
failing フラグ 36
エラーの原因 29
再接続 37
障害 40
障害が発生したディスクの再接続 37
パーティションが無効 71
ディスクグループ
競合バックアップの解決 109
失敗した移動からのリカバリ
分割または結合 48
設定のバックアップ 103、105
設定のバックアップファイル 105
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設定の復元 103、106
ディスクの再接続 37
データの損失
RAID-5 39
データボリュームエラー
サイズ変更 133、135
名前不一致 134
紛失 132
データボリューム紛失エラー 132
デバッグエラーメッセージのログ 119
デバッグメッセージ
ログ 119
トラブルシューティング
CVMVolDg 164
VCS の起動 187
共有ディスクグループをインポートできない 160
サービスグループ 190
通知 217
トピックの概要 156、159
フェンシングが有効な設定 157
ライセンスキー 221
リソース 197
ログ 168
トランザクション
コマンドとの関連付け 99
ログ 97
トランザクションの無効化 24

は
バイナリメッセージカタログ
概要 178
場所 178
バックアップ
FSS ディスクグループ設定 109
プライマリストレージチェックポイント 144
パーティション
無効 71
ハードウェア障害
リカバリ 29
パリティ
RAID 5 パリティの再同期 43
再生成チェックポイント 43
無効 39
ファイル
ディスクグループ設定のバックアップ 105
フェンシングが有効な設定
トラブルシューティング 157
復元読み取りモード
無効なサブディスク 40

ブートエラー
/usr エントリの破損 72
使用不可プレックスによる起動エラー 70
パーティションが無効 71
ブートデバイスがオープンできない 69
無効なプレックスによる起動エラー 70
ブートコマンド
-a フラグ 67、74
-s フラグ 75、77
構文 67
ブートディスク
交換 79
構成 66
再追加 79～80
サブディスクの再配置 68
ホットリロケーション 68
リカバリ 65
プライマリ SRL
エラー
解決 140
オーバーフローのリカバリ 141
ヘッダーエラー 142
プライマリストレージチェックポイント
を使ったクリーンアップ 144
プライマリホスト
障害のリカバリ 137
プレックス
RECOVER 状態 35
状態の表示 30
定義 31
マップの問題 46
ミラーボリュームのリカバリ 34
プレックスカーネル状態
DISABLED 31、41
ENABLED 31
プレックス状態
ACTIVE 31
BADLOG 41
CLEAN 31
EMPTY 31
IOFAIL 31
LOG 41
STALE 34
プロセス ID
コマンドログファイル 94
タスクログファイル内 96
トランザクションログファイル 97
ホットリロケーション
RAID 5 42
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定義 29
ブートディスク 68
ルートディスク 68
ボリューム
DCO のリカバリ 50
RAID 5 データの損失 39
RAID 5 のリカバリ 42
起動不能なボリュームの再起動 35
起動不能なものを一覧表示 29
状態の表示 30
ミラーのリカバリ 34
無効なサブディスク
起動 47
ボリュームカーネル状態
DETACHED 41
ENABLED 41
ボリューム状態
ACTIVE 41
DEGRADED 40
NEEDSYNC 43
REPLAY 41
SYNC 41、43

ま
ミラーボリューム
リカバリ 34
無効なパリティ 39
無効なファイルシステム
トランザクション 24
メッセージタグ
概要 168

ら
ライセンスキー
トラブルシューティング 221
リカバリ
ディスク 37
リソース
トラブルシューティング 197
ルートディスク
交換 79
構成 66
再追加 79～80
修復 76
ホットリロケーション 68
リカバリ 65
ルートファイルシステム（root file system）
構成 66

破損 82
バックアップ 76
リストア 77
ログ
directory 94、97
エージェントログ 168
エンジンログ 168
コマンドとトランザクションの関連付け 99
メッセージタグ 168
ログの失敗 24
ログファイル 213
ログプレックス
RAID 5 に対する重要性 39
RAID 5 のリカバリ 44
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