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1
DB2 データベース用 Storage
Foundation High Availability
（SFHA）管理ソリューション

■

第1章 Storage Foundation for Databases の概要

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

DB2 用 Storage Foundation High Availability（SFHA）Solutions の概要

■

Veritas File System について

■

Veritas Volume Manager の概要

■

DMP（Dynamic Multi-Pathing）について

■

Cluster Server について

■

Cluster Server のエージェントについて

■

Veritas InfoScale Operations Manager について

■

Veritas InfoScale 7.0 製品の DB2 サポート機能

■

Veritas InfoScale コンポーネントについて

■
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DB2 用 Storage Foundation High Availability
（SFHA）Solutions の概要
このマニュアルでは、DB2 データベース環境における Storage Foundation High
Availability（SFHA）Solutions 製品での SFDB ツールの配備と使用について主要な例
を示します。 これは、SFHA Solutions 製品のマニュアルと共に参照するための補足マ
ニュアルです。
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Storage Foundation for Databases ツールは、DB2 データベースの管理を強化するオ
プションを提供します。 SFDB ツールには root 権限のないデータベース管理者でも実
行できる使いやすい強化されたコマンドがあり、DB2 データベース環境でストレージを最
適化できます。 このマニュアルでは、SFHA Solutions のエンタープライズ製品での
SFDB ツールの配備と使用について説明します。

Veritas File System について
ファイルシステムとは、コンピュータファイルとそれに含まれるデータを保存、整理する単
純な手法で、検索とアクセスを容易にします。形式的に言えば、ファイルシステムとは、
データのストレージ、階層編成、操作、ナビゲーション、アクセス、取り込みなどが実装さ
れた抽象データ型（メタデータなど）の一式です。
Veritas File System（VxFS）は、商用では初めてのジャーナルファイルシステムです。
ジャーナルを使うと、メタデータの変更はまずログ（またはジャーナル）に書き込まれ、次
にディスクに書き込まれます。 変更を複数の場所に書き込む必要がなく、メタデータは非
同期で書き込まれるため、スループットが大幅に速くなります。
また、VxFS は、エクステントを管理単位としたインテントログファイルシステムです。VxFS
は、優れたパフォーマンスと高い可用性、そして大容量のデータ処理能力を必要とする
操作環境にとって最適なファイルシステムです。
VxFS の主要コンポーネントは次のとおりです。
ファイルシステムのログ

「Veritas File System のインテントログについ
て」

エクステント

「エクステントについて」

ファイルシステムのディスクレイアウト

「ファイルシステムのディスクレイアウトについて」

Veritas File System のインテントログについて
通常のファイルシステムはシステム障害からリカバリする際、そのための唯一の手段であ
る fsck ユーティリティによるファイルシステム構造全体の検証に依存しています。ディス
ク構成の規模が大きい場合には、このユーティリティによる構造全体の調査、ファイルシ
ステムの整合性の検証および不整合部分の修正の処理には、必然的に相当の時間が
必要になります。VxFS は、VxFS インテントログと VxFS インテントログのサイズ変更機
能で高速リカバリを実現します。
VxFS では、VxFS インテントログでファイルシステムの動作を追跡することによって、シス
テム障害からのリカバリ時間が短縮されます。この機能は、ファイルシステム構造に加え
られた変更のうち保留中になっているものを、循環式のインテントログに記録します。シス
テム障害の場合を除き、ユーザーやシステム管理者がインテントログによるリカバリ機能
に気付くことはありません。デフォルト設定時の VxFS ファイルシステムでは、ファイルの
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トランザクションをディスクにコミットする前にログに記録し、ファイルシステムが予想に反し
て停止した場合にファイルシステムのリカバリに要する時間を短縮させます。
システム障害からのリカバリ中、VxFS の fsck ユーティリティはインテントログの再生（イ
ンテントログのスキャン）を実行し、システム障害時に実行されていたファイルシステム操
作を取り消すか、または完了させます。 そのため、ファイルシステムの構造全体を検査し
なくてもファイルシステムをマウントできる状態になります。 ディスクにハードウェア障害が
あると、インテントログを再生しても損傷を受けたファイルシステム構造のリカバリを完了で
きない場合があります。そのような場合は、VxFS の fsck ユーティリティを使って、ファイ
ルシステムの構造全体の検査を完了させる必要があります。
mount コマンドは、ファイルシステムでダーティログを検出すると、VxFS の fsck コマン

ドを自動的に実行してインテントログの再生を実行します。この機能は、Veritas Volume
Manager（VxVM）ボリュームにマウントされたファイルシステムでのみサポートされ、クラ
スタファイルシステムでサポートされます。
fsck_vxfs（1M）マニュアルページとmount_vxfs（1M）マニュアルページを参照してく

ださい。
VxFS インテントログは、ファイルシステムを最初に作成する際に割り当てられます。イン
テントログのサイズは、ファイルシステムのサイズによって異なり、ファイルシステムが大き
くなるほど、インテントログのサイズも大きくなります。 fsadm コマンドを使ってインテントロ
グのサイズを後から調整できます。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 7 以降のインテントログの最大デフォルトサイズは 256 MB
です。
メモ: インテントログを不適切なサイズに設定すると、システムの処理効率に悪影響を及
ぼす可能性があります。

エクステントについて
エクステントは、コンピュータファイルシステム内の連続したストレージ領域で、ファイル用
に予約された領域です。ファイルに対する書き込みを開始すると、エクステント全体が割
り当てられます。ファイルに再び書き込みを行うと、前回の書き込み場所に続けてデータ
が書き込まれます。これにより、ファイルの断片化を少なくするかまたは回避できます。エ
クステントは「アドレスと長さの組み合わせ」で表現され、これによって開始ブロックのアド
レスと、（ファイルシステムまたは論理ブロックの）エクステントの長さが決まります。Veritas
File System (VxFS) は、エクステントベースのファイルシステムのため、エクステント（複
数ブロックで構成可能）を使ってアドレス指定します。単一ブロックセグメントにアドレス指
定するのではありません。したがって、エクステントを使うとファイルシステムのスループッ
トを向上できます。
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エクステントを使った場合、格納領域に連続するブロックが割り当てられると、複数のブ
ロック単位でディスク I/O が可能になります。 順次 I/O の場合、複数ブロック単位での処
理の方が 1 ブロック単位のものよりもかなり高速になり、ほぼすべてのディスクドライブで
複数ブロックの I/O 操作を実行できます。
エクステント単位の割り当ての場合、i ノード構造体からアドレスブロック情報を解釈する
方法が、ブロック単位の割り当ての場合と比較して多少異なります。VxFS の i ノードは、
10 個のエクステントを直接参照し、各エクステントは開始ブロックアドレスとブロック単位
での長さの組み合わせで表現されています。
ディスク領域としては 512 バイトのセクタが割り当てられ、このセクタから論理ブロックが構
成されます。VxFS では、1024、2048、4096、8192 バイトの論理ブロックサイズがサポー
トされています。デフォルトのブロックサイズは、2 TB 未満のファイルシステムに対しては
1 KB、2 TB 以上のファイルシステムに対しては 8 KB です。

ファイルシステムのディスクレイアウトについて
ディスクレイアウトは、ファイルシステムの情報がディスクに保存される方法です。 Veritas
File System (VxFS) では、バージョン 1 から 10 までの複数のディスクレイアウトを作成
して、さまざまな新機能と固有の UNIX 環境がサポートされます。
表 1-1 は、サポートされるディスクレイアウトバージョンを一覧表示しています。
表 1-1

サポートされるディスクレイアウトバージョン

オペレーティングシステ サポートされるディスクレイアウトバージョン
ム
Linux

7、8、9、10。バージョン 4 と 6 のディスクレイアウトはマウントできま
すが、サポートされているバージョンへのアップグレードのみに使用
できます。

その他のディスクレイアウトバージョンを作成したりマウントしたりすることはできません。

Veritas Volume Manager の概要
Veritas 社の VeritasTM Volume Manager （VxVM）は、物理ディスクや論理ユニット番号
（LUN）をボリュームと呼ばれる論理デバイスとして管理できるようにする、ストレージ管理
サブシステムです。 VxVM ボリュームは、ファイルシステム、データベース、その他の管
理対象データオブジェクトの設定ができる物理デバイスとして、アプリケーションとオペ
レーティングシステムに表示されます。
VxVM は、コンピュータ環境とストレージエリアネットワーク（SAN: Storage Area Network）
環境で、使いやすいオンラインディスクストレージ管理を実現します。 RAID（Redundant
Array of Independent Disks）をサポートすることにより、VxVM はディスクやハードウェ
アの障害からシステムを保護し、I/O スループットを高めるように設定できます。 さらに
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VxVM には、耐障害性およびディスク障害またはストレージアレイ障害からの迅速なリカ
バリを拡張する機能があります。
VxVM では、論理ボリューム管理レイヤーによって、ハードウェアディスクデバイスや LUN
からの制約を克服できます。 このため、ボリュームを複数のディスクと LUN に分散できま
す。
VxVM は、パフォーマンスを高め、データの可用性と整合性を確保するツールを提供し
ています。 また、VxVM を使って、システムがアクティブなときにストレージを動的に設定
できます。

DMP（Dynamic Multi-Pathing）について
Dynamic Multi-Pathing（DMP）は、システム上で設定されているオペレーティングシステ
ムのネーティブデバイスに対するマルチパス機能を提供します。 DMP は DMP メタデバ
イス（既知の DMP ノード）を作成して、同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示しま
す。
DMP はスタンドアロン製品として使うこともでき、OS ネーティブの LVM（Logical Volume
Manager）をサポートするように DMP メタデバイスを拡張します。 DMP メタデバイス上
に LVM ボリュームとボリュームグループを作成できます。
Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームとディスクグループは、LVM ボリュームお
よびボリュームグループと共存できますが、各デバイスは 1 つのタイプしかサポートでき
ません。 ディスクに VxVM ラベルが付いている場合、そのディスクは LVM で利用できま
せん。 同様に、ディスクが LVM によって使用中の場合、そのディスクは VxVM で利用
できません。

Cluster Server について
VCS（Cluster Server）は次の利点を提供するクラスタソリューションです。
■

ダウンタイムを最小化する。

■

サーバーの統合とフェールオーバーを促進する。

■

異機種混合環境の広い応用範囲を効果的に管理する。

製品をインストールする前に『Veritas InfoScale 7.0 リリースノート』を参照してください。
製品を設定するには、『Cluster Server 汎用アプリケーションエージェント設定ガイド』の
指示に従います。
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Cluster Server のエージェントについて
Veritas InfoScale エージェントは特定のリソースとアプリケーションに高可用性を提供し
ます。 各エージェントは特定のタイプのリソースを管理します。 たとえば、DB2 エージェ
ントは DB2 のデータベースを管理します。 通常、エージェントはリソースの開始、停止、
監視を行い、状態の変化を報告します。
VCS エージェントをインストールする前に、そのエージェントの設定ガイドを参照してくだ
さい。
このリリースで提供されるエージェントに加えて、他のエージェントは別売のオプション製
品（Cluster Server Agent Pack）によって利用可能です。 エージェントパックは現在発
売されているエージェントを含んでおり、現在開発中の新しいエージェントを追加するた
めに年 4 回再リリースされます。
次の詳細については Veritas InfoScale の販売担当者にお問い合わせください:
■

エージェントパックに含まれるエージェント

■

開発中のエージェント

■

Veritas InfoScale のコンサルティングサービスから利用可能なエージェント

最新のエージェントは、Symantec Operations Readiness Tools（SORT）の Web サイ
トでダウンロードできます。
sort.symantec.com/agents

Veritas InfoScale Operations Manager について
Veritas InfoScale Operations Manager には、Veritas InfoScale 製品の集中型管理コ
ンソールが用意されています。 Veritas InfoScale Operations Manager を使って、スト
レージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることができます。
Veritas InfoScale Operations Manager を使って Storage Foundation と Cluster
Server の環境を管理することをお勧めします。
Veritas InfoScale Operations Manager は http://go.symantec.com/vom からダウン
ロードできます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas InfoScale
Operations Manager のマニュアルを参照してください。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Veritas InfoScale 製品に含ま
れなくなりました。 VEA の使用を続けたい場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からソフトウェアバージョンを
ダウンロードできます。 Storage Foundation Management Server は非推奨です。
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Veritas InfoScale 7.0 製品の DB2 サポート機能
Veritas InfoScale Storage ソリューションと DB2 の使用例は、Veritas InfoScale SFHA
（Storage Foundation and High Availability） Solutions 製品の共有管理機能に基づ
いています。 クラスタ化機能は、VCS（Cluster Server）と SFHA Solutions 製品から別々
に使用できます。
表 1-2 に SFHA Solutions 製品をまたがってサポートされる機能をリストします。 表 1-3
に VCS で利用可能な高可用性機能とディザスタリカバリ機能をリストします。
表 1-2

Veritas InfoScale 製品のストレージ管理機能

ストレージ管理機能

Veritas InfoScale Veritas InfoScale Veritas InfoScale Veritas InfoScale
Foundation
Storage
Availability
Enterprise

同時 I/O

N

Y

N

Y

圧縮

N

Y

N

Y

Flexible Storage Sharing N

Y

N

Y

SmartIO FS（読み取り
キャッシュ）

N

Y

N

Y

SmartIO FS（ライトバック
キャッシュ）

N

Y

N

Y

SmartMove

N

Y

N

Y

SmartTier

N

Y

N

Y

シン再生

N

Y

N

Y

Portable Data Containers N

Y

N

Y

Database FlashSnap

N

Y

N

Y

Database Storage
Checkpoint

N

Y

N

Y

仮想ストレージの高度なサ Y
ポート

Y

Y

Y

高可用性（HA）を確保する N
クラスタ化機能

N

Y

N

ディザスタリカバリ機能
（HA/DR）

N

N

Y

N

Dynamic Multi-pathing

Y

Y

Y

Y
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表 1-3

Veritas InfoScale Solutions 製品の可用性管理機能

可用性管理機能

VCS HA/DR

高可用性（HA）を確保するクラスタ化

Y

データベースとアプリケーション/ISV エージェント

Y

高度なフェールオーバーのロジック

Y

I/O フェンシングのデータ整合性の保護

Y

高度な仮想マシンサポート

Y

Virtual Business Services

Y

キャンパスまたはストレッチクラスタ

Y

グローバルクラスタ化（GCO）

Y

メモ:
■

Y=機能はライセンスに含まれています。

■

N=機能はライセンスでサポートされません。

メモ:
■

SmartTier は Dynamic Storage Tiering（DST）を拡張し、名前を変更したものです。

■

表 1-2 と 表 1-3 に示す機能は、例外として示されているものを除き、すべて Linux
でサポートされています。 サポート対象のオペレーティングシステムについて詳しく
は、個別の製品マニュアルを参照してください。

Veritas InfoScale コンポーネントについて
Veritas InfoScale 製品は、ストレージ管理と異機種混在ストレージ環境での管理を実現
する一連のコンポーネントです。
この節は、必要な製品の判断に役立ちます。
表 1-4 に各製品とそのコンポーネントのメリットを示します。
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表 1-4
コンポーネント

Veritas InfoScale コンポーネントの比較
コンポーネント

メリット

Cluster Server（VCS）は、管理フレームワークによっ VCS
て、複数の独立したシステムを接続し、システム全体
の可用性を向上させます。 各システムまたはノードは、
それぞれ個別にオペレーティングシステムを実行し
て、ソフトウェアレベルで連携してクラスタを形成しま
す。 VCS では、市販のハードウェアをインテリジェン
トソフトウェアにリンクすることで、アプリケーションの
フェールオーバーおよび制御を実現します。 ノードま
たは監視下にあるアプリケーションで障害が発生する
と、別のノードがあらかじめ定義されたアクションを実
行し、クラスタ内のサービスをテイクオーバーして稼動
させることができます。

■

ダウンタイムを最小化します

■

サーバーの統合とフェールオーバーを促進
します
実際には異機種混合環境の広い応用範囲
を管理します
I/O フェンシングを使ってデータ整合性を保
護します
アプリケーションの高可用性を実現します

DMP（Dynamic Multi-Pathing）は、システムに設定さ DMP
れているストレージデバイスに対するマルチパス機能
を提供します。 この製品は、DMP メタデバイス（DMP
ノード）を作成して、同じ物理 LUN へのデバイスパス
をすべて示します。

■

■

■

■

■

■

■

Veritas Replicator はディザスタリカバリを実現するた VVR
めにコスト効率の高いデータレプリケーションを IP ネッ
VFR
トワーク上で有効にし、従来のアレイベースのレプリ
ケーションアーキテクチャに代わって非常に柔軟なス
トレージハードウェア非依存型のアーキテクチャを組
織に提供します。

DMP メタデバイスを拡張して OS ネーティ
ブの論理ボリュームマネージャ（Logical
Volume Manager）をサポートします
負荷分散を使ってストレージの I/O パフォー
マンスを高めます
ストレージパスの障害に対応し、迅速にフェー
ルオーバーします
オペレーティングシステムやストレージハー
ドウェアを問わずストレージパスを集中管理
します

Volume Replicator（VVR）
■

■
■

ブロックベースの継続的なレプリケーションを
提供します
帯域幅を効率的に管理します
プラットフォーム間のレプリケーションと PDC
（Portable Data Container）環境でのレプリ
ケーションをサポートします

VFR（File Replicator）

■

ファイルベースで定期的にレプリケーション
を行います
可逆データ転送をサポートします

■

重複排除

■

手違いによる書き込みからターゲットファイル
システムを保護します

■
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コンポーネント

コンポーネント

メリット

SF（Storage Foundation）は、VxVM（Veritas Volume DMP、VxVM、
Manager）、VxFS（Veritas File System）、DMP から VxFS
成るストレージ管理サービスです。

■

■

異機種混在環境全体のストレージ利用率を
増やします
重複排除と圧縮

Veritas Volume Manager は、物理ディスクや論理ユ
ニット番号（LUN）をボリュームと呼ばれる論理デバイ
スとして管理できるようにするストレージ管理サブシス
テムです。

■

ストレージの自動階層化

■

ストレージの集中管理

■

Veritas File System は、エクステントを管理単位とし
たインテントログファイルシステムです。

■

最小停止時間での Easy OS とストレージの
移行
DMP のすべてのメリット

Veritas InfoScale 製品には VCS の高可用性と SF DMP、VxVM、
のすべての機能が組み込まれています。
VxFS、VCS

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

共有ストレージ全体の可用性とパフォーマン
スを強化した自動化/インテリジェント管理

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

SFCFSHA のすべてのメリット

■

Oracle 社のクラスタ化ソリューションを使って
完全統合すると同時にデータベース管理を
単純化する Oracle RAC をサポートします

■

Veritas InfoScale 製品の各種機能を標準
的な方法で集中的に管理します
個々のホストとそのストレージを管理するビ
ジュアルインターフェース
複数のオペレーティングシステム間で、デー
タセンターで動作している Veritas InfoScale
製品のすべてのインスタンスを表示します

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File
DMP、VxVM、
System High Availability）は、ストレージエリアネット VxFS、VCS、
ワーク（SAN）環境で共有データをサポートするため CVM、SFCFSHA
に Storage Foundation を拡張します。 複数のサー
バーがアプリケーションに対して透過的に共有ストレー
ジとファイルに同時にアクセスできます。 FSS（Flexible
Shared Storage）機能を使うと、CVM（Cluster
Volume Manager）または CFS（Cluster File System）
にローカルストレージまたは市販のストレージを使うこ
とができます。
CVM は VxVM を拡張して共有ディスクグループをサ
ポートします。 CFS は VxFS を拡張して並列クラスタ
をサポートします。
SFRAC （Storage Foundation for Oracle RAC）は、
ストレージ管理と高可用ソフトウェアを統合したスイー
トです。 ソフトウェアは Real Application Cluster
(RAC) の環境のパフォーマンス、可用性と管理性を
改善するために設計されます。

DMP、VxVM、
VxFS、VCS、
CVM、SFCFSHA
や Oracle RAC の
サポート

Veritas InfoScale Operations Manager は Veritas N/A
InfoScale 製品に集中型管理コンソールを提供しま
す。 Veritas InfoScale Operations Manager を使う
と、ストレージリソースの監視、視覚化、管理、レポート
の生成が可能です。

■

■
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コンポーネント

コンポーネント

Cluster Server（VCS）エージェントは特定のリソース VCS
とアプリケーションに高可用性を提供します。 各エー
ジェントは特定のタイプのリソースを管理します。 通
常、エージェントはリソースの開始、停止、監視を行
い、状態の変化を報告します。

メリット
VCS のすべてのメリット

Veritas InfoScale の別売のオプション製品（High
Availability Agent Pack）を使うと、このリリースで提供
されるエージェントに加えて他のエージェントも利用で
きます。 エージェントパックは現在発売されているエー
ジェントを含んでおり、現在開発中の新しいエージェ
ントを追加するために年 4 回再リリースされます。
最新のエージェントは、次の SORT （Symantec
Operations Readiness） Web サイトでダウンロード
できます。
https://sort.symantec.com/agents

Veritas InfoScale 製品の使用例
SFHA （Veritas Storage Foundation and High Availability） Solutions 製品のコンポー
ネントや機能は別々に使うことができますが、連携して使うとパフォーマンスと耐性が向上
し、ストレージやアプリケーションの管理が容易になります。 このマニュアルでは、SFHA
Solutions 製品の管理機能の主な使用例について説明します。
表 1-5

SFHA Solutions 製品の主な使用例

使用例

SFHA Solutions の機能

SFHA Solutions データベースアクセラレータを 同時 I/O
使用してデータベースのパフォーマンスを向上
p.63 の 「同時 I/O について」 を参照してくださ
させることにより、管理機能とファイルシステムの
い。
利便性を維持しながら、データベースにおいて
RAW ディスクの高速化を実現します。
p.60 の 「Veritas InfoScale 製品コンポーネント
のデータベースアクセラレータについて」 を参照
してください。
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使用例

SFHA Solutions の機能

SFHA Solutions Flashsnap、Storage
FlashSnap
Checkpoint、NetBackup PITC 方法を使用して
Storage Checkpoint
データのバックアップおよびリカバリを行うことに
SFHA Solutions による NetBackup
より、データを保護します。
p.69 の 「PITC（Point-In-Time Copy）の概要」
を参照してください。
SFHA Solutions ボリュームスナップショットを使 FlashSnap
用してデータをオフホストで処理することにより、
実働ホストのパフォーマンス低下を防止します。
SFHA Solutions の PITC 方法を使用して、テス FlashSnap
ト、決定モデリング、開発を目的として実働デー
タベースのコピーを最適化します。
PITC コピーにおいてファイルシステムやボリュー FileSnap
ムよりも詳細なレベルの処理が必要となる場合
に、SFHA Solutions の領域最適化 FileSnap
を使用して、ファイルレベルの PITC スナップ
ショットを作成します。 FileSnap は仮想マシンの
クローン作成にも使用できます。
SFHA Solutions の SmartTier を使用して、経 SmartTier
過時間、優先度、アクセス率の基準に基づいて
ストレージ階層にデータを移動することにより、ス
トレージ利用率を最大化します。
p.115 の 「SmartTier について」 を参照してくだ
さい。
物理的な共有ストレージを使わずにデータ冗長 Flexible Storage Sharing
性、高可用性、ディザスタリカバリを実現するため
に、ストレージの利用率を最大化します。
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使用例

SFHA Solutions の機能

高度で、カスタマイズ可能なヒューリスティックを
使って、I/O キャッシュで SSD （ソリッドステートド
ライブ）でのデータ効率を高め、キャッシュする
データと、そのデータをキャッシュから削除する
方法を特定します。

VxVM ボリュームで実行しているアプリケーショ
ンの SmartIO 読み取りキャッシュ
VxFS ファイルシステムで実行しているアプリ
ケーションの SmartIO 読み取りキャッシュ
VxFS ファイルシステムで実行しているアプリ
ケーションの SmartIO 書き込みキャッシュ
VxFS ファイルシステムのデータベースの
SmartIO キャッシュ
VxVM ボリュームのデータベースの SmartIO
キャッシュ
データベースの SmartIO ライトバックキャッシュ
は SFRAC ではサポートされない
『Veritas InfoScale 7.0 SmartIO for
Solid-State Drives ソリューションガイド』を参照
してください。
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2
Veritas InfoScale 製品での
DB2 の配備

■

第2章 Storage Foundation 環境への DB2 オプションの配備

■

第3章 Storage Foundation を使用した DB2 の配備

■

第4章 Storage Foundation を使用したオフホスト設定での DB2 の配備

■

第5章 High Availability を使用した DB2 の配備

2
Storage Foundation 環境
への DB2 オプションの配備
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale 環境の DB2 配備オプション

■

Storage Foundation を用いる単一システムの DB2

■

Storage Foundation 環境でオフホストを使う単一システム上の DB2

■

Storage Foundation High Availability を用いた高可用性クラスタの DB2

■

SF Cluster File System HA のある並列クラスタの DB2

■

仮想化環境での DB2 と Storage Foundation の配備

■

Storage Foundation SmartMove およびシンプロビジョニングによる DB2 の配備

Veritas InfoScale 環境の DB2 配備オプション
次の設定で SFHA Solutions（Storage Foundation High Availability Solutions）製品
を備えた DB2 を配備できます。
■

Storage Foundation 環境の単一システムの DB2

■

Storage Foundation 環境でオフホストを使う単一システムの DB2

■

SFHA（Storage Foundation High Availability）で高可用性化するクラスタの DB2

■

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster Server High Availability）を備えた DB2

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールはこれらすべての設定をサポートし
ています。
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Storage Foundation を用いる単一システムの DB2

Storage Foundation を用いる単一システムの DB2
Storage Foundation で DB2 データベースを配備する場合、セットアップ設定は次の条
件を反映します。
■

DB2 データベースは SF のある sys1 に設定されます。

■

DB2 データベースは sys1 でオンラインです。

■

sys1 上で SFDB ツールコマンドを実行する必要があります。

Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリまたはリポジトリデータベースにつ
いて詳しくは次を参照してください。
p.49 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて」 を参照してく
ださい。
「図 2-1」に、Storage Foundation 環境での DB2 の単一システムの配備について示し
ます。
Storage Foundation の単一システムの DB2 データベース

図 2-1

sys1

DB2

DB2
マウントポ
イント

VxVM
ボリューム
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Storage Foundation 環境でオフホストを使う単一シス
テム上の DB2
オフホスト設定で Storage Foundation を使う単一インスタンスの DB2 を配備する場合、
設定は次の条件を反映します。
■

DB2 データベースは SF のある sys1 に設定されます。

■

DB2 データベースは sys1 でオンラインです。

■

sys1 と sys2 は同じストレージを共有します。

Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリまたはリポジトリデータベースにつ
いて詳しくは次を参照してください。
p.49 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて」 を参照してく
ださい。
「図 2-2」に、Storage Foundation 環境でオフホストを使う DB2 の単一システムの配備
について示します。
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Storage Foundation 環境でオフホストを使う DB2 の単一システム

図 2-2

sys1

sys2
DB2

DB2

DB2
マウントポ
イント

DB2
マウントポ
イント

VxVM
ボリューム

VxVM
ミラーボリ
ューム

Storage Foundation High Availability を用いた高可
用性クラスタの DB2
SFHA（Storage Foundation High Availability）で DB2 を配備する場合、セットアップ設
定には次の条件が反映されます。
■

高可用性 DB2 データベースは、SFHA のある sys1 と sys2 に設定されます。

■

データベースとデータファイルは sys1 でオンラインです。

■

データベースがオンラインである sys1 で SFDB ツールコマンドを実行する必要があ
ります。

Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリまたはリポジトリデータベースにつ
いて詳しくは次を参照してください。
p.49 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて」 を参照してく
ださい。
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図 2-3 および 図 2-4 に、Storage Foundation 環境での単一システム DB2 のフェール
オーバーの配備について示します。
図 2-3

SFHA のある単一システムの DB2

Sys1（アクテ
ィブホスト）

Sys2（パッシ
ブホスト）

DB2

DB2

DB2
マウントポ
イント

DB2
マウントポ
イント

VxVM
ボリューム
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図 2-4

SFHA フェールオーバー設定のある単一システムの DB2

Sys1（パッシ
ブホスト）

Sys2（アクテ
ィブホスト）

DB2

DB2

DB2
マウントポ
イント

DB2
マウントポ
イント
フェー
ルオー
バー

VxVM
ボリューム

SF Cluster File System HA のある並列クラスタの
DB2
SF Cluster File System HA で DB2 データベースを配備する場合、セットアップ設定は
次の条件を反映します。
■

DB2 を使用する高可用性並列クラスタは、SF Cluster File System HA のある sys1
と sys2 に設定されます。

■

データベースは sys1 でオンラインです。

■

データファイルは sys1 と sys2 にマウントされ、共有されます。

■

データベースリポジトリは syst1 と sys2 にマウントされ、共有されます。

■

sys2 では SFDB ツールコマンドは失敗します。
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Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリまたはリポジトリデータベースにつ
いて詳しくは次を参照してください。
p.49 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて」 を参照してく
ださい。
次の図では、リポジトリディレクトリは DB2 マウントポイントに存在します。
図 2-5

Storage Foundation HA のある単一システムの DB2

Sys1（アクテ
ィブホスト）

Sys2（パッシ
ブホスト）

DB2

DB2

DB2
マウントポ
イント

DB2
マウントポ
イント

VxVM
ボリューム

SF Cluster File System HA では、バックアップシステムへのフェールオーバーは手動
ではなく自動で行われます。
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図 2-6

Storage Foundation HA フェールオーバー設定のある単一システ
ムの DB2

Sys1（パッシ
ブホスト）

Sys2（アクテ
ィブホスト）

DB2

DB2

DB2
マウントポ
イント

DB2
マウントポ
イント
フェー
ルオー
バー

VxVM
ボリューム

仮想化環境での DB2 と Storage Foundation の配備
仮想コンピュータ環境で SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを配備す
る場合、次がサポートされています。
■

Linux での VMware

Storage Foundation SmartMove およびシンプロビ
ジョニングによる DB2 の配備
Storage Foundation 製品と DB2 データベースで SmartMove とシンプロビジョニング
を使うことができます。
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データファイルが削除された場合、下位のデバイスがシン再生 LUN の場合に、これらの
ファイルによって使われたストレージ領域を再生できます。 このためには Storage
Foundation シン再生機能を使用します。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
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用した DB2 の配備
この章では以下の項目について説明しています。
■

DB2 データベースを配備するためのタスク

■

DB2 の配備のためのボリュームレイアウトの選択について

■

DB2 を配備するためのディスクグループの設定

■

DB2 を配備するためのボリュームの作成

■

DB2 を配備するための VxFS ファイルシステムの作成

■

DB2 を配備するためのファイルシステムのマウント

■

DB2 のインストールとデータベースの作成

DB2 データベースを配備するためのタスク
Storage Foundation 環境で DB2 データベースのシングルシステムを配備する場合は、
下記に挙げた順序でタスクを完了させます。

第 3 章 Storage Foundation を使用した DB2 の配備
DB2 の配備のためのボリュームレイアウトの選択について

ボリュームレイアウトを作成する。

p.38 の 「DB2 の配備のためのボリュームレイア
ウトの選択について」 を参照してください。
p.39 の 「DB2 を配備するためのディスクグルー
プの設定」 を参照してください。
p.40 の 「DB2 を配備するためのディスクグルー
プ設定のガイドライン」 を参照してください。
p.40 の 「DB2 を配備するためのボリュームの作
成」 を参照してください。
p.41 の 「DB2 を配備するためのボリューム設定
のガイドライン」 を参照してください。

ファイルシステムを作成してマウントする。

p.42 の 「DB2 を配備するための VxFS ファイ
ルシステムの作成」 を参照してください。
p.42 の 「DB2 を配備するためのファイルシステ
ムの作成ガイドライン」 を参照してください。
p.43 の 「DB2 を配備するためのファイルシステ
ムのマウント」 を参照してください。

DB2 をインストールしてデータベースを作成す
る。

p.44 の 「DB2 のインストールとデータベースの
作成」 を参照してください。

DB2 の配備のためのボリュームレイアウトの選択につ
いて
VxVM（Veritas Volume Manager）ではさまざまなレイアウトを設定することができ、これ
によりユーザーは、データベースのパフォーマンスと可用性の必要条件に合わせてデー
タベースを設定できます。 ボリュームレイアウトを適切に選択することによって、データ
ベースの作業負荷に対して最適なパフォーマンスがもたらされます。
ディスク I/O は、データベースのパフォーマンスを決める重要な要素の 1 つです。 I/O
負荷が分散されると通常は最適なパフォーマンスが得られます。 分散型 I/O が実現され
るようにデータベースオブジェクトのレイアウトを設計することは、データベースを設定す
るうえで重要な一歩となります。 表領域を配置する場所を決めるときに、今後の使用パ
ターンの予測を立てることが難しい場合がよくあります。 VxVM では、初回のデータベー
スの設定や、ニーズの変化に合わせた継続的なデータベースパフォーマンスの向上の
ために、ストレージを柔軟に設定できます。 また、ボリュームを複数デバイスに分割して
データ配置の精度を高めることができます。 ストライプボリュームを使用することで、、I/O
は複数のディスクドライブに渡って分散できます。 ほとんどのデータベースでは、データ
ベースに応じて、異なるコンテナであれ表領域であれ利用可能なディスク間に配布され
るのを確認すれば十分である可能性があります。
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ストライプ化はまた順次テーブルスキャンのパフォーマンスの向上に役立ちます。 テーブ
ルを複数のデバイスにわたってストライプ化する場合は、DB2 のパラメータ
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT を、フルストライプサイズを DB_BLOCK_SIZE で除
算した値の倍数に設定することによって、高転送帯域幅を確保できます。
デフォルトでストライプを表領域のコンテナレベルで実行する DB2 を使用する際の別の
非常に重要な注意事項は、DB2_STRIPED_CONTAINERS 変数の設定です。
DB2 データベースで Database FlashSnap 機能（ポイントインタイムコピー）を使用し、
それを同じホストで、またはオフホスト処理かバックアップで使用する計画の場合は、ボ
リュームのレイアウトが FlashSnap の必要条件を満たすようにする必要があります。

DB2 を配備するためのディスクグループの設定
データベースのボリュームとファイルシステムを作成する前に、各データベースのディスク
グループをセットアップする必要があります。
ディスクグループを作成する前に、ディスクグループ設定のガイドラインを確認します。
p.40 の 「DB2 を配備するためのディスクグループ設定のガイドライン」 を参照してくださ
い。
ディスクグループを作成するには
◆

次のようにして vxdg コマンドを使用します。
# /opt/VRTS/bin/vxdg init disk_group disk_name=disk_device

たとえば、raw ディスクパーティションで PRODdg という名前のディスクグループを
作成する場合、ディスク名 PRODdg01 はディスクグループ内のディスクを参照しま
す。
Linux
# /opt/VRTS/bin/vxdg init PRODdg PRODdg01=sda

ディスクグループにディスクを追加するには
◆

次のようにして vxdg コマンドを使用します。
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g disk_group adddisk disk_name=disk_device

たとえば、PRODdg02 という名前のディスクをディスクグループ PRODdg に追加するに
は次のようにします。
Linux
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk PRODdg02=sda
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# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk PRODdg03=sdb
# /opt/VRTS/bin/vxdg -g PRODdg adddisk

PRODdg04=sdc

DB2 を配備するためのディスクグループ設定のガイドライン
ディスクグループを設定する場合は次のガイドラインに従います。
■

新しいディスクグループを作成するために使用できるのは、オンライン状態であり、ど
のディスクグループにも属していないディスクのみです。

■

各データベースに対して 1 つのディスクを作成します。

■

ディスクグループ名は一意である必要があります。 環境変数 $DB2DATABASE と接尾
辞 dg で指定される DB2 データベース名を使って各ディスクグループに名前を付け
ます。 接尾辞 dg は、オブジェクトをディスクグループとして識別するのに役立ちます。

■

各ディスク名はディスクグループ内で一意である必要があります。

■

異なる DB2 インスタンス間でディスクグループを共有しないでください。 推奨ではあ
りませんが、同じインスタンスのすべてのデータベース間でディスクグループを共有す
ることは、インスタンスが複数の小さいデータベースを含んでいれば意味がある場合
があります。 この場合は、環境変数 $DB2INSTANCE と接尾辞 dg で指定される DB2
データベースインスタンス名を使ってディスクグループに名前を付けます。

■

同じディスクグループに存在しないファイルシステムやボリュームを使用してコンテナ
を作成することはできません。

メモ: VxVM コマンドに関連するディスクグループを実行するにはいずれの場合にも root
権限を持っている必要があります。
詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

DB2 を配備するためのボリュームの作成
VxVM（Veritas Volume Manager）は、論理ボリュームを使用してディスク領域を編成し
て管理します。 ボリュームは、1 つ以上の物理ディスクの部分によって構成されるため、
物理ディスクの制約を受けません。
ボリュームを作成する前に、ボリュームの作成ガイドラインを確認します。
p.41 の 「DB2 を配備するためのボリューム設定のガイドライン」 を参照してください。
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ボリュームを作成するには
◆

次のように、vxassist コマンドを使います。
# /opt/VRTS/bin/vxassist -g disk_group make volume_name volume_size
disk_name

次は vxassist コマンドを使用してボリュームを作成する例です。
次の例では、PRODdg ディスクグループ上に db01 という 1 GB のボリュームを作成しま
す。
#/opt/VRTS/bin/vxassist -g PRODdg make db01 1g PRODdg01

DB2 を配備するためのボリューム設定のガイドライン
ボリュームレイアウトを選定する場合は次のガイドラインに従います。
■

ストライプ化およびミラー化された（RAID-0+1）ボリューム上に作成されたファイルシ
ステムのデータベースログファイルは、インデックスまたは表領域とは別に置きます。
必要に応じて複数のデバイスをストライプ化してより大きいボリュームを作成してくださ
い。 信頼性を向上させるためにミラー化を使用します。 REDO ログに VxVM RAID-5
を使用しないでください。

■

通常のシステム可用性が許容される場合は、ほとんどの OLTP 作業負荷ではストラ
イプボリューム上に作成されたファイルシステムに表領域を置きます。

■

ストライプボリュームは最低でも 4 つのディスク間で作成します。 ディスクコントローラ
をまたがるストライプ化を試行します。
順次スキャンのために、NUM_IOSERVERS と DB2_PARALLEL_IO 設定がストライプで
使われるディスクデバイスの数と一致するように調整されていることを確認します。

■

ほとんどの作業負荷では、ストライプ化されたボリュームについてデフォルトの 64 K
ストライプユニットのサイズを使います。

■

システム可用性が重要な場合、書き込みを集中的に行うほとんどの OLTP 作業負荷
ではミラー化を使います。 DRL（dirty region logging）をオンにして、システムがクラッ
シュした場合に備えて高速ボリューム再同期を可能にします。

■

ほとんどの DSS（意思決定支援システム）作業負荷では、順次スキャンが一般的であ
り、さまざまなストライプ化戦略やストライプユニットのサイズを試してみます。 最も頻
繁にアクセスするテーブルまたは一緒にアクセスするテーブルを別のストライプボリュー
ムに置いてデータ転送の帯域幅を向上させます。
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DB2 を配備するための VxFS ファイルシステムの作成
VxFS（Veritas File System）ファイルシステムを作成するには、mkfs コマンドまたは
mkfs_vxfs コマンドを使います。
VxFS ファイルシステムを作成する前にファイルシステムの作成のガイドラインを確認しま
す。
p.42 の 「DB2 を配備するためのファイルシステムの作成ガイドライン」 を参照してくださ
い。
既存のボリュームで VxFS ファイルシステムを作成するには
◆

次のように、mkfs コマンドを使います。
■

# /usr/sbin/mkfs -t vxfs generic_options¥
-o specific_options special size

各オプションの説明
■

vxfs はファイルシステムのタイプです

■

generic_options はほとんどのファイルシステムに共通のオプションです

■

specific_options は VxFS ファイルシステム固有のオプションです

■

special はファイルシステムを作成する RAW キャラクタデバイスまたは VxVM ボ

リュームの絶対パス名です
■

（オプション）size は新しいファイルシステムのサイズです

サイズを指定しない場合、ファイルシステムは下位ボリュームと同じ規模になります。
たとえば、ブロックサイズが 8 KB で新しく作成される db01 ボリュームで 2 GB より大きい
ファイルをサポートする VxFS ファイルシステムを作成するには、次のコマンドを使いま
す。
■

# /usr/sbin/mkfs -V vxfs -o largefiles,bsize=8192,logsize=2000 ¥
/dev/vx/rdsk/PRODdg/db01

-o largefiles オプションにより、2 GB より大きいファイルを作成できます。

メモ: この例ではサイズが指定されていないため、ファイルシステムのサイズは自動的に
計算されてファイルシステムが作成されるボリュームと同じサイズになります。

DB2 を配備するためのファイルシステムの作成ガイドライン
VxFS ファイルシステムを作成する場合、次のガイドラインに従ってください。
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■

データベースのファイルシステムを作成する場合、最大ブロックサイズとログサイズを
指定します。

■

ファイルシステムのインテントログ機能は無効にしません。

■

REDO ログ、制御ファイル、データファイル、tmp ファイル、アーカイブ REDO ログに
ついては、別々のファイルシステムを作成します。

■

コマンドラインを使う場合、マウントポイントを使って下位ボリュームの名前を付けます。
たとえば、ミラー化されたボリュームで /db01 という名前のファイルシステムを作成す
る場合、ボリュームには db01 という名前を付け、ミラーには db01-01 と db01-02 と
いう名前を付けて、設定オブジェクトに関連させます。 vxassist コマンドまたは GUI
を使っている場合、これは透過的です。

■

DB2 データベースのブロックサイズはファイルシステムブロックサイズの倍数になる必
要があります。 可能であれば、同じサイズに保ちます。

詳しくは、『Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

DB2 を配備するためのファイルシステムのマウント
VxFS ファイルシステムを作成した後で、root ユーザーとして、mount コマンドを使って
ファイルシステムをマウントします。
詳しくは、mount コマンドと mount_vxfs コマンドのマニュアルページを参照してくださ
い。
ファイルシステムをマウントするには
◆

次のようにして mount コマンドを使用します。
■

Linux
# /usr/sbin/mount -t vxfs special /mount_point

各オプションの説明
■

vxfs はファイルシステムのタイプです

■

special は、ブロックの特殊デバイスです。

■

/mount_point は、ファイルシステムがマウントされるディレクトリです。

たとえば、大容量ファイルをサポートする /db01 という名前のファイルシステムをボリュー
ム /dev/vx/dsk/PRODdg/db01 にマウントするには次のようにします。
■

# /usr/sbin/mount -V vxfs -o largefiles /dev/vx/dsk/PRODdg/db01 ¥
/db01
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DB2 のインストールとデータベースの作成
DB2 を配備するためのデータベースレイアウトの注意事項とサポートされている設定を
確認します。
p.84 の 「DB2 データベースレイアウトに関する注意事項」 を参照してください。
p.85 の 「サポート対象の DB2 設定」 を参照してください。
DB2 ソフトウェアのインストールと DB2 データベースの作成について詳しくは、DB2 社
のマニュアルを参照してください。
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Storage Foundation を使
用したオフホスト設定での
DB2 の配備
この章では以下の項目について説明しています。
■

データベースのオフホスト設定の必要条件

データベースのオフホスト設定の必要条件
オフホスト構成で SFDB（Storage Foundation Database）を使用して DB2 データベー
スを設定する場合は、次の点を確認してください。
■

Veritas InfoScale Storage Foundation 環境に DB2 データベースを配備するため
のタスクがすべて完了している。
p.37 の 「DB2 データベースを配備するためのタスク」 を参照してください。

■

次の必要条件が満たされていること。
■

ファイルはすべて VxVM ボリュームにわたる VxFS ファイルシステム上に配置さ
れている。 RAW デバイスはサポート対象外となっている。

■

データベースファイルへのシンボリックリンクが存在しない。

■

プライマリホストとセカンダリホストにインストールされている製品のバージョンが同
じである。

■

同じバージョンの DB2 が両方のホストにインストールされており、DB2 のバイナリ
とデータファイルが異なるボリュームとディスク上に存在する。

■

データベースユーザーとグループの UNIX ログインが両方のホストで同じである。
UNIX UID と GID も同じである必要があります。
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■

両方のホストに Veritas InfoScale Enterprise ライセンスが付与されている必要
があります。
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5
High Availability を使用し
た DB2 の配備
この章では以下の項目について説明しています。
■

DB2 を HA 設定に配備するためのタスク

■

データベースを高可用性にする VCS 設定

DB2 を HA 設定に配備するためのタスク
DB2 データベースを Storage Foundation High Availability（SFHA）環境に配備する場
合は、次のタスクを完了させます。
DB2 データベースを Storage Foundation の環 p.37 の 「DB2 データベースを配備するための
境に配備するためのタスクを完了させる。
タスク」 を参照してください。
VCS を設定してデータベースを高可用性にす p.47 の 「データベースを高可用性にする VCS
る。
設定」 を参照してください。

データベースを高可用性にする VCS 設定
DB2 データベースの可用性を高めるには、データベース設定を VCS （Cluster Server）
によって制御する必要があります。
『Veritas InfoScale Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

3
Storage Foundation for
Databases（SFDB）ツールの
設定

■

第6章 Storage Foundation for Databases リポジトリデータベースの設定および管
理

■

第7章 Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールのアップグレードおよび
移行

■

第8章 Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証の設定

6
Storage Foundation for
Databases リポジトリデータ
ベースの設定および管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて

■

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの必要条件

■

SFDB（Storage Foundation for Database）ツールの可用性

■

Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリの設定

■

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジトリの削除

SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジト
リについて
Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジトリ、つまりリポジトリデータベースに
は、Storage Foundation for Databases で必要なメタデータ情報が格納されます。
メモ: Veritas InfoScale Enterprise 製品の初期インストールと設定以外で、リポジトリデー
タベースの操作が必要になるのはごくまれです。
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Storage Foundation 製品のこのリリースでは、SFDB リポジトリはリレーショナルデータ
ベースに格納され、SQLite3 によって管理されます。

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツール
の必要条件
製品の必要条件は、『Veritas InfoScale 7.0 リリースノート』に記載されています。
このハードウェア互換性リストにはサポートされているハードウェアの情報が記されてお
り、定期的に更新されます。 サポートされているハードウェアの最新情報については、次
の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211575
サポートされている Storage Foundation 製品と DB2 のバージョンの最新情報について
は、次を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC5082
ハードウェアとソフトウェアの互換性を確認するには、現在の DB2 マニュアルを確認して
ください。

SFDB（Storage Foundation for Database）ツールの
可用性
DB2 データベースの SFDB ツールは、次の製品に含まれています。
■

DB2 を備えるホストシステムをサポートする Storage Foundation
メモ: 必要な Veritas InfoScale Enterprise ライセンス。

■

自動フェールオーバーと DB2 を備えるクラスタホストシステムをサポートする Storage
Foundation for Cluster File System HA

このリリースでの SFDB ツールの機能変更および問題点について詳しくは、『Veritas
InfoScale 7.0 リリースノート』で最新の詳細情報を参照してください。

Storage Foundation for Databases（SFDB）リポジト
リの設定
SFDB リポジトリは、初めて vxsfadm を実行するときに自動で作成されます。その他の手
順は不要です。
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SFDB のリポジトリの場所
リポジトリの場所は DBPATH と同じです。
次の図では、リポジトリディレクトリは DB2 マウントポイントに存在します。
SFDB のリポジトリの場所

図 6-1

DB2

DB2
マウントポ
イント
リポジトリ

デフォルトの
パス

データベース
ボリューム
リポジトリ

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタにノードを追加した後に、SFDB リポジトリを更新して新しいノードのアクセスを有
効にします。
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ノードを追加した後に SFDB リポジトリを更新するには

1

クラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに /var/vx/vxdba/rep_loc ファイ
ルをコピーします。

2

既存のクラスタノードに /var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイル
がある場合は、そのファイルを新しいノードにコピーします。
既存のクラスタノードのどのノードにも
/var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルがない場合は、必要な操

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。
p.52 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジトリの削除」 を参照してく
ださい。

SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジ
トリの削除
製品を削除した後に、SFDB リポジトリファイルとバックアップを削除できます。
SFDB リポジトリファイルを削除すると、SFDB ツールが無効になります。
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SFDB リポジトリを削除するには

1

ホストで作成された SFDB リポジトリを特定します。

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。

DB2 9.5 および 9.7:
# rm -rf /db2data/db2inst1/NODE0000/SQL00001/.sfae

DB2 10.1 および 10.5:
# rm -rf /db2data/db2inst1/NODE0000/SQL00001/MEMBER0000/.sfae

3

リポジトリの場所にあるファイルを削除します。
# rm -rf /var/vx/vxdba/rep_loc

これで SFDB リポジトリの削除が完了します。
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7
Storage Foundation for
Databases（SFDB）ツール
のアップグレードおよび移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation for DB2 から Storage Foundation for Databases へのアップ
グレードについて

Storage Foundation for DB2 から Storage
Foundation for Databases へのアップグレードについ
て
Storage Foundation 5.1 以前からアップグレードする場合、SFDB ツールのアップグレー
ドは利用できません。 Veritas InfoScale 製品については、新規インストール手順に従う
必要があります。
製品を設定するには、『Cluster Server Generic Application Agent 設定ガイド』の手順
に従います。

8
Storage Foundation for
Databases（SFDB）ツール
の認証の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFDB ツール認証のための vxdbd の設定

■

SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノードの追加

■

SFDB コマンドを実行できるようにするためのユーザーの許可

SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

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

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.
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3

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

4

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

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。

SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノー
ドの追加
SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加するには、root ユーザーとし
て次の手順を実行します

1

sfae_auth_op コマンドの -o export_broker_config オプションを使用して、す

でに認証済みのクラスタ内のノードから、認証データをエクスポートします。
-f オプションを使用して、エクスポートされたデータを格納されるファイル名を指定

します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o export_broker_config -f exported-data

2

scp または rcp といった、利用できるコピー方法で、エクスポートされたファイルを新

しいノードにコピーします。

3

sfae_auth_op コマンドの -o import_broker_config オプションを使用して、新

しいノードに認証データをインポートします。
-f オプションを使用して、手順 2 でコピーしたファイルの名前を指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o import_broker_config -f exported-data
Setting up AT
Importing broker configuration
Starting SFAE AT broker
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4

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

5

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

6

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

新しいノードは、クラスタと対話するように認証されて、SFDB コマンドを実行します。

SFDB コマンドを実行できるようにするためのユーザー
の許可
SFDB コマンドを実行するようユーザーを許可するには、root ユーザーとして以下の手
順を実行します。
◆

sfae_auth_op コマンドの -o auth_user オプションを使用して、ユーザー名を -u

オプションの引数として指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o auth_user -u db2inst1
Creating principal db2inst1@sys1.example.com

上位ノードが同じクラスタの一部ではないオフホストのセットアップで、追加の -h オプショ
ンを使い、次の手順を実行します。

57

第 8 章 Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証の設定
SFDB コマンドを実行できるようにするためのユーザーの許可

1

58

クラスタの一部である各プライマリノードで sfae_auth_op コマンドに -h off-host
hostname を次の例のように追加します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o auth_user -u oragrid -h myoffhost
Creating principal oragrid@dblxx64-2-v6.vxindia.veritas.com

2

オフホストノードで、sfae_auth_op コマンドに -hprimary node を次の例のように
追加します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o auth_user -u oragrid -h dblxx64-2-v6
Creating principal oragrid@myoffhost.vxindia.veritas.com

4
DB2 データベースのパフォー
マンスの向上

■

第9章 データベースアクセラレータについて

■

第10章 Veritas Concurrent I/O によるデータベースパフォーマンスの向上

9
データベースアクセラレータ
について
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas InfoScale 製品コンポーネントのデータベースアクセラレータについて

Veritas InfoScale 製品コンポーネントのデータベース
アクセラレータについて
どのような環境でも、相応のパフォーマンスを維持することや、パフォーマンス SLA（Service
Level Agreements）を満たすことが主要な懸案事項です。 Veritas InfoScale 製品コン
ポーネントは、様々な方法によってデータベース環境全体のパフォーマンスを向上させ
ます。
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表 9-1

Veritas InfoScale 製品コンポーネントのデータベースアクセラレータ

Veritas InfoScale
データベースアクセラ
レータ

サポート対象のデー 使用例と注意事項
タベース

Oracle Disk Manager
（ODM）

Oracle

■

■

■

ファイル I/O に対する最先端のカーネル
サポートを含む改善されたアプリケーショ
ンプログラミングインターフェース（API）を
利用して、Oracle のパフォーマンスを向
上させ、システム帯域幅を管理します。
Oracle Resilvering を使い、Veritas
Volume Manager DRL（Dirty Region
Logging）をオフにしてパフォーマンスを
向上させるには、ODM を使います。
ミッションクリティカルなアプリケーションの
I/O 帯域幅をより多く利用できるようにし
て、データベースの一貫性を復元するた
めに必要な時間を短縮するには、
SmartSync Recovery Accelerator を使
います。

Cached Oracle Disk
Oracle
Manager（Cached ODM）

選択した I/O でキャッシュを使って ODM I/O
のパフォーマンスを向上させるには、Cached
ODM を使います。

ConcurrentI/O

CIO（Concurrent I/O）は、DB2 環境および
Sybase 環境向けに最適化されています。

DB2
Sybase

ファイルサイズの拡張に関する制限なしで、
VxFS ファイルシステム上で実行されるデー
タベースのパフォーマンスを向上させるには、
Veritas InfoScale Concurrent I/O を使いま
す。

これらのデータベースアクセラレータ技術によって、データベースのパフォーマンスは
RAW ディスクパーティションと同等になりますが、さらにファイルシステムの管理性が得ら
れるという利点があります。 Storage Foundation の DMP（Dynamic Multi-Pathing）機
能により、サーバーからアレイまでのすべての使用可能なパスで I/O アクティビティの負
荷を分散することで、パフォーマンスが最大限に引き上げられます。 DMP は主要なハー
ドウェア RAID ベンダーをすべてサポートしているので、サードパーティ製のマルチパス
ソフトウェアが不要となり、TCO を削減できます。
Veritas InfoScale データベースアクセラレータを使うと、データベースのパフォーマンス
をより高精度で管理できるようになります。
ODM および Cached ODM for Oracle の使用について詳しくは、『Veritas InfoScale
Oracle データベース用ストレージと可用性管理』を参照してください。
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DB2 での同時 I/O の使用について詳しくは、『Veritas InfoScale DB2 データベース用
ストレージと可用性管理』を参照してください。
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10
Veritas Concurrent I/O に
よるデータベースパフォーマ
ンスの向上
この章では以下の項目について説明しています。
■

同時 I/O について

■

同時 I/O の有効化と無効化のタスク

同時 I/O について
同時 I/O を使うと、VxFS ファイルシステム上の通常のファイルのパフォーマンスが向上
します。 これにより、管理タスクが簡素化され、順次読み取り/書き込みを必要条件としな
いデータベースがファイルに同時にアクセスできるようになります。 この章では、同時 I/O
機能の使用方法について説明します。

同時 I/O の動作
従来より、Linux のセマンティクスでは、ファイルに対する読み取り操作と書き込み操作を
シリアル化された順序で実行する必要があります。 このため、ファイルシステムは、重複
する読み取り操作と書込み操作の厳密な順序付けを行う必要があります。 ただし、デー
タベースでは、通常はこのレベルの制御を必要とせず、同時制御を内部的に実装してお
り、順序付けを行うためにファイルシステムを使用することはありません。
同時 I/O 機能は、シリアル化を必要としないデータベースやその他のアプリケーションの
読み取り操作と書き込み操作からこれらのセマンティクスを排除します。
同時 I/O を使う利点は次のとおりです。
■

単一のライターと複数のリーダーの間の同時実行
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■

複数のライター間の同時実行

■

書き込み拡張のためのシリアル化の最小化

■

すべての I/O を直接実行し、ファイルシステムキャッシュを使わない

■

I/O 要求がファイルシステムに直接送信される

■

i ノードのロックが回避される

同時 I/O の有効化と無効化のタスク
同時 I/O は、デフォルトでは有効になっていないため、手動で有効にする必要がありま
す。 また、将来同時 I/O を使わないことを選択した場合も、手動で無効にする必要があ
ります。
次のタスクを実行できます。
■

同時 I/O の有効化

■

同時 I/O の無効化

DB2 の同時 I/O の有効化
通常のファイルに関しては、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する必要
がないため、同時 I/O を有効にすることができます。
DB2 では、ファイルシステム全体で同時 I/O を使えるようにするか、または特定の SMS
コンテナで同時 I/O を使えるようにすることができます。特定の SMS コンテナで使えるよ
うにする場合、ファイルシステムの残りの部分では通常のバッファ I/O を使います。
同時 I/O を有効にする前に、次のことを確認してください。
前提条件

■

■

■

同時 I/O 機能を使うには、ファイルシステムが VxFS ファイルシステムで
ある必要があります。
ファイルシステムをマウントする予定のマウントポイントがあることを確認
してください。
DBA がマウントポイントにアクセスできることを確認してください。
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使用に関する注意
事項

■

■

■

■

■

同時 I/O を使うファイルが開いている場合、同時 I/O 機能を使わない別
のユーザーはそのファイルを同時に開くことはできません。
同時 I/O を使うデータベースファイルが開いている場合、Veritas
NetBackup では、そのファイルをバックアップできません。ただし、 ユー
ティリティを使えばデータベースをオンラインでバックアップできます。
同時 I/O オプションを使ってファイルシステムをマウントする場合、Quick
I/O を有効にしないでください。DB2 が Quick I/O ファイルを開けなくな
り、インスタンスの起動が失敗します。 （Quick I/O は Linux では使えま
せん。）
Quick I/O 機能が利用できても、データベースに同時 I/O を使っている
場合は Quick I/O ツールを使わないでください。
マウント設定については詳しくは、mount_vxfs（1M）のマニュアルペー
ジを参照してください。

DB2 では、/mount_point は、同時 I/O 機能を使う SMS 表スペースのデータコンテナを
置くことができるディレクトリです。
メモ: これは、同時 I/O を使うために新しい表スペースを作成する場合と、既存の表スペー
スを同時 I/O に使えるようにする場合の両方に適用されます。
たとえば、DB2 で /db2data というマウントポイントに /datavol というファイルシステム
をマウントするには、次のように入力します。
# /usr/sbin/mount -t vxfs -o cio /dev/vx/dsk/db2dg/datavol ¥
/db2data

namefs -o cio オプションを使って新しい SMS コンテナで同時 I/O を有効にするには
◆

mount コマンドを使って、同時 I/O 機能を使う SMS 表スペースのデータコンテナを

置くディレクトリをマウントします。
# /usr/sbin/mount -Vt namefs -o cio /path_name /new_mount_point

各オプションの説明
■

/path_name は、同時 I/O を使うファイルが存在するディレクトリです。

■

/new_mount_point は、同時 I/O 機能を使う新しいターゲットディレクトリです。

同時 I/O を使うためのディレクトリ（新しい SMS コンテナが配置される場所）をマウントす
る例を次に示します。
/mysms というマウントポイントに、/container1 という SMS コンテナをマウントするには、

次のように入力します。
# /usr/sbin/mount -Vt namefs -o cio /datavol/mysms/container1 /mysms
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namefs -o cio オプションを使って既存の SMS コンテナで同時 I/O を有効にするには

1

db2stop コマンドを使って DB2 インスタンスを停止します。

2

mv コマンドを使って、同時 I/O を有効にするディレクトリを利用可能にします。
# mv /mydb/mysmsdir /mydb/mysmsdir2

3

mount コマンドで -o cio オプションを指定して、/mydb/mysmsdir2 を
/mydb/mysmsdir に再マウントします。
# mount -Vt namefs -o cio /mydb/mysmsdir2 /mydb/mysmsdir

4

db2start コマンドを使って DB2 インスタンスを起動します。
# db2stop
# mv /mydb/mysmsdir /mydb/mysmsdir2
# mount -Vt namefs -o cio /mydb/mysmsdir2 /mydb/mysmsdir
# db2start

この例は、同時 I/O を使うために既存の SMS コンテナのディレクトリをマウントする方法
を示しています。
DB2 表スペースを作成するときにその表スペースで同時 I/O を有効にするには

1

no file system caching オプションを指定した db2 -v "create regular
tablespace..." コマンドを使います。

2

他のパラメータはすべて、システムの必要条件に応じて設定します。

既存の DB2 表スペースで同時 I/O を有効にするには
◆

次のように、DB2 の no file system caching オプションを使います。
# db2 -v "alter tablespace tablespace_name no file system caching"

tablespace_name は、同時 I/O を有効にする表スペースの名前です。
特定の DB2 表スペースで同時 I/O が設定されていることを確認するには

1

DB2 の get snapshot オプションを使って、同時 I/O を確認します。
# db2 -v "get snapshot for tablespaces on dbname"

dbname はデータベース名です。

2

確認する表スペースを見つけ、File system caching 属性を調べます。File
system caching = No であれば、同時 I/O は有効になっています。
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DB2 の同時 I/O の無効化
同時 I/O を無効にする必要がある場合、DB2 の file system caching オプションを
使います。
メモ: 同時 I/O を有効にするために mount コマンドで namefs -o cio オプションを使っ
てディレクトリをマウントした場合は、そのオプションを使わずに再マウントしてください。
また、既存の SMS コンテナで同時 I/O を有効にする手順に従う場合は、ディレクトリの
名前を元の名前に変更してください。
DB2 表スペースで同時 I/O を無効にするには
◆

次のように、DB2 の file system caching オプションを使います。
# db2 -v "alter tablespace tablespace_name file system caching"

tablespace_name は、同時 I/O を無効にする表スペースの名前です。

5
PITC の使用

■

第11章 PITC 方法の理解

■

第12章 DB2 PITC に関する注意事項

■

第13章 サードミラーブレークオフスナップショットの管理

■

第14章 Storage Checkpoints の管理

■

第15章 SFHA 環境での Netbackup によるバックアップとリストア

11
PITC 方法の理解
この章では以下の項目について説明しています。
■

PITC（Point-In-Time Copy）の概要

■

PITC を使う状況

■

Storage Foundation PITC テクノロジについて

■

SFDB ツールによってサポートされている PITC ソリューション

■

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールのサポートするスナップショット
モードについて

■

ボリュームレベルのスナップショット

■

Storage Checkpoint

PITC（Point-In-Time Copy）の概要
Storage Foundation は、業務上の重要なデータを管理するための柔軟で効率的な手
段です。 Storage Foundation を使うと、頻繁に更新されるデータベースのある瞬間にお
けるオンラインイメージ、すなわちポイントインタイムコピーを取得できます。
トランザクション処理、意思決定、知的財産の作成などに継続的に（週 7 日 24 時間）利
用しなければならないデータ量がますます増えることが予想されています。 消失や破壊
からデータを保護することもますます重要になっています。 以前は、データのバックアッ
プが発生している間、データが変更されないように、データを停止状態にしていました。
ただし、このオプションはダウンタイム最小化のニーズを満たしません。
PITC（ポイントインタイムコピー）はデータのオンライン可用性を最大化させます。 PITC
を使うと、システムのバックアップやアップグレード、その他の保守作業を行うことができま
す。 PITC は、アクティブデータと同じホストまたは異なるホスト上で処理できます。 必要
な場合は、PITC の処理を別のホストにオフロードし、実稼動サーバーでのシステムリソー
スの競合を防止できます。 この方法はオフホスト処理と呼ばれます。 正しく実装されれ
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ば、オフホスト処理ソリューションが実稼動中のプライマリシステムの処理効率に影響を及
ぼすことはほとんどありません。

PITC を使う状況
Veritas InfoScale FlashSnap による PITC ソリューションを用いるのに適した状況の例
を次に挙げます。
■

データバックアップ - 多くの企業では、365 日 24 時間データが使用可能でなくては
なりません。 企業は、クリティカルなデータをオフラインでバックアップするときのダウ
ンタイムを受け入れる余裕がありません。 データのスナップショットを作成し、そのス
ナップショットからバックアップすれば、ダウンタイムを最小に抑え、処理効率に影響
を与えることなく業務上の重要なアプリケーションを実行し続けることができます。

■

データ継続性の提供 - プライマリストレージに障害が発生した場合に、サービスが継
続するように、アプリケーションデータをリカバリするために PITC ソリューションを使
用できます。 サーバーにエラーが発生している場合、SFCFSHA または SFHA の高
可用性クラスタ機能と共に、PITC（point-in-time copy）ソリューションを使うことができ
ます。

■

意思決定支援システムの分析およびレポート作成 - 意思決定支援システムの分析や
業務レポート作成などには、必ずしもリアルタイムな情報が必要というわけではありま
せん。 このような処理に対しては、プライマリデータベースへのアクセス競合が発生し
ないように、スナップショットから作成した複製データベースを使うよう設定できます。
必要な場合は、複製データベースとプライマリデータベースを短時間で再同期するこ
とができます。

■

テストとトレーニング - 開発グループまたはサービスグループは、スナップショットを新
しいアプリケーションのテストデータとして使えます。 開発者、テスト担当者、品質管
理グループなどは、スナップショットデータを実際的な基準として、新しいアプリケー
ションの堅牢性、統合性および処理効率をテストできます。

■

データベースエラーのリカバリ - 管理者やアプリケーションプログラムによって引き起
こされる論理エラーによって、データベースの統合性が損なわれることがあります。
Storage Checkpoint やスナップショットコピーを使ってデータベースファイルをリスト
アすると、テープなどのバックアップメディアからすべて修復するよりも短時間でデー
タベースを復旧させることができます。
Storage Checkpoint を使って、データベースのインスタンスを過去のある時点の状
態にすばやくロールバックすることができます。

■

データのクローン - ファイルシステムまたはアプリケーションデータのクローンを作成
できます。 この機能を使用して、仮想デスクトップのプロビジョニングを迅速かつ効率
的に行うことができます。

ここまでで説明したスナップショットソリューションはすべて、 Volume Replicator と組み
合わせてディザスタリカバリのサイトでも利用可能です。
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レプリケーションを使用するスナップショットについて詳しくは、『Veritas InfoScale 7.0 レ
プリケーション管理者ガイド』を参照してください。
Storage Foundation は、次の使用例を含むいくつかの PITC ソリューションを、必要条
件に応じて提供します。
■

意志決定支援システムの複製データベースの作成。

■

スナップショットを使用したデータベースのバックアップとリカバリ。

■

オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップとリカバリ。

■

オンラインデータベースのバックアップとリカバリ。

Storage Foundation PITC テクノロジについて
このトピックでは、Veritas FlashSnap™ 技術を活用した PITC（point-in-time copy）ソ
リューションの導入について説明します。 Veritas FlashSnap テクノロジには Veritas
InfoScale Enterprise ライセンスまたは Storage ライセンスが必要です。
Veritas InfoScale FlashSnap には、業務上の重要なデータを管理するためのフレキシ
ブルで効率的な機能が用意されています。 Veritas FlashSnap を使うと、変動するデー
タのオンラインイメージをある一時点で捉えて記録することができます。このイメージを
「PITC」といいます。 PITC を使うと、重要なデータの可用性を維持したまま、システムの
バックアップ、アップグレードおよび他の保守作業を実行できます。 必要な場合は、ポイ
ントインタイムコピーの処理を別のホストにオフロードし、実稼動サーバーでのシステムリ
ソースの競合を防止できます。
FlashSnap は、次の各種 PITC ソリューションをサポートしています。
■

ボリュームレベルのソリューション。 複数のタイプのボリュームレベルスナップショット
があります。 これらの機能は、スナップショットを作成するときに別々のストレージが好
ましいソリューションに適しています。 たとえば、低層のストレージがあります。 これら
の技術のいくつかには、例外的なオフホスト機能が提供されています。

■

ファイルシステムレベルのソリューションには、Veritas File System の Storage
Checkpoint 機能が使われます。 Storage Checkpoint は、次のようなストレージへの
ソリューションとして適しています。
■

ファイル数は少ないが、そのほとんどのファイルサイズが大きいという構成のファイ
ルシステム

■

アプリケーションによるデータブロックの変更割合が少ないファイルシステム（たと
えば、Web サーバーのコンテンツやデータベースなど）

アプリケーションのテストまたはバージョン管理のために書き込み可能なコピーを
複数必要とするファイルシステム
p.75 の 「Storage Checkpoint」 を参照してください。
■

■

ファイルレベルのスナップショット。
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FileSnap 機能は、個々のファイルレベルでスナップショットを提供します。

SFDB ツールによってサポートされている PITC ソリュー
ション
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールは、DB2 データベースの PITC を
作成するためにデータベース特有のコマンドラインを提供しています。 SFDB ツールは
Storage Foundation の下位機能を使用して、これらの操作を実行します。 使いやすく
するために、SFDB コマンドラインは少ない手順で DB2 データベースでの PITC 操作の
実行を可能にしています。 また SFDB コマンドラインでは、DB2 データベースに特有の
機能を実行できます。
表 11-1 は、SFDB ツールによってサポートされている PITC ソリューションの比較を提供
します。
PITC ソリューションの比較

表 11-1

FlashSnap

Database Storage Checkpoint

下位テクノロジ

ボリュームスナップショット（サードミラー
ブレークオフスナップショット）

ファイルシステムチェックポイント

オフホスト処理の可能性

はい

はい（Cluster File System を必要とす
る）

追加のストレージ要件

追加のミラープレックスが必要となります。 最小（コピーオンライトを使用）
プレックスは、元のデータのフルコピーで
す。

PITC 後のパフォーマンスインパクト

なし

コピーオンライトペナルティ

単一の PITC からの複数のクローンのサ いいえ。 ただし、複数のクローンを作成
ポート
するのに異なるスナップショットによる異
なるミラーを使用できます。

はい

サポート対象のスナップショットモード

online、offline

online、offline

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツール
のサポートするスナップショットモードについて
SFDB ツールのサポートするスナップショットモードは以下のとおりです。
■

Online

■

Offline
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表 11-2 では、2 つのスナップショットモードを説明しています。
表 11-2

スナップショットモードの説明

スナップショットモード

説明

Online

オンラインスナップショットモード
■

■

■

■

Offline

アプリケーションまたはデータベースのオンラインまたはホッ
トバックアップのようなもので、バックアップイメージとして適し
ています。
デフォルトで推奨のスナップショットモードです。このモードで
は、DB2 データベースはスナップショット操作の間に書き込
み一時停止モードになります。
アプリケーションまたはデータベースにパフォーマンスインパ
クトがほとんどありません。
復元操作後、ユーザーによるプライマリアプリケーションのス
ナップショットに基づいたクローンの手動による PIT 回復の実
行を可能にします。

オフラインスナップショットモード
■

■
■

■

アプリケーションまたはデータベースのコールドバックアップ
のようなもので、バックアップイメージとして適しています。
アプリケーションがオフラインである必要があります。
アプリケーションがオンラインのときスナップショット設定が検
証されるように要求します。
スナップショットモードでは、最速です。

ボリュームレベルのスナップショット
ボリュームスナップショットは、特定の時点での VxVM （Veritas Volume Manager）ボ
リュームのイメージです。ボリュームセットのスナップショットを作成することもできます。
スナップショットを使うと、ユーザーの作業中断を最小に抑えて、ボリュームのバックアップ
コピーをオンラインで作成できます。作成したバックアップコピーを使って、ディスク障害、
ソフトウェア障害または人為的なミスが原因で失われたデータを復元したり、レポートの生
成、アプリケーションの開発またはテストを行うための複製ボリュームを作成することがで
きます。
ボリュームスナップショットを使って、オフホストオフラインバックアップも実装できます。
物理的には、データセットの完全なコピー（すべてのビットのコピー）の場合や、スナップ
ショットが作成されてから更新されたデータセット要素だけが含まれる場合があります。 後
者の場合は、最初に書き込むときに割り当てる（allocate-on-first-write）スナップショット
と呼ばれることもあります。もとのデータセット内の要素がはじめて更新（上書き）されると
きにのみ、データ要素の領域がスナップショットイメージに追加されるためです。Storage

73

第 11 章 PITC 方法の理解
ボリュームレベルのスナップショット

Foundation の最初に書き込むときに割り当てる（allocate-on-first-write）スナップショッ
トは、領域最適化スナップショットと呼ばれます。

ボリュームスナップショットの永続 FastResync
永続 FastResync がボリュームに対して有効にされると、VxVM は FastResync マップ
を使って、ボリュームやスナップショット内で更新されたブロックの履歴を残します。
スナップショットボリュームがもとのボリュームに再接続されると、永続 FastResync はス
ナップショットデータをただちに更新し再利用可能な状態にします。永続 FastResync
はディスク領域上に FastResync マップを割り当てるため、システムやクラスタがクラッシュ
しても消失しません。専用ディスクグループ内のボリュームに対して永続 FastResync が
有効にされると、ホストの再ブート後も更新分の再同期が実行されます。
永続 FastResync は、ボリュームとそのスナップショットボリュームの関係を、他のディスク
グループへの移動後も追跡することができます。ディスクグループの再結合後は、永続
FastResync によってスナップショットプレックスを短時間で再同期できます。

ボリュームスナップショットのデータ整合性
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在しているデータを取得しま
す。したがって、上位のファイルシステムや、ファイルシステム内のファイルを開いている
アプリケーション（データベースなど）によってメモリ上にキャッシュされているデータは、
VxVM では認識されません。スナップショットの一貫性はクラッシュがあっても常に保持さ
れます。つまり、アプリケーションにリカバリを実行させることで、スナップショットを使用可
能にできます。これはサーバーのクラッシュ後にアプリケーションのリカバリが行われる方
法と似ています。マウントされた Veritas File System（VxFS）を含むボリュームに対して、
ボリュームの usetype 属性 fsgen が設定されている場合、VxVM は VxFS と連携して、
キャッシュ内にあるデータをボリュームにフラッシュします。したがって、これらのスナップ
ショットは常に VxFS に対して整合性があり、マウントするときに VxFS リカバリファイルが
必要ありません。
データベースでは、適切な機構を追加的に使って、ボリュームスナップショットの作成時
に表領域データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの
多くは、ファイルシステムの I/O を一時的に停止する機能を備えています。この操作の実
行方法は、このマニュアルに記載している例の中で説明しています。また、ファイルシス
テム内の通常のファイルは、さまざまなアプリケーションで開かれることがありますが、その
ファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイルシス
テムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。 通常、整合性の確保が重要
になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみです。
ただし、アプリケーションが調整されるすべての例では、スナップショットはクラッシュから
回復可能です。
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サードミラーブレークオフスナップショット
プレックスブレークオフスナップショットでは、スナップショットの作成に追加のミラーを使
用します。 1 つのプレックスボリュームにプレックスブレークオフスナップショットを作成で
きますが、通常はミラーボリュームのスナップショットを作成します。 1 つのミラーボリュー
ムには 1 つ以上のプレックス（ミラー）が存在し、各プレックスはデータのコピーです。 ス
ナップショット操作により、スナップショットボリュームになるプレックスの「ブレークオフ」、
つまり切り離しが行われます。 既存のプレックスを切り離したり、スナップショットミラーとし
て専用に機能する新しいプレックスを追加したりすることができます。 通常は、元のボ
リュームに対して冗長性を維持します。 元のボリュームが 2 つのプレックスを持つミラー
ボリュームの場合は、スナップショットのサードミラーを追加します。 そのため、このタイプ
のスナップショップはサードミラースナップショットとも呼ばれます。
スナップショットプレックスは、同じディスクグループ内にあるボリュームの既存のプレック
スとは異なるディスク上に存在する必要があります。 ディスクには、既存のボリュームのコ
ンテンツを含むのに十分なディスク領域がなければなりません。 ボリュームが 1 TB の場
合は、さらに 1 TB のディスク領域が必要になります。
スナップショットを作成すると、プレックスは 2 つのボリュームに分けられます。 元のボ
リュームでは、元のプレックスが維持されます。 スナップショットボリュームには、スナップ
ショットプレックスが含まれます。 元のボリュームでは、引き続き I/O を受け入れます。ス
ナップショットボリュームでは、そのボリュームで処理を実行することを選択するまで、ス
ナップショットが作成された時点でのデータを保持します。
スナップショットは複数作成できます。つまり、元のデータのコピーを複数持つことが可能
です。
サードミラーブレークオフスナップショットは、領域最適化インスタントスナップショットやフ
ルサイズインスタントスナップショットのコピーオンライト機構を使うと処理効率が低下する、
書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）に適しています。

Storage Checkpoint
Storage Checkpoint は、特定時点におけるファイルシステムの永続イメージです。
Storage Checkpoint は、コピーオンライト技術を使って、前回の Storage Checkpoint
の作成後に変更されたファイルシステムブロックのみを特定し記録することにより、I/O
オーバーヘッドを抑えます。 Storage Checkpoint の重要な機能は次のとおりです。
■

Storage Checkpoint は、システムに再ブートやクラッシュが発生しても、消失するこ
とはありません。

■

Storage Checkpoint が作成されたときに対象ファイルシステム上にユーザーデータ
が存在している場合、Storage Checkpoint はファイルシステムのメタデータおよび
ディレクトリ階層に加えユーザーデータも保存します。
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■

マウントされたファイルシステムの Storage Checkpoint 作成後も、Storage Checkpoint
のイメージに影響を与えずに、ファイルシステムのファイルを作成、削除および更新
できます。

■

ファイルシステムスナップショットとは異なり、Storage Checkpoint は書き込み可能と
してマウントすることができます。

■

ディスク領域の使用量を最小限に抑えるため、Storage Checkpoint はファイルシス
テム内の空き領域を使います。

各種データベース向けの Storage Foundation で提供されている Storage Checkpoint
および Storage Rollback 機能は、データベースの破壊、ファイルの消失、表領域の削
除などの論理エラーからデータベースを高速にリカバリします。 データベースの連続的
な Storage Checkpoint をマウントしてエラーを検出し、問題が発生する前の Storage
Checkpoint にデータベースをロールバックすることができます。
Veritas NetBackup for Oracle Advanced BLI Agent は Storage Checkpoint を利用
することにより、Oracle データベースのバックアップのスピードを向上させることができま
す。
詳しくは、『Veritas NetBackup for Oracle Advanced BLI Agent System Administrator’s
Guide』を参照してください。

Storage Checkpoint とスナップショットの違い
Storage Checkpoint は、次の点で Veritas File System スナップショットと異なります。
■

Storage Checkpoint 自体に書き込み操作を実行することができる。

■

システムの再ブートやシステム障害後も永続的に存在する。

■

ファイルシステムと同じ空き領域プールを共有する。

■

最新の Storage Checkpoint の作成後に変更したファイルブロックのみを認識して、
他の Storage Checkpoint との関連付けを管理する。

■

最新の Storage Checkpoint のみがプライマリファイルシステムから更新を蓄積する
ため、複数の読み取り専用 Storage Checkpoint を使うことで、I/O 操作と必要な格
納領域を抑える。

■

Storage Checkpoint 作成時点の状態にファイルシステムを復元できる。

Storage Checkpoint は、各種のバックアップおよびレプリケーションソリューションにお
いて有効に活用できます。Storage Checkpoint には最後の Storage Checkpoint の後
に変更されたファイルシステムブロックを追跡するための機能があるため、変更されたデー
タのみを取得すれば済むようなバックアップおよびレプリケーションアプリケーションの適
用を容易にしています。Storage Checkpoint は、バックアップおよびレプリケーションソ
リューションの使用頻度を増やすことにより、データの移動を最小限に抑え、より高度な可
用性およびデータの一貫性を実現します。
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Storage Checkpoint は、多くのファイルを処理する環境（数百万のファイルを扱うファイ
ルサーバーなど）でパフォーマンスにほとんど影響を与えることなく利用できます。ファイ
ルシステムは Storage Checkpoint の作成時にフリーズされたままではないため、Storage
Checkpoint が使われている場合でも、アプリケーションはファイルシステムにアクセスで
きます。ただし、Storage Checkpoint の作成は、ファイルシステム内のファイル数によっ
ては時間がかかる場合があります。

Storage Checkpoint の動作
Storage Checkpoint 機能は、マウントされたファイルシステム（プライマリファイルセット）
をフリーズし、Storage Checkpoint を初期化してから、ファイルシステムをアンフリーズし
ます。この場合、まずファイルシステムを静的な状態にしてから、すべてのデータをディス
クに書き込みます。フリーズ処理により、ファイルシステムへの I/O 操作がすべて遮断さ
れます。Storage Checkpoint は実際のデータを含まずに作成されます。すなわち、
Storage Checkpoint は、データではなく、プライマリファイルセットのブロックマップを示
します。次に実行されるアンフリーズプロセスで、ファイルシステムへの I/O 操作が再開さ
れます。
単一のファイルシステムまたは複数のファイルシステムに対して、Storage Checkpoint
を作成できます。複数のファイルシステムの Storage Checkpoint の場合は、ファイルシ
ステムを同時にフリーズし、ファイルシステムすべてに対して Storage Checkpoint を作
成した後、ファイルシステムをアンフリーズします。その結果、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は同じ作成タイムスタンプを持ちます。Storage Checkpoint 機能
は、操作の進行中にシステムクラッシュが発生しない限り、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は、指定したすべてのファイルシステムに作成されるか、または、ど
のファイルシステムにも作成されないか、のどちらかであることを保証します。
メモ: システムクラッシュが発生すると、アプリケーションの呼び出し時に Storage
Checkpoint をクリーンアップします。
プライマリファイルセットの Storage Checkpoint には、最初はプライマリファイルセット内
の既存のデータブロックへのポインタだけが含まれ、独自のデータブロックは割り当てら
れていません。
図 11-1 は、ファイルシステム /database とその Storage Checkpoint を示しています。
Storage Checkpoint は、作成時にはプライマリファイルセットと論理的に同一ですが、実
際のデータブロックは含まれていません。
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プライマリファイルセットと Storage Checkpoint

図 11-1

プライマリファイルセット

Storage Checkpoint

/database

emp.dbf

/database

jun.dbf

emp.dbf

jun.dbf

図 11-2で、四角はファイルシステムの各ブロックを表しています。 この図の Storage
Checkpoint には、図 11-1 で示されているように、Storage Checkpoint が作成された時
点のプライマリファイルセットへのポインタが含まれています。
図 11-2
プライマリ
ファイルセット

A

B

C

D

E

Storage Checkpoint の初期化
Storage
Checkpoint
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Storage Checkpoint は、プライマリファイルセットからデータを検索することで、ファイル
システムと完全に一致するイメージを提供します。Storage Checkpoint は、VxFS のコ
ピーオンライト技術を使って更新されます。
p.79 の 「コピーオンライト」 を参照してください。

コピーオンライト
図 11-3 のプライマリファイルセットでは、最初は C が含まれていた 3 番目のデータブ
ロックが更新されています。
新しいデータでデータブロックが更新される前に、もとのデータが Storage Checkpoint
にコピーされます。この技術は、コピーオンライトと呼ばれるものです。これにより、Storage
Checkpoint では Storage Checkpoint 作成時のプライマリファイルセットのイメージが維
持されます。
更新や書き込み操作が行われるたびに、Storage Checkpoint にデータをコピーする処
理が常に行われるわけではありません。古いデータを保存するのは 1 回だけでいいため
です。プライマリファイルセットのブロックの更新が続くと、Storage Checkpoint にもとの
データブロックが蓄積されます。この例では、現在 C を含んでいる 3 番目のデータブロッ
クがその後更新されても、Storage Checkpoint へのコピーは実行されません。これは、
C を含むブロックのもとのイメージがすでに保存されているためです。
図 11-3
プライマリ
ファイルセット

プライマリファイルセットの更新
Storage
Checkpoint

A

B

C’

D

E

C

79

第 11 章 PITC 方法の理解
Storage Checkpoint

Storage Checkpoint の可視性
ckptautomnt マウントオプションによって、すべての Storage Checkpoint は、ディレク

トリのリストに表示されない .checkpoint という特殊な名前を持つファイルシステムのルー
トディレクトリ内のディレクトリを介して、自動的にアクセス可能になります。このディレクトリ
の中には、ファイルシステムの各 Storage Checkpoint のディレクトリがあります。 これら
の各ディレクトリは、対応する Storage Checkpoint のマウントとして動作します。ただし、
次の例外は除きます。
■

NFS など外部アプリケーションは、ファイルをもとのマウントポイントの一部として参照
します。 したがって、追加の NFS エクスポートは不要です。

■

アプリケーションに開示される i ノード番号は、マウントオプションに応じて一意にでき
ます。

Storage Checkpoint は内部で自動マウントされますが、その自動マウントはオペレーティ
ングシステムでは認識されません。 これは、Storage Checkpoint を手動でマウントでき
ず、マウントされたファイルシステムのリストに表示されないことを意味します。 Storage
Checkpoint が作成または削除されると、Storage Checkpoint ディレクトリのエントリは自
動的に更新されます。 Storage Checkpoint のファイルがまだ使用中の場合でも、Storage
Checkpoint が -f オプションで削除されると、Storage Checkpoint は強制的にマウント
解除され、ファイルでの操作はすべて EIO エラーで失敗します。
VxFS（Veritas File System）の古いバージョンで作成されたディレクトリが存在する場合
や Storage Checkpoint への可視機能が削除された場合など、ファイルシステムのルー
トディレクトリに .checkpoint という名前のファイルやディレクトリがすでに存在する場合、
Storage Checkpoint へのアクセスを提供する擬似ディレクトリにはアクセスできません。
この機能が有効の場合、ルートディレクトリに .checkpoint という名前のファイルまたは
ディレクトリを作成しようとすると、EEXIST エラーで失敗します。
メモ: 自動マウントされた Storage Checkpoint が NFS マウントによって使われている場
合、Storage Checkpoint の削除は、強制（-f）オプションを指定しなくても成功すること
があります。

Storage Checkpoint と 64 ビットの i ノード番号
ファイルの i ノード番号は、Storage Checkpoint 全体で同じです。 たとえば、ファイル
file1 がファイルシステムにあり、Storage Checkpoint がそのファイルシステムを取る場
合、元のファイルシステムと Storage Checkpoint の file1 で stat コマンドを実行する
と、st_ino で同じ値が返されます。 st_ino と st_dev の組み合わせは、システム内の
すべてのファイルを一意に識別する必要があります。 これは、Storage Checkpoint は
別々にマウントされ、st_dev が異なるため、通常は問題ありません。 Storage Checkpoint
のファイルに Storage Checkpoint の可視性拡張子を介してアクセスする場合、st_dev
は元のファイルシステムと同様に、すべての Storage Checkpoint で同一です。 つまり、
st_ino と st_dev を使用してもファイルを一意に識別できなくなったことを意味します。
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通常は、システムのすべてのファイルを一意に識別する必要はありません。 ただし、正し
く機能するためには一意に識別する必要がなるアプリケーションもあります。 たとえば、あ
るバックアップアプリケーションは、ファイルが別のファイルにハードリンクされているかど
うか確認するために、両方のファイルで stat を呼び出し、st_ino と st_dev が同一で
あるかどうか調べる場合があります。 Storage Checkpoint の可視性拡張子を介して 2
つのクローンを同時にバックアップするようにバックアップアプリケーションに指示があっ
た場合、それらのファイルに含まれているデータが異なる場合でも、アプリケーションは
誤って 2 つのファイルが同一であると推測します。
デフォルトでは、SF（Storage Foundation）は i ノード番号を一意にしません。 ただし、
一意の 64 ビットの i ノード番号の使用を有効にするために uniqueino マウントオプショ
ンを指定できます。 このオプションは再マウント中には変更できません。

Storage Checkpoint を使用したデータベースのロールバックについて
各 Storage Checkpoint はファイルシステムの一貫したポイントインタイムイメージであり、
また、このオンディスクバックアップに対するリストア機能を実装したアプリケーションが
Storage Rollback です。Storage Rollback は、Storage Checkpoint に含まれる変更さ
れたブロックをプライマリファイルシステムにロールバックすることによって、データベース
のリストアを高速化します。

Checkpoint と Storage Rollback のプロセス
Storage Checkpoint は、マウントされているファイルシステム（プライマリファイルシステ
ム）の「クローン」を作成するための効率のよいディスクおよび I/O スナップショットテクノロ
ジです。スナップショットファイルシステムと同様に、Storage Checkpoint は、Storage
Checkpoint が作成された時点でのファイルシステムのスナップの正確なイメージとして
表示されます。 ただし、個別のディスク領域を使うスナップショットファイルシステムとは異
なり、すべての Storage Checkpoint が、プライマリファイルシステムが存在する、同じ空
き領域プールを共有します。
メモ: また、Database Storage Checkpoint を読み取り専用モードまたは、読み取りおよ
び書き込みモードとしてマウントすることによって、通常のファイルシステムと同様に
Database Storage Checkpoint ファイルにアクセスできるようになります。
最初は、Storage Checkpoint にはデータが格納されていません。Storage Checkpoint
には、i ノード一覧とプライマリファイルセットのブロックマップのみが格納されています。こ
のブロックマップは、プライマリファイルシステムの実データを指します。Storage
Checkpoint には i ノード一覧とブロックマップのみが必要で、データはコピーされないた
め数秒で作成でき、領域もほとんど必要ありません。
Storage Checkpoint 実行時は、読み取り要求をプライマリファイルシステム上のデータ
の検索、該当するブロックマップのバッファへの読み取り、データ要求プロセスへの返答
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をひとまとまりの処理として実行します。書き込み操作によって、プライマリファイルシステ
ム上のデータブロックへの更新が要求されると、書き込み要求を処理する前に古いデー
タを Storage Checkpoint にコピーし、その後、プライマリファイルシステムが新しいデー
タで書き込み要求を実行します。このため、Storage Checkpoint には、Storage
Checkpoint の作成時点のプライマリファイルシステムの正確なビューが保持されます。
古いデータは、一度保存するだけで済むため、プライマリファイルシステム上のブロック
n に対する書き込みがさらに行われても、Storage Checkpoint にコピーされることはあり
ません。プライマリファイルシステム上のデータブロックが変更されると、Storage
Checkpoint には、プライマリファイルシステムからコピーされた元のデータが順次書き込
まれていきます。これにより、Storage Checkpoint のブロックマップのうちプライマリファ
イルシステム上の元のブロックを指すものが徐々に減少していきます。
Database Storage Rollback は、プライマリファイルシステム上のデータベースを Storage
Checkpoint で作成されたポイントインタイムイメージにリストアします。
Database Storage Rollback は、該当する Storage Checkpoint の前のイメージをプラ
イマリファイルシステムにコピーすることによって行われます。Storage Checkpoint と同
様に、Database Storage Rollback では、ファイルレベルではなく、ブロックレベルでリス
トア処理が実行されます。Database Storage Rollback は -o restore 操作で vxsfadm
コマンドを使って実行されます。
次に例を示します。
$ $ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint /
-a db2 -o restore --checkpoint_name checkpoint1

マウントされた Storage Checkpoint は、次のようにさまざまなアプリケーションソリューショ
ンに使えます。
■

バックアップ

■

データ保全調査

■

アップグレード

■

データベースの修正

■

データ複製ソリューション

Storage Checkpoint を読み取りおよび書き込みモードとしてマウントすると、このコマン
ドは、この Storage Checkpoint へのロールバックを行うことができないようにします。そ
のため、不正に修正された Storage Checkpoint データによって、データベースが破損
することがありません。Storage Checkpoint が読み取りおよび書き込みモードとしてマウ
ントされている場合、シャドー Storage Checkpoint が作成され、これが読み取りおよび
書き込みモードとしてマウントされます。これにより、データベースを元の Storage
Checkpoint にロールバックできるようになります。
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Storage Checkpoint の領域管理に関する注意事項
Storage Checkpoint を含むファイルシステムで領域が不足すると、ファイルの削除や既
存ファイルの上書きなど、一部の操作が失敗することがあります。 システムで十分な領域
を確保できない場合は、操作に失敗します。
通常、データベースではファイル用に格納領域が事前に割り当てられており、書き込み
操作が失敗することはありません。 create や mkdir などのユーザー操作中に、ファイ
ルシステムの領域が不足すると、Removable Storage Checkpoint は削除されます。 こ
れにより、ディスクスペースの領域不足による中断なしに、アプリケーションを続行できま
す。 Non-removable Storage Checkpoint は ENOSPC のような状況下では自動的に削
除されません。 Removable Storage Checkpoint のみを作成することをお勧めします。
ただし、特定の管理操作（fsadm コマンドの使用、qiomkfile コマンドの使用、fsckptadm
コマンドによる Storage Checkpoint の作成など）の実行中は、ファイルシステムの領域
が不足しても Removable Storage Checkpoint は削除されません。
カーネルが Storage Checkpoint を自動的に削除する場合は、次のポリシーが適用され
ます。
■

削除する Storage Checkpoint 数をできる限り抑えようとします。

■

Non-removable Storage Checkpoint を削除候補から除外します。

■

Data Storage Checkpoint が無くなった場合に限り、Nodata Storage Checkpoint
を選択します。

■

最も古い Storage Checkpoint から削除します。

■

Storage Checkpoint を削除します（マウントされている場合でも）。 このように削除さ
れた Storage Checkpoint では、新しい操作が失敗し、該当するエラーコードが表示
されます。

■

最も古い Storage Checkpoint が Non-removable Storage Checkpoint の場合は、
最も古い Removable Storage Checkpoint が削除用に選択されます。 このような場
合、データを Non-removable Storage Checkpoint に強制的に保存しなければな
らない可能性があり、これに失敗した場合は FULLFSCK としてファイルシステムが
マーク付けされます。 これを避けるには、Removable Storage Checkpoint のみを
作成することをお勧めします。
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DB2 PITC に関する注意事
項
この章では以下の項目について説明しています。
■

DB2 データベースレイアウトに関する注意事項

■

サポート対象の DB2 設定

DB2 データベースレイアウトに関する注意事項
次のデータベースレイアウトの注意事項は、Storage Foundation for Databases（SFDB）
ツールを使用している場合に適用されます。
■

すべてのデータベースファイルが VxFS ファイルシステムに存在する必要があります。
これらは SYSIBMADM.DB_PATHS ビューにリストされているすべてのパスを含みま
す。

■

すべての下位ボリュームは、VxVM ボリュームである必要があります。

■

サードミラーブレークオフスナップショット（FlashSnap）で、アーカイブログのスナップ
ショットのを作成する場合、アーカイブログの場所は別の VxVM ボリュームの VxFS
である必要があります。

■

vxsfadm 操作を実行したときに特定の操作が失敗することがあり、この障害からの回
復を vxsfadm によって試行すると回復も失敗することがあります。 これが原因で、設
定がエラー状態になり、アプリケーション変更の一部は元に戻りません。 このシナリオ
では、エラーになった回復後に、手動で変更を元に戻す必要があります。
たとえば、DB2 データベースのチェックポイントを作成するときは、データベースが書
き込み一時停止モードになり、データベースが書き込み一時停止から除外された後
でチェックポイントが作成されます。 チェックポイント作成が失敗し、回復操作が失敗
した場合は、データベースは書き込み一時停止モードのままになります。
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サポート対象の DB2 設定
サポート対象の DB2 バージョンについては、次のデータベースサポート表を参照してく
ださい。
http://www.symantec.com/docs/DOC5082
SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールは DB2 10.1、DB2 10.5、DB2 9.5
Fixpack 2 以降と、Linux プラットフォームのリリース 9.7 でサポートされます。 次の注意
事項が適用されます。
■

パーティションに分割された DB2 データベースはサポートされません。

■

次のポイントインタイムコピー操作はこのリリースでサポートされます。
■

Database Storage Checkpoint

■

サードミラーブレークオフスナップショット（FlashSnap）
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サードミラーブレークオフス
ナップショットの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

クローン作成のための Database FlashSnap

■

Database FlashSnap のホストとストレージの準備

■

Database FlashSnap を使用したデータベースのクローンの作成

■

ミラーボリュームのプライマリボリュームとの再同期

■

セカンダリホストでのデータベースのクローン作成

クローン作成のための Database FlashSnap
Veritas Database FlashSnap は、バックアップやオフホスト処理を行うための、データ
ベースの PITC（Point-In-Time Copy）の作成に役立ちます。Database FlashSnap に
より、ボリュームのバックアップコピーをオンラインで作成でき、ユーザーの介入は最小限
で済みます。
Database FlashSnap を使うと、頻繁に更新されるデータベースのある瞬間におけるオ
ンラインイメージ、つまりスナップショットを取得できます。データベースのスナップショット
コピーは、「データベーススナップショット」と呼ばれます。データベーススナップショット
は、実稼動データベースと同じホスト上か、同じストレージを共有するセカンダリホスト上
で使うことができます。データベーススナップショットは、バックアップ、データウェアハウ
ス、決定サポートクエリーなどのオフホスト処理アプリケーションに使えます。スナップショッ
トが必要なくなったときは、データベース管理者により、もとのスナップショットをプライマリ
ホストに戻して、もとのデータベースボリュームとそのスナップショットを再同期処理させる
ことができます。Database FlashSnap コマンドは、コマンドラインインターフェースから実
行します。
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Database FlashSnap の利点
Database FlashSnap には、次の利点があります。
■

データベーススナップショットは、実稼動データベースと同じホスト上か、同じストレー
ジを共有するセカンダリホスト上で使うことができます。

■

多くの企業では、システム管理者の役割とデータベース管理者の役割ははっきりと分
かれています。データベーススナップショットの作成には、一般的にスーパーユーザー
（root）権限を必要としますが、データベース管理者は通常この権限を保有しません。
Database FlashSnap ではスーパーユーザー権限を必要としないため、これは障害
になりません。データベース管理者はデータベースの整合性のとれたスナップショッ
トを簡単に作成できます。

Database FlashSnap のホストとストレージの準備
Database FlashSnap のホストとストレージを準備するために、次の情報を確認してくだ
さい。

ホストの設定
既存のデータベースと等しいサイズのミラーを追加するには、Database FlashSnap の
ディスクグループに十分なディスク領域が必要です。
Database FlashSnap 操作のためのストレージ設定を行うことはシステム管理者の責任
であり、スーパーユーザー（root）権限が必要です。 Database FlashSnap ユーティリティ
は適切なストレージ設定には対応していません。

Database FlashSnap のオフホスト設定
Database FlashSnap のオフホスト設定では、実稼動データベースを実行しているプラ
イマリホストのパフォーマンスを低下させることなく、オンラインバックアップと意思決定支
援に対し CPU 集中型および I/O 集中型の操作を実行できます。プライマリホストとセカ
ンダリホストの両方が、スナップショットデータベースが作成されるストレージを共有しま
す。スナップショットボリュームを保持するディスクに、プライマリホストとセカンダリホストの
両方からアクセスできます。
図 13-1 に、Database FlashSnap のオフホスト設定を示します。
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オフホスト Database FlashSnap ソリューションの例

図 13-1

セカンダリホスト

プライマリホスト

ネットワーク

1

2

実稼動データベースを
保持するためのプライマ
リボリュームを格納する
ディスク

SCSI またはファイバー
チャネル接続

スナップショット
ボリュームを格納する
ディスク

メモ: VVR 環境で FlashSnap 機能を使うように計画した場合、VVR を設定した後で
FlashSnap をセットアップするための前提条件の指示を実行してください。 VVR の設定
がすでに完了している場合は、ミラーまたはスナップショットボリュームのためのストレージ
が動作可能であることを確認してください。
オフホスト構成のホストおよびストレージの必要条件について詳しくは、次を参照してくだ
さい。
p.45 の 「データベースのオフホスト設定の必要条件」 を参照してください。

データベースによって使われるボリュームまたはボリュームセットのス
ナップショットミラーの作成
Database FlashSnap を使うと、データベースで使っているボリュームを別のディスク群
にミラー化できます。また、ミラー化されたものは、データベーススナップショットの作成に
使えます。 スナップショットボリュームは、個々のディスクグループに分割し、それぞれ配
置できます。 スナップショットディスクグループは、同じストレージがプライマリホストと共有
している別のホストにインポートさせることができます。 スナップショットボリュームは、プラ
イマリボリュームを使って定期的に再同期を行い、データファイルの最新の変更分を取得
できます。 プライマリデータファイルが破損した場合は、スナップショットボリュームから破
損したファイルを早急にリストアできます。 スナップショットボリュームは、バックアップやリ
カバリ、クローンデータベースの作成など、さまざまな目的に使えます。
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データベーススナップショットを作成する前にデータベースのデータファイルで使うボリュー
ムすべてについてスナップショットミラーを作成する必要があります。 この項では、ボリュー
ムのスナップショットミラーを作成する手順を説明します。
スナップショットミラーの作成や同期には、vxsnap CLI コマンドを使います。
前提条件

■

スーパーユーザー（root）としてログインする必要があります。

■

ディスクグループは、バージョン 110 以上としてください。
ディスクグループのバージョンについて詳しくは、vxdg（1M）のオンライ
ンマニュアルページを参照してください。
DCO（Data Change Object）と DCO ログボリュームが、スナップショット
を作成するボリュームと関連付けられていることを確認してください。
永続 FastResync は、既存のデータベースボリューム上で有効にし、
ディスクは、スナップショットボリュームに割り当てる必要があります。
FastResync は、ミラーで見失った格納データに対する更新を追跡する
ことにより、ミラーの再同期処理を最適にします。 スナップショットミラー
を、プライマリボリュームに再度取り付けた場合は、失われた更新分のみ
を再同期処理に再び適用させる必要があります。 FastResync では、
バックアップや意思決定支援などのサポート処理をさらに円滑にするた
めに、ボリュームのスナップショット機構の処理速度をさらに向上させるこ
とができます。
FastResync 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。
スナップショットミラーとそれに関連する DCO ログは、元のミラープレッ
クスとは別のディスク上に配置し、システム管理者がスナップショットを作
成できるように正しく設定を行う必要があります。
スナップショットミラーを作成するときは、プライマリボリュームの別のコン
トローラやディスクにおいてスナップショットを作成します。
アーカイブログに別のボリュームを割り当てます。

■

■

■

■

■
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使用に関する注意
事項

■

■

■

■

■

DB2 データベースに関連するファイルについてそれぞれディスクグルー
プを作成します。
DB2 データベースファイルとその他のソフトウェアの間でボリュームを共
有しないでください。
ブレークオフ時間中は、プライマリとスナップショットボリュームで変更さ
れたデータ量に応じて再同期処理の速度が変化します。
元のミラーとスナップショットミラーとの間では、いかなるディスクも共有し
ないでください。
データファイルとアーカイブログのスナップショットミラーは、それらが、元
のボリュームのデータを含むいかなるディスクとも共有しないように作成
される必要があります。 このような方法で作成しなかった場合は、VxVM
ディスクグループを分割できず、その結果、Database FlashSnap は機
能しなくなります。

メモ: Database FlashSnap のコマンドでは、サードミラーブレークオフス
ナップショットのみをサポートしています。 スナップショットミラーの状態は、
SNAPDONE とする必要があります。

次の例に示す手順は、既存のスナップショットプレックスを持たない既存のボリューム、ま
たは関連するスナップショットボリュームを対象としています。 この手順では、volume_name
は、ボリュームまたはボリュームセットのいずれかの名称になります。
メモ: 次の手順でコマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）としてログインする
必要があります。
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ボリュームまたはボリュームセットのスナップショットミラーを作成するには

1

スナップショットとするためのボリュームを準備するには、vxsnap prepare コマンド
を使って次のように入力します。
# vxsnap -g diskgroup prepare volume ¥
alloc="storage_attribute ..."
vxsnap prepare コマンドでは、DCO と DCO ボリュームを自動作成し、それらを

ボリュームに対して関連付けを行い、そのボリュームの永続 FastResync を有効に
します。 永続 FastResync が有効になっているボリュームからスナップショットを生
成した場合は、そのスナップショットでも永続 FastResync が自動的に設定されま
す。
ボリュームにおいて永続 FastResync を有効にするには、コマンドラインまたはスク
リプト内から前述の vxsnap prepare コマンドを実行します。

2

ボリューム上の FastResync が有効となっていることを確認するには、vxprint コマ
ンドを使って次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%fastresync volume_name

このコマンドの実行の結果、FastResync が有効だった場合には、on が返されま
す。 それ以外の場合は off が返されます。

3

DCO と DCO ログボリュームが、ボリュームに関連付けられていることを確認するに
は、vxprint コマンドを使って次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%hasdcolog volume_name

このコマンドの実行により、DCO と DCO ログボリュームが、ボリュームに関連付けら
れている場合は、on を返します。 それ以外の場合は off が返されます。

4

ボリュームのミラーを作成するには、次を実行します。
# vxsnap -g diskgroup addmir volume_name alloc=diskname

特定のボリュームのミラーを 3 つ作成する例
# vxsnap -g diskgroup addmir datavol ¥
nmirror=3 alloc=disk1,disk2,disk3

5

使えるミラーを一覧で表示するには、次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in ¥"volume_name¥""

6

Database FlashSnap により、スナップショットを作成したときに正しいミラープレック
スが配置されるようにします。
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■

ミラーのブレークオフに使うデータプレックスに dbed_flashsnap タグを設定しま
す。 タグ名には任意のものを選択できますが、そのタグ名は、設定またはスナッ
ププランで指定した SNAPSHOT_PLEX_TAG 属性と一致させる必要があります。
# vxedit -g diskgroup set putil2=dbed_flashsnap plex_name

■

dbed_flashsnap タグが、必要なデータプレックスに設定されていることを確認
するには、次のように入力します。
# vxprint -g diskgroup -F%name -e"pl_v_name in ¥
¥"volume_name¥" && p2 in ¥"dbed_flashsnap¥""

スナップショットにおいてデータのバックアップを必要とする場合は、適切なユーティ
リティまたはオペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容を
テープまたはその他のバックアップメディアにコピーします。

Database FlashSnap を使用したデータベースのクロー
ンの作成
「図 13-2」で概説されている手順を実行することにより、Database FlashSnap を使用し
てデータベースのクローンを作成できます。
図 13-2
Setdefaults
（設定ファイ
ルを作成し
ます）

検証

クローン作成のワークフロー

スナップ

Mount

クローン

p.132 の 「vxsfadm コマンドリファレンス」 を参照してください。
p.135 の 「FlashSnap の設定パラメータ」 を参照してください。
p.137 の 「FlashSnap がサポートされる操作」 を参照してください。
詳しくは、vxsfadm-flashsnap（1M）と vxsfadm-db2-flashsnap（1M）のマニュアル
ページを参照してください。
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FlashSnap を使用して DB2 データベースのクローンを作成するには

1

設定ファイルを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o setdefaults --db2instance db2inst1 ¥
--db2database proddb --flashsnap_name daily_snap -c dailyconfig
Written config file dailyconfig

このコマンドはすべてのパラメータとデフォルトの値を用いるデフォルトの設定ファイ
ルを作成します。 必要に応じてパラメータを変更できます。
メモ: 環境内で DB2INSTANCE パラメータと DB2DATABASE パラメータをエクス
ポートしている場合、コマンドラインにこれらを含める必要はありません。 次の手順で
は、DB2INSTANCE と DB2DATABASE が環境から利用可能であると想定してい
ます。

2

設定を検証します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o validate -c dailyconfig
Validating database configuration for third-mirror-break-off snapshot:
DB2INSTANCE = db2inst1
DB2DATABASE = proddb
APP_MODE = online
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG = auto
ARCHIVELOG_DEST = /db2arch/
Database validation successful.
Validating database volume layout for third-mirror-break-off snapshot:
Data volumes ready for snapshot:
Volume/volume-set db2datavol of diskgroup db2dg mounted on /db2data.
Archivelog volume ready for snapshot:
Volume/volume-set db2archvol of diskgroup db2dg mounted on /db2arch.
Storage units to be used for snapshot from diskgroup db2dg:
ds4100-0_9 ds4100-0_7
SNAPSHOT_VOL_PREFIX = SNAP_
SNAPSHOT_DG_PREFIX = SNAP_
Database volume layout validated successfully.

このコマンドは設定ファイルとデータベース環境を検証します。 問題が発生した場
合、適切なエラーメッセージが表示されるため、このメッセージを使って問題を修正
してから再試行できます。
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データベースのスナップショットを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o snap -c dailyconfig
Validating database configuration for third-mirror-break-off snapshot:
DB2INSTANCE = db2inst1
DB2DATABASE = proddb
APP_MODE = online
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG = auto
ARCHIVELOG_DEST = /db2arch/
Database validation successful.
snapshot started at Tue Mar 20 00:39:41 2012.
Putting database in write-suspend mode... Done
Validating database volume layout for third-mirror-break-off snapshot:
Data volumes ready for snapshot:
Volume/volume-set db2datavol of diskgroup db2dg mounted on /db2data.
Archivelog volume ready for snapshot:
Volume/volume-set db2archvol of diskgroup db2dg mounted on /db2arch.
Storage units to be used for snapshot from diskgroup db2dg:
ds4100-0_9 ds4100-0_7
SNAPSHOT_VOL_PREFIX = SNAP_
SNAPSHOT_DG_PREFIX = SNAP_
Database volume layout validated successfully.
Creating snapshot volumes for data volumes ... Done
Taking database out of write-suspend mode... Done
Creating snapshot volume for archivelog volume ... Done
Copying snapshot information to snapshot volume ... Done
Creating snapshot diskgroups ... Done
Deporting snapshot diskgroups ... Done
SNAP_db2dg
snaphot ended at Tue Mar 20 00:40:23 2012.

このコマンドはプライマリボリュームからのユーザー指定のミラー（パラメータ
SNAPSHOT_PLEX_TAG）を破棄し、snap_dg_prefix パラメータで定義された文字列
で開始される名前を持つ新しいディスクグループを作成します。 このパラメータのデ
フォルト値は SNAP_ です。
メモ: 検証の段階で、必須のパラメータである --db2instance, --db2database,
と --flashsnap_name を含め、すべてのパラメータが読み取られてリポジトリに格納
されます。
パラメータを変更する必要がある場合は、設定ファイル内の変更を -c オプションで
指定します。
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4

スナップショットをマウントします。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o mount -c dailyconfig
Retrieving snapshot information ... Done
Importing snapshot diskgroups ... Done
Mounting snapshot volumes ... Done

メモ: このコマンドは、DB2 インスタンスを実行しているホストにスナップショットをマウ
ントします。 セカンダリホストは、設定ファイルの SECONDARY_HOST パラメータ
で定義されるシステムです。
デフォルトでは、ボリュームは /var/tmp ファイルシステムの下にマウントされます。
スナップショットボリュームをマウントする場所として代替場所を指定する必要がある
場合、コマンドラインまたは設定ファイルから CLONE_PATH を指定します。
オフホスト操作を実行するために、vxsfadm コマンドの -r オプションを使って SFDB
リポジトリのホストを指定します。
メモ: /clonedb2 ディレクトリが存在しない場合、DB2 ユーザーがこのディレクトリを
作成するために必要な権限を持っていることを確認します。

5

スナップショットに基づいてデータベースのクローンを作成します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o clone -c dailyconfig
Retrieving snapshot information ... Done
Importing snapshot diskgroups ... Done
Mounting snapshot volumes ... Done
Relocating/ Renaming clone database clone1 ... Done
Initializing clone database clone1 ... Done
Activating clone database clone1 ... Done

clone_name を指定しなかった場合、自動的に生成されます。
メモ: 検証の操作中に使用した設定ファイルで clone_name パラメータおよび
clone_path パラメータをすでに指定済みである場合は、コマンドラインに
clone_name のオプションを含める必要はありません。
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ミラーボリュームのプライマリボリュームとの再同期
データベースのクローンを作成した後で、図 13-3 で概説している手順を使ってミラーボ
リュームをプライマリボリュームで更新できます。
図 13-3

クローン

ミラーボリュームの再同期

マウント解除

Restartdb

再同期

スナップ
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ミラーボリュームをプライマリボリュームと再同期するには

1

クローンデータベースをマウント解除します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o umount -c dailyconfig
Shutting down clone database... Done
Retrieving snapshot information ... Done
Unmounting snapshot volumes ... Done
Deporting snapshot diskgroups ... Done

このコマンドは、クローンデータベースを適切に停止してファイルシステムをマウント
解除します。 マウント解除したデータベースは、クローン操作を使って再起動できま
す。
-o clone オプションを使って、マウント解除した後にクローンデータベースを再起

動できます。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o clone -c dailyconfig
Retrieving snapshot information ... Done
Importing snapshot diskgroups ... Done
Mounting snapshot volumes ... Done
Activating clone database clone1 ... Done

このコマンドは、スナップショットファイルシステムをマウントしてクローンデータベー
スを再起動します。

2

ミラーボリュームをプライマリボリュームで更新します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o resync -c dailyconfig
resync started at Tue Mar 20 00:46:29 2012.
Importing snapshot diskgroups ... Done
Joining snapshot diskgroups to original diskgroups ... Done
Reattaching snapshot volumes to original volumes ... Done
resync ended at Tue Mar 20 00:46:57 2012.

このコマンドは、スナップショット状態中に分割したすべてのミラーボリュームをプライ
マリボリュームと再同期します。 再同期操作が完了してミラーボリュームが
SNAPDONE 状態になれば、新規のスナップショットを取得できます。
vxprint コマンドを使用してボリュームの状態を表示できます。
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セカンダリホストでのデータベースのクローン作成
vxsfadm コマンドを使用して中間操作を実行することなく最終操作を実行できます。たと

えば、通常は「図 13-4」で概説した手順を実行する必要があります。
図 13-4
Setdefaults
（設定ファイ
ルを作成し
ます）

クローン作成の基本のワークフロー

検証

スナップ

Mount

クローン

ただし、vxsfadm を使用して検証から直接クローン作成に進んでセカンダリホストでデー
タベースのクローン作成をすることができます。「図 13-5」ではこの操作を実行するため
の順序が概説されています。
図 13-5

Setdefaults

プライマリホスト

検証

中間操作なしでのクローンの作成

スナップ

Mount

セカンダリホスト

Mountdb

クローン
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セカンダリホストでデータベースのクローンを作成するには
◆

次のコマンドを入力します。
$ vxsfadm -s flashsnap ¥
-a db2 -o clone --db2instance db2inst1 ¥
--db2database proddb --flashsnap_name dailysnap ¥
--secondary_host host2 --app_mode online ¥
--clone_path /tmp/testclonepath
--clone_name clone1
Retrieving snapshot information ... Done
Importing snapshot diskgroups ... Done
Mounting snapshot volumes ... Done
Relocating/ Renaming clone database clone1 ... Done
Initializing clone database clone1 ... Done
Activating clone database clone1 ... Done

プライマリホスト host1 およびセカンダリホスト host2 の 2 つのホスト設定において、
このコマンドは host2 にデータベースのクローンを作成します。
クローンデータベースのデータベース名は clone1 であり、/tmp/testclonepath
ディレクトリにマウントされます。DB2INSTANCE および DB2INSTANCE ユーザー
の uid は両方のホストで同じである必要があります。その他すべてのパラメータには
デフォルト値が割り当てられます。
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Storage Checkpoints の管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Checkpoint について

■

リカバリのための Database Storage Checkpoint

■

Database Storage Checkpoint の作成

■

Database Storage Checkpoint の削除

■

Database Storage Checkpoint のマウント

■

Database Storage Checkpoint のマウント解除

■

Database Storage Checkpoint を使ったデータベースのクローンの作成

■

Database Storage Checkpoint からのリストア

■

オフラインモード Storage Checkpoint のデータの収集

Storage Checkpoint について
Veritas File System（VxFS）には、Storage Checkpoint 機能が用意されており、特定
時刻のファイルシステムの永続的なイメージを瞬時に作成できます。Storage Checkpoint
は、コピーオンライト技術を使って最後の Storage Checkpoint またはバックアップの実
行後に変更されたファイルシステムブロックのみを認識および保持することにより、I/O
オーバーヘッドを大幅に低減します。
p.79 の 「コピーオンライト」 を参照してください。
Storage Checkpoint は次の機能を提供します。
■

再ブートやクラッシュを通した持続性
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■

ファイルシステムのメタデータ、ディレクトリ階層、ユーザーデータの保存による、デー
タの即時書き込み機能

Storage Checkpoint は実際はデータオブジェクトで、ファイルシステムにより管理、制御
されます。Storage Checkpoint は名前を持つデータオブジェクトであり、作成、削除およ
び名前の変更が可能です。
p.77 の 「Storage Checkpoint の動作」 を参照してください。
独立した格納領域を必要とするディスクベースのミラー化技術とは異なり、Storage
Checkpoint では、ファイルシステムの同じ空き領域内で Storage Checkpoint を使うこ
とにより、使うディスク領域が最小限に抑えられます。
マウントされたファイルシステムの Storage Checkpoint の作成後でも、Storage
Checkpoint の論理イメージに影響を与えることなく、ファイルシステムのファイルを引き
続き作成、削除および更新できます。Storage Checkpoint では、ファイルシステムの名
前空間（ディレクトリ階層）のみならず、ファイルシステムのイメージが取得された時に存在
するユーザーデータも保存されます。
Storage Checkpoint には、様々な使い方があります。 たとえば、次のような使い方があ
ります。
■

テープにバックアップできるファイルシステムの安定したイメージを作成します。

■

エンドユーザー独自のファイルが誤って削除されてもそのファイルをリストアできるよう
に、ファイルシステムのマウント済みオンディスクバックアップを作成します。これは、
特にホームディレクトリ環境、エンジニアリング環境、電子メール環境で便利な機能で
す。

■

パッチをインストールする前に、問題が発生した時にロールバックできるようにアプリ
ケーションのバイナリーコピーを作成します。

■

従来のテープバックアップに加えて、ファイルシステムのオンディスクバックアップの
作成により、高速なバックアップとリストアが行えるようになります。

■

Storage Checkpoint を書き込み可能としてマウントすることにより、現在のプライマリ
ファイルセット内の稼動中のデータを危険にさらすことなくプライマリファイルセットの
ポイントインタイムイメージで新しいソフトウェアをテストします。

リカバリのための Database Storage Checkpoint
Database Storage Checkpoint では、データベースの正確なイメージがすぐに作成さ
れ、Database Storage Checkpoint が作成された時点からのデータベースの一貫した
イメージが得られます。 Database Storage Checkpoint イメージは、コマンドラインイン
ターフェース（CLI）で管理および使用できます。
各 Database Storage Checkpoint はファイルシステムの一貫したポイントインタイムイ
メージであるため、このオンディスクバックアップに対するリストア機能を実装したアプリ
ケーションが Storage Rollback です。Storage Rollback は、Database Storage
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Checkpoint に含まれる、変更されたブロックをプライマリファイルシステムにロールバック
することによって、データベースのリストアを高速化します。
物理的なメディア障害と論理エラーの両方から重要なデータを保護するには、データの
冗長性（ミラー化ディスク）と Database Storage Checkpoint を組み合わせて使うことを
お勧めします。

Database Storage Checkpoint の利点と制限事項
Database Storage Checkpoint とロールバックには、次の利点があります。
■

Database Storage Checkpoint の作成時には、i ノード一覧とプライマリファイルセッ
トのブロックマップ以外、データが格納されていません。ブロックマップは、プライマリ
ファイルシステムの実データを指します。

■

Database Storage Checkpoint には i ノード一覧とブロックマップのみが必要で、
データはコピーされないため数秒で作成でき、領域もほとんど必要ありません。

■

Database Storage Checkpoint は、ブロックレベルで変更された情報を追跡するた
め、ブロックレベルで段階的にデータベースのバックアップを作成できます。

■

Database Storage Checkpoint は、不正に修正されたファイルからデータを回復す
るのに役立ちます。

■

Database Storage Checkpoint をマウントして、標準のファイルシステム操作を実行
できます。 マウントされた Database Storage Checkpoint は、バックアップ、データ
保全調査、ステージングアップグレード、データベースの修正、データ複製ソリュー
ションなど、さまざまなアプリケーションソリューションに使用できます。

Database Storage Checkpoint の制限事項は次のとおりです。
■

Database Storage Checkpoint を使えるのは、論理エラー（人為的エラーなど）から
リストアする場合に限られます。

■

すべてのデータブロックが同一物理デバイス上にあるため、メディア障害が原因で行
われるファイルのリストアには Database Storage Checkpoint を使えません。メディ
ア障害が発生した場合は、テープのバックアップや別のメディアに保存されているデー
タベースファイルのコピーから、データベースをリストアする必要があります。

Database Storage Checkpoint の作成
Storage Foundation の Storage Checkpoint 機能を使って、次の手順を実行すること
でデータベースの Database Storage Checkpoint を作成できます。
p.132 の 「vxsfadm コマンドリファレンス」 を参照してください。
p.138 の 「Database Storage Checkpoint の設定パラメータ」 を参照してください。
p.139 の 「Database Storage Checkpoint のサポートされる操作」 を参照してください。
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詳しくは、vxsfadm-checkpoint（1M）と vxsfadm-db2-checkpoint（1M）のマニュア
ルページを参照してください。
Database Storage Checkpoint を作成するには
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o create -a db2 ¥
--db2database proddb --checkpoint_name XYZ ¥
--app_mode online --removable
Putting database in backup mode... Done
Creating Storage Checkpoint XYZ ... Done
Storage Checkpoint XYZ created
Removing the database from write suspend... Done

このコマンドは、指定した名前の DB2 データベースの Storage Checkpoint を読み
取り専用で作成します。 checkpoint_name パラメータを指定しない場合、名前は
自動的に生成されます。

Database Storage Checkpoint の削除
Database Storage Checkpoint を削除するには、次のようにします。
Database Storage Checkpoint を削除するには
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o delete -a db2 ¥
--db2database proddb --checkpoint_name XYZ
Deleting the Checkpoint XYZ...
Deleting Checkpoint from /db2data... Done

このコマンドは、Database Storage Checkpoint XYZ を削除します。マウントされて
いる場合、このコマンドは Database Storage Checkpoint をマウント解除して削除
します。
次のコマンドを使うと、Database Storage Checkpoint から作成したクローンデータ
ベースを削除できます。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o delete -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name=XYZ --clone_name clone1

このコマンドはクローンデータベースの clone1 を停止し、その後 Database Storage
Checkpointをマウント解除して削除します。

103

第 14 章 Storage Checkpoints の管理
Database Storage Checkpoint のマウント

Database Storage Checkpoint のマウント
次のように、Database Storage Checkpoint をマウントできます。
Database Storage Checkpoint をマウントするには
◆

次のいずれかを実行します。
■

次のコマンドを使って、Database Storage Checkpoint を読み取り専用モード
でマウントします。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o mount -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name XYZ --clone_path /tmp/testclonepath
Mounting Checkpoint to /tmp/testclonepath... Done

このコマンドは、Database Storage Checkpoint を指定したマウントポイントに
読み取り専用モードでマウントします。
checkpoint_name パラメータを指定しない場合、名前は自動的に生成されま
す。
■

読み書き両用モードの Database Storage Checkpoint をマウントするには次の
コマンドを使用します。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o mountrw -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name XYZ --clone_path /tmp/testclonepath
Creating Storage Checkpoint XYZ_rw_1332191432 ... Done
Storage Checkpoint XYZ_rw_1332191432 created
Mounting Checkpoint to /tmp/testclonepath... Done

このコマンドは、Database Storage Checkpoint XYZ の Storage Checkpoint
を作成し、新しく作成した Database Storage Checkpoint を指定したマウントポ
イントに読み書き両用モードでマウントします。
checkpoint_name パラメータを指定しない場合、名前は自動的に生成されま
す。
メモ: このコマンドは、元の Database Storage Checkpoint の過去のコピーを
保持します。

Database Storage Checkpoint のマウント解除
次のように、Database Storage Checkpoint をマウント解除できます。
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Database Storage Checkpoint をマウント解除するには
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o umount -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name XYZ
Shutting down the clone database clone1 ... Done
Unmounting the checkpoint... Done

このコマンドは、Database Storage Checkpoint XYZ をマウント解除します。
次のコマンドを使うと、Database Storage Checkpoint から作成したクローンデータ
ベースをマウント解除できます。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o umount -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name XYZ --clone_name clone1

このコマンドはクローンデータベースの clone1 を停止し、その後 Database Storage
Checkpointをマウント解除します。

Database Storage Checkpoint を使ったデータベー
スのクローンの作成
Database Storage Checkpoint を使用してデータベースクローンを作成するには、次の
ようにします。
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Database Storage Checkpoint のクローンを作成するには
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o clone -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name XYZ --clone_name clone1 ¥
--clone_path /tmp/testclonepath
Creating Storage Checkpoint XYZ_rw_1334030056 ... Done
Storage Checkpoint XYZ_rw_1334030056 created
Mounting Checkpoint to /tmp/testclonepath... Done
Relocating/ Renaming clone database clone1 ... Done
Initializing clone database clone1 ... Done
Activating clone database clone1 ... Done

このコマンドは、Database Storage Checkpoint XYZ の Storage Checkpoint を
作成し、新しく作成した Database Storage Checkpoint を指定したマウントポイン
トに読み書き両用モードでマウントし、マウントした Storage Checkpoint をリカバリ
します。
checkpoint_name と clone_name を指定しない場合は、自動的に生成されます。
メモ: このコマンドは、もとの Database Storage Checkpoint の過去のコピーを保
持します。

Database Storage Checkpoint からのリストア
次のように、Database Storage Checkpoint からデータベースを復元できます。
メモ: 次の操作を実行するには、プライマリデータベースを非アクティブ化する必要があり
ます。リカバリ後のデータベースはロールフォワードされる必要があるため、データベース
には logarchmeth セットアップが必要です。
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Database Storage Checkpoint からのデータベースを復元するには
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s checkpoint -o restore -a db2 ¥
--db2instance db2inst1 --db2database proddb ¥
--checkpoint_name=XYZ
Rolling back the application files... Done

このコマンドは、Checkpoint が作成された時、すべてのデータファイルを PIT に復
元します。
メモ: 読み書き両用モードで作成される Database Storage Checkpoint のロール
バックはサポートされていません。
復元操作後に、標準の回復手法でデータベースを起動できます。
次に例を示します。
$ db2initdb proddb as mirror
$ db2 rollforward db proddb to end of logs and stop

メモ: TEMP 表領域はロールバックできません。

オフラインモード Storage Checkpoint のデータの収集
次のようにオフラインモード Database Storage Checkpoint のデータを収集できます。
メモ: データベースがアップ状態のときのみ、次の操作を実行できます。
データベースがオフライン中に Storage Checkpoint の作成に必要な情報を収集する
には
◆

次のコマンドを使います。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s checkpoint -a db2 -o getappdata ¥
--db2instance dbinst1 --db2database proddb
Gathering offline data... Done

メモ: データ収集操作を実行せずにオフラインの Database Storage Checkpoint
を作成しようとすると、Checkpoint 作成が失敗します。
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によるバックアップとリストア
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas NetBackup について

■

Veritas NetBackup を使った DB2 のバックアップとリストアについて

■

SFHA Solutions 製品環境での NetBackup の使用

Veritas NetBackup について
NetBackup には、クライアントサーバーネットワークのクライアントシステムに格納されて
いるデータベースファイルおよびディレクトリのバックアップ、アーカイブおよびリストア機
能が用意されています。 NetBackup サーバーソフトウェアは、物理的なバックアップスト
レージデバイスを管理するプラットフォーム上に存在します。 NetBackup サーバーは、
自動制御、メディア管理、エラー処理およびスケジュールが行われ、すべてのクライアン
トバックアップイメージのリポジトリとして機能します。
管理者は、自動的に実行され、介入作業のない完全バックアップおよび増分バックアッ
プのスケジュールを設定できます。 前述のバックアップは、NetBackup サーバーによっ
て完全に管理されます。 また、管理者が手動でクライアントのバックアップを作成すること
もできます。 クライアントユーザーは各自のクライアントシステムからバックアップ、アーカ
イブおよびリストアを実行できますが、起動後の操作は NetBackup サーバーに制御され
ます。
NetBackup は、 Storage Foundation Enterprise 製品には付属していませんが、別途
購入できます。
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Veritas NetBackup を使った DB2 のバックアップとリ
ストアについて
Veritas NetBackup を使うと、週 7 日 24 時間利用可能な必要のあるデータベースに対
して高パフォーマンスのオンライン（ホット）バックアップを実行できます。NetBackup は、
Extended Edition（EE）環境と Enterprise Extended Edition（EEE）環境をサポートして
います。また、NetBackup は Database Partitioning Feature（DPF） for DB2 8.1 以降
をサポートしています。
Veritas NetBackup では、データベースのファイルとディレクトリのバックアップとリストア
を行うことができます。完全バックアップや増分バックアップのほか、自動、無人のデータ
ベースバックアップのスケジュールを設定できます。前述のバックアップは、NetBackup
サーバーによって完全に管理されます。また、どの NetBackup クライアントからもデータ
ベースファイルを手動でバックできます。 クライアントのユーザーは、要求に応じてクライ
アントシステムからデータベースのバックアップとリストアを実行できます。
Veritas NetBackup は、Extended Edition（EE）、Extended-Enterprise Edition（EEE）、
または Database Partitioning Feature（DPF）環境において DB2 向けに設定できます。
2 つの種類の DB2 バックアップポリシーが必要になります。 1 つはカタログノードのバッ
クアップに使われ、もう 1 つはカタログノードを含むすべてのノードのバックアップに使わ
れます。 EEE 対応 DB2 の設定に関する詳細情報と手順はシステム管理者のガイドで
入手できます。
『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』を参照してください。
Veritas NetBackup for DB2 には次の機能があります。
■

メディアとデバイス管理

■

スケジュール機能

■

多重バックアップとリストア

■

DB2 と通常のファイルシステムのバックアップとリストア操作の両方の透過実行

■

他のファイルのバックアップ中に使われる共有デバイスとテープ

■

集中型およびネットワーク型バックアップ操作

■

並列バックアップとリストア操作

■

DB2 データベースの増分バックアップ

表 15-1

NetBackup を使用する DB2 のバックアップのオプション
自動

手動

DB2 BACKUP
DATABASE コマ

ンド
DB2 データベースログのバックアップ サポート対象

サポート対象

サポート対象
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自動

手動

DB2 BACKUP
DATABASE コマ

ンド
DB2 アーカイブログのバックアップ

サポート対象

サポート対象

DB2 ポリシーのバックアップ

サポート対象

サポート対象

サポート対象

自動バックアップのスケジュールの設定は、データベースをバックアップする最も便利な
方法です。
『Veritas NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』の「バックアップの実行」を
参照してください。
DB2 データベースをリストアするための手順は、関係するデータベースとシステム上の問
題によって異なります。リストアする前に、db2 list history のコマンドを使うか、
NetBackup の bplist のコマンドを使ってバックアップを参照することができます。
『DB2 UDB Administration Guide Data Recovery and High Availability Guide』を参
照してください。

SFHA Solutions 製品環境での NetBackup の使用
Storage Foundation と NetBackup を統合することで、次の場合に使いやすさと効率性
を高めることができます。
■

NetBackup マスターサーバーのクラスタ化

■

NetBackup を使用した VxVM ボリュームのバックアップとリカバリ

NetBackup マスターサーバーのクラスタ化
クラスタ環境で NetBackup マスターサーバーの可用性を高めるには、次の手順を実行
します。
NetBackup マスターサーバー、メディア、プロセスの可用性を高めるには

1

NetBackup と Cluster Server のバージョンに互換性があることを確認します。 組
み合わせについて詳しい情報は、NetBackup クラスタ互換性リストに含まれていま
す。
■

NetBackup 7.x クラスタ互換性:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH126902
を参照してください

■

NetBackup 6.x クラスタ互換性:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH43619
を参照してください
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2

■

NetBackup 5.x クラスタ互換性:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH29272
を参照してください

■

NetBackup 互換性:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=landing&key=15145
を参照してください

マスターサーバーをクラスタ化する手順は NetBackup のバージョンによって異なり
ます。 指示については、該当する NetBackup マニュアルを参照してください。
http://sort.symantec.com

VCS リソースと NetBackup プロセスの堅牢性を検証するには

1

Netbackup マスターをオンライン化できるかどうかを検証します。

2

Netbackup マスターをオフライン化できるかどうかを検証します。

3

すべての NetBackup リソースを監視できるかどうかを検証します。

NetBackup を使用した VxVM ボリュームのバックアップとリカバリ
VxVM ボリュームのオブジェクトをバックアップするように NetBackup を有効にするには、
次の手順を実行します。 この手順では、VxVM ボリュームを使用して IR（インスタントリカ
バリ）が行えます。
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NetBackup を使って VxVM ボリュームのオブジェクトをバックアップするには

1

ディスクが 6 つある VxVM ディスクグループを作成します。 ディスクの数はボリュー
ムサイズ、ディスクサイズ、ボリュームレイアウト、およびスナップショット方式によって
変わることがあります。
このテストが実行しているシステムがクラスタ化されたシステムの場合、-s を使用し
て共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init database_dgdisk1disk2disk3 ¥
disk4disk5disk6

2

サイズ 10 GB かディスクの最大サイズのいずれか大きい方の「ミラーストライプ」
VxVM ボリュームを作成します。
# vxassist -g database_dg make vol_name 10G ¥
layout=mirror-stripe init=active
# vxvol -g database_dg set fastresync=on vol_name
# vxassist -g database_dg snapstart nmirror=1 vol_name

メモ: スナップショットには、ミラー、フルサイズインスタント、領域最適化インスタント
スナップショットの 3 タイプがあります。 例では、IR（インスタントリカバリス）ナップ
ショットを使用します。 スナップショット作成について詳しくは、
『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド 7.6』の 104 から 107 ページを参照し
てください。
次のページを参照してください
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6459

3

ボリュームでファイルシステムを作成します。

4

ボリュームに VxFS ファイルシステムをマウントします。
VxVM ボリュームがクラスタ化されたボリュームの場合、「-o クラスタ」オプションが指
定された VxFS ファイルシステムをマウントします。

5

VxFS ファイルシステムを希望のレベルまで満たします。 たとえば、最大 95% か、
使用するファイルシステムに適切なレベルまで満たすことができます。

6

これらのファイルの cksum(1) を格納します。

7

VxFS ファイルシステムをアンマウントします。

8

次の Advanced Client のオプションを有効にします。
■

Snapshot Backup を実行します。
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9

■

［拡張スナップショットオプション（Advanced Snapshot Options）］を［vxvm］に
設定します。

■

［インスタントリカバリ用にスナップショットを保持する（Retain snapshots for
instant recovery）］を有効にします。

NetBackup ポリシーで VxVM ボリュームをバックアップします。
『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド 7.6』の 98 から 101 ページを参照し
てください。
次のページを参照してください
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6459

NetBackup を使った VxVM ボリュームのリカバリ
VxVM ボリュームのオブジェクトをリカバリするように NetBackup を有効にするには、次
の手順を実行します。この手順では、VxVM ボリュームを使用して IR（インスタントリカバ
リ）を行います。
NetBackup を使って VxVM ボリュームのオブジェクトをリカバリするには

1

VxVM ボリュームをゼロに初期化します。

2

VxVM ボリュームを、初期化された新しい VxVM ボリュームにリカバリします。

3

空の VxVM ボリュームに VxFS ファイルシステムをマウントします。

4

リカバリしたファイルに対して cksum(1) の値を検証します。
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第16章 SmartTier によるストレージの階層化

■

第17章 DB2 での SmartTier の使用例

16
SmartTier によるストレージ
の階層化
この章では以下の項目について説明しています。
■

SmartTier について

■

高可用性（HA）環境での SmartTier

SmartTier について
SmartTier は、データ使用上の必要条件に基づいてデータストレージの一致処理を行
います。データの一致処理が終了すると、データの使用上の必要条件と、ストレージ管理
者またはデータベース管理者（DBA）により定義された他の必要条件に応じてこのデー
タが再配置されます。
時間の経過とともに保持されるデータが増えるにつれ、一部のデータはしだいに使用頻
度が低くなっていきます。使用頻度が低くても、データを保持するには多くのディスク領
域が必要です。SmartTier を使うと、データベース管理者が、使用頻度の低いデータを
より低速で安価なディスクに移動してデータを管理できるようになります。また、頻繁に利
用されるデータをより高速のディスクに保持してすばやく検索できるようにすることも可能
です。
ストレージの階層化は、複数のタイプのデータをさまざまなストレージに割り当てることで、
パフォーマンスを高速化し、経費を削減する方法です。SmartTier では、ストレージクラ
スを使って、特定の層を構成するディスクを指定します。ストレージクラスを定義するには、
一般的に 2 つの方法があります。
■

処理効率またはストレージが要求されるクラス: 最も使用頻度が高いクラスは、高速で
高価なディスクです。定期的には必要とされなくなったデータは、低速で安価なディ
スクで構成される別のクラスに移動できます。

■

耐障害性を備えたクラス: 各クラスは、非ミラーボリューム、ミラーボリューム、n-way 型
ミラーボリュームで構成されます。
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たとえば、通常、データベースはデータ、インデックス、ログで構成されます。データ
は重要であるため、3 方向のミラーで設定できます。インデックスは重要ですが再作
成が可能なため、2 方向のミラーで設定できます。REDO ログおよびアーカイブログ
を毎日採取する必要はありませんが、これらはデータベースリカバリに必須です。ミ
ラー化することもお勧めします。
SmartTier は、作成したルールに従って異なるストレージ階層からファイルストレージ領
域を割り当てることができる VxFS の機能です。 SmartTier では、現在より柔軟な方法で
階層化されたストレージの管理を行うことができます。 ストレージの静的な階層化では、
ストレージクラスへのアプリケーションファイルの割り当てを手動で 1 回のみ行いますが、
これは長期的に見ると柔軟性に欠けます。 通常、階層型ストレージ管理のソリューション
では、アプリケーションのアクセス要求に対する処理を実行する前に、ファイルをファイル
システムの名前空間に戻す必要があり、その結果として遅延とランタイムのオーバーヘッ
ドが発生します。 一方、SmartTier では、以下のことが可能です。
■

時間とともにファイルの価値が変わると、最適なストレージ階層にファイルを動的に移
動することで、ストレージ資産を最適化します。

■

ユーザーまたはアプリケーションのファイルアクセス方法を変更せずに、ストレージ階
層間のデータの移動を自動化します。

■

管理者が設定したポリシーに基づいてデータを自動的に移行します。これにより、階
層化されたストレージに対する操作要件や、データの移動に関連するダウンタイムが
不要になります。

メモ: SmartTier は、以前に Dynamic Storage Tiering（DST）と呼ばれていた機能を拡
張し、名前を変更したものです。
SmartTier のポリシーでは、初期のファイルの場所と、既存ファイルが再配置される環境
を制御します。これらのポリシーをファイルに適用すると、ファイルシステムのボリューム
セットの特定のサブセット（配置クラスと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できま
す。ファイルは、指定した名前、タイミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に
一致すると、他の配置クラス内のボリュームに再配置されます。
事前設定ポリシーに加え、必要に応じて、SmartTier で高速または低速のストレージに
ファイルを手動で移動できます。また、有効なポリシーの一覧表示、ファイル状態の表示、
ボリュームの使用状況の表示、ファイルの統計情報の表示などを行うレポートを実行でき
ます。
SmartTier では、Veritas Infoscale Storage Foundation Enterprise 製品 に搭載され
る 2 つの主要なテクノロジを利用しています。1 つは MVS ファイルシステムです。もう 1
つはファイルシステムで管理されるストレージ内でのポリシーに基づくファイルの自動配
置です。 MVS ファイルシステムは、2 つ以上の仮想ストレージボリュームを占有するの
で、単一のファイルシステムを異機種混在の可能性もある複数の物理ストレージデバイス
にまたがるようにすることが可能になります。 たとえば、1 つ目のボリュームが EMC
Symmetrix DMX のスピンドルに存在し、2 つ目のボリュームが EMC CLARiiON のスピ
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ンドルに存在するということも可能です。 単一の名前空間を提供することで、ユーザーと
アプリケーションは複数のボリュームを透過的に認識します。 この MVS ファイルシステム
では各ボリュームが識別されるので、個々のファイルが格納されている場所を制御するこ
とが可能です。 MVS ファイルシステムをポリシーに基づくファイルの自動配置と組み合
わせることで、アプリケーションにもユーザーにもダウンタイムの影響を与えずにデータを
自動的に移動する理想的なストレージ階層化機能を実現できます。
データベース環境では、アクセス期間のルールを一部のファイルに適用できます。 ただ
し、たとえばデータファイルによっては、アクセスされるたびに更新されて、アクセス期間
のルールを使用できない場合もあります。 SmartTier には、ファイル全体だけでなくファ
イルの一部をセカンダリ階層に再配置する機構も用意されています。
SmartTier を使うには、次の機能でストレージを管理している必要があります。
■

VxFS MVS ファイルシステム

■

VxVM ボリュームセット

■

ボリュームタグ

■

ファイルレベルの SmartTier 管理

■

サブファイルレベルの SmartTier 管理

VxFS MVS ファイルシステムについて
MVS ファイルシステムは、2 つ以上の仮想ボリュームを占有するファイルシステムです。
ボリュームの集合はボリュームセットと呼ばれ、1 つの Veritas Volume Manager（VxVM）
ディスクグループに属するディスクまたはディスクアレイ LUN で構成されます。MVS ファ
イルシステムは、単一の名前空間を示し、これによって複数のボリュームの存在がユー
ザーとアプリケーションに透過的になります。 各ボリュームは管理者用に個別の ID 情報
を維持し、これによって各ファイルが配置される場所を制御できます。
この機能は、次の必要条件を満たすファイルシステムでのみ利用できます。
■

ディスクグループのバージョンが 140 以上。

■

ファイルレベルの SmartTier に対するファイルシステムレイアウトのバージョンが 7 以
上。

■

サブファイルレベルの SmartTier に対するファイルシステムレイアウトのバージョンが
8 以上。

既存の VxFS システムを VxFS MVS ファイルシステムに変換するには、単一ボリューム
をボリュームセットに変換する必要があります。
VxFS ボリュームを管理するには、VxFS ボリューム管理ユーティリティ（fsvoladm ユー
ティリティ）が使えます。fsvoladm ユーティリティは、指定の Veritas File System へのボ
リュームの追加、削除、サイズ変更、カプセル化、フラグ設定、フラグ消去、フラグ問い合
わせといったさまざまな管理作業を行います。
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このユーティティについて詳しくは、fsvoladm (1M) のマニュアルページを参照してくだ
さい。

VxVM ボリュームセットについて
ボリュームセットでは、複数のボリュームを 1 つの論理オブジェクトで表すことができます。
ボリュームセットを空にすることはできません。基盤となるボリュームとの間のすべての I/O
処理は、ボリュームセットの I/O インターフェースを経由して実行されます。ボリュームセッ
ト機能は、Veritas File System（VxFS）のマルチボリュームの機能を強化します。この機
能により、ファイルシステムで、基盤となるボリュームの処理効率や可用性などの様々な
特性を最大限に活用できます。たとえば、ファイルシステムメタデータを冗長性の高いボ
リューム上に保存し、ユーザーデータを処理効率の高いボリュームに保存できます。

ボリュームタグについて
ボリュームタグをボリュームに関連付けることによって、配置クラスの VxVM ボリューム部
分を作成します。ファイルを配置する目的で、VxFS は配置クラスのボリュームをすべて
同等に扱い、ボリューム間に領域割り当てを分散します。ボリュームには、2 つ以上のタ
グを関連付けることができます。ボリュームに複数のタグを関連付けた場合、そのボリュー
ムは複数の配置クラスに属し、いずれかの配置クラスに関連する割り当てポリシーと再配
置ポリシーの影響を受けます。
警告: 複数のタグ付けは慎重に行ってください。
配置クラスは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに存在する特定のボリュームの
SmartTier 属性です。この属性は文字列で、ボリュームタグと呼ばれます。

SmartTier ファイルの管理
SmartTier では、VxFS MVS ファイルシステムの管理者は、初期ファイルの場所と既存
ファイルが再配置される環境を制御する配置ポリシーを定義することによって、ボリューム
セットの個々のボリューム上でファイルの配置を管理できます。これらの配置ポリシーを
ファイルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定のサブセット（配置クラ
スと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイルは、指定した名前、タイ
ミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、他の配置クラス内のボ
リュームに再配置されます。
ファイルベースの移動
■

管理者は、ファイルの新規作成前に、ファイル名拡張子に基づくファイル割り当てポ
リシーを作成し、データベース作成時には適切な階層の上にデータファイルを作成
できます。
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■

また、管理者は、データベースファイルまたは他のタイプのファイルに対してファイル
再配置ポリシーを作成し、ファイルが使われる頻度に基づいてファイルを再配置でき
ます。

SmartTier のサブファイルオブジェクトの管理
SmartTier では、MVS VxFS ファイルシステムの管理者は、ファイルオブジェクトや個々
のボリューム上のファイル全体の配置を管理することができます。
サブファイルベースの移動によって、次のことができます。
■

指定したマウントセットの指定したファイルセット内の一連の範囲を、要求に応じて目
的の階層セットに移動します。

■

次の目的で、ファイルのセグメントを自動的に移動します。
■

一連のファイルを監視して、I/O 統計情報を収集します。

■

必要に応じてクラスタ全体で、統計情報を定期的に収集し、保持します。

■

目的の階層セットに対する相対的なアクセス頻度に基づいて、登録したファイル
セットへの範囲制限を定期的に実行します。

■

それらの範囲の移動履歴を追跡します。

高可用性（HA）環境での SmartTier
Cluster Server には、ボリュームセット用の付属エージェントが用意されていません。 ボ
リュームまたはボリュームセットに問題が起きた場合、その問題は DiskGroup リソースと
Mount リソースレベルでのみ検出できます。
DiskGroup エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）ディスクグループをオン
ライン状態またはオフライン状態にしたり、監視したりします。 このエージェントでは VxVM
コマンドを使用します。 StartVolumes 属性と StopVolumes 属性の値が両方とも 1 の
場合、DiskGroup エージェントは、ディスクグループのインポート操作とデポート操作中、
ボリュームをオンライン状態にしたり、オフライン状態にしたりします。 ボリュームセットを
使っている場合、そのボリュームセットを含んでいる DiskGroup リソースの StartVolumes
属性と StopVolumes 属性の値を 1 に設定します。そのボリュームセットにファイルシス
テムを作成する場合、Mount リソースを使ってボリュームセットをマウントします。
Mount エージェントは、ファイルシステムまたは NFS クライアントのマウントポイントをオ
ンライン状態またはオフライン状態にしたり、監視したりします。
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。
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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。
■

DB2 での SmartTier の使用例

■

SmartTier による古いアーカイブログの階層 2 ストレージへの再配置

■

非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 ストレージへの再配置

■

有効なインデックスの高価なストレージへの再配置

■

すべてのインデックスの高価なストレージへの再配置

DB2 での SmartTier の使用例
Veritas InfoScale 製品には、ストレージの使用を最適化するためにデータを階層化する
ストレージ階層化機能である SmartTier が含まれています。
以下の手順例では、次の使用例について説明します。
■

2 日以上前のアーカイブログの Tier-2 ストレージへの再配置

■

非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 のストレージへの再配置

■

有効なインデックスの Tier-0 ストレージへの再配置

■

すべてのインデックスの Tier-0 ストレージへの再配置

第 17 章 DB2 での SmartTier の使用例
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SmartTier による古いアーカイブログの階層 2 ストレー
ジへの再配置
使用頻度の高いデータベースは 1 日あたり数百 GB のアーカイブログを生成することも
あります。 これらのアーカイブログのテープバックアップからの復元は、データベースの
回復時間が増大するため、理想的な方法とはいえません。 規制要件として、これらのアー
カイブログを数週間保持することが要求されます。
2 日以上経過した古いアーカイブログを階層 2 のストレージなどに再配置すると、ストレー
ジコストを節減できます。 そのためには、archive_policy.xml などのポリシーファイルを
作成する必要があります。
メモ: アーカイブログの再配置の使用例は、DB2 環境に該当します。

121

第 17 章 DB2 での SmartTier の使用例
SmartTier による古いアーカイブログの階層 2 ストレージへの再配置

2 日以上経過した古いアーカイブログを階層 2 に再配置するには

1

ポリシーファイルを作成します。 サンプル XML ポリシーファイルは次のとおりです。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY SYSTEM "/opt/VRTSvxfs/etc¥
/placement_policy.dtd">
<PLACEMENT_POLICY Version="5.0" Name="access_age_based">
<RULE Flags="data" Name="Key-Files-Rule">
<COMMENT>
This rule deals with key files such as archive logs.
</COMMENT>
<SELECT Flags="Data">
<COMMENT>
You want all files. So choose pattern as '*'
</COMMENT>
<PATTERN> * </PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS> tier1 </CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> tier2 </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">2</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</RELOCATE>
</RULE>
</PLACEMENT_POLICY>
WHEN 節の ACCAGE 単位に注意してください。

122

第 17 章 DB2 での SmartTier の使用例
非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 ストレージへの再配置

2

追加のサンプルポリシーファイルを配置するには、/opt/VRTSvxfs/etc に移動し
ます。
この使用例では、アクセスの時系列順ポリシーが適切です。 XML ファイルの CREATE
ON セクションと RELOCATE TO セクションに注意してください。

ポリシーファイルを適用するには

1

ルートとして、archive_policy.xml を検証します。
# fsppadm validate /DBarch archive_policy.xml

2

検証プロセスが正常終了しなかった場合は、問題を解決します。 続行する前に、
archive_policy.xml を正常に検証します。

3

/DBarch ファイルシステムにポリシーを割り当てます。
# fsppadm assign /DBarch archive_policy.xml

4

ポリシーを適用します。 2 日経過した古いアーカイブログの再配置は、実施手順の
実行時に行われます。 古いアーカイブログを再配置するために、ポリシーの実施を
毎日実行する必要があります。 この実施は、要求に応じて実行することも、cron な
どのスケジューラを使用して実行することもできます。
# fsppadm enforce /DBarch

非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 ストレー
ジへの再配置
これは、データベースのパーティションの一般的な使用方法です。 各パーティションは一
意の表領域にマップします。 たとえば、購入商品のデータベースでは、注文表を各四半
期の注文に区分することができます。 第 1 四半期の注文は Q1_order_tbs tablespace
に、第 2 四半期の注文は Q2_order_tbs にそれぞれ編成できます。
四半期が経過するに従い、古い四半期データのアクティビティが減少します。 古い四半
期データを階層 2 に再配置することによって、ストレージコストを大幅に節減できます。
データの再配置は、データベースがオンラインのときに実行できます。
次の使用例では、第 3 四半期の始めに第 1 四半期の古いデータを階層 2 に再配置す
る手順を示します。 この手順では、すべてのデータベースのデータが /DBdata ファイル
システムにあると想定します。
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第 1 四半期の注文データを DB2 の階層 2 ストレージに再配置するための準備をする
には

1

Q1_order_tbs に属するコンテナのリストを取得します。
$ db2inst1$

2

db2 list

テーブル領域 Q1_order_tbs のテーブル領域 ID を見つけます。
$ db2inst1$ db2

3

tablespaces

list

tablespace containers for <tablespace-id>

コンテナのパス名を検索し、ファイル Q1_order_files.txt に保存します。
#cat

Q1_order_files.txt
NODE0000/Q1_order_file1.f
NODE0000/Q1_order_file2.f
...
NODE0000/Q1_order_fileN.f
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第 1 四半期の注文データを階層 2 に再配置するには

1

ポリシー XML ファイルを作成します。 この例では、ポリシーファイル名は
Q1_order_policy.xml です。サンプルポリシーを次に示します。
これは条件の指定がない再配置のポリシーであるため、WHEN 節がありません。
SELECT 節の一部として複数の PATTERN 文があります。各 PATTERN は、異なるファ
イルを選択します。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY SYSTEM "/opt/VRTSvxfs/etc/¥
placement_policy.dtd">
<PLACEMENT_POLICY Version="5.0" Name="selected files">
<RULE Flags="data" Name="Key-Files-Rule">
<COMMENT>
This rule deals with key important files.
</COMMENT>
<SELECT Flags="Data">
<DIRECTORY Flags="nonrecursive" > NODE0000</DIRECTORY>
<PATTERN> Q1_order_file1.f </PATTERN>
<PATTERN> Q1_order_file2.f </PATTERN>
<PATTERN> Q1_order_fileN.f </PATTERN>
</SELECT>
<RELOCATE>
<COMMENT>
Note that there is no WHEN clause.
</COMMENT>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> tier2 </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
</RELOCATE>
</RULE>
</PLACEMENT_POLICY>

2

ポリシー Q1_order_policy.xml を検証します。
# fsppadm validate /DBdata Q1_order_policy.xml
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3

ポリシーを割り当てます。
# fsppadm assign /DBdata Q1_order_policy.xml

4

ポリシーを適用します。
# fsppadm enforce /DBdata

有効なインデックスの高価なストレージへの再配置
データベーストランザクション率は、インデックスへのアクセス速度によって異なります。イ
ンデックスが低速のストレージに存在する場合、データベーストランザクション率は低下し
ます。 一般的に階層 0 のストレージは高価であるため、テーブル全体のデータを階層 0
に再配置することは実用的ではありません。 これに対し、インデックスは一般にサイズが
非常に小さく、データベーストランザクション率を高くするために作成されるため、階層 0
ストレージにアクティブなインデックスを再配置するのは、より実用的な方法です。
SmartTier を使って階層 0 ストレージにアクティブなインデックスを移動できます。
次に示す電話会社のデータベースの手順例では、call_details テーブルの customer_id
列にインデックス call_idx があると想定します。
call_idx を DB2 の階層 0 ストレージに再配置するための準備をするには

1

call_idx が存在する表領域を検索します。
$ db2inst1$ db2 connect to PROD
$ db2inst1$ db2 select index_tbspace from syscat.tables ¥
where tabname='call_details'

2

この例では、インデックスは表領域 tbs_call_idx にあります。tbs_call_idx の表領域
ID とコンテナリストを取得するには
$ db2inst1$

db2

list tablespaces

tbs_call_idx の表領域 ID を書き留めます。

3

コンテナを一覧表示し、ファイル名を表領域 tbs_call_idx に記録します。
$ db2inst1$

4

db2 list tablespace containers for <tablespace-id>

ファイルを index_files.txt に格納します。
# cat index_files.txt
/DB2data/NODE0000/IDX/call1.idx
/DB2data/NODE0000/IDX/call2.idx
/DB2data/NODE0000/IDX/call3.idx
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call_idx を階層 0 ストレージに再配置するには

1

ポリシー index_policy.xml を準備します。
ポリシーの例
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY SYSTEM "/opt/VRTSvxfs/etc/¥
placement_policy.dtd">
<PLACEMENT_POLICY Version="5.0" Name="selected files">
<RULE Flags="data" Name="Key-Files-Rule">
<COMMENT>
This rule deals with key important files.
</COMMENT>
<SELECT Flags="Data">
<DIRECTORY Flags="nonrecursive" > NODE0000</DIRECTORY>
<PATTERN> call*.idx </PATTERN>
</SELECT>
<RELOCATE>
<COMMENT>
Note that there is no WHEN clause.
</COMMENT>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> tier0 </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
</RELOCATE>
</RULE>
</PLACEMENT_POLICY>

2

ポリシーを割り当て、適用します。
# fsppadm validate /DBdata index_policy.xml
# fsppadm assign /DBdata index_policy.xml
# fsppadm enforce /DBdata

すべてのインデックスの高価なストレージへの再配置
DBA の一般的な方法は、インデックスファイルに共通の拡張子を付した名前を付けるこ
とです。 たとえば、すべてのインデックスファイルに「.inx」という拡張子の付いた名前を付
けます。 階層 0 ストレージに十分な容量があれば、データベースのすべてのインデック
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スを階層 0 ストレージに再配置できます。 この特殊な拡張子で作成するすべてのイン
デックスコンテナを、ポリシー定義の CREATE と RELOCATE 節を使用して、階層 0 ストレー
ジに自動的に作成させることができます。
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すべてのインデックスを階層 0 ストレージに再配置するには

1

次の例のようなポリシーを作成します。
# cat index_policy.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY SYSTEM "/opt/VRTSvxfs/etc/¥
placement_policy.dtd">
<PLACEMENT_POLICY Version="5.0" Name="selected files">
<RULE Flags="data" Name="Key-Files-Rule">
<COMMENT>
This rule deals with key important files.
</COMMENT>
<SELECT Flags="Data">
<PATTERN> *.inx </PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<COMMENT>
Note that there are two DESTINATION.
</COMMENT>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS> tier0 </CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS> tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
<RELOCATE>
<COMMENT>
Note that there is no WHEN clause.
</COMMENT>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> tier0 </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
</RELOCATE>
</RULE>
</PLACEMENT_POLICY>
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2

階層 0 に容量がない場合でもファイルを正常に作成できるようにするには、 1のポ
リシー例に示すように、2 つの ON1 節を追加します。

3

ポリシーを割り当て、適用します。
# fsppadm validate /DBdata index_policy.xml
# fsppadm assign /DBdata index_policy.xml
# fsppadm enforce /DBdata
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Databases 管理リファレンス

■

第18章 Storage Foundation for Databases コマンドリファレンス

■

第19章 Storage Foundation for Databases のチューニング

■

第20章 SFDB ツールのトラブルシューティング

18
Storage Foundation for
Databases コマンドリファレ
ンス
この章では以下の項目について説明しています。
■

vxsfadm コマンドリファレンス

■

FlashSnap リファレンス

■

Database Storage Checkpoints のリファレンス

vxsfadm コマンドリファレンス
vxsfadm は、DB2 データベースに対して FlashSnap や Database Storage Checkpoint

など、ポイントインタイムコピーの操作を実行するために使用できるコマンドラインユーティ
リティです。このユーティリティは、Storage Foundation の下位機能を使用して以下の操
作を実行します。vxsfadm コマンドは DB2 インスタンス所有者のみによって実行できま
す。
メモ: 表領域の追加または破棄やデータファイルの追加または破棄など、データベース
への構造上の変更が進行中である場合、SFDB ツールはポイントインタイムコピーの作
成をサポートしません。 ただし、ポイントインタイムコピーが作成済みであれば、データ
ベースの状態にかかわらずいつでもクローンを作成できます。
vxsfadm ユーティリティは、以下のような複数のデータベース設定でサポートされます。
■

スタンドアロンセットアップの DB2 単一パーティションデータベース

■

オフホストでの DB2 単一パーティション
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■

高可用性設定（VCS クラスタ）での DB2 単一パーティションデータベース

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability での DB2 単一パーティ
ションデータベース

vxsfadm コマンドの構文は次のとおりです。
vxsfadm -s <service_type> -a <application-name> -o <operation>
[ -c config-file ]
[ -r repository-host ]
[ service-specific parameters ]
[ application-specific parameters ]
vxsfadm -s <service-type> -a application-name> -o list
[ service-specific parameters ]
[ application-specific parameters ]
vxsfadm -s <service-type> -a application-name> -o setdefaults
[ service-specific parameters ]
[ application-specific parameters ]
vxsfadm パラメータは、次のとおりです。
-s service_type

PITC 操作のサービスタイプを指定します。
サポートされるサービスタイプは、以下のとおり
です。
■

flashsnap: ボリュームレベルスナップショット

■

checkpoint: ファイルシステムのチェックポイ
ント
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-o operation

実行するポイントインタイムコピー操作を指定し
ます。 サポートされる操作はサービスタイプに
よって異なります。 サービスタイプでサポートさ
れる操作について詳しくは、それぞれの
vxsfadm man ページを参照してください。
以下の操作は、すべてのサービスタイプに共通
です。
■

■

-o list: 指定したアプリケーションのすべ
ての設定/サービスを一覧表示します。
service_type を指定すると、指定した
service_type のすべての既存の設定が表
示されます。
-o setdefaults: ファイルに保存して残
りの操作に使用できるデフォルトの設定を生
成します。

-a application_name

ポイントインタイムコピー操作を実行するアプリ
ケーションを指定します。

-c config_file

service_type、application_name、operation
のほかに、アプリケーションに固有のすべてのコ
マンドラインオプションを設定ファイルに指定で
きます。 設定ファイルの情報は、
PARAMETER_NAME=VALUE という形式で
指定する必要があります。 サービスにサポートさ
れるパラメータについては、vxsfadm のマニュ
アルページを参照してください。

-r repository-host

オフホストの操作のために SFDB リポジトリのホ
ストを指定します。

service-specific parameters

サービスでは、処理を行うために、これらのパラ
メータが必要です。 最も重要なサービス固有の
パラメータは、--service_name です。たとえば、
サードミラーブレークオフスナップショット
（flashsnap）を作成する場合、service_name
パラメータは flashsnap_name で、このパラメー
タの重複のない識別子を
--flashsnap_name=dailysnap のように
指定できます。 この識別子は、そのコピーに対
して実行されるすべての操作に使用できます。
これらのパラメータは、設定ファイルに指定する
ことも、環境にエクスポートすることもできます。
詳しくは、vxsfadm man ページを参照してくだ
さい。
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application-specific parameters

アプリケーションでは、処理を行うために、これら
のパラメータが必要です。 最も重要なアプリケー
ション固有のパラメータは、アプリケーションイン
スタンスを一意に識別するパラメータです。
たとえば、2 つの DB2 データベースをシステム
で実行している場合、db2instance パラメータと
db2database パラメータは一意にアプリケーショ
ンインスタンスを識別します。 これらのパラメータ
は特定のアプリケーションインスタンスに対する
すべてのポイントインタイムコピー操作に使用さ
れます。
これらのパラメータは、設定ファイルに指定する
ことも、環境にエクスポートすることもできます。
詳しくは、vxsfadm man ページを参照してくだ
さい。

メモ: コマンドラインに指定した vxsfadm パラメータは、設定ファイルに指定したパラメー
タと環境にエクスポートしたパラメータを上書きします。 設定ファイルに指定したパラメー
タは、環境にエクスポートしたパラメータを上書きします。
vxsfadm とエラーメッセージをトラブルシューティングに使用できます。

p.159 の 「SFDB ツールのトラブルシューティングのためのリソース」 を参照してください。
詳しくは、以下のマニュアルページを参照してください。
vxsfadm-flashsnap(1M), vxsfadm-checkpoint(1M)
vxsfadm-db2-flashsnap(1M), vxsfadm-db2-checkpoint(1M)

FlashSnap リファレンス
この項では、FlashSnap 設定パラメータとサポートされている操作について説明します。

FlashSnap の設定パラメータ
表 18-1 は、設定ファイルに指定できる FlashSnap 設定パラメータを一覧表示します。
コマンドラインでパラメータを指定する場合は、表中のコマンドラインオプションのカラムを
参照してください。
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表 18-1

FlashSnap の設定パラメータ

パラメータ

説明

指定できる値

コマンドラインオプション

VERSION

設定ファイル形式のバージョ
ン。

n.n

NA

例: 6.0

(*)

FlashSnap 設定の一意の識 文字列
別子。
例: snap1

--flashsnap_name
snap1 または --name
snap1

DB2INSTANCE

DB2 インスタンス名。

--db2instance
db2inst1 または -I
db2inst1

FLASHSNAP_NAME

例: db2inst1

(*)
DB2DATABASE
(*)

文字列

DB2 データベース名。

文字列
例: proddb

--db2database proddb
または -D proddb

APP_MODE

スナップショット操作が実行さ offline
れている場合のアプリケーショ
online
ンのモード。
instant

--app_mode offline ま
たは online または
instant

SNAPSHOT_PLEX_TAG

スナップショットに含める必要 文字列
があるプレックスの putil2 属性
例: dbed_snap1
タグの値。

--snapshot_plex_tag
dbed_snap1 または
--plex dbed_snap1

SNAPSHOT_VOL_PREFIX スナップショットボリューム名を 文字列
作成するためにボリューム名
例: SNAPVOL_
の先頭に付加する文字列。

--snapshot_vol_prefix
SNAPVOL_

SNAPSHOT_DG_PREFIX

スナップショットディスクグルー 文字列
プ名を作成するためにディス
例: SNAPDG_
クグループ名の先頭に付加す
る文字列。

--snapshot_dg_prefix
SNAPDG_

SNAPSHOT_MIRROR

スナップショットボリュームを形 番号
成するために切り離す必要が
デフォルト: 1
あるミラーの番号。

--snapshot_mirror 2 ま
たは --n 2

SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG このパラメータを設定する場合 はい
は、スナップショット操作をアー
いいえ
カイブログボリュームでも行う
auto (**)
必要があります。
デフォルト: auto

--snapshot_archive_log
y または
--no_snapshot_archive_log
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パラメータ

説明

指定できる値

SECONDARY_HOST

スナップショットがマウントでき ホスト名
アプリケーションのクローンを
作成できるホスト。

MAPPED_MOUNTS

スナップショットボリュームをマ dg1:volume1=path1;
--mapped_mounts
ウントするパスを指定するボ
mydg:datavol=/tmp/fsnp
dg2:volume2=path2
リュームからマウントポイントへ
例: mydg:datavol=/tmp/fsnp;
のマッピング。

CLONE_PATH

クローンのアプリケーションイ 有効なパス
ンスタンスがマウントされるファ
/tmp/so1
イルシステムパス。

--clone_path/tmp/so1
または
mountpath/tmp/so1

CLONE_NAME

クローン操作で作成されるク
ローン DB2 データベースの
名前。

--clone_name clone1

文字列

コマンドラインオプション
--secondary_host sys4

例: clone1

メモ: (*) は、パラメータが必須であることを表します。

メモ: (**) SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG パラメータが auto に設定される場合、ログの
アーカイブが有効化されているかどうかに基づいて、スナップショット操作はアーカイブロ
グで実行されます。ログのアーカイブが有効化されていない場合、スナップショット操作は
アーカイブログで実行されません。ログのアーカイブが有効化されていて、logarchmeth1
と logarchmeth2 パラメータによって指定されたアーカイブログの保存先の少なくとも 1
つがローカルの「DISK:」に設定されている場合、スナップショット操作はアーカイブログ
で実行されます。

FlashSnap がサポートされる操作
「表 18-2」は、vxsfadm コマンドを使用して実行できる FlashSnap 操作の一覧です。
表 18-2

FlashSnap がサポートされる操作

操作

操作のエイリアス

説明

setdefaults

なし

アプリケーション用のデフォ
ルトの設定ファイルを生成
します。

valid

validate

設定ファイルおよび環境を
検証します。
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操作

操作のエイリアス

説明

snap

snapshot、break

ミラーを切り離してスナップ
ショットを作成し、ディスクグ
ループを分割します。

clone

clonedb

アプリケーションのクローン
を作成します。 clone オプ
ションを使って、マウント解
除されたクローンを再起動
できます。

mount

snapmount

ミラーボリュームをマウント
します。

unmount

umount、snapunmount、snapumount

スナップショットをマウント
解除し、クローンを作成す
る場合にクローンを停止し
ます。

destroy

delete、remove

FlashSnap 設定をリポジト
リから破棄します。

list

なし

利用可能なスナップショッ
ト設定をリストします。

Database Storage Checkpoints のリファレンス
この項では、FlashSnap 設定パラメータとサポートされている操作について説明します。

Database Storage Checkpoint の設定パラメータ
表 18-3 は、設定ファイルに指定できる atabase Storage Checkpoint 設定パラメータを
一覧表示します。コマンドラインでパラメータを指定する場合は、表中のコマンドラインオ
プションのカラムを参照してください。
表 18-3

Database Storage Checkpoint - 設定パラメータ

パラメータ

説明

VERSION

設定ファイル形式の n.n
バージョン。
例: 6.0

NA

CHECKPOINT_NAME

ストレージチェックポ 文字列
イントの一意の識別
例: ckpt1
子。

--checkpoint_name ckpt1

(*)

指定できる値 コマンドラインオプション
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パラメータ

説明

指定できる値 コマンドラインオプション

DB2INSTANCE

DB2 インスタンス
名。

文字列

DB2 データベース
名。

文字列

(*)
DB2DATABASE
(*)

例: db2inst1

--db2database proddb または -D proddb

例: /proddb

チェックポイント操作 offline
を実行しているとき
online
のアプリケーションの
instant
モード。

APP_MODE

--db2instance db2inst1 または -I
db2inst1

--app_mode offline または onlineまたは
>instant

デフォルト:
online
CLONE_NAME

クローン操作の間に 文字列
作成されるアプリ
例: clone1
ケーションインスタン
スの名前。

--clone_name clone1

CLONE_PATH

クローンのファイル
がマウントされるパ
ス。

--clone_path/tmp/ckpt1

SNAPSHOT_REMOVABLE

有効なパス
/tmp/ckpt1

削除可能なストレー Y または N
ジチェックポイントを
デフォルト:
作成するのか、削除
removable Y
不可のストレージ
チェックポイントを作
成するのかを指定す
るパラメータ。

--snapshot_removable または
--no_snapshot_removable

メモ: (*) は、パラメータが必須であることを表します。

Database Storage Checkpoint のサポートされる操作
「表 18-4」は、vxsfadm を使用して実行できる Database Storage Checkpoint の操作
の一覧です。
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表 18-4

Database Storage Checkpoint のサポートされる操作

操作

操作のエイリアス

説明

setdefaults

なし

アプリケーション用のデフォ
ルトの設定ファイルを生成
します。

ckpt

create、checkpoint、fsckpt、snap、
snapshot

アプリケーション用に
Database Storage
Checkpoint を作成しま
す。

mount

snapmount、ckptmount

Database Storage
Checkpoint を読み取り専
用モードまたは読み書き
モードで、指定したマウン
トポイントにマウントします。

mountrw

snapmountrw、ckptmountrw

Database Storage
Checkpoint を読み書き
モードでマウントします（元
のストレージチェックポイン
トのシャドーチェックポイン
トが作成され、読み書き
モードでマウントされま
す）。

unmount/umount

ckptumount、unmount、snapunmount、 Database Storage
snapumount
Checkpoint をマウント解除
します。

delete

destroyｍ、remove、ckptremove

Database Storage
Checkpoint を削除しま
す。

clone

ckptclone、clonedb

Database Storage
Checkpoint のクローンを
作成します。

restore

なし

Database Storage
Checkpoint からデータ
ファイルを復元します。

list

なし

Database Storage
Checkpoint を一覧表示し
ます。
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操作

操作のエイリアス

説明

getappdata

なし

データベースがオンライン
状態のときにデータベース
情報を集めます。 この情報
はオフラインのチェックポイ
ント処理で使用します。
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Storage Foundation for
Databases のチューニング
この章では以下の項目について説明しています。
■

その他のマニュアル

■

VxVM のチューニングについて

■

VxFS のチューニングについて

■

DB2 データベースのチューニングについて

その他のマニュアル
この章で説明されているチューニングに関するヒントや情報とあわせて、次に示すような
より詳細な情報を扱った出版物を利用してください。
■

DB2 UDB V8.2 パフォーマンスチューニングガイド (IBM Corporation)

■

DB2 高パフォーマンスの設計とチューニング（Prentice Hall）

■

Storage Foundation 管理者ガイド、「VxVM のパフォーマンスの監視」の章

VxVM のチューニングについて
VxVM（Veritas Volume Manager）は、小規模なシステムから大規模なサーバーまで、
大多数の設定に合わせてチューニングされます。 比較的小規模なシステム（ディスクドラ
イブが 100 台未満）では、チューニングは不要です。Veritas Volume Manager により、
すべての設定パラメータについて適切なデフォルト値が採用されます。 ただし、大規模
なシステムの設定では、容量と処理効率という観点からこれらのパラメータの詳細なチュー
ニングが必要になる場合があります。
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VxVM のチューニングについて詳しくは『 Storage Foundation 管理者ガイド』を参照し
てください。

ボリュームの I/O 統計情報の取得について
データベースを単一のボリューム上の単一のファイルシステムに作成した場合、通常は
ボリュームの I/O 統計情報を監視する必要はありません。 データベースを複数のボリュー
ム上の複数のファイルシステムに作成した場合、または時間の経過とともにボリューム設
定の変更を行っている場合は、データベースのボリュームの I/O 統計情報の監視が必要
になることがあります。
vxstat コマンドを使うと、VxVM の制御下にあるボリューム、プレックス、サブディスク、

ディスクの動作についての情報がアクセスされ、統計情報の概略が標準出力に表示され
ます。 これらの統計情報の最初には、システムが起動されたときまたは最後にカウンタが
0 にリセットされたとき以降の VxVM のアクティビティが示されます。 VxVM オブジェクト
名が指定されていない場合は、設定データベース内のすべてのボリュームの統計情報
が報告されます。 統計情報を報告するオブジェクトがあるデータベースのディスクグルー
プを指定するには、-g オプションを使います。
VxVM では次の I/O 統計情報が記録されます。
■

操作回数

■

転送ブロック数（一度に複数のブロックを転送することができます）

■

平均操作時間（VxVM インターフェース経由の合計時間が反映されており、他の統
計プログラムとの比較には適しません）

VxVM は、論理 I/O について、直前の 3 つの情報を記録します。内容には各ボリューム
の読み取り、書き込み、原子コピー、読み取りの検証、書き込みの検証、プレックスの読
み取り、プレックスの書き込みが含まれています。 VxVM では、読み取り障害、書き込み
障害、修正された読み取り障害、修正された書き込み障害など、他の統計データも保持
します。 ボリュームの統計情報の表示に加えて、vxstat コマンドでは、ボリュームを形成
するコンポーネントの詳細な統計情報も表示できます。 利用可能なオプションについて
詳しくは、vxstat(1M) のマニュアルページを参照してください。
統計情報を 0 にリセットするには、-r オプションを使います。 統計情報のリセットは、す
べてのオブジェクトまたは指定したオブジェクトのみに実行できます。 操作直前の状態に
リセットすると、実行した操作による影響のみを測定できます。
次に、vxstat コマンドを使って生成された出力例を示します。
OPERATIONS

BLOCKS

AVG TIME(ms)

TYP

NAME

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

vol

log2

0

6312

0

79836

.0

0.2

vol

db02

2892318

3399730

0283759

7852514

20.6

25.5
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vxstat の出力を使用して動作が集中するボリュームを特定する方法と、これらのボリュー

ムを認識して別のレイアウトに変更する、または移動する方法についての追加情報が利
用できます。
RAID 5 ボリュームでは、この他のボリューム統計情報が使えます。
vxstat（1M）マニュアルページを参照してください。

『 Storage Foundation 管理者ガイド』の「処理効率の監視とチューニング」の章の「処理
効率の監視」の節を参照してください。

VxFS のチューニングについて
VxFS（Veritas File System）では、一連のチューニングオプションを使用してファイルシ
ステムパフォーマンスを最適化し、さまざまなアプリケーションの作業負荷に対応できるよ
うにします。 VxFS には、一部の I/O 動作を制御する、一連の I/O チューニングパラメー
タが用意されています。 これらの I/O パラメータにより、ファイルシステムをストライピング
または RAID 5 ボリュームに対応させ、単体ディスクに比べて優れたパフォーマンスを発
揮できます。 通常、大容量ファイルにアクセスするデータストリーミングアプリケーションで
ファイルシステムのチューニングが最も活用されます。

空き領域の監視の動作
通常、VxFS はファイルシステムの空き領域が 10% を超えると最高のパフォーマンスを
実現します。 これは、ファイルシステムの空き領域が 10% 以上であれば、断片化を解消
でき、十分なエクステント領域を確保できるからです。 df コマンドを定期的に使って、空
き領域を監視することをお勧めします。 空き領域のないファイルシステムは、ファイルシス
テムのパフォーマンスに悪影響を与えます。 このため、空き領域のないファイルシステム
の場合、一部のファイルを削除するか、または領域を拡張する必要があります。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

断片化の監視について
断片化により、パフォーマンスや可用性が低下します。このため、fsadm の断片化チェッ
ク機能や再編成機能を定期的に使うことをお勧めします。
断片化で問題が発生しないようにするための最も簡単な方法は、cron コマンドを使って
定期的な断片化解消の実行のスケジュールを設定することです。
断片化を解消するスケジューリングは、週単位（ファイルシステムの使用頻度が高い場合）
または月単位（ファイルシステムの頻度が低い場合）に設定する必要があります。エクス
テントの断片化は、fsadm コマンドを使って監視する必要があります。
断片化の程度の判断に使用できる 3 つの要因を次に示します。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域の割合
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■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域の割合

■

64 ブロック以上のエクステントの空き領域の割合

断片化が解消されているファイルシステムには、次の特性があります。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域が 1% 未満

■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域が 5% 未満

■

64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能な領域が全ファイルシステムサイズ
の 5% 以上

断片化が解消されていないファイルシステムには、次の特性が 1 つ以上あります。
■

8 ブロック未満のエクステントの空き領域が 5% 以上

■

64 ブロック未満のエクステントの空き領域が 50% 以上

■

64 ブロック以上の空きエクステントとして利用可能な領域が全ファイルシステムサイズ
の 5% 未満

fsadm の実行を適切な間隔でスケジュールし、エクステントを再構成する前後に fsadm

のエクステントの断片化チェック機能を実行することで、最適なエクステントの再構成を実
行するスケジュールを決定できます。
事前チェック結果は、再構成前の断片化の程度を示します。 断片化の度合いが不適切
なパーセンテージに近づいている場合は、fsadm の実行間隔を短くする必要があります。
断片化の度合いが低い場合は、fsadm の実行間隔を長くできます。

VxFS I/O パラメータのチューニングの動作
VxFS には、一部の I/O 動作を制御する、一連の I/O チューニングパラメータが用意さ
れています。これらの I/O パラメータにより、ファイルシステムをストライピングまたは RAID
5 ボリュームに対応させ、単体ディスクに比べて優れたパフォーマンスを発揮できます。
通常、大容量ファイルにアクセスするデータストリーミングアプリケーションでファイルシス
テムのチューニングが最も活用されます。
VxFS と Veritas Volume Manager を併用する場合、ファイルシステムは VxVM にボ
リュームのジオメトリを問い合わせ、自動的に I/O パラメータを設定します。 mkfs はファ
イルシステムを作成するときに VxVM に問い合わせを行い、ボリュームジオメトリに合わ
せて自動的にファイルシステムを作成します。 mkfs のデフォルトのジオメトリ情報を使わ
ない場合は、-o align=n オプションにより VxVM から取得したジオメトリ情報に置き換え
ることができます。 さらに、ファイルシステムのマウント時には、mount コマンドからも VxVM
に問い合わせが発行され、I/O パラメータを読み取ります。
デフォルトパラメータが使えない場合、または VxVM を使っていない場合
は、/etc/vx/tunefstab ファイルを使って I/O パラメータ値を設定できます。 mount コ
マンドは、/etc/vx/tunefstab ファイルを読み取り、ファイルシステムに指定されたパラ
メータを展開します。 tunefstab ファイルの値は、VxVM から取得した値を上書きしま
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す。 ファイルシステムがマウントされている場合は、vxtunefs コマンドにチューニングパ
ラメータをコマンドラインから指定したり、/etc/vx/tunefstab ファイルから読み取らせ
ることで、I/O パラメータを変更できます。
vxtunefs コマンドを使うと、I/O パラメータの現在の値を出力できます。
vxtunefs（1M）と tunefstab（4）の各マニュアルページを参照してください。

VxFS I/O チューニングパラメータについて
VxFS I/O チューニングパラメータは次のとおりです。
read_pref_io

読み取り要求サイズ。 ファイルシステムでは、このパラメータと
read_nstream 値を組み合わせて、先読みするデータの量を
決定します。 デフォルト値は 64 K です。

write_pref_io

書き込み要求サイズ。ファイルシステムでは、このパラメータと
write_nstream 値を組み合わせて、書き込み I/O 要求のフ
ラッシュを実行するサイズを決定します。 デフォルト値は 64 K で
す。

read_nstream

read_pref_io の並列に読み取り可能な数。 ファイルシステ
ムでは、read_pref_io で read_nstream を乗算した積か
ら先読みサイズを決定します。 read_nstream のデフォルト値
は 1 です。

write_nstream

write_pref_io の並列に書き込み可能な数。 ファイルシステ
ムでは、この値と write_pref_io で write_nstream を乗
算した積から書き込み時のフラッシュバックの時期を決定します。
write_nstream のデフォルト値は 1 です。

discovered_direct_iosz ファイル I/O 要求が discovered_direct_iosz の値を超え
ている場合は、ディスカバードダイレクト I/O として処理します。
ディスカバードダイレクト I/O は、ダイレクト I/O と同様に非バッ
ファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張またはブロックの
領域確保時には、i ノードに対する同期的なコミットを必要としま
せん。 大容量 I/O 要求では、ディスク I/O に比べて、ページキャッ
シュへのデータのコピーに要する CPU 時間が増えるばかりか、
I/O データをバッファリングするメモリ領域が大きくなります。これ
らの I/O 要求には、ディスカバードダイレクト I/O を使うと、通常
の I/O より効率よく処理できます。このパラメータのデフォルト値
は 256 K です。
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initial_extent_size

デフォルトの初期エクステントサイズを変更します。VxFS では、
新しいファイルの 1 回目の書き込みを基に、ファイルに割り当て
る最初のエクステントサイズを決定します。 通常、最初のエクステ
ントは 1 回目の書き込みサイズよりも大きい最小二乗値に設定さ
れます。 また、2 乗値が 8 K 未満であれば、最初のエクステント
領域を 8 K に設定します。 最初のエクステント割り当て後、ファ
イルシステムは、引き続き同じファイルにエクステントを割り当てる
たびにエクステントサイズを増やします
（max_seqio_extent_size を参照）。 アプリケーションの多
くでは、始め、8 KB 以下のバッファサイズを割り当ててファイル
への書き込みを実行するため、エクステントサイズの増加は、最
初のエクステントを 2 倍にすることから始まります。
initial_extent_size はデフォルトの初期エクステントサイ
ズを大きい値に変更できるため、最小二乗値使用のポリシーはよ
り大きい値から始まり、ファイルの初期状態から複数の小容量エ
クステントを割り当てることを回避します。 このパラメータは、平均
的に大容量ファイルを処理するファイルシステムでのみ指定しま
す。 結果として、このようなファイルシステムでは、ファイルごとの
エクステント数が減り、断片化の発生を防ぐことができます。
initial_extent_size は、ファイルシステムブロック単位で
計算されます。

max_direct_iosz

ファイルシステムで発行するダイレクト I/O 要求の最大サイズ。 よ
り大きいサイズの I/O 要求を受け取った場合、
max_direct_iosz のサイズのチャンクに分割されます。 この
パラメータに、I/O 要求へ一度に割り当てるメモリのサイズを指定
します。全メモリの 20% を超える値は指定できません。

max_diskq

1 つのファイルあたりに生成されるディスクキューの最大値を制
限します。 ファイルシステムがファイルのデータをフラッシュする
ときに、フラッシュされるページ数が max_diskq を超えた場合、
フラッシュ中のデータ量が減少するまでプロセスはブロックされま
す。 実際のディスクキューは制限しませんが、フラッシュ処理に
よってシステムが応答しなくなることを防ぎます。 デフォルト値は
1MB です。
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max_seqio_extent_size エクステントの最大値を増減します。ファイルシステムでは、ファ
イルへの順次書き込みに使うデフォルトの割り当てポリシーに準
じるとき、ファイルへの 1 回目の書き込みに十分な領域が確保さ
れている初期エクステントを割り当てます。 追加のエクステントの
領域確保には、確保する領域が規則的に増大するため（アルゴ
リズムでは新しいエクステントごとにファイルサイズを 2 倍にしま
す）、各エクステントに対しより多くのデータ書き込みが可能にな
ります。 これにより、順次書き込みの継続を見込んでエクステント
の総数を削減できます。 ファイルへの書き込み終了時に未使用
領域を他のファイルに解放します。 この割り当てにより通常、エク
ステントサイズの増加は 2048 ブロックで止まり、1 つのファイル
が未使用領域を不必要に確保しないようにします。
max_seqio_extent_size はファイルシステムブロックの単
位で測定されます。
write_throttle

警告: write_throttle パラメータは、コンピュータシステム
に大量のメモリが実装されているものの、ストレージデバイスは低
速であるという特殊な状況において有効です。 この設定では、
fsync() などの同期操作の完了に時間がかかりすぎて、システ
ムがハングアップしているように見えることがあります。 これが発
生する理由は、ファイルシステムがシステムパフォーマンスを低
下させることなくディスクへ非同期にフラッシュする以上の速度
で、ダーティページ（メモリのみの更新）を作成するためです。
write_throttle の値を低くすると、ディスクにフラッシュされ
るまでにファイルシステムによって生成されるファイル単位のダー
ティページ数が制限されます。 ファイルのダーティページ数が
write_throttle しきい値に達すると、ファイルシステムは、
空き領域の有無にかかわらず、ディスクへのフラッシュを開始しま
す。 write_throttle のデフォルト値では、通常、多数のダー
ティページが生成されますが、高速なユーザー書き込みは維持
されます。 ストレージデバイスの速度によっては、
write_throttle を低くすると、ユーザー書き込みのパフォー
マンスは低下する可能性がありますが、ダーティページの数が制
限されるため、同期化操作は格段に短い時間で処理できるよう
になります。
write_throttle 値を低く設定することによって書き込み要求
が遅延することがあるため（たとえば、write_throttle 値を
低く設定することにより、max_diskq の値までファイルディスク
キューの数が増える可能性があり、そのため、ディスクキューが少
なくなるまで書き込み要求の遅延が発生することがある）、システ
ムに大容量の物理メモリと低速ストレージデバイスの双方が搭載
されていないかぎり、write_throttle の値を変更しないこと
をお勧めします。
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ファイルシステムを VxVM とともに使う場合、ボリュームジオメトリを基にした VxFS I/O
チューニングパラメータはデフォルトを指定することをお勧めします。
ファイルシステムを VxVM 以外のハードウェアディスクアレイや論理ボリューム管理ツー
ルと連動させる場合、論理ディスクジオメトリからパラメータを調整しようとします。 ストライ
ピングや RAID 5 の場合、通常 read_pref_io にストライプユニットのサイズを、
read_nstream にストライプの並列アクセス数を指定します。 ストライプアレイの場合は、
write_pref_io と write_nstream に同数を、RAID 5 アレイの場合は、write_pref_io
に全ストライプサイズ（パリティストライプを除いたすべてのストライプユニットの合計）を、
write_nstream に 1 をそれぞれ指定します。
ディスク I/O を効率的に処理するアプリケーションについては、read_nstream で
read_pref_io を乗算した積から読み取り要求を発行する必要があります。 通常、
read_nstream で read_pref_io を乗算する場合は、どの累数を使ってもパフォーマン
スには十分なサイズとなります。 書き込みの場合にも、この方法で write_pref_io と
write_nstream のパラメータを指定することにより、パフォーマンスを向上させることが
できます。 ファイルシステムのチューニングには、実際の作業負荷を課してチューニング
パラメータを指定することをお勧めします。
大容量ファイルに対して順次 I/O を実行するアプリケーションでは、
discovered_direct_iosz を超えるサイズの I/O 要求を実行します。 これにより、I/O
要求がディスカバードダイレクト I/O 要求として認識され、ダイレクト I/O と同様に非バッ
ファ I/O として処理されますが、ファイルの拡張時に i ノードの更新に対する同期化処理
を実行しません。 キャッシュを超えるサイズのファイルの場合、非バッファ I/O の処理を
指定することにより、有益なデータをキャッシュから溢れさせることなく、CPU オーバー
ヘッドを軽減できます。

I/O 統計について
ファイルシステムを通してデータベースを実行するとき、ファイルごとに読み書き両用の
ロックを取得すると、1 ファイルにつき 1 つのアクティブな書き込みのみが可能となります。
iostat を使用してディスクの統計を調べる場合、ディスクではキューに格納する時間お
よびサービス時間を報告します。 サービス時間とはディスクで I/O が費やす時間であり、
キューに格納する時間とはその I/O が先行する他のすべての I/O を待機する時間です。
ボリュームレベルまたはシステムレベルではキューに格納することがないため、vxstat
および qiostat ではキューに格納する時間が表示されません。
たとえば、100 個の I/O を同時に送信し、1 個につき 10 ミリ秒かかる場合、ディスクでは
サービス時間の 10 ミリ秒とキューに格納する時間の 490 ミリ秒の平均を報告します。
vxstat および qiostat はサービス時間 500 ミリ秒の平均を報告します。

149

第 19 章 Storage Foundation for Databases のチューニング
DB2 データベースのチューニングについて

DB2 データベースのチューニングについて
DB2 データベースの最適なパフォーマンスを実現するには、VxFS とうまく連携するよう
にデータベースをチューニングする必要があります。 DB2 データベースのパフォーマン
スを向上するためにチューニング可能ないくつかの DB2 パラメータがあります。

DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG
デフォルトでは、DB2 は各 DMS コンテナの最初のエクステントで、ファイルかデバイスか
にかかわらず、コンテナのタグを格納します。コンテナのタグはコンテナのメタデータです
（DB2 v8.1 より前のバージョンでは、コンテナのタグは単一ページで格納されていたた
め、コンテナ領域を小さくする必要がありました）。この変数は［OFF］に設定しておくことを
推奨します。
変数 DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG は db2set コマンドで設定します。
$ db2set DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG=OFF
$ db2stop
$ db2start

コンテナで RAID のデバイスを使う際にレジストリ変数を［ON］に設定すると、I/O 処理速
度が低下する場合があります。RAID デバイスでは、RAID ストライプサイズと等しいまた
は RAID ストライプサイズの倍数のエクステントのサイズで表領域を作成するため、
DB2_USE_PAGE_CONTAINER_TAG を［ON］に設定するとエクステントは RAID ストライプに
一致しません。その結果、I/O 要求の物理ディスクへのアクセス数が最適な数を超える場
合があります。このレジストリ変数は有効化しないことをお勧めします。

DB2_PARALLEL_IO
この設定は表領域で並列 I/Oを強制的に起こすために使用します。RAID デバイスは、
複数の物理ディスクによって非 RAID デバイスよりも大きい I/O 負荷を維持できるため、
DB2_STRIPED_CONTAINERS 設定と組み合わせることが重要です。DB2 は、有効な表領
域で複数のプリフェッチスレッドを有効化してこの並列処理を実現します。
変数 DB2_PARALLEL_IO は db2set コマンドで設定します。すべての表領域で並列 I/O
を有効にするには、コマンドを実行します。
$ db2set DB2_PARALLEL_IO=*
$ db2stop ; db2start

すべての表領域でサブセットの並列 I/O を有効にするには、数を識別している表領域を
特定し、db2set コマンドに表領域 ID のリスト（カンマで区切ります）を提供する必要があ
ります。
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$
$
$
$
$

db2 connect to PROD
db2 list tablespaces
db2 terminate
db2set DB2_PARALLEL_IO=3,4,8,9
db2stop ; db2start

例のように、DB2_PARALLEL_IO 設定を変更した後は、インスタンスを停止し、再起動す
る必要があります。また、PREFETCHSIZE > EXTENTSIZE の場合、RAID デバイスの
表領域のために DB2_PARALLEL_IO を有効にすることもお勧めします。

PREFETCHSIZE と EXTENTSIZE
プリフェッチは、DSS タイプの環境またはデータがデータベースのメモリで保守できない
ほど大きい環境のデータベースのパフォーマンスを高める動作です。エクステントサイズ
は、RAID デバイスに DB2 表領域とコンテナが存在する環境で重要です。一般に、
EXTENTSIZE は必ず RAID ストライプサイズと等しい、または RAID ストライプサイズの倍
数になります。
DB2_PARALLEL_IO の設定により、表領域の PREFETCHSIZE は特別な意味を持ちます。
PREFETCHSIZE は EXTENTSIZE に分割され、I/O 並列処理の度合に達します。この環境

変数セットがない場合、I/O 並列処理の程度は通常はコンテナの数から得られます。RAID
のコンテナは通常 1 つだけであるため、PREFETCHSIZE を EXTENTSIZE の倍数に設定
し、十分な数の IO_SERVERS（物理ディスクあたり 1 以上）を提供し、要求のプリフェッ
チを取り扱うのに十分な大きさのバッファプールに表領域を割り当てます。
一般的に、EXTENTSIZE はボリュームの物理属性に基づいて計算します。 適切な I/O 並
列処理を実行するために、PREFETCHSIZE は必ず EXTENTSIZE（コンテナの数）以上で
ある必要があります。ただし、RAID デバイスの取り扱いの際は、表領域内のコンテナは
1 つだけであり、コンテナ数がボリュームのデバイスまたはカラムの数で置き換えられる場
合があります。
DB2 バッファプールにより多くのシステムメモリを永続的に割り当てる場合は、表領域の
PREFETCHSIZE と DB2_PARALLEL_IO 設定を設定してください。
たとえば、カラムサイズが 64k の 10 のストライプの物理ディスクにまたがってストライプ化
される VxVM RAID0 ボリュームがあります。ここではこのボリュームの VxFS ファイルシ
ステムを作成し、DMS コンテナの表領域を作成します。
$ qiomkfile -s 1G /db2_stripe/cont001
$ db2 connect to PROD
$ db2 create tablespace DATA1 managed by database ¥
using (FILE ‘/db2_stripe/cont001' 128000) ¥
pagesize 8k extentsize 8 prefetchsize 80 ¥
no file system caching
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$ db2 terminate

この例では、エクステントの各読み込みによって物理ドライブ 1 つを分散しています（カラ
ム幅は 64k 、エクステントサイズは 8（ページサイズ 8k））。プリフェッチの際、ストライプ全
体に対する読み取りを 1 度に実行します（ストライプに 10 のディスクがあるため 10、エク
ステントは 80 ページ）。PREFETCHSIZE が EXTENTSIZE の倍数を維持していることを確
認します。これらの設定は一般に約 640k 以下のクラスタを使用するデータベースに適
切な環境を提供します。より大きなデータベースオブジェクトまたはデータのより積極的な
プリフェッチのために、指定した PREFETCHSIZE を乗算できます。
PREFETCHSIZE の値を大きく設定する、またはすべてをプリフェッチすることでパフォー

マンスが低下する場合があります。データアクセスが非常にランダムである OLTP 環境
では、EXTENTSIZE と等しい PREFETCHSIZE を設定することで、表領域のプリフェッ
チをオフにするか効果を最小化する必要がある場合があります。

INTRA_PARALLEL
大きく複雑なクエリが実行されている場合、INTRA_PARALLEL 設定は、通常複数の
CPU を搭載するマシンに設定されます。通常この種の環境のクエリーは非常に単純で、
短く、非常に反復的であるため、これによって OLTP 環境のパフォーマンスが改善され
ることはありません。ただし、DSS または OLAP環境では、このオプションを有効にすると
パフォーマンスが大幅に改善される場合があります。

NUM_IOCLEANERS
非同期ページのクリーナーの数を指定します。クリーナーは、ストレージからデータを引
き抜くスレッド用に領域を解放して、バッファプールからダーティページをフラッシュしま
す。データベースの PREFETCH 設定が変更されている場合、このチューニングが重要
になります。挿入/更新/削除が重いまたは大きいサイズをプリフェッチする場合に I/O の
待機を避けるには、このパラメータをより高く設定します。

NUM_IOSERVERS
データベース用の I/O サーバーの数を指定します。これらのサーバーは、プリフェッチと
非同期 I/O の操作を実装しています。I/O の並列処理を最大化するには、ホストシステム
の物理デバイスの数以上に設定する必要があります。

CHNGPGS_THRESH
IOCLEANERS がダーティページのフラッシュを開始するしきい値を指定します。 低い
値はクリーニングが早期に行われることを示します。
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テーブルのスキャン
単一スレッドの順次スキャンの場合（意思決定支援システム（DSS）の作業負荷で一般
的）には、バッファ処理された読み取りを使用するとパフォーマンスの向上をもたらすこと
ができます。 ファイルシステムがこれらの順次読み取りを検出し先読みを実行するため、
DB2 が要求する次の数ブロックがシステムバッファキャッシュですぐに利用できる状態に
なり、単に DB2 バッファプールにコピーされます。メモリからのアクセスはディスクからの
アクセスよりも本質的に速いため、応答時間が大幅に短縮されます。

非同期 I/O
非同期 I/O は DB2 データベースが I/O の完了を待たずに複数 I/O をスケジュールでき
るようにします。I/O が完了すると、カーネルは割り込みを使って DB2 に通知します。

メモリ割り当て
DB2 をシステムで利用可能な物理メモリの 75% 以上を使用するようには設定しないでく
ださい。DB2 がシステムメモリリソースを求めて他のプロセスと競合せざるを得なくなる可
能性があるため、メモリのサイズと割り当てを決める場合にはこれらの潜在的なプロセス
のすべてを考慮する必要があります。 理想的な設定では、DB2 専用のシステムにより
チューニングおよび監視に関する問題が単純化されて最適なパフォーマンスが確実に
得られます。

TEMPORARY 表領域
複数の TEMPORARY 表領域がデータベースに存在する場合、その使用を分散するた
めにラウンドロビンで使用されます。複数の表領域の使用、EXTENTSIZE、
PREFETCHSIZE、OVERHEAD、TRANSFERRATE の再分散と推奨値については、
管理者ガイドを参照してください。

DMS コンテナ
DMS の表領域に複数のコンテナがある場合、すべてのコンテナの論理的に宣言された
物理サイズが同じであることを確認することが重要です。DB2 は、ラウンドロビンの書き込
みによって表領域で利用可能なコンテナをまたがってデータをストライプ化します。コン
テナのサイズが同じでない場合、表領域が完全に満たされると、1 つの物理ファイルまた
はデバイスですべての I/O 負荷が発生する場合があります。これによって、特に
NUM_IOCLEANERS、NUM_IOSERVERS、PREFETCHSIZE の構成設定の値が高い場合に、
パフォーマンスが大幅に低下します。
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データ、インデックス、ログ
データベースのデータとログファイルは常に分けておくことが重要です。この種のオブジェ
クトの書き込みパターンはそれぞれに性質が大きく異なるため、同じデバイス上で混同す
るとパフォーマンスが低下します。ログの書き込みは常にシーケンシャルかつ高帯域幅
である一方、表領域のデータ書き込みはランダムなものから大きくシーケンシャルなもの
までさまざまです。データベース環境のパフォーマンスを最高にするために、ログの書き
込みが速く、デバイスの遅延によって悪影響を受けていないことを確認することが重要で
す。
SMS 表領域を使う場合、データとインデックスを別のデバイスに分割することはできませ
ん。これは、この 2 つのタイプのデータベースオブジェクト間では、I/O とメモリの競合を
減らす方法がないことを意味しています。ただし、DMS デバイスを使用する場合は、表
のデータとインデックスを異なる表領域に配置することができます。これにより、インデック
スや制約付きのメモリを頻繁に使用する環境のパフォーマンスを大幅に改善できます。

データベースの統計
DB2 データベースは、データベース内のデータの物理レイアウトについての内部情報と
統計を管理します。これらの内部統計はプリフェッチとスレッドの I/O スケジューリングに
使用されるため、操作を前もって計画してパフォーマンスを大幅に改善することができま
す。通常のデータベース処理では統計は正しくなくなり、I/O 計画に悪影響が出始めま
す。これは特に、新しいデータ、テーブルのインデックス作成、多数のクエリ削除やクエリ
更新を含む重いテーブル処理の大きな負荷があった場合に顕著です。
DB2 はいくつかのツールでこれらの統計の更新を支援することで、正確な I/O 計画の継
続を可能にします。db2 コマンドプロンプトから実行できるこれらのツールは、RUNSTATS、
REORG、REORGCHK ツールと呼ばれます。最適なデータベースのパフォーマンスを
得るために、これらは定期的に実行する必要があります。
DB2 管理者ガイド のシステムカタログの統計セクションとDB2 のコマンドリファレンスの
CLP コマンドのセクションを参照してください。
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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。
■

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールのトラブルシューティングについ
て

■

vxdbd デーモンについて

■

vxdbd のトラブルシューティング

■

SFDB ツールのトラブルシューティングのためのリソース

■

SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールの 5.0x から 7.0 へのアップグ
レード（2184482）

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツール
のトラブルシューティングについて
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールは、複数の Storage Foundation
製品に配備されるため、これらの製品による問題の影響を受ける場合があります。 問題
発生時の最初の対応手順は、問題の原因を特定することです。 Storage Foundation
for Databases（SFDB）ツールで問題が発生するケースはまれです。多くの場合、原因
はセットアップの問題にあるか、またはベース製品の問題にあります。
この章に記載された情報を使用して、問題の原因を診断してください。 ベース製品のセッ
トアップまたは設定の問題の可能性がある場合、他の Storage Foundation マニュアル
を参照して解決する必要がある場合があります。 コンポーネント製品や DB2 が問題の
原因である場合は、必要に応じて個別のマニュアルを参照してください。
Storage Foundation 製品の問題をトラブルシューティングする場合は、次のマニュアル
を参照してください。
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■

Storage Foundation 管理者ガイド

■

Storage Foundation for Cluster File System High Availability 管理者ガイド

SFDB ツールのテクニカルサポート分析用スクリプトの実行
トラブルシューティングスクリプトによって、製品とその各モジュールの設定および状態に
関する情報が収集されます。 これらのスクリプトは、パッケージ情報、デバッグメッセージ、
コンソールメッセージおよびディスクグループやボリュームの情報を識別します。これらの
スクリプトの出力をシマンテック社のテクニカルサポートに転送すると、問題の分析や解決
に役立てることができます。
SFDB リポジトリとログ情報を入手するには
◆

以下を実行します。
# /opt/VRTSspt/VRTSexplorer/VRTSexplorer

この出力をサポートに送信します。

Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールのログファイル
次のログファイルを確認すると、有用な診断情報が得られます。
SFDB ツールコマンドのログファイルは /var/vx/vxdba/logs ディレクトリにあります。

vxdbd デーモンについて
SFDB のコマンドは、DBA ユーザーとして実行します。 DBA ユーザーは、root ユーザー
として、スナップショットの作成やファイルシステムのマウントなどのいくつかの操作を実行
する必要があります。 vxdbd デーモンは、特権コマンドを実行するために、または別のホ
スト上にある SFDB リポジトリと通信するときに、SFDB コマンドが使用します。

vxdbd の起動と停止
vxdbd デーモンはシステム起動時に自動的に起動するように設定されていま

す。/opt/VRTS/bin/sfae_config のスクリプトは、デーモンの停止と開始に使うことができ
ますが、ステータスをクエリーするのにも使うことができます。デーモンを起動および停止
できるのは root ユーザーのみです。
デーモンステータスをクエリーするには
◆

コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config status
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デーモンを起動するには
◆

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

デーモンを停止するには
◆

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

メモ: ほとんどの SFDB コマンドでは、vxdbd デーモンが実行されている必要があります。

vxdbd デーモンのリスニングポートの設定
vxdbd デーモンはデフォルトによって TCP ポート 3233 で応答準備をします。このポー

トが他の一部のアプリケーションで使用されている場合、vxdbd を設定して、代替ポート
を応答準備できます。 クラスタ環境では、すべてのノードの同じポートで応答準備するた
めに、vxdbd を設定する必要があります。
vxdbd デーモンのリスニングポートを設定するには

1

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config stop

2

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルを編集することによって、

VXDBD_PORT を必要な新しいポート番号に設定します。

3

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config start

vxdbd リソース使用量の制限
vxdbd デーモンはリソース使用量では軽いですが、システム管理者はさらにリソース使用

量を制限するといいかもしれません。これは、/etc/vx/vxdbed/admin.properties の
2 つの設定ファイルを使用することによって制限できます。
■

MAX_CONNECTIONS: このパラメータは vxdbd が許可すべき同時要求の最大数
を制御します。

■

MAX_REQUEST_SIZE: このパラメータは単一要求の最大サイズを制御します（バ
イト単位）。
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これらのパラメータを低く設定しすぎると、SFDB コマンドが失敗する原因になる場合があ
ります。 次の内容は、これらのパラメータの推奨最小値です。
■

MAX_CONNECTIONS: 5

■

MAX_REQUEST_SIZE: 1048576（1 MB）

メモ: これらのパラメータに変更を加えたら、vxdbd を再起動して、変更内容を有効にし
ます。

vxdbd の暗号化暗号文の設定
vxdbd デーモンとの通信は、暗号化されています。 通信に使用される暗号化アルゴリズ
ムは、/var/vx/vxdba/auth/vxdbd/root/.VRTSat/profile/VRTSatlocal.conf
設定ファイルを編集して設定できます。 SSLCipherSuite 設定パラメータは、保護された
接続を確立するときに許可される暗号文を指定します。 このパラメータの受け入れ可能
な値について詳しくは、OpenSSL ciphers(1) マニュアルページを参照してください。
たとえば、medium-strength および low-strength 暗号文を使用して通信を拒否するた
めに vxdbd を設定するには、次のように SSLCipherSuite パラメータを設定します。
"SSLCipherSuite"="HIGH:!MEDIUM:!eNULL:!aNULL:!SSLv2:!LOW"

vxdbd のトラブルシューティング
vxdbd デーモンが動作していない場合、エラーメッセージを表示して SFDB コマンドが

失敗する可能性があります。次の手順は、停止しているデーモンのインスタンスのトラブ
ルシューティングに役立てることができます。
■

/opt/VRTS/bin/sfae_config status を使って、デーモンが動作していることを

確認します。
■

出力がデーモンが動作していないことを示す場合、/opt/VRTS/bin/sfae_config
start コマンドを使って、デーモンを起動します。

■

デーモンが起動に失敗する場合、他のプロセスが同じポートで応答準備していない
ことを確認します。 このようなプロセスがある場合は、プロセスを停止するか、vxdbd
を設定して異なるポートで応答準備をします。

■

デーモンは /var/vx/vxdba/logs/vxsfaed.log でファイルのログを生成します。
詳細なログを有効にするには、/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイル
を編集して、LOG_LEVEL を DEBUG に設定します。
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SFDB ツールのトラブルシューティングのためのリソー
ス
SFDB（Storage Foundation for Database）のコマンドが失敗した場合は、次のリソース
を使用してトラブルシューティングしてください。
p.159 の 「SFDB ログ」 を参照してください。
p.160 の 「SFDB エラーメッセージ」 を参照してください。
p.160 の 「SFDB リポジトリとリポジトリファイル」 を参照してください。

SFDB ログ
SFDB コマンドは、実際の問題の絞り込みに使えるログを生成します。
ログファイル:
■

ログファイルは /var/vx/vxdba/logs の場所に生成されます。

■

2 つのタイプのログがあります。
■

ユーザーのログはユーザーのフォルダに生成されます。

■

vxdbd からのログおよび他のルート操作は、ログフォルダに生成されます。

■

ユーザーのログファイルには命名規則があり、
log_<service>_<app>_<service_id><app_id>.log という名前になります。
system.log もまた、vxsfadm がサービスとアプリケーション ID を認識できるようにな
るまで存在します。

■

vxdbd ログの名前は、vxsfaed.log です。
system.log もまた実行されたすべてのルート操作に対して存在します。

■

ログファイルは 1MB のしきい値に達した後にアーカイブされ、
log_<service><application><application_identifier><service_identifier>.log とし
てバックアップされます。<randomnumber>
各ログファイルには、前にアーカイブしたログに対するポインタがあります。

ログレベル:
■

ログレベルは、SFAE_LOG_LEVEL 環境変数を使って設定できます。

■

SFAE_LOG_LEVEL を上書きする次の環境変数をさらに設定できます。
■

APP_LOG_LEVEL: ログアプリケーション特有の操作

■

SER_LOG_LEVEL: ログ VxFS/VxVM スタック特有の操作

■

REP_LOG_LEVEL: ログリポジトリの操作

■

FSM_LOG_LEVEL: ログ vxsfadm エンジン特有の操作
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■

■

ログレベルは、次のレベルに設定できます。
■

FATAL: ログのみの致命的メッセージ

■

ERROR: ログエラーおよび上記のメッセージ

■

WARN: ログ警告および上記のメッセージ

■

INFO: ログ情報および上記のメッセージ

■

DEBUG: ログデバッグおよび上記のメッセージ

デフォルトのログレベルは DEBUG です。

ログメッセージ:
■

実際のログメッセージが次の形式で表示されます。
yyyy/mm/dd hh:mm:ss: <loglevel> : <module> : <message>

次に例を示します。

SFDB エラーメッセージ
各エラーメッセージは、次のフィールドが表示される標準のテンプレートに基づいていま
す。
■

MESSAGE: 実際のエラーメッセージ

■

REASON: エラーの理由

■

ACTION: エラーの修正に行われるアクション

これらのフィールドは、問題の原因に関する正確な情報を提供します。

SFDB リポジトリとリポジトリファイル
p.49 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases)リポジトリについて」 を参照してく
ださい。
注意: SFDB リポジトリに関連する操作のトラブルシューティングは、訓練を受けた
Symantec 技術者の監督の下で行ってください。
リポジトリデータベースの名前は、dbed-<application>-<application
identifier>-repository.db という形式になっています。
例: dbed-db2-db2inst1_sfaedb-repository.db
リポジトリデータベースをクエリーして、アプリケーションインスタンスのさまざまな情報を表
示できます。 これには、以下の表が含まれます。
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■

_fsm_state_: 各種のなサービスの進行状況を表示します。

■

_operational_data_: さまざまなサービスのさまざまな設定値を表示します。

■

files: サービスが使用するファイルを表示します。

SFDB ツールは、<repositorylocation>/files にファイルを作成します。
■

これらのファイルは、すべてのサービスのさまざまな処理アクティビティに使用されま
す。

■

リポジトリの files 表は、files ディレクトリの下にある、サービスが使用するさまざま
なファイル名を指します。

SFDB（Storage Foundation for Databases）ツール
の 5.0x から 7.0 へのアップグレード（2184482）
SFHA または SF for Oracle RAC のバージョン 5.0 を SFHA または SF for Oracle
RAC のバージョン 7.0 にアップグレードすると、sfua_rept_migrate コマンドによって
エラーメッセージが表示されます。
SF Enterprise 製品 バージョン 5.0 から SF Enterprise 製品 7.0 にアップグレードする
とき S*vxdbms3 起動スクリプトの名前が NO_S*vxdbms3 に変更されます。
sfua_rept_upgrade では S*vxdbms3 起動スクリプトが必要です。 このため、
sfua_rept_upgrade が実行されると、S*vxdbms3 起動スクリプトが見つからず、上記
のエラーメッセージが表示されます。
/sbin/rc3.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

回避策:sfua_rept_migrate を実行する前に、起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を
S*vxdbms3 に変更します。
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