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

Veritas 製品について

■

Veritas のグラフィカルユーザーインターフェースについて

Veritas 製品について
このリリースでは次の製品を利用できます。

Storage Foundation について
シマンテック社の Veritas Storage Foundation には各種の機能を持つ Veritas File
System (VxFS) と Veritas Volume Manager (VxVM) があります。
Veritas File System はアプリケーションの容易な管理と高速リカバリ機能を提供する高
性能のジャーナルファイルシステムです。Veritas File System は拡張性のあるパフォー
マンス、連続的な可用性、増加された I/O スループットと構造整合性を提供します。
Veritas Volume Manager はディスクストレージの物理的な制限事項を削除します。デー
タ可用性を妨げることなくオンラインでストレージ I/O パフォーマンスを設定し、共有し、
管理し、最適化できます。Veritas Volume Manager は使いやすい、オンラインストレー
ジの管理ツールを提供して、ダウンタイムを削減します。
Storage Foundation HA に Veritas Cluster Server のソフトウェアをインストールすれ
ば、高可用性の機能性を追加できます。
VxFS と VxVM は、すべての Veritas Storage Foundation 製品の一部です。VxFS と
VxVM を個々のコンポーネントとしてインストールしたり、更新したりしないでください。
Veritas Storage Foundation に次の製品があります。
■

Storage Foundation Standard

■

Storage Foundation Standard HA
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Veritas のグラフィカルユーザーインターフェースについて

■

Storage Foundation Enterprise

■

Storage Foundation Enterprise HA

Veritas Storage Foundation Basic について
Storage Foundation Basic はすべての Storage Foundation Standard 機能をサポー
トしますが、展開とテクニカルサポートに制限があります。

Veritas Volume Replicator について
Veritas Volume Replicator by Symantec は Veritas Volume Manager に完全に統
合されるオプション機能で、個別にライセンスが必要です。このコンポーネントはすべて
の標準 IP ネットワーク上のリモートの場所に連続的なデータ可用性を提供するために
データをレプリケートします。
Volume Replicator は Veritas Storage Foundation Standard と Enterprise 製品で
利用可能です。

Veritas のグラフィカルユーザーインターフェースについ
て
ここでは Veritas の GUI について説明します。

Veritas Operations Manager について
Storage Foundation と Cluster Server 環境の管理には Veritas Operations Manager
を使うことをお勧めします。
Veritas Operations Manager は、Veritas Storage Foundation and High Availability
製品のための集中型の管理コンソールを提供します。Veritas 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 Operations Manager は、http://go.symantec.com/vom から無料でダウン
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 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 Storage Foundation 製品
に含まれなくなりました。VEA を使って続行する場合は、ソフトウェアバージョンを
http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできます。Veritas Storage
Foundation Management Server は非推奨です。

2
Storage Foundation のイン
ストール計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF のインストールの計画について

■

インストールと設定の方法について

■

Storage Foundation ソフトウェアのダウンロード

SF のインストールの計画について
ご利用になる前に、リリースノートの最新版を使用していることを確認してください。最新
のマニュアルはシマンテック社の Symantec Operations Readiness Tools（SORT）の
Web サイトで利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents
マニュアルバージョン: 6.0.0.
このインストールガイドは、基本的な UNIX システムおよびネットワーク管理の知識をすで
に持っているシステム管理者のために設計されています。基本的な知識とは、tar、mkdir
のようなコマンド、および単純なシェルスクリプトを含みます。さらに、SF がインストールさ
れる、特定のプラットフォームとオペレーティングシステムに精通しておく必要もあります。
Storage Foundation をインストールする場合は、インストール前の手順に従ってくださ
い。
シマンテック社の次の Veritas Storage Foundation 製品は、この手順でインストールし
ます。
■

Veritas Storage Foundation Basic

■

Veritas Storage Foundation（Standard Edition と Enterprise Edition）
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インストールと設定の方法について

これらの各 SF 製品には、いくつかのコンポーネント製品がバンドルされています。

インストールと設定の方法について
Veritas のインストールプログラムまたはネーティブオペレーティングシステムの方法を
使って SF をインストールし、設定できます。
次の方法のいずれかを使って SF をインストール、設定します。
■

Veritas 製品インストーラ
インストーラでは、インストールオプションの選択を簡略化するメニューが表示されま
す。

■

製品固有のインストールスクリプト
インストールスクリプトには、特定の製品をインストールするための CLI（Command
Line Interface）があります。製品固有のスクリプトを使うと、いくつかの追加コマンドラ
インオプションを指定できます。インストールスクリプトでのインストールはインストーラ
メニューから SF を指定するのと同じです。

■

Web ベースの Veritas インストーラ
このインストーラには、標準の Web ブラウザを使ってリモートサイトからインストールを
管理するためのインターフェースがあります。
p.41 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してください。

■

応答ファイルを使ったサイレントインストール
前述のオプションのいずれかを使って応答ファイルを生成できます。その後、応答ファ
イルを別のシステム用にカスタマイズできます。1 つ以上のシステムにサイレントにイ
ンストールするには、応答ファイルを使って製品インストールスクリプトを実行します。
p.179 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。

■

JumpStart
Veritas 製品インストーラまたは製品固有のインストールスクリプトを使うと、Jumpstart
スクリプトファイルを生成できます。生成したスクリプトを使って、Jumpstart サーバー
から Veritas パッケージ をインストールします。

Storage Foundation ソフトウェアのダウンロード
Storage Foundation ソフトウェアを取得する 1 つの方法は、シマンテック社の Web サイ
トからローカルシステムにダウンロードすることです。
試用版をダウンロードするには、次を実行してください。詳しくは、Veritas の担当者にお
問い合わせください。
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ソフトウェアの試用版バージョンをダウンロードするには、以下の手順を実行します。

1

次のリンクをブラウザで開きます。
http://www.symantec.com/index.jsp

2

ページの一番下で、［ダウンロード（Downloads）］リンクをクリックしてください。

3

［ビジネス（Business）］フィールドでは、［試用版（Trialware）］をクリックしてくださ
い。

4

次のページの一番下付近で、［ビジネス継続（Business Continuity）］をクリックし
てください。

5

Cluster Server で、［今すぐダウンロード（Download Now）］をクリックしてください。

6

新しいウィンドウで、［今すぐダウンロード（Download Now）］をクリックしてください。

7

既存のクレデンシャルを使ってログイン、または新しいクレデンシャルを作成できま
す。

8

使用条件を確認して［同意します（I agree）］をクリックしてください。

9

ダウンロードする製品を見つけて選択します。インストールを続けます。

スタンドアロン Veritas 製品をダウンロードする場合、単一製品のダウンロードファイルに
は製品のインストーラは含まれません。特定の製品をインストールするには、その製品の
インストールスクリプトを使います。
メモ: 試用版は完全な製品バージョンです。有効なライセンスは製品をデモまたは試用版
の状態にします。
p.173 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
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ソフトウェアをダウンロードするには

1

ダウンロードしたソフトウェアを格納する十分な容量がファイルシステム上にあること
を確認します。
ダウンロード、gunzip、および tar 抽出に必要な推定領域は、SPARC の場合は 2
GB、Opteron の場合は 1.5 GB です。
ソフトウェアを同じシステムにインストールする場合、インストールするソフトウェア用
に十分な容量があることも確認します。
p.21 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

2

使用可能な空き領域を見るには、ソフトウェアをダウンロードしようとしているローカル
ファイルシステムの名を指定して df コマンドを使用することもできます。
# /usr/bin/bdf -l filesystem

注意: ファイルをダウンロードする場所を選択するときに、以前のリリースまたはメンテ
ナンスパックの Veritas 製品が含まれるディレクトリを選択しないでください。バージョ
ンごとにディレクトリが異なるようにしてください。

3

十分な容量のあるファイルシステムを指定して、ソフトウェアをダウンロードします。

3
システム必要条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

リリースノート

■

ハードウェア互換性リスト（HCL）

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

Veritas File System の必要条件

■

ディスク領域の必要条件

■

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出

■

データベースの必要条件

リリースノート
各 Veritas 製品のリリースノートには、システム必要条件やサポート対象ソフトウェアの更
新など、各製品についての最新情報と重要な詳細が含まれています。製品のインストー
ルを開始する前に、リリースノートで最新情報を確認してください。
製品のマニュアルは次の場所の Web で利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents

ハードウェア互換性リスト（HCL）
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。Storage Foundation and High Availability Solutions を
インストール、またはアップグレードする前に、最新の互換性リストをチェックして、ハード
ウェアとソフトウェアの互換性を確認してください。
サポートされ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。
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http://www.symantec.com/docs/TECH170013
特定の High Availability 設定の必要条件について詳しくは、『Veritas Cluster Server
インストールガイド』を参照してください。

サポート対象のオペレーティングシステム
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、Storage Foundation のリ
リースノートを参照してください。

Veritas File System の必要条件
Veritas File System では、Solaris の変数 lwp_default_stksize と
svc_default_stksize の値が少なくとも 0x6000 である必要があります。Veritas File
System の VRTSvxfs パッケージをインストールすると、VRTSvxfs のパッケージスクリプ
トによりカーネルのこれらの変数値がチェックされます。この値が必要な値よりも小さい場
合、VRTSvxfs は値を大きくし、/etc/system ファイルを必要な値に修正します。
VRTSvxfs スクリプトがこの値が大きくすると、インストールプログラムの再起動と再起動を
除いて、インストールは通常どおり処理されます。再起動が必要な場合はメッセージが表
示されます。
予期せず再起動しないようにするには、Veritas File System をインストールする前にこ
の変数値を検証します。次のコマンドを使ってこの変数の値を確認します。
# echo "lwp_default_stksize/X" | mdb -k
lwp_default_stksize:
lwp_default_stksize:

6000

# echo "svc_default_stksize/X" | mdb -k
svc_default_stksize:
svc_default_stksize:

6000

示された値が 6000 未満の場合、インストール後に再起動することがあります。
メモ: svc_default_stksize 変数のデフォルト値は 0（ゼロ）です。これは、この値が
lwp_default_stksize 変数の値に設定されていることを表します。この場合、
lwp_default_stksize 変数の値が小さすぎない限り、再起動の必要はありません。
インストール後の再起動を避けるため、/etc/system ファイルを適切な値に修正できま
す。パッケージをインストールする前にシステムを再起動します。次の行を /etc/system
ファイルに追加します。
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set lwp_default_stksize=0x6000
set rpcmod:svc_default_stksize=0x6000

ディスク領域の必要条件
製品をインストールする前に、システムに十分な空きディスク領域があることを確認してく
ださい。
十分な容量があるかどうかを判断するには、［プレインストールチェックの実行（Perform
a Pre-Installation Check）］（P）メニューまたはスクリプトベースインストーラの -precheck
オプションを使います。
# ./installer -precheck

SF をダウンロードした場合は、次のコマンドを使う必要があります。
# ./installsf -precheck

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出
インストールした Veritas 製品と各種必要条件に関する情報を確認するには、いくつもの
方法があります。
既存の製品のバージョンについては、インストールの前後で installer コマンドを
-version オプションとともに使って調べることができます。現在のバージョンの製品をイ
ンストールした後は、/opt/VRTS/install ディレクトリの showversion スクリプトを使って
バージョン情報を見つけることができます。
version オプションまたは showversion スクリプトがシステムで検出する情報には、以

下が含まれます。
■

リリースされているすべての Storage Foundation and High Availability Suite 製
品のインストール済みバージョン

■

必要なパッケージまたはパッチ（該当する場合）で見つからないもの

■

インストール済み製品に対して SORT（Symantec Operations Readiness Tools）か
ら使用できる更新（パッチやホットフィックスを含む）

バージョンチェックを実行するには

1

メディアをマウントします。

2

-version オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -version system1 system2
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データベースの必要条件
次の TechNote は、サポート対象のデータベースとオペレーティングシステムの最新情
報を提供します。
http://www.symantec.com/docs/DOC4039
メモ: SF は VxFS と VxVM で Oracle、DB2、Sybase の実行をサポートします。
SF は DB2 と Sybase で SFDB ツールの実行をサポートしません。

4
Veritas 製品のライセンス
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas 製品のライセンスについて

■

キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更

■

Veritas 製品のライセンスキーのインストール

Veritas 製品のライセンスについて
ライセンスキーなしで Veritas 製品をインストールすることもできます。ライセンスなしでイ
ンストールしても、ライセンスを入手する必要性がなくなるわけではありません。ソフトウェ
アライセンスは、著作権によって保護されているソフトウェアの使用法または再配布につ
いて規定する法的文書です。管理者と企業の担当者は、インストールする製品に見合っ
たレベルのライセンスの権利がサーバーまたはクラスタに付与されていることを確認する
必要があります。シマンテック社は、監査により権利と遵守について確認できる権利を留
保します。
この製品のライセンス取得中に問題が発生した場合は、シマンテック社ライセンスサポー
ト Web サイトを参照してください。
www.symantec.com/techsupp/
Veritas 製品のインストーラでは、次のライセンス方法のうち 1 つを選択するように求めら
れます。
■

インストールする製品と機能のライセンスキーをインストール。
シマンテック製品を購入すると、ライセンスキー証明書が付属しています。証明書に
は、製品キーと購入した製品ライセンス数が明確に記されています。

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。
インストーラによって、インストールする製品モードとオプションの入力を求めるプロン
プトが表示され、必要な製品レベルが設定されます。
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このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、Veritas Operations Manager
（VOM）のような管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することによってキー
レスライセンス状態で利用し続ける必要があります。前述の条項に従わない場合、シ
マンテック社の製品を使い続けることはエンドユーザー使用許諾契約違反となるた
め、警告メッセージが表示されます。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティブにならないことがありま
す。
製品インストーラを使ってアップグレードするか、製品インストーラを使わない方法でイン
ストールまたはアップグレードする場合は、次のいずれかの方法で製品のライセンスを付
与する必要があります。
コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション
では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.24 の 「キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更」 を参照し
てください。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。

■ vxkeyless

■ vxlicinst コマンドを使って、購入した製品の有効な製品ライセンスキーをインストー

ルする。
p.26 の 「Veritas 製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。
使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: ある製品グループから別の製品グループに変更するためには、追加の手順を実行
する必要がある場合があります。

キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定ま
たは変更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付される Veritas
製品と機能を決定します。キーレスライセンス付与を使うためには、システムを管理する
ための管理サーバーを設定する必要があります。
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管理サーバーとそのダウンロードについて詳しくは、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
インストール後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、製品のライセンスレ
ベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機能のライセンスを有
することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の作業ディレクトリを示してください。
# pwd

出力は次のようになります。
/opt/VRTSvlic/bin

2

製品レベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless -v display

3

設定可能な製品レベルを表示します。
# ./vxkeyless displayall

4

目的の製品レベルを設定します。
# ./vxkeyless set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。キーワードは手順 3 の出
力によって示された製品レベルです。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去する必
要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使用しま
す。
警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、Veritas 製品は無効になります。
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製品ライセンスレベルを消去するには

1

製品ライセンスレベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless [-v] display

2

インストールされているキーレスライセンスがある場合は、すべてのキーレスライセン
スを削除します。
# ./vxkeyless [-q] set NONE

vxkeyless ユーティリティの使用について詳しくは、vxkeyless(1m) のマニュアルペー

ジを参照してください。

Veritas 製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic パッケージを使うと、製品のライセンスに関する作業が行えます。VRTSvlic を
インストールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになります。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストール
します。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示し
ます。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされている機能およ
びその説明を取得します。

同梱のソフトウェアディスクに他の製品が含まれる場合でも、使えるのはライセンスを購入
したシマンテック社のソフトウェア製品のみです。
新しいライセンスをインストールするには
◆

次のコマンドを実行します。クラスタ環境では、クラスタ内のノードごとにコマンドを実
行します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx

2
Storage Foundation のインス
トール

■

第5章 Storage Foundation をインストールする準備

■

第6章 スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation のインストール

■

第7章 Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation のインストール

■

第8章 他の方法を使った Storage Foundation のインストール
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5
Storage Foundation をイン
ストールする準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストール準備の概要

■

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用について

■

/opt ディレクトリの作成

■

環境変数の設定

■

製品ディスクのマウント

■

システムがインストールできる状態かどうかの評価

インストール準備の概要
表 5-1 に、製品インストーラを使ったインストールの概要を示します。
表 5-1

インストールの概要

インストールのタスク

項

製品のライセンスを入手します。

p.23 の 「Veritas 製品のライセンスについて」
を参照してください。

ソフトウェアをダウンロードするか、または製品
DVD を挿入します。

p.16 の 「Storage Foundation ソフトウェアのダ
ウンロード」 を参照してください。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してく
ださい。

環境変数を設定します。

p.31 の 「環境変数の設定」 を参照してください。
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インストールのタスク

項

/opt ディレクトリが存在しない場合は作成しま
す。

p.31 の 「/opt ディレクトリの作成」 を参照してく
ださい。

すべてのノードでセキュアシェル（ssh）を設定し p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェル
ます。
またはリモートシェル通信モードの設定につい
て」 を参照してください。
ハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシ p.19 の 「リリースノート」 を参照してください。
ステムの必要条件が満たされていることを確認し
ます。
十分な空きディスク領域があることを確認します。 p.21 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照して
ください。
インストーラを使用して製品をインストールしま
す。

p.35 の 「Veritas インストーラについて」 を参照
してください。

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用につい
て
インストーラにより、システム間でパスワードを使わないセキュアシェル（ssh）通信またはリ
モートシェル（rsh）通信が使われます。オペレーティングシステムに付属の ssh デーモン
または rsh デーモンが使われます。インストール時に、使いたい通信方法を選択します。
それから、インストール先システムのスーパーユーザーパスワードを入力します。システム
間の ssh 通信または rsh 通信は、インストール処理が完了すると削除されます（インス
トールが突然終了した場合を除く）。インストールが突然終了した場合は、インストールス
クリプトの -comcleanup オプションを使って、システムから ssh 設定または rsh 設定を削
除してください。
p.174 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
インストール、設定、アップグレード（必要時）、アンインストールのシナリオではほとんどの
場合、インストーラを使って対象システムの ssh または rsh を設定できます。次のシナリ
オでは、手動で ssh または rsh を設定する必要があります。
■

既存のクラスタに新しいノードを追加する場合。

■

段階的アップグレードで、ノードがサブクラスタ内にある場合。

■

応答ファイルを使ってインストーラセッションを実行する場合。

p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
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/opt ディレクトリの作成
/opt ディレクトリがシステム内に存在し、書き込み可能であり、シンボリックリンクではない

ことを確認します。
アップグレードする場合、/opt から、変換されないボリュームへのシンボリックリンクがあっ
てはなりません。変換されないボリュームへのシンボリックリンクがある場合、そのシンボ
リックリンクはアップグレード中は機能しないため、/opt 内の項目はインストールされませ
ん。

環境変数の設定
インストールに使うコマンドの大多数は、/sbin または /usr/sbin ディレクトリにあります。
この 2 つのディレクトリを必要に応じて PATH 環境変数に追加します。
インストール後に、SF コマンドは /opt/VRTS/bin に格納されます。SF のマニュアルペー
ジは /opt/VRTS/man に格納されます。
一部の VCS カスタムスクリプトは /opt/VRTSvcs/bin に存在します。高可用性製品をイ
ンストールする場合は、PATH に /opt/VRTSvcs/bin も追加してください。
PATH と MANPATH 環境変数に次のディレクトリを追加します。
■

Bourne または Korn シェル（sh または ksh）を使っている場合は、次を入力します。
$ PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/VRTS/bin
$ MANPATH=/usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
$ export PATH MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）を使っている場合は、次を入力します。
% set path = ( $path /usr/sbin /opt/VRTS/bin )
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH

製品ディスクのマウント
SF ソフトウェアをロードするためのスーパーユーザー（root）権限を持っている必要があ
ります。
製品ディスクをマウントするには

1

SF をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。
システムは同じサブネット内にある必要があります。

2

製品ディスクを、システムに接続されている DVD ドライブに挿入します。
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3

システムで Solaris ボリューム管理ソフトウェアが動作している場合は、ソフトウェア
ディスクは自動的に /cdrom/cdrom0 としてマウントされます。

4

Solaris のボリューム管理ソフトウェアを使って DVD をマウントできない場合は、手
動でマウントする必要があります。ソフトウェアディスクを挿入した後に、次のように入
力します。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

ここで、c0t6d0s2 はディスクドライブのデフォルトアドレスを表します。

システムがインストールできる状態かどうかの評価
システムが Storage Foundation 6.0 のインストールの必要条件を満たしていることを確
認するために、シマンテック社はシステムを評価する次のツールを提供します。
Symantec Operations Readiness Tools

SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）は、シマンテック社のエンタープライズ製
品をサポートするために設計された、Webベー
スのアプリケーションです。
p.32 の 「Symantec Operations Readiness
Tools」 を参照してください。

インストーラを使ったシステムのプレチェック

指定したシステムでインストール前チェックを実
行します。Veritas 製品のインストーラによって、
指定したシステムが Storage Foundation 6.0
をインストールするための最小必要条件を満た
しているかどうかが報告されます。
p.33 の 「Veritas インストーラを使ったシステム
のプレチェック」 を参照してください。

Symantec Operations Readiness Tools
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) は、最も時間のかかる管理タスクの一
部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンターをさらに効率
的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT は機能の広いセットの中で、次の実行を可能にします。
■

シマンテック社のエンタープライズ製品をインストールまたはアップグレードするため
に、サーバーを準備する方法を記述するサーバー固有のレポートを生成します。

■

パッチ、エージェントとマニュアルを含む最新の製品情報を記載した単一のサイトに
アクセスします。
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■

パッチ、マニュアルとアレイ特定のモジュールへの変更に関する自動電子メールの通
知を作成してください。

SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

Veritas インストーラを使ったシステムのプレチェック
スクリプトベースおよび Web ベースインストーラのプレチェックオプションによって、次の
ことが検査されます。
■

インストール用の推奨スワップ領域

■

インストール先システムで Veritas プログラムの最適なパフォーマンスのために推奨
されるメモリサイズ

■

オペレーティングシステムの必須バージョン

プレチェックオプションを使うには

1

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを起動します。

2

プレチェックオプションを選択します。
■

Web ベースのインストーラの場合は、［タスク（Task）］メニューの［プレインストー
ルチェックの実行（Perform a Pre-Installation Check）］を選択します。

■

スクリプトベースのインストーラの場合は、検査を実行するシステムのルートから
インストーラを起動します。
# ./installer

［タスクメニュー（Task Menu）］から、p キーを押してプレチェックを開始します。

3

出力を確認して、インストーラから推奨される変更を加えます。
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6
スクリプトベースのインス
トーラを使った Storage
Foundation のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas インストーラについて

■

インストーラを使った Storage Foundation のインストール

■

言語パッケージのインストール

Veritas インストーラについて
インストーラを使うと、製品のインストールと設定、インストール前の必要条件の確認、製
品の説明の表示を行うことができます。
スタンドアロン Veritas 製品を Web サイトからダウンロードしてインストールした場合、単
一製品のダウンロードファイルには、一般的な製品インストーラが含まれていません。製
品インストールスクリプトを使って製品をインストールします。
p.173 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
インストール中のほとんどの場所で、別の操作をするために以下の文字を入力できます。
■

インストール手順の前のセクションに戻るには、b（［戻る（back）］）と入力します。イン
ストールスクリプトの［戻る（back）］機能はコンテキスト依存であるため、該当する質問
群の冒頭まで戻ることになります。

■

インストール手順中にハングアップした場合、Ctrl+C を押すとプログラムを停止して
終了することができます。短い遅延の後、スクリプトが終了します。

■

インストーラを終了するには、q を入力します。
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■

ヘルプを表示するには、? を入力します。

■

デフォルトの応答を受け入れる場合は、Enter キーを押します。

p.174 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

インストーラを使った Storage Foundation のインストー
ル
Storage Foundation のライセンス取得とインストールには Veritas 製品インストーラを使
うことをお勧めします。
次の手順は、単一システムへの Storage Foundation のインストールの例です。
Storage Foundation をインストールするには

1

リモートシェルのプロンプトでパスワードまたは確認を求める、またはセキュアシェル
通信ユーティリティの必要なく、コマンドがリモートコンピュータで実行するように実行
するようにシステムを設定してください。
p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

ソフトウェアディスクをロードしてマウントします。ソフトウェアをダウンロードした場合
は、ダウンロードディレクトリの最上位に移動し、次の手順をスキップします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

4

このディレクトリから、次のコマンドを入力してローカルシステムへのインストールを開
始します。セキュアシェルまたはリモートシェル通信モードが設定されている場合は、
このコマンドを使ってリモートシステムにインストールします。
# ./installer

5

インストールすることを表す「I」を入力して Return キーを押します。

6

使用可能な製品の一覧が表示されたら、Storage Foundation を選択し、対応する
番号を入力して Return キーを押します。
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7
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メッセージが表示されたら、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを指定します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement as
specified in the storage_foundation/EULA/lang/
EULA_SF_Ux_version.pdf file present on the media? [y,n,q,?] y
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the storage_foundation_high_availability/EULA/
lang/EULA_SFHA_Ux_version.pdf file present on the media? [y,n,q,?] y

8

次のいずれかのインストールオプションを選択します。
■

最小（Minimal）パッケージ: 選択した製品の基本的な機能のみをインストール
します。

■

推奨（Recommended）パッケージ: オプションの パッケージ のないフル機能セッ
トをインストールします。

■

すべての（All）パッケージ: 使用可能な パッケージ をすべてインストールします。

各オプションはインストールに必要なディスク容量を表示します。どのオプションをイ
ンストールするかを選択し、Return キーを押します。

9

ソフトウェアをインストールするシステム名を入力するように要求するプロンプトが表
示されます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Enter キーを押します。
Enter the system names separated by spaces:
[q,?] host1

10 システムチェックが完了した後、インストーラはインストールされるパッケージの一覧
を表示します。Enter キーを押してインストールを続行します。

11 アプリケーションサーバーのシステムクロックを同期するか、またはそれらが NTP
サーバーを指す必要があります。システムチェックの後に、ノードに時間差がある場
合、インストーラは次のプロンプトを表示します。
Do you want to synchronize system clock with NTP server(s)?
[y,n,q] (y)

12 システム間のリモートシェルまたはセキュアシェル通信は自動的に設定されます。た
だし、各システムに RSH または SSH サーバーがインストールされている必要があり
ます。また、各システムのスーパーユーザーパスワードを入力する必要があります。
セキュリティ上の理由から、これらのパスワードが保存またはキャッシュされることは
ありません。

13 以前の Veritas Volume Manager 設定に関するプロンプトが表示される場合があ
ります。
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14 ライセンス交付方法を選択します。ライセンスに関する質問に回答し、プロンプトに
従います。
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールできま
す。ただし、Veritas 製品をインストールして使用するには、有効なライセンスが必要
です。キーレスライセンスを使う場合は、管理サーバーでシステムを管理する必要が
あります。
p.23 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。

15 インストーラで SFHA の設定を求めるプロンプトが表示されます。y と答えた場合は
設定を続けることができます。
詳しくは「Storage Foundation High Availability の設定」を参照してください。

16 製品モードが Standard か Enterprise かを指定するように求めるメッセージが表示
されます。
1) SF Standard
2) SF Enterprise
b) Back to previous menu
Select product mode to license: [1-2,b,q,?] (2) 1

17 メッセージが表示されたら、インストール情報をシマンテック社に送信するかどうかを
指定します。
Would you like to send the information about this installation to
Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y) y

必要に応じて、ログファイルをチェックしてインストールおよび設定を確認します。プロン
プトに従って、必要に応じて再ブートしてください。

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

1

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

2

install_lp コマンドを使って言語パッケージをインストールします。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./install_lp
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7
Web ベースのインストーラを
使った Storage Foundation
のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラについて

■

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に

■

Veritas の Web ベースインストーラの起動

■

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得

■

Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行

■

Web ベースのインストーラを使った SF のインストール

Web ベースのインストーラについて
Veritas 製品をインストールするには Web ベースのインストーラのインターフェースを使
います。Web ベースのインストーラでは、スクリプトベースのインストーラで実行するタスク
のほとんどを実行できます。
webinstaller スクリプトを使って、Veritas XPortal Server の xprtlwid プロセスを起

動、停止します。webinstaller スクリプトを使って、XPortal Server の状態を確認する
こともできます。
webinstaller スクリプトによって xprtlwid プロセスを起動すると、URL が表示されま

す。この URL を使って、Internet Explorer または Firefox などの Web ブラウザから
Web ベースのインストーラにアクセスします。
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Web インストーラが動作しているときは常に、Web インストーラでログファイルが作成され
ます。インストール処理が実行されているときは、ログファイルは /var/tmp ディレクトリの
下にあるセッションベースのディレクトリに配置されます。インストール処理が完了した後
は、ログファイルは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに配置されます。監査、デバッ
グ、今後の使用のために、これらのファイルを保存することをお勧めします。
Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使う前に」 を参照してください。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に
Veritas の Web ベースのインストーラには次の設定が必要です。
表 7-1

Web ベースのインストーラの必要条件

System

機能

必要条件

ターゲットシステム

Veritas 製品をインストールするシステム。 Storage Foundation 6.0
のサポート対象のプラット
フォームである必要があり
ます。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。インス ターゲットシステムと同じオ
トールサーバーからインストールメディア ペレーティングシステムを
にアクセスできます。
使い、サポート対象のオペ
レーティングシステムのい
ずれかのアップデートレベ
ルである必要があります。

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザが必要です。
ウザを実行するシステム。
サポート対象のブラウザ:
Internet Explorer 6、
7、および 8
■ Firefox 3.x 以降
■

Veritas の Web ベースインストーラの起動
この項では Veritas の Web ベースインストーラの起動について説明します。
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Veritas の Web ベースインストーラを起動するには

1

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtlwid）を起動しま
す。
# ./webinstaller start

webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。このURLを覚えておき
ます。
メモ: URL が表示されない場合は、再度コマンドを実行してください。
デフォルトのリスナーポートは 14172 です。ポート 14172 をブロックするファイア
ウォールを持つ場合は -port オプションで代わりにフリーポートを使います。

2

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

3

スクリプトによって表示された URL に移動します。

4

特定のブラウザでは次のメッセージが表示されることがあります。
Secure Connection Failed

ブラウザのセキュリティ例外を取得します。
メッセージが表示されたら、root とインストールサーバーの root パスワードを入力
します。

5

スーパーユーザーとしてログインします。

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得
Mozilla Firefox のセキュリティ例外を取得する必要がある場合もあります。
次の手順は一般的なものです。これらは Mozilla ブラウザの迅速なリリースサイクルに
よって変わる場合があります。
セキュリティ例外を取得するには

1

［例外として扱うこともできます...（Or you can add an exception）］リンクをクリックし
ます。

2

［例外を追加（Add Exception）］ボタンをクリックします。

3

［証明書を取得（Get Certificate）］ボタンをクリックします。

4

［次回以降にもこの例外を有効にする（Permanently Store this exception）］チェッ
クマークを外します（推奨）。
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5

［セキュリティ例外を承認（Confirm Security Exception）］ボタンをクリックします。

6

［ユーザー名（User Name）］フィールドに root と入力し、［パスワード（Password ）］
フィールドに Web サーバーの root パスワードを入力します。

Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインス
トールチェックの実行
この項では Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行
について説明します。
プレインストールチェックを実行するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページの［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから［プレインストールチェックの実行（Perform a Pre-installation
Check）］を選択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから Storage Foundation を選択し、［次へ
（Next）］をクリックします。

4

プレチェックを実行するシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで
区切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。

6

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。インストーラによってイン
ストールの開始を求めるメッセージが表示されます。［はい（Yes）］をクリックして、選
択したシステムにインストールします。後でインストールするときは［いいえ（No）］をク
リックします。

7

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

Web ベースのインストーラを使った SF のインストール
ここでは、Veritas の Web ベースインストーラを使った SF のインストールについて説明
します。
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Web ベースのインストーラを使って SF をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.44 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実
行」 を参照してください。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスク（Task）］ドロップダウンリストから［製品のインストール（Install a Product）］を
選択します。

4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから Storage Foundation を選択し、［次へ
（Next）］をクリックします。

5

［使用許諾契約（License agreement）］ページで、エンドユーザー使用許諾契約
（EULA）を読みます。続行するには、［はい、同意します（Yes, I agree）］を選択し、
［次へ（Next）］をクリックします。

6

最小限、推奨構成、すべてのパッケージのいずれかを選択します。［次へ（Next）］
をクリックします。

7

インストール先システムを指定します。システムが複数の場合は名前をスペースで区
切ります。［次へ（Next）］をクリックします。

8

システム間の通信モードをまだ設定していない場合は、ssh または rsh を設定でき
ます。この設定を行う場合は、通信モードを選択し、システムのスーパーユーザーパ
スワードを指定します。

9

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムに SF
をインストールします。

10 インストールが完了した後に、ライセンス交付の方法を選択する必要があります。
［ライセンス（license）］ページで、次のタブのいずれかを選択します。
■

キーレスライセンス（Keyless licensing）
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールで
きます。ただし、コンプライアンスを確保するには、管理サーバーでシステムを管
理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトにアクセスしてください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
次の情報を指定します。
■

標準モードとエンタープライズモードのどちらをインストールするのかを選択
します。
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■

Veritas Replicator を有効にするかどうかを選択します。

［登録（Register）］をクリックします。
■

ライセンスキーの入力（Enter license key）
有効なライセンスキーがある場合は、このタブをクリックします。各システムのライ
センスキーを入力します。［登録（Register）］をクリックします。

11 Storage Foundation の場合は、［次へ（Next）］をクリックして設定を完了し、製品
プロセスを起動します。
製品がまだ設定されていない場合は、設定を求めるメッセージが表示されます。
［n］を選択すると、インストーラを終了できます。SF を使う前に、製品を設定する必
要があります。
インストールが完了した後に、インストーラによってログと概略ファイルの場所が表示
されます。必要に応じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

12 Veritas Storage Foundation を設定するには、Web ベースインストーラを起動し、
［製品の設定（Configure a Product）］を選択します。［OK］ボタンをクリックします。
インストーラによって更新が確認されます。［次へ（Next）］ボタンをクリックします。
インストーラによって、タスクのログファイル、概略ファイル、応答ファイルの保存場所
が表示されます。
［完了（Finish）］ボタンをクリックします。再ブートを要求するメッセージが表示され
ます。システムを再ブートするコマンドを実行します。
/usr/sbin/shutdown -r now

13 メッセージが表示された場合は、インストール情報をシマンテック社に送信するかど
うかを指定するチェックボックスにチェックマークを付けます。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

8
他の方法を使った Storage
Foundation のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

JumpStart を使ったインストール

■

pkgadd コマンドを使った SF のインストール

JumpStart を使ったインストール
この JumpStart 手順は、JumpStart に関する実用的な知識があることを前提とします。
JumpStart の使用方法について詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart
のマニュアルを参照してください。
アップグレードはサポートされていません。次の手順はスタンドアロン構成を前提としま
す。
言語パッケージについては、JumpStart を使ってパッケージをインストールできます。言
語パッケージをスクリプトに追加して、それらのファイルを JumpStart サーバーのディレ
クトリに配置します。
JumpStart と一緒に SF とオペレーティングシステムをインストールするのにフラッシュ
アーカイブを使うことができます。
p.51 の 「フラッシュアーカイブを使った SF とオペレーティングシステムのインストール」
を参照してください。

JumpStart インストール操作の概要
JumpStart のインストールを実行する前にタスクの概略を確認します。
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タスクの概略

1

クライアントを追加します（JumpStart サーバーに登録します）。詳しくは、オペレー
ティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してください。

2

JumpStart のインストール手順を読みます。

3

終了スクリプトを生成します。
p.48 の 「終了スクリプトの生成」 を参照してください。

4

共有ストレージのインストールリソースを準備します。
p.49 の 「インストールリソースの準備」 を参照してください。

5

JumpStart 用のルールファイルを変更します。
詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してく
ださい。

6

JumpStart サーバーを使ってオペレーティングシステムをインストールします。

7

システムが動作中のとき、Veritas ソフトウェアを設定するためにインストールメディア
からインストーラコマンドを実行してください。
# /opt/VRTS/install/installer -configure

終了スクリプトの生成
SF をインストールするための終了スクリプトを生成するには、次の手順を実行します。
スクリプトを生成するには

1

製品インストーラプログラムを実行して、すべての製品に対するスクリプトを生成しま
す。
./installer -jumpstart directory_to_generate_scripts

または
./installprod -jumpstart directory_to_generate_script

ここで、prod は製品のインストールコマンド、directory_to_generate_scripts は製
品のスクリプトを配置する場所です。
次に例を示します。
# ./installsf -jumpstart /js_scripts

2

ルートディスクを自動的にカプセル化するようにメッセージが表示されます。自動的
にカプセル化する場合は、yes を選択します。自動的にカプセル化しない場合は、
no を選択し、6 の手順に進みます。
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3

ルートディスクのディスクグループ名を指定します。
Specify the disk group name of the root disk to be encapsulated:
rootdg

4

プライベートリージョンサイズを指定します。
Specify the private region length of the root disk to be
encapsulated: (65536)

5

カプセル化するルートディスクのディスクメディア名を指定します。
Specify the disk media name of the root disk to be encapsulated:
(rootdg_01)

6

JumpStart の終了スクリプトとカプセル化スクリプトが、手順 1 で指定したディレクト
リに生成されます。
出力は次のようになります。
The finish scripts for SF is generated at /js_scripts/
jumpstart_sf.fin
The encapsulation boot disk script for VM is generated at
/js_scripts/encap_bootdisk_vm.fin

js_scripts のディレクトリをリストします。
# ls /js_scripts

出力は次のようになります。
encap_bootdisk_vm.fin jumpstart_sf.fin

インストールリソースの準備
JumpStart のインストールのリソースを準備します。
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リソースを準備するには

1

インストールメディアの pkgs ディレクトリを共有ストレージにコピーします。
# cd /path_to_installation_media
# cp -r pkgs BUILDSRC

2

パッケージの一覧が含まれる応答ファイルを生成します。
# cd BUILDSRC/pkgs/
# pkgask -r package_name.response -d /BUILDSRC/pkgs/packages_name.pkg

3

BUILDSRC/pkgs/ ディレクトリの下に adminfile ファイルを作成します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

4

JumpStart のインストールを実行するときにルートディスクを自動的にカプセル化す
る場合には、すでに生成されているスクリプト encap_bootdisk_vm.fin を
ENCAPSRC にコピーします。
p.48 の 「終了スクリプトの生成」 を参照してください。

終了ファイルへの言語パッケージ情報の追加
終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには、次の手順を実行します。
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終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには

1

言語パッケージ用に、言語パッケージのインストールディスクから共有ストレージに
言語パッケージをコピーします。
# cd /cdrom/cdrom0/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

言語パックをダウンロードする場合
# cd /path_to_language_pack_installation_media/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

2

終了スクリプトで、製品パッケージ情報をコピーし、製品パッケージを言語パッケー
ジで置き換えます。

3

終了スクリプトは次のようになります。
. . .
for PKG
do
...
done. .
for PKG
do
...
done. .

in product_packages

.
in language_packages

.

フラッシュアーカイブを使った SF とオペレーティングシステムのインストー
ル
フラッシュアーカイブは、Solaris 10 オペレーティングシステムでのみ使うことができます。
ここで概説する Solaris 固有のタスクについて詳しくは、Solaris のマニュアルを参照して
ください。
メモ: マスターシステムのルートディスクがカプセル化されている場合、フラッシュアーカイ
ブインストールはサポートされません。
次に、Veritas ソフトウェアを使ったフラッシュアーカイブの作成とインストールの概要を説
明します。
■

ベアメタルからフラッシュアーカイブ（flar）作成を開始する予定の場合は、手順 1 か
ら 10 を実行してください。
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■

製品をインストールしたが設定は行っていないシステムから flar 作成を開始する予定
の場合は、手順 1 から 4 を実行し、手順 5 はスキップして、手順 6 から 10 を完了さ
せてください。

■

製品をインストールして設定したシステムから flar 作成を開始する予定の場合は、手
順 5 から 10 を実行してください。
フラッシュアーカイブの作成に関する概要

1.

マスターシステムに Solaris 10 がインストールされていることを確認します。

2.

JumpStart を使ってシステムのクローンを作成します。

3.

クローンシステムを再ブートします。

4.

マスターシステムに Veritas 製品をインストールします。
このマニュアルに記載されているいずれかのインストール方法に従ってください。

5.

マスターシステムで製品が設定されている場合は、vrts_deployment.sh ファイルと
vrts_deployment.cf ファイルを作成してマスターシステムにコピーします。
p.52 の 「Veritas 配備後スクリプトの作成」 を参照してください。

6.

flarcreate コマンドを使って、フラッシュアーカイブをマスターシステムで作成します。

7.

JumpStart サーバーにアーカイブをコピーし直します。

8.

JumpStart を使って、選択したシステムにフラッシュアーカイブをインストールします。

9.

クラスタ内のすべてのノード上で Veritas 製品を設定します。次のコマンドを使って設定
を開始してください。
# /opt/VRTS/install/installsf -configure

10.

インストール後タスクと設定タスクを実行します。

Veritas 配備後スクリプトの作成
生成された vrts_deployment.sh ファイルと vrts_post-deployment.cf ファイルは、カス
タマイズされたフラッシュアーカイブ配備後スクリプトです。これらのファイルによって、初
回の再ブート前にクローンシステムで Veritas 製品設定がクリーンアップされます。これ
らのファイルはフラッシュアーカイブに含めてください。
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配備後スクリプトを作成するには

1

製品ディスクをマウントします。

2

プロンプトから、インストーラの -flash_archive オプションを実行します。ファイル
を作成するディレクトリを指定します。
# ./installer -flash_archive /tmp

3

ゴールデンシステムに vrts_postedeployment.sh ファイルと
vrts_postedeployment.cf ファイルをコピーします。

4

ゴールデンシステムで以下の手順を実行します。

5

■

/etc/flash/postdeployment ディレクトリに vrts_postdeployment.sh ファイル
を配置します。

■

/etc/vx ディレクトリに vrts_postdeployment.cf ファイルを配置します。

2 つのファイルに次の所有権と権限があることを確認します。
# chown root:root /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
# chmod 755 /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
# chown root:root /etc/vx/vrts_postdeployment.cf
# chmod 644 /etc/vx/vrts_postdeployment.cf

Veritas 製品をインストールしたフラッシュアーカイブにのみこれらのファイルは必要
となります。

pkgadd コマンドを使った SF のインストール
Solaris 10 では、グローバルゾーン内でパッケージをインストールする必要があります。
pkgadd コマンドを使って SF をインストールするには

1

ソフトウェアディスクをマウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

提供された VRTS* ファイルをインストールメディアから一時的な場所にコピーしま
す。必要に応じてそれらを修正してください。
# cp /cdrom/cdrom0/pkgs/VRTS* ¥
/tmp/pkgs

54

第 8 章 他の方法を使った Storage Foundation のインストール
pkgadd コマンドを使った SF のインストール

3

現在のディレクトリに admin ファイルを作成します。pkgadd コマンドを使うときに、-a
adminfile オプションを指定します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

4

以下のいずれかのオプションを指定して製品固有のインストールコマンドを使い、
パッケージのリスト（インストール順）を取得します。
■

minpkgs

■

recpkgs

■

allpkgs

p.173 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
p.174 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

5

手順 4 で一覧表示されたパッケージをインストールします。
#

pkgadd -a adminfile -d /tmp/pkgs pkgname.pkg

Solaris 10 では、グローバルゾーンにある間にこれらのパッケージをインストールす
る必要があります。パッケージの pkginfo ファイルに含まれる変数
SUNW_PKG_ALLZONES が true 以外の値に設定されている場合、-G オプション
を pkgadd コマンドに指定します。

6

7

以下のいずれかのオプションを指定して製品固有のインストールコマンドを使い、
パッケージのリスト（インストール順）を取得します。
■

minpkgs

■

recpkgs

■

allpkgs

パッケージがインストールされていることを確認します。
# pkginfo -l
packagename

第 8 章 他の方法を使った Storage Foundation のインストール
pkgadd コマンドを使った SF のインストール

8

プロセスを開始します。
p.150 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。
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3
Storage Foundation の設定

■

第9章 Storage Foundation の設定
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9
Storage Foundation の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使った Storage Foundation の設定

■

Storage Foundation の手動設定

■

インストール後の Storage Foundation for Databases リポジトリデータベースの設定

インストーラを使った Storage Foundation の設定
必要最小限の設定が必要ですが、インストーラを使って Storage Foundation を設定で
きます。起動している必要はあります。
Storage Foundation を起動するには
◆

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

Storage Foundation の手動設定
Storage Foundation 内で、さまざまな製品を手動で設定できます。

Veritas Volume Manager の設定
Veritas Volume Manager を設定するには、次の手順を使います。製品インストーラを
使って VxVM をインストールおよび設定した場合は、この項の手順を完了する必要はあ
りません。
インストール後における VxVM ディスクグループとボリュームの設定について詳しくは、
『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager の設定」を
参照してください。
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VxVM（Veritas Volume Manager）4.0 より前のリリースでは、VxVM でインストールされ
たシステムは、デフォルトのディスクグループである rootdg で設定されました。rootdg
ディスクグループには少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。デフォルトで
は、各操作は rootdg ディスクグループに対して実行されていました。リリース 4.0 以降
では、ディスクグループが 1 つも設定されていない状態でも VxVM は正常に機能しま
す。

設定デーモンの起動と有効化
VxVM 設定デーモン（vxconfigd）では、VxVM のディスクおよびディスクグループの設
定が保持されます。vxconfigd によって、設定の変更がカーネルに伝達され、ディスク
に保存されている設定情報が変更されます。
通常、起動スクリプトは、システムの起動時に vxconfigd を呼び出します。VxVM が正
常に機能するためには、vxconfigd デーモンが起動している必要があります。
次の手順は、vxconfigd が起動していることとそのデーモンが有効か無効かを確認する
方法、デーモンを手動で起動する方法、およびそのデーモンを必要に応じて有効にす
る方法を示しています。
vxconfigd が有効かどうかを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdctl mode

次のメッセージは、vxconfigd デーモンが実行されていて、さらに有効状態であることを
示しています。
mode: enabled

このメッセージは、vxconfigd が実行されていないことを示しています。
mode: not-running
vxconfigd デーモンを起動するには、次のコマンドを入力します。
# vxconfigd

このメッセージは、vxconfigd は実行されていても無効状態であることを示しています。
mode: disabled

ボリュームデーモンを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdctl enable
vxconfigd は、起動すると自動的にバックグラウンドプロセスになります。
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デフォルトでは、vxconfigd によって、コンソールにエラーメッセージが表示されます。た
だし、このエラーをログファイルに書き込むように設定できます。詳しくは、vxconfigd(1M)
および vxdctl(1M) の各マニュアルページを参照してください。

ボリューム I/O デーモンの起動
ボリューム I/O デーモン（vxiod）を使うと、プロセスの呼び出しをブロックすることなく、I/O
処理を拡張できます。通常、最初のインストール後に、いくつかの vxiod デーモンがシ
ステム起動時に起動します。それらは常時実行されている必要があります。次の手順は、
vxiod デーモンが実行されていることを確認する方法、および必要に応じてこのデーモ
ンを起動する方法です。
vxiod デーモンが実行されていることを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxiod
vxiod デーモンはカーネルスレッドであり、ps コマンドを使っても見ることはできません。

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

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

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

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

VxVM のライセンス交付。
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■

システム全体のデフォルトのディスクグループの設定。

■

SF のインストールが手動で実行された場合の VxVM デーモンの起動。

コマンドを実行するには、次のように入力します。
# vxinstall

ライセンスキーの入力を求めるメッセージが表示されます。
Are you prepared to enter a license key [y,n,q,?] (default: y) y

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

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

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

のディスクグループに使うことはできません。
これで VxVM のインストールは完了です。ディスクのカプセル化や初期化など、さらなる
タスクの実行について詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照し
てください。

第 9 章 Storage Foundation の設定
Storage Foundation の手動設定

63

VxVM が制御するデバイスの無効化
ここでは、VxVM の制御下にあるデバイスを無効にする方法を説明します。DMP（Dynamic
Multi-Pathing）ドライバである vxdmp によってパスがマルチパス化されないようにする
ためのオプションは推奨されていません。
デバイスを無効にして VxVM で表示されないようにするには

1

次のコマンドを入力します。
# vxdiskadm

2

vxdiskadm メインメニューでメニュー項目 VolumeManager/Disk/ExcludeDevices

を選択します。
次のメッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-5950 This operation might lead to
some devices being suppressed from VxVM's view. (This operation
can be reversed using the vxdiskadm command).
Do you want to continue? [y,n,q,?] (default: n) y

3

y と入力します。

4

次の操作を 1 つ選択します。
■

［VxVM からディスクへの特定のコントローラ上のすべてのパスの無効化
（Suppress all paths through a controller from VxVM's view）］:
オプション 1 を選択します。
次のメッセージが表示されたら、コントローラ名を入力します。
Enter a controller name:[ctlr_name,all,list,list-exclude,q,?]

■

［VxVM からディスクへの特定のパスの無効化（Suppress a path from VxVM's
view）］:
オプション 2 を選択します。
次のメッセージが表示されたら、パスを入力します。
Enter a pathname or pattern:[<Pattern>,all,list,list-exclude,q?]

■

［VxVM からディスクへの特定のベンダー ID およびプロダクト ID を使用して指
定されるパスの無効化（Suppress disks from VxVM's view by specifying a
VID:PID combination）］:
オプション 3 を選択し、画面に表示されるメッセージを読みます。
次のメッセージが表示されたら、ベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせを入
力します。
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Enter a VID:PID combination:[<Pattern>,all,list,exclude,q,?]

ベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせが一致するディスクが、VxVM から無
効にされます。ディスクによって返される SCSI inquiry データから、ベンダー ID
とプロダクト ID を取得します。
いずれかのオプションを選択した場合は、システムを再起動してデバイスの無効化
を有効にします。

VxVM におけるオプションのクラスタサポートの有効化
オプションのクラスタ機能により、クラスタ環境で VxVM を使うことができるようになります。
VxVM のクラスタ機能を利用すると、複数のホストで VxVM の制御下にあるディスク一式
にアクセスでき、同時にそれらの管理を行うことができます。クラスタとは、ディスク一式を
共有するホスト一式です。各ホストは、クラスタ内のノードと呼ばれます。

既存の VxVM ディスクグループの共有ディスクグループへの変換
既存の専用ディスクグループを共有ディスクグループに変換する場合には、次の手順を
実行します。シングルノードからクラスタに移動する場合か、すでにクラスタ内で既存の専
用ディスクグループがある場合は、次の手順を使います。
既存のディスクグループを共有ディスクグループに変換するには

1

稼動しているすべてのシステムが、同じクラスタの一部であることを確認します。

2

ディスクグループを変換しているすべてのノードでクラスタを起動します。
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3

次の手順を使って、ディスクグループを設定します。
すべてのディスクグループを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list

共有するディスクグループをデポートするには、次のコマンドを使います。
# vxdg deport disk_group_name

CVM が起動されていることを確認します。マスターノードを確認するには
# vxdctl -c mode

共有するディスクグループをインポートするには、マスターノードで次のコマンドを使
います。
# vxdg -s import disk_group_name

この手順によって、共有ディスクグループにあるディスクが共有ディスクとして構成さ
れ、クラスタの ID がスタンプされるため、他のノードで共有ディスクを認識できるよう
になります。
ダーティリージョンログが存在する場合は、それを有効にします。有効にできない場
合は、より大きいログに置き換えます。
すべての共有ディスクグループの共有フラグを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg list disk_group_name

これで、ディスクグループを共有する準備が整いました。

4

クラスタが 1 つのノードでのみ稼動している場合、その他のクラスタノードも起動しま
す。各ノードで vxdg list コマンドを入力し、共有ディスクグループを表示します。
このコマンドを実行すると、前に表示された共有ディスクグループのリストと同じリスト
が表示されます。

共有ディスクの設定
この項では、共有ディスクの設定方法を説明します。VxVM を初めてインストールする、
または既存クラスタにディスクを追加する場合は、新しい共有ディスクを設定する必要が
あります。VxVM をアップグレードする場合は、共有ディスクが存在していることを確認し
ます。
共有ディスクは、はじめは 1 つのノード上のみから設定する必要があります。VxVM ソフ
トウェアからは、ディスクが共有されているかどうかを確認できないため、共有ディスクを指
定する必要があります。
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設定時には、共有ディスクが別のノードからアクセスされていないことを確認します。設定
を実行するノード上のみでクラスタを起動する場合は、クォーラム（quorum）制御によっ
て単一ノード用にディスクが予約されるため、他のノードからのディスクへのアクセスを阻
止できます。
ホットリロケーションを設定することもできます。

既存の共有ディスクの確認
VxVM の前のリリースからアップグレードする場合は、共有ディスクグループが存在する
ことを確認します。
共有ディスクグループが存在することを確認するには

1

すべてのノードでクラスタを起動します。

2

すべてのノードで次のコマンドを入力します。
# vxdg -s list

このコマンドによって、既存の共有ディスクグループが表示されます。

Veritas File System の設定
Veritas File System のインストール後、mkfs コマンドを使って、ディスクスライスまたは
Veritas Volume Manager ボリューム上にファイルシステムを作成することができます。
このファイルシステムを使うには、その前に mount コマンドを使ってマウントする必要があ
ります。マウント後は、umount コマンドを使ってファイルシステムをマウント解除できます。
次のファイルに必要なエントリを追加しておくと、システムの起動時にファイルシステムを
自動的にマウントできます。
/etc/vfstab

Veritas 固有のコマンドについては、Veritas File System のガイドとオンラインマニュア
ルページで説明されています。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

ファイルシステムモジュールのロードとアンロード
vxfs ファイルシステムのモジュールは VxFS ファイルシステムへの最初の参照で自動的

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

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

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

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

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

vxtunefs コマンド権限と Cached Quick I/O
デフォルトでは、/opt/VRTS/bin/vxtunefs コマンドを使うには、スーパーユーザー
（root）権限が必要です。vxtunefs コマンドは、キャッシュポリシーを変更できるツール
です。これにより、Cached Quick I/O を有効にし、その他のファイルシステムオプション
を変更することができます。データベース管理者には、ファイルシステムのデフォルトの動
作を変更して、Cached Quick I/O を有効化および無効にする権限を付与できます。シ
ステム管理者は、次のように vxtunefs 実行権限を変更する必要があります。
# chown root /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chgrp dba /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chmod 4550 /opt/VRTS/bin/vxtunefs
/opt/VRTS/bin/vxtunefs の権限を 4550 に設定すると、dba グループ内のすべての

ユーザーが、vxtunefs コマンドを使って、Quick I/O ファイルのキャッシュの動作を変更
できるようになります。
詳しくは『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
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インストール後の Storage Foundation for Databases
リポジトリデータベースの設定
Storage Foundation for Databases（SFDB）を使う場合は、SF と Oracle のインストール
と設定を行った後に、SFDB リポジトリを設定する必要があります。SFDB リポジトリの設定
手順については、
『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle
Databases』を参照してください。

4
Storage Foundation のアップ
グレード

■

第10章 アップグレードの準備

■

第11章 Storage Foundation のアップグレード

■

第12章 Live Upgrade を使ったアップグレード

■

第13章 アップグレード後のタスクの実行
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10
アップグレードの準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードについて

■

さまざまなアップグレード方法について

■

サポートされるアップグレードパス

■

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使ったアップグレードに
ついて

■

アップグレードの準備

アップグレードについて
さまざまな種類のアップグレードを利用できます。アップグレードを開始する前に、Veritas
製品のアップグレードの種類を確認してください。
p.71 の 「さまざまなアップグレード方法について」 を参照してください。
それぞれのアップグレード方法でサポートされるアップグレードパスを確認する必要があ
ります。
p.72 の 「サポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
実行するアップグレードの種類とそのアップグレードパスを決定した後は、アップグレード
を準備する手順を確認してください。

さまざまなアップグレード方法について
アップグレードにはいくつかの異なる方法が用意されています。環境、専門知識、必要な
ダウンタイムに合わせて最適なアップグレード方法を決める必要があります。
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表 10-1

この表を参考にして、どのようにアップグレードするかを決定してくだ
さい。

アップグレードの種類と注意事項

アップグレードに利用できる方法

標準的なアップグレード - Veritas 提供のツー スクリプトベース - サポートされるアップグレード
ルを使うか、手動でアップグレードを実行できま パスでアップグレードする場合にこの方法を使う
す。サーバーダウンタイムがある程度必要になり ことができます。
ます。
Web ベース - サポートされるアップグレードパス
でアップグレードする場合にこの方法を使うこと
ができます。
手動 - 以前のリリースからアップグレードする場
合にこの方法を使うことができます。
応答ファイル - 以前のリリースからアップグレー
ドする場合にこの方法を使うことができます。
ネーティブのオペレーティングシステムアップグ オペレーティングシステム固有の方法
レード - オペレーティングシステム付属のアップ
オペレーティングシステムアップグレード
グレードソフトウェアを使います。すべてのオペ
レーティングシステムがネーティブアップグレー
ドをサポートしているわけではありません。

サポートされるアップグレードパス
次の表では、6.0 へのアップグレードについて説明します。
表 10-2

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った Solaris
SPARC アップグレード

Veritas ソフトウェア Solaris 8 以前
のバージョン
3.5
3.5 MP4
4.0
4.0 MP1
4.0 MP2

オペレーティングシステ
ムを少なくとも Solaris
10 にアップグレードし、
次に 5.0 MP3 に製品
をアップグレードしてく
ださい。インストーラスク
リプトを使って 6.0 に
アップグレードします。

Solaris 9

Solaris 10

オペレーティングシステ 該当せず
ムを少なくとも Solaris
10 にアップグレードし、
次に 5.0 MP3 に製品
をアップグレードしてく
ださい。インストーラスク
リプトを使って 6.0 に
アップグレードします。
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Veritas ソフトウェア Solaris 8 以前
のバージョン
4.1
4.1 MP1
4.1 MP2
5.0
5.0 MP1

5.0 MP3
5.0 MP3 RPx

5.1

Solaris 9

Solaris 10

オペレーティングシステ
ムを少なくとも Solaris
10 にアップグレードし、
次に 5.0 MP3 に製品
をアップグレードしてく
ださい。インストーラスク
リプトを使って 6.0 に
アップグレードします。

オペレーティングシステ
ムを少なくとも Solaris
10 にアップグレードし、
次に 5.0MP3 に製品を
アップグレードしてくだ
さい。インストーラスクリ
プトを使って 6.0 にアッ
プグレードします。

製品を 5.0 MP3 にアッ
プグレードしてくださ
い。インストーラスクリプ
トを使って 6.0 にアップ
グレードします。

オペレーティングシステ
ムを少なくとも Solaris
10 にアップグレードし
ます。インストーラスクリ
プトを使って 6.0 にアッ
プグレードしてくださ
い。

オペレーティングシステ インストーラスクリプトを
ムを少なくとも Solaris 使って直接 6.0 にアッ
10 にアップグレードし プグレードします。
ます。インストーラスクリ
プトを使って 6.0 にアッ
プグレードしてくださ
い。

該当せず

オペレーティングシステ インストーラスクリプトを
ムを少なくとも Solaris 使って直接 6.0 にアッ
10 にアップグレードし プグレードします。
ます。インストーラスクリ
プトを使って 6.0 にアッ
プグレードしてくださ
い。

5.1 RPx
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

表 10-3

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った Solaris
x64 アップグレード

Veritas ソフトウェアのバージョン

Solaris 10

4.1

5.0 MP3 にアップグレードします。インストーラス
クリプトを使って 6.0 にアップグレードします。

4.1 Phase 2
5.0
5.0 MP3

5.0 MP3 にアップグレードします。インストーラス
クリプトを使って 6.0 にアップグレードします。

5.0 MP3 RPx
5.1
5.1 RPx
5.1 SP1*
5.1 SP1 RPx

インストーラを使って 6.0 にアップグレードしま
す。

73

74

第 10 章 アップグレードの準備
ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使ったアップグレードについて

*Web ベースのインストーラを使って 5.1 SP1 から 6.0 にアップグレードする際に、インス
トーラによってブートディスクのバックアップが作成されるようにするには、最初に 5.1 SP1
RP1 にアップグレードする必要があります。インストーラによるブートディスクのバックアッ
プ作成を希望しない場合は、5.1 SP1 から 6.0 に直接アップグレードできます。

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストー
ラを使ったアップグレードについて
SF の前のバージョンでは、ルートディスクがカプセル化されているシステムをアップグレー
ドする際には、最初にカプセル化を解除する必要がありました。SF 6.0 にアップグレード
する場合は、その処理が不要になりました。次のテーブルを参照してください。
表 10-4

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使った
アップグレード

アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
5.0 MP3 RPx

6.0

カプセル化を解除しないでくだ
さい。インストーラは通常どおり
動作します。アップグレード後に
再ブートしてください。

5.1 または 5.1 RPx

6.0

カプセル化を解除しないでくだ
さい。インストーラは通常どおり
動作します。アップグレード後に
再ブートしてください。

5.1 SP1 または 5.1 SP1 RPx

6.0

カプセル化を解除しないでくだ
さい。インストーラは通常どおり
動作します。アップグレード後に
再ブートしてください。

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

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

システムのアップグレードに関する最新情報については、『Veritas Storage
Foundation リリースノート』を確認ください。
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■

詳しいことは、シマンテック社テクニカルサポート Web サイトで確認してください。
http://www.symantec.com/techsupp/

■

次のシステムレベルの設定を実行してください。
■

システムがブートするとき診断の最小の量を実行するには diag-level を min に
設定してください。システムの設定によってはアップグレードを実行した後これを
再び有効にする場合もあります。
{1} ok setenv diag-level min
diag-level=min

■

auto-boot? を false に設定してください。システムが再ブート時の厳格な制御
のためには、この変数を false に設定してください。この変数はアップグレードの
後に再び有効にしてください。
{1} ok setenv auto-boot? false
auto-boot?=false

■

システムをアップグレードする間、無関係ジョブが実行されないことを確認するた
めに cron を非アクティブ化してください。次のいずれかを実行します。
Solaris 9:
# /etc/init.d/cron stop

Solaris 10:
# svcadm disable -t system/cron:default

■

Solaris 10 の場合は、すべての非グローバルゾーンがブートされて RUNNING 状態
になっていることを確認してから、Veritas 製品のインストーラを使ってグローバルゾー
ンの Storage Foundation 製品をアップグレードしてください。非グローバルゾーンが
マウントされていなくて、アップグレードのときに動作していない場合、各非グローバ
ルゾーンの各パッケージを手動でアップグレードする必要があります。
Live Upgrade では、代替ルート環境にもゾーンがある場合、VRTSodm をインストール
できません。最初に VRTSodm パッケージを削除してから、Storage Foundation 製品
をインストールする必要があります。代替ルートを再ブートした後に、VRTSodm をイン
ストールできます。

■

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

■

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

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。

■

アップグレードするために十分なファイルシステム領域があることを確認します。パッ
ケージ をコピーする場所を特定します。たとえば、ルートファイルシステムに十分な領
域がある場合は /packages/Veritas、/var ファイルシステムに十分な領域がある
場合は /var/tmp/packages にします。
/tmp にはファイルを置かないでください。また、アップグレードスクリプトを実行するま

でアクセスできないファイルシステムには、ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、Veritas から提供されたディスク
を使ってアップグレードすることもできます。/usr/local が最初にスライスとして作成
されていた場合は、変更が必要です。
上にないファイルシステムはすべてマウント解除します。/etc/vfstab
内でそれらのエントリをコメントアウトしてください。関連付けられたボリュームを停止
し、関連付けられたディスクグループをデポートします。Solaris オペレーティングシス
テムまたは Storage Foundation で想定されるすべてのファイルシステムは、rootdg
に存在する必要があります。そうでない場合は、そのファイルシステムのマウントを解
除し、/etc/vfstab 内の関連エントリをコメントアウトする必要があります。

■ root disk

■ /etc/rcS.d 内の起動スクリプトを編集し、ファイルシステムが存在しないと異常終了

することがわかっているアプリケーションのコマンドまたはプロセスをコメントアウトしま
す。
■

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 6.0 をサポートすることを確認し
てください。オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的アッ
プグレードを計画してください。

■

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

■ rootdg 内にないスワップパーティションは、/etc/vfstab からコメントアウトする必要

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

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。
p.82 の 「ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認」 を参照してく
ださい。

■

シマンテック社は VxFS 6.0 をインストールする前のサポート対象のバージョンに VxFS
のディスクレイアウトをアップグレードすることを推奨します。サポートされないディスク
レイアウトバージョン 4、5 と 6 は VxFS 6.0 でオンラインのアップグレードを行う目的
でマウントできます。VxFS 6.0 をインストールする前にサポートされないレイアウトバー
ジョンをオンラインでアップグレードできます。
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■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、アップグレードする前にディス
クグループバージョンを少なくとも 110 にすることをお勧めします。
# vxdg list diskgroup

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、SRL ボリュームのサイズが 110
MB よりも大きいことを確認します。
『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケーショ
ンの管理者ガイド』を参照してください。

■

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

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

■

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

■

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

■

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

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。
p.78 の 「ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認」 を参照してくださ
い。

バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

アップグレードする前に、保存する必要のあるすべてのデータのバックアップが作成
されていることを確認します。
/etc/system ファイルのバックアップを作成します。
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3

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

4

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

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

5

Veritas Storage Foundation 6.0 ソフトウェアの高可用性バージョンをインストール
する場合、インストール時に VCS 設定を保持する方法については、『Veritas Cluster
Server インストールガイド』と『Veritas Cluster Server リリースノート』を参照してく
ださい。

Storage Foundation for Databases（SFDB）をアップグレードするタスク
SFDB ツールをバージョン 6.0 にアップグレードするタスクは次のとおりです。
■

5.0x またはそれ以前から 6.0 にアップグレードする前にリポジトリデータベースの移
行を準備する
p.79 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタスク」
を参照してください。

■

5.0.x 以前から 6.0 にアップグレードした後にリポジトリデータベースを移行する
p.129 の 「SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク」
を参照してください。

注意: Oracle バージョン 11.1.0.6 を実行していて、Storage Foundation 製品を 6.0 に
アップグレードする場合: 6.0 に移行する前に、Oracle のバイナリとデータベースをバー
ジョン 11.1.0.7 にアップグレードしてください。

ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認
アップグレードする前に次のコマンドを実行して、ルートディスクがカプセル化されている
かどうかを確認する必要があります。
# mount | grep "/ on"
/dev/vx/dsk/bootdg/rootvol のように vx と rootvol を含んだパス名がこのコマンド

の出力に含まれる場合、ルートディスクはカプセル化されています。
ルートディスクがカプセル化されている場合は、該当するアップグレード手順に従ってく
ださい。
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SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタス
ク
5.0x 以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle RAC で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを使い続ける場合は、
Storage Foundation または Storage Foundation for Oracle RAC 6.0 にアップグレー
ドする前に、SFDB リポジトリデータベースを 6.0 に移行する必要があります。
5.1 または 5.1SP1 から 6.0 にアップグレードする場合は、SFDB ツールのアップグレード
手順は必要ありません。移行処理は自動です。
メモ: Sfua_Base リポジトリリソースグループは main.cf ファイルから削除されます。SF 6.0
では別のサービスグループとして必要ありません。
SF をアップグレードする前に次の手順を実行します。
リポジトリデータベースを移行する準備を行うには
◆

アップグレードする前にすべての既存スナップショットの再同期を行います。Oracle
ユーザーで次を実行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S $ORACLE_SID ¥
-f SNAPPLAN -o resync

警告: アップグレード後は Database Flashsnap クローンデータベースを引き継ぐこ
とはできません。6.0 へのアップグレードの後、新しい Database Flashsnap クロー
ンデータベースを作成する必要があります。

Veritas Volume Replicator アップグレード前の計画
Veritas Volume Replicator（VVR）をインストールまたはアップグレードする前に:
■

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

■

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

詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケー
ションの管理者ガイド』を参照してください。
詳しくは『スタートガイド』を参照してください。
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以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。この機能により、
両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができます。
セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップグレー
ドすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンを渡ってレプリケートするための VVR サポートに関する
情報が記載されている Storage Foundation リリースノート を参照してください
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。表 10-5 に示すよう
に、プライマリまたはセカンダリで 6.0 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP プ
ロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されます。
プライマリとセカンダリで VVR 6.0 が動作している場合は、チェックサムは計算されませ
ん。代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 10-5

VVR バージョンとチェックサム計算

6.0 以前の VVR

VVR 6.0

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP 接
続を計算するかどうか

はい
プライマリとセカンダリ

いいえ

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

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

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

■

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

■

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

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする

■

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

■

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

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

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

■

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

■

VVR インターフェースを使う前にクライアントロケールを設定する。
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■

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

■

VRW に対しては、VRW のログインページからロケールを選択する。

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

1

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

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

2

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

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

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

次のメッセージがコンソールに表示された場合、拡張処理が進行中です。
Storage Checkpoint asynchronous operation on file_system
file system still in progress.
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3

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

4

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

アレイサポートのアップグレード
Storage Foundation 6.0 リリースには、単一のパッケージである VRTSaslapm にすべ
てのアレイサポートが含まれます。アレイサポートパッケージには、以前に VRTSvxvm
パッケージに含まれていたアレイサポートが含まれます。またアレイサポートパッケージに
は、以前に外部アレイサポートライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）として
パッケージ化されていたサポートも含まれます。
サポート対象アレイについて詳しくは、6.0 ハードウェア互換性リストを参照してください。
p.19 の 「ハードウェア互換性リスト（HCL）」 を参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。手動手順で Storage Foundation 製品
をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
をすべて削除してください。外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm パッ
ケージのインストールはエラーになって終了します。
Storage Foundation 6.0 をインストールした後、シマンテック社は VRTSaslapm パッケー
ジ への更新を通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイのサポートについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参
照してください。
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11
Storage Foundation のアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品インストーラでの Storage Foundation のアップグレード（OS のアップグレードが
必要ない場合）

■

製品のインストーラまたは手動手順を使った Storage Foundation の 6.0 へのアップ
グレード

■

Veritas の Web ベースインストーラを使った Storage Foundation のアップグレード

■

Solaris オペレーティングシステムのアップグレード

■

Veritas Volume Replicator のアップグレード

■

言語パッケージのアップグレード

製品インストーラでの Storage Foundation のアップグ
レード（OS のアップグレードが必要ない場合）
ここでは、ルートディスクがカプセル化されていない、または Solaris のバージョンをアッ
プグレードする意図がない場合に、現在の Storage Foundation にアップグレードする
方法について説明します。6.0 でサポートされている Solaris のバージョンをすでに実行
している場合にのみこの手順を使います。
この手順を実行して、Storage Foundation にアップグレードします。
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Storage Foundation をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

3

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

4

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

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

5

ディスクをロードおよびマウントします。ソフトウェアをダウンロードしたら、ダウンロー
ドディレクトリの最上位に移動します。

6

ディスクから、installer コマンドを実行します。ソフトウェアをダウンロードした
ら、./installer コマンドを実行します。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installer

7

G を入力、アップグレードして完全なアップグレードを選択します。

8

ソフトウェアがインストールされるシステム名（次の例では「host1」）を入力するよう求
められます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押します。
Enter the system names separated by spaces on which to
install SF:

host1 host2

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

9

エンドユーザー使用許諾契約の条件に同意するかどうかを尋ねられます。同意する
場合は y を押して続行します。
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10 インストールまたは更新されるパッケージとパッチが一覧表示されます。アップグレー
ドする準備が整ったことを確認するように求めるメッセージが表示されます。

11 インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
システムそれぞれに対し、アップグレードを続行する前にシステムのブートディスクグ
ループのバックアップを作成するオプションがあります。ブートディスクグループを分
割してバックアップを作成する場合は、y を入力します。

12 バックアップブートディスクグループの名前を入力するようメッセージが表示されま
す。名前を入力するか、または Enter キーを押してデフォルトを受け入れます。

13 分割操作の開始を確認するメッセージが表示されます。y を押して続行します。
メモ: 分割操作には時間がかかることがあります。

14 製品プロセスを停止します。
Do you want to stop SF processes now? [y,n,q] (y) y
y を選択すると、インストーラはアップグレードを行う前に、製品のプロセスを停止し、

いくつかの設定を更新します。

15 指定したパッケージの停止、アンインストール、再インストール、および起動が実行
されます。

16 Storage Foundation ソフトウェアが検証および設定されます。
17 フィードバックの提供と、アップグレードのためのログの場所の指定を求めるメッセー
ジが表示されます。

18 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。再ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループをアップグレードしたブートディスクグループに再結合します。アップグ
レードに失敗した場合は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに
戻してください。
p.128 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.128 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。
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製品のインストーラまたは手動手順を使った Storage
Foundation の 6.0 へのアップグレード
この項は SF を以前のリリースから 6.0 にアップグレードすることについて記述します。
Veritas Storage Foundation のアップグレードは、シングルユーザーモードから実行す
ることをお勧めします。
アップグレード時に VxFS ファイルシステムを使うことはできません。
状況に適した手順を選択してください。
■

■

6.0 でサポートしているオペレーティングシステムに現在の Storage Foundation 製
品がイントールされている場合、オペレーティングシステムをアップグレードする必要
はありません。オペレーティングシステムをアップグレードしない場合は、次のアップ
グレード手順のいずれかを使ってください。
■

製品インストーラで OS ではなく SF をアップグレードします。これは推奨されたアッ
プグレードの手順です。
p.88 の 「製品インストーラでの Storage Foundation のアップグレード」 を参照し
てください。

■

手動手順（pkgadd と patchadd コマンド）で OS ではなく SF をアップグレードしま
す。
p.90 の 「手動手順を使った Storage Foundation のアップグレード」 を参照して
ください。

オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、アップグレードするための追
加手順を実行する必要があります。6.0 でサポートされなくなったオペレーティングシ
ステムに現在の Storage Foundation 製品がインストールされている場合、オペレー
ティングシステムをアップグレードする必要があります。オペレーティングシステムを
アップグレードする場合は、次のアップグレード手順を使ってください。
p.92 の 「アップグレードスクリプトを使った Veritas Storage Foundation から 6.0 へ
のアップグレード（OS アップグレード）」 を参照してください。

製品インストーラでの Storage Foundation のアップグレード
ここでは、Solaris バージョンをアップグレードせずに、最新の Storage Foundation に
アップグレードする方法について説明します。6.0 でサポートされている Solaris のバー
ジョンをすでに実行している場合にのみこの手順を使います。
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Storage Foundation をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

3

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

4

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

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

5

ディスクをロードしてマウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

6

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

7

アップグレードするには、G を入力して、Return キーを押します。

8

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

host1

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

9

エンドユーザー使用許諾契約の条件に同意するかどうかを尋ねられます。同意する
場合は y を押して続行します。
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10 SF 5.1 SP1 for Solaris からアップグレードする場合は、この手順を実行できます
（x64 の場合は SF 5.1 SP1 RP1）。
インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
システムそれぞれに対し、アップグレードを続行する前にシステムのブートディスクグ
ループのバックアップを作成するオプションがあります。ブートディスクグループを分
割してバックアップを作成する場合は、y を入力します。
メモ: ルートディスクグループバックアップのミラーを分割するには、アップグレードの
完了次第、再ブートする必要があります。

11 バックアップブートディスクグループの名前を入力するようメッセージが表示されま
す。名前を入力するか、または Enter キーを押してデフォルトを受け入れます。
メモ: 分割操作には時間がかかることがあります。

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

14 インストールまたはアップグレードされるパッチとパッケージが一覧表示されます。
15 Veritas Storage Foundation ソフトウェアが検証、設定、および起動されます。
16 この手順は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに分割する場
合にのみ実行します。ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バッ
クアップディスクグループを再結合します。アップグレードに失敗した場合は、バック
アップディスクグループに戻してください。
p.128 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.128 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

手動手順を使った Storage Foundation のアップグレード
この項では、Solaris バージョンをアップグレードする意図がない場合に、Storage
Foundation の以前のバージョンから最新の Storage Foundation（6.0）にアップグレー
ドする方法について説明します。6.0 でサポートされている Solaris のバージョンをすで
に実行している場合にのみこの手順を使います。
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Storage Foundation をアップグレードするには

1

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

2

VxFS NetBackup ライブラリパッケージ（VRTSfsnbl）がインストールされている場合
は、新しいパッケージをインストールする前に削除します。
このパッケージを削除するには、次のように pkgrm コマンドを使います。
# pkgrm VRTSfsnbl

必要に応じて、システムメッセージに応答します。
このパッケージの中に含まれるライブラリは、6.0 の VRTSvxfs パッケージに含まれ
ています。

3

すべてのホストで、すべてのプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

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

4

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

5

ソフトウェアディスクをロードおよびマウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

6

SF パッケージがあるディレクトリに移動します。
# cd /dvd_mount

7

VVR が設定されている場合、すべてのホストで vvr_upgrade_start スクリプトを実
行して、もとの VVR 設定を保存します。
# ./scripts/vvr_upgrade_start
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8

既存のインストールから Veritas のパッケージを削除します。
削除するパッケージの一覧については、以前のリリースの『Storage Foundation イ
ンストールガイド』を参照してください。

9

次のコマンドを実行して、インストールが推奨されているパッケージの一覧を表示し
ます。
# ./installsf -recpkgs

10

pkgadd コマンドと patchadd コマンドを使って、前の手順で表示されたパッケージ

をインストールします。
# pkgadd -d . package_name.pkg
# patchadd patch_id

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、インストール処理中にプライ
マリコンソールに表示される次のエラーメッセージは無視します。
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-3371 Can not recover rlink_name.
rvg_name is in PASSTHRU mode
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-3473 Log header I/O error

セカンダリのコンソールに表示される次のエラーメッセージも無視します。
WARNING: VxVM VVR vxio V-5-0-278 Rlink rlink_name is stale and
not replicating

11

installsf -configure コマンドを使って SF のインストールを設定してください。

12 VVR が設定されている場合、すべてのホストで次のコマンドを実行してアップグレー
ドを完了します。ホストにセカンダリ RVG のみが存在する場合、まず次のコマンドを
そのホストで実行することをお勧めします。
# /dvd_mount/scripts/vvr_upgrade_finish
vvr_upgrade_finish スクリプトでは SRL のみがアップグレードされます。その後、

RVG は以前のバージョンの VxVM または VVR で動作できません。

アップグレードスクリプトを使った Veritas Storage Foundation から 6.0
へのアップグレード（OS アップグレード）
この項では、Solaris バージョンをアップグレードする必要がある場合の、最新の Veritas
Storage Foundation へのアップグレードについて説明します。オペレーティングシステ
ムがサポート対象の Solaris のバージョンになければ、この手順に従う必要があります。
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このアップグレード手順では、既存の VxVM と VxFS の設定を保持することができます。
アップグレード後は、vxinstall を再度実行しなくても、ファイルシステムとボリュームを
アップグレード前のように使えます。
この手順は、必ず指定された順序に従って行ってください。
アップグレードを開始するには

1

VCS Agents for VVR が設定されている場合、開始する前に、アップグレード前の
手順を実行する必要があります。

2

ディスクをロードしてマウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

システムでアップグレードできることを検証します。次のコマンドを入力します。
# /dvd_mount/scripts/upgrade_start -check

4

Volume Manager の以前の設定を保持するために upgrade_start スクリプトを実
行します。
# /dvd_mount/scripts/upgrade_start

5

何らかの理由で upgrade_start スクリプトが失敗する場合、upgrade_finish ス
クリプトを実行してすでに実行したすべての変更を取り消します。システムが復旧さ
れたことを、/etc/system、/etc/vfstab、および format コマンドの出力を比較す
ることにより確認します。次に upgrade_start 障害の理由を判断し、修正します。
適時のやり方で問題を修正できない場合、vfstab ファイルを保存されたバージョン
に復元し、すべての他のアプリケーションを復元し、init 6 を実行してシステムを完
全に復元します。

6

すべてのホストで、すべてのプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

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

7

VVR が設定されている場合、すべてのホストで vvr_upgrade_start スクリプトを実
行して、もとの VVR 設定を保存します。
# /dvd_mount/scripts/vvr_upgrade_start

8

VxFS ファイルシステムが /etc/vfstab ファイルで指定されている場合は、コメント
アウトします。

9

次の方法の 1 つで既存の Storage Foundation のパッケージを削除します。
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■

uninstallsf のスクリプトの使用

■

pkgrm の使用

詳しくは、既存の Storage Foundation バージョンの『Storage Foundation インス
トールガイド』を参照してください。
uninstallsf スクリプトを実行した後、すべての VRTS* のパッケージが削除されてい
ることを確認します。削除されていなければ、pkgrm を使って手動で削除してくださ
い。

10 オペレーティングシステムをアップグレードしたら、すぐに実行します。
Solaris のインストールマニュアルを参照します。

11 次の方法の 1 つで Storage Foundation のパッケージをインストールします。
■

共通インストーラの使用
p.94 の 「製品インストーラで Veritas Storage Foundation のパッケージをアッ
プグレードするには」 を参照してください。

■

手動手順の使用
p.95 の 「手動手順で Veritas Storage Foundation のパッケージをアップグレー
ドするには」 を参照してください。

製品インストーラで Veritas Storage Foundation のパッケージをアップグレードするに
は

1

ディスクをロードしてマウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

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

3

［G］を選択して製品をアップグレードし、続いてインストールする製品の番号を選択
します。

4

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

5

/etc/vfstab ファイル内の VxFS File System エントリをコメントアウトした場合は、

コメント解除します。

6

設定を復元してアップグレードを完了します。

第 11 章 Storage Foundation のアップグレード
製品のインストーラまたは手動手順を使った Storage Foundation の 6.0 へのアップグレード

手動手順で Veritas Storage Foundation のパッケージをアップグレードするには

1

Veritas Storage Foundation for DB2 または Veritas Storage Foundation for
Oracle からアップグレードしようとしている場合は、アップグレードの前に既存のス
ナップショットをすべて再同期します。
Veritas Storage Foundation for DB2 の場合
# /opt/VRTS/bin/db2ed_vmsnap -D DB2DATABASE -f SNAPPLAN ¥
-o resync

Veritas Storage Foundation for Oracle の場合
# /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S $ORACLE_SID -f SNAPPLAN ¥
-o resync

2

ソフトウェアディスクをロードおよびマウントします。

3

パッケージがあるディレクトリに移動します。
# cd /dvd_mount

4

次のコマンドを実行して、インストールが推奨されているパッケージの一覧を表示し
ます。
./installsf -recpkgs

次のコマンドを実行して、インストールするすべてのパッケージの一覧を表示します。
./installsf -allpkgs

5

pkgadd コマンドを使ってパッケージを追加し、patchadd コマンドを使ってパッチを

追加します。

6

/etc/vfstab ファイル内の VxFS File System エントリをコメントアウトした場合は、

コメント解除します。

7

設定を復元してアップグレードを完了します。

設定の復元とアップグレードの完了

1

upgrade_finish スクリプトを実行し、アップグレードを完了します。
# devlinks
# /dvd_mount/scripts/upgrade_finish

2

次のコマンドを使って製品を設定します。
# /dvd_mount/installer -configure
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アンロードできない Veritas モジュールがある場合は、次の手順を実行します。
■

3

システムを再起動します。

旧 6.0 の Veritas Volume Manager ディスクグループをインポートしても、ディスク
グループバージョンは自動的に VxVM 6.0 レベルにはアップグレードされません。
VxVM アップグレードに続いて、手動でディスクグループのそれぞれをアップグレー
ドする必要がある場合があります。
p.133 の 「VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード」 を参照してくださ
い。

Veritas の Web ベースインストーラを使った Storage
Foundation のアップグレード
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF のアップグレードについ
て説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされている製
品を検出し、アップグレードします。
SF をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成してください。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンメニューから［製品のアップグレード（Upgrade a Product）］を選択し
ます。
指定のシステムにインストールされている製品がインストーラによって検出されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

4

アップグレードを行うシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

5

使用許諾契約のページで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意します（Yes I agree）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。
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6

インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
各システムでは、ブートディスクグループのバックアップを作成することができます。
バックアップを作成するには、［すべてのシステムのミラーを分割します（Split mirrors
on all the systems）］ボックスにチェックマークを付けます。すべてのシステムのバッ
クアップディスクグループに対して同じ名前を使うための該当ボックスにチェックマー
クを付けます（デフォルト名を使うか、または新しい名前を選択できます）。バックアッ
プを作成するシステムを確認します。準備ができたら、［次へ（Next）］ボタンをクリッ
クします。

7

［次へ（Next）］をクリックして、アップグレードを完了します。
アップグレードが完了すると、ログと概略ファイルの場所が表示されます。必要に応
じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

8

メッセージが表示された場合は、システムを再ブートします。
# /usr/sbin/shutdown -r now

9

アップグレード後に製品が設定されていない場合は、この製品を構成するかどうか
を尋ねるメッセージが Web ベースインストーラによって表示されます。製品がすで
に設定されている場合は、メッセージは表示されません。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

11 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。再ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループをアップグレードしたブートディスクグループに再結合します。アップグ
レードに失敗した場合は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに
戻してください。
p.128 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.128 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

Solaris オペレーティングシステムのアップグレード
Solaris オペレーティングシステムの以前のリリースで Storage Foundation 6.0 を実行
している場合は、次の手順で Solaris オペレーティングシステムをアップグレードできま
す。
警告: この手順で Solaris オペレーティングシステムをアップグレードできるのは、Storage
Foundation 6.0 を実行している場合のみです。
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/opt ディレクトリがシステム内に存在し、書き込み可能であり、シンボリックリンクではない

ことを確認します。これは、upgrade_start で一時変換されないボリュームは、アップグ
レードプロセスで使えないためです。/opt のシンボリックリンク先が変換されないボリュー
ムである場合、そのシンボリックリンクはアップグレード中は機能せず、/opt 内の項目は
インストールされません。
Solaris オペレーティングシステムのみをアップグレードするには

1

次のコマンドを使って、システムをシングルユーザーモードに移行します。
# init S
/opt がそれ自身のパーティションに存在する場合は、/opt を手動でマウントする

必要があります。

2

Storage Foundation の現在インストールされているバージョンからのソフトウェア
CD をロードし、マウントします。
p.31 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

次のコマンドを使って、ディレクトリを変更します。
# cd /mount_point/scripts

4

引数に -check を指定して upgrade_start コマンドを実行すると、正常なアップグ
レード処理を妨げる問題が存在するかどうかを検出できます。現在インストールされ
た SF リリースと供給された upgrade_start のスクリプトを使います。このコマンドの
実行結果が正常であれば upgrade_start スクリプトの実行を継続できますが、エ
ラーが報告された場合は問題を修正して upgrade_start -check を再実行する
必要があります。
# ./upgrade_start -check

5

upgrade_start スクリプトを実行して、システムをパーティションで起動できるように

しますupgrade_start スクリプトにより、ファイルシステムを含むボリュームが検索さ
れ、作成されていた場合はパーティションに変換されます。
# ./upgrade_start

6

システムの実行レベルを 0 に変更します。
# init 0
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7

サポート対象の Solaris のバージョンにオペレーティングシステムをアップグレード
します。
Solaris のアップグレードに使う手順によっては、システムを実行レベル 0 から起動
する必要があります。Solaris をアップグレードする方法については、Solaris のイン
ストールマニュアルを参照してください。

8

Solaris オペレーティングシステムをインストールした後、Storage Foundation 6.0
で必要な Solaris パッチをインストールします。
『Storage Foundation リリースノート』を参照してください。

9

Solaris オペレーティングシステムをアップグレードした後にシステムを起動したら、
次のコマンドを入力してシステムをシングルユーザーモードで再起動します。
# init S

10

/opt がマウントされていることを確認します。

11 Storage Foundation の現在インストールされているバージョンからのソフトウェア
CD をロードし、マウントします。

12 Solaris 10 にアップグレードした場合は、Solaris 10 の機能をサポートするために、
特定の Storage Foundation パッケージを再インストールする必要があります。
必要なパッケージを再インストールするには、次の手順を実行します。
■

インストールと逆の順序で既存のパッケージを削除します。たとえば、すべての
パッケージとパッチのインストールを選択した場合は、次の順序でアンインストー
ルします。
Storage Foundation の場合:
# pkgrm VRTSat VRTSodm VRTSdbed
VRTSfssdk VRTSvxfs VRTSsfmh VRTSob VRTSaslapm
VRTSvxvm VRTSspt VRTSperl VRTSvlic

■

次のコマンドを実行します。
インストールが推奨されているパッケージの一覧を取得するには
# ./installsf -recpkgs

または
インストールするすべてのパッケージの一覧を取得するには
# ./installsf -allpkgs
■

適切なパッケージを含むディレクトリに移動します。
# cd /mount_point/pkgs
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■ pkgadd
■

コマンドを使って、生成した一覧からパッケージをインストールします。

システムを再起動します。

13 次のように入力して、ソフトウェアディスクからの、現在インストールされているバー
ジョンの Storage Foundation のアップグレードを完了します。
# devlinks
# ./upgrade_finish

Veritas Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Veritas Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
4.1 MP1 以降からアップグレードする場合、レプリケーションを中断させずにアップグレー
ドするオプションが用意されています。
p.100 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
この項では、レプリケーションを実行しているときに以前のバージョンの VVR から現在の
バージョンの VVR にアップグレードする手順について説明します。この方法は、RDS 内
のすべてのホストを一度にアップグレードする必要がないことを前提としています。
バージョン間でレプリケーションの設定が必要になる場合があります。
p.80 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する」 を参照してください。
プライマリとセカンダリの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされている場合、
アップグレードはプライマリまたはセカンダリで実行できます。セカンダリホストは、RDS の
プライマリホストより前にアップグレードすることをお勧めします。この項では、プライマリの
アップグレード手順とセカンダリのアップグレード手順が別々に記載されています。
メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

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

1

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

2

セカンダリ上の 4.1 MP1 より後、6.0 より前の VVR をアップグレードします。

3

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

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

1

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

2

セカンダリ上の 4.1 MP1 より後、6.0 より前の VVR をアップグレードします。

3

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

p.80 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する」 を参照してください。

言語パッケージのアップグレード
Veritas 製品をアップグレードする場合、英語以外の言語では、英語パッケージをインス
トールしてから必要な言語パッケージをインストールする必要があります。続行する前に
英語のインストールが正しいことを確認してください。
言語パッケージを初期インストール用としてインストールしてください。
p.38 の 「言語パッケージのインストール」 を参照してください。
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12
Live Upgrade を使ったアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Live Upgrade について

■

Live Upgrade のサポート対象アップグレードパス

■

Solaris ゾーン環境での Live Upgrade の実行

■

Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする前に

■

Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード

■

Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード

■

Live Upgrade を使った SF のアップグレード

■

ブート環境の管理

Live Upgrade について
Live Upgrade を使うと、次の種類のアップグレードを実行できます。
■

オペレーティングシステムと SF をアップグレードします。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード」 を参照してくださ
い。

■

オペレーティングシステムをアップグレードします。
p.119 の 「Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード」 を参照してください。

■

SF をアップグレードします。
p.121 の 「Live Upgrade を使った SF のアップグレード」 を参照してください。
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図 12-1 は Veritas 製品 5.1 SP1 から 6.0 にアップグレードする例と、オペレーティング
システムを Solaris 9 から Solaris 10 にアップグレードする例を示します。
図 12-1

Live Upgrade プロセス
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サーバーの再起動

一部のサービスグループ（フェールオーバーとパラレル）はこのクラスタ内でオンラインの
場合があり、Live Upgrade 処理に影響されません。経験される唯一のダウンタイムはサー
バーが代替ブートディスクにブートするために再ブートされるときです。

Veritas Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade について
Veritas Volume Replicator を使う SF 環境では、次のスクリプトで VVR 設定をアップグ
レードします。
■

vvr_upgrade_lu_start

■

vvr_upgrade_lu_finish

ここでは、VVR アップグレードプロセスの概要を取り上げます。完全な手順については、
SF の Live Upgrade の手順を参照してください。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード」 を参照してください。
■

SF のアップグレード手順を実行するには、vxlustart スクリプトを使います。

■

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

再起動すると、代替ブート環境からシステムがブートします。
■

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

Live Upgrade のサポート対象アップグレードパス
Live Upgrade を使う予定のシステムは Solaris 9 か Solaris 10 を実行する必要がありま
す。Solaris 9 を実行するシステムからアップグレードできますが、SF 6.0 は Solaris 9 で
サポートされません。
Solaris 10 の場合は、シマンテック社製品インストーラを使ってグローバルゾーンの
Storage Foundation 製品をアップグレードする前に、すべての非グローバルゾーンが
ブートされて実行状態になっていることを確認します。非グローバルゾーンがマウントされ
ていなくて、アップグレードのときに動作していない場合、各非グローバルゾーンの各パッ
ケージを手動でアップグレードする必要があります。
Live Upgrade では、代替ルート環境にもゾーンがある場合、VRTSodm をインストールで
きません。最初に VRTSodm パッケージを削除してから、Storage Foundation 製品をイン
ストールする必要があります。代替ルートを再ブートした後に、VRTSodm をインストールで
きます。
SF のバージョンは 5.0 MP3 以上である必要があります。
シマンテック社は、グローバルゾーンと非グローバルゾーンの両方で同じバージョンの
Veritas 製品を実行することを要求します。
メモ: 非グローバルゾーンが設定されているシステムで Live Upgrade を使う場合は、Live
Upgrade を開始する前にすべてのゾーンが installed 状態になっていることを確認し
てください。
Live Upgrade は次の仮想化環境で使うことができます。
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表 12-1

仮想化環境での Live Upgrade のサポート

環境

手順

Solaris ネーティブゾーン

Live Upgrade を実行してグローバルゾーンとローカ
ルゾーンの両方をアップグレードします。
VxVM ボリュームにゾーンルートが存在する場合は、
次の手順に従います。
p.106 の 「Solaris ゾーン環境での Live Upgrade の
実行」 を参照してください。
もう一方のスタンバイノードに対し、標準手順を実行し
ます。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアッ
プグレード」 を参照してください。

Solaris ブランドゾーン（BrandZ）

Live Upgrade を実行してグローバルゾーンをアップ
グレードします。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアッ
プグレード」 を参照してください。
手動でブランドゾーンを個別にアップグレードします。
ブランドゾーンがあっても Live Upgrade を実行でき
ますが、ブランドゾーンはアップグレードされないこと
注意してください。

Oracle VM Server for SPARC

制御ドメインでのみ Live Upgrade を実行します。
ゲストドメインでのみ Live Upgrade を実行します。
両方のタイプの論理ドメインで、Live Upgrade の標準
手順を実行します。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアッ
プグレード」 を参照してください。

Solaris ゾーン環境での Live Upgrade の実行
VxVM ボリュームにゾーンルートがある場合、ゾーンがオンラインであるノードで Live
Upgrade を実行するには、次の手順を実行する必要があります。
もう一方のスタンバイノードに対し、標準手順を実行します。
p.111 の 「Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード」 を参照してください。

第 12 章 Live Upgrade を使ったアップグレード
Solaris ゾーン環境での Live Upgrade の実行

VxVM ボリュームのゾーンルートがあるノードで Live Upgrade を実行するには

1

ローカルゾーンのルートを含まないすべてのファイルシステムをマウント解除してくだ
さい。

2

デフォルトでは、Zone エージェント BootState は「multi-user」に設定されていま
す。
ローカルゾーンで実行するアプリケーションを停止します。ゾーンは実行したままに
してください。
メモ: BootState を「multi-user-server」に設定して、非グローバルゾーン内でアプ
リケーションを実行することをお勧めします。

3

Live Upgrade の間にコピーされるローカルゾーンルートのために、ブート環境ディ
スクに十分な領域があることを確認します。

4

Live Upgrade（vxlustart、製品のアップグレード、vxlufinish を含む）を使ったアッ
プグレードの指示に従います。
システムを再起動して Live Upgrade を完了する前に、次の手順を実行します。

5

ローカルゾーンルートでのアップグレードの前に、ローカルゾーンを収容するシステ
ムで、すべてのファイルとディレクトリを別の場所にコピーします。
# zoneadm list -cv
ID NAME
0 global
6 ora-lzone

STATUS
running
running

PATH
/
/oralzones

# zoneadm -z ora-lzone halt
# cd /oralzones
# ls
dev

lost+found root SUNWattached.xml

# mv dev dev.41
# mv root root.41
# mv SUNWattached.xml SUNWattached.xml.41

BRAND
native
native

IP
shared
shared
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6

BE のローカルゾーンルートでのアップグレードの後に、tar ユーティリティを使って
すべてのファイルとディレクトリを移行します。
# cd /altroot.5.10/oralzones
# ls
dev

lost+found lu root SUNWattached.xml

# tar cf - . | (cd /oralzones; tar xfBp -)
# cd /oralzones
# ls
dev .41 lost+found root.41 SUNWattached.xml.41
dev lost+found lu root SUNWattached.xml

7

システムを停止します。

Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする
前に
アップグレードする前に、次の手順を実行します。
Live Upgrade を準備するには

1

SF のインストールメディアとオペレーティングシステムのインストールイメージが利用
できる状態で手もとにあることを確認します。

2

アップグレードするノードで、プライマリブートディスクのルートパーティションと少なく
とも同じサイズの代替ブートディスクを選択します。

3

Live Upgrade を実行する前に、非ルートファイルシステムを含むサービスをオフラ
インにしてください。これはファイルシステムが代替ブート環境にコピーされることを
防ぎ、ルートファイルシステムが領域を使い果たす潜在的可能性をなくします。

4

プライマリブートディスクで、Live Upgrade パッチをオペレーティングシステムに適
用します。パッチ 137477-01 が必要です。このパッチがインストールされたことを検
証してください。

5

Live Upgrade パッケージのバージョンは、代替ブートディスクでアップグレードする
オペレーティングシステムのバージョンと一致する必要があります。Solaris オペレー
ティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
■

現在のオペレーティングシステムのバージョン用にインストールされている Live
Upgrade パッケージを削除します。
すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur パッケージ
Solaris 10 Update 7 以降ではさらに: SUNWlucfg パッケージ
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ
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■

新しい Solaris のインストールイメージから、次の Live Upgrade パッケージの新
しいバージョンをインストールします。
（すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur と SUNWlucfg パッケー
ジ）
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ
メモ: ブランドゾーンがあっても Live Upgrade を実行できますが、ブランドゾー
ンを停止する必要があり、ブランドゾーン自体はアップグレードされません。

Solaris のインストールメディアにはこのためのスクリプト（liveupgrade20 という名前）
が付属します。スクリプトを
/cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20 で見つけてください。
スクリプトを使う場合は、次を使用できます。
# /cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20 ¥
-nodisplay -noconsole
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6

シマンテック社では、アップグレード用の代替ブートディスクを作成する一連のコマ
ンドを実行する vxlustart スクリプトを提供しています。
コマンドをプレビューするには、vxlustart スクリプトに -V オプションを指定してく
ださい。
コマンドをプレビューして、Live Upgrade プロセスを開始する前に問題がないことを
確認することをお勧めします。
vxlustart スクリプトは、配布メディアのスクリプトディレクトリにあります。
# cd /cdrom/scripts
# ./vxlustart -V -u targetos_version -s osimage_path -d diskname
-V

アップグレード処理の間に実行されるコマンドを実行しないでそれらをリストし、コマ
ンドの有効性を前もって確認します。
オペレーティングシステムがアップグレード中の場合、重要なパッチが新しいオペ
レーティングシステムのイメージから抜けているかどうかを判断するために、ユーザー
はイメージにインストールされたパッチとプライマリブートディスクにインストールされ
たパッチを比較するようにプロンプトで要求されます。

-u

代替ブートディスクでのアップグレード用のオペレーティングシステムのバージョンを
指定します。たとえば、Solaris 10 には 5.10 を使います。

-U

Storage Foundation 製品のみがアップグレードされることを指定します。プライマリ
ブートディスクからオペレーティングシステムのクローンが作成されます。

-s

代替ブートディスクにインストールされるオペレーティングシステムのイメージのパス
を示します。このオプションが省略された場合、オペレーティングシステムのイメージ
を含むディスクを挿入するようにプロンプトが表示されます。
-U オプションが指定されている場合、-s オプションを省略できます。プライマリブー
トディスクからオペレーティングシステムのクローンが作成されます。

-d

アップグレードする代替ブートディスクの名前を示します。このオプションをスクリプト
に指定しない場合は、ディスク情報を求めるメッセージが表示されます。

-v

コマンドの実行前に詳細表示することを示します。

-Y

質問を尋ねることなく、デフォルトの yes を使用することを指定します。

-D

デバッグ用にデバッグオプションをオンにして印刷します。

-F

ルートディスクのファイルシステムを指定します。デフォルトは ufs です。

-t

アップグレードに含まれる CD の枚数を指定します。

-r

vxlufinish コマンドを実行する前にコンピュータがクラッシュしたか再ブートした
場合、このオプションを使って代替のディスクがマウントし直されることを指定します。
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たとえば、Veritas 製品のみをアップグレードするコマンドをプレビューするには、次
のように指定します。
# ./vxlustart -V -u 5.10 -U -d disk_name

たとえば、Solaris 10 Update 6 へのアップグレードのコマンドをプレビューするに
は、次のように指定します。
# ./vxlustart -V -u 5.10 -s /mnt/Solaris_10u6 -d c0t1d0

メモ: このコマンドは、イメージにインストールされているパッチをプライマリブートディ
スクにインストールされているパッチと比較するように要求します。新しいオペレー
ティングシステムのイメージから欠落しているパッチがあれば、パッチ番号を書き留
めます。代替ブートディスクがプライマリブートディスクと同じであることを保証するに
は、これらのパッチを代替ブートディスクにインストールする必要があります。

7

プライマリブートディスクにインストールされているパッチが、指定されたイメージに欠
けている場合は、そのパッチ番号を書き留めます。代替ブートディスクがプライマリ
ブートディスクと同じであるようにするには、これらのパッチを代替ブートディスクにイ
ンストールする必要があります。

手順の例では、プライマリまたは現在のブート環境は Disk0（c0t0d0）に存在し、代替ま
たは非アクティブなブート環境は Disk1（c0t1d0）に存在します。

Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード
Live Upgrade は手動で実行するか、またはインストーラを使います。
Live Upgrade を使って SF をアップグレードするには次の手順があります。
■

Solaris Live Upgrade を使ったアップグレードを準備します。
p.108 の 「Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする前に」 を参照して
ください。

■

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成します。
p.112 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

手動またはインストーラを使用して、代替ブート環境で Storage Foundation 6.0 に
アップグレードします。
SF を手動でアップグレードするには、次の手順を参照してください。
■

p.114 の 「SF の手動でのアップグレード」 を参照してください。

SF をインストーラでアップグレードするには、次の手順を参照してください。
■

p.113 の 「Live Upgrade のインストーラを使った SF のアップグレード」 を参照して
ください。
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■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.116 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

SF の Live Upgrade を検証します。
p.118 の 「SF の Live Upgrade の確認」 を参照してください。

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する
代替ブートディスクに新しいブート環境を作成するには vxlustart コマンドを実行しま
す。
メモ: この手順を完了するには、数時間かかる場合があります。ブート環境を不安定な状
態にすることがあるため、セッションを中断しないでください。
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

オペレーティングシステムのアップグレードを選択する場合、代替ブートディスクの
Solaris オペレーティングシステムがアップグレードされます。

■

プライマリブート環境のクローンを作成することによって、新しいブート環境が代替ブー
トディスクに作成されます。

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成するには

1

シマンテック製品のインストールメディアに移動します。
# cd /cdrom/scripts

2

新しいブートの環境を作成する VxVM ディスクのリストを表示します。
# vxdisk list
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3

アップグレードを実行するには次のコマンドの 1 つを実行してください。
オペレーティングシステムを単独でまたは Veritas 製品のアップグレードとともにアッ
プグレードするには、次を指定します。
# ./vxlustart -v -u targetos_version ¥
-s osimage_path -d disk_name

targetos_version はオペレーティングシステムのバージョンです。
osimage_path はオペレーティングシステムのイメージの絶対パスです。
disk_name は手順 2 の出力で表示されるディスクの名前です。
Veritas 製品のみをアップグレードするには、次を指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -U -d disk_name
vxlustart コマンドのオプションは、アップグレード前の項に記載されています。

p.108 の 「Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする前に」 を参照し
てください。
たとえば、Solaris 10 Update 6 にアップグレードするには、次のように指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -s /mnt/Solaris_10u6

4

出力を確認し、新しいマウントポイントを書き留めてください。システムがアップグレー
ドの完了前に再起動されたり、マウントが解除されたりする場合は、ディスクをマウン
トし直す必要がある場合もあります。
マウントし直す必要がある場合、次のコマンドを実行します。
# vxlustart -r -u targetos_version -d disk_name

5

代替ブートディスクを作成して、マウントした後 /altroot.5.10、代替ブートディスクに
Veritas 製品のインストールに必要なオペレーティングシステムパッチかパッケージ
をインストールします。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d pkg_dir

Live Upgrade のインストーラを使った SF のアップグレード
SF をアップグレードするために、Veritas 製品のインストーラを Live Upgrade の一部と
して使うことができます。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
■

Storage Foundation 6.0 が代替ブートディスクにインストールされます。

113

114

第 12 章 Live Upgrade を使ったアップグレード
Live Upgrade を使った SF と Solaris のアップグレード

インストーラを使って SF の Live Upgrade を実行するには

1

Storage Foundation 6.0 の製品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフト
ウェアのコピーにアクセスします。

2

代替ブートディスクとしてルートパスを指定するインストーラスクリプトを実行します。
# ./installsf -upgrade -rootpath /altroot.5.10

p.120 の 「インストーラを使った SF の削除と再インストール」 を参照してください。

3

Storage Foundation 6.0 にアップグレードするノードの名前を入力します。
メモ: VxFS のインストールされたバージョンがディスクレイアウトバージョン 6 以降を
使っていることを確認します。以前のディスクレイアウトバージョンで動作している場
合、SF のインストールを続行する前にバージョンをアップグレードしてください。
インストーラは、ノードにインストールされるか、またはアップグレードされるパッケー
ジのリストを表示します。

4

Return キーを押して、インストールを続行します。

5

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.0 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvxvm
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認してくださ

い。

SF の手動でのアップグレード
Live Upgrade を使って SF の手動アップグレードを実行できます。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
■

Storage Foundation 6.0 が代替ブートディスクにインストールされます。

SF の Live Upgrade を手動で実行するには

1

代替ブートディスク上の SF パッケージを次の順に削除します。
■ # pkgrm -R /altroot.5.10 ¥

VRTSmapro VRTSgapms VRTSvxmsa VRTSfasag VRTSfas VRTSvail ¥
VRTSfsmnd VRTSfssdk VRTSfsman VRTSvrw VRTSweb VRTSjre15 ¥
VRTSvcsvr VRTSvrpro VRTSddlpr VRTSvdid VRTSalloc VRTSdcli ¥
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VRTSvmpro VRTSvmman VRTSfspro VRTSdsa VRTSvxvm VRTSvxfs ¥
VRTSspt VRTSaa VRTSmh VRTSccg VRTSobgui VRTSob VRTSobc33 ¥
VRTSat VRTSpbx VRTSicsco VRTSvlic VRTSperl

このパッケージリストは一例であること注意してください。完全なパッケージリスト
はリリースや製品オプションごとに異なります。
■

Storage Foundation の場合:
# pkgrm -R /altroot.5.10 ¥
VRTSmapro VRTSgapms VRTSvxmsa VRTSfasag VRTSfas VRTSvail ¥
VRTScmccc VRTScmcs VRTSacclib VRTScssim VRTScscm VRTScscw ¥
VRTSvcsmn VRTSvcsag VRTSvcsmg VRTSvcs VRTSvxfen VRTSgab ¥
VRTSllt VRTSfsmnd VRTSfssdk VRTSfsman VRTSvrw VRTSjre15 ¥
VRTSvcsvr VRTSvrpro VRTSddlpr VRTSvdid VRTSalloc VRTSdcli ¥
VRTSvmpro VRTSvmman VRTSfspro VRTSdsa VRTSvxvm VRTSvxfs ¥
VRTSspt VRTSaa VRTSmh VRTSccg VRTSobgui VRTSob VRTSobc33 ¥
VRTSat VRTSpbx VRTSicsco VRTSvlic VRTSperl

このパッケージリストは一例であること注意してください。完全なパッケージリスト
はリリースや製品オプションごとに異なります。
-R オプションを付けると、代替ブートディスクのルートパス /altroot.5.10 からパッ

ケージが削除されます。

2

pkgs ディレクトリから SF パッケージをインストールします。pkgadd コマンドを使って
パッケージを次の順に一度に 1 つずつ代替ブートディスクにインストールする必要
があります。
■

Storage Foundation の場合:
VRTSvlic.pkg VRTSperl.pkg VRTSspt.pkg VRTSvxvm.pkg VRTSaslapm.pkg
VRTSob.pkg VRTSsfmh.pkg VRTSvxfs.pkg VRTSfssdk.pkg VRTSdbed.pkg
VRTSodm.pkg

次に例を示します。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d package_name.pkg
package_name.pkg をパッケージの名前（たとえば、VRTSperl.pkg）と置き換える

場合。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d VRTSperl.pkg

3

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.0 であることを確認し
ます。
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# pkginfo -R /altrootpath -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvxvm

Live Upgrade の完了
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

もとのプライマリブートディスクがカプセル化されていた場合、代替ブートディスクもカ
プセル化されます。

■

代替ブート環境がアクティブになります。

■

システムは代替ブートディスクからブートされます。
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Live Upgrade を完了するには

1

次のコマンドのいずれかを使って Live Upgrade プロセスを完了します。
プライマリルートディスクがカプセル化されていない場合は、次のコマンドを実行しま
す。
# ./vxlufinish -u target_os_version
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクが VxVM によってカプセル化されている場合は、次のコマ
ンドを実行します。
# ./vxlufinish -u target_os_version -g diskgroup
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクがカプセル化されていた場合、Live Upgrade 処理は代替
ルートディスクをカプセル化します。

2

次のコマンドのいずれかを使って Live Upgrade プロセスを完了します。クラスタ内
のすべてのノードでコマンドを入力する必要があります。
プライマリルートディスクがカプセル化されていない場合は、次のコマンドを実行しま
す。
# ./vxlufinish -u target_os_version
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクが VxVM によってカプセル化されている場合は、次のコマ
ンドを実行します。
# ./vxlufinish -u target_os_version -g diskgroup
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクがカプセル化されていた場合、Live Upgrade 処理は代替
ルートディスクをカプセル化します。

3

Live Upgrade が正常に完了する前にシステムがクラッシュまたは再起動した場合
は、次のコマンドを使って代替ディスクを再マウントできます。
# ./vxlustart -r -u target_os_version

次に、手順 2 から vxlufinish コマンドを再実行します。
# ./vxlufinish -u target_os_version
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4

VVR をアップグレードする場合は、vvr_upgrade_lu_start コマンドを実行しま
す。
メモ: vvr_upgrade_lu_start コマンドは、ノードを再起動して代替ブート環境に切
り替える準備ができているときにのみ実行してください。

5

システムを再起動します。ノードを再起動すると、代替ディスクのブート環境がアク
ティブになります。
クラスタ内のすべてのノードを再起動します。ノードを再起動すると、代替ディスクの
ブート環境がアクティブになります。
メモ: システムを再起動するときに reboot、halt、uadmin コマンドを使わないでく
ださい。代替ブート環境を使ってシステムをブートできるようにするには、init また
は shutdown コマンドを使います。
次のエラーが表示された場合、無視してかまいません: ERROR: boot environment
<dest.13445> already mounted on </altroot.5.10>.
# shutdown -g0 -y -i6

6

代替ブート環境がアクティブになった後で、ブート環境を切り替えることができます。
ルートディスクがカプセル化されている場合、ブート環境を手動で切り替える手順を
参照してください。
p.121 の 「ブート環境の管理」 を参照してください。

7

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

8

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

SF の Live Upgrade の確認
Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには、システムが代替ブート環境から
ブートしたことを確認します。
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Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには

1

代替ブート環境がアクティブであることを確認します。
# lustatus

代替ブート環境がアクティブではない場合、プライマリブート環境に復帰できます。
p.121 の 「プライマリブート環境への復帰」 を参照してください。

2

新しいブート環境が正しく設定されていることを確認するには、必要に応じて他の確
認も行います。たとえば、/etc/release ファイルのバージョンを確認し、VRTSdbac
のバージョンを確認します。

3

ゾーン環境で、ゾーン設定を確認します。

Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード
Solaris のみをアップグレードする場合は、Live Upgrade を完了する前に代替ブート環
境から SF を削除し、再インストールする必要があります。SF には Solaris オペレーティ
ングシステムのバージョンに固有のカーネルコンポーネントがあるため、削除してから再
インストールする必要があります。正しいバージョンの SF パッケージをインストールする
必要があります。
Live Upgrade を使って Solaris をアップグレードするには、次の手順に従います。
■

Solaris Live Upgrade を使用してアップグレードを準備する
p.108 の 「Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする前に」 を参照して
ください。

■

代替ブートディスクでの新しいブート環境の作成
p.112 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

次の方法のいずれかを使って、代替ブート環境の Storage Foundation 6.0 を削除
し、再インストールする
手動手順を使用する
p.114 の 「SF の手動でのアップグレード」 を参照してください。
インストーラを使う
p.120 の 「インストーラを使った SF の削除と再インストール」 を参照してください。
メモ: Storage Foundation 6.0 は設定しないでください

■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替える
p.116 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

SF の Live Upgrade を確認する
p.118 の 「SF の Live Upgrade の確認」 を参照してください。
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インストーラを使った SF の削除と再インストール
SF には Solaris オペレーティングシステムのバージョンに固有のカーネルコンポーネン
トがあります。Solaris Live Upgrade を使って Solaris オペレーティングシステムをアップ
グレードする場合は、正しいバージョンの SF コンポーネントがインストールされていること
を確認するために次の手順を完了する必要があります。
代替ブートディスクでインストーラを実行し、Storage Foundation 6.0 を削除して再イン
ストールします。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
■

Storage Foundation 6.0 が新しいオペレーティングシステムのバージョンに適したバ
イナリと共に代替ブートディスクにインストールされます。

インストーラを使って SF を削除して再インストールするには

1

インストーラスクリプトを使ってアンインストールし、次のようにルートパスとして代替
ブートディスクを指定します。
# /opt/VRTS/install/uninstallsf -rootpath altrootpath

2

アンインストールするノードの名前を入力します。
インストーラはアンインストールされるパッケージのリストを表示します。

3

Return キーを押して続行します。

4

インストーラスクリプトを使ってインストールし、次のように代替ブートディスクとして
ルートパスを指定します。
# /cdrom/storage_foundation/installsf -install ¥
-rootpath /altrootpath

5

[戻る（Return）] を押して続行します。

6

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.0 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvxvm
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/log でインストールログを確認してください。
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Live Upgrade を使った SF のアップグレード
Live Upgrade は手動で実行するか、またはインストーラを使います。すべてのノードが
Storage Foundation 6.0 にアップグレードされるまでクラスタは形成されません。最後の
ノードで Live Upgrade を終えたら、代替ブート環境からすべてのノードをブートしてクラ
スタに参加させる必要があります。
Live Upgrade を使って SF をアップグレードするには次の手順があります。
■

Solaris Live Upgrade を使ったアップグレードを準備します。
p.108 の 「Solaris Live Upgrade を使って SF をアップグレードする前に」 を参照して
ください。

■

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成します。
p.112 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

手動またはインストーラを使用して、代替ブート環境で Storage Foundation 6.0 に
アップグレードします。次のいずれかを参照してください。
手動で SF をアップグレードするには
■

p.114 の 「SF の手動でのアップグレード」 を参照してください。

SF をインストーラを使ってアップグレードするには
■

p.113 の 「Live Upgrade のインストーラを使った SF のアップグレード」 を参照して
ください。

■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.116 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

SF の Live Upgrade を検証します。
p.118 の 「SF の Live Upgrade の確認」 を参照してください。

ブート環境の管理
ブート環境に関連する管理タスクを実行するには、次の手順を使います。

プライマリブート環境への復帰
代替ブート環境の起動に失敗した場合は、プライマリブート環境に復帰できます。
PROM 監視モードのプライマリブート環境からシステムを起動します。
ok> boot disk0

disk0 はプライマリブートディスクです。
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Solaris SPARC のブート環境の切り替え
vxlufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、ブート環境を切り替

えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live Upgrade を実行するとき
は、次の手順を実行する必要があります。
ブート環境を切り替えるには 2 通りの手順があり、ルートディスクのカプセル化に基づい
て次の手順のいずれかを選択します。
■

p.122 の 「ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるに
は」 を参照してください。

■

p.123 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには」
を参照してください。

Solaris SPARC の切り替え手順は、VxVM でルートディスクがカプセル化されているか
どうかによって異なります。
ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

# luumount dest.2657

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
-------------
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3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。
ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには

1

現在のブートディスクデバイスとデバイスエイリアスを表示します。
# eeprom
boot-device=vx-rootdg vx-int_disk
use-nvramrc?=true
nvramrc=devalias vx-int_disk /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a
devalias vx-rootdg01 /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

2

eeprom コマンドを使ってブートもとのデバイスを設定します。この例はプライマリルー
トディスクからのブートを示したものです。
# eeprom boot-device=vx-rootdg01

3

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

Solaris x86-64 のブート環境の切り替え
vxlufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、ブート環境を切り替

えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live Upgrade を実行するとき
は、次の手順を実行する必要があります。
ブート環境を切り替えるには 2 通りの手順があり、ルートディスクのカプセル化に基づい
て次の手順のいずれかを選択します。
■

p.124 の 「ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるに
は」 を参照してください。

■

p.125 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには」
を参照してください。
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ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
--------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

システムが起動すると、GRUB メニューに次のような Live Upgrade ブート環境のエ
ントリが表示されます。
source.2657
dest.2657

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。

第 12 章 Live Upgrade を使ったアップグレード
ブート環境の管理

ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには
◆

Solaris 10 Update 6（2.10u6）以前のリリースでは、ルートディスクがカプセル化さ
れている場合に luactivate メソッドを使うことができます。Solaris 10 Update 6 以
降では、次のいずれかを実行します。
■

システムがブートされたときに、ソースブート環境または対象のブート環境の
GRUB エントリを選択します。次の手順を使って、手動でデフォルトの GRUB
menu.lst エントリをソース（PBE）または対象（ABE）の GRUB エントリに設定す
ることもできます。

■

システムが代替ブート環境からブートされた場合は、次の手順を実行してプライ
マリブート環境に切り替えます。
# mkdir /priroot
# mount rootpath /priroot
# bootadm list-menu -R /priroot
# bootadm list-menu
# bootadm set-menu -R /priroot default=PBE_menu_entry
# bootadm set-menu default=PBE_menu_entry
# shutdown -g0 -i6 -y

各オプションの説明
rootpath はルートデバイスへのパスです（/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol な
ど）。
priroot はプライマリルートデバイスです。
PBE_menu_entry は GRUB メニューでのプライマリブート環境の番号です。
■

システムがプライマリブート環境からブートされた場合は、次の手順を実行して代
替ブート環境に切り替えます。
# bootadm list-menu
# bootadm set-menu default=ABE_menu_entry
ABE booting
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13
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

オプションの設定手順

■

バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク

■

自動アップグレードが失敗した場合の VVR のリカバリ

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード

■

変数の更新

■

デフォルトディスクグループの設定

■

ASL のアップグレード

■

QuickLog からマルチボリュームサポートへの変換

■

Storage Foundation のアップグレードの確認

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

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

RLINK を再接続します。

■

SRL を関連付けます。

■

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

■

VxFS ディスクレイアウトのバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンをアップ
グレードするには、アップグレード手順を実行します。
p.133 の 「VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード」 を参照してくださ
い。

バックアップブートディスクグループの現在のディスクグ
ループへの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

backup_bootdg ディスクグループをブートディスクグループに再結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join backup_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。backup_bootdg はアップグレード中に

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
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アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

ブートディスクグループを確認するには、vxprint コマンドの出力で rootvol ボリュー
ムを探します。
# vxprint

2

vxdg コマンドを使って、現在ブートを実行しているブートディスクグループを特定し

ます。
# vxdg bootdg

3

バックアップブートディスクグループからオペレーティングシステムをブートします。

4

バックアップディスクグループに元のブートディスクグループを結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join original_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。original_bootdg は不要になったブート

ディスクグループです。

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグ
レード後のタスク
アップグレード前に SFDB を使って作成された Database Storage Checkpoint は vxsfadm
CLI を使って表示可能であり、必要であればこれらの Database Storage Checkpoint を
マウントし、それらにロールバックできます。ただし、移行された Database Storage
Checkpoint の使用によるクローンの作成はサポートされません。
以前に作成された FlashSnap スナッププランを使ってスナップショットを取り続ける場合
は vxsfadm コマンドの -o validate オプションを使用してそれらを検証する必要があり
ます。
5.0x または以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを引き続き使用するに
は、SF を 6.0 にアップグレードした後で、次のいずれかの手順を実行する必要がありま
す。
■

5.0x からアップグレードした後と SFDB リポジトリを移行する前に起動スクリプトの名
前を変更してください
p.132 の 「5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前」 を参照してください。

■

5.0x SFDB リポジトリデータベースから 6.0 に移行してください
p.130 の 「5.0 リポジトリデータベースから 6.0 への移行」 を参照してください。
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5.0 リポジトリデータベースから 6.0 への移行
5.0 リポジトリデータベースから 6.0 に移行するには、次の手順を実行します。

1

起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3 に変更します。
p.132 の 「5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前」 を参照してください。

2

root ユーザーとして、古い Sybase ASA リポジトリをダンプします。SFHA または SF
Oracle RAC を使っている場合、この作業は 1 つのノードで行えば十分です。
# /opt/VRTSdbed/migrate/sfua_rept_migrate

3

sfua_rept_migrate を実行した同じノードで、Oracle ユーザーとして次のコマンド

を実行します。Oracle インスタンスごとに、古いリポジトリデータを SQLite リポジトリ
に移行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME

4

デフォルトで、リポジトリは Oracle SYSTEM 表領域を含むファイルシステム上に作
成されます。代替リポジトリパスが必要な場合は、最初に次の条件を検証します。
■

リポジトリパスは Oracle ユーザーが書き込み可能なディレクトリである必要があ
ります。

■

update コマンドは、リポジトリパスがアクセス可能かどうかを検証できません。パ
スを正しく設定していないと、update コマンドは失敗します。

代替のリポジトリパスを作成してください。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME -R ¥
Alternate_path

5

オフホスト処理に Database Flashsnap を使っている場合、および移行する必要の
あるリポジトリがセカンダリホスト上にある場合は、セカンダリホストでこれまでの手順
を実行します。
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6

プライマリホストで、スナッププランを編集して「SNAPSHOT_DG=SNAP_*」パラメー
タを削除し、「SNAPSHOT_DG_PREFIX=SNAP_*」を追加します。パラメータは、ど
のプレフィックス値でも指定でき、「SNAP_*」にする必要はありません。
次に例を示します。
$ /usr/oracle> more SNAPPLAN1
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=system1
SECONDARY_HOST=system1.example.com
PRIMARY_DG=system1_data
SNAPSHOT_DG=SNAP_system1_data
ORACLE_SID=HN1
ARCHIVELOG_DEST=/oracle/orahome/dbs/arch
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1
$ /usr/oracle> more SNAPPLAN1
SNAPSHOT_VERSION=5.0
PRIMARY_HOST=system1
SECONDARY_HOST=system1.example.com
PRIMARY_DG=judge_data
SNAPSHOT_DG_PREFIX=SNAP_system1_data
ORACLE_SID=HN1
ARCHIVELOG_DEST=/oracle/orahome/dbs/arch
SNAPSHOT_ARCHIVE_LOG=yes
SNAPSHOT_MODE=online
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=dbed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=no
SNAPSHOT_MIRROR=1

7

プライマリホストで、次のコマンドを使ってスナップショットを再検証します。
$ /opt/VRTS/bin/vxsfadm -s flashsnap ¥
-a oracle -c SNAPPLAN -o validate

これで、Database Storage Checkpoint と Database Tiered Storage パラメータの
リポジトリの移行が完了します。
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SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い始めるには
『Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases』
を参照してください。

5.0.x からのアップグレード後/SFDB の移行前
SF バージョン 5.0 から SF 6.0 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_migrate では S*vxdbms3 起動ス
クリプトが必要です。このため、sfua_rept_migrate 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.

S*vxdbms3 起動スクリプトのエラーを防ぐには
◆

起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3 に変更します。

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

設定が復元されたら、現在の手順を再試行できます。

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョン 7、8、と 9 でファイルシステムのみの作成
とがマウントできます。ディスクレイアウトバージョン 6 は以降のディスクレイアウトバージョ
ンにアップグレードするためのみに、ローカルマウントのみができます。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。

第 13 章 アップグレード後のタスクの実行
VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード

vxupgrade（1M）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 4 と 5 のサポートが除外されました。vxfsconvert コマンド
を使ってディスクレイアウトバージョン 4 または 5 からディスクレイアウトバージョン 7 また
はそれ以降の既存ファイルシステムにアップグレードする必要があります。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: シマンテック社はこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いのディ
スクレイアウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。
次のコマンドを使うことによって、ファイルシステムにあるディスクレイアウトバージョンを確
認できます。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

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

VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード
Veritas Volume Manager の各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられ
ています。VxVM の各リリースでは、それぞれ特定のディスクグループバージョンがサポー
トされます。VxVM では、該当するバージョンのディスクグループ上のタスクをインポート
して実行することができます。一部の新しい機能とタスクは現在のディスクグループバー
ジョンのディスクグループのみで動作します。タスクを実行したり機能を使ったりする前に、
既存のディスクグループをアップグレードしてください。
6.0 の Veritas Volume Manager ディスクグループバージョンは、旧リリースの VxVM の
ものと異なります。VxVM の前のリリースからアップグレードする場合は、ディスクグルー
プバージョンをアップグレードすることをお勧めします。
SF 6.0 にアップグレードした後で、ISP によって編成されるすべての既存のディスクグルー
プをアップグレードする必要があります。バージョンのアップグレードなしで、設定のクエ
リー操作はうまく働き続けます。ただし、設定変更操作は正しく機能しません。
ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを現在のディスクグループバージョンにアップグレードするには、次のコ
マンドを使います。
# vxdg upgrade diskgroup
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ディスクグループバージョンについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガ
イド』を参照してください。

変数の更新
/etc/profile で、PATH 変数と MANPATH 変数を必要に応じて更新してください。

MANPATH に /opt/VRTS/man、PATH に /opt/VRTS/bin が含まれている可能性が
あります。

デフォルトディスクグループの設定
Volume Manager 4.0 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグループは rootdg
（ルートディスクグループ）でした。Volume Manager が正常に機能するには、rootdg
ディスクグループを作成し、このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必
要がありました。
4.1 ではこの必要条件が不要になりましたが、システム全体のデフォルトのディスクグルー
プを作成しておくと便利です。デフォルトディスクグループの作成の主要な利点は VxVM
コマンドでデフォルトディスクグループがデフォルトで使われることです。-g オプションを
使う必要はありません。
システムで次のコマンドを実行すると、インストール後にデフォルトのディスクグループ名
を設定できます。
# vxdctl defaultdg diskgroup

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

ASL のアップグレード
VxVM は、新しいディスクアレイを ASL（Array Support Library）ソフトウェアパッケージ
の形でサポートしています。

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

1

アレイ上に設定されている VxVM ボリュームにアクセスしないように、データベース
などのアプリケーションをすべて停止し、アレイ上に設定されているすべての VxFS
ファイルシステムとチェックポイントをマウント解除します。

2

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

3

Storage Foundation または VxVM ソフトウェアの 6.0 へのアップグレードが未実施
の場合は、それを行います。アップグレード中にデバイス検出が実行され、アレイは
適切なタイプの JBOD として登録されます。
システムを 6.0 にアップグレード済みの場合は、次のコマンドを実行してデバイス検
出を行います。
# vxdctl enable

4

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

5

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

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online invalid
online invalid
online invalid

EMC PowerPath ディスクの DMP の有効化
この項の内容は、EMC PowerPath ディスクを使っているシステムをアップグレードする場
合のみ該当します。
VxVM 4.1 より前のリリースでは、DMP サブパスと DMP サブパスのコントローラの組み
合わせが通常は無効化されています。これは、DMP と EMC PowerPath のマルチパス
ドライバ間の干渉を防ぐためです。この無効化により、DMP サブパスとそのコントローラ
は DMP で表示されないようになるため、DMP サブパスおよびコントローラ上にあるディ
スクは、VxVM で表示できなくなります。
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VxVM 4.1 と以降のリリースでは、EMCpower ディスクを検出して、自動検出ディスクとし
て設定することができます。自動検出ディスクは、別のマルチパスドライバの制御下にあ
るものとして、DMP によって認識されます。この機能の利点は、クラスタ共有ディスクグ
ループで EMC PowerPath ディスクを再設定できることです。VxVM 6.0 にアップグレー
ドする前に、サブパスとコントローラの無効化を解除して、DMP が EMC PowerPath メタ
デバイスと c#t#d# ディスクデバイス間の関連性を特定できるようにします。
次のシナリオでは、DMP サブパスとコントローラを無効化する必要がある場合があります。
■

外部ディスクの変換
p.136 の 「外部ディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

■

定義済みディスクの変換
p.139 の 「定義済みディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

■

powervxvm ディスクの変換
p.141 の 「Powervxvm ディスクの auto:simple への変換」 を参照してください。

EMC PowerPath ディスクは自動検出されるため、powervxvm スクリプトを無効にして起
動スクリプトから削除する必要があります。powervxvm スクリプトを削除するには、次のコ
マンドを使います。
# powervxvm remove

外部ディスクの auto:simple への変換
リリース 4.0 の VxVM では、vxddladm addforeign コマンドにより、デフォルトディスク
オフセットで、外部ディスクにプライベートリージョンおよびパブリックリージョンを設定し、
simple ディスクとして定義することができました。VxVM 6.0 にアップグレードする前に、
外部ディスクを auto:simple 形式に手動で変換する必要があります。
外部ディスクに s2 以外のスライスを定義する場合は、そのスライスのパーティションエン
トリを s0 のパーティションエントリにコピーして、タグを変更する必要があります。もとのス
ライスのタグを変更すると、アップグレード後、ディスクの状態は online:aliased と表示
されます。
次の例で、その手順を示します。vxdisk list コマンドを使うと、VxVM に認識されてい
る EMC PowerPath ディスクが表示されます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10c
...

TYPE
auto:sliced
simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online

vxprint コマンドを使うと、ディスクグループ fdg に関する情報が表示されます。

第 13 章 アップグレード後のタスクの実行
ASL のアップグレード

# vxprint
Disk group: fdg
TY NAME
ASSOC
dg fdg
fdg
dm fdisk
...

emcpower10c

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE TUTIL0 PUTIL0
-

-

17673456

-

-

-

-

外部ディスクを auto:simple 形式に変換する方法

1

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

2

vxddladm コマンドを使って、外部デバイスの定義を削除します。
# vxddladm rmforeign blockpath=/dev/dsk/emcpower10c ¥
charpath=/dev/rdsk/emcpower10c

ここで vxdisk list コマンドを実行すると、EMC PowerPath ディスクは表示され
なくなります。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
...

3

TYPE
auto:sliced

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online

vxprtvtoc コマンドを使うと、デバイスのパーティションテーブルエントリを取得する

ことができます。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/vtoc /dev/rdsk/emcpower10c
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4

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

5

適切なアップグレード手順に従って VxVM 6.0 にアップグレードします。

6

VxVM のアップグレード後、vxdisk list コマンドを使って、auto:simple 形式に
変換されたことを確認します。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2
...

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online

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

7

ディスクグループをインポートして、ボリュームを起動します。
# vxdg import fdg
# vxvol -g fdg startall
vxdisk list コマンドを使うと、ディスクの状態は online:simple と表示されます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online
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定義済みディスクの auto:simple への変換
VxVM 4.0（特に前のリリース）では、EMC PowerPath ディスクは、永続ディスクアクセス
レコード（darec）によって定義され、simple ディスクとして認識されていました。EMCpower
ディスクが永続 darec を使って定義されている場合は、VxVM 6.0 にアップグレードする
前に、auto:simple 形式に手動で変換する必要があります。
定義済みディスクに s2 以外のスライスを定義する場合は、そのスライスのパーティション
エントリを s0 のパーティションエントリにコピーして、タグを変更する必要があります。もと
のスライスのタグを変更すると、アップグレード後、ディスクの状態は online:aliased と
表示されます。
次の例で、その手順を示します。ls コマンドを使うと、EMC ディスクと永続ディスクアクセ
スレコードのマッピングを表示することができます。
# ls -l /dev/vx/dmp/emcdisk1
lrwxrwxrwx 1 root other 36 Sep 24 17:59 /dev/vx/dmp/emcdisk1->
/dev/dsk/c6t0d11s5
# ls -l /dev/vx/rdmp/emcdisk1
lrwxrwxrwx 1 root other 40Sep 24 17:59 /dev/vx/rdmp/emcdisk1->
/dev/dsk/c6t0d11s5

ここでは、c6t0d11s5 の 5 番目のパーティションは、永続ディスクアクセスレコード
emcdisk1 として定義されています。
vxdisk list コマンドを使うと、VxVM に認識されている EMC PowerPath ディスクが

表示されます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcdisk1
...

TYPE
auto:sliced
simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online

vxprint コマンドを使うと、ディスクグループ fdg に関する情報が表示されます。
# vxprint
Disk group: fdg
TY NAME
ASSOC
dg fdg
fdg
dm fdisk
emcdisk1
...

KSTATE
-

LENGTH
17673456

PLOFFS
-

STATE TUTIL0 PUTIL0
-
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永続ディスクアクセスレコードを持つディスクを auto:simple 形式に変換する方法

1

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

2

vxdisk rm コマンドを使って、永続ディスクアクセスレコードの定義を削除します。
# vxdisk rm emcdisk1

ここで vxdisk list コマンドを実行すると、EMC PowerPath ディスクは表示され
なくなります。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
...

3

TYPE
auto:sliced

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online

vxprtvtoc コマンドを使うと、このデバイスのパーティションテーブルエントリを取得

することができます。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/hdisk /dev/rdsk/c6t0d11s2

4

vxedvtoc コマンドを使って、パーティションタグを変更し、VTOC を更新します。
# /etc/vx/bin/vxedvtoc -f /tmp/hdisk /dev/rdsk/c6t0d11s2
# THE ORIGINAL PARTITIONING IS AS
# SLICE
TAG FLAGS
START
4
0x0 0x200
0
5
0x0 0x200
3591000
6
0x0 0x200
0
# THE NEW PARTITIONING WILL BE AS
# SLICE
TAG FLAGS
START
4
0x0 0x200
0
5
0xf 0x200
3591000
6
0x0 0x200
0

FOLLOWS:
SIZE
0
2100375
0
FOLLOWS:
SIZE
0
2100375
0

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

5

適切なアップグレード手順に従って VxVM 6.0 にアップグレードします。
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6

VxVM のアップグレード後、vxdisk list コマンドを使って、auto:simple 形式に
変換されたことを確認します。
# vxdisk list
DEVICE

TYPE

DISK

GROUP

STATUS

c6t0d12s2
emcpower10s2
...

auto:sliced
auto:simple

-

-

online
online:aliased

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

7

ディスクグループをインポートして、ボリュームを起動します。
# vxdg import fdg
# vxvol -g fdg startall
vxdisk list コマンドを使うと、ディスクの状態は online:simple と表示されます。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower10s2

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
fdisk

GROUP
fdg

STATUS
online
online:aliased

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

Powervxvm ディスクの auto:simple への変換
VxVM 4.0（特に前のリリース）では、EMC PowerPath ディスクは、powervxvm スクリプ
トを使って、永続ディスクアクセスレコード（darec）によって定義され、simple ディスクとし
て認識されていました。powervxvm を使って、EMC PowerPath ディスクを使う場合は、
VxVM 6.0 にアップグレードする前に、auto:simple 形式に手動で変換する必要があり
ます。
powervxvm 必要条件として VxVM で無効にされているコントローラまたはデバイスがあ
る場合は、このようなコントローラ/ディスクを有効にする必要があります。Veritas DMP が
PowerPath メタノードとサブパス間の関連付けを特定するためには、この操作が必要で
す。auto:simple への変換が完了したら、powervxvm スクリプトは使わないため、起動
スクリプトから無効にする必要があります。
次の例で、その手順を示します。ls コマンドを使うと、EMC ディスクと永続ディスクアクセ
スレコードのマッピングを表示することができます。
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# ls -l /dev/vx/rdmp/
crw-------

1 root

root

260, 76 Feb

7 02:36 emcpower0c

# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower0c

TYPE
auto:sliced
simple

DISK
ppdsk01

GROUP
ppdg

STATUS
online
online

# vxprint
Disk group:
TY NAME
dg ppdg
dm ppdsk01

fdg
ASSOC
KSTATE
ppdg
emcpower0c -

LENGTH
2094960

PLOFFS STATE TUTIL0 PUTIL0
-

EMC PowerPath ディスク（powervxvm を使って定義）を auto:simple 形式に変換する
方法

1

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

2

vxdisk rm コマンドを使って、VxVM からすべての EMC PowerPath ディスクを削

除します。
# vxdisk rm emcpower0c

ここで vxdisk list コマンドを実行すると、EMC PowerPath ディスクは表示され
なくなります。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2

3

TYPE
auto:sliced

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online

vxprtvtoc コマンドを使うと、このデバイスのパーティションテーブルエントリを取得

することができます。
# /etc/vx/bin/vxprtvtoc -f /tmp/vtoc /dev/vx/rdmp/emcpower0c
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4

vxedvtoc コマンドを使って、パーティションタグを変更し、VTOC を更新します。
# /etc/vx/bin/vxedvtoc -f /tmp/vtoc /dev/vx/rdmp/emcpower0c
# THE ORIGINAL PARTITIONING IS AS FOLLOWS:
# SLICE
TAG FLAGS
START SIZE
0
0x0 0x201
0
0
1
0x0 0x200
0
0
2
0x5 0x201
0
17675520
# THE NEW PARTITIONING WILL BE AS FOLLOWS:
# SLICE
TAG FLAGS
START SIZE
0
0xf 0x201
0
17675520
1
0x0 0x200
0
0
2
0x5 0x201
0
17675520
DO YOU WANT TO WRITE THIS TO THE DISK ? [Y/N] :Y
WRITING THE NEW VTOC TO THE DISK #

5

適切なアップグレード手順に従って VxVM 6.0 にアップグレードします。

6

VxVM のアップグレード後、vxdisk list コマンドを使って、auto:simple 形式に
変換されたことを確認します。
# vxdisk list
DEVICE
c6t0d12s2
emcpower0s2

7

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online

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

TYPE
auto:sliced
auto:simple

DISK
ppdsk01

GROUP
ppdg

STATUS
online
online

QuickLog からマルチボリュームサポートへの変換
Veritas File System の 4.1 リリースは QuickLog をサポートする最新のメジャーリリース
です。バージョン 6 以降のディスクレイアウトは QuickLog をサポートしません。QuickLog
で提供されるほとんどの機能は、Veritas マルチボリュームサポート（MVS）の機能で置
換されます。
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次の手順では、QuickLog から MVS に変換する方法について説明します。最大 31 の
VxFS ファイルシステムが 1 台のデバイスにログインできる QuickLog とは異なり、MVS
では 1 台のデバイスにログインできるファイルシステムは 1 つだけです。このため、バー
ジョン 6 以降のディスクレイアウトを使用している場合、QuickLog デバイスにログインす
るファイルシステムごとに、次の手順を実行する必要があります。
QuickLog のデバイスは、ファイルシステムと関連付けされている必要はありませんでし
た。MVS では、ログボリュームとファイルシステムボリュームは同じディスクグループにあ
ることが必要です。
Quicklog を MVS に変換するには

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

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

8

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

Storage Foundation のアップグレードの確認
アップグレードを確認するには、インストールの確認についての手順を参照してください。
p.149 の 「製品がインストールされたことの確認」 を参照してください。
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5
インストールまたはアップグ
レードの検証

■

第14章 インストールの確認
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14
インストールの確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品がインストールされたことの確認

■

インストールログファイル

■

Veritas 製品のプロセスの開始と停止

■

Veritas Volume Manager プロセスのチェック

■

Veritas File System のインストールの確認

製品がインストールされたことの確認
SF 製品がインストールされていることを確認します。
pkginfo コマンドを使ってどのパッケージがインストールされたかを確認します。
# pkginfo -l VRTSvlic package_name package_name ...

インストールされた製品のバージョンについて確認することができます。次のコマンドを実
行します。
# /opt/VRTS/install/installsf -version

次の項の記述に従って、製品のインストールをさらに確認します。

インストールログファイル
すべての製品のインストール後、インストーラは 3 つのテキストファイルを生成します。
■

インストールログファイル

■

応答ファイル
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■

概略ファイル

各ファイルの名前と場所が製品イントールの終了時に表示され、常に
/opt/VRTS/install/logs ディレクトリに置かれます。監査、デバッグ、今後の使用の
ために、ファイルを保存することをお勧めします。

インストールログファイルの使用
インストールログファイルには、手順の間に実行されたすべてのコマンド、その出力、コマ
ンドにより生成されたエラーが含まれます。このファイルはインストールの問題をデバッグ
するためのものであり、Veritas サポートによる分析に使われることがあります。

概略ファイルの使用
概略ファイルには、インストーラや製品インストールスクリプトによるインストールの結果が
含まれています。概略には、パッケージのリストと、各パッケージの状態（成功または失敗
を示す）が含まれています。また、概略にはどの処理がインストールの間に停止するか、
または再起動されたか示します。インストール後、概略ファイルを参照して、開始する必
要がある処理を判断します。

Veritas 製品のプロセスの開始と停止
インストールと設定の完了後、Veritas 製品インストーラは、インストールした製品で使う
プロセスを開始します。必要に応じて、製品インストーラを使ってプロセスを停止または開
始できます。
プロセスを停止するには
◆

-stop オプションを使って、製品インストールスクリプトを停止します。

たとえば、製品のプロセスを停止するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -stop

プロセスを開始するには
◆

-start オプションを使って、製品インストールスクリプトを開始します。

たとえば、製品のプロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -start

Veritas Volume Manager プロセスのチェック
次の手順を使って、Volume Manager プロセスが実行中であることを確認します。
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重要な Volume Manager プロセスが実行中であることを確認するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# ps -ef | grep vx
vxconfigd、vxnotify、vxesd、vxrelocd、vxcached、vxconfigbackupd プロ

セスのエントリが、このコマンドの出力に表示されます。ホットリロケーションを無効に
した場合は、vxrelocd と vxnotify プロセスは表示されません。

Veritas File System のインストールの確認
Veritas File System パッケージは、カーネルコンポーネントおよび管理コマンドで構成
されています。

Veritas File System カーネルのインストールの確認
ファイルシステムのドライバがロードされていることを確認するには、次のように入力しま
す。
# modinfo | grep vxfs
modinfo コマンドによって、システムにロードされているすべてのモジュールに関する情

報が表示されます。vxfs モジュールがロードされている場合は、vxfs に対応するエント
リが表示されます。ロードされていない場合は、ファイルシステムモジュールをロードおよ
びアンロードする手順に従って処理を完了してください。
p.66 の 「ファイルシステムモジュールのロードとアンロード」 を参照してください。

コマンドのインストールの確認
表 14-1 に、Veritas File System のコマンドがあるディレクトリを示します。
表 14-1

VxFS コマンドの場所

場所

内容

/etc/fs/vxfs

ファイルシステムをマウントするために必要な Veritas mount コマンドと
QuickLog コマンドがあります。

/usr/lib/fs/vxfs/bin VxFS タイプ固有の切り替えコマンドがあります。
/opt/VRTSvxfs/sbin Veritas 固有のコマンドが格納されています。
/opt/VRTS/bin

上記のディレクトリにインストールされているすべての Veritas 固有コマンド
へのシンボリックリンクが含まれます。
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これらのサブディレクトリがあるかどうかを調べます。
# ls /etc/fs/vxfs
# ls /usr/lib/fs/vxfs/bin
# ls /opt/VRTSvxfs/sbin
# ls /opt/VRTS/bin

環境変数を適切に調整済みであることを確認してください。
p.31 の 「環境変数の設定」 を参照してください。
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15
Storage Foundation のアン
インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation の削除について

■

アンインストールの準備

■

RDS の削除

■

スクリプトベースのインストーラを使った SF パッケージのアンインストール

■

Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF のアンインストール

■

pkgrm コマンドを使った Storage Foundation のアンインストール

■

製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの削除

Storage Foundation の削除について
この項では、Veritas ソフトウェアをアンインストールする際のアンインストールの必要条
件および手順について説明します。
スーパーユーザー権限を持つユーザーのみが、Storage Foundation をアンインストー
ルできます。
警告: この章で説明する手順に従わなかった場合、予想外の問題が起きる可能性があり
ます。
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アンインストールの準備
Veritas ソフトウェアの削除手順を確認してください。

Veritas Volume Manager の削除の準備
この項では、ボリュームの内容を保持するために、Veritas Volume Manager（VxVM）を
削除する前に必要な手順について説明します。
警告: この項の準備作業に従わないと、予期せぬ動作が発生する可能性があります。

カプセル化されたルートディスクからのボリュームの退避
次の手順に従って、カプセル化されたルートディスクからボリュームを退避します。
root、swap、usr、var のいずれかが Volume Manager の制御下に置かれているボリュー
ムの場合に VxVM をアンインストールするには

1

rootvol、swapvol、usr、var のボリュームに、関連付けられたプレックスが 1 つの

み存在するようにします。
このプレックスは、連続していて非ストライプ、非スパン、非スパースプレックスである
必要があります。プレックスの構成について詳しくは、次のコマンドを使って参照して
ください。
# vxprint -ht rootvol swapvol usr var

これらのボリュームのいずれかに関連付けられた複数のプレックスがある場合は、次
のコマンドを使って不要なプレックスを削除します。
# vxplex -o rm dis plex_name

2

vxunroot コマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxunroot
vxunroot コマンドによって、/etc/vfstab 内のボリュームエントリが、rootvol、
swapvol、usr、var のボリュームを構成するディスクパーティションに変更されます。

また、このコマンドによって、root、swap、usr、var のボリュームに代わりディスク
パーティションがマウントされるように、/etc/system が変更され再起動を求めるメッ
セージが表示されます。

3

root、swap、usr、および var ボリュームを変更したら、残りのボリュームをすべて

ディスクパーティションに移動します。
これは、次のいずれかの方法で実行できます。
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■

システム全体のバックアップをテープに作成し、そのテープからリカバリします。

■

各ファイルシステムのバックアップを個別に作成し、ディスクパーティションに新
しいファイルシステムを作成してから、すべてをリカバリします。

■

逐次的にボリュームをディスクパーティションに移動します。
p.157 の 「ディスクパーティションへのボリュームの移動」 を参照してください。
それ以外の場合、VxVM をシャットダウンします。

ディスクパーティションへのボリュームの移動
ディスクパーティションにボリュームを段階的に移動するには次の手順を使ってください。
段階的にボリュームをディスクパーティションに移動するには、以下の手順を実行しま
す。

1

VOM GUI である vxdiskadm、または vxevac ユーティリティを使ってディスクを退
避してください。
ディスクを退避させることによって、指定のディスクからターゲットディスクへとサブディ
スクが移動されます。退避させたディスクにより、ディスクパーティションに移動する
ボリュームに対して最初の空きディスク領域が提供されます。

2

次のように入力して VxVM 制御から退避されたディスクを削除します。
# vxdg rmdisk diskname
# vxdisk rm devname

3

最初に削除するボリュームを決定して、ボリュームがマウントされている場合は、それ
をマウント解除します。

4

ボリュームがデータベースアプリケーションの RAW パーティションとして使われてい
る場合、アプリケーションがボリュームを更新していないこと、そしてボリュームのデー
タに sync コマンドを適用したことを確認してください。

5

format コマンドを使ってボリュームと同じサイズの空きディスク容量のパーティショ

ンを作成してください。
パーティションのために十分な空き容量がなければ、削除される最初のボリュームの
システムに新しいディスクを追加してください。以降のボリュームはこの最初ボリュー
ムの削除によって生成される空き容量を使うことができます。

6

dd のようなコマンドを使って新しく作成されたディスクパーティションにボリュームの

データをコピーしてください。
# dd if=/dev/vx/dsk/diskgroup/lhome of=/dev/dsk/c2t2d2s7
c2t2d2 が Volume Manager の外にあるディスクで、s7 が新しく作成されたパー

ティションです。
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7

/etc/vfstab のボリュームのエントリ（もしあれば）を新しく作成されたパーティション

のエントリと置換してください。

8

対応するボリュームがマウントされていた場合は、ディスクパーティションをマウントし
ます。

9

コマンドを使って VxVM からボリュームを停止してから削除してください。
# vxvol -g diskgroup stop volume_name
# vxedit -rf rm volume_name

10 ボリュームを VxVM 制御から削除することによって空きディスク（定義済みのサブディ
スクがないもの）を削除してください。
まだ特定のディスクに残りのサブディスクがあるかどうかを調べるためには vxprint
コマンドを使ってください。
# vxprint -g diskgroup -F '%sdnum' diskname

出力が 0 でない場合、このディスクに削除する必要のあるサブディスクがまだありま
す。出力が 0 の場合、VxVM 制御からディスクを削除してください。
# vxdg rmdisk diskname
# vxdisk rm devname

次に取除くボリュームのデータを追加するために作成された空き容量を使ってくださ
い。

11 すべてのボリュームをディスクパーティションに正常に変換した後、システムを再ブー
トしてください。

12 再ブート後、vxprint コマンドでどのボリュームも開いていないことを確認します。
# vxprint -Aht -e v_open

13 起動しているボリュームがある場合は、上記の手順を繰り返します。

ボリュームを Solaris のディスクパーティションに移動する例
次の例は、ボリューム上のデータをディスクパーティションに移動する方法を示していま
す。この例には、3 つのディスクがあります。disk1 と disk2 は、vol01 で使うサブディス
クが配置され、disk3 は空きディスクです。vxevac によって、vol01 上のデータが disk3
にコピーされます。
これらは、vol01 のデータを disk3 にコピーする前のディスクグループ voldg の内容で
す。
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# vxprint -g voldg -ht
DG NAME
DM NAME
RV NAME

NCONFIG
NLOG
DEVICE
TYPE
RLINK_CNT KSTATE

MINORS
PRIVLEN
STATE

GROUP-ID
PUBLEN
STATE
PRIMARY DATAVOLS

RL NAME RVG
KSTATE STATE
REM_HOST
V NAME RVG
KSTATE STATE
LENGTH
PL NAME VOLUME
KSTATE STATE
LENGTH
SD NAME PLEX
DISK
DISKOFFS LENGTH
SV NAME PLEX
VOLNAME NVOLLAYR LENGTH
DC NAME PARENTVOL LOGVOL
SP NAME SNAPVOL
DCO
dg voldg default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1 c1t12d0s2 sliced 2591
17900352
dm disk2 c1t14d0s2 sliced 2591
17899056
dm disk3 c1t3d0s2 sliced 2591
17899056
v vol1 ENABLED ACTIVE
4196448
pl pl1
vol1
ENABLED ACTIVE
4196448
sd sd1
pl1
disk1
0
2098224
sd sd2
pl1
disk2
0
2098224

SRL

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

REM_RLNK
PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

ROUND
CONCAT
0
2098224

c1t12d0
c1t14d0

fsgen
RW
ENA
ENA

disk1 を disk3 に退避します。
# /etc/vx/bin/vxevac -g voldg disk1 disk3
# vxprint -g voldg -ht
DG NAME NCONFIG
NLOG
MINORS
DM NAME DEVICE
TYPE
PRIVLEN
RV NAME RLINK_CNT KSTATE
STATE
RL NAME RVG
KSTATE
STATE
V NAME RVG
KSTATE
STATE
PL NAME VOLUME
KSTATE
STATE
SD NAME PLEX
DISK
DISKOFFS
SV NAME PLEX
VOLNAME NVOLLAYR
DC NAME PARENTVOL LOGVOL
SP NAME SNAPVOL
DCO
dg voldg default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1 c1t12d0s2 sliced
2591
dm disk2 c1t14d0s2 sliced
2591
dm disk3 c1t3d0s2
sliced
2591
v vol1 ENABLED ACTIVE
pl pl1
vol1
ENABLED ACTIVE
sd disk3-01l1
disk3
0
sd sd2
pl1
disk2
0

GROUP-ID
PUBLEN
PRIMARY
REM_HOST
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

STATE
DATAVOLS
REM_DG
READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

SRL
REM_RLNK
PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

17900352
17899056
17899056
4196448
4196448
2098224
2098224

ROUND
CONCAT
0
2098224

c1t3d0
c1t14d0

fsgen
RW
ENA
ENA

160

第 15 章 Storage Foundation のアンインストール
アンインストールの準備

disk2 を disk3 に退避します。
# /etc/vx/bin/vxevac -g voldg disk2 disk3
# vxprint -g voldg -ht
DG NAME
NCONFIG
NLOG
MINORS
GROUP-ID
DM NAME
DEVICE
TYPE
PRIVLEN PUBLEN
STATE
RV NAME
RLINK_CNT KSTATE STATE
PRIMARY DATAVOLS SRL
RL NAME
RVG
KSTATE STATE
REM_HOST REM_DG
REM_RLNK
V NAME
RVG
KSTATE STATE
LENGTH
READPOL
PREFPLEX UTYPE
PL NAME
VOLUME
KSTATE STATE
LENGTH
LAYOUT
NCOL/WID MODE
SD NAME
PLEX
DISK
DISKOFFS LENGTH
[COL/]OFF DEVICE
MODE
SV NAME
PLEX
VOLNAME NVOLLAYR LENGTH
[COL/]OFF AM/NM
MODE
DC NAME
PARENTVOL LOGVOL
SP NAME
SNAPVOL
DCO
dg voldg
default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1
c1t12d0s2 sliced 2591
17900352 dm disk2
c1t14d0s2 sliced 2591
17899056 dm disk3
c1t3d0s2 sliced 2591
17899056 v vol1
ENABLED ACTIVE 4196448 ROUND
fsgen
pl pl1
vol1
ENABLED ACTIVE 4196448 CONCAT RW
sd disk3-01 pl1
disk3
0
2098224 0
c1t3d0 ENA
sd disk3-02 pl1
disk3
2098224 2098224 2098224 c1t3d0 ENA

VxVM 制御下から退避したディスクを削除します。
# vxdisk -g voldg list
DEVICE
c1t3d0s2
c1t12d0s2
c1t14d0s2

TYPE
sliced
sliced
sliced

DISK
disk3
disk1
disk2

GROUP
voldg
voldg
voldg

STATUS
online
online
online

# vxdg rmdisk disk1
# vxdg rmdisk disk2
# vxdisk rm c1t12d0
# vxdisk rm c1t14d0

退避したディスクが VxVM 制御下から削除されたことを確認します。
# vxdisk -g voldg list
DEVICE
c1t3d0s2

TYPE
sliced

DISK
disk3

GROUP
voldg

STATUS
online

最初に移動するボリュームがマウントされているかどうかを確認します。
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# mount | grep vol1
/vol1 on /dev/vx/dsk/voldg/vol1
read/write/setuid/log/nolargefiles/dev=12dc138 on Wed Apr
3 10:13:11 2002

ボリュームと同じサイズの空きディスク領域にパーティションを作成します。この例では、
disk1（c1t12d0s1）に 2 GB のパーティションが作成されています。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t0d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@0,0
1. c1t3d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@3,0
2. c1t9d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@9,0
3. c1t10d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@a,0
4. c1t11d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@b,0
5. c1t12d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@c,0
6. c1t14d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@e,0
7. c1t15d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@f,0
Specify disk (enter its number): 5
selecting c1t12d0
[disk formatted]
FORMAT MENU:
disk
type
partition
current
format
repair
label
analyze
defect
backup
verify
save
inquiry

-

select a disk
select (define) a disk type
select (define) a partition table
describe the current disk
format and analyze the disk
repair a defective sector
write label to the disk
surface analysis
defect list management
search for backup labels
read and display labels
save new disk/partition definitions
show vendor, product and revision
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volname
!<cmd>
quit

- set 8-character volume name
- execute <cmd>, then return

format> p
PARTITION MENU:
0
1
2
3
4
5
6
7
select modify name
print label !<cmd> quit

change '0' partition
change '1' partition
change '2' partition
change '3' partition
change '4' partition
change '5' partition
change '6' partition
change '7' partition
select a predefined table
modify a predefined partition table
name the current table
display the current table
write partition map and label to the disk
execute <cmd>, then return

partition> 1
Part
Tag
Flag
Cylinders
1 unassigned
wm
0
Enter partition id tag[unassigned]:
Enter partition permission flags[wm]:
Enter new starting cyl[0]:

Size
0

Blocks
(0/0/0)

0

Enter partition size[0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 2.00gb
partition> l
Ready to label disk, continue? y
partition> p
Current partition table (unnamed):
Total disk cylinders available: 13814 + 2 (reserved cylinders)
Part
Tag
Flag
Cylinders
Size
Blocks
0 unassigned
wm
0
0
(0/0/0)
0
1 unassigned
wm
0 - 3236
2.00GB (3237/0/0)
4195152
partition> q

新規作成したディスクパーティションに vol01 上のデータをコピーします。
# dd if=/dev/vx/dsk/voldg/vol01 of=/dev/dsk/c1t12d0s1
/etc/vfstab ファイルで、次のエントリを削除します。
/dev/vx/dsk/voldg/vol1 /dev/vx/rdsk/voldg/vol1 /vol1 vxfs 4 yes rw
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次に、下記のエントリを、新規作成したパーティションのエントリと置き換えます。
/dev/dsk/c1t12d0s1 /dev/rdsk/c1t12d0s1 /vol01 vxfs 4

yes rw

ディスクパーティションをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/dsk/c1t12d0s1 /vol01

VxVM から vol01 を削除します。
# vxedit -rf rm /dev/vx/dsk/voldg/vol01

手順を完了するには、残りの手順を実行します。

Veritas File System の削除の準備
マウントされた VxFS ファイルシステムまたはストレージチェックポイントがある場合は、
VRTSvxfs パッケージは削除できません。Veritas Storage Foundation をアンインストー
ルする前に、VxFS ファイルシステムおよびストレージチェックポイントをマウント解除しま
す。VRTSvxfs パッケージを削除した後は、別の VRTSvxfs パッケージをインストールす
るまで、VxFS ファイルシステムはマウントもアクセスもできません。
ファイルシステムをマウント解除する方法

1

VxFS ファイルシステムがマウントされているかどうかを確認します。
# cat /etc/mnttab | grep vxfs

2

ファイルシステムをマウント解除します。
# umount special | mount_point

マウント解除するファイルシステムを mount_point または special（ファイルシステム
が存在するデバイス）として指定します。このコマンドおよび使用可能なオプションに
ついて詳しくは、umount_vxfs（1M）マニュアルページを参照してください。
-a オプションを使うと、すべてのファイルシステムをマウント解除することができます。

ただし、/、/usr、/usr/kvm、/var、/proc、/dev/fd、および /tmp は除きます。
ストレージチェックポイントをマウント解除する方法

1

ストレージチェックポイントがマウントされているかどうかを確認します。
# cat /etc/mnttab | grep vxfs

2

マウントされているストレージチェックポイントをマウント解除します。
# umount /checkpoint_name
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RDS の削除
VVR を使う場合、次の手順を実行する必要があります。この項では、アプリケーションが
アクティブになっている場合または停止している場合に、RDS（Replicated Data Set）を
削除する手順を説明します。
メモ: Veritas Volume Replicator をアップグレードしている場合、Replicated Data Set
を削除しないでください。
RDS を削除するには

1

すべての RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

セカンダリが最新である必要がない場合、2 に進み、-f オプションを指定した vradmin
stoprep コマンドを使って、レプリケーションを停止します。

2

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、セカンダリへのレプリケーションを
停止します。
プライマリとセカンダリの RLINK が最新でない場合、vradmin stoprep コマンドは
失敗します。RLINK が最新でない場合でも、-f オプションを使ってセカンダリへの
レプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup stoprep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

3

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、RDS からセカンダリを削除しま
す。
# vradmin -g diskgroup delsec local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表します。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。
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4

プライマリで次のコマンドを実行して、RDS からプライマリを削除します。
# vradmin -g diskgroup delpri local_rvgname
vradmin delpri コマンドに -f オプションを指定した場合、プライマリでアプリケー

ションが実行されていても、プライマリは削除されます。
RDS が削除されます。

5

RDS 内のプライマリホストとセカンダリホストから SRL を削除するには、プライマリと
すべてのセカンダリで次のコマンドを実行します。
# vxedit -r -g diskgroup rm srl_name

スクリプトベースのインストーラを使った SF パッケージの
アンインストール
次の手順を使って、SF 製品を削除します。
ソフトウェアのインストール時に行った選択内容によっては、パッケージの一部がシステム
にインストールされない場合があります。
メモ: 製品をアンインストールした後、SF の以前のバージョンでは SF 6.0 のデフォルトの
ディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
言語 パッケージ は、英語パッケージをアンインストールするとアンインストールされます。
シャットダウンして、インストール済みの SF パッケージを削除するには

1

ファイルシステムテーブル /etc/vfstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムのすべてのマウントポイントをマウント解除します。
# umount /mount_point

3

VxVM パッケージ（VRTSvxvm）がインストールされている場合は、VxVM のアンイン
ストール手順に従います。
p.156 の 「Veritas Volume Manager の削除の準備」 を参照してください。

4

必要な手順がすべて実行されたことを確認します。
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5

/opt/VRTS/install ディレクトリに移動して、アンインストールスクリプトを実行しま

す。
# cd /opt/VRTS/install

Veritas Storage Foundation の場合
# ./uninstallsf

6

アンインストールスクリプトにより、システム名の入力を求めるメッセージが表示されま
す。SF をアンインストールする 1 つ以上のシステム名を、host1 のようにスペースで
区切って入力します。
Enter the system names separated by spaces: [q?] host1 host2

7

アンインストールスクリプトにより、製品プロセスの停止を求めるメッセージが表示され
ます。［yes］と回答すると、プロセスが停止し、パッケージがアンインストールされま
す。
アンインストールスクリプトにより、ログファイルが作成され、ログファイルの場所が表
示されます。

8

パッケージには、通常カーネルコンポーネントがあります。完全に削除するために、
すべてのパッケージを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。

9

パッケージ が削除されたかどうかを確認するには、pkginfo コマンドを使います。
# pkginfo | grep VRTS

Veritas の Web ベースのインストーラを使った SF のア
ンインストール
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使うアンインストールの方法につい
て説明します。
メモ: 製品をアンインストールした後は、SF の以前のバージョンで SF 6.0 のデフォルトの
ディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
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SF をアンインストールするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.42 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択し
ます。

4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Storage Foundation］を選択し、［次へ
（Next）］をクリックします。

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムから
SF をアンインストールします。

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
システムの再ブートを推奨するプロンプトが表示されて、その次は Web ページに
戻って追加のタスクを完了します。

pkgrm コマンドを使った Storage Foundation のアンイ
ンストール
pkgrm コマンドを使って Storage Foundation をアンインストールするには、次の手順に
従います。
pkgrm コマンドを使って Storage Foundation をアンインストールする場合、パッケージ
を特定の順番で削除する必要があります。そうしないと、アンインストールは失敗します。
順番通りでないパッケージの削除は、コアダンプなどのエラーを引き起こしますが、パッ
ケージは削除されます。
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Storage Foundation をアンインストールするには

1

すべての VxFS ファイルシステムと Storage Checkpoints をマウント解除し、すべて
の VxVM のボリュームを閉じてください。
ファイルシステムテーブル /etc/vfstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムとストレージチェックポイントのすべてのマウントポイントをマ
ウント解除します。
# umount /mount_point

3

すべてのアプリケーションからの VxVM ボリュームへのアクセスを停止して VxVM
ボリュームを閉じます。

4

各種デーモンを停止します（該当する場合）。
# /opt/VRTS/bin/vxsvcctrl stop

5

次の順にパッケージを削除します。
■

Storage Foundation の場合:
# pkgrm VRTSodm VRTSdbed VRTSfssdk ¥
VRTSvxfs VRTSsfmh VRTSob VRTSaslapm VRTSvxvm ¥
VRTSspt VRTSperl VRTSvlic

pkgrm コマンドによる言語パッケージのアンインストール
言語パッケージのみを削除する場合は、pkgrm コマンドを実行します。
製品インストーラメニューまたはアンインストールスクリプトを使うと、英語パッケージと一緒
に言語パッケージも削除できます。
言語パッケージを削除するには
◆

pkgrm コマンドを使って、適切なパッケージを削除します。

p.211 の 「中国語パッケージ」 を参照してください。
p.211 の 「日本語パッケージ」 を参照してください。
# pkgrm package_name package_name ...

パッケージは相互に依存していないため、任意の順序で削除できます。
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製品削除後の 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。
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。
# cat /var/vx/vxdba/rep_loc
{
"sfae_rept_version" : 1,
"oracle" : {
"SFAEDB" : {
"location" : "/data/sfaedb/.sfae",
"old_location" : "",
"alias" : [
"sfaedb"
]
}
}
}

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。
# rm -rf /data/sfaedb/.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
インストールの参考情報

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. 応答ファイル

■

付録 C. インストール用のチューニングパラメータファイル

■

付録 D. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 E. Storage Foundation のコンポーネント

■

付録 F. インストール問題のトラブルシューティング

■

付録 G. 他の製品とともに Storage Foundation をインストールする場合の互換性問
題
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A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトについて

■

インストールスクリプトオプション

インストールスクリプトについて
Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions 製品 6.0 では複数の
インストールスクリプトを提供します。スクリプトディレクトリの製品メディアのルートでこれら
のスクリプトを見つけることができます。
installer スクリプトの代わりに、製品別のインストールスクリプトを使うこともできます。シ

マンテック社のダウンロードサイトから Veritas 製品を入手した場合、インストーラが含ま
れていないため、適切な製品インストールスクリプトを使ってください。
次の製品インストールスクリプトを利用できます。
Veritas Cluster Server（VCS）

installvcs

Veritas Storage Foundation（SF）

installsf

Veritas SFHA（Storage Foundation and High installsfha
Availability）
Veritas Storage Foundation Cluster File
System High Availability（SFCFSHA）

installsfcfsha

Veritas SF Oracle RAC（Storage Foundation installsfrac
for Oracle RAC）
Veritas Storage Foundation for Sybase ASE installsfsybasece
CE（SF Sybase CE）
Veritas Volume Manager

installvm
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Veritas File System

installfs

Veritas Dynamic Multi-pathing

installdmp

Symantec VirtualStore

installsvs

インストールスクリプトを使うには、プロンプトでスクリプト名を入力します。たとえば、Veritas
Storage Foundation をインストールするには、プロンプトで ./installsf と入力します。

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.173 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

system1 system2...

インストールオプションを実行するシステムを指定しま
す。システム名はすべてのオプションに必要です。指
定しないと、システム名を入力するよう求めるメッセー
ジが表示されます。

-allpkgs

指定の製品に必要なパッケージとパッチをすべて表
示します。パッケージとパッチは正しいインストール順
序で列挙されます。出力を使って、コマンドライン経由
のインストールスクリプトまたはネットワーク経由のイン
ストールスクリプトを作成できます。

-comcleanup

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

-configure

インストール後、製品を設定します。

-hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-install

-install オプションは、システムに製品をインストー
ルするために使われます。
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コマンドラインオプション

機能

-installallpkgs

すべてのパッケージがインストールされることを指定し
ます。

-installminpkgs

最小のパッケージセットがインストールされることを指
定します。

-installrecpkgs

必須のパッケージセットがインストールされることを指
定します。

-jumpstart dir_path

Solaris JumpStart インストール用の終了ファイルの
例を生成します。dir_path は、終了ファイルを作成す
るディレクトリへのパスを示します。

-keyfile ssh_key_file

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

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

-logpath log_path

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

-makeresponsefile

-makeresponsefile オプションは、応答ファイル
を生成するためにのみ使います。このオプションを使
用すると、実際のソフトウェアインストールは行われま
せん。

-minpkgs

指定の製品に必要な最小限のパッケージとパッチを
表示します。パッケージとパッチは正しいインストール
順序で列挙されます。オプションのパッケージは列挙
されません。出力を使って、コマンドライン経由のイン
ストールスクリプトまたはネットワーク経由のインストー
ルスクリプトを作成できます。allpkgs オプションを
参照してください。

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品パッケージをインス
トールできるようにします。このオプションを指定した場
合、ライセンスがある機能の設定、起動、使用はでき
ません。
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コマンドラインオプション

機能

-pkginfo

パッケージのリストとインストールの順序を、人間が読
み取り可能な形式で表示します。このオプションは、
個々の製品インストールスクリプトにのみ適用されま
す。たとえば、-pkginfo オプションを指定して
installvcs スクリプトを実行し、VCS パッケージを表示
します。

-pkgpath package_path

インストールするすべてのパッケージを含むディレクト
リのパスを指定します。ディレクトリは、通常は NFS マ
ウントした場所であり、すべての指定したインストール
システムでアクセス可能である必要があります。

-pkgset

指定のシステムにインストールされているパッケージグ
ループ（最小、推奨、すべて）とパッケージを検出して
表示します。

-pkgtable

製品のパッケージを正しいインストール順序でグルー
プごとに表示します。

-postcheck

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

-precheck

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

–recpkgs

指定の製品に必要な推奨されるパッケージとパッチを
表示します。パッケージとパッチは正しいインストール
順序で列挙されます。オプションのパッケージは列挙
されません。出力を使って、コマンドライン経由のイン
ストールスクリプトまたはネットワーク経由のインストー
ルスクリプトを作成できます。allpkgs オプションを
参照してください。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必要な
パッケージとパッチ、ファイルシステム領域、その他の
システム必要条件が表示されます。
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コマンドラインオプション

機能

-responsefile response_file

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

-rootpath root_path

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

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指定
します。
p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

-serial

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

-settunables

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

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-tmppath tmp_path

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

-uninstall

-uninstall オプションは、システムから製品をアン
インストールするために使われます。
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コマンドラインオプション

機能

-tunablesfile

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

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストールされている製品とそのバージョンを確認
し、報告します。製品に該当するインストール済みの
パッケージとパッチ、および不足しているパッケージと
パッチを洗い出します。該当するインストール済みの
パッケージとパッチ、および不足しているパッケージと
パッチの件数を含む概略を表示します。インターネッ
ト接続が利用可能である場合、インストール済みの製
品に対してインストールされているパッチ、Hotfix、利
用可能な更新を一覧表示します。

B
応答ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルについて

■

応答ファイルを使った SF のインストール

■

応答ファイルを使った SF の設定

■

応答ファイルを使った SF のアップグレード

■

応答ファイルを使った SF のアンインストール

■

応答ファイルに使われる構文

■

Storage Foundation をインストール、アップグレード、アンインストールするための応
答ファイル変数

■

Storage Foundation を設定するための応答ファイル変数

■

SF アップグレードの応答ファイルサンプル

応答ファイルについて
インストーラまたは製品インストールスクリプトは、任意のインストール、設定、アップグレー
ド、アンインストールの手順の間に応答ファイルを生成します。応答ファイルには手順の
間に入力した設定情報が含まれます。手順が完了するとき、インストールスクリプトは応答
ファイルの場所を表示します。
-responsefile オプションでインストールスクリプトを起動すると、応答ファイルを今後の

インストール手順で使用できます。応答ファイルは引数をスクリプトに渡して、自動的に製
品をインストールできるようにします。ファイルを編集して、自動的に追加システムをインス
トールし、設定できます。
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを生成できます。
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p.174 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

応答ファイルを使った SF のインストール
一般に、あるシステムで SF のインストールを実行した後にインストーラが生成する応答
ファイルは、他のシステムで SF をインストールするために使えます。インストーラの
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
応答ファイルを使って SF をインストールするには

1

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。

3

SF をインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからインストールを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installsf -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルを使った SF の設定
一般に、あるシステムで SF の設定を実行した後にインストーラが生成した応答ファイル
は、他のシステムで SF を設定するために使えます。インストーラの -makeresponsefile
オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
応答ファイルを使って SF を設定するには

1

SF を設定するシステムに SF パッケージ がインストールされていることを確認します。

2

SF を設定するシステムに応答ファイルをコピーします。
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3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.185 の 「Storage Foundation を設定するための応答ファイル変数」 を参照してく
ださい。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installsf -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルを使った SF のアップグレード
一般に、あるシステムで SF のアップグレードを実行した後にインストーラが生成する応答
ファイルは、他のシステムで SF をアップグレードするために使えます。インストーラの
makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
SF の自動アップグレードを実行するには

1

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

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

SF をアップグレードするシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

5

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

6

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

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルを使った SF のアンインストール
一般に、あるシステムで SF のアンインストールを実行した後にインストーラが生成する応
答ファイルは、他のシステムで SF をアンインストールするために使えます。
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自動アンインストールを実行するには

1

SF をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。

2

SF をアンインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

4

応答ファイルをコピーしたシステムからアンインストールを開始します。次に例を示し
ます。
# /opt/VRTS/install/uninstallsf -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルに使われる構文
応答ファイルの変数に含まれている Perl 文の構文は様々です。それは変数にスカラー
やリストの値が必要かどうかによります。
たとえば、文字列値の場合は次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}="value";

スカラー値の場合は、次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}=123;

リストの場合は、次のようになります。
$CFG{List_variable}=["value", "value", "value"];

Storage Foundation をインストール、アップグレード、ア
ンインストールするための応答ファイル変数
表 B-1 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
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表 B-1

SF のインストール、アップグレード、アンインストールに固有の応答
ファイル変数

変数

説明

CFG{opt}{install}

SF パッケージ をインストールします。後で、-configure
オプションを使って設定することもできます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどうかを指定し
ます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CFG{opt}{vxkeyless}

キーレスライセンスで製品をインストールします。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行うシステムの
リストです。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 必須

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイルの
場所を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{pkgpath}

製品パッケージを保管する場所（通常 NFS マウント）を定義
します。そこから、すべてのリモートシステムが製品パッケー
ジをインストールできます。対象のすべてのシステムからアク
セスできる場所である必要があります。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやパッケージを保管す
る作業ディレクトリの作成場所を定義します。デフォルトの場
所は /var/tmp です。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{rsh}

システム間の通信方法として ssh の代わりに rsh を使う必要
があることを定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{donotinstall} {パッケージ}

リストに指定されているオプション パッケージ をインストール
しません。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{donotremove} {パッケージ}

アンインストールで、リストに指定されているオプション パッ
ケージ を削除しません。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。デフォルトの場
所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CFG{opt}{prodmode}

製品のモードのリスト
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{upgrade}

設定を行わずにインストール済みのすべてのパッケージを
アップグレードします。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{uninstall}

SF パッケージをアンインストールします。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

CFG{mirrordgname}{system}

システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{splitmirror}{system}

分割ミラーバックアップディスクグループを作成するシステム
を示します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

Storage Foundation を設定するための応答ファイル変
数
表 B-2 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 B-2

Storage Foundation の設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

パッケージがすでにインストールされ
ている場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SF を設定してくだ
さい。

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS60 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。

SF アップグレードの応答ファイルサンプル
次の例は、Storage Foundation をアップグレードするための応答ファイルを示していま
す。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{systems}=[ qw(system01) ];
1;

C
インストール用のチューニン
グパラメータファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定について

■

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定

■

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータの設定について
チューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトの製品とシステムチューニングパ
ラメータを設定できます。このファイルを使うと、I/O ポリシーのようなチューニングパラメー
タを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。チューニングパ
ラメータファイルはインストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを設定で
きるようにします。このファイルを使うと、次の操作に対してチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムをインストール、設定、アップグレードする場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.188 の 「インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設
定」 を参照してください。
■

他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
system1 system2 ...]

p.189 の 「他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

未統合の応答ファイルとともにチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.190 の 「未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定」 を参照してく
ださい。
p.179 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
使用対象のチューニングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.192 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニン
グパラメータの設定
インストール手順にチューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトのチューニン
グパラメータを設定できます。インストールスクリプトは、tunablesfile オプションを指定
して呼び出します。チューニングパラメータファイルはスクリプトに引数を渡し、選択した
チューニングパラメータを設定できるようにします。使用対象のチューニングパラメータは
このマニュアルから選択する必要があります。
p.192 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
インストール用、設定用、アップグレード用に非デフォルトのチューニングパラメータを設
定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.191 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

3

インストール前タスクを完了します。
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4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

インストール、設定、アップグレードに対してインストーラを起動します。次に例を示
します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使うと、他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定で
きます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要がありま
す。パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニ
ングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.192 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.191 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

3

インストール前タスクを完了します。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。
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6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの
設定
インストーラを使うと、未統合の応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定でき
ます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要があります。
パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニング
パラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.192 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
未統合応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定するには

1

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

2

インストール前タスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.191 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。
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6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name -settunables

ここで、response_file_name は応答ファイルの絶対パス名、tunables_file_name
はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、開始文と終了文、およびそれらの
間に定義されたチューニングパラメータで構成されます。行をコメントアウトするには、行
の始めにハッシュ記号を使います。チューニングパラメータファイルは、「our %TUN;」と
いう行で開始し、「1;」という return true 行で終了します。最後の return true 行は、ファ
イルの終わりに一度のみ表示する必要があります。各チューニングパラメータはそれぞれ
独自の行で定義してください。
チューニングパラメータの形式は次のとおりです。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;

system_name に対しては、システムの名前、その IP アドレス、ワイルドカード記号を使い
ます。value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータのタイプによって決ま
ります。セミコロンを使って行を終了してください。
チューニングパラメータファイルの例を次に示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
1;
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チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.192 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更してい
ます。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示しま
す。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラに対してチューニングパラメータファイルを作成する際には、次のリストのパラ
メータのみを使うことができます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions チュー
ニングガイド』をお読みください。
表 C-1 に、チューニングパラメータファイルで指定できるサポート対象チューニングパラ
メータを説明します。
表 C-1

サポートされるチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

dmp_cache_open

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）ASL（Array Support
Library）によって実行されるデバイスの最初の起動がキャッ
シュに保存されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_daemon_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 管理タスクに対す
るカーネルスレッドの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_delayq_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）デバイスがビジー状態
の場合に DMP がエラー処理を遅延する時間間隔。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_fast_recovery

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP が HBA インター
フェースから直接 SCSI エラー情報を取得しようとしなければ
ならないかどうか。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_health_time

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスが健全であり続け
なければならない時間（秒単位）。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_log_level

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP コンソールメッセー
ジが表示される詳細のレベル。このチューニングパラメータ
は、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する
必要があります。

dmp_low_impact_probe

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LIPP（Low-Impact Path
Probing）機能が有効化されるかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_lun_retry_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）一時的なエラーを処理
するための再試行期間。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_monitor_fabric

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）が SNIA（Storage Networking Industry
Association）HBA API を使うかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_monitor_osevent

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）がオペレーティングシステムのイベントを監視するか
どうか。このチューニングパラメータは、Veritas Dynamic
Multi-Pathing の起動後に設定する必要があります。

dmp_monitor_ownership

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LUN 所有権の動的な
変更が監視されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_native_multipathing

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP が OS の RAW
パスで直接 I/O を傍受するかどうか。このチューニングパラ
メータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設
定する必要があります。

dmp_native_support

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP がネーティブデバ
イスのマルチパス化を行うかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_path_age

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）断続的にエラーの発生
しているパスが健全状態として DMP でマーク付けされる前
に監視されなければならない時間。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）次に使用可能なパスに
切り替わる前に DMP パスを通してアレイに送信される連続
I/O ブロックのデフォルト数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_probe_idle_lun

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスリストアカーネルス
レッドがアイドル状態の LUN をプローブするかどうか。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_probe_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンによっ
てプローブされるパスの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_cycles

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアポリシーが
check_periodic である場合の check_all ポリシーの実行間
におけるサイクルの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンがパス
の状態を分析する時間間隔（秒単位）。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_restore_policy

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアスレッ
ドによって使われるポリシー。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_state

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアのカー
ネルスレッドが開始されるかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_retry_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）エラー状態として DMP
でマーク付けされる前にパスがパスビジーエラーを連続して
報告する回数。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_scsi_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 経由で送信され
る SCSI コマンドのタイムアウト値。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_sfg_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）サブパスフェールオー
バーグループ（SFG）機能の状態。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_stat_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 統計情報の収集
間の時間間隔。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生成される最
大ディスクキューを指定します。インストーラは max_diskq
のシステムデフォルト値のみを設定します。特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設定について
詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無効にし、値
1（デフォルト）は従来の順次先読み動作を維持し、値 2 は
すべての読み取りに対して拡張先読みを有効にします。イン
ストーラは read_ahead のシステムデフォルト値のみを設定
します。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパ
ラメータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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チューニングパラメータ

説明

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ read_pref_io の並列読み取り要求の数。インストーラは
read_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。インストー
ラは read_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。

vol_checkpt_default

（Veritas File System）VxVM チェックポイントのサイズ（セ
クタ）。このチューニングパラメータを有効にするには、システ
ムを再ブートする必要があります。

vol_cmpres_enabled

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティからの
I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms 単位）。このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを再ブートする
必要があります。

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロックを追跡する
ために Fast Mirror Resync が使うビットマップの最大サイズ
（KB）。このチューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O によって使わ
れるメモリの最大容量（バイト）。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサイズ（バイ
ト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード readback
プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ（バイト）。
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チューニングパラメータ

説明

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操作の最大
サイズ（セクタ）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出しに渡さ
れるデータの最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必要がありま
す。

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度に要求でき
る I/O 操作の数。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager）ioctl 呼び出しによって発行さ
れる VxVM I/O 操作の最大サイズ（セクタ）。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。

vol_rvio_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情報収集を有
効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プレックスに接
続されるサブディスクの最大数。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）非シーケンシャル DRL に存在
できるダーティ VxVM リージョンの最大数。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモードのダー
ティリージョンの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager）VxVM ダーティリージョンログ
（DRL）リージョンの最小サイズ（セクタ）。このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要が
あります。

197

198

付録 C インストール用のチューニングパラメータファイル
チューニングパラメータ値のパラメータ定義

チューニングパラメータ

説明

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20 における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30 に対して
キャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当て要求の
サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使われるメモリ
の最大容量（バイト）。このチューニングパラメータを有効に
するには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレースバッファ
のサイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_default

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレースバッファの
デフォルトサイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O トレース
バッファの最大合計サイズ（バイト）。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレースバッファの
最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに対して使用
可能な VxVM トレースチャネルの最大数。このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップショットに
よって使われる最大ページングモジュールメモリ（KB）。

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる VxVM
RAID-5 一時再構築操作の最大数。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。
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チューニングパラメータ

説明

vx_era_nthreads

（Veritas File System）VxFS が read_ahead パターンを検
出するスレッドの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

vx_bc_bufhwm

（Veritas File System）VxFS メタデータバッファキャッシュ
の高水準点。このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。

vxfs_mbuf

（Veritas File System）VxFS バッファキャッシュに対して使
われる最大メモリ。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内のエントリ
の数。このチューニングパラメータを有効にするには、システ
ムを再ブートする必要があります。

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ write_pref_io の並列書き込み要求の数。インストーラは
write_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイズ。インストー
ラは write_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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D
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

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

■

ssh の手動設定とパスワードを使わない ssh

■

ssh セッションの再起動

■

Solaris での RSH の有効化/無効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Veritas ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、システムをインストールして
設定したりするためには、ノード間で通信を確立する必要があります。インストーラが実行
されるシステムには、rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェル）ユー
ティリティを実行する権限が必要となります。インストーラを実行するには、Veritas ソフト
ウェアをインストールするシステムのスーパーユーザー権限を使う必要があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。シマンテック社では、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（system1）と、ターゲットシステム
（system2）の間に ssh を設定します。この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合に
も当てはまります。
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メモ: スクリプトベースと Web ベースのインストーラは、パスワード不要通信の確立をサ
ポートします。

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

図 D-1

ソースシステム: system1
秘密
キー

ターゲットシステム:
system2

公開
キー

authorized_keys
ファイル

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

1

ソースシステム（system1）で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動しま
す。
system1 # cd /

2

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
system1 # ssh-keygen -t dsa

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

3

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

4

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

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

Enter キーを再度押します。

5

すべてのターゲットインストールシステム（この例では system2）に /.ssh ディレクト
リがあることを確認します。このディレクトリがない場合は、すべてのターゲットシステ
ム上に作成し、root への書き込み権限のみを設定します。
system2 # mkdir /.ssh

このディレクトリを保護するために、権限を変更します。
system2 # chmod go-w /.ssh
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安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

すべてのターゲットインストールシステム（この例では system2）で SFTP（Secure
File Transfer Program）が有効化されていることを確認します。
SFTP を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在す
る必要があります。
PermitRootLogin
Subsystem

2

yes
sftp

/usr/lib/ssh/sftp-server

この行がない場合は、追加してから ssh を再起動します。
Solaris 10 で ssh を再起動するには、次のコマンドを入力します。
system1 # svcadm restart ssh

3

ソースシステム（system1）からターゲットシステム（system2）上の一時ファイルに公
開キーを移動します。
安全なファイル転送プログラムを使ってください。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
system1 # sftp system2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
表示されます。
Connecting to system2 ...
The authenticity of host 'system2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

4

「yes」と入力します。
以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'system2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@system2 password:

5

system2 の root パスワードを入力します。
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6

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

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

7

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

8

ターゲットシステム（この例では system2）で ssh セッションを開始するには、system1
で次のコマンドを入力します。
system1 # ssh system2

プロンプトで system2 の root パスワードを入力します。
password:

9

system2 にログインした後、次のコマンドを入力して authorized_keys ファイルに
id_dsa.pub ファイルを追加します。
system2 # cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

10

id_dsa.pub 公開キーファイルがターゲットシステム（system2）にコピーされて認証

済みキーファイルに追加されたら、公開キーファイルを削除します。id_dsa.pub 公
開キーファイルを削除するには、system2 で次のコマンドを入力します。
system2 # rm /id_dsa.pub

11

ssh セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
system2 # exit

205

206

付録 D セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定
ssh セッションの再起動

12 インストールターゲットでもあるソースシステムからインストールする場合は、ローカル
システム id_dsa.pub キーもローカル authorized_keys ファイルに追加してくださ
い。インストールソースシステムが認証されない場合、インストールは失敗することが
あります。
ローカル authorized_keys ファイルにローカルシステム id_dsa.pub キーを追加
するには、次のコマンドを入力します。
system1 # cat /.ssh/id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

13 ソースインストールシステム上で次のコマンドを実行します。ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグローバル
に使えるようになります。
system1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
system1 # ssh-add
Identity added: //.ssh/id_dsa

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

1

ソースシステム（system1）で次のコマンドを入力します。
system1 # ssh -l root system2 uname -a

system2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドがソースシステム（system1）からターゲットシステム（system2）に実行
されると、パスフレーズやパスワードを要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

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

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合
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ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（system1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
system1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
system1 # ssh-add

Solaris での RSH の有効化/無効化
次の項では Solaris システムでリモートシェルを有効にする方法を説明します。
Veritas は Veritas ソフトウェアインストールにセキュアシェル環境を設定するよう推奨し
ます。
p.202 の 「ssh の手動設定とパスワードを使わない ssh」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムの文書を参照してくだ
さい。
rsh を有効にする方法

1

rsh と rlogin の現在の状態を判断するには、次のコマンドを入力します。
# inetadm | grep -i login

サービスが有効化されている場合、次の行が表示されます。
enabled online svc:/network/login:rlogin

サービスが有効化されていない場合、次の行が表示されます。
disabled disabled svc:/network/login:rlogin

2

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

3

有効な rsh/rlogin サービスを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# inetadm -d rlogin
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4

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

レクトリにあります。このファイルは RSH を使用してシステムにリモートにアクセスす
るユーザーごとに変更する必要があります。.rhosts ファイルの各行には、ローカル
システムへのアクセス権限を持つ各リモートシステムの完全修飾ドメイン名または IP
アドレスがあります。たとえば、root ユーザーが system2 からリモートで system1
にアクセスする必要がある場合、system2.companyname.com のエントリを system1
の .rhosts ファイルに追加する必要があります。
# echo "system2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

5

インストール手順を完了した後、.rhosts ファイルを各ユーザーの $HOME ディレクト
リから削除して、安全性を確保します。
# rm -f $HOME/.rhosts

E
Storage Foundation のコン
ポーネント
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation インストールパッケージ

■

中国語パッケージ

■

日本語パッケージ

■

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成されたインストールパッケージ

Storage Foundation インストールパッケージ
表 E-1 に、Storage Foundation の各英語パッケージのパッケージ名と内容を示します。
この表には、最小限、推奨構成、拡張のいずれの設定を選択するのかに基づいて、どの
パッケージをインストールするのかに関するガイドラインも示します。
すべての Storage Foundation と VCS（Veritas Cluster Server）パッケージをインストー
ルした場合、組み合わせた機能性を Storage Foundation and High Availability と呼
びます。
表 E-1

Storage Foundation パッケージ

パッケージ

内容

設定

VRTSaslapm

Veritas ASL（Array Support Library）と 最小
APM（Array Policy Module）のバイナリ
各種ストレージアレイのサポートと互換性の
ために必要です。

VRTSperl

Perl 5.12.2 for Veritas

最小
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パッケージ

内容

設定

VRTSvlic

Veritas ライセンスユーティリティ

最小

Storage Foundation ライセンスキーをデ
コードするために必要な、ライセンスキーの
レイアウトファイルをインストールします。標
準ライセンスキーユーティリティ vxlicrep、
vxlicinst、vxlictest を提供します。
VRTSvxfs

Veritas File System バイナリ

最小

VxFS ファイルシステムサポートのために必
要。
VRTSvxvm

Veritas Volume Manager バイナリ、スク 最小
リプトとユーティリティ。VxVM ボリュームマ
ネージャサポートのために必要。

VRTSdbed

Veritas Storage Foundation for
Databases

推奨構成

VRTSob

Veritas Enterprise Administrator

推奨構成

VRTSodm

Veritas ODM Driver for VxFS

推奨構成

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager は、Oracle9i および 10g 用に特
に設計された、独自のストレージインター
フェースです。Oracle Disk Manager によ
り、Oracle 9i および 10g の性能が改善さ
れ、システム帯域幅を管理できます。
VRTSsfcpi60

Veritas Storage Foundation 共通製品イ 最小
ンストーラ
Storage Foundation 共通製品インストー
ラ パッケージ には、次を実行するインストー
ラライブラリと製品スクリプトが含まれます。
■

インストール

■

設定

■

アップグレード

■

アンインストール

■

ノードの追加

■

ノードの削除

■

その他

これらのスクリプトを使用して、ネーティブ
オペレーティングシステムのインストール、
設定、アップグレードを単純にできます。
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パッケージ

内容

設定

VRTSsfmh

Veritas Storage Foundation 管理対象ホ 推奨構成
スト
Storage Foundation 管理対象ホストの設
定情報を検出します。この情報は中央デー
タベースに格納されます。このデータベー
スはこのリリースの一部ではありません。
データベースは次の場所から個別にダウ
ンロードする必要があります。

VRTSspt

Veritas Software Support Tools

推奨構成

VRTSfsadv

最小 シマンテック社の Veritas File
System Advanced Solutions

最小

VRTSfssdk

Veritas File System Software Developer すべて
Kit
VxFS API の場合、パッケージにはパブリッ
ク Software Developer Kit（ヘッダー、ラ
イブラリ、サンプルコード）があります。ユー
ザープログラムで VxFS API を使う場合に
必要です。

中国語パッケージ
次の表には、各中国語パッケージのパッケージ名と内容を示します。
表 E-2

中国語パッケージ

パッケージ

内容

VRTSzhvm

シマンテック社の中国語 Veritas Volume Manager - メッセージカタログと
マニュアルページ

日本語パッケージ
次の表には、各日本語パッケージのパッケージ名と内容を示します。
表 E-3

日本語パッケージ

パッケージ

内容

VRTSjacav

シマンテック社の日本語 Veritas Cluster Server Agents for Storage
Foundation Cluster File System - マニュアルページとメッセージカタログ
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パッケージ

内容

VRTSjacs

シマンテック社の日本語 Veritas Cluster Server メッセージカタログ

VRTSjacse

シマンテック社の日本語 Veritas High Availability エンタープライズエー
ジェント

VRTSjadba

シマンテック社の日本語 Veritas Oracle RAC（Real Application Cluster）
サポートパッケージ

VRTSjadbe

シマンテック社の日本語 Veritas Storage Foundation for Oracle - メッセー
ジカタログ

VRTSjafs

日本語 Veritas File System ? メッセージカタログとマニュアルページ

VRTSjaodm

シマンテック社の Veritas Oracle Disk Manager 日本語メッセージカタログ
とマニュアルページ

VRTSjavm

シマンテック社の日本語 Veritas Volume Manager - メッセージカタログと
マニュアルページ

VRTSmulic

複数言語の Symantec ライセンスユーティリティ

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成され
たインストールパッケージ
表 E-4 は Storage Foundation の廃止、または再編成された パッケージ をリストします。
表 E-4

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成されたパッケージ

パッケージ

説明

6.0 では廃止されて再編成された
VRTSat

廃止

VRTSatZH

廃止

VRTSatJA

廃止

5.1 では廃止されて再編成された
インフラストラクチャ
SYMClma

廃止

VRTSaa

VRTSsfmh に統合

VRTSccg

VRTSsfmh に統合
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パッケージ

説明

VRTSdbms3

廃止

VRTSicsco

廃止

VRTSjre

廃止

VRTSjre15

廃止

VRTSmh

VRTSsfmh に統合

VRTSobc33

廃止

VRTSobweb

廃止

VRTSobgui

廃止

VRTSpbx

廃止

VRTSsfm

廃止

VRTSweb

廃止

製品パッケージ
VRTSacclib

廃止
次の情報は、スクリプトベースまたは Web ベー
スのインストーラを使って、インストール、アップ
グレード、およびアンインストールを行うためのも
のです。
新規インストールの場合、VRTSacclib はイ
ンストールされません。
■ アップグレードの場合、既存の VRTSacclib
がアンインストールされてから、新しい
VRTSacclib がインストールされます。
■ アンインストールの場合、VRTSacclib はア
ンインストールされません。
■

VRTSalloc

廃止

VRTScmccc

廃止

VRTScmcm

廃止

VRTScmcs

廃止

VRTScscm

廃止

VRTScscw

廃止

213

214

付録 E Storage Foundation のコンポーネント
Veritas Storage Foundation で廃止および再編成されたインストールパッケージ

パッケージ

説明

VRTScsocw

廃止

VRTScssim

廃止

VRTScutil

廃止

VRTSd2gui

VRTSdbed に統合

VRTSdb2ed

VRTSdbed に統合

VRTSdbcom

VRTSdbed に統合

VRTSdbed

VRTSdbed に統合

VRTSdcli

廃止

VRTSddlpr

廃止

VRTSdsa

廃止

VRTSfas

廃止

VRTSfasag

廃止

VRTSfsman

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSfsmnd

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSfspro

VRTSsfmh に統合

VRTSgapms

廃止

VRTSmapro

VRTSsfmh に統合

VRTSorgui

廃止

VRTSsybed

VRTSdbed に統合

VRTSvail

廃止

VRTSvcsdb

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsmn

VRTSvcs に統合

VRTSvcsor

VRTSvcsea に統合

VRTSvcssy

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsvr

VRTSvcs に統合

VRTSvdid

廃止
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パッケージ

説明

VRTSvmman

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSvmpro

VRTSsfmh に統合

VRTSvrpro

VRTSob に統合

VRTSvrw

廃止

VRTSvxmsa

廃止

マニュアル

マニュアルパッケージはすべて廃止
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F
インストール問題のトラブル
シューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

トラブルシューティング情報

■

リモートシステムの root に対する不正な操作権限

■

アクセスできないシステム

■

Veritas SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールの 5.0x から 6.0 への
アップグレード（2184482）

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
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WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to run Veritas Storage
Foundation/Veritas Cluster Server.As set forth in the End User
License Agreement (EULA) you must complete one of the two options
set forth below. To comply with this condition of the EULA and
stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst'

EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
p.26 の 「Veritas 製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# /opt/VRTS/bin/vxkeyless

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

トラブルシューティング情報
VRTSspt パッケージでは、システムのトラブルシューティングと設定情報の収集を行うた
めの一連のツールが提供されます。これらのツールを使って、Veritas File System と
Veritas Volume Manager のメタデータ情報を収集し、ファイルシステムとボリュームマ
ネージャのパフォーマンスを測定するための各種ベンチマークを確立できます。これらの
ツールは Veritas 製品の操作には必要ありませんが、シマンテック社サポートとの間でサ
ポートインシデントを開く必要が生じたときのためにインストールすることをお勧めします。
ツールの使用法や用途に習熟していない場合は、十分注意して利用するか、シマンテッ
ク社サポートと協力して使ってください。

リモートシステムの root に対する不正な操作権限
操作権限が不適切です。インストールしている各システムに対し、リモート root アクセス
権限を持っていることを確認します。

付録 F インストール問題のトラブルシューティング
アクセスできないシステム

Failed to setup rsh communication on 10.198.89.241:
'rsh 10.198.89.241 <command>' failed
Trying to setup ssh communication on 10.198.89.241.
Failed to setup ssh communication on 10.198.89.241:
Login denied
Failed to login to remote system(s) 10.198.89.241.
Please make sure the password(s) are correct and superuser(root)
can login to the remote system(s) with the password(s).
If you want to setup rsh on remote system(s), please make sure
rsh with command argument ('rsh <host> <command>') is not
denied by remote system(s).
Either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication
Would you like the installer to setup ssh/rsh communication
automatically between the nodes?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q] (y) n
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
The ssh permission denied on 10.198.89.241
rsh exited 1 on 10.198.89.241
either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication

推奨される解決法: ssh または rsh を使ったリモートアクセスを許可するよう、システムを
セットアップする必要があります。
p.201 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
メモ: SF のインストールと設定の完了後、リモートシェル操作権限を削除します。

アクセスできないシステム
指定したシステムにアクセスできません。この理由としては、システム名が誤って入力され
た、システムがネットワーク経由で使えないなど、様々な可能性があります。
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付録 F インストール問題のトラブルシューティング
Veritas SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールの 5.0x から 6.0 へのアップグレード（2184482）

Verifying systems: 12% ....................................
Estimated time remaining: 0:10 1 of 8
Checking system communication .............................. Done
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
cannot resolve hostname host1
Enter the system names separated by spaces: q,? (host1)

推奨される解決法: システム名を正しく入力したことを確認します。ホストのアクセス可能
性を確認するために ping（1M）コマンドを使います。

Veritas SFDB（Storage Foundation for Databases）ツー
ルの 5.0x から 6.0 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 6.0 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。エラーメッセージは次のとおりです。
SF バージョン 5.0 から SF 6.0 にアップグレードする際に、S*vxdbms3 起動スクリプトは
NO_S*vxdbms3 に名前変更されます。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。

G
他の製品とともに Storage
Foundation をインストール
する場合の互換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage Foundation 製品のインストール、
アンインストール、またはアップグレード

■

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストー
ル、アップグレード

■

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイン
ストール、またはアップグレード

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage
Foundation 製品のインストール、アンインストール、ま
たはアップグレード
他の Veritas 製品がインストールされている環境に Storage Foundation をインストール
すると、互換性の問題が生じることがあります。たとえば、VOM、ApplicationHA、
NetBackup が存在するシステムに Storage Foundation 製品をインストールする場合な
どです。
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付録 G 他の製品とともに Storage Foundation をインストールする場合の互換性問題
VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストール、アップグレード

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のイ
ンストール、アンインストール、アップグレード
VOM がすでにインストールされているシステムで Storage Foundation 製品のインストー
ルまたはアップグレードを計画する場合は、次の互換性問題に注意してください。
■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をインストールまたはアップグレードする際に、インストーラによって
VRTSsfmh のアップグレードがスキップされ、SFM Central Server と管理対象ホス
トパッケージはそのままの状態で残されます。

■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をアンインストールする際に、インストーラによって VRTSsfmh は
アンインストールされません。

■

SFM または VOM 管理対象ホストが存在する環境で Storage Foundation 製品をイ
ンストールまたはアップグレードする際に、VRTSsfmh をアップグレードすることを通
知する警告メッセージがインストーラによって表示されます。

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製
品のインストール、アンインストール、またはアップグレー
ド
NetBackup がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイン
ストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたはアッ
プグレードを行うと、インストーラは VRTSpbx と VRTSicsco のアンインストールは実
行しません。VRTSat のアップグレードは行われません。

■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のアンインストールを行う
と、インストーラは VRTSpbx、VRTSicsco、VRTSat のアンインストールは実行しませ
ん。

索引

記号
4.1 から
VVR のアップグレード 80
［VxVM が使うデバイスのパス、またはマルチパスの無効
化（Prevent Multipathing/Suppress Devices from
VxVM's view）］ 63

rootdg 62
rsh
設定 30

S
ssh
設定 30

B
bootdg 62

D
defaultdg 62

F
flarcreate 51

I
I/O デーモン（vxiod）
起動 61

J
JumpStart
インストール 47

L
Live Upgrade
アップグレードパス 103
準備 108
代替ブートディスクでの Solaris のアップグレー
ド 112
Live Upgrade の使用 103

N
nodg 62

R
RDS（Replicated Data Set）
削除 164

V
Veritas Operations Manager 14
vradmin
delpri 165
stoprep 164
VVR 4.1
からのアップグレードを計画する 80
VVR のアップグレード
計画 79
VVR をアップグレードする計画 79
VVR を使うための各国化環境設定
各国化環境で VVR を使うための設定 81
vxconfigd 設定デーモン
起動 60
vxdctl mode コマンド 60
vxinstall プログラム 61～63
vxinstall プログラム、実行 61
vxiod I/O デーモン
起動 61
vxiod デーモンの起動 61
vxplex
ルートディスクボリュームのミラーの削除に使用 88

W
Web ベースインストーラ 44

あ
アップグレードに失敗 128
アップグレードパス
Live Upgrade 103
インストール
JumpStart 47

224

索引

Web ベースインストーラを使っての SF 44
インストールの確認
カーネルコンポーネント 151
インストール前 79

か
各国化環境で VVR を使うための設定
VVR を使うための各国化環境設定 81
起動、vxconfigd 設定デーモン 60
共有ディスク、設定 65
クラスタ機能
共有ディスク 65
有効化 64
言語パッケージ
削除 168

さ
再結合
バックアップブートディスクグループ 128
削除
RDS（Replicated Data Set） 164
作成
配備後スクリプト 52
フラッシュアーカイブ 51
準備
Live Upgrade 108
設定
rsh 30
ssh 30
共有ディスク 65
設定デーモン（vxconfigd）
起動 60

た
チューニングパラメータファイル
アップグレード用の設定 188
インストール用の設定 188
準備 191
設定用の設定 188
他の操作なしでの設定 189
パラメータ定義 192
パラメータの設定 192
パラメータの設定について 187
未統合応答ファイルを使った設定 190
ディスクグループ
bootdg 62
nodg 62
rootdg 59、62

デフォルト 62
ルート 62
デバイス
デバイスの無効化 63
デバイスの無効化 63
デフォルトのディスクグループ 62

は
配備後スクリプト 52
バックアップブートディスクグループ 128
再結合 128
フラッシュアーカイブ 51
配備後スクリプト 52

ま
マウント
ソフトウェアディスク 31

ら
ルートディスクグループ 59、62

