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1
Solutions for Symantec
Storage Foundation and
High Availability 製品
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation and High Availability Solutions の使用例

■

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.1 製品の機能
サポート

■

Sybase データベースでの SmartMove とシンプロビジョニングの使用

■

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 管理の使用例の
検索

Storage Foundation and High Availability Solutions
の使用例
Symantec Storage Foundation and High Availability （SFHA） Solutions 製品のコン
ポーネントや機能は別々に使用でき、連携して使用することで、パフォーマンスと耐障害
性が向上し、ストレージやアプリケーションの管理が容易になります。このマニュアルで
は、SFHA Solutions 製品の管理機能の主な使用例について説明します。

第 1 章 Solutions for Symantec Storage Foundation and High Availability 製品
Storage Foundation and High Availability Solutions の使用例

表 1-1

SFHA Solutions 製品の主な使用例

使用例

SFHA Solutions の機能

SFHA Solutions データベースアクセラレータを
使用してデータベースのパフォーマンスを向上
させることにより、管理機能とファイルシステムの
利便性を維持しながら、データベースにおいて
RAW ディスクの高速化を実現します。

同時 I/O
p.22 の 「同時 I/O について」 を参照してくださ
い。
Veritas Extension for Oracle Disk Manager

Veritas Extension for Cached Oracle Disk
p.19 の 「Storage Foundation and High
Availability Solutions 製品のデータベースアク Manager
セラレータについて」 を参照してください。
メモ: ODM および Cached ODM について詳
しくは、『SymantecStorage Foundation:
Storage and Availability Management for
Oracle Databases』を参照してください。
SFHA Solutions Flashsnap、Storage
FlashSnap
Checkpoint、NetBackup PITC 方法を使用して
p.40 の 「複数の PITC の保持」 を参照してくだ
データのバックアップおよびリカバリを行うことに
さい。
より、データを保護します。
p.45 の 「データベースのオンラインバックアッ
p.39 の 「Storage Foundation and High
プ」 を参照してください。
Availability Solutions のバックアップと回復の方
p.62 の 「オフホストのクラスタファイルシステム
法」 を参照してください。
のバックアップ」 を参照してください。
p.26 の 「PITC（Point-In-Time Copy）の概要」
p.39 の 「Storage Foundation and High
を参照してください。
Availability Solutions のバックアップと回復の
方法」 を参照してください。
Storage Checkpoint
p.72 の 「Storage Checkpoint を使ったデータ
ベースのリカバリ」 を参照してください。
SFHA Solutions による NetBackup
p.76 の 「Symantec NetBackup について」 を
参照してください。
SFHA Solutions ボリュームスナップショットを使 FlashSnap
用してデータをオフホストで処理することにより、
p.82 の 「意思決定支援システムでの複製デー
実働ホストのパフォーマンス低下を防止します。
タベースの使用」 を参照してください。
p.81 の 「Storage Foundation のオフホスト処
理」 を参照してください。
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使用例

SFHA Solutions の機能

SFHA Solutions の PITC 方法を使用して、テス FlashSnap
ト、決定モデリング、開発を目的として実働デー
p.110 の 「テスト環境の作成」 を参照してくださ
タベースのコピーを最適化します。
い。
p.110 の 「テスト環境について」 を参照してくださ
い。
PITC コピーにおいてファイルシステムやボリュー
ムよりも詳細なレベルの処理が必要となる場合
に、SFHA Solutions の領域最適化 FileSnap
を使用して、ファイルレベルの PITC スナップ
ショットを作成します。FileSnap は仮想マシンの
クローン作成にも使用できます。

FileSnap
p.114 の 「仮想デスクトップをプロビジョニングす
るための FileSnap の使用」 を参照してくださ
い。

p.114 の 「 FilsSnap を使用した PITC（ポイントイ
ンタイムコピー）ファイルの作成」 を参照してくだ
さい。
SFHA Solutions の SmartTier を使用して、経 SmartTier
過時間、優先度、アクセス率の基準に基づいて
p.121 の 「SmartTier によるストレージ階層化を
ストレージ階層にデータを移動することにより、ス
目的とするファイルシステムの設定」 を参照して
トレージ利用率を最大化します。
ください。
p.117 の 「SmartTier について」 を参照してくだ
さい。
物理的な共有ストレージを使わずにデータ冗長 Flexible Storage Sharing
性、高可用性、ディザスタリカバリを実現するため
p.136 の 「共有なしストレージによる SFRAC ク
に、ストレージの利用率を最大化します。
ラスタ環境の設定」 を参照してください。
p.134 の 「Flexible Storage Sharing について」
p.136 の 「ハイブリッドストレージによる SmartTier
を参照してください。
機能の実装」 を参照してください。
p.137 の 「共有ストレージなしのキャンパスクラス
タの設定」 を参照してください。
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使用例

SFHA Solutions の機能

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

VxVM ボリュームで実行しているアプリケーショ
ンの SmartIO 読み取りキャッシュ
VxFS ファイルシステムで実行しているアプリ
ケーションの SmartIO 読み取りキャッシュ
VxFS ファイルシステムで実行しているアプリ
ケーションの SmartIO 書き込みキャッシュ
VxFS ファイルシステムのデータベースの
SmartIO キャッシュ
VxVM ボリュームのデータベースの SmartIO
キャッシュ
『Symantec Storage Foundation™ and High
Availability Solutions SmartIO for Solid State
Drives ソリューションガイド』を参照してください。

SFHA Solutions の変換ユーティリティを使用し オフライン変換ユーティリティ
て、データをネーティブ OS ファイルシステムとボ
p.139 の 「データ移行のタイプ」 を参照してくだ
リュームから VxFS と VxVM に変換します。
さい。
p.139 の 「データ移行のタイプ」 を参照してくださ
い。
RAW ディスクから VxFS へのデータ変換: SFHA オフライン変換ユーティリティ
Solutions を使用します。
p.139 の 「データ移行のタイプ」 を参照してくだ
p.139 の 「データ移行のタイプ」 を参照してくださ さい。
い。
SFHA Solutions を使用して、データをあるプラッ Portable Data Containers
トフォームから別のプラットフォームに移行します
p.170 の 「CDS（Cross-Platform Data Sharing）
（サーバー移行）。
機能の概要」 を参照してください。
p.170 の 「CDS（Cross-Platform Data Sharing）
機能の概要」 を参照してください。
SFHA Solutions の Portable Data Containers ボリュームのミラー化
を使用して、データをアレイ間で移行します。
p.160 の 「移行のためのストレージミラーの概要」
p.159 の 「Linux を使用するストレージでのアレイ を参照してください。
の移行」 を参照してください。
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Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions 6.1 製品の機能サポート
ストレージソリューションと使用例は、Symantec Storage Foundation and High Availability
(SFHA) Solutions 製品の共有管理機能に基づいています。クラスタ化機能は、Symantec
Cluster Server（VCS）と SFHA Solutions 製品から別々に使用できます。
表 1-2 に SFHA Solutions 製品をまたがってサポートされる機能をリストされます。
SFHA Solutions 製品のストレージ管理機能

表 1-2
ストレージ管理機能

SF
SF
SF
SF
SF
SFCFS
Basic Standard Enterprise StandardHA EnterpriseHA HA

SFRAC SF
Syb
CE

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Veritas Extension for Cached
Oracle Disk Manager

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

同時 I/O

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

圧縮

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Flexible Storage Sharing

N

N

N

N

N

Y

Y

N

SmartIO 読み取りキャッシュ

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

SmartIO 書き込みキャッシュ

N

N

Y

N

Y

Y

N

Y

SmartMove

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

SmartTier

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

SmartTier for Oracle

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

シン再利用

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Portable Data Containers

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

FlashSnap

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

Database FlashSnap

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Storage Checkpoint

N

N

Y

N

Y

Y

Y

Y

メモ: Oracle RAC ではサポートされ
ていません。
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ストレージ管理機能

SF
SF
SF
SF
SF
SFCFS
Basic Standard Enterprise StandardHA EnterpriseHA HA

SFRAC SF
Syb
CE

Database Storage Checkpoint

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

FileSnap

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

ボリュームレプリケーション

O

O

O

O

O

O

O

O

ファイルレプリケーション

O

O

O

O

O

O

O

O

仮想ストレージの高度なサポート

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Symantec Storage Plug-in for
VMWare vCenter

N

N

N

N

N

N

N

N

高可用性（HA）を確保するクラスタ化 N
機能

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

ディザスタリカバリ機能（HA/DR）

N

N

O

O

O

O

O

N

表 1-3 に VCS で利用可能な高可用性機能とディザスタリカバリ機能をリストされます。
表 1-3

SFHA Solutions 製品の可用性管理機能

可用性管理機能

VCS

VCS HA/DR

高可用性（HA）を確保するクラスタ化

Y

Y

データベースとアプリケーション/ISV エージェント

Y

Y

高度なフェールオーバーのロジック

Y

Y

I/O フェンシングのデータ整合性の保護

Y

Y

高度な仮想マシンサポート

Y

Y

Virtual Business Services

Y

Y

レプリケーションエージェント

N

Y

RDC（Replicated Data Cluster）

N

Y

キャンパス（ストレッチ）クラスタ

N

Y

グローバルクラスタ化（GCO）

N

Y

ファイアドリル

N

Y

■

Y=Feature はライセンスに含まれています。

15

第 1 章 Solutions for Symantec Storage Foundation and High Availability 製品
Sybase データベースでの SmartMove とシンプロビジョニングの使用

■

O=Feature はライセンスに含まれませんが、別にライセンス付与される場合がありま
す。

■

N=Feature はライセンスでサポートされません。

メモ:
■

Symantec File Replicator Option （VFR）のライセンスはファイルのレプリケーション
を含んでいます。

■

Symantec Replicator Option のライセンスは、Symantec File Replicator Option
（VFR）と Symantec Volume Replicator（VVR）の両方を含んでいます。

■

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

■

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

■

表 1-2 と 表 1-3 に示すほとんどの機能は、Linux 仮想環境でサポートされています。
詳しくは、『Storage Foundation and High Availability Virtualization Solutions
Guide for Linux』を参照してください。

Sybase データベースでの SmartMove とシンプロビジョ
ニングの使用
Symantec Storage Foundation and High Availability 製品と Sybase データベースで
SmartMove とシンプロビジョニングを使うことができます。
データファイルが削除された場合、下位のデバイスがシン再利用 LUN の場合に、これら
のファイルによって使われたストレージ領域を再生できます。
Storage Foundation のシン再利用機能について詳しくは、『Symantec Storage
Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions 管理の使用例の検索
次の Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 管理機能を、本
マニュアルの使用例で説明します。
■

データベースのパフォーマンスの向上

■

データのバックアップと回復

■

データのオフホスト処理

■

テスト環境と開発環境の最適化
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Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 管理の使用例の検索

■

ストレージ利用率の最大化

■

ネーティブ OS から VxFS へのデータ変換

■

RAW ディスクから VxFS へのデータ変換

■

あるプラットフォームから別のプラットフォームへのデータの移行（サーバー移行）

■

アレイ間のデータの移行

Symantec Storage Foundation and High Availibitlity Solutions 管理機能の概念と管
理情報については、次のマニュアルを参照してください。
■

SymantecTM Storage Foundation 管理者ガイド

■

SymantecTM Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガ
イド

■

SymantecTM Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド

■

SymantecTM Storage Foundation for Sybase ASE CE 管理者ガイド

■

SymantecTM Storage Foundation and High Availability Solutions SmartIO for
Solid State Drives ソリューションガイド

Oracle データベースでの Symantec Storage Foundations and High Availibitlity
Solutions 管理機能の使用について詳しくは、『SymantecTM Storage Foundation:
Storage and Availability Management for Oracle Databases』を参照してください。
DB2 データベースでの Symantec Storage Foundations and High Availibitlity Solutions
管理機能の使用について詳しくは、『SymantecTM Storage Foundation: Storage and
Availability Management for DB2 Databases』を参照してください。
Symantec Storage Foundation and High Availibitlity Solutions 機能の使用について
詳しくは、『SymantecTM Storage Foundation and High Availability Solutions レプリ
ケーション管理者ガイド』を参照してください。
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2
データベースのパフォーマン
スの向上

■

第2章 データベースアクセラレータの概要

■

第3章 Veritas Concurrent I/O によるデータベースパフォーマンスの向上

2
データベースアクセラレータ
の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のデータベースアクセラ
レータについて

Storage Foundation and High Availability Solutions
製品のデータベースアクセラレータについて
どのような環境でも、相応のパフォーマンスを維持することや、パフォーマンス SLA（Service
Level Agreements）を満たすことが主要な懸案事項です。 Symantec Storage
Foundation and High Availability Solutions 製品は、さまざまな方法によってデータ
ベース環境全体のパフォーマンスを向上させます。

第 2 章 データベースアクセラレータの概要
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のデータベースアクセラレータについて

表 2-1

Storage Foundation and High Availability Solutions のデータベース
アクセラレータ

SFHA Solutions の
サポート対象のデー 使用例と注意事項
データベースのアクセ タベース
ラレータ
Oracle Disk Manager
（ODM）

Oracle

■

■

■

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

Cached Oracle Disk
Oracle
Manager（Cached ODM）

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

同時 I/O

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

DB2
Sybase

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

これらのデータベースアクセラレータ技術によって、データベースのパフォーマンスは
RAW ディスクパーティションと同等になりますが、さらにファイルシステムの管理性が得ら
れるという利点があります。 Storage Foundation の DMP（Dynamic Multi-Pathing）機
能により、サーバーからアレイまでのすべての使用可能なパスで I/O アクティビティの負
荷を分散することで、パフォーマンスが最大限に引き上げられます。 DMP は主要なハー
ドウェア RAID ベンダーをすべてサポートしているので、サードパーティ製のマルチパス
ソフトウェアが不要となり、TCO を削減できます。
Storage Foundation and High Availability Solutions のデータベースアクセラレータを
使うと、データベースのパフォーマンスをより高精度で管理できるようになります。
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Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のデータベースアクセラレータについて

ODM および Cached ODM for Oracle の使用について詳しくは、『Symantec Storage
Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases』を参照し
てください。
DB2 での同時 I/O の使用について詳しくは、『Symantec Storage Foundation: Storage
and Availability Management for DB2 Databases』を参照してください。
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3
Veritas Concurrent I/O によ
るデータベースパフォーマン
スの向上
この章では以下の項目について説明しています。
■

同時 I/O について

■

同時 I/O の有効化と無効化のタスク

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

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

単一のライターと複数のリーダーの間の同時実行

第 3 章 Veritas Concurrent I/O によるデータベースパフォーマンスの向上
同時 I/O の有効化と無効化のタスク

■

複数のライター間の同時実行

■

書き込み拡張のためのシリアル化の最小化

■

すべての I/O を直接実行し、ファイルシステムキャッシュを使わない

■

I/O 要求がファイルシステムに直接送信される

■

i ノードのロックが回避される

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

同時 I/O の有効化

■

同時 I/O の無効化

Sybase の同時 I/O の有効化
通常のファイルに関しては、名前空間を拡張してファイルをデバイスとして表示する必要
がないため、同時 I/O を有効にすることができます。
同時 I/O を有効にする前に、次のことを確認してください。
前提条件

■

■

■

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

♪mount コマンドの -o cio オプションを使って、ファイルシステムに対する同時 I/O を有
効にするには
◆

次のように mount コマンドを使ってファイルシステムをマウントします。
# /usr/sbin/mount -t vxfs -o cio special /mount_point

各オプションの説明
■

special は、ブロックの特殊デバイスです。

■

/mount_point は、ファイルシステムをマウントするディレクトリです。
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Sybase の場合、たとえば /sybasedata というマウントポイントに、/datavol というファ
イルシステムをマウントするには、次のように入力します。
# /usr/sbin/mount -t vxfs -o cio /dev/vx/dsk/sybasedg/datavol ¥
/sybasedata

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

次のように入力します。
# /usr/sbin/mount -Vt namefs -o cio /datavol/mysms/container1 /mysms

Sybase の同時 I/O の無効化
同時 I/O を無効にする必要がある場合、VxFS ファイルシステムのマウントを一旦解除
し、 マウントオプションを指定せずに再度マウントします。
mount コマンドを使ってファイルシステムに対する同時 I/O を無効にするには

1

Sybase インスタンスをシャットダウンします。

2

次のように umount コマンドを使って、ファイルシステムのマウントを解除します。

3

- o cio オプションを指定せずに mount コマンドを使って再度ファイルシステムを

マウントします。
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3
PITC の使用

■

第4章 PITC 方法の理解

■

第5章 バックアップと回復

■

第6章 NetBackup 環境でのバックアップと回復

■

第7章 オフホスト処理

■

第8章 テスト環境の作成および更新

■

第9章 ファイルの PITC の作成

4
PITC 方法の理解
この章では以下の項目について説明しています。
■

PITC（Point-In-Time Copy）の概要

■

PITC を使う状況

■

Storage Foundation PITC テクノロジの概要

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

プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装
図 4-1 は、プライマリホストでアプリケーションを設定するために必要な手順を示します。

第 4 章 PITC 方法の理解
PITC（Point-In-Time Copy）の概要

図 4-1
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プライマリホストに対する PITC ソリューション実装のためのスナップ
ショットおよび FastResync の使用
プライマリホスト

1. ボリュームを準備します
必要に応じて、ディスクグループ内にキャッシュま
たは空のボリュームを作成し、vxsnap prepare
を使ってスナップショット作成用のボリュームを準
備します。

ボリューム

キャッシュま
たは空のボリ
ューム

ボリューム

スナップショッ
トボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

2. インスタントスナップショット
ボリュームを作成します
vxsnap make を使って、1 つ以上のボリュームの
インスタントスナップショットボリュームを作成し
ます。

3. インスタントスナップショットを更新します
必要に応じて、vxsnap refresh
を使ってスナップショットボリュームを更新し、追加処
理の準備をします。

4. 処理を適用します
必要な処理アプリケーションをスナップショットボ
リュームに適用します。

ボリューム

スナップショッ
トボリューム

必要に応じて手順
3と4
を繰り返します。

メモ: ディスクグループの分割および結合機能は使いません。処理はすべて同じディスク
グループ内で実行されるため、ディスクの競合を回避する場合を除き、スナップショットの
内容ともとのボリュームの同期は必要ありません。スナップショットの作成と更新は、ほぼ
即時に完了します。
図 4-2 は、プライマリホストにソリューションを導入したうえでディスクの競合を回避するた
めの推奨事例です。

第 4 章 PITC 方法の理解
PITC（Point-In-Time Copy）の概要

プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装

図 4-2

プライマリホスト

1

2

実働データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使うプライマリボリ
ュームを含むディスク

SCSI またはファイバ
ーチャネルの接続性

同期化されたフルサイズのイ
ンスタントスナップショット
ボリュームを含むディスク

この設定では、別々のコントローラからの個別のパス（図中の 1 および 2）をそれぞれプ
ライマリボリューム用ディスクとスナップショットボリューム用ディスクに設定することをお勧
めします。この設定によりディスクアクセスの競合は回避されますが、処理アプリケーショ
ン実行中はプライマリホストの CPU、メモリおよび I/O リソースにより大きな負荷がかかり
ます。
メモ: 領域最適化インスタントスナップショットまたは同期のとれていないフルサイズインス
タントスナップショットの場合は、このように I/O 経路を分離することはできません。これら
のスナップショットに格納されている内容はもとのボリュームの変更部分だけであり、不変
部分に存在するデータにアプリケーションがアクセスした場合、そのデータはもとのボリュー
ムから読み取られるためです。

オフホストに対する PITC ソリューションの実装
図 4-3 に示すように、スナップショットボリュームを運用系以外のオフホストで使うと、プラ
イマリホストにおけるデータベース実行などの主要業務が、CPU と I/O を集中的に使う
処理（オンラインバックアップや意思決定支援システム等）によって処理効率を低下させ
られことはありません。
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オフホスト PITC ソリューションの実装例

図 4-3

オフホスト

プライマリホスト

ネットワーク

1

SCSI または
ファイバー
チャネルの
接続性

2

実働データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使うプライマリボリ
ュームを含むディスク

スナップショットボリュー
ムを含むディスク

また、プライマリボリュームのディスクとは別のホストコントローラに接続されているディスク
にスナップショットボリュームを配置すると、プライマリホストでの I/O リソースの競合を回
避できます。このソリューションを導入するには、図 4-3 に示すパス 1 およびパス 2 を個
別のコントローラに接続する必要があります。
図 4-4 には、プライマリホストが 4 つのファイバーチャネルコントローラを使うテクノロジで
接続を実現する例が示されています。
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冗長ループアクセスを使ったオフホスト処理の接続例

図 4-4

オフホスト

プライマリホスト

c1 c2 c3 c4

ネットワーク

c1 c2 c3 c4

ファイバーチャネル
またはスイッチ

ディスクアレイ

この構成では冗長ループアクセスを使って、システムとディスクアレイ間のコンポーネント
で発生する可能性のある障害に対処します。
メモ: オペレーティングシステムによっては、コントローラ名が次に示す例とは異なる場合
があります。
図 4-5 は、クラスタノードの 1 つを代替ノードとして設定し、クラスタ内でオフホスト処理を
実現する方法を示します。
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クラスタノードを使用したオフホスト PITC ソリューションの実装例

図 4-5
クラスタ

オフホストとして設定され
たクラスタノード
1

2

実働データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使うプライマリボリ
ュームを含むディスク

SCSI または
ファイバーチャネル
の接続性

オフホスト処理ソリューシ
ョンを実装するために使う
スナップショットボリュー
ムを含むディスク

図 4-6 に代替設定を示します。代替ノードをクラスタにネットワーク接続されている別シス
テム上に構築することもできます。ただしその場合、代替ノードはクラスタノードではなく、
クラスタのプライベートネットワークには接続されません。
クラスタ外に配置したオフホストを使用したオフホスト PITC ソリュー
ションの実装例

図 4-6

オフホスト

クラスタ

ネットワーク

1

2

実働データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使うプライマリボリ
ュームを含むディスク

SCSI またはファイ
バーチャネルの
接続性

オフホスト処理ソリューション
を実装するために使うスナップ
ショットボリュームを含むディ
スク
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メモ: このマニュアルで取り上げるオフホスト処理の導入例では、クラスタ外に配置したオ
フホストがバックアップや意思決定支援システム専用に使われていることを前提にしてい
ます。クラスタについては、クラスタのメンバーではないオフホストのほうが設定しやすく効
率的である場合があります。
図 4-7 は、プライマリホストでアプリケーションを設定するために必要な手順を示します。
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図 4-7
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オフホスト処理ソリューションの実装
オフホスト

プライマリホストまたはクラスタ

1. ボリュームを準備します
必要に応じて、ディスクグループ内に空のボ
リュームを作成し、vxsnap prepare
を使ってスナップショット作成用のボリュー
ムを準備します。

ボリューム

空の
ボリューム

2. スナップショットボリュームを作成します
vxsnap make
を使って、同期化されたスナップショットボ
リューム作成します。 （vxsnap print
を使って同期の状態を確認します。）

ボリューム

スナップショット
ボリューム

3. スナップショットミラーを更新します
必要に応じて、vxsnap refresh
を使ってスナップショットボリュームを更新
します。 （vxsnap print
を使って同期の状態を確認します。）

ボリューム

スナップショット
ボリューム

4. ディスクグループを分割し、デポートします
vxdg split
を使って、スナップショットボリュームを含むデ
ィスクを別のディスクグループに移動します。
vxdg deport
を使って、このディスクグループをデポートし
ます。

ボリューム

スナップショット
ボリューム

5. ディスクグループをインポートします
vxdg import
を使って、オフホスト上のスナップショット
ボリュームを含むディスクグループをインポ
ートします。

ボリューム

スナップショット
ボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

6. オフホスト処理を適用します
必要なオフホスト処理アプリケーションをオ
フホスト上のスナップショットボリュームに
適用します。

7. ディスクグループをデポートします
vxdg deport
を使って、オフホストからのスナップショッ
トボリュームを含むディスクグループをデポ
ートします。
8. ディスクグループをインポートします
vxdg import
を使って、プライマリホスト上のスナップシ
ョットボリュームを含むディスクグループを
インポートします。

9. ディスクグループを結合します
vxdg join
を使って、元のボリュームのディスクボリューム
を持つスナップショットボリュームを含むディス
クグループを結合します。

デポート

インポート

デポート
ボリューム

スナップショット
ボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

インポート

必要に応じて手順 3 から 9
を繰り返します。

スナップショットボリュームを分割して、オフホストにインポートされた別のディスクグルー
プに結合するには、ディスクグループの分割および結合を使います。
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メモ: スナップショットボリュームは別のディスクグループに移動してから別のホストにイン
ポートするため、スナップショットボリュームの内容をあらかじめ親ボリュームと同期させて
おく必要があります。スナップショットボリュームを再インポートする場合、もとのボリューム
に基づくスナップショットボリュームの内容の更新は FastResync により高速化されます。

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

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

■

データ継続性の提供 - プライマリストレージに障害が発生した場合に、サービスが継
続するように、アプリケーションデータをリカバリするために PITC ソリューションを使
用できます。 サーバー障害が発生した場合に、Symantec Storage Foundation™
Cluster File System HA や Symantec Storage Foundation HA の高可用クラスタ
機能と組み合わせて、PITC ソリューションを使用できます。

■

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

■

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

■

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

■

データのクローン - ファイルシステムまたはアプリケーションデータのクローンを作成
できます。 この機能を使用して、仮想デスクトップのプロビジョニングを迅速かつ効率
的に行うことができます。
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ここまでで説明したスナップショットソリューションはすべて、 Volume Replicator と組み
合わせてディザスタリカバリのサイトでも利用可能です。
レプリケーションを使用するスナップショットについて詳しくは、『Symantec Storage
Foundation and High Availability Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照して
ください。
Symantec Storage Foundation は、次の使用例を含むいくつかの PITC ソリューション
を、必要条件に応じて提供します。
■

意志決定支援システムの複製データベースの作成。
p.82 の 「意思決定支援システムでの複製データベースの使用」 を参照してください。

■

スナップショットを使用したデータベースのバックアップとリカバリ。
p.45 の 「データベースのオンラインバックアップ」 を参照してください。

■

オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップとリカバリ。
p.62 の 「オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップ」 を参照してください。

■

オンラインデータベースのバックアップとリカバリ。
p.72 の 「Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ」 を参照してくださ
い。

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

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

■

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

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

■

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

アプリケーションのテストまたはバージョン管理のために書き込み可能なコピーを
複数必要とするファイルシステム
p.37 の 「Storage Checkpoint」 を参照してください。
■

■

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

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

ボリュームスナップショットの永続 FastResync
永続 FastResync がボリュームに対して有効にされると、VxVM は FastResync マップ
を使って、ボリュームやスナップショット内で更新されたブロックの履歴を残します。
スナップショットボリュームが元のボリュームに再接続されると、永続 FastResync はスナッ
プショットデータをただちに更新し再利用可能な状態にします。 永続 FastResync はディ
スク領域上に FastResync マップを割り当てるため、システムやクラスタがクラッシュして
も消失しません。専用ディスクグループ内のボリュームに対して永続 FastResync が有
効にされると、ホストの再ブート後も更新分の再同期が実行されます。
永続 FastResync は、ボリュームとそのスナップショットボリュームの関係を、他のディスク
グループへの移動後も追跡することができます。ディスクグループの再結合後は、永続
FastResync によってスナップショットプレックスを短時間で再同期できます。
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ボリュームスナップショットのデータ整合性
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在しているデータを取得しま
す。 したがって、上位のファイルシステムや、ファイルシステム内のファイルを開いている
アプリケーション（データベースなど）によってメモリ上にキャッシュされているデータは、
VxVM では認識されません。 スナップショットの一貫性はクラッシュがあっても常に保持
されます。つまり、アプリケーションにリカバリを実行させることで、スナップショットを使用
可能にできます。これはサーバーのクラッシュ後にアプリケーションのリカバリが行われる
方法と似ています。マウントされた Veritas File System（VxFS）を含むボリュームに対し
て、ボリュームの usetype 属性 fsgen が設定されている場合、VxVM は VxFS と連携し
て、キャッシュ内にあるデータをボリュームにフラッシュします。したがって、これらのスナッ
プショットは常に VxFS に対して整合性があり、マウントするときに VxFS リカバリファイル
が必要ありません。
データベースでは、適切な機構を追加的に使って、ボリュームスナップショットの作成時
に表領域データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの
多くは、ファイルシステムの I/O を一時的に停止する機能を備えています。この操作の実
行方法は、このマニュアルに記載している例の中で説明しています。また、ファイルシス
テム内の通常のファイルは、さまざまなアプリケーションで開かれることがありますが、その
ファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイルシス
テムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。 通常、整合性の確保が重要
になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみです。
ただし、アプリケーションが調整されるすべての例では、スナップショットはクラッシュから
回復可能です。

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

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

■

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

■

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

■

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

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

各種データベース向けの Symantec Storage Foundation で提供されている Storage
Checkpoint および Storage Rollback 機能は、データベースの破壊、ファイルの消失、
表領域の削除などの論理エラーからデータベースを高速にリカバリします。データベー
スの連続的な Storage Checkpoint をマウントしてエラーを検出し、問題が発生する前の
Storage Checkpoint にデータベースをロールバックすることができます。
p.72 の 「Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ」 を参照してください。
Symantec NetBackup for Oracle Advanced BLI Agent を利用することにより、Storage
Checkpoint を使って、Oracle データベースのバックアップのスピードを向上させること
ができます。
詳しくは、『Symantec NetBackup for Oracle Advanced BLI Agent System
Administrator's Guide』を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation and High Availability Solutions のバックアップと回復の方法

■

複数の PITC の保持

■

データベースのオンラインバックアップ

■

オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップ

■

Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ

Storage Foundation and High Availability Solutions
のバックアップと回復の方法
SFHA Solutions（Storage Foundation and High Availability Solutions）は、いくつか
のデータベースバックアップ使用例に適用できる PITC 方式を提供します。
次の使用例を示します。
■

完全イメージスナップショットと増分 PITC の作成と保守

■

オフホストデータベースバックアップ

■

データベースのオンラインバックアップ

■

Storage Checkpoint を使用するデータベース回復

■

NetBackup を使用するバックアップとリストア

バックアップとリカバリの基本設定について詳しくは、『Symantec Storage Foundation
管理者ガイド』を参照してください。
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複数の PITC の保持
ディスク上でのスナップショットは、破損したデータを論理的に回復する場合に便利です。
SFHA Solutions（Storage Foundation and High Availability Solutions）は、さまざまな
時点における運用データの複数のコピーを管理するための、費用効率が高い非常に効
率的なメカニズムを提供します。 FlashSnap を使用して、論理データの破損からリカバリ
するためのスナップショットのライフサイクル全体を通じて管理を行うためのソリューション
を作成できます。一連の PIT のコピーを作成し、指定した時間または特定のコピー数を
保持できます。プライマリストレージの障害が発生した場合やオフホスト処理を行う場合、
ビジネスを継続させるために、保持されているスナップショットイメージを使うことができま
す。
次の手順例では、回復用のフルイメージスナップショットと定期 PITC を作成する方法を
示しています。 選択可能な複数の PITC の中から、相対精度を指定して、リカバリする
PIT （特定時点）を選択できます。

複数の PITC の設定
複数の PITC の初期設定を設定するには、今後設定される PITC 用のストレージを設定
します。
例に示す手順では、disk1、disk2、…、diskN は、アプリケーションデータの階層 1 スト
レージで設定される LUN です。これらの LUN のサブセットである logdisk1、logdisk2、
…、logdiskN は、DCO を設定するために使用されます。ディスク sdisk1、sdisk2、…、
sdiskN は、階層 2 ストレージのディスクです。
メモ: 書き込みキャッシュによってサポートされるストレージを持つエンクロージャまたは
ディスクアレイがある場合は、同じ LUN のセットを DCO とデータボリュームに使用するこ
とをお勧めします。
デフォルトで logdisk が指定されていない場合、Veritas Volume Manager（VxVM）は、
データボリュームに使用されているのと同じ LUN から DCO を割り当てようとします。
p.30 の 図 4-4 を参照してください。
キャッシュが、複数の変更を含む複数のコピーに対応できる十分の大きさがあることを確
認する必要があります。 次のガイドラインは、要件を見積もるのに役立ちます。
ストレージの必要量を判断するには、次を行います。
表 5-1

ストレージの要件

Sp

プライマリボリュームのストレージ必要量を表す

Sb

プライマリのブレークオフスナップショットのストレージ要件を表します。
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Nc

保守対象の PITC の数を表します。

Sc

スナップショットが作成される前の間隔で発生する変更の平均サイズを表します。

St

ストレージ要件の合計を表します。
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複数の PITC の管理のためのストレージ必要量合計は、ほぼ次のように計算されます。
Sb = Sp
St = Sb + Nc * Sc
キャッシュボリュームのサイズを決定するには、次を行います。
キャッシュボリュームの要件

表 5-2
Nc

保守対象の PITC の数を表します。

Sc

一定の間隔で発生する変更の平均サイズを表します。

Rc

キャッシュオブジェクトの領域サイズを表します。

St

ストレージ要件の合計を表します。

設定するキャッシュボリュームのサイズは、次のように計算されます。
Nc * Sc * Rc
この式は、アプリケーション I/O のサイズが、キャッシュオブジェクトの領域サイズよりも最
大で Rc 倍小さいことを想定しています。
複数の PITC に初期設定を設定するには

1

プライマリアプリケーションストレージがすでにスナップショットに設定されている場
合、つまり DCO がすでにプライマリボリュームに接続されている場合、「2」の手順に
進みます。
まだの場合は、プライマリボリュームを設定してスナップショット用に準備します。
次に例を示します。
# vxassist -g appdg make appvol 10T <disk1disk2 ... diskN >
# vxsnap -g appdg prepare appvol

2

スナップショットボリュームを、プライマリボリュームのプライマリフルイメージスナップ
ショットとして使用するように設定します。スナップショットボリュームは階層 2 ストレー
ジから割り当てることができます。
# vxassist -g appdg make snap-appvol 10T <sdisk1sdisk2 ... sdiskN >
# vxsnap -g appdg prepare snap-appvol ¥
<alloc=slogdisk1, slogdisk2, ...slogdiskN>
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プライマリボリュームとスナップショットボリューム間の関係を確立します。スナップ
ショットの同期が完了するまで待機します。
# vxsnap -g appdg make source=appvol/snapvol=snap-appvol/sync=yes
# vxsnap -g appdg syncwait snap-appvol

4

ディスクグループでキャッシュボリュームに使用するボリュームを作成します。キャッ
シュボリュームは、定期的な間隔で作成される領域最適化 PITC コピーに使用され
ます。キャッシュボリュームは階層 2 ストレージから割り当てることができます。
# vxassist -g appdg make cachevol 1G layout=mirror ¥
init=active disk16 disk17

5

キャッシュボリュームで共有キャッシュオブジェクトを設定します。
# vxmake -g appdg cache snapcache cachevolname=cachevol

6

キャッシュオブジェクトを開始します。
# vxcache -g appdg start snapcache

これで、通常の PITC を作成するための初期設定が完了しました。

PITC の更新
スナップショット用にボリュームを設定すると、PITC を定期的な間隔で作成するための手
順に類似した手順でスクリプトを定期的に呼び出すことができます。
スナップショットの経過日数を識別するには
◆

最も古いスナップショットと最も新しいスナップショットを見つけるには、スナップショッ
トの作成日時を使用します。 次のコマンドのいずれを使用できます。
■

次のコマンドを使用して、スナップショットボリュームの SNAPDATE を見つけま
す。
# vxsnap -g appdg list appvol

■

次のコマンドを実行します。
# vxprint -g appdg -m snapobject_name| grep creation_time

ここで、snapobject-name は appvol-snp、appvol-snp1 .... appvol-snpN で
す。
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プライマリスナップショットを更新するには
◆

プライマリボリュームのプライマリスナップショットを更新します。
# vxsnap -g appdg refresh snap-appvol source=appvol

更新されたスナップショットボリュームのカスケードスナップショットを作成するには
◆

更新されたスナップショットボリュームのカスケードスナップショットを作成します。
# vxsnap -g appdg make source=snap-appvol/new=sosnap-¥
appvol${NEW_SNAP_IDX}/cache=snapcache/infrontof=snap-appvol

最も古い PITC を削除するには
◆

PITC の制限値に達すると、最も古い PITC が削除されます。
# vxedit -g appdg -rf rm sosnap-appvol${ OLDEST_SNAP_IDX }

論理的破損からの回復
プライマリストレージが破損した場合は、保持されているスナップショットイメージを使用で
きます。 論理的破損の影響を受けていない最新のスナップショットを識別する必要があ
ります。
最新の有効なスナップショットを識別するには

1

最新のものから最も古いものの順に、スナップショットごとにスナップショットのイメー
ジを確認します。 PITC イメージの合成レプリカを作成するために、PITC イメージの
領域最適化スナップショットを作成します。
# vxsnap -g appdg make source=sosnapappvol${
CURIDX}/new=syn-appvol/cache=snapcache/sync=no

2

合成レプリカをマウントし、データを検証します。
合成レプリカが破損している場合は、3 に進みます。
破損していない合成レプリカを識別したら、回復の手順に進むことができます。
p.44 の 「論理的破損から回復するには」 を参照してください。

3

合成レプリカをマウント解除し、削除してから、次に新しい PITC を検証するために
前の手順に戻ります。 合成レプリカの関連付け解除と削除を行うには、次のコマン
ドを実行します。
# vxsnap -g appdg dis syn-appvol
# vxedit -g appdg -rf rm syn-appvol
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破損していない最新のスナップショットを見つけたら、そのスナップショットを使用してプラ
イマリボリュームを復元します。
論理的破損から回復するには

1

アプリケーションがプライマリボリューム上で実行中の場合は、アプリケーションを停
止します。

2

アプリケーションボリュームをマウント解除します。

3

合成レプリカからのプライマリボリュームをリストアします。
# vxsnap -g appdg

4

restore appvol source=syn-appvol

アプリケーションを再開します。
■

プライマリボリュームをマウントします。

■

プライマリボリュームの内容を検証します。

■

新プライマリで、アプリケーションを起動します。

更新されたスナップショットイメージを使用したオフホスト処理
保持された PITC は、オフホスト処理の実行にも使用できます。 保持された PITC イメー
ジをこの目的のために使用するには、スナップショット作成に使用されるストレージが次の
ようになっている必要があります。
■

アプリケーションホストからアクセス可能

■

オフホスト処理ホストからアクセス可能

■

CDS ディスクグループの分割

スナップショットストレージを別々のディスクグループに分割するには
◆

スナップショットストレージを別々のディスクグループに分割します。
# vxdg split appdgsnapdgsnap-appvol

snapdg ディスクグループはオフホスト処理を続行するために、オプションで vxdgdeport
コマンドを使用してアプリケーションホストからデポートしたり、vxdgimport コマンドを使
用して別のホストにインポートしたりできます。
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オフホスト処理用にスナップショットイメージを更新するには

1

オフホスト処理ホストから snapdg ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport snapdg

2

アプリケーションホストに snapdg ディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapdg

3

アプリケーションホストで、snapdg ディスクグループを appdg に結合します。
# vxdg join snapdgappdg

この手順の後に、PITC を管理する手順に進むことができます。
p.42 の 「PITC の更新」 を参照してください。

データベースのオンラインバックアップ
データベースのオンラインバックアップをプライマリホストのデータベースのスナップショッ
トミラー上で行うためには、プライマリホストまたは別の専用ホストのいずれかを設定しま
す。
次の項に 2 とおりのバックアップ方法が記載されています。
■

p.46 の 「同一ホスト上でのデータベースのオンラインバックアップ作成」 を参照して
ください。

■

p.54 の 「データベースのオフホストオンラインバックアップの作成」 を参照してくださ
い。

メモ: データベース管理者権限で実行するよう明記されている場合を除き、コマンドはい
ずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必要があります。
Oracle のデータベースをバックアップするスナップショットの使用について詳しくは、
『Symantec Storage FoundationTM: Storage and Availability Management for Oracle
Databases』を参照してください。
メモ: 次の手順のサンプルデータベーススクリプトは情報提供を目的として提示するもの
であり、シマンテック社ではサポートしていません。 ご使用の環境に合わせたカスタマイ
ズは、Veritas Vpro Consulting Services にて対応しており、有償で承ります。
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同一ホスト上でのデータベースのオンラインバックアップ作成
「図 5-1」に示す例では、バックアップする 2 つのプライマリデータベースボリューム
database_vol と dbase_logs は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に
設定され、スナップショットは、コントローラ c3 および c4 に接続されるディスク上に作成
されます。
プライマリホスト上でのデータベースバックアップのシステム設定例

図 5-1

データベース用プライマリホスト

ローカル
ディスク

コントローラ
c1

c2

これらのディスクに
データベースボリュ
ームが作成されます

c3

c4

ディスクアレイ

これらのディスクにス
ナップショットボリュ
ームが作成されます

プライマリホストによってディ
スク、テープ、または他のメデ
ィアにバックアップします

メモ: 例に記載されている手順に従い、バックアップするデータのあるファイルシステムを
含むボリュームの準備を完了していることを前提とします。
オンラインデータベースバックアップを作成するには
■

フルサイズまたは領域最適化されているスナップショットを準備します。
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アプリケーションによって違いはありますが、領域最適化スナップショットに必要なディ
スク領域は通常、フルサイズインスタントスナップショットの 10 % 程度です。
■

バックアップするデータベースファイルの VxFS ファイルシステムを含むボリュームの
スナップショットミラーを作成します。

■

オンラインデータベースのバックアップを作成します。

フルインスタントスナップショットが良好に動作するいくつかの例を次に示します。
■

データベースバックアップでオフホスト処理が計画されています。

■

領域最適化スナップショットが長期間にわたって作成され、頻繁に変更される場合
は、フルスナップショットとそれほど変わりがありません。 そのため、効率を高めるた
め、フルスナップショットを推奨します。

バックアップのためのフルサイズインスタントスナップショットの準
備
オンラインやオフホストのデータベースバックアップに、フルサイズインスタントスナップ
ショットを使用できます。
警告: データの一貫性を保つため、1 つの PITC を利用したアプリケーションで使ったス
ナップショットを別のアプリケーションで再使用することは避けてください。 複数のアプリ
ケーションに対してスナップショットミラーを作成するときに、それぞれの PITC アプリケー
ション専用のスナップショットミラーを最低 1 つ用意してください。
同一ホスト上でオンラインデータベースのバックアップのフルサイズインスタントスナップ
ショットを作成するには

1

次のコマンドを実行して、1 つ以上のスナップショットプレックスをボリュームに追加
し、これらのプレックスを切り離す方式で表領域ボリュームのフルサイズスナップショッ
ト snapvol を作成します。
# vxsnap -g database_dg addmir database_vol [nmirror=N] ¥
[alloc=storage_attributes]
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=database_vol/newvol=snapvol[/nmirror=N]¥
[alloc=storage_attributes]
nmirror 属性を使ってミラー数を指定しない限り、追加されるスナップショットプレッ

クスは 1 つになります。通常、バックアップに必要なプレックスは 1 つのみです。プ
レックスが作成される場所を決定するために、（ディスクのリストなどの）ストレージ属
性を指定できます。
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指定されたミラーの数が N である場合、少なくとも N のディスクを指定できます。

2

ボリュームレイアウトがプレックスの切り離しをサポートしていない場合、スナップショッ
トの空のボリュームを準備します。 もとのボリュームにスペアプレックスが存在しない
場合は、必要なレベルの冗長性を備え、かつサイズと領域サイズがもとのボリューム
と一致する空のボリュームをフルサイズインスタントスナップショットに使うことができ
ます。
もとのボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、スナップショットボリュームに
必要なサイズを検索します。
# LEN=‘vxprint [-g diskgroup] -F%len database_vol‘

メモ: 以降の手順に示すコマンドは、sh、ksh、bash などの Bourne シェルを使って
いることを前提にしています。 その他のシェル（csh や tcsh など）を使う場合は、
シェルに合わせてコマンドを修正する必要があります。 これらの手順は、インスタン
トスナップ DCO でのみ有効です。

3

もとのボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確
認します。
#

4

DCONAME=‘vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name database_vol‘

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、その領域のサイズ（ブロック
数）を確認します。
# RSZ=‘vxprint [-g diskgroup] -F%regionsz $DCONAME‘

5

vxassist コマンドを使って、必要なサイズと冗長性を備えたボリューム snapvol を

作成します。ストレージ属性は、ボリュームを配置するディスクを指定する場合に使
います。init=active 属性を指定すると、ボリュームがすぐに使用可能になります。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] init=active ¥
[storage_attributes]

6

次のように、インスタントスナップショット操作用にスナップショットボリュームを準備し
ます。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare snapvol [ndcomirs=number] ¥
regionsz=$RSZ [storage_attributes]

48

第 5 章 バックアップと回復
データベースのオンラインバックアップ

49

DCO ミラーの数（ndcomirror）をボリューム内のミラー数（nmirror）と同数にすること
を推奨します。

7

次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g database_dg make source=database_vol/snapvol=snapvol

たとえば、データベースが複数のボリュームに分散している場合は、各ボリュームと
そのスナップショットボリュームを一組として同一行で個別に指定します。たとえば、
次のように指定します。
# vxsnap -g database_dg make source=database_vol1/snapvol=snapvol1 ¥
source=database_vol2/newvol=snapvol2 ¥
source=database_vol3/snapvol=snapvol3

バックアップを作成する準備ができたら、同一ホストにオンラインデータベースのバッ
クアップを作成する手順に進みます。

データベースバックアップのための領域最適化スナップショットの
準備
スナップショットボリュームを別のホストに移動することなく、同一ホスト上で使う場合は、フ
ルサイズインスタントスナップショットの代わりに領域最適化インスタントスナップショットを
使うことができます。 アプリケーションによって違いはありますが、領域最適化スナップ
ショットに必要なディスク領域は通常、フルサイズインスタントスナップショットの 10 % 程
度です。
オンラインデータベースのバックアップのために領域最適化スナップショットを準備する
には

1

2

キャッシュオブジェクトの基盤となるキャッシュボリュームに適用する特性を決定しま
す。
■

キャッシュボリュームにはスナップショットの更新の合間に発生した親ボリューム
の変更が記録されるため、それに見合ったサイズが必要です。更新間隔が 24
時間の場合の推奨値は、親ボリュームの合計サイズの 10 % です。

■

キャッシュボリュームに冗長性が必要な場合は、ミラー化を行う必要があります。
キャッシュボリュームをミラー化すると、必要な領域がミラー数に比例して増大し
ます。

■

キャッシュボリュームをミラー化する場合は、ミラーと同数以上のディスク上に領
域が必要になります。親ボリュームと同じディスクは使えません。また、重要なボ
リュームの I/O 処理効率に影響を与えたり、ディスクグループの分割および結合
の操作を妨げることのないよう、適切なディスクを選択する必要があります。

特性を決定したら、vxassist コマンドを使って、キャッシュボリュームに使うボリュー
ムを作成します。次の例は、ディスク disk16 と disk17 を使ってディスクグループ
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database_dg 内に 1 GB のキャッシュボリューム cachevol を作成し、そのキャッシュ
ボリュームをミラー化する方法を示しています。
# vxassist -g database_dg make cachevol 1g layout=mirror ¥
init=active disk16 disk17

属性 init=active を指定して、キャッシュボリュームをただちに使えるようにしてい
ます。

3

vxmake cache コマンドを使って、前の手順で作成したキャッシュボリュームの上に

キャッシュオブジェクトを作成します。
#

vxmake [-g diskgroup] cache cache_object ¥
cachevolname=cachevol [regionsize=size] [autogrow=on] ¥
[highwatermark=hwmk] [autogrowby=agbvalue] ¥
[maxautogrow=maxagbvalue]]

領域のサイズを指定する場合は、16 KB（16k）以上の 2 の累乗の値にする必要が
あります。 この値を指定しなかった場合、キャッシュの領域のサイズは 64 KB に設
定されます。
メモ: キャッシュを共有する領域最適化スナップショットの領域のサイズは、キャッシュ
に設定した領域のサイズと同サイズかまたはその整数倍にする必要があります。 ま
た、もとのボリュームの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズより小さいと、スナッ
プショットの作成は失敗します。
必要に応じてキャッシュのサイズを拡張できないようにするには、autogrow=off と
指定します。 特に指定しない限り、キャッシュの自動拡張機能は有効になっていま
す。
次の例では、キャッシュボリューム cachevol の上にキャッシュオブジェクト
cache_object を作成し、キャッシュの領域のサイズを 32 KB に設定して、autogrow
機能を有効にしています。
# vxmake -g database_dg cache cache_object cachevolname=cachevol ¥
regionsize=32k autogrow=on

4

キャッシュオブジェクトの作成が完了したら、次のコマンドを使ってキャッシュオブジェ
クトを有効にします。
vxcache [-g diskgroup] start cache_object

たとえば、次のようにしてキャッシュオブジェクト cache_object を起動します。
# vxcache -g database_dg start cache_object
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キャッシュオブジェクトで領域最適化スナップショットを作成します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=database_vol1/newvol=snapvol1/cache=cache_object

6

複数の領域最適化スナップショットを同時に作成する場合は、次の例に示すように、
すべてのスナップショットに対して同一のキャッシュオブジェクトを指定することがで
きます。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=database_vol1/newvol=snapvol1/cache=cache_object ¥
source=database_vol2/newvol=snapvol2/cache=cache_object ¥
source=database_vol3/newvol=snapvol3/cache=cache_object

メモ: この手順では、スナップショットボリュームを設定し、バックアップサイクルを準備
し、もとのボリュームに対する変更の追跡を開始します。
バックアップを作成する準備ができたら、同一ホストにオンラインデータベースのバッ
クアップを作成する手順に進みます。

同じホスト上での Sybase データベースのバックアップ
Sybase データベースのオンラインバックアップを作成できます。
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同一ホスト上でオンライン Sybase データベースのバックアップを作成するには

1

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。 Sybase ASE のバージョン
12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的に停止するデータベース静止
機能が提供されています。 Sybase データベース管理者権限で、例に示されてい
るスクリプトを使って、データベースを静止状態にします。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to quiesce example Sybase ASE database.
#
# Note: The “for external dump” clause was introduced in Sybase
# ASE 12.5 to allow a snapshot database to be rolled forward.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag hold database1[, database2]... [for external dump]
go
quit
!

2

次のコマンドを実行し、元のボリュームに基づいてスナップショットボリュームの内容
を更新します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=database_vol ¥
[snapvol2 source=database_vol2]...

たとえば、スナップショット snapvol1、snapvol2、snapvol3 を更新するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol1 source=database_vol1 ¥
snapvol2 source=database_vol2 snapvol3 source=database_vol3
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3

ボリュームへの更新を一時的に停止した場合、すべての表領域やデータベースを
静止状態から解除します。
Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベース
を静止状態から解除します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to release example Sybase ASE database from
# quiesce mode.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag release
go
quit
!

4

スナップショットボリュームをバックアップします。ボリューム内のファイルシステムを
バックアップするために再マウントする必要がある場合は、最初にボリュームで fsck
を実行します。次のコマンドは、ファイルシステムをチェックしてマウントするためのサ
ンプルコマンドです。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/database_dg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/database_dg/snapvol
mount_point

Symantec NetBackup の bpbackup などのコマンドを使って、この時点でのファイ
ルシステムをバックアップします。 バックアップ終了後は、次のコマンドでファイルシ
ステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

5

ボリュームをバックアップする場合は、この手順を繰り返します。

ボリュームの再同期
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。
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スナップショットボリュームからボリュームを再同期するには
◆

次を入力します。
# vxsnap -g diskgroup restore database_vol source=snapvol ¥
destroy=yes|no
destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスをもとのボリュームに再接

続するかどうかを指定します。たとえば、ボリューム database_vol をそのスナップ
ショットボリューム snapvol に基づいて再同期する場合、スナップショットボリューム
を削除することなく処理を完了するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg restore database_vol ¥
source=snapvol destroy=no

メモ: もとのボリュームの内容をスナップショットに基づいて再同期する場合は、あら
かじめデータベースを停止し、もとのボリュームに設定されているファイルシステムの
マウントを解除しておく必要があります。

データベースのオフホストオンラインバックアップの作成
「図 5-2」に示す例では、バックアップする 2 つのプライマリデータベースボリューム
database_vol と dbase_logs は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に
設定され、スナップショットは、コントローラ c3 および c4 に接続されるディスク上に作成
されます。
オフホストには、プライマリデータベースボリュームを含むディスクへのアクセス権は必要
ありません。
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データベースのオフホストバックアップのシステム構成の例

図 5-2
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イマリホストによってア
クセスされます

コントローラ
c4
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ディスク
アレイ

c2

c3
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これらのディスクに作成されたスナッ
プショットボリュームは両方のホスト
によってアクセスされます

オフホストによってディスク、テープ、また
は他のメディアにバックアップします

クラスタで共有するディスクグループのボリューム上にデータベースが設定されている場
合、データベースのプライマリホストはクラスタのマスターノードであると仮定したうえで実
行例を記述しています。 ただし、プライマリホストもマスターノードではない場合、共有ディ
スクグループに対する大部分の VxVM（Veritas Volume Manager）操作はマスターノー
ド上で最もよく実行されます。
オンラインデータベースでオフホストデータベースバックアップを作成するには
■

バックアップするためのフルサイズスナップショットを準備します。
p.47 の 「バックアップのためのフルサイズインスタントスナップショットの準備」 を参照
してください。
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■

データベースのオフホストデータベースバックアップを作成します。
p.56 の 「オンライン Sybase データベースのオフホストバックアップの作成」 を参照
してください。

オンライン Sybase データベースのオフホストバックアップの作成
オフホストデータベースのバックアップ手順は、システムの処理効率に影響する可能性が
あるコピーオンライト動作を最小限にするために設計されています。データベースボリュー
ムが単一ホスト上のクラスタ共有ディスクグループにあっても、プライベートディスクグルー
プにあっても、この手順を使うことができます。ディスクグループがクラスタ共有が可能な
場合は、オフホスト処理（OHP）ホストのクラスタ内のノードを使うことができます。その場
合は、この手順を省略してディスクグループを分割し、それを OHP ホストにデポートしま
す。ディスクグループはすでに OHP ホストにアクセスできるようになっています。同様に、
スナップショットを更新すると、スナップショットを再インポートしてスナップショットディスク
グループをプライマリホストに再結合する必要はありません。
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オンライン Sybase データベースのオフホストバックアップを作成するには

1

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、1 つ以上のスナップショットプレックスを
ボリュームに追加します。
# vxsnap -g database_dg addmir database_vol [nmirror=N] ¥
[alloc=storage_attributes]
nmirror 属性を使ってミラー数を指定しないかぎり、追加されるスナップショットプ

レックスは 1 つになります。通常、バックアップに必要なプレックスは 1 つのみです。
プレックスが作成される場所を決定するために、（ディスクのリストなどの）ストレージ
属性を指定できます。

2

ボリュームへの更新を中断します。 Sybase データベース管理者権限で、例に示さ
れているスクリプトを使って、データベースを静止状態にします。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to quiesce example Sybase ASE database.
#
# Note: The "for external dump" clause was introduced in Sybase
# ASE 12.5 to allow a snapshot database to be rolled forward.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag hold database1[, database2]... [for
external dump]
go
quit
!
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3

58

次のコマンドを実行し、1 で追加したプレックスを元のボリュームから切り離す方式で
表領域ボリュームのフルサイズスナップショット snapvol を作成します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=database_vol/newvol=snapvol/nmirror=N ¥
[alloc=storage_attributes]
nmirror 属性には、スナップショットボリュームのミラー数 N を指定します。

たとえば、データベースが複数のボリュームに分散している場合は、各ボリュームと
そのスナップショットボリュームを一組として同一行で個別に指定します。たとえば、
次のように指定します。
# vxsnap -g database_dg make source=database_vol1/snapvol=snapvol1 ¥
source=database_vol/snapvol=snapvol2 ¥
source=database_vol3/snapvol=snapvol3 alloc=ctlr:c3,ctlr:c4

この手順を実行すると、スナップショットボリュームをバックアップサイクルに組み込む
準備が完了し、元のボリュームに対する変更の追跡が開始されます。

4

すべての表領域やデータベースを静止状態から解除します。 Sybase データベー
ス管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベースを静止状態から解除
します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to release example Sybase ASE database from quiesce
# mode.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag release
go
quit
!
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5

プライマリホストとスナップショットホストが同じクラスタ内にあり、かつ、ディスクグルー
プが共有されている場合は、スナップショットボリュームはすでに OHP ホストにアク
セスできるようになっています。手順 9 へ進みます。
OHP ホストがクラスタ内にない場合は、次の手順を実行してスナップショットボリュー
ムが OHP ホストにアクセスできるようにします。
次のコマンドを実行し、プライマリホスト上でスナップショットボリュームを含むディスク
をその元のディスクグループ snapvoldg, から別のディスクグループ database_dg
に分割します。
# vxdg split database_dgsnapvoldgsnapvol ...

6

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

7

バックアップを実行するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュー
ムのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg

8

VxVM は、自動的にリカバリしないように設定されていないかぎり、ディスクグループ
のインポート後自動的にボリュームをリカバリします。 スナップショットボリュームが
DISABLED 状態に初期設定され、分割後回復されないかどうかを確認してくださ
い。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、オフホスト上で次のコマンドを
使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol ...

9

オフホスト上で、スナップショットボリュームをバックアップします。 スナップショットボ
リュームをバックアップするためにボリュームのファイルシステムを再マウントする必
要がある場合は、最初にボリューム上で fsck を実行します。 次のコマンドは、ファ
イルシステムをチェックしてマウントするためのサンプルコマンドです。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/snapvoldg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvolmount_point

Symantec NetBackup の bpbackup などのコマンドを使って、ファイルシステムを
バックアップします。 バックアップ終了後は、次のコマンドでファイルシステムのマウ
ントを解除します。
# umount mount_point
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10 プライマリホストとスナップショットホストが同じクラスタ内にあり、かつ、ディスクグルー
プが共有されている場合は、スナップショットボリュームはすでに OHP ホストにアク
セスできるようになっています。手順 14 へ進みます。
OHP ホストがクラスタ内にない場合は、次の手順を実行してスナップショットボリュー
ムがプライマリホストにアクセスできるようにします。
オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

11 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg [-s] import snapvoldg

メモ: クラスタの共有ディスクグループに再結合するディスクグループを再インポート
する場合は、-s オプションを指定します。

12 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループと元のボリュームのディスクグループを再結合します。
# vxdg join snapvoldgdatabase_dg
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13 VxVM は、自動的にリカバリしないように設定されていないかぎり、結合後自動的に
ボリュームをリカバリします。 スナップショットボリュームが DISABLED 状態に初期
設定され、結合後回復されないかどうかを確認してください。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、プライマリホスト上で次のコマン
ドを使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g database_dg -m snapvol

14 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームを元のボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g database_dg reattach snapvol source=database_vol ¥
[snapvol2 source=database_vol2]...

たとえば、スナップショットボリューム snapvol1、snapvol2、snapvol3 を再接続する
には、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg reattach snapvol1 source=database_vol1 ¥
snapvol2 source=database_vol2snapvol3 source=database_vol3

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP
状態のままとなります。 再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になりま
す。 同期の進行状況は、vxsnap print コマンドで確認できます。
ボリュームをバックアップする場合は、手順 2 から 14 を実行します。

ボリュームの再同期
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。

61

第 5 章 バックアップと回復
オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップ

ボリュームを再同期するには
◆

次のコマンド構文を使用します。
vxsnap -g database_dg restore database_vol source=snapvol ¥
destroy=yes|no
destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスをもとのボリュームに再接

続するかどうかを指定します。
たとえば、ボリューム database_vol をそのスナップショットボリューム snapvol に基
づいて再同期する場合、スナップショットボリュームを削除することなく処理を完了す
るには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg restore database_vol ¥
source=snapvol destroy=no

メモ: もとのボリュームの内容をスナップショットに基づいて再同期する場合は、あら
かじめデータベースを停止し、もとのボリュームに設定されているファイルシステムの
マウントを解除しておく必要があります。

オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップ
SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File System High Availability）を使うと、複
数のクラスタノードで同一のファイルシステムへのアクセスを共有することができます。
SFCFSHA は、クラスタノード間で主に読み取りに使われるデータを共有するのに特に
役立ちます。
クラスタファイルシステムのオフホストバックアップは、ファイルシステムを含むボリュームの
スナップショットを作成し、別のホスト上でバックアップ操作を実行することによって実現さ
れます。
図 5-3 に示す例では、バックアップ対象のファイルシステムを含むプライマリボリューム
は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に設定します。また、そのスナップ
ショットはコントローラ c3 および c4 に接続されているディスク上に作成します。
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ファイルシステムのオフホストバックアップのシステム構成

図 5-3
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てアクセスされます

c1
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これらのディスクに作成さ
ディスク れたスナップショットボリ
アレイ ュームはすべてのホストに
よってアクセスされます

オフホストによってディスク、
テープ、または他のメディアに
バックアップします

オフホストのクラスタファイルシステムバックアップを設定するには
■

クラスタノードによって共有アクセスできるよう、VxFS ファイルシステムをマウントしま
す。
p.64 の 「共有アクセスのためのファイルシステムのマウント」 を参照してください。

■

共有アクセスでマウントされたファイルシステムのスナップショットを準備します。
p.64 の 「共有アクセスを持つマウントされたファイルシステムのスナップショットの準
備」 を参照してください。
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■

共有アクセスでマウントされたファイルシステムのスナップショットをバックアップしま
す。
p.66 の 「共有アクセスでマウントされたファイルシステムのスナップショットのバックアッ
プ」 を参照してください。

■

コマンドはいずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必
要があります。
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共有アクセスのためのファイルシステムのマウント
共有アクセスのための VxFS ファイルシステムをマウントするには、各クラスタノード上で
次のコマンドを実行します。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/database_dg/database_vol
mount_point

たとえば、マウントポイント /mnt_pnt に共有アクセス用のディスクグループ database_dg
のボリューム database_vol をマウントするには、次のコマンドを実行します。
# mount -t vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/database_dg/database_vol /mnt_pnt

共有アクセスを持つマウントされたファイルシステムのスナップショットの
準備
オフホストバックアップにはフルサイズスナップショットを使用する必要があります。
警告: データの一貫性を保つため、1 つの PITC を利用したアプリケーションで使ったス
ナップショットを別のアプリケーションで再使用することは避けてください。 複数のアプリ
ケーションに対してスナップショットミラーを作成するときに、それぞれの PITC アプリケー
ション専用のスナップショットミラーを最低 1 つ用意してください。
共有アクセスを持つマウントされたファイルシステムのスナップショットのバックアップの
準備

1

マスターノードで、ボリュームにインスタントスナップデータ変更オブジェクト（DCO）
と DCO ボリュームがあることと、ボリュームで FastResync が有効になっていること
を確認します。
# vxprint -g database_dg -F%instant database_vol
# vxprint -g database_dg -F%fastresync database_vol

2 つのコマンドがどちらも ON を返した場合は、手順 3 に進みます。それ以外の場
合は、引き続き手順 2 を実行してください。

2

次のコマンドを使って、インスタントスナップショット用のボリュームを準備します。

第 5 章 バックアップと回復
オフホストのクラスタファイルシステムのバックアップ

# vxsnap -g database_dg prepare database_vol [regionsize=size] ¥
[ndcomirs=number] [alloc=storage_attributes]

3

元のボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、スナップショットボリュームに必
要なサイズを検索します。
# LEN=`vxprint [-g database_dg] -F%len database_vol`

メモ: 以降の手順に示すコマンドは、sh、ksh、bash などの Bourne シェルを使って
いることを前提にしています。 その他のシェル（csh や tcsh など）を使う場合は、
シェルに合わせてコマンドを修正する必要があります。 これらの手順は、インスタン
トスナップ DCO でのみ有効です。

4

元のボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認
します。
#

5

DCONAME=`vxprint [-g database_dg] -F%dco_name database_vol`

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、その領域のサイズ（ブロック
数）を確認します。
# RSZ=`vxprint [-g database_dg] -F%regionsz $DCONAME`

6

vxassist コマンドを使って、必要なサイズと冗長性を備えたボリューム snapvol と、

適切な領域サイズを持つインスタントスナップ DCO ボリュームを作成します。
# vxassist [-g database_dg] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] logtype=dco drl=no ¥
dcoversion=20 [ndcomirror=number] regionsz=$RSZ ¥
init=active [storage_attributes]

DCO ミラーの数（ndcomirror）をボリューム内のミラー数（nmirror）と同数にする
ことを推奨します。init=active 属性を指定すると、ボリュームがただちに使用可
能になります。ストレージ属性は、ボリュームを配置するディスクを指定する場合に使
います。
スナップショットボリュームと DCO ボリュームを 1 つの手順で作成するのではなく、
まずボリュームを作成し、そのボリュームを対象としてインスタントスナップショット操
作のための準備を行う場合は、次のコマンドを実行します。
# vxassist [-g database_dg] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] init=active ¥
[storage_attributes]
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# vxsnap [-g database_dg] prepare snapvol [ndcomirs=number] ¥
regionsz=$RSZ [storage_attributes]

7

次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g database_dg make source=database_dg/snapvol=snapvol

メモ: この手順では、実際にスナップショットを取得し、スナップショットボリュームを
バックアップサイクルで使用できるように設定し、元のボリュームに対する変更の追
跡を開始します。

共有アクセスでマウントされたファイルシステムのスナップショットのバッ
クアップ
任意のノードから次の手順でコマンドを実行できる場合は、それらをマスターノードから実
行することをお勧めします。
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マウントされた共有アクセスファイルシステムのスナップショットをバックアップするには

1

いずれかのノード上で次のコマンドを実行し、元のボリュームに基づいてスナップ
ショットボリュームの内容を更新します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=database_vol ¥
[snapvol2 source=database_vol2]... syncing=yes
syncing=yes 属性は、スナップショットの同期をバックグラウンドで開始します。

たとえば、スナップショット snapvol を更新するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=database_vol ¥
syncing=yes

このコマンドは、データをバックアップするたびに実行できます。vxsnap refresh
コマンドは、最後の更新以降に変更された領域のみ再同期します。

2

スナップショットの内容が元のボリュームの内容と完全に同期するまで待機するに
は、クラスタの任意のノード上で次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg syncwait snapvol

たとえば、スナップショット snapvol の同期の完了を待機する場合は、次のコマンド
を実行します。
# vxsnap -g database_dg syncwait snapvol

メモ: スナップショットボリュームの内容の同期が完了するまで、そのスナップショット
ボリュームを別のディスクグループに移動することはできません。同期の進行状況
は、vxsnap print コマンドで確認できます。

3

マスターノード上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームを元のディスク
グループ database_dg から別のディスクグループ snapvoldg に分割します。
# vxdg split volumedgsnapvoldgsnapvol

共有ディスクグループ splitdg にボリューム database_vol のスナップショットを配
置するには、次のコマンドを実行します。
# vxdg split database_dg splitdg snapvol
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4

マスターノード上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグルー
プをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

ディスクグループ splitdg をデポートするには、次のコマンドを実行します。
# vxdg deport splitdg

5

バックアップを実行するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュー
ムのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg

ディスクグループ splitdg をインポートするには、次のコマンドを実行します。
# vxdg import splitdg

6

VxVM は、自動的にリカバリしないように設定されていないかぎり、ディスクグループ
のインポート後自動的にボリュームをリカバリします。 スナップショットボリュームが
DISABLED 状態に初期設定され、分割後リカバリされないかどうかを確認してくだ
さい。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、オフホスト上で次のコマンドを
使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol

たとえば、ボリューム snapvol を起動するには次のコマンドを実行します。
# vxrecover -g splitdg -m snapvol

7

オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをチェックしてオフ
ホストにローカルにマウントします。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/database_dg/database_vol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/database_dg/database_volmount_point

たとえば、共有アクセス用のディスクグループ splitdg のボリューム snapvol をチェッ
クして /bak/mnt_pnt にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/splitdg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/splitdg/snapvol /bak/mnt_pnt
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8

Symantec NetBackup の bpbackup などのコマンドを使って、この時点でのファイ
ルシステムをバックアップします。 バックアップ終了後は、次のコマンドでファイルシ
ステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

9

オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

たとえば、splitdg をデポートするには次のコマンドを実行します。
# vxdg deport splitdg

10 マスターノード上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグルー
プを共有ディスクグループとして再インポートします。
# vxdg -s import snapvoldg

たとえば、splitdg をインポートするには、次のコマンドを実行します。
# vxdg -s import splitdg

11 マスターノード上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグルー
プを元のボリュームのディスクグループと再結合します。
# vxdg join snapvoldgdatabase_dg

たとえば、ディスクグループ splitdg を database_dg と結合するには、次のコマンド
を実行します。
# vxdg join splitdgdatabase_dg
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12 VxVM は、自動的にリカバリしないように設定されていないかぎり、結合後自動的に
ボリュームをリカバリします。 スナップショットボリュームが DISABLED 状態に初期
設定され、結合後回復されないかどうかを確認してください。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、プライマリホスト上で次のコマン
ドを使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g database_dg -m snapvol

13 リカバリ終了後、次のコマンドを実行してスナップショットボリュームを更新し、その内
容をプライマリボリュームから更新します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=database_vol ¥
syncing=yes
# vxsnap -g database_dg syncwait snapvol

同期が完了すると、スナップショットをバックアップに再利用できるようになります。
ボリュームをバックアップする場合は、手順全体を繰り返します。

スナップショットボリュームからのボリュームの再同期
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。
スナップショットボリュームからボリュームを再同期するには
◆

次を入力します。
vxsnap -g database_dg restore database_vol source=snapvol ¥
destroy=yes|no
destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスを元のボリュームに再接

続するかどうかを指定します。 たとえば、ボリューム database_vol をそのスナップ
ショットボリューム snapvol に基づいて再同期する場合、スナップショットボリューム
を削除することなく処理を完了するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg restore database_vol source=snapvol destroy=no

メモ: 元のボリュームの内容をスナップショットに基づいて再同期する場合は、元のボ
リュームに設定されているファイルシステムのマウントをあらかじめ解除しておく必要
があります。
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スナップショットプレックスの再接続
インスタントスナップショットのプレックスの一部または全体を、指定したもとのボリュームま
たはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュームの上位にあるソースボリュー
ムに再接続します。
メモ: この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
デフォルトでは、すべてのプレックスが再接続され、その結果スナップショットが削除され
ます。再接続するプレックスの数は、必要に応じて、nmirror 属性の値として指定できま
す。
メモ: 再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。た
とえば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウ
ント解除する必要があります。
スナップショットを再接続するには
◆

次のコマンドを使ってインスタントスナップショットを指定したもとのボリュームまたは
スナップショット階層内のそのスナップショットボリュームの上位にあるソースボリュー
ムに再接続します。
vxsnap [-g database_dg] reattach snapvol source=database_vol ¥
[nmirror=number]

たとえば、スナップショットボリューム snapvol の 1 つのプレックスをボリューム
database_vol に再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g database_dg reattach snapvol source=database_vol
nmirror=1

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP
状態のままとなります。再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になりま
す。
vxsnap refresh コマンドと vxsnap reattach コマンドの動作はわずかに異なります。
vxsnap reattach コマンドでは、スナップショットボリュームをもとのボリュームに再接続

してから、ボリュームデータをスナップショットボリュームにコピーし始めます。
vxsnap refresh コマンドでは、スナップショットボリュームの内容の表示が更新されま

す。更新されたスナップショットは、バックグラウンドで同期が行われていても、新しい内容
でただちに利用できます。
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Storage Checkpoint を使ったデータベースのリカバリ
Storage Checkpoint を使って、VxFS ファイルシステム上に構築されているデータベー
スのバックアップおよびリカバリを効率的に実行することができます。 Storage Checkpoint
を使うと、データベース全体、表領域または単一のデータベースファイルを Storage
Checkpoint が作成された時点までロールバックすることができます。 Storage Checkpoint
を使ったロールバックやリストアは、変更されたデータブロックのみをリストアする処理であ
るため一般的に短時間で済みます。
Storage Checkpoint をマウントして、標準のファイルシステム操作の実行や、セカンダリ
データベースの起動を行なうこともできます。
Storage Checkpoint を管理する方法について詳しくは、『Symantec Storage Foundation
TM 管理者ガイドを参照してください。
Oracle データベースの Database Storage Checkpoint を管理する方法について詳し
くは、『Symantec Storage FoundationTM: Storage and High Availability Management
for Oracle Databases』を参照してください。
メモ: Storage Checkpoint は、人為的なミスやソフトウェア障害などの論理エラーから復
旧する場合にのみ使えます。すべてのデータブロックが同一物理デバイス上に存在して
いるため、ディスク障害が発生したファイルのリストアには使えません。ディスク障害の場
合は、別のメディアに保存されているデータベースファイルのバックアップコピーを使って
データベースを復旧する必要があります。重要度の高いデータを物理的なメディア障害
と論理エラーの両方から保護するには、Storage Checkpoint を使うとともに、ディスクの
ミラー化などによりデータの冗長性を確保することをお勧めします。
Storage Checkpoint を作成するファイルシステムには十分な領域が必要です。変更さ
れたファイルシステムブロックのコピーが増えるにつれて、必要領域も増大します。ファイ
ルシステムの領域が不足し、ファイルシステムやその下位のボリュームを拡張できるディ
スク領域がなくなると、最も古い Storage Checkpoint（作成時に removable 属性が設
定されている場合）が VxFS によって自動的に削除されます。

Storage Checkpoint の作成
Storage Checkpoint を作成するには、VxDBA ユーティリティで［3 Storage Checkpoint
管理］、［Storage Checkpoint の新規作成］の順に選択します。この操作は、オンライン
またはオフラインのいずれのデータベースでも行うことができます。
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メモ: データベースがオンライン状態のときに Storage Checkpoint を作成する場合、
Oracle で ARCHIVELOG モードを有効にする必要があります。Storage Checkpoint の作
成中は、表領域がバックアップモードになります。Storage Checkpoint の作成には数秒
しかかからないため、表領域がオンラインバックアップモードになっている間に生成され
る REDO ログのサイズは非常に小さくなります。リカバリ効率を最大限に高めるため、
ARCHIVELOG モードは常に有効にしておくことをお勧めします。

警告: データファイルの追加や削除などにより Storage Checkpoint の作成後にデータ
ベース構造が変更されると、Storage Rollback を実行できなくなります。Storage
Checkpoint を作成すると直後に、データベースの制御ファイルのバックアップコピーが
/etc/vx/vxdba/ORACLE_SID/checkpoint_dir ディレクトリに保存され、それに基づ
き Storage Rollback が行われるためです。また、必要に応じて、このファイルをデータ
ベースリカバリに役立てることもできます。可能であれば、制御ファイルのコピーは ASCII
形式とバイナリ形式の両方で作成され、バイナリコピーは領域を節約するために圧縮され
ます。これらの制御ファイルを使ってデータベースのリカバリを実行する場合は細心の注
意が必要です。データベースを再構築した際は、必ず古い Storage Checkpoint を削除
し、新しい Storage Checkpoint を作成することをお勧めします。

データベースのロールバック
このセクションの手順では、論理エラーが発生した後場合などに Storage Checkpoint
を使って、データベースをロールバックする方法について説明します。
データベースをロールバックするには、次の手順を実行します。

1

データベースがオフラインであることを確認します。VxDBA ユーティリティを使うと、
データベースとその表領域の状態を表示したり、データベースを停止することができ
ます。
■

状態情報を表示するメニューにアクセスするには、［2 データベースおよび VxDBA
情報の表示］を選択します。

■

データベースを停止するには、［1 データベース管理］、［データベースインスタンスの
停止］の順に選択します。

2

VxDBA ユーティリティで［4 Storage Rollback 管理］、［Storage Checkpoint
を使うデータベースのロールバック］の順に選択し、該当する Storage Checkpoint を
選択します。これにより、データベースで使われるデータファイルのうち、REDO ログ
と制御ファイルを除くすべてのファイルが Storage Checkpoint 作成時の状態に復
元されます。

3

VxDBA ユーティリティで［1 データベースの管理］、［データベースインスタンスの起動］の
順に選択し、データベースインスタンスを開かずに起動します。
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4

データベースの不完全メディアリカバリを実行するには、次のコマンドのいずれかを
使います。
■

停止操作を実行するまでデータベースのリカバリを継続する場合は、次のコマン
ドを実行します。
recover database until cancel;
...
alter database [database] recover cancel;

■

システム変更番号 scn を指定し、データベースをその直前の状態に戻す場合
は、次のコマンドを実行します。
recover database until change scn;

■

データベースを指定日時の状態に戻す場合は、次のコマンドを実行します。
recover database until time ’yyyy-mm-dd:hh:mm:ss’;

■

バックアップ制御ファイルを使ってデータベースを指定日時の状態に戻す場合
は、次のコマンドを実行します。
recover database until time ’yyyy-mm-dd:hh:mm:ss’ ¥
using backup controlfile;

メモ: エラーが発生した時点を確認するには、../bdump/alert*.log ファイルを
チェックします。
データベースリカバリの詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。
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5

不完全メディアリカバリの実行後にデータベースを開くには、次のコマンドを実行し
ます。
alter database open resetlogs;

メモ: 不完全メディアリカバリの実行後は、resetlogs オプションを使ってログシーケ
ンスをリセットする必要があります。ログをリセットしたら、データベースのフルバック
アップを実行し、新たな Storage Checkpoint を作成してください。

6

データベースのフルバックアップを実行し、VxDBA ユーティリティを使って、データ
ベースのロールバックに使った Storage Checkpoint 以降、ロールバックの発生以
前に作成された Storage Checkpoint を削除します。それらの Storage Checkpoint
は Storage Rollback に使えないためです。必要な場合は、VxDBA ユーティリティ
を使って古い Storage Checkpoint を削除し、新しい Storage Checkpoint を作成
してください。
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6
NetBackup 環境でのバック
アップと回復
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec NetBackup について

■

Sybase のバックアップとリストアを実行するための NetBackup の使用について

■

SFHA Solutions 製品環境での NetBackup の使用

Symantec NetBackup について
Symantec NetBackup には、クライアントサーバーネットワークのクライアントシステムに
格納されているデータベースファイルおよびディレクトリのバックアップ、アーカイブおよび
リストア機能が用意されています。NetBackup サーバーソフトウェアは、物理的なバック
アップストレージデバイスを管理するプラットフォーム上に存在します。NetBackup サー
バーは、自動制御、メディア管理、エラー処理およびスケジュールが行われ、すべてのク
ライアントバックアップイメージのリポジトリとして機能します。
管理者は、自動的に実行され、介入作業のない完全バックアップおよび増分バックアッ
プのスケジュールを設定できます。前述のバックアップは、NetBackup サーバーによっ
て完全に管理されます。また、管理者が手動でクライアントのバックアップを作成すること
もできます。クライアントユーザーは各自のクライアントシステムからバックアップ、アーカ
イブおよびリストアを実行できますが、起動後の操作は NetBackup サーバーに制御され
ます。
Symantec NetBackup は、Extended Edition（EE）または Extended-Enterprise Edition
（EEE）環境において DB2 向けに設定できます。DB2 for EEE とその設定について詳
しくは、『Symantec NetBackup for DB2 システム管理者ガイド UNIX』の「DB2 EEE
（DPF）環境用の設定」を参照してください。
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Symantec NetBackup は、Symantec Storage Foundation Enterprise 製品には付属
していませんが、別途購入できます。

Sybase のバックアップとリストアを実行するための
NetBackup の使用について
Sybase 対応 Symantec NetBackup は、標準の Veritas Database Edition に含まれ
ていません。ここに記載されている情報は参照のためにのみ提供されます。
Sybase 対応 Symantec NetBackup は、Sybase Backup Server のデータベースバッ
クアップおよびリカバリ機能と NetBackup のバックアップおよびリカバリ管理機能を統合
します。
Symantec NetBackup は Sybase API と連携して動作して、Sybase データサーバー
用の高性能バックアップとリストアを提供します。Symantec NetBackup を使うと、ネット
ワークを介して Sybase ASE データサーバー（NetBackup クライアント）に対して自動の
無人バックアップのスケジュールを設定できます。これらのバックアップは、完全なデータ
ベースのダンプまたは増分バックアップ（トランザクションログ）とすることができ、NetBackup
サーバーによって管理されます。 dataserver を手動でバックアップすることもできます。
Sybase の dump コマンドと load コマンドは、バックアップとリストアを実行するために使
われます。
Symantec NetBackup は、ユーザーのニーズに対応するために GUI とメニュー駆動型
のユーザーインターフェースの両方を備えています。
詳しくは、『Symantec NetBackup System Administrator's Guide for UNIX』を参照し
てください。

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

NetBackup マスターサーバーのクラスタ化

■

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

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

1

2

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

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

■

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

■

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

■

NetBackup 互換性について詳しくは、以下を参照してください。
http://www.symantec.com/business/support/index?page=landing&key=15145

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

VCS リソースと NetBackup プロセスの堅牢性を検証するには

1

Netbackup マスターをオンライン化できるかどうかを検証します。

2

Netbackup マスターをオフライン化できるかどうかを検証します。

3

すべての NetBackup リソースを監視できるかどうかを検証します。

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

1

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

2

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

メモ: スナップショットには、ミラー、フルサイズインスタント、領域最適化インスタントス
ナップショットの 3 タイプがあります。 例では、IR（インスタントリカバリス）ナップショッ
トを使用します。 スナップショット作成について詳しくは、
『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド 7.1』の 104 から 107 ページを参照し
てください。
以下を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC3661

3

ボリュームでファイルシステムを作成します。

4

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

5

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

6

これらのファイルの cksum(1) を格納します。

7

VxFS ファイルシステムをアンマウントします。

8

次の Advanced Client のオプションを有効にします。
■

Snapshot Backup を実行します。

■

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

9

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

NetBackup ポリシーで VxVM ボリュームをバックアップします。
『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド 7.1』の 98 から 101 ページを参照し
てください。
以下を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/DOC3661

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

1

VxVM ボリュームをゼロに初期化します。

2

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

3

空の VxVM ボリュームに VxFS ファイルシステムをマウントします。

4

リカバリしたファイルに対して cksum(1) の値を検証します。
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オフホスト処理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation のオフホスト処理

■

意思決定支援システムでの複製データベースの使用

■

オフホスト処理とは

■

VVR でのオフホスト処理について

Storage Foundation のオフホスト処理
バックアップと回復は、Storage Foundation の PITC 方式のための重要な使用例であ
り、次の場合にも使用できます。
■

運用データの定期的な解析（マイニング）

■

予測可能なシミュレーション解析

■

実データに対するソフトウェアテスト

■

アプリケーションまたはデータベースの問題の診断と解決方法

オフホスト処理の使用例は、一般的に運用データセットの一貫したイメージを必要とする
点において、バックアップの使用例に類似しています。バックアップとは、次の重要な 3
つの点で異なります。
■

アクセスモード
バックアップは読み取り専用のアクティビティですが、ほとんどのオフホスト処理アク
ティビティは処理対象のデータを更新します。このため、スナップショットファイルシス
テムは、オフホスト処理に使用する場合は有用性が限られます。

■

複数の使用
バックアップでは各ソースデータのイメージを一度使用でき、その後スナップショットを
破棄できます。他の使用例では、同じデータセットに対して複数の実験を実行するこ
とが役立つ場合がよくあります。運用データの Storage Checkpoint と領域最適化イ
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ンスタントスナップショットの両方のスナップショットを撮ることが可能です。この機能
は、増分オーバーヘッドがほとんどない状態で、探索的なアプリケーションに複数の
同一のデータイメージを提供します。対象のデータセット状態を含むスナップショット
に対して破壊的にテストするよりも、そのスナップショット内の複数スナップショットに対
してテストを実行します。各テストの後で、使用されたスナップショットは削除でき、開
始状態をそのまま含んでいる元のスナップショットを残します。テストや解析は 1 つの
データからいくつでも開始でき、評価を行うための比較可能な代替を提供します。そ
のようなテストはすべて、運用アプリケーションが実データを処理している間に、同時
に実行できます。
■

スケジュール
バックアップは通常は定期的にスケジュールされたアクティビティであり、ストレージと
I/O 容量は計画を立てて行う必要がありますが、他のスナップショットのアプリケーショ
ンは、予告なしまたはほとんどなしで実行する必要があります。フルサイズのインスタ
ントスナップショット、領域最適化インスタントスナップショット、Storage Checkpoint
は、ただちにアクセス可能なスナップショットを提供し、これらのスナップショットはアプ
リケーションにより適したものになっています。

データ解析とオフホスト処理を行うための Storage Foundation の例は次のようになりま
す。
■

意思決定支援システム

■

VVR を使用したアクティブな二次使用例

意思決定支援システムでの複製データベースの使用
プライマリデータベースのスナップショットを使うと、特定時点におけるデータベースの複
製を作成することができます。これにより、意思決定支援システムの分析とレポート作成
処理を、プライマリデータベースではなく複製データベースのデータに基づいて実行で
きるようになります。Veritas Volume Manager（VxVM）の FastResync 機能を使うと、
データベースの複製と最新のプライマリデータベースをすばやく再同期できます。意思
決定支援システムのデータの更新にかかる時間を短縮することによって、分析レポートを
より頻繁に作成できるようになります。
この章では、意思決定支援システム用に複製データベースを設定する 2 つの方法を説
明します。
■

p.83 の 「同じホスト上での複製データベースの作成」 を参照してください。

■

p.96 の 「オフホスト複製データベースの作成」 を参照してください。

メモ: データベース管理者権限で実行するよう明記されている場合を除き、コマンドはい
ずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必要があります。
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83

同じホスト上での複製データベースの作成
図 7-1 に示す例では、バックアップするプライマリデータベースボリューム dbase_vol と
dbase_logs は、コントローラ c1 と c2 に接続されるディスク上に設定され、スナップショッ
トは、コントローラ c3 と c4 に接続されるディスク上に作成されます。
プライマリホスト上での意思決定支援システム構成の例

図 7-1

データベース用プライマリホスト

ローカル
ディスク

コントローラ
c1

c2

c3

c4

これらのディスクにデータベース
ボリュームが作成されます

ディスクアレイ

これらのディスクにスナップ
ショットボリュームが作成されます

プライマリホスト上で意思決定支援システムに使う複製データベースを作成するには
■

フルサイズまたは領域最適化されているスナップショットを準備します。
p.47 の 「バックアップのためのフルサイズインスタントスナップショットの準備」 を参照
してください。

■

バックアップするデータベースファイルの VxFS ファイルシステムを含むボリュームの
スナップショットミラーを作成します。

■

データベースの複製を作成します。

■

コマンドはいずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必
要があります。
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複製データベースの準備
プライマリホストの複製データベースのスナップショットを準備するには

1

データベース表のコピーを含むスナップショットボリュームを使うホストを準備します
（まだ準備していない場合）。 データベースの初期化に必要な新規データベースロ
グと設定ファイルを設定します。マスターノードで、ボリュームにインスタントスナップ
データ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームがあることと、ボリュームで
FastResync が有効になっていることを確認します。
# vxprint -g database_dg -F%instant database_vol
# vxprint -g database_dg -F%fastresync database_vol

2 つのコマンドがどちらも ON を返した場合は、手順 3 に進みます。それ以外の場
合は、引き続き手順 2 を実行してください。

2

次のコマンドを使って、インスタントスナップショット用のボリュームを準備します。
# vxsnap -g database_dg prepare database_vol [regionsize=size] ¥
[ndcomirs=number] [alloc=storage_attributes]

3

次のコマンドを実行し、元のボリュームからプレックスを切り離す方式で表領域ボ
リュームのフルサイズスナップショット snapvol を作成します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=volume/newvol=snapvol/nmirror=N
nmirror 属性には、スナップショットボリュームのミラー数 N を指定します。

ボリューム内に使用可能なプレックスが存在しない場合、またはプレックスのブレー
クオフをサポートしていないボリュームレイアウトの場合は、スナップショット用に空の
ボリュームを用意します。

4

元のボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、スナップショットボリュームに必
要なサイズを検索します。
# LEN=`vxprint [-g diskgroup] -F%len volume`

メモ: 以降の手順に示すコマンドは、sh、ksh、bash などの Bourne シェルを使って
いることを前提にしています。 その他のシェル（csh や tcsh など）を使う場合は、
シェルに合わせてコマンドを修正する必要があります。 これらの手順は、インスタン
トスナップ DCO でのみ有効です。
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5

元のボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認
します。
#

6

DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、その領域のサイズ（ブロック
数）を確認します。
# RSZ=`vxprint [-g diskgroup] -F%regionsz $DCONAME`

7

vxassist コマンドを使って、必要なサイズと冗長性を備えたボリューム snapvol を

作成します。ストレージ属性は、ボリュームを配置するディスクを指定する場合に使
います。init=active 属性を指定すると、ボリュームがすぐに使用可能になります。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] init=active ¥
[storage_attributes]

8

次のように、インスタントスナップショット操作用にスナップショットボリュームを準備し
ます。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare snapvol [ndcomirs=number] ¥
regionsz=$RSZ [storage_attributes]

DCO ミラーの数（ndcomirror）をボリューム内のミラー数（nmirror）と同数にする
ことを推奨します。
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9

スナップショットを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g database_dg make source=volume/snapvol=snapvol

たとえば、データベースが複数のボリュームに分散している場合は、各ボリュームと
そのスナップショットボリュームを一組として同一行で個別に指定します。たとえば、
次のように指定します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=vol1/snapvol=svol1/nmirror=2 ¥
source=vol2/snapvol=svol2/nmirror=2 ¥
source=vol3/snapvol=svol3/nmirror=2

ディスク領域を節約する必要がある場合は、代わりに次のコマンドを実行して、領域
最適化スナップショットを作成します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=volume/newvol=snapvol/cache=cacheobject

引数 cacheobject には、領域最適化スナップショット用にディスクグループ内に作
成した既存のキャッシュの名前を指定します。キャッシュオブジェクトを作成するに
は、手順 10 から手順 13 までを実行します。
複数の領域最適化スナップショットを同時に作成する場合は、次の例に示すように、
すべてのスナップショットに対して同一のキャッシュオブジェクトを指定することがで
きます。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=vol1/newvol=svol1/cache=dbaseco ¥
source=vol2/newvol=svol2/cache=dbaseco ¥
source=vol3/newvol=svol3/cache=dbaseco

10 キャッシュオブジェクトの基盤となるキャッシュボリュームに適用する特性を決定しま
す。
■

キャッシュボリュームにはスナップショットの更新の合間に発生した親ボリューム
の変更が記録されるため、それに見合ったサイズが必要です。更新間隔が 24
時間の場合の推奨値は、親ボリュームの合計サイズの 10 % です。

■

キャッシュボリュームに冗長性が必要な場合は、ミラー化を行う必要があります。
キャッシュボリュームをミラー化すると、必要な領域がミラー数に比例して増大し
ます。

■

キャッシュボリュームをミラー化する場合は、ミラーと同数以上のディスク上に領
域が必要になります。親ボリュームと同じディスクは使えません。また、重要なボ
リュームの I/O 処理効率に影響を与えたり、ディスクグループの分割および結合
の操作を妨げることのないよう、適切なディスクを選択する必要があります。
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11 特性を決定したら、vxassist コマンドを使って、キャッシュボリュームに使うボリュー
ムを作成します。次の例は、ディスク disk16 と disk17 を使ってディスクグループ
mydg 内に 1 GB のキャッシュボリューム cachevol を作成し、そのキャッシュボリュー
ムをミラー化する方法を示しています。
# vxassist -g mydg make cachevol 1g layout=mirror ¥
init=active disk16 disk17

属性 init=active を指定して、キャッシュボリュームをただちに使えるようにしてい
ます。
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12

vxmake cache コマンドを使って、前の手順で作成したキャッシュボリュームの上に

キャッシュオブジェクトを作成します。
#

vxmake [-g diskgroup] cache cache_object ¥
cachevolname=volume [regionsize=size] [autogrow=on] ¥
[highwatermark=hwmk] [autogrowby=agbvalue] ¥
[maxautogrow=maxagbvalue]]

領域のサイズを指定する場合は、16 KB（16k）以上の 2 の累乗の値にする必要が
あります。 この値を指定しなかった場合、キャッシュの領域のサイズは 64 KB に設
定されます。
メモ: キャッシュを共有する領域最適化スナップショットの領域のサイズは、キャッシュ
に設定した領域のサイズと同サイズかまたはその整数倍にする必要があります。 ま
た、元のボリュームの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズより小さいと、スナッ
プショットの作成は失敗します。
必要に応じてキャッシュのサイズを拡張できないようにするには、autogrow=off と
指定します。 特に指定しないかぎり、キャッシュの自動拡張機能は有効になってい
ます。
次の例では、キャッシュボリューム cachevol の上にキャッシュオブジェクト cobjmydg
を作成し、キャッシュの領域のサイズを 32 KB に設定して、自動拡張機能を有効に
しています。
# vxmake -g mydg cache cobjmydg cachevolname=cachevol ¥
regionsize=32k autogrow=on

13 キャッシュオブジェクトの作成が完了したら、次のコマンドを使ってキャッシュオブジェ
クトを有効にします。
# vxcache [-g diskgroup] start cache_object

たとえば、キャッシュオブジェクト cobjmydg を起動するには、次のコマンドを実行し
ます。
# vxcache -g mydg start cobjmydg

メモ: この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、元のボリュームに
対する変更の追跡が開始されます。
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複製データベースの作成
スナップショットを作成した後、データベースの複製を作成できます。
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複製データベースを作成するには
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1

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。
DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマンド
があります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使いま
す。スナップショットから作成されたバックアップを使ってリカバリを行うには、データ
ベースが LOGRETAIN RECOVERY モードである必要があります。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to suspend I/O for a DB2 database.
#
# Note: To recover a database using backups of snapshots,
# the database must be in LOGRETAIN mode.
db2 <<!
connect to database
set write suspend for database
quit
!

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的に
停止するデータベース静止機能が提供されています。 Sybase データベース管理
者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態にします。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to quiesce example Sybase ASE database.
#
# Note: The “for external dump” clause was introduced in Sybase
# ASE 12.5 to allow a snapshot database to be rolled forward.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag hold database1[, database2]... [for
external dump]
go
quit
!
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Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマン
ドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベースか
らダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新することを許
可します。
p.107 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照して
ください。

2

次のコマンドを実行し、元のボリュームに基づいてスナップショットボリュームの内容
を更新します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=vol ¥
[snapvol2 source=vol2]...

たとえば、スナップショット svol1、svol2 と svol3 を更新するには、次のコマンドを
実行します。
# vxsnap -g database_dg refresh svol1 source=vol1 ¥
svol2 source=vol2 svol3 source=vol3
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3

手順1 でボリュームへの更新を一時的に停止した場合は、次の手順を実行します。
すべての表領域やデータベースを一時停止、ホットバックアップまたは静止状態か
ら解除します。
DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to resume I/O for a DB2 database.
#
db2 <<!
connect to database
set write resume for database
quit
!

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベース
を静止状態から解除します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to release example Sybase ASE database from
# quiesce mode.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag release
go
quit
!

Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマン
ドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベースか
らダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新することを許
可します。
p.107 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照して
ください。
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4

次のコマンドを実行し、表領域を含む各スナップショットボリュームのファイルシステ
ムをチェックして、そのボリュームをマウントします。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/diskgroup/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapvol
mount_point

スナップショットボリューム snap1_dbase_vol のファイルシステムをチェックして、そ
のボリュームを /rep_dbase_vol にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/database_dg/snap1_dbase_vol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/database_dg/snap1_dbase_vol ¥
/rep_dbase_vol

5

プライマリデータベースから複製データベースに必要なログファイルをコピーします。
Sybase ASE データベースについては、データベースを静止するときにfor
external dump 句を指定した場合は、データベース管理者権限で次の isql コマ
ンドを実行して、データベースのトランザクションログをダンプします。
dump transaction to dump_device with standby_access

次に、ダンプされたトランザクションログを適切な複製データベースディレクトリにコ
ピーします。

6

データベース管理者権限で、新規データベースを起動します。
■

Sybase ASE データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
#!/bin/ksh
#
# script: startdb.sh <list_of_database_volumes>
#
# Sample script to recover and start replica Sybase ASE
# database.
# Import the snapshot volume disk group.
vxdg import $snapvoldg
# Mount the snapshot volumes (the mount points must already
# exist).
for i in $*
do
fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/$snapvoldg/snap_$i
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mount -t vxfs /dev/vx/dsk/$snapvoldg/snap_$i ¥
${rep_mnt_point}/$i
done
#
#
#
#

Start the replica database.
Specify the -q option if you specified the "for external ¥
dump" clause when you quiesced the primary database.
See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.

/sybase/ASE-12_5/bin/dataserver ¥
[-q] ¥
-sdatabase_name ¥
-d /sybevm/master ¥
-e /sybase/ASE-12_5/install/dbasename.log ¥
-M /sybase
# Online the database. Load the transaction log dump and
# specify “for standby_access” if you used the -q option
# with the dataserver command.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
[load transaction from dump_device with standby_access
go]
online database database_name [for standby_access]
go
quit
!

ウォームスタンバイ方式にする場合は、dataserver コマンドに -q オプションを
指定します。 次の isql コマンドを実行し、トランザクションログのダンプをロード
して、データベースをオンラインにします。
load transaction from dump_device with standby_access
online database database_name for standby_access

ウォームスタンバイ方式にしない場合は、次の isql コマンドを実行してデータ
ベースを修復し、コミットされていないトランザクションを quiesce コマンドが発行
された時点にロールバックして、データベースをオンラインにします。
online database database_name

スナップショットをプライマリデータベースと再同期する場合は、複製データベー
スを停止し、スナップショットボリュームのマウントを解除して 1 に戻り、元のボ
リュームに基づいてスナップショットの内容を更新します。
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オフホスト複製データベースの作成
「図 7-2」に示す例では、バックアップするプライマリデータベースボリューム dbase_vol
と dbase_logs は、コントローラ c1 と c2 に接続されるディスク上に設定され、スナップ
ショットは、コントローラ c3 と c4 に接続されるディスク上に作成されます。
オフホストには、プライマリデータベースボリュームを含むディスクへのアクセス権は必要
ありません。
メモ: クラスタで共有するディスクグループのボリューム上にデータベースが設定されてい
る場合、データベースのプライマリホストはクラスタのマスターノードであると仮定したうえ
で実行例を記述しています。プライマリホストがマスターノードではない場合、共有ディス
クグループに対するすべての VxVM 操作はマスターノード上で実行する必要がありま
す。
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97

オフホスト意思決定支援のシステム構成の例

図 7-2
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これらのディスクに作成されたスナ
ップショットボリュームは両方のホ
ストによってアクセスされます

別のホスト上で意思決定支援システムに使う複製データベースを作成するには
■

フルサイズスナップショットを準備します。
p.49 の 「データベースバックアップのための領域最適化スナップショットの準備」 を
参照してください。

■

バックアップするデータベースファイルの VxFS ファイルシステムを含むボリュームの
スナップショットミラーを作成します。

■

データベースの複製を作成します。

■

コマンドはいずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必
要があります。
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オフホスト意志決定支援システムの複製データベースの設定
オフホスト意志決定支援システムの複製データベースを設定するには

1

データベーステーブルのコピーを含むスナップショットボリュームを使用するオフホ
スト処理ホストがまだ準備されていない場合、準備します。 データベースの初期化
に必要な新規データベースログと設定ファイルを設定します。

2

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、元のボリュームからプレックスを切り離す
方式で表領域ボリュームのフルサイズスナップショット snapvol を作成します。
# vxsnap -g database_dg make ¥
source=volume/newvol=snapvol/nmirror=N
nmirror 属性には、スナップショットボリュームのミラー数 N を指定します。

ボリューム内に使用可能なプレックスが存在しない場合、またはプレックスのブレー
クオフをサポートしていないボリュームレイアウトの場合は、スナップショット用に空の
ボリュームを用意します。
次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g database_dg make source=volume/snapvol=snapvol

たとえば、データベースが複数のボリュームに分散している場合は、各ボリュームと
そのスナップショットボリュームを一組として同一行で個別に指定します。たとえば、
次のように指定します。
# vxsnap -g database_dg make source=vol1/snapvol=svol1 ¥
source=vol2/snapvol=svol2 source=vol3/snapvol=svol3

メモ: この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、元のボリュームに
対する変更の追跡が開始されます。
複製データベースを作成する準備が整ったら、3 に進みます。
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3

99

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。
DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマンド
があります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使いま
す。複製データベースをロールフォワードする必要がある場合（たとえば、スタンバイ
データベースとして使う場合）、プライマリデータベースは LOGRETAIN RECOVERY
モードである必要があります。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to suspend I/O for a DB2 database.
#
# Note: To recover a database using backups of snapshots, the database
# must be in LOGRETAIN mode.
db2 <<!
connect to database
set write suspend for database
quit
!

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的に
停止するデータベース静止機能が提供されています。 Sybase データベース管理
者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態にします。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to quiesce example Sybase ASE database.
#
# Note: The “for external dump” clause was introduced in Sybase
# ASE 12.5 to allow a snapshot database to be rolled forward.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag hold database1[, database2]... [for external dump]
go
quit
!

第 7 章 オフホスト処理
意思決定支援システムでの複製データベースの使用

Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマン
ドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベースか
らダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新することを許
可します。
p.107 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照して
ください。

4

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、元のボリュームに基づいてスナップショッ
トボリュームの内容を更新します。
# vxsnap -g database_dg refresh snapvol source=vol ¥
[snapvol2 source=vol2]... syncing=yes
syncing=yes 属性は、スナップショットの同期をバックグラウンドで開始します。

たとえば、スナップショット svol1、svol2 と svol3 を更新するには、次のコマンドを
実行します。
# vxsnap -g database_dg refresh svol1 source=vol1 ¥
svol2 source=vol2 svol3 source=vol3
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5

手順「3」でボリュームへの更新を一時的に停止した場合、すべての表領域やデー
タベースを停止、ホットバックアップまたは静止状態から解除します。
DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to resume I/O for a DB2 database.
#
db2 <<!
connect to database
set write resume for database
quit
!

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベース
を静止状態から解除します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to release example Sybase ASE database from
quiesce mode.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag release
go
quit
!
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6

スナップショットの内容が元のボリュームの内容と完全に同期するまで待機するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g database_dg syncwait snapvol

たとえば、スナップショット svol1、svol2 と svol3 のすべてについて同期の完了を
待機する場合は、次の 3 つのコマンドを個別に実行します。
# vxsnap -g database_dg syncwait svol1
# vxsnap -g database_dg syncwait svol2
# vxsnap -g database_dg syncwait svol3

メモ: スナップショットボリュームの内容の同期が完了するまで、そのスナップショット
ボリュームを別のディスクグループに移動することはできません。 同期の進行状況
は、vxsnap print コマンドで確認できます。

7

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームを含むディスク
をその元のディスクグループ database_dg から別のディスクグループ snapvoldg
に分割します。
# vxdg split database_dgsnapvoldgsnapvol ...

たとえば、database_dg からスナップボリュームを分割するには次のコマンドを実行
します。
# vxdg split database_dg snapvoldg svol1 svol2 svol3

8

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

9

複製データベースを設定するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショット
ボリュームのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg
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10 VxVM は、自動的にリカバリしないように設定されていないかぎり、ディスクグループ
のインポート後自動的にボリュームをリカバリします。 スナップショットボリュームが
DISABLED 状態に初期設定され、分割後リカバリされないかどうかを確認してくだ
さい。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、オフホスト上で次のコマンドを
使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol ...

11 オフホスト上で次のコマンドを実行し、表領域を含む各スナップショットボリュームの
ファイルシステムをチェックして、そのボリュームをマウントします。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/diskgroup/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/snapvolmount_point

スナップショットボリューム snap1_dbase_vol のファイルシステムをチェックして、そ
のボリュームを /rep/dbase_vol にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/snapvoldg/snap1_dbase_vol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snap1_dbase_vol ¥
/rep/dbase_vol

メモ: 複製 DB2 データベースのボリュームは、プライマリホストと同じマウントポイント
にマウントする必要があります。
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12 プライマリホストからオフホストに必要なログファイルをコピーします。
Sybase ASE データベースについては、プライマリホスト上でデータベースを静止
するときにfor external dump 句を指定した場合は、データベース管理者権限で
次の isql コマンドを実行して、データベースのトランザクションログをダンプします。
dump transaction to dump_device with standby_access

ダンプされたトランザクションログをオフホスト上の適切なデータベースディレクトリに
コピーします。
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13 データベース管理者権限で、新規データベースを起動します。
複製 DB2 データベースをロールフォワードできない場合は、次のコマンドを実行し
てデータベースの起動とリカバリを行います。
db2start
db2inidb database as snapshot

複製 DB2 データベースをロールフォワードする場合（プライマリはスナップショットが
作成される前に LOGRETAIN RECOVERY モードに設定されている必要がありま
す）、次のコマンドを実行してそのデータベースを起動し、ロールフォワード保留状
態にします。
db2start
db2inidb database as standby

プライマリデータベースから最新のログファイルを入手し、次のコマンドを実行して複
製データベースをログの終わりまでロールフォワードします。
db2 rollforward db database to end of logs

Sybase ASE データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
#!/bin/ksh
#
# script: startdb.sh <list_of_database_volumes>
#
# Sample script to recover and start replica Sybase ASE
# database.
# Import the snapshot volume disk group.
vxdg import $snapvoldg
# Mount the snapshot volumes (the mount points must already
# exist).
for i in $*
do
fsck -t vxfs /dev/vx/rdsk/$snapvoldg/snap_$i
mount -t vxfs /dev/vx/dsk/$snapvoldg/snap_$i ¥
${rep_mnt_point}/$i
done
# Start the replica database.
# Specify the -q option if you specified the "for external
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# dump" clause when you quiesced the primary database.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
/sybase/ASE-12_5/bin/dataserver ¥
[-q] ¥
-sdatabase_name ¥
-d /sybevm/master ¥
-e /sybase/ASE-12_5/install/dbasename.log ¥
-M /sybase
# Online the database. Load the transaction log dump and
# specify “for standby_access” if you used the -q option
# with the dataserver command.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
[load transaction from dump_device with standby_access
go]
online database database_name [for standby_access]
go
quit
!

ウォームスタンバイ方式にする場合は、dataserver コマンドに -q オプションを指
定します。 次の isql コマンドを実行し、トランザクションログのダンプをロードして、
データベースをオンラインにします。
load transaction from dump_device with standby_access
online database database_name for standby_access

ウォームスタンバイ方式にしない場合は、次の isql コマンドを実行してデータベー
スを修復し、コミットされていないトランザクションを quiesce コマンドが発行された時
点にロールバックして、データベースをオンラインにします。
online database database_name

プライマリホストとのデータの再同期
この手順では、スナップショットのデータをプライマリホストと再同期する方法について説
明します。
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スナップショットをプライマリデータベースと再同期するには、次の手順を実行します。

1

オフホストの複製データベースを停止し、次のコマンドを実行して各スナップショット
ボリュームのマウントを解除します。
# umount mount_point

2

オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg deport snapvoldg

3

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg [-s] import snapvoldg

メモ: クラスタの共有ディスクグループに再結合するディスクグループを再インポート
する場合は、-s オプションを指定します。

4

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループともとのボリュームのディスクグループを再結合します。
# vxdg join snapvoldgdatabase_dg

5

VxVM は、自動的に回復しないように設定されていない限り、結合後自動的にボ
リュームを回復します。 スナップショットボリュームが DISABLED 状態に初期設定さ
れ、結合後回復されないかどうかを確認してください。
ボリュームが DISABLED 状態になっている場合は、プライマリホスト上で次のコマン
ドを使ってスナップショットボリュームをリカバリし、再起動してください。
# vxrecover -g database_dg -m snapvol

6

「「オフホスト複製データベースの作成」」の手順に従って、スナップショットを再同期
し、スナップショットをオフホストで再度使用できるようにします。
以上でスナップショットをバックアップまたはその他の意思決定支援システムアプリ
ケーションのために再度使う準備ができます。

ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新
プライマリデータベースを静止するときに for external dump 句を指定し、dataserver
コマンドに -q オプションを指定して複製データベースを起動した場合は、トランザクショ
ンログを使って、複製データベースを更新できます。
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複製データベースを更新するには

1

プライマリホスト上で次の isql コマンドを実行し、データベースのトランザクションロ
グをダンプします。
dump transaction to dump_device with standby_access

トランザクションログダンプをオフホスト上の適切なデータベースディレクトリにコピー
します。

2

オフホスト上で次の isql コマンドを実行し、新しいトランザクションログをロードしま
す。
load transaction from dump_device with standby_access

3

オフホスト上で次の isql コマンドを実行し、データベースをオンラインにします。
online database database_name for standby_access

スナップショットプレックスの再接続
インスタントスナップショットのプレックスの一部または全体を、指定したもとのボリュームま
たはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュームの上位にあるソースボリュー
ムに再接続します。
メモ: この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
デフォルトでは、すべてのプレックスが再接続され、その結果スナップショットが削除され
ます。再接続するプレックスの数は、必要に応じて、nmirror 属性の値として指定できま
す。
メモ: 再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。 た
とえば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウ
ント解除する必要があります。
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スナップショットを再接続するには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを使ってインスタントスナップショットの一部またはすべてのプレックスを
指定したもとのボリュームまたはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュー
ムの上位にあるソースボリュームに再接続します。
# vxsnap [-g diskgroup] reattach snapvol source=vol ¥
[nmirror=number]

たとえば、スナップショットボリューム snapmyvol の 1 つのプレックスをボリューム
myvol に再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg reattach snapmyvol source=myvol nmirror=1

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP
状態のままとなります。再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になりま
す。

オフホスト処理とは
オフホスト処理では、アプリケーションが実行されているホスト以外のホストで、アプリケー
ションデータに対する操作を実行します。一般的には、意思決定支援システム（DSS）と
バックアップを実行します。 VVR 環境では、オフホスト処理を Replicated Data Set の
セカンダリで実行します。この処理によって、アプリケーションを稼動しているプライマリの
負荷が軽減されます。
セカンダリのデータアクセスのモデルでは、RVG の各データボリュームからミラーを切り
離し、ミラー上のアプリケーションデータを使って操作を実行し、レプリケーション実行中
は、ミラーを再接続します。

VVR でのオフホスト処理について
この章では、セカンダリホストでのオフホスト処理に VVR（ Volume Replicator）を使用す
る方法について説明します。 IBC（In-Band Control）通信機能を、VxVM（Veritas Volume
Manager）の FastResync（FMR）機能と、その VVR との統合機能とともに使用して、ア
プリケーションで一貫したスナップショットを RVG（Replicated Volume Group）レベルで
作成できます。 これにより、セカンダリホストでオフホスト処理を実行できます。
この章では、vradmin ibc コマンドを使ったオフホスト処理の実践方法について説明し
ます。また、オフホスト処理は、vxibc コマンドでも実行できます。
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8
テスト環境の作成および更
新
この章では以下の項目について説明しています。
■

テスト環境について

■

テスト環境の作成

■

テスト環境の更新

テスト環境について
運用データのコピーのテストや開発を行う必要が生じることがあります。 そのようなシナリ
オでは、これらの環境を運用環境から隔離することが必要不可欠です。 隔離は、テスト
環境または開発環境が運用環境に干渉しないようにするために必要です。 Symantec
Storage Foundation では、複数のテスト設定を作成しながら、運用データのコピーも同
時に作成できる、非常に効果的でコスト効率の高いメカニズムを提供できます。運用アプ
リケーションのパフォーマンスに影響を与えず、同時に完全な隔離環境も提供します。

テスト環境の作成
テスト環境または開発環境を設定する前に、アプリケーションディスクグループ内に実働
アプリケーションボリュームを作成しておく必要があります。
テスト環境を準備するには
◆

スナップショット操作用のアプリケーションデータボリュームを準備します。
# vxsnap -g appdg prepare appvol
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テスト環境を作成するには

1

ブレークオフスナップショットを作成するために、ディスクを特定します。 これらのディ
スクは、アプリケーションボリュームと同じアレイのものである必要はありません。 ま
た、これらのディスクはテスト/開発環境が稼働するホストから認識できる必要がありま
す。

2

ミラーブレークオフスナップショットを作成するには、これらのディスクを使用します。
■

ブレークオフスナップショットを作成するためのミラーを追加します。 この手順で
は、スナップショットを作成するために追加される新しいミラーにアプリケーション
ボリュームデータをコピーします。
# vxsnap -g appdg addmir appvol alloc=<sdisk1,sdisk2,...>

■

スナップショットを作成します。
# vxsnap -g appdg make src=appvol/nmirror=1/new=snapvol

3

ミラーブレークオフスナップショットを含むディスクグループを分割します。
# vxdg split appdg testdevdg snapvol

4

実働アプリケーションホストからディスクグループをデポートします。
# vxdg deport testdevdg

5

テスト環境を実行するホストに testdev ディスクグループをインポートします。
# vxdg import testdevdg

この手順を実行すると、testdevdg ディスクグループに存在する snapvol をテスト目
的または開発目的に使用する準備が整います。必要に応じて、上記の方法で
snapvol のスナップショットを作成することにより、Symantec Storage Foundation
の Flashsnap 機能を使用して snapvol の複数のコピーを作成することもできます。

テスト環境の更新
テスト環境または開発環境を現在の運用データと定期的に再同期することが必要となる
場合があります。 Storage Foundation and High Availability Solutions 製品の Flashsnap
機能を使って、これを効率的に行うことができます。
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テスト環境を更新するには

1

testdevdg ディスクグループをテスト環境からデポートします。この手順では、テスト
環境で snapvol の使用を停止する必要があります。
# vxdg deport testdevdg

2

運用環境に testdevdg をインポートします。
# vxdg import testdevdg

3

現在の運用データを同期するために、snapvol を appvol に再接続します。この同
期手順では変更されたデータだけがコピーされるため、非常に効率的です。
# vxsnap -g appdgsnapvol source=appvol

4

testdevdg 環境を再度設定する必要がある場合は、ブレークオフスナップショットを
再作成します。
# vxsnap -g appdg make src=appvol/nmirror=1/new=snapvol

5

ミラーブレークオフスナップショットを含むディスクグループを分割します。
# vxdg split appdg testdevdg snapvol

6

実働アプリケーションホストからディスクグループをデポートします。
# vxdg deport testdevdg

7

テスト環境を実行するホストに testdev ディスクグループをインポートします。
# vxdg import testdevdg

この手順を実行すると、testdevdg に存在する snapvol をテスト目的または開発目
的に使用する準備が整います。
同じスナップショットを使用してより多くのテスト環境または開発環境を作成するために、
snapvol のスナップショットをさらに作成することもできます。 これには、次の機構が使用
されます。
■

ミラーブレークオフスナップショット
p.47 の 「バックアップのためのフルサイズインスタントスナップショットの準備」 を参照
してください。

■

領域最適化スナップショット
p.49 の 「データベースバックアップのための領域最適化スナップショットの準備」 を
参照してください。
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■

Veritas File System Storage Checkpoint
p.72 の 「Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。

詳しくは、『Symantec Storage FoundationTM 管理者ガイド』を参照してください。
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9
ファイルの PITC の作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

FilsSnap を使用した PITC（ポイントインタイムコピー）ファイルの作成

FilsSnap を使用した PITC（ポイントインタイムコピー）ファ
イルの作成
FileSnap のパフォーマンスを最大化するための秘訣は、コピーオンライトのオーバーヘッ
ドを最小化することです。遅延コピーオンライトを有効化することで、これを実現できます。
遅延コピーオンライトは簡単に有効化することができ、通常パフォーマンスが大幅に向上
します。 遅延コピーオンライトが検討中の使用事例で有効なオプションでない場合、ソー
スファイルを効率的に割り当てることで、コピーオンライトの必要性を軽減することができ
ます。

仮想デスクトップをプロビジョニングするための FileSnap の使用
VDI（仮想デスクトップインフラ）オペレーティングシステムのブートイメージは FileSnap
の良い使用事例です。 変更される可能性があるブートイメージの部分は、ユーザープロ
ファイル、ページファイル（または UNIX/Linux のスワップ）、およびアプリケーションデー
タです。 これらのデータをブートイメージから分離して、共有解除を最小化する必要があ
ります。 マスターブートイメージファイルに単一エクステントを割り当てる必要があります。
次の例では、すべてのスナップショットによって共有される単一エクステントを含む 4 GB
のマスターブートイメージを使います。
# touch /vdi_images/master_image
# /opt/VRTS/bin/setext -r 4g -f chgsize /vdi_images/master_image
master_image ファイルは、オペレーティングシステムをインストールするために仮想マ

シンのディスクデバイスとして表すことができます。いったんオペレーティングシステムが
インストールされ、設定されると、ファイルはスナップショットの準備が完了しています。
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FileSnap を使用した、仮想マシンの書き込みを集中的に行うアプリケー
ションの最適化
仮想マシンの作成で書き込みに集中するタスクが実行される場合、かなりの量の共有解
除が発生する可能性があります。遅延コピーオンライトを有効にすることによって、パフォー
マンスを最適化することをお勧めします。遅延コピーオンライトを有効化できない使用事
例では、慎重に計画することで、共有解除の発生を減少させることができます。共有解除
を減少させる最も簡単な方法は、アプリケーションデータをブートイメージ以外のファイル
に分離することです。 アプリケーションの性質によって分離できない場合は、次の例に類
似した処理を行うことができます。
ブートイメージとアプリケーションデータに必要なディスク容量が 20 GB であると仮定しま
す。 これから、オペレーティングシステムが使うのは 4 GB のみで、残りの 16 GB はアプ
リケーションが書き込む領域です。 仮想マシンの各インスタンスに必要なデータまたはバ
イナリには、共有エクステントの最初の 4 GB の部分を使えます。 ほとんどが書き込みの
16 GB の部分で行われると想定されるので、次のコマンドに示すように、領域の 16 GB
が共有されないようにマスターイメージを割り当てる必要があります。
# touch /vdi_images/master_image
# /opt/VRTS/bin/setext -r 4g -f chgsize /vdi_images/master_image
# dd if=/dev/zero of=/vdi_images/master_image seek=16777215 ¥
bs=1024 count=1

最後のコマンドはファイルの末尾に 16 GB のホールを作成します。空白部分にはエクス
テントが割り当てられていないので、空白部分への書き込みは共有が解除されている必
要はありません。

FileSnap を使用した、データの複数コピーの即座作成
レポートの生成、マイニング、およびテストのために運用データの 1 つ以上のコピーを作
成することは一般的に行われます。 この場合、データのコピーは最新データによって頻
繁に更新され、1 つ以上のデータのコピーが常に存在します。FileSnap は、複数のコ
ピーを即座に作成するために使うことができます。 元のデータを使うアプリケーションで
は、更新時に発生するデータの共有解除によってパフォーマンスヒットがわずかに生じる
場合があります。 このパフォーマンスへのわずかな影響は、すべての FileSnap が削除
されても残存する場合があります。 ただし、これらを使用すると通常、一定時間に 1 つ以
上のコピーを行うため、すべての FileSnap が削除されることは稀です。
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■

第10章 SmartTier によるストレージ階層化の最適化

■

第11章 Flexible Storage Sharing を使ったストレージの最適化

10
SmartTier によるストレージ
階層化の最適化
この章では以下の項目について説明しています。
■

SmartTier について

■

VxFS MVS ファイルシステムについて

■

VxVM ボリュームセットについて

■

ボリュームタグについて

■

Sybase での SmartTier の使用例

■

SmartTier によるストレージ階層化を目的とするファイルシステムの設定

■

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

■

非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 ストレージへの再配置

■

有効なインデックスの高価なストレージへの再配置

■

すべてのインデックスの高価なストレージへの再配置

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

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

■

耐障害性を備えたクラス: 各クラスは、非ミラーボリューム、ミラーボリューム、n-way 型
ミラーボリュームで構成されます。
たとえば、通常、データベースはデータ、インデックス、ログで構成されます。データ
は重要であるため、3 方向のミラーで設定できます。インデックスは重要ですが再作
成が可能なため、2 方向のミラーで設定できます。REDO ログおよびアーカイブログ
を毎日採取する必要はありませんが、これらはデータベースリカバリに必須です。ミ
ラー化することもお勧めします。

SmartTier は、作成したルールに従って異なるストレージ階層からファイルストレージ領
域を割り当てることができる VxFS の機能です。 SmartTier では、現在より柔軟な方法で
階層化されたストレージの管理を行うことができます。 ストレージの静的な階層化では、
ストレージクラスへのアプリケーションファイルの割り当てを手動で 1 回のみ行いますが、
これは長期的に見ると柔軟性に欠けます。 通常、階層型ストレージ管理のソリューション
では、アプリケーションのアクセス要求に対する処理を実行する前に、ファイルをファイル
システムの名前空間に戻す必要があり、その結果として遅延とランタイムのオーバーヘッ
ドが発生します。 一方、SmartTier では、以下のことが可能です。
■

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

■

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

■

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

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

VxFS MVS ファイルシステム

■

VxVM ボリュームセット

■

ボリュームタグ

■

ファイルレベルの SmartTier 管理

■

サブファイルレベルの SmartTier 管理

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

ディスクグループのバージョンが 140 以上。

■

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

■

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

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

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

ボリュームタグについて
ボリュームタグをボリュームに関連付けることによって、配置クラスの VxVM ボリューム部
分を作成します。 ファイルを配置する目的で、VxFS は配置クラスのボリュームをすべて
同等に扱い、ボリューム間に領域割り当てを分散します。 ボリュームには、2 つ以上のタ
グを関連付けることができます。 ボリュームに複数のタグを関連付けた場合、そのボリュー
ムは複数の配置クラスに属し、いずれかの配置クラスに関連する割り当てポリシーと再配
置ポリシーの影響を受けます。
警告: 複数のタグ付けは慎重に行ってください。
配置クラスは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに存在する特定のボリュームの
SmartTier 属性です。この属性は文字列で、ボリュームタグと呼ばれます。
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Sybase での SmartTier の使用例
Storage Foundation High Availability Solutions には、ストレージの使用を最適化する
ためにデータを階層化するストレージ階層化機能である SmartTier が含まれています。
以下の手順例では、次の使用例について説明します。
■

2 日以上前のアーカイブログの Tier-2 ストレージへの再配置

■

非アクティブな表領域またはセグメントの階層 2 のストレージへの再配置

■

有効なインデックスの Tier-0 ストレージへの再配置

■

すべてのインデックスの Tier-0 ストレージへの再配置

SmartTier によるストレージ階層化を目的とするファイル
システムの設定
使用例では、次の状況が適用されます。
■

データベースコンテナはファイルシステム /DBdata にあります。

■

データベースのアーカイブログはファイルシステム /DBarch にあります。

SmartTier に必要なファイルシステムを作成するには

1

ディスクを一覧表示します。
# vxdisk list
DEVICE
fas30700_0
fas30700_1
fas30700_2
fas30700_3
fas30700_4
fas30700_5
fas30700_6
fas30700_7
fas30700_8

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
fas30700_0
fas30700_1
fas30700_2
fas30700_3
fas30700_4
fas30700_5
fas30700_6
fas30700_7
fas30700_8

GROUP
-------------------

STATUS
online thin
online thin
online thin
online thin
online thin
online thin
online thin
online thin
online thin

各層に 3 つの LUN が存在するとします。

2

ディスクグループを作成します。
# Vxdg init DBdg fas30700_0
fas30700_1
fas30700_2 ¥
fas30700_3
fas30700_4
fas30700_5
fas30700_6
fas30700_7
fas30700_8
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3

ボリューム datavol と archvol を作成します。
# vxassist -g DBdg make datavol
fas30700_4,fas30700_5
# vxassist -g DBdg make archvol

200G alloc=fas30700_3,¥
50G alloc= fas30700_3,¥

fas30700_4,fas30700_5

datavol と archvol を階層 1 としてタグを設定します。
# vxassist -g DBdg settag datavol vxfs.placement_class.tier1
# vxassist -g DBdg settag archvol vxfs.placement_class.tier1

4

階層 0 のボリュームを作成します。
# vxassist -g DBdg make tier0_vol1 50G alloc= fas30700_0,¥
fas30700_1,fas30700_2
# vxassist -g DBdg make tier0_vol2 50G alloc= fas30700_0,¥
fas30700_1,fas30700_2
# vxassist -g DBdg settag tier0_vol1 vxfs.placement_class.tier0
# vxassist -g DBdg settag tier0_vol2 vxfs.placement_class.tier0

5

階層 -2 のボリュームを作成します。
# vxassist -g DBdg make tier2_vol1 50G alloc= fas30700_6,¥
fas30700_7,fas30700_8
# vxassist -g DBdg make tier2_vol2 50G alloc= fas30700_6,¥
fas30700_7,fas30700_8
# vxassist -g DBdg settag tier2_vol1 vxfs.placement_class.tier2
# vxassist -g DBdg settag tier2_vol2 vxfs.placement_class.tier2

6

datavol と archvol をボリュームセットに変換します。
# vxvset -g DBdg make datavol_mvfs datavol
# vxvset -g DBdg make archvol_mvfs archvol

7

ボリューム Tier-0 と Tier-2 を datavol_mvfs に追加します。
# vxvset -g
# vxvset -g

8

DBdg addvol datavol_mvfs tier0_vol1
DBdg addvol datavol_mvfs tier2_vol1

ボリューム Tier-2 を archvol_mvfs に追加します。
# vxvset -g DBdg

archvol_mvfs

tier2_vol2
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9

ファイルシステムを作成し、datavol_mvfs と archvol_mvfs をマウントします。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/DBdg/datavol_mvfs

10 DBdata ファイルシステムをマウントします。
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/DBdg/datavol_mvfs /DBdata

11 DBarch ファイルシステムをマウントします。
# mount -t

vxfs /dev/vx/dsk/DBdg/archvol_mvfs /DBarch

12 新しく作成され、準備ができた SmartTier ファイルシステムにデータベースを移行し
ます。 適切なファイルをバックアップから復元するかコピーして、データベースをそ
れぞれのファイルシステムに移行できます。
詳しくは、データベースのマニュアルを参照してください。

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

1

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

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

ポリシーファイルを適用するには

1

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

2

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

3

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

4

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

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

1

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

2

db2 list

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

3

tablespaces

list

tablespace containers for <tablespace-id>

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

Q1_order_files.txt
NODE0000/Q1_order_file1.f
NODE0000/Q1_order_file2.f
...
NODE0000/Q1_order_fileN.f

第 1 四半期の注文データを Sybase の階層 2 ストレージに再配置するための準備をす
るには

1

セグメント Q1_order_tbs に属するデータファイルのリストを取得します。この目的に
は、システムプロシージャ sp_helpsegment と sp_helpdevice を使用できます。
sybsadmin$ sp_helpsegment Q1_order_tbss

メモ: Sybase 用語では、「表領域」は「セグメント」を意味します。

2

セグメント Q1_order_tbs のデバイス名を書き留めます。

3

各デバイス名については、sp_helpdevice システムプロシージャを使ってデータ
ファイルの物理パス名を取得します。
sybsadmin$ sp_helpdevice <device name>

4

すべてのデータファイルパス名を Q1_order_files.txt に保存します。
# cat

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

1

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

2

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

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

4

ポリシーを適用します。
# fsppadm enforce /DBdata

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

1

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

2

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

db2

list tablespaces

tbs_call_idx の表領域 ID を書き留めます。

3

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

4

db2 list tablespace containers for <tablespace-id>

ファイルを index_files.txt に格納します。
# cat index_files.txt
/DB2data/NODE0000/IDX/call1.idx
/DB2data/NODE0000/IDX/call2.idx
/DB2data/NODE0000/IDX/call3.idx
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call_idx を Sybase の高価なストレージに再配置するための準備をするには

1

call_idx セグメントのデータファイルのリストを取得します。
$ sybsadmin$ sp_helpsegment call_idx

2

セグメント call_idx のデバイス名を書き留めます。

3

各デバイス名については、sp_helpdevice システムプロシージャを使ってデータ
ファイルの物理パス名を取得します。
sybsadmin$ sp_helpdevice <device name>

4

すべてのデータファイルパス名を index_files.txt に保存します。
# cat index_files.txt
/SYBdata/NODE0000/IDX/call1.idx
/SYBdata/NODE0000/IDX/call2.idx
/SYBdata/NODE0000/IDX/call3.idx
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call_idx を階層 0 ストレージに再配置するには

1

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

2

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

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

1

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

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

3

ポリシーを割り当て、適用します。
# fsppadm validate /DBdata index_policy.xml
# fsppadm assign /DBdata index_policy.xml
# fsppadm enforce /DBdata
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Flexible Storage Sharing を
使ったストレージの最適化
この章では以下の項目について説明しています。
■

Flexible Storage Sharing について

■

Flexible Storage Sharing でストレージを最適化するための使用例について

■

共有なしストレージによる SFRAC クラスタ環境の設定

■

ハイブリッドストレージによる SmartTier 機能の実装

■

共有ストレージなしのキャンパスクラスタの設定

Flexible Storage Sharing について
FSS（Flexible Storage Sharing）は、クラスタ全体でローカルストレージのネットワーク共
有を有効にします。ローカルストレージは DAS（Direct Attached Storage）または内部
ディスクドライブの形式にする必要があります。 ネットワーク共有ストレージは、クラスタノー
ド間のネットワーク相互接続を使って有効化します。
FSS を使うと、ネットワーク共有ストレージは物理共有ストレージと共存できます。論理ボ
リュームは、共通のストレージ名前空間を作成する両方のタイプのストレージを使って作
成できます。 ネットワーク共有ストレージを使う論理ボリュームにより、ファイルシステムと
アプリケーションに透過的な物理共有ストレージを必要とすることなく、データ冗長性と高
可用性、およびディザスタリカバリ機能が提供されます。
このリリースでは、FSS は RHEL（Red Hat Linux）または SLES（SUSE Linux Enterprise
Server）を実行する最大 8 個のノードのクラスタでサポートされます。 このリリースでサ
ポートする RHEL と SLES のバージョンについては、『Symantec Storage Foundation
and High Availability Solutions リリースノート』を参照してください。
図 11-1 に、Flexible Storage Sharing 環境を示します。
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図 11-1

Flexible Storage Sharing 環境

Flexible Storage Sharing の制限事項
FSS（Flexible Storage Sharing）を使う場合には次の制限事項があります。
■

FSS は最大 8 個のノードのクラスタでのみサポートされます。

■

ディスクの初期化操作は、ディスクにローカル接続するノードでのみ実行してくださ
い。

■

FSS は共有ネットワークでブートディスク、非透過ディスク、非 VxVM ディスクの使用
をサポートしません。

■

ホットリロケーションは FSS ディスクグループでは無効です。

■

vxresize 操作はスレーブノードのボリュームとファイルシステムではサポートされま

せん。
■

デフォルトでは、下位の mediatype が異なるので SSD と HDD 間のミラーの作成は
サポートされません。 SSD と HDD 間でミラー化する場合は、3 つの手順がある処理
の実行が必要な場合があります。

■

FSS は複数のホストに接続済みの非 SCSI3 ディスクをサポートしません。

■

動的 LUN 拡張（DLE）はサポートされません。

■

FSS は、vxsnap 操作を使って作成、またはボリューム作成時に「logtype=dco
dcoversion=20」属性を指定して作成したインスタントデータ変更オブジェクト（DCO）
のみをサポートします。
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Flexible Storage Sharing でストレージを最適化するた
めの使用例について
次のリストは、FSS 機能を使用するいくつかの使用例を示しています。
■

共有なしストレージによる SFRAC クラスタ環境の設定

■

ハイブリッドストレージによる SmartTier 機能の実装

■

共有ストレージなしのキャンパスクラスタの設定

FSS 機能について詳しくは、『Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability 管理者ガイド』または『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC
管理者ガイド』を参照してください。

共有なしストレージによる SFRAC クラスタ環境の設定
FSS により、ファイバーチャネル共有ストレージ接続性なしで SFRAC クラスタ環境で並
行アプリケーションを実行することができます。ノード間のネットワーク相互接続により、低
遅延で高スループットのローカルストレージのネットワーク共有が提供されます。その結
果、ストレージ接続性およびトポロジーはアプリケーションに対し透過的になります。 この
使用例では、複雑な SAN プロビジョニングを必要とすることなく並列アクセスによりアプ
リケーションに対するクラスタを迅速にプロビジョニングすることができます。
SFRAC クラスタ環境の設定および FSS の管理について詳しくは、『Symantec Storage
Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

ハイブリッドストレージによる SmartTier 機能の実装
SmartTier により、データストレージをデータ使用上の必要条件と一致させてストレージ
階層化を最適化することができます。 SmartTier ポリシーでは、データがデータ使用上
の必要条件と事前に決定された必要条件に基づいて再配置されます。アクセス頻度が
低いデータはより遅いディスクに移動し、アクセス頻度が高いデータは迅速なデータの取
得のためにより高速のディスクに保存することが可能です。
FSS では、クラスタへの内部ストレージおよび SAN ストレージアクセスの組み合わせが
サポートされています。 SmartTier を使用して、単一のファイルシステムに複数のボリュー
ムをマップし、全体のアプリケーションパフォーマンスを向上させるためにファイルをボ
リューム間で自動的に再配置するポリシーを設定することができます。共有ハイブリッドス
トレージによる SmartTier の実装によって、ローカルストレージ容量が制限されていると
きにオンラインの透過的な方法で SAN ストレージを使用して全体のストレージを増やす
ことができます。
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SmartTier を使用したストレージ使用率の最大化および FSS の管理について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
p.117 の 「SmartTier について」 を参照してください。

共有ストレージなしのキャンパスクラスタの設定
FSS により、アクティブクラスタとアクティブキャンパスクラスタの設定をサイト間のノードで
設定することができます。 サイト間のローカルストレージのネットワーク共有とミラーリング
によりディザスタリカバリソリューションが提供され、サイト間のファイバーチャネル接続性
に対するコストと複雑性が不要になります。
キャンパスクラスタの設定について詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions Disaster Recovery 導入ガイド』を参照してください。
FSS の管理について詳しくは、『Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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データ移行

■

第12章 データ移行の理解

■

第13章 LVM から VxVM へのオフライン移行

■

第14章 ストレージアレイの移行

■

第15章 プラットフォーム間のデータ移行

12
データ移行の理解
この章では以下の項目について説明しています。
■

データ移行のタイプ

データ移行のタイプ
ここでは、次のタイプのデータ移行について説明します。
■

オフライン移行を使って LVM から Storage Foundation へデータを移行する
Storage Foundation をインストールするときに、Logical Volume Manager によって
制御されているボリュームがすでにある場合があります。 データを保持したままで、こ
れらのボリュームを Veritas Volume Manager ボリュームに変換できます。
p.140 の 「LVM からの移行について」 を参照してください。

■

CDS（Cross-Platform Data Sharing）を使ってプラットフォーム間でデータを移行す
る
Storage Foundation では、ディスクとボリュームを作成し、異なるオペレーティングシ
ステムを実行するシステムでデータを読み取ることができるようにすることができます。
CDS のディスクとボリュームは、異なるオペレーティングシステムから同時にマウント
したり、アクセスしたりすることはできません。 CDS 機能を使うと、簡単な方法で、異
なるオペレーティングシステムを実行するシステム間でデータを移行できます。
p.170 の 「CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能の概要」 を参照してください。

■

アレイ間でデータを移行する
Storage Foundation ではさまざまなベンダーのアレイをサポートしています。 ストレー
ジのニーズが変わった場合、アレイ間でデータを移動できます。
p.159 の 「Linux を使用するストレージでのアレイの移行」 を参照してください。
メモ: ファットアレイからシンアレイへの移行を計画している場合は、手順が異なりま
す。

13
LVM から VxVM へのオフラ
イン移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

LVM からの移行について

■

未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変換

■

LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換

■

LVM ボリュームグループ復元

LVM からの移行について
Veritas Volume Manager（VxVM）には、Logical Volume Manager（LVM）ボリュームグ
ループとそこに含まれるオブジェクトを同等の VxVM ディスクグループおよびオブジェク
トに変換するための、vxvmconvert ユーティリティが用意されています。LVM2 ボリュー
ムグループの変換がサポートされる LVM2 のバージョンは 2.00.33 以上です。
LVM によって管理されるシステム上のディスクには、次の 2 つのタイプがあります。
■

未使用のディスクまたはディスクパーティション。これらにはユーザーデータが格納さ
れず、ボリュームグループでは使いませんが、pvcreate によって LVM ディスクヘッ
ダーが書き込まれています。
p.141 の 「未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変換」 を参照してく
ださい。

■

ボリュームグループに所属し、論理ボリュームとボリュームグループが格納される LVM
ディスクまたはディスクパーティション。

■

p.142 の 「LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換」 を参照して
ください。

変換された VxVM ディスクグループは、LVM ボリュームグループに戻すこともできます。
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p.157 の 「LVM ボリュームグループ復元」 を参照してください。
vxvmconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

未使用の LVM 物理ボリュームの VxVM ディスクへの変
換
ボリュームグループに所属せず、ユーザーデータが存在しない LVM ディスクまたはディ
スクパーティションを変換するには、LVM ディスクヘッダーを削除します。
警告: 変換するディスクが LVM 構成で使われていないことを確認してください。これらの
ディスクにユーザーデータが存在すると、変換時にすべて破棄されます。
未使用の LVM 物理ボリュームを VxVM ディスクに変換するには

1

ディスクがボリュームグループに所属していないことを確認するには、次の例に示す
ように pvscan コマンドを使います。
# pvscan
pvscan -- reading all physical volumes (this may take a while...)
pvscan -- inactive PV "/dev/sde1" is in no VG [8.48 GB]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/sdf" of VG "vg02" [8.47 GB / 8.47 GB free]
pvscan -- inactive PV "/dev/sdg" is in no VG [8.48 GB]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/sdh1" of VG "vg02" [8.47 GB / 8.47 GB free]
pvscan -- total: 4 [33.92 GB] / in use: 2 [16.96 GB] / in no
VG: 2 [16.96 GB]

この例は、ディスクデバイス sdf と sdh1 は、ボリュームグループ vg02 に関連付け
られていますが、sde1 と sdg は、ボリュームグループに所属していないことを示して
います。

2

次のコマンドを使って、各ディスクから LVM ヘッダー情報を削除します。
# dd if=/dev/zero of=/dev/diskdev bs=1k count=3
# blockdev --rereadpt /dev/diskdev

警告: dd をディスクパーティションで実行するときは、デバイスとして、ディスク名では
なくディスクパーティションを指定してください。そうしないと、ディスク上の他のパー
ティションの情報が上書きされます。
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3

LVM ヘッダーを上書きした後、fdisk または sfdisk コマンドを使って、ディスク上
のパーティションテーブルを編集します。
# fdisk -l /dev/diskdev

LVM ディスクがディスク全体で作成されている場合は、DOS または SUN パーティ
ションという名前に変更します。
LVM ディスクがディスクパーティションで作成されている場合は、パーティションタイ
プを Linux LVM から Linux に変更します。

4

パーティションテーブルをディスクに書き込んだ後、vxdiskadm コマンドを実行して
項目 1［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or initialize one or
more disks）］を選択するか、または VEA GUI を使って、ディスクまたはディスク
パーティション（他に有効なディスクパーティションがディスクに存在しない場合）を
VM ディスクとして初期化できます。ディスク上に他のパーティションが存在する場合
は、そのディスクパーティションを simple ディスクとして初期化します。

LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへ
の変換
ボリュームグループの変換を開始する前に、以下のガイドラインを慎重にお読みください。
変換プロセスには、様々な手順が含まれます。搭載ツールを変換に利用できますが、自
動化できない手順もいくつかあります。ボリュームグループの変換を行う前に、変換プロ
セスのしくみと必要な作業を確実に理解してください。また、ボリュームデータのバックアッ
プを作成しておいてください。
変換ユーティリティの vxvmconvert は、LVM ボリュームグループの変換に必要なほとん
どの手順をサポートする、対話式のメニュー駆動型プログラムです。LVM ボリュームグ
ループは、VxVM ディスクグループに適切に変換されます。ユーザーデータ（ファイルシ
ステムやデータベースなど）が存在するディスクのパブリックリージョンは、変換の影響を
受けません。ただし、変換プロセスでは、ディスクの LVM 設定領域が上書きされ、論理
ストレージオブジェクトの名前が変更されます。このため、変換は必ずオフラインで行いま
す。変換するボリュームグループに通常アクセスするアプリケーションはすべて、停止す
る必要があります。
変換中、vxvmconvert ユーティリティは、オンディスクデータ移行を使って、VxVM プラ
イベートリージョン用の領域を作成しようとします。ディスクに十分な空き領域がある場合、
そのまま続行されます。ディスクに十分な空き領域がない場合、vxvmconvert ユーティ
リティは、同じボリュームグループにある適切な（つまり、データを移行できる）ディスクのリ
ストを表示します。ディスクを選択すると、データが移行され、VxVM プライベートリージョ
ン用の領域が作成されます。
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ボリュームグループの変換に関する制限事項
LVM ボリューム設定には、VxVM に変換できないものがあります。 変換が失敗する理由
として考えられるものを以下に示します。
■

既存の VxVM ディスクでエンクロージャに基づく名前の付け方（EBN）が使われてい
る。vxvmconvert ユーティリティを使うには、オペレーティングシステムに基づく名前
の付け方（OSN）でディスクに名前が付けられている必要があります。変換対象のシ
ステムでエンクロージャに基づく名前の付け方が使われている場合は、変換する前に
ディスクの名前の付け方を OSN に変更してください。変換後、名前の付け方を EBN
に戻すことができます。
VxVM でのディスクデバイスの命名方法について詳しくは、『Symantec Storage
Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

■

ボリュームグループの設定データに必要なだけの領域が、ボリュームグループにな
い。変換時に、LVM 設定データの保存に使われているディスク領域は、VxVM 設定
データによって上書きされます。書き込まれる VxVM 設定データが、LVM 設定デー
タによって占有されている領域に収まりきらない場合、追加ディスクを指定しないかぎ
り、そのボリュームグループは変換できません。

■

ボリュームグループにルートボリュームが含まれている。vxvmconvert ユーティリティ
は、現在、VxVM ルートボリュームへの変換をサポートしていません。ルートディスク
が LVM ボリュームでない場合は、ルートディスクを VxVM ボリュームに変換できま
す。

■

ルートディスクに、各物理ディスクに関する情報を保存できるだけの領域がない。ボ
リュームグループが大規模な場合（たとえば、20 台以上の 10 GB ドライブで、合計
ストレージが 200 GB 以上の場合など）には、必要領域が 30 MB になることもありま
す。

■

領域最適化スナップショットが存在するボリュームを変換しようとした。領域最適化ス
ナップショットは変換できません。スナップショットを削除して、もう一度変換してくださ
い。変換後、VxVM の機能を使って、新しいスナップショットを作成します。

■

Linux メタデバイスや RAM ディスクなどのサポートされていないデバイスが、物理ボ
リュームとして使われている。

■

VxVM プライベートリージョンを作成するために、vxvmconvert ユーティリティは LVM2
pvmove ユーティリティを使って、別のディスクに物理エクステントを移動できます。そ
れには、dm_mirror デバイスマッパーがカーネルにロードされている必要がありま
す。LVM ボリュームでエクステント移動が必要な場合は、vgconvert ユーティリティ
を使って、このボリュームグループを LVM2 ボリュームグループに変換するように指
示されます。

■

ボリュームグループに含まれるボリュームのパーティション分割スキームを認識できな
い。VxVM 制御にディスクデバイスを追加するには、VxVM がディスクのパーティショ
ン分割スキームを認識する必要があります。Sun のパーティションが LVM メタデータ
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を使って上書きされ、ディスクに VxVM の認識できるパーティションテーブルがなくな
ると、変換は失敗します。
■

ボリュームグループの特定のディスクデバイスに複数の物理エクステントが含まれて
いる。

vxvmconvert で分析オプションを使うと、変換が可能なボリュームグループを簡単に識

別できます。
p.155 の 「障害分析の第 2 段階の例」 を参照してください。
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LVM ボリュームグループの VxVM ディスクグループへの変換
LVM ボリュームグループを VxVM ディスクグループに変換するには、次の手順を実行し
ます。
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1

変換する LVM ディスクとボリュームグループを確認します。vgdisplay などの LVM
管理ユーティリティを使って、変換する LVM ボリュームグループとそれを構成する
ディスクを特定します。また、以下に示すように、vxvmconvert で listvg オペレー
ションを使って、グループとそのメンバーディスクを確認したり、list オペレーション
を使って、システムに認識されているディスクを表示することもできます。
# vxvmconvert
.
.
.
Select an operation to perform: list
.
.
.
Enter disk device or "all"[<address>,all,q,?](default: all) all
DEVICE
cciss/c0d0
cciss/c0d1
sda
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
sdg
sdh

DISK
disk01
disk02
disk03
-

GROUP
rootdg
rootdg
rootdg
-

STATUS
online invalid
online
online
online
online
online
error
error
error
error

Device to list in detail [<address>,none,q,?] (default: none)

［デバイス（DEVICE）］列には、物理ディスクのディスクアクセス名が表示されます。
ディスクのディスクメディア名が［ディスク（DISK）］列に表示されている場合、そのディ
スクは VM の制御下にあり、該当するディスクグループが［グループ（GROUP）］列
に表示されます。［状態（STATUS）］列には、VxVM でディスクを使えるかどうかが表
示されます。LVM ディスクは、VxVM で使えないので、error 状態として表示され
ます。
LVM ボリュームグループの情報を一覧表示するには、次のように listvg オペレー
ションを使います。
Select an operation to perform: listvg
.
.
.
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Enter Volume Group (i.e.- vg04) or "all"
[<address>,all,q,?] (default: all) all
LVM VOLUME GROUP INFORMATION
Name
Type
Physical Volumes
vg02
Non-Root
/dev/sdf /dev/sdh1
Volume Group to list in detail
[<address>,none,q,?] (default: none) vg02
--- Volume group --VG Name
vg02
VG Access
read/write
VG Status
available/resizable
VG #
0
MAX LV
256
Cur LV
0
Open LV
0
MAX LV Size
255.99 GB
Max PV
256
Cur PV
2
Act PV
2
VG Size
16.95 GB
PE Size
4 MB
Total PE
4338
Alloc PE / Size
0 / 0
Free PE / Size
4338 / 16.95 GB
VG UUID
IxlERp-poi2-GO2D-od2b-G7fd-3zjX-PYycMn
--- No logical volumes defined in "vg02" ----- Physical volumes --PV Name (#)
PV Status
Total PE / Free
PV Name (#)
PV Status
Total PE / Free PE

/dev/sdf (2)
available / allocatable
PE 2169 / 2169
/dev/sdh1 (1)
available / allocatable
2169 / 2169

List another LVM Volume Group?[y,n,q,?] (default: n)

2

新しい VxVM 論理ボリューム名を計画します。変換により、ボリューム内のデータへ
のアクセスで使われるデバイス名が変更されます。LVM は、その論理ボリュームの
デバイスノードを、ボリュームグループの名前が付けられたディレクトリの /dev に作
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成します。VxVM は、/dev/vx/dsk/diskgroup と /dev/vx/rdsk/diskgroup に
デバイスノードを作成します。変換が完了すると、LVM デバイスノードはシステムに
存在しなくなります。
/etc/fstab に表示されているファイルシステムに関しては、vxvmconvert は、以

前の LVM ボリューム名を新しい VxVM デバイス名に置き換え、fsck や mount な
どのユーティリティで問題が発生するのを防ぎます。ただし、デバイスが同じ場所に
存在しない場合、特定のデバイスノード名を参照する他のアプリケーションは、失敗
する可能性があります。
次のタイプのアプリケーションを調べ、それらが LVM デバイス名を参照することに
よって失敗する可能性があるかどうかを確認します。
■

raw 論理デバイスにアクセスするデータベース。

■

専有ファイルで指定されたデバイスノードで実行されるバックアップ。バックアッ
プのラベルには、デバイス名が記録されることもあります。

■

cron によって実行されるスクリプト。

■

その他の管理スクリプト。
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3

vxvmconvert のメインメニューからメニュー項目 1［変換する LVM ボリュームグルー

プの分析（Analyze LVM Volume Groups for Conversion）］を選択し、各 LVM
ボリュームグループの変換が可能かどうかを確認します。
この手順はオプションです。分析は、ユーザーがデータにアクセスしている稼動中
のシステムで実行できます。これは、変換が必要なグループとディスクが数多く存在
する場合に便利で、変換によるダウンタイムの計画と管理を最適に行うことができま
す。
以下は、ボリュームグループの分析の出力例です。
Select an operation to perform: 1
.
.
.
Select Volume Groups to analyze:
[<pattern-list>,all,list,listvg,q,?] vg02
vg02
Analyze this Volume Group?[y,n,q,?] (default: y) y
Conversion Analysis of the following devices was successful.
/dev/sdf /dev/sdh1
Hit RETURN to continue.
Second Stage Conversion Analysis of vg02
Volume Group vg02 has been analyzed and prepared for conversion.
Volume Group Analysis Completed
Hit RETURN to continue.

オンディスクデータ移行に十分な領域がないために、オフディスクデータ移行が必
要である場合、さらに使えるディスクの選択を求めるプロンプトが表示されます。
分析は、さまざまな理由によって失敗することがあります。
p.143 の 「ボリュームグループの変換に関する制限事項」 を参照してください。
分析が失敗した場合、vxvmconvert は、エラーのタイプと、分析を再試行する前に
実行できるアクションを詳しく説明するメッセージを出力します。
p.155 の 「障害分析の第 2 段階の例」 を参照してください。
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VxVM への変換を実行する前に、LVM 設定データとユーザーデータをバックアッ
プします。また、LVM 設定自体もバックアップしてください。
警告: 変換時には、擬似再ブート、停電、ハードウェアエラー、オペレーティングシス
テムのバグなどによって、予測不可能な結果が生じることがあります。そのため、検
証済みのバックアップを用意してデータを保護することをお勧めします。
vxvmconvert を実行する前に、次に示す vgcfgbackup ユーティリティを使うと、
LVM ボリュームグループの設定のコピーを保存できます。
# vgcfgbackup volume_group_name

これにより、バックアップファイル /etc/lvmconf/volume_group_name.conf が作
成されます。このファイルを別の場所（オフラインのテープなどのメディアなど）に保
存し、変換プロセスで上書きされないようにします。LVM 設定は、必要に応じて、バッ
クアップファイルからリストアできます。
vxvmconvert ユーティリティは、各ディスクの変換時に LVM 設定データのスナップ

ショットも保存します。このデータは、vgcfgbackup とは異なる形式で保存され、
vxvmconvert プログラムでのみ使えます。このデータは、一定の制限の下で、VxVM
への変換後に LVM ボリュームを修復するために使えます。vxvmconvert にもこの
ような LVM 設定のバックアップ機構がありますが、vgcfgbackup を使って、LVM
ボリュームグループごとに LVM 設定情報を保存することをお勧めします。
ユーザーデータのバックアップを実行する前に、バックアップ手順が、システムで現
在使われているボリューム名に依存する場合があることに注意してください。VxVM
への変換では、ボリューム名が変更されます。このような名前の変更が、作成したバッ
クアップからリストアする際に及ぼす影響を認識する必要があります。

5

変換するボリュームグループに所属するボリュームにアプリケーションがアクセスで
きないようにします。そのために、データベースやマウント解除されたファイルシステ
ムなどを停止しなければならない場合があります。
vxvmconvert は、変換を開始する前に、マウントされたファイルシステムをマウント

解除しようとします。ただし、そのようなファイルシステムを使っているアプリケーショ
ンを停止したり、raw LVM ボリュームで動作しているデータベースなどのアプリケー
ションを処理することはありません。
変換される LVM 論理ボリュームはすべて、vxvmconvert プロセスで使える状態で
ある必要があります。vxvmconvert を実行する前に、ボリュームグループや論理ボ
リュームを非アクティベーションしないでください。
次のコマンドを使うと、ボリュームグループをアクティベーションできます。
# vgchange -a y volume_group_name
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6

vxvmconvert のメインメニューからメニュー項目 2［LVM ボリュームグループの

VxVM への変換（Convert LVM Volume Groups to VxVM）］を選択して、各ボ
リュームグループの変換を開始します。ボリュームグループが分析され、変換が可能
であることが確認されます。分析が成功すると、変換の実行を確認するメッセージが
表示されます。
変換時のエラーを避けるために、一度に 1 つのボリュームグループを変換します。
成功した変換の出力例を次に示します。
Select an operation to perform: 2
.
.
.
Select Volume Groups to convert:
[<pattern-list>,all,list,listvg,q,? vg02
vg02
Convert this Volume Group?[y,n,q,?] (default: y) y
Conversion Analysis of the following devices was successful.
/dev/sdf /dev/sdh1
Hit RETURN to continue.
Second Stage Conversion Analysis of vg02
Volume Group vg02 has been analyzed and prepared for conversion.
Are you ready to commit to these changes?[y,n,q,?](default: y) y
vxlvmconv: making log directory /etc/vx/lvmconv/vg02.d/log.
vxlvmconv: starting conversion for VG "vg02" Thu Feb 26 09:08:57 IST 2004
vgchange -- volume group "vg02" successfully deactivated
vxlvmconv: checking disk connectivity
Starting Conversion of vg02 to VxVM
fdisk ..
disksetup ..
dginit ..
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make .
volinit ..
vxlvmconv: Conversion complete.
Convert other LVM Volume Groups?[y,n,q,?] (default: n)

オンディスクデータ移行に十分な領域がないために、オフディスクデータ移行が必
要である場合、さらに使えるディスクの選択を求めるプロンプトが表示されます。
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LVM ボリュームグループを変換した後は、次の例に示すように、vxvmconvert で
list 操作を使って、変換されたディスクの状態を確認できます。
Select an operation to perform: list
.
.
.
Enter disk device or "all"[<address>,all,q,?](default: all) all
DEVICE
cciss/c0d0
cciss/c0d1
sda
sdb
sdc
sdd
sde1
sdf
sdg
sdh1

DISK
disk01
disk02
disk03
vg0101
vg0201
vg0102
vg0202

GROUP
rootdg
rootdg
rootdg
vg01
vg02
vg01
vg02

STATUS
online invalid
online
online
online
online
online
online
online
online
online

Device to list in detail [<address>,none,q,?] (default: none)

前に error 状態と表示されていた LVM ディスクが、VxVM に対して online と表
示されています。
また、次に示すように vxprint コマンドを使って、変換されたボリューム内のオブ
ジェクトの詳細を表示することもできます（簡潔にするために、TUTIL0 と PUTIL0 の
2 つのカラムは省略しています）。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
dg rootdg

ASSOC
rootdg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

dm disk01
dm disk02
dm disk03

sdb
sdc
sdd

-

17778528
17778528
17778528

-

-

KSTATE

LENGTH

PLOFFS

STATE

Disk group: vg01
TY NAME

ASSOC
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dg vg01

vg01

-

-

-

-

dm vg0101
dm vg0102

sde1
sdg

-

17774975
17772544

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

1638400
1638400
819200
819200

0
0

ACTIVE
ACTIVE
-

v stripevol
gen
pl stripevol-01stripevol
sd vg0102-01
stripevol-01
sd vg0101-01
stripevol-01
Disk group: vg02
TY NAME
dg vg02

ASSOC
vg02

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

dm vg0201
dm vg0202

sdf
sdh1

-

17772544
17774975

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

163840
163840
163840
81920
81920
40960
40960

0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

v concatvol
gen
pl concatvol-01concatvol
sd vg0202-02
concatvol-01
v stripevol
gen
pl stripevol-01stripevol
sd vg0202-01
stripevol-01
sd vg0201-01
stripevol-01

8

新しい VxVM ボリューム名との関係で必要な変更をアプリケーションと設定ファイル
に行います（この手順に関する情報は、手順 2で準備しました）。

9

この時点でファイルシステムを新しいデバイスにマウントし、アプリケーションを再起
動できます。vxvmconvert を実行する前にファイルシステムをマウント解除した場
合は、新しいボリューム名を使って再マウントします。vxvmconvert ユーティリティ
は、マウントされていたファイルシステムをすべて自動的に再マウントします。

10 新しい VxVM ディスクグループに所属するディスクには、それぞれのディスクグルー
プ名に基づく VM ディスクメディア名が設定されます。たとえば、ディスクグループに
mydg という名前が付けられている場合、そのグループのディスクには、mydg01、
mydg02 というような名前が設定されます。また、各 VxVM ボリューム内のプレックス
には、mydg01-01、mydg01-02 などの名前が付けられます。必要に応じて、ディス
クとプレックスの名前を変更できます。
変換後のディスクグループ内の VxVM オブジェクトの名前変更は、設定に問題が
ない場合のみ行ってください。VxVM オブジェクトの名前を変更すると、vxvmconver
を使ってもとの LVM ボリュームグループをリストアすることができなくなります。
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障害分析の第 2 段階の例
障害分析の第 2 段階では、既存の LVM ボリュームグループを調べて、問題を修正する
ために手動で作業する必要がある場所を報告します。問題の原因は、その既存のボリュー
ムグループが変換基準を満たしていないことです。
p.143 の 「ボリュームグループの変換に関する制限事項」 を参照してください。

ボリュームグループのスナップショット
ボリュームグループにスナップショットが存在するために失敗した分析の出力例を、次に
示します。
Snapshot conversion is not supported in this version. Please
remove this volume and restart the conversion process
if you want to continue.

解決方法は、このボリュームグループからスナップショットボリュームを削除することです。

dm_mirror モジュールがカーネルにロードされていません。
（dm_mirror module not loaded in the kernel）
dm_mirror モジュール（LVM2 pvmove ユーティリティに必要）がカーネルにロードされ

ていないために失敗した分析の出力例を、次に示します。
Conversion requires some extent movement which cannot be done
without the dm_mirror target in the kernel. Please consider
installing the dm_mirror target in kernel and retry the
conversion.

解決方法は、必ず、dm_mirror モジュールがカーネルにロードされるようにすることで
す。

変換に必要な LVM1 ボリュームグループへのエクステント移動
LVM2 pvmove ユーティリティによる LVM1 ボリュームグループへのエクステント移動がで
きないために失敗した分析からの出力例を、次に示します。
Conversion requires some extent movement which cannot
be done on a LVM1 volume group. Please consider converting
the volume group to LVM2 and retry the conversion analysis again.

解決方法は、LVM2 vgconvert コマンドを使って、LVM1 ボリュームグループを LVM2
ボリュームグループに変換してから、変換をやり直すことです。
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ボリュームグループ内の認識できないパーティション
ボリュームグループにスナップショットが存在するために失敗した分析の出力例を、次に
示します。
LVM VG(<VG name>) uses unrecognised partitioning, and cannot
be converted. Please remove the VG from the list of conversion candidates
and retry the conversion operation.

これを解決するには、fdisk ユーティリティを使って、デバイスに新しい空の DOS パー
ティションテーブルを作成します。次に例を示します。
# fdisk /dev/sdf
fdisk ユーティリティからの通常の出力を次に示します。
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI
or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only, until you
decide to write them. After that, of course, the previous content won't
be recoverable.
The number of cylinders for this disk is set to 17769.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected
by w(rite)
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
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LVM ボリュームグループ復元
次のような場合には、VxVM ディスクグループから LVM ボリュームグループを復元する
ことができます。
■

変換時にシステムクラッシュやディスク障害などのエラーが起き、変換が失敗した場
合。

■

複数の LVM ボリュームグループの一部でしか変換が成功しなかった場合。

vxvmconvert を使って元の LVM 設定を復元できるのは、変換を実行した後に VxVM

設定が変更されていない場合に限られます。次のいずれの操作によっても VxVM 設定
は変更され、vxvmconvert による復元が不可能になります。
■

変換されたディスクグループへのディスクの追加/削除。

■

変換されたディスクグループの追加/削除。

■

変換されたディスクグループに所属する VxVM オブジェクトの名前の変更。

■

ボリュームサイズの変更。

VxVM 設定が変更されている場合は、LVM 設定とユーザーデータのバックアップからの
完全な復元が必要になります。
変換が中断された場合には、コマンド /etc/vx/bin/vxlvmconv を実行すると、変換を
完了できます。ただし、変換が不可能になるような変更をシステムに行っていない場合に
限られます。

LVM ボリュームグループのリストア
変換されたディスクグループの設定が変更されていない場合は、vxvmconvert コマンド
を使って、ディスクグループをもとの LVM ボリュームグループに復元することができます。
LVM ボリュームグループをリストアする際には、変換時に記録された、LVM 設定ファイル
とその他の設定ファイル（/etc/fstab や LVM デバイスファイルなど）に関する情報が使
われます。ユーザーデータは変更されません。
設定が変更されている場合は、エラーが表示されます。その場合は、バックアップからの
完全なリストアを実行する必要があります。
警告: LVM 設定情報の記録は、root ファイルシステムに保存されますが、これは、バッ
クアップからの完全なリストアが必要にならないという保証にはなりません。
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LVM ボリュームグループをリストアするには、次の手順を実行します。
◆

次の例に示すように、vxvmconvert コマンドのメインメニューから、メニュー項目 3
［VxVM から LVM へのロールバック（Roll back from VxVM to LVM）］を選択し
ます。
Select an operation to perform: 3
.
.
.
Select Volume Group(s) to rollback : [all,list,q,?] list
mddev
vg01
vg02
Select Volume Group(s) to rollback : [all,list,q,?] vg02
Rolling back LVM configuration records for Volume Group vg02
Starting Rollback for VG "vg02"
.......
Selected Volume Groups have been restored.
Hit any key to continue
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ストレージアレイの移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Linux を使用するストレージでのアレイの移行

■

移行のためのストレージミラーの概要

■

新しいストレージの割り当て

■

新しいディスクの初期化

■

現在の VxVM 情報の確認

■

ディスクグループへの新しいディスクの追加

■

ミラー化

■

監視

■

ミラー化の完了

■

古いストレージの削除

■

ミラー化後の手順

Linux を使用するストレージでのアレイの移行
この使用例に示すアレイの移行例では、Linux システムを使用します。 例に示す詳細は、
AIX、Solaris、または Windows システムの場合と異なります。
Symantec SFHA Solutions（Storage Foundation and High Availability Solutions）製
品は、通常であれば高額なハードウェアや時間のかかるコンサルタントソリューションを必
要とするデータ管理目標を企業が達成できるようにする、エンタープライズクラスのソフト
ウェアツールです。
規模の大小にかかわらず、多くの組織にとって、ストレージアレイを有効なストレージリポ
ジトリとして使用できる期間は 3 年から 6 年です。 企業は、コストを削減し、パフォーマン
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スを向上させ、容量を増やすため、絶えず新しいストレージソリューションを評価していま
す。 Storage Foundation and High Availability Solutions の柔軟性により、新しいスト
レージに効率よく移行し、データの全体的な可用性を向上させることができます。
移行方法はいくつかありますが、最も基本的な従来型の方法ではボリュームレベルミラー
を使用します。 手順例を次に示します。
■

組織内で SFHA Solutions システムを担当するシステム管理者に、アレイから別のア
レイへのオンラインストレージアレイ移行を実行する場合に必要なステップを示す。

■

SAN によって 2 つの異なるストレージアレイに接続されている Linux システムを使用
して、移行プロセスを図示する。

■

ボリュームが 1 つのファイルシステムから開始し、ボリュームを別のアレイのボリューム
にミラー化して、元のストレージを切り離すまでのステップを示す。

■

コマンドプロンプトから実行する。

■

ディスクデバイスには OSN（Operating System Based Naming）を使用する（sdb、
sdc など）。

2 つのユーザーインターフェースオプションがあります。
■

SFHA Solutions CLI（コマンドラインインターフェース）。

■

ストレージ移行ウィザードを使用する VOM（Veritas Operations Manager）GUI（グ
ラフィカルユーザーインターフェース）。
詳しくは、Veritas Operations Manager のマニュアルを参照してください。
https://sort.symantec.com/public/documents/vom/4.0ru1/windowsandunix/
productguides/pdf/vom_sp_addon_users.pdf

メモ: シマンテック社の NetBackup PureDisk は、ストレージ管理と高可用性を拡張する
ために、Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions ソフトウェア
にバンドルされています。 PureDisk と一緒に使用するストレージアレイも、SFHA Solutions
方式で移行できます。

移行のためのストレージミラーの概要
次の移行の例は、Hitachi 9900 アレイ、350 GB ディスク/LUN と、NetApps 3050 ファイ
バー接続型 199 GB ディスク/LUN の間で行われます。
ストレージのミラー化を使用してストレージを移行するには

1

SAN に新しいアレイを接続します。

2

サーバーの HBA ポートにアレイコントローラのポートをゾーン化します。

3

アレイに新しい LUN を作成するか、場所を示します。

4

サーバーの HBA ポートに新しい LUN をマップします。
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5

このボリュームまたはファイルシステムで実行中のプロセスがあれば停止します。

6

rescan-scsi-bus.sh コマンドと scsidev コマンドを使用してハードウェアを再ス

キャンするか、再ブートします（オプション）。

7

オペレーティングシステムが新しいターゲットストレージ（Array-B）にアクセスできる
ことを確認します。

8

新しいディスクを Veritas Volume Manager（VxVM）の制御下に置きます。

9

VxVM ミラー化プロセスを開始して、ソースアレイエンクロージャとターゲットアレイエ
ンクロージャの間でプレックスを同期化します。

10 ミラー化プロセスを監視します。
11 ミラー化の完了後、VxVM の制御下からディスクを論理的に取り除きます。
メモ: この例の Linux システムは、Storage Foundation ソフトウェアを含む Symantec
NetBackup Puredisk サーバーとして実行されています。Puredisk は、このモード
のストレージアレイ移行もサポートします。

12 古いストレージアレイ（エンクロージャ）の接続を解除します。

新しいストレージの割り当て
アレイストレージを移行する最初の手順は、新しいストレージをサーバーに割り当てること
です。
例のように新しいストレージを割り当てるには

1

新しいアレイに LUN を作成します。

2

新しい LUN をサーバーにマップします。

3

新しい LUN をサーバーにゾーンします。

4

再ブートするか、「fdisk」などのネーティブ OS ツールを使用して再スキャンすると、
新しい外部ディスクが表示されます。

この例では、元のディスク（/dev/sdb）は VxVM（Veritas Volume Manager）によってす
でに初期化されています。パーティションレイアウトはすでに確立されています。また、ディ
スクサイズが異なることにも注意してください。使用する LUN のサイズをより小さくしたり
大きくしたりする場合もあります。LUN サイズの変更は問題ありませんが、より小さい LUN
に対してミラー化する場合は、物理ディスクデバイスや LUN に適合するように、元のボ
リュームのサイズを縮小する必要があります。
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元のボリュームを縮小するには
◆

新しいボリュームサイズを n GB に縮小できます。
# vxassist -g diskgroup_name shrinkto volume_name ng

その後、ファイルシステムのサイズを変更します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -t vxfs -b new_size_in_sectors /Storage

また、ボリュームとファイルシステムのサイズを変更するには、vxresize コマンドを
使います。
元のボリュームを拡張するには
◆

新しいボリュームサイズを n GB に拡大できます。
# vxassist -g diskgroup_name growto volume_name ng

その後、ファイルシステムのサイズを変更します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -t vxfs -b new_size_in_sectors /Storage

また、ボリュームとファイルシステムのサイズを変更するには、vxresize コマンドを
使います。
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メモ: SmartMove では、シンプロビジョニングをサポートするエンクロージャで、ファットア
レイ LUN からシンアレイ LUN に移行できます。

新しいディスクの初期化
オペレーティングシステムが新しいディスクを認識したら、次にそのディスクを初期化しま
す。
例のようにディスクを初期化するには
◆

vxdisksetup コマンドを実行して、VxVM 対応の適切なパーティションレイアウトを

Veritas Volume Manager に確立します。
古いディスクに内部名 OLDDISK を割り当てているかどうか注意が必要です。これを明
確にするために、新しいディスクに一意の名前が割り当てられています。

これで、ディスクが VxVM 制御下で初期化されました。ディスクに既存のディスク（sdb）
に類似した新しいパーティションテーブルがあり、Veritas ディスクグループ PDDG （例
で使用したディスクグループの名前）に結合する準備ができていることに注意が必要で
す。

163

第 14 章 ストレージアレイの移行
現在の VxVM 情報の確認

現在の VxVM 情報の確認
新しいディスクの初期化が終わったら、VxVM 情報を確認します。次のスクリーンショット
は、サーバー上のすべてのディスクと、ディスクに対応するパーティションテーブルを示し
ています。ディスク sdb とディスク sdc は両方とも vxdisksetup コマンドで設定されてい
るため、同じ方法でパーティション化されます。

次のスクリーンショットは、既存のストレージオブジェクトの VxVM の階層を示しています。
サーバーが実行されており、稼働状態にあることに注意してください。ここでは、PDDG
と呼ばれる、他のストレージオブジェクトが従属する論理ディスクグループを使用します。
ここで最も重要なストレージオブジェクトは、Storage と呼ばれるボリュームです。ボリュー
ム名は自由に付けることができますが、この例では、ボリュームの名前は「Storage」にな
ります。ボリュームオブジェクトは、vxprint コマンド出力では「v」と示されます。他のオブ
ジェクトはサブディスク（sd）で、1 つの LUN 上の 1 つの連続するブロック範囲を表しま
す。その他のオブジェクトはプレックス（「pl」）で、OS が読み書きする仮想オブジェクトま
たはコンテナを表します。vxprint では、長さの値はセクタで表されます。これは、Linux
ではそれぞれ 512 バイトです。RAW ボリュームサイズの長さは 377487360 セクタです。
512 バイトをかける（512*377487360）と 193273528320 バイトになり、約 193 GB にな
ります（2）。
新しいディスクが追加されると 213 GB になりますが、元の既存の Storage ボリュームは
250 GB でした。Storage ボリュームを、まずミラー化されるディスクのセクタ数と同じ（ま
たはより小さい）数に縮小する必要があったからです。
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Storage ボリュームの例のようにボリュームを縮小するには
◆

vxresize コマンドを使います。
# vxresize -f -t my-shrinktask -g PDDG Storage 193g

PDDG ディスクグループにグループ化された元の物理ディスク（「dm」）は sdb と呼ばれ
ますが、この例では OLDDISK という内部名を割り当てます。これは、rename オペランド
を使用する vxedit コマンドで実行されます。VxVM の制御下にも新しいディスク（sdc）
が表示されます。初期化されていますが、ディスクグループにはまだ割り当てられていま
せん。

ディスクグループへの新しいディスクの追加
次に、PDDG ディスクグループに新しいディスクを追加し、そのディスクの名前として
NEWDISK の名前を割り当てます。
例として使用するディスクグループに新しいディスクを追加するには

1

ディスクを初期化します。

2

PDDG ディスクグループにディスクを追加します。
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新しいディスクの VxVM の内部名は、デフォルトの disk から NEWDISK に変更されま
す。

ミラー化
次に、ミラー化プロセスを開始します。 vxassist コマンドを使用して、Storage ボリュー
ムを単純な連結ボリュームからミラー化ボリュームに変換しました。 必要に応じて、DRL
（Dirty Region Log）をボリュームに追加できます。 有効になっていると、DRL はシステム
クラッシュ後のミラー化ボリュームの回復を高速化します。 それには 1 MB のディスク容
量を余分に追加する必要があります。
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Storage ボリュームの例のように DRL を追加するには
◆

次のコマンドを実行します。
# vxassist -g PDDG addlog Storage logtype=drl

DRL ログについて詳しくは、
『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

監視
続行する前に、ミラー化プロセスを完了する必要があります。ミラー化プロセスは 1 つの
ディスクから読み込み、別のディスクに書き込むため、このプロセス中にシステムに高い
I/O 負荷がかかる場合があります。
ミラー処理を監視するには
◆

vxtask list コマンドを使います。

vxstat コマンドを使用すれば RAW I/O 統計情報も監視できます。ミラー化はサーバー
に対する処理要求が低い時間帯に実行するか、必要な場合はサービスが完全に停止し
てから行ってください。初期同期の実行中は、新しいプレックスの状態は TEMPRMSD
のままです。

ミラー化を一時停止および再開するには
◆

vxtask コマンドを使います。

ミラー化プロセスの量を調整して、必要な I/O を解放するには
◆

vxtask コマンドを使います。
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TEMPRMSD プレックス状態は、新しいデータプレックスをボリュームに接続するときに
vxassist によって使われます。同期化の操作が完了しない場合、プレックスとそのサブ
ディスクは削除されます。
http://www.symantec.com/docs/TECH19044を参照してください。

ミラー化の完了
ミラー化が完了すると、ボリュームに関連付けられたアクティブなプレックスが 2 つ存在す
ることが vxprint の出力により確認できます。これは 2 つのプレックスで構成されるミラー
ボリュームで、それぞれのプレックスは別々の物理ストレージアレイに存在します。

ミラータスクの完了を確認するには
◆

vxtask コマンドを使います。

古いストレージの削除
ミラー化プロセスが完了した後、古いストレージを削除できます。
古いストレージを削除するには

1

ミラーを分割します。

2

ボリュームの実行可能性を確認します。 この段階でサービスを停止する必要はあり
ません。
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3

古いディスク（OLDDISK）のミラーをクリーンアップします。

4

ディスクグループから古いストレージを削除します。

円記号「¥」を使用して、「!」の意味をルートユーザーのデフォルトのシェルである bash
シェルに変更する必要があります。 円記号「¥」を使用しない場合、bash（または C シェ
ル）コマンドラインインタープリタはコマンドイベントの履歴を検索しようとします。

ミラー化後の手順
最後の手順では、アプリケーションが動作していることを確認するために、所有している
ユーティリティを実行することにより、アプリケーションサービスを確認します。ある時点で、
この時点で再ブートして、システムが正常に起動し、再ブート時にディスクにアクセスでき
ることを確認します。 すべてのストレージ、ディスクグループ、およびボリュームオブジェク
ト名は変更されないため、ファイルシステムのマウントテーブル（たとえば、etc/fstab）に修
正を加える必要はありません。
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移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能の概要

■

CDS のディスク形式とディスクグループ

■

CDS（Cross-platform Data Sharing）を使用するためのシステムの設定

■

システムの管理

■

ファイルシステムに関する考慮事項

■

アラインメント値とブロックサイズ

■

スナップショットボリュームの移行

CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能の概要
この項では、Symantec Storage Foundation™ ソフトウェアが提供する CDS
（Cross-Platform Data Sharing）機能の概要について説明します。CDS には、多様な
環境の異なるシステム間でデータを移動するための基本的な機能が用意されています。
マシンでは HP-UX、AIX、Linux または Solaris™ オペレーティングシステム（OS）を実
行でき、これらのマシンはすべて、データを保有する物理デバイスに直接アクセスできま
す。CDS を使うと、オペレーティングシステムプラットフォームに関係なく、シマンテック社
製品およびアプリケーションからデータストレージにアクセスでき、異なる環境においても
透過的に作業できるようになります。
CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能は PDC（Portable Data Containers）とも呼
ばれます。 この文書を通じて一貫性を保つため、名前には CDS（Cross-Platform Data
Sharing）を使います。
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デバイス階層（ディスクからファイルシステムまで）の次のレベルで、CDS の使用がサポー
トされている必要があります。
エンドユーザーのアプリケーション

アプリケーションレベル

Veritas™ File System（VxFS）

ファイルシステムレベル

Veritas™ Volume Manager（VxVM）

ボリュームレベル

オペレーティングシステム

デバイスレベル

CDS はライセンス方式の機能であり、VxVM ではディスクグループレベルで、また、VxFS
ではファイルシステムレベルでサポートされます。
CDS では新しいディスクタイプ（auto:cdsdisk）を利用しています。データ共有を有効
にするために、VxVM ではディスクグループタイプ（cds）および異なる OS ブロックサイ
ズをサポートしています。
メモ: CDS により、異なるシステム間でデータボリュームとその中身を簡単に移行するこ
とができます。 ただし、異なるタイプのプラットフォームからの同時アクセスは、必要なす
べてのレベルでそのようなアクセスがサポートされていないかぎり実行できません。

プラットフォーム間の共有データ
プラットフォーム間でボリュームをエクスポートすることはできますが、ボリューム上のデー
タの共有は、アプリケーションレベルでデータ共有がサポートされている場合のみ可能で
す。したがって、プラットフォーム間でのデータ共有を可能にするには、ソフトウェアスタッ
ク全体でデータ共有がサポートされている必要があります。
たとえば、VxVM ボリューム上の VxFS ファイルシステムに、データベースを構成するファ
イルが格納されている場合は、次のような機能が適用されます。
■

ディスクは各プラットフォームで（cds ディスクとして）認識されます。

■

ディスクグループをプラットフォーム間でインポートできます。

■

ファイルシステムを別のプラットフォームにマウントできます。

ただし、データベースが持つ固有の特性のため、データベースを作成したプラットフォー
ムとは別のプラットフォームでデータベースを起動して使えない場合があります。
たとえば、あるプラットフォームでコンパイルした実行可能ファイルは、（CDS を使って）プ
ラットフォーム間でアクセスできますが、別のプラットフォームでは実行できない場合があ
ります。
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メモ: オペレーティングシステムから raw ディスクおよびボリュームにアクセス可能で、ア
プリケーションで raw ディスクやボリュームを使える場合、スタック内にファイルシステムは
必要ありません。データベースとその他のアプリケーションは、データファイルを格納する
ファイルシステムがなくても、raw ボリューム上にデータコンポーネントを格納することがで
きます。

ディスクドライブのセクタサイズ
セクタサイズはディスクドライブ（アレイタイプのデバイスの場合は SCSI LUN）の属性で
あり、ドライブのフォーマット時に設定されます。セクタとは、ドライブ上の指定可能な最小
格納単位であり、デバイスが I/O を実行する単位です。セクタサイズが重要なのはデバ
イスレベルでの原子的な I/O サイズが定義されるためです。システム障害が発生した場
合に、VxVM によってデバイスドライバに送信される複数セクタの書き込みが原子的に行
われるかどうかは（SCSI サブシステムでは）保証されません。

ブロックサイズの問題
ブロックサイズの値はプラットフォームによって異なり、セクタサイズと同じかそれより大きく
なります。各プラットフォームにおいて、ディスクはブロックサイズの倍数であるブロック境
界単位でアクセスされます。
あるプラットフォームで作成したデータに、ブロックサイズの異なる別のプラットフォームか
らアクセスすると、次のような問題が発生する可能性があります。
アドレス指定の問題 ■
■

境界超過の問題

アクセスする側のプラットフォームと互換性があるブロック境界以外の場
所にデータが作成されている可能性があります。
アクセスする側のプラットフォームからは、データの先頭にアクセスでき
ない可能性があります。

書き込まれるデータのサイズが、アクセスする側のプラットフォームで使われ
るブロックサイズの倍数に厳密にはならない可能性があります。この場合、ア
クセスする側のプラットフォームでは、I/O をディスク上のデータの境界内に
制約することができません。

オペレーティングシステムデータ
一部のオペレーティングシステム（OS）では、ディスクへのアクセスを認識および制御す
るために、ディスク上に OS 固有のデータが必要になります。

CDS のディスク形式とディスクグループ
ここでは、CDS ディスク形式と CDS ディスクグループについての追加情報を提供しま
す。
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CDS のディスクアクセスと形式
あるディスクに複数のプラットフォームからアクセスするためには、そのディスクがすべて
のプラットフォームで一貫して認識される必要があり、さらに各プラットフォームでそのディ
スクの I/O を実行できる必要があります。 CDS ディスクは、特定の場所で特定の内容を
提供するため、どのプラットフォームで初期化されたかに関係なく、異なるプラットフォー
ムで識別し、アクセスを制御することができます。ディスクを初期化したプラットフォームに
関係なく、すべての CDS ディスクで同じ内容および位置が使われます。
ディスクを CDS ディスクとして初期化するか、または CDS ディスクに変換するには、次
の必要条件を満たしている必要があります。
■

SCSI ディスクであること

■

物理ディスク（LUN）全体であること

■

物理ディスク（LUN）を管理するボリュームマネージャ（VxVM など）が複数存在する
場合は不可

■

定義されていても、ディスク上に設定されていないディスクパーティション（スライス）が
存在する場合は不可

■

usetype 属性が root または swap であるボリュームを格納していないこと（たとえば
ブートディスクは不可）

CDS 変換ユーティリティ vxcdsconvert を使うと、非 CDS VM ディスク形式を CDS ディ
スクに変換できます。また、バージョン番号が 110 未満であるディスクグループを、CDS
ディスクをサポートするディスクグループに変換できます。
p.182 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。

CDS ディスクタイプ
CDS ディスク形式 cdsdisk は、すべての VxVM プラットフォームで認識されます。デ
フォルトファイルに別の形式を指定した場合を除き、cdsdisk は新しく作成されるすべて
の VM ディスクで、デフォルトのディスク形式として使われます。vxcdsconvert ユーティ
リティは、他のディスク形式および種類を CDS に変換するのに使います。
p.186 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。
メモ: cdsdisk 形式のディスクは、バージョン 110 以上のディスクグループにのみ追加で
きます。

プライベートリージョンおよびパブリックリージョン
通常、VxVM ディスクにはプライベートリージョンとパブリックリージョンが存在します。
プライベートリージョンとは、ディスクヘッダーラベル、VxVM オブジェクト（ボリューム、プ
レックス、サブディスクなど）の設定レコード、設定データベースのインテントログなどの
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VxVM 設定情報が格納されるディスク上の小さな領域です。プライベートリージョンのデ
フォルトのサイズは 32 MB です。これは、ディスクグループ内の VxVM オブジェクト数千
個分以上の詳細情報を記録するのに十分なサイズです。
パブリックリージョンとはディスクの残りの領域で、サブディスクへのストレージ領域の割り
当てに使われます。
プライベートリージョンとパブリックリージョンは、CDS の処理を可能にするために、アライ
ンメントされ、8 K の倍数のサイズに設定されています。パブリックリージョン内の VxVM
オブジェクトのアラインメントは、ディスクグループアラインメント属性によって制御します。
ディスクグループアラインメント属性の値も、CDS の処理を可能にするために 8 K に設
定する必要があります。
メモ: 他の（非 CDS）VxVM ディスク形式の場合は、プライベートリージョンおよびパブリッ
クリージョンのアラインメントはプラットフォーム固有の OS ブロックサイズになります。

ディスクアクセスタイプ auto
DA（ディスクアクセス）タイプ auto は、すべてのプラットフォームで使用可能な cdsdisk
を始めとする複数のディスク形式をサポートします。このディスクタイプは、VxVM 自動設
定モードで作成した DA レコードと関連付けられます。ディスクタイプが auto の場合は、
ディスク上で使われている形式が自動的に判別されます。

プラットフォームブロック
プラットフォームブロックはディスクセクタ 0 に配置され、プラットフォームのオペレーティ
ングシステムに固有のデータを格納します。このブロックは、各プラットフォーム間でディ
スクを適切に操作するために必要です。このプラットフォームブロックにより、異なるプラッ
トフォームで初期化されたディスクを同一プラットフォームで初期化されたディスクと同様
に扱うことができます。

AIX 共存ラベル
AIX 共存ラベルは、VxVM の制御下にあるディスクを AIX 論理ボリュームマネージャ
（LVM）で識別できるようにするためにディスク上に配置されるデータです。

HP-UX 共存ラベル
HP-UX 共存ラベルは、VxVM の制御下にあるディスクを HP 論理ボリュームマネージャ
（LVM）で識別できるようにするためにディスク上に配置されるデータです。

VxVM ID ブロック
VxVM ID ブロックは、VxVM の制御下にあるディスクを識別するためにディスク上に配置
されるデータです。VxVM ID ブロックには、動的な VxVM プライベートリージョンの位置
情報などが格納されます。
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CDS（Cross-Platform Data Sharing）ディスクグループについて
CDS（Cross-Platform Data Sharing）ディスクグループを使うと、Veritas Volume Manager
（VxVM）オブジェクトのプラットフォーム間でのデータ共有が可能になり、サポートされて
いるプラットフォームで書き込まれたデータに別のプラットフォームからアクセスできるよう
になります。 CDS ディスクグループは CDS ディスク（ディスク形式が cdsdisk の VxVM
ディスク）のみで構成され、バージョン 110 以上のディスクグループのみに使えます。
ディスクグループのバージョン 160 以降、CDS ディスクグループは 1 TB を超えるディス
クをサポートできます。
メモ: CDS 変換ユーティリティ vxcdsconvert を使うと、非 CDS VxVM ディスク形式を
CDS ディスクに変換できます。また、バージョン番号が 110 未満であるディスクグループ
を、CDS ディスクをサポートするディスクグループに変換できます。
p.182 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。
CDS ディスクグループ内のすべての VxVM オブジェクトはアラインメントされていてサイ
ズが設定されているため、あらゆるシステムから、独自表現の I/O ブロックを使ってオブ
ジェクトにアクセスできます。 CDS ディスクグループでは、プラットフォームに依存しない
アラインメント値を使って、最大 8 K のシステムブロックサイズをサポートしています。
p.176 の 「ディスクグループアラインメント」 を参照してください。
CDS ディスクグループは次のように使うことができます
■

あるシステム上で初期化してから、他のプラットフォームのシステム上の VxVM でそ
のまま使えます。

■

Linux、Solaris、AIX および HP-UX の各システムで（順番に）インポートできます。

■

専用ディスクグループまたは共有ディスクグループ（CVM による）としてインポートで
きます。

CDS ディスクグループには、次のディスクまたはボリュームは含めることはできません
■

usetype 属性が root および swap のボリューム。 CDS を使ってブートデバイスを共
有できません。

■

カプセル化されたディスク

メモ: Solaris および Linux システムでは、ディスクのカプセル化処理により、（データまた
はファイルシステムが含まれる）ディスク上のスライスまたはパーティションが VxVM の制
御下に置かれます。 AIX および HP-UX システムでも、LVM ボリュームは同様に VxVM
ボリュームに変換することができます。
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デバイスクォータ
デバイスクォータは、関連付けを持つデバイスノードをファイルシステムに作成するオブ
ジェクト（ディスクグループ内）の数を制限します デバイスクォータは、2.6 より前のカーネ
ルを搭載した Linux プラットフォームとそれ以外のサポート対象プラットフォームでディス
クグループを転送する場合に便利です。2.6 より前のカーネル搭載の Linux では、1 つ
のメジャーデバイスにつき、256 のマイナーデバイスしかサポートされていませんでした。
デバイスクォータを設定することにより、特定の CDS ディスクグループに作成できるデバ
イスの数を制限することができます。
p.194 の 「CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定」 を参照してください。
デバイスを作成する際に、デバイスクォータを超える場合は、エラーが返されます。この
場合は、クォータを大きくするかデバイス番号を使っているオブジェクトをいくつか削除し
てから、デバイスを作成する必要があります。
p.197 の 「CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示」 を参照してください。

マイナーデバイス番号
プラットフォームの最大デバイス数を超えるディスクグループはインポートできません。
メモ: 許容される最大デバイス数は、2.6 より前のカーネル搭載の Linux プラットフォーム
と、サポートされるその他のプラットフォームとでは大きく異なります。

非 CDS ディスクグループ
バージョン 110（またはそれ以上）のディスクグループには、CDS ディスクおよび非 CDS
ディスクの両方を含めることができます。ただし、プラットフォーム間で共有できるのは、
CDS ディスクのみで構成されるバージョン 110（またはそれ以上）のディスクグループの
みです。機能が有効になっているかどうかは、ディスクグループの cds 属性によって制
御されます。この属性を有効にすると非 CDS ディスクグループが CDS ディスクグルー
プになります。
非 CDS ディスクグループには、異なるプライベートリージョンアラインメント特性を持つ
CDS ディスクと非 CDS ディスクを混在させることができますが、その場合でもディスクグ
ループアラインメントによりすべてのサブディスクの作成方法を指定できます。

ディスクグループアラインメント
ディスクグループの属性の 1 つにブロックアラインメントがあります。これは、ディスクグ
ループによってサポートされる最大ブロックサイズを表します。
このアラインメントにより、ディスクグループ内のオブジェクトの次の属性が制約されます。
■

サブディスクのオフセット
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■

サブディスクのサイズ

■

プレックスのオフセット

■

ボリュームサイズ

■

ログサイズ

■

ストライプ幅

オフセット値は、ドライブ上でのオブジェクトの配置位置を示します。
ディスクグループアラインメントは、ディスクグループの作成時に割り当てられます。
p.190 の 「ディスクグループの操作」 を参照してください。

アラインメント値
ディスクグループブロックアラインメントには、1 ブロックまたは 8 k（8 KB）の 2 つの値が
あります。
CDS ディスクグループのアラインメント値はすべて 8 k に設定されている必要がありま
す。
バージョン 110 より前のディスクグループはすべて、アラインメント値が 1 ブロックです。
この値はディスクグループがバージョン 110 以降にアップグレードされても保持されます。
バージョン 110 以降で、CDS ディスクグループに属さないディスクグループは、アライメ
ント値を 1 ブロックまたは 8 k に設定できます。
VxVM 4.0 以上のリリースで新規に初期化されたディスクグループのアラインメントはす
べて 8 k に設定されます。ディスクグループの作成時に使われるこの値は変更できませ
ん。ただし、このディスクグループアラインメントは後で変更できます。
p.191 の 「非 CDS ディスクグループのアラインメント変更」 を参照してください。
メモ: デフォルトでは、すべてのプラットフォームで vxassist を使う際に
layout=diskalign 属性が設定されます。layout 属性はアラインメントが 8 k に設定
されたディスクグループでは無視されるため、デフォルト設定に依存するスクリプトは失敗
する可能性があります。

DRL（Dirty Region Log）アラインメント
DRL（Dirty Region Log）内の各マップの位置とサイズは、（DRL が関連付けられている
ボリュームが含まれる）ディスクグループのディスクグループアラインメントに基づく必要が
あります。すなわち、各 DRL マップの領域のサイズとアラインメントは、ディスクグループ
アラインメント（CDS ディスクグループの場合は 8 K）の倍数にする必要があります。（領
域のサイズを利用する機能ではこの制限に加えて最小値やサイズの増分を設定すること
ができますが、この制限に準拠する必要があります）。
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バージョン 110 のディスクグループの場合、従来の DRL ボリュームは領域に関する次
の必要条件を満たしている必要があります。
■

最小領域サイズ 512 K

■

領域サイズの増分単位 64 K

バージョン 110 のディスクグループの場合、インスタントスナップの DCO ボリュームは領
域に関する次の必要条件を満たしている必要があります。
■

最小領域サイズ 16 K

■

領域サイズの増分単位 8 K

ボリューム作成時のオブジェクトのアラインメント
CDS ディスクグループの場合、ボリュームの作成に使われる VxVM オブジェクトは自動
的に 8 K にアラインメントされます。非 CDS ディスクグループの場合、ディスクグループ
アラインメントの制限を受ける属性がコマンドでどのように処理されるかは、vxassist の
属性 dgalign_checking で制御します。この値を strict に設定した場合は、ボリュー
ムのサイズおよび属性値をディスクグループアラインメント値の整数倍にする必要があり
ます。整数倍でない場合はコマンドの実行が失敗し、エラーメッセージが表示されます。
この値を round（デフォルト値）に設定した場合、属性値は必要に応じて切り上げられま
す。この属性をコマンドラインまたはデフォルトファイルで指定しない場合は、デフォルト
値 round が使われます。
vxassist の属性 diskalign および nodiskalign は、サブディスクをシリンダ境界で

アラインメントするかどうかを制御し、アラインメント値が 1 に設定されている非 CDS ディ
スクグループのみで使えます。

CDS（Cross-platform Data Sharing）を使用するための
システムの設定
CDS（Cross-platform Data Sharing）を使ってプラットフォーム間でデータを移行する場
合は、CDS ディスクと CDS ディスクグループを使うようにシステムを設定してください。
CDS のライセンスを有効にしておく必要があります。 デフォルトファイルを使って CDS
ディスクと CDS ディスクグループの適切な設定を行うことができます。
表 15-1 に、CDS を使うようにシステムを設定するためのタスクを示します。
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表 15-1

CDS ディスクと CDS ディスクグループの設定

タスク

手順

CDS ディスクを作成します。

CDS ディスクは次のいずれかの方法で作成で
きます。
■

■

■

CDS ディスクグループを作成します。

CDS ディスクグループは次のいずれかの方法
で作成できます。
■

■

CDS のライセンスを確認します。

未初期化ディスクからの CDS ディスクの作
成
p.179 の 「未初期化ディスクからの CDS ディ
スクの作成」 を参照してください。
初期化済みの VxVM ディスクを用いた CDS
ディスクの作成
p.180 の 「初期化済みの VxVM ディスクを用
いた CDS ディスクの作成」 を参照してくださ
い。
非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換
p.182 の 「非 CDS ディスクから CDS ディス
クへの変換」 を参照してください。

CDS ディスクグループの作成
p.181 の 「CDS ディスクグループの作成」 を
参照してください。
非 CDS ディスクグループから CDS ディスク
グループへの変換
p.184 の 「非 CDS ディスクグループから CDS
ディスクグループへの変換」 を参照してくだ
さい。

ライセンスの確認については、p.186 の 「ライセン
スの確認」 を参照してください。

CDS に関連するシステムのデフォルト値を確認 デフォルトファイルについては、p.186 の 「デフォ
します。
ルトファイル」 を参照してください。

未初期化ディスクからの CDS ディスクの作成
次のいずれかの方法を使って、未初期化ディスクから CDS ディスクを作成できます。
■

「vxdisksetup による CDS ディスクの作成」

■

「vxdiskadm による CDS ディスクの作成」
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vxdisksetup による CDS ディスクの作成
vxdisksetup コマンドを使って CDS ディスクを作成するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxdisksetup -i disk [format=disk_format]
/etc/default/vxdisk ファイルに別の形式を指定した場合や、format 属性の引

数としてディスク形式を指定した場合を除き、形式はデフォルトで cdsdisk に設定さ
れます。
p.186 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。
vxdisksetup（1M）マニュアルページを参照してください。

vxdiskadm による CDS ディスクの作成
vxdiskadm コマンドを使って CDS ディスクを作成するには
■

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初
期化］を選択します。フォーマットを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。

警告: CDS ディスクでは、CDS 情報によってディスクの最初のセクタが占有されま
す。また、fdisk パーティション情報はありません。fdisk パーティションを作成しよう
とすると（たとえば、fdisk コマンドまたは format コマンドで）、CDS 情報が消去さ
れ、データの破損が起きる場合があります。

初期化済みの VxVM ディスクを用いた CDS ディスクの作成
CDS ディスクを作成する方法は、次のようにディスクの現在の状態により異なります。
■

「ディスクグループに属さないディスクからの CDS ディスクの作成」

■

「ディスクグループにすでに属しているディスクからの CDS ディスクの作成」
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ディスクグループに属さないディスクからの CDS ディスクの作成
ディスクグループに属さないディスクから CDS ディスクを作成するには

1

次のコマンドを実行して、ディスクから VM ディスク形式を解除します。
# vxdiskunsetup disk
vxdisksetup を使って再初期化できないため、形式をいったん auto:none にする

必要があります。

2

ディスクが /etc/vx/darecs ファイルに記述されている場合は、次のコマンドを使っ
てディスクアクセス（DA）レコードを削除します。
# vxdisk rm disk

（ディスクのスキャンによって設定できないディスクアクセスレコードは、ルートファイ
ルシステム内の通常のファイル /etc/vx/darecs に格納されています。詳しくは、
vxintro（1M）マニュアルページを参照してください。）

3

次のコマンドを使ってディスクを再スキャンします。
# vxdisk scandisks

4

次のコマンドを入力してディスクを設定します。
# vxdisksetup -i disk

ディスクグループにすでに属しているディスクからの CDS ディスク
の作成
ディスクグループにすでに属しているディスクから CDS ディスクを作成するには
■

vxcdsconvert コマンドを実行します。

p.182 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。

CDS ディスクグループの作成
CDS ディスクグループの作成には次の方法があります。
■

「vxdg init による CDS ディスクグループの作成」

■

「vxdiskadm による CDS ディスクグループの作成」

vxdg init による CDS ディスクグループの作成
メモ: ディスクグループのバージョンは 110 以上である必要があります。
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vxdg init コマンドを使って CDS ディスクグループを作成するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxdg init diskgroup disklist [cds={on|off}]
/etc/default/vxdg ファイルに別の形式を指定した場合や cds 引数を指定した場

合を除き、形式はデフォルトで CDS ディスクグループに設定されます。
詳細については、vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

vxdiskadm による CDS ディスクグループの作成
既存のディスクをカプセル化する場合、または LVM ボリュームを変換する場合、CDS
ディスクグループを作成することはできません。
既存の CDS ディスクグループをターゲットディスクグループとしてディスクを初期化する
場合、CDS ディスク以外のフォーマットは指定できません。ターゲットディスクグループが
非 CDS ディスクグループである場合は、CDS ディスクまたは非 CDS ディスクのどちら
のフォーマットでも初期化できます。
vxdiskadm コマンドで初期化したディスクを既存の CDS ディスクグループに追加する場

合、そのディスクは cdsdisk 形式で追加する必要があります。
この手順を実行してもディスクグループの CDS 属性は変わりません。
vxdiskadm コマンドを使って CDS ディスクグループを作成するには
■

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初
期化］を選択します。 ディスクグループを CDS ディスクグループにするかどうかを確

認するプロンプトが表示された時点で、その旨の応答を入力します。

非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換
メモ: ディスクを CDS ディスクとして再初期化するには、ディスクタイプが auto になって
いる必要があります。
非 CDS ディスクから CDS ディスクに変換するには

1

オンラインで（つまりディスクグループのアクセス中に）変換を実行しない場合、ディ
スクにアクセスしているすべてのアプリケーションを停止します。

2

変換を実行する前に、ディスクの空き領域が少なくとも 256 セクタあることを確認し
てください。
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3

変換プロセスで使用するディスクをディスクグループに追加します。変換プロセスで
は、ディスクからオブジェクトを退避し、ディスクを再初期化してから、オブジェクトを
ディスクに戻して再配置します。
メモ: ディスクに十分な空き領域がないと、変換プロセスでオブジェクトをディスクに
戻して再配置することができません。この場合は、ディスクグループにディスクを追加
する必要があります。

4

非 CDS ディスクから CDS ディスクに変換するには、CDS 変換ユーティリティ
（vxcdsconvert）を次のいずれかの形式で入力します。
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] disk name [attribute=value] ...
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] alldisks [attribute=value] ...
alldisks キーワードと disk キーワードは、次のように機能します。
alldisks

ディスクグループ内のすべての非 CDS ディスクを CDS ディスクに変
換します。

ディスク

変換する 1 つのディスクを指定します。次のような場合にこのオプショ
ンを使用します。
■

■

■

非 CDS ディスクグループ内のディスクがクロスプラットフォーム環
境で使用されている場合に、そのディスクを他の VxVM ノードで認
識されるようにするが、初期化可能とは見なされないようにする必
要がある場合
オペレーティングシステムが提供するネーティブの Logical Volume
Manager（LVM）が CDS ディスクを認識する必要はあるが、初期
化または管理する必要はない場合
変換したディスクを既存の CDS ディスクグループに移動する場合

オンラインで（つまりディスクのアクセス中に）変換を実行するには、-o novolstop
オプションを指定します。-o novolstop オプションを指定しない場合、ディスクに
アクセスしているすべてのアプリケーションを停止し、オフラインで変換を実行しま
す。
警告: -o novolstop オプションを指定すると、変換を実行するために必要な時間
が大幅に増える可能性があります。
vxcdsconvert コマンドは、そのオプション、属性、およびキーワードを必ず理解し

た上で使ってください。
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vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループへの変換
非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループに変換するには

1

ディスクグループ内に CDS ディスクに変換しないディスクが 1 つ以上存在する場
合、vxdg move コマンドまたは vxdg split コマンドを使ってそのディスクをディス
クグループの外に移動します。

2

変換されるディスクグループは次の特性を持っている必要があります。
■

関連付けを解除したオブジェクトや無効なオブジェクトが存在しない。

■

スパースプレックスが存在しない。

■

リカバリが必要なボリュームが存在しない。

■

スナップショット操作が保留状態になっているボリュームが存在しない。

■

エラー状態にあるオブジェクトが存在しない。

非 CDS ディスクグループを CDS ディスクグループに変換できるかどうかを確認す
るには、次のコマンドを入力します。
# vxcdsconvert -g diskgroup -A group

3

ディスクグループに、CDS 互換のディスクグループアラインメントがない場合、ディス
クグループ内のオブジェクトを CDS 互換のアラインメントを使って再レイアウトする
必要があります。

4

オンラインで（つまりディスクグループのアクセス中に）変換を実行しない場合、ディ
スクにアクセスしているすべてのアプリケーションを停止します。

5

非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループに変換するには、CDS 変換
ユーティリティ（vxcdsconvert）を次のいずれかの形式で入力します。
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] alignment [attribute=value] ...
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] group [attribute=value] ...
alignment キーワードと group キーワードは、次のように機能します。
アラインメント

ディスクは変換されず、ディスクグループ上でオブジェクトの再レイアウ
トが実行されるアラインメント変換を指定します。正常に完了すると、
ディスクグループは 8 K でアラインメントされた状態になります。後に
CDS ディスクグループへの完全な変換を実行する際の作業量を削減
する目的で、アラインメントのみ変換することができます。
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group

ディスクグループ内のすべての非 CDS ディスクのグループ変換を指
定してから、ディスクグループ内のオブジェクトを再レイアウトします。

この変換では、オブジェクトをディスクから退避し、ディスクを再初期化してから、オブ
ジェクトをディスクに戻して再配置します。-o novolstop オプションを指定すると、
オンラインで（つまりディスクグループのアクセス中に）変換を実行できます。-o
novolstop オプションを指定しない場合、ディスクにアクセスしているすべてのアプ
リケーションを停止し、オフラインで変換を実行します。
警告: -o novolstop オプションを指定すると、変換を実行するために必要な時間
が大幅に増える可能性があります。
変換処理には次のような影響が伴います。
■

非 CDS ディスクグループは、vxdg upgrade コマンドを使ってアップグレードさ
れます。LVM ボリュームグループ（VG）の変換によって作成されたディスクグルー
プの場合は、元の LVM ボリュームグループへのロールバックを実行できなくな
ります。変換を行うと、LVM ボリュームグループへのロールバックが誤って実行
されることのないよう、ディスクグループのロールバックレコードは削除されます。

■

停止中のボリューム（ただし起動可能なボリューム）は、変換処理の間に起動さ
れます。

■

layout=diskalign 属性を指定して作成された、ディスクグループ内のすべて

のボリュームまたはその他オブジェクトは、シリンダ境界にアラインメントされなく
なる可能性があります。
■

カプセル化されたディスクのカプセル化解除機能が失われる可能性があります。

■

データがディスクの別の領域または別のディスクに移行されている場合があるた
め、パフォーマンスが低下する場合があります。

次の例では、ボリュームはオンラインに保たれたまま、ディスクグループ mydg とその
すべてのディスクが CDS に変換されます。
# vxcdsconvert -g mydg -o novolstop group ¥
move_subdisks_ok=yes evac_subdisks_ok=yes ¥
evac_disk_list=disk11,disk12,disk13,disk14

必要に応じて、evac_disk_list 属性を使って、サブディスクの退避先とすることがで
きるディスクのリスト（disk11 から disk14）を指定します。
vxcdsconvert コマンドは、そのオプション、属性、およびキーワードを必ず理解し

た上で使ってください。
vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
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ライセンスの確認
CDS ディスクグループの作成機能とインポート機能を使うには CDS ライセンスが必要で
す。CDS ライセンスは Symantec Storage Foundation のライセンスに含まれています。
CDS のライセンスが有効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。
# vxlicrep

出力で次の行を確認します。
Cross-platform Data Sharing = Enabled

デフォルトファイル
/etc/default ディレクトリ内には次のシステムデフォルトファイルが格納されています。

これらのファイルは、VxVM オブジェクトのアラインメントの指定、VM ディスクの初期化や
カプセル化、LVM ディスクの変換、およびディスクグループとそれに含まれるディスクの
CDS 互換形式への変換を行う場合に使われます。
vxassist

VxVM オブジェクトのアラインメントに影響する vxcdsconvert コマンドの
パラメータ、dgalign_checking、diskalign、および nodiskalign
に、デフォルト値を指定します。
p.178 の 「ボリューム作成時のオブジェクトのアラインメント」 を参照してくださ
い。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

vxcdsconvert

vxcdsconvert コマンドのパラメータ、evac_disk_list、
evac_subdisks_ok、min_split_size、move_subdisks_ok、
privlen、およびsplit_subdisks_ok に、デフォルト値を指定します。
vxcdsconvert デフォルトファイルの例を次に示します。
evac_subdisks_ok=no
min_split_size=64k
move_subdisks_ok=yes
privlen=2048
split_subdisks_ok=move
vxcdsconvert コマンドに -d オプションを使うと、別のデフォルトファイル
を指定できます。
vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
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vxdg

vxdg コマンドのパラメータ、cds、default_activation_mode、およ
び enable_activation に、デフォルト値を指定します。
default_activation_mode および enable_activation パラメー
タは、クラスタ内の共有ディスクグループのみに使います。
vxdg デフォルトファイルの例を次に示します。
cds=on
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

vxdisk

vxdisk コマンドと vxdisksetup コマンドのパラメータ、format および
privlen に、デフォルト値を指定します。これらのコマンドは、VxVM でディ
スクを最初に初期化するときに使われます。また、vxdiskadm コマンドお
よび Veritas Operations Manager（VOM）GUI によって暗黙的に呼び出さ
れます。
vxdisk デフォルトファイルの例を次に示します。
format=cdsdisk
privlen=2048
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdisksetup（1M）マニュアルページを参照してください。

vxencap

vxencap コマンドと vxlvmencap コマンドのパラメータ、format、
privlen、privoffset、およびpuboffset に、デフォルト値を指定し
ます。これらのコマンドは、既存のパーティションやスライスを持つディスクを
カプセル化する場合や、LVM ディスクを VM ディスクに変換する場合に使
います。また、vxdiskadm コマンド、vxconvert コマンド（AIX の場合）、
vxvmconvert コマンド（HP-UX の場合）、および VOM によって暗黙的に
呼び出されます。
vxencap デフォルトファイルの例を次に示します。
format=sliced
privlen=4096
privoffset=0
puboffset=1
vxencap（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
vxvmconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

デフォルトファイルでは、何も入力されていない行または「#」文字で始まる行はコメントと
して扱われるため、無視されます。
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コメント行以外の行はすべて attribute=value の形式で属性とその値を定義する必要
があります。各行は 1 桁目から記述し、行末に値を指定します。= 記号の前後にはスペー
スを入力しないでください。

システムの管理
CDS ディスクと CDS ディスクグループの保守タスクを実行する必要がある場合がありま
す。 各種のタスクについてはそれぞれのセクションを参照してください。
■

ディスクの操作
p.188 の 「ディスクの操作」 を参照してください。

■

ディスクグループの操作
p.190 の 「ディスクグループの操作」 を参照してください。

■

情報の表示
p.196 の 「情報の表示」 を参照してください。

■

共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モード
p.199 の 「共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モード」 を参照してくださ
い。

■

CDS ディスクグループのインポートに関するその他の注意事項
p.186 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。

ディスクの操作
ディスクに関してサポートされている操作は次のとおりです。
■

「デフォルトのディスク形式の変更」

■

「CDS ディスクラベルのリストア」

デフォルトのディスク形式の変更
ディスクが VxVM の制御下にある場合は、デフォルトの cdsdisk レイアウトでフォーマッ
トされます。これは、次の処理中に実行されます。
■

ディスクの初期化

■

既存のパーティションまたはスライスを持つディスクのカプセル化（Linux および Solaris
システム）

■

LVM ディスクの変換（AIX、HP-UX および Linux システム）

この操作は、システムデフォルトファイル内の設定を修正することで、変更できます。たと
えば、/etc/default/vxdisk デフォルトファイルの format 属性の定義を変更して、
ディスクの初期化で使われるデフォルトの形式を sliced に変更できます。
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ディスクのカプセル化または LVM ディスクの変換で使われるデフォルト形式を変更する
には
■

/etc/default/vxencap デフォルトファイルを編集して、format 属性の定義を変更

します。
p.186 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。

CDS ディスクラベルのリストア
CDS ディスクには、次のラベルがあります。
■

プラットフォームブロック

■

AIX 共存ラベル

■

HP-UX 共存または VxVM ID ブロック

各ラベルにはバックアップコピーも用意されています。いずれかのプライマリラベルが壊
れた場合、VxVM ではディスクがオンラインにされないため、ユーザーの操作が必要に
なります。
2 つのラベルが残っていれば、ディスクは cdsdisk と認識されます（ただし、状態は「エ
ラー」）。この場合、vxdisk flush を使って、CDS ディスクラベルをバックアップコピー
からリストアできます。
メモ: 1 TB を超えるディスクの場合、cdsdisks は EFI レイアウトを使用します。 ディスク
ラベルをリストアする手順は、EFI レイアウトを使用する cdsdisks には適用されません。

メモ: プラットフォームのブロックはバックアップラベルでは書き込まれなくなりました。vxdisk
flush はバックアップコピーから CDS ディスクラベルを復元するのに使うことはできませ
ん。
プライマリラベルのセクタは 0、7 および 16 です。通常のフラッシュ操作ではセクタ 7 お
よび 16 はフラッシュされません。また、ディスクがディスクグループに属していないため
プライベートリージョンが更新されず、 フラッシュ元として有効なプライベートリージョンを
検出する方法はありません。このような場合は、フラッシュ操作を使って、ディスク上の既
存のバックアップから CDS ディスクラベルをリストアできます。
ラベルが読み取り後に壊れても、ディスクがオンラインを維持し diskgroup に属している
場合はフラッシュ操作を実行するとプライベートリージョンもフラッシュされます。
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警告: CDS ディスクラベル以外にも障害の影響が及んでいる場合があるため注意してく
ださい。障害の影響範囲が先頭の 128 K のみの場合は、ディスクフラッシュによって修
正されます。この状態は、ファブリック上の別のシステムが、ディスクグループ内で実際に
CDS ディスクとして使われていたディスクにディスクラベルを書き込んだ場合に発生する
可能性があります。
特定のディスクの CDS ID 情報を書き換えるには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxdisk flush disk_access_name

これにより、セクタ 7 と 16 以外のすべてのラベルが書き換えられます。
CDS ディスクグループ内のすべてのディスクを書き換えるには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxdg flush diskgroup

これにより、セクタ 7 と 16 以外のすべてのラベルが書き換えられます。
セクタ 7 の AIX 共存ラベル、およびセクタ 16 の HP-UX 共存ラベルまたは VxVM ID
ブロックを強制的に書き換えるには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxdisk -f flush disk_access_name

このコマンドを実行すると、有効なプライベートリージョンを指す VxVM ID ブロックが
存在する場合でも、すべてのラベルが書き換えられます。 ラベルが壊れた（同じファ
ブリック上の Windows システムによる可能性）ためにディスクがオフラインになった場
合にセクタ 7 と 16 を書き換えるには、-f オプションが必要です。

ディスクグループの操作
ディスクグループに関してサポートされている操作は次のとおりです。
■

「ディスクのカプセル化時のディスクグループアラインメントの変更」

■

「非 CDS ディスクグループのアラインメント変更」

■

「ディスクグループの CDS 属性の設定の確認」

■

「CDS ディスクグループの分割」

■

「CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間のオブジェクトの移動」

■

「CDS ディスクグループ間のオブジェクトの移動」

■

「ディスクグループの結合」
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■

「ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定の変更」

■

「非 CDS ディスクグループの作成」

■

「古いバージョンの非 CDS ディスクグループのアップグレード」

■

「CDS ディスクグループ内のディスクの交換」

■

「CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定」

ディスクのカプセル化時のディスクグループアラインメントの変更
vxdiskadm コマンドを使って、アラインメントが 8 K のディスクグループにディスクをカプ

セル化する場合は、ディスクグループアラインメントを 1 に減らす必要があります。
vxencap コマンドを使ってカプセル化を実行した場合はアラインメントが自動的に実行さ

れ、確認のプロンプトは表示されません。
ディスクのカプセル化時にディスクグループアラインメントを変更するには
■

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初
期化］を選択します。カプセル化プロセスの途中で、ディスクグループアラインメントを

8 K から 1 に減らすかどうかを確認するメッセージが表示されます。

非 CDS ディスクグループのアラインメント変更
アライメントの値はバージョン 110 以降のディスクグループの場合のみ変更できます。
CDS ディスクグループの場合、alignment に設定できる値は 8 k（8 KB）のみです。非
CDS ディスクグループに変更しないままで、CDS ディスクグループのアラインメントを 1
に設定しようとすると、操作は失敗します。
アラインメントの値を増やすと、vxcdsconvert を実行してディスクグループ内のオブジェ
クトのレイアウトを変更することが必要となる場合があります。
ディスクグループの現在のアラインメント値を表示するには、vxprint コマンドを使いま
す。
p.198 の 「ディスクグループのアラインメントの表示」 を参照してください。
ディスクグループのアラインメント値を変更するには
■

vxdg set コマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup set align={1|8k}

アラインメント値を 8 K に増やす操作は、新しいアラインメントの制限に適合しないオ
ブジェクトがディスクグループ内に存在すると失敗します。この場合は、vxcdsconvert
alignment コマンドを実行して、オブジェクトのレイアウトを変更します。
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] alignment [attribute=value] ...
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このコマンドを実行すると、ディスクを変換しなくても、ディスクグループおよびそのオ
ブジェクトのアラインメント値が 8 K に増えます。
8 K、1、8K の順に変更できるのは、8K、1 と変更した後に設定を変更した場合以外
では、vxdg set を使った場合のみです。
p.184 の 「非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループへの変換」 を参照し
てください。

CDS ディスクグループの分割
vxdg split コマンドでは、CDS ディスクグループを既存の CDS ディスクグループから

作成することができます。 新しい（ターゲット）ディスクグループでは、元の（ソース）ディス
クグループの CDS 属性とアラインメントの設定が保持されます。
CDS ディスクグループを分割するには
■

CDS ディスクグループを分割するには、vxdg split コマンドを実行します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間のオブジェクト
の移動
オブジェクトを移動先の CDS ディスクグループに移動できるようにするには、移動元の
非 CDS ディスクグループのアラインメントを 8 K に設定する必要があります。 オブジェク
トが、CDS ディスクグループから、アラインメント値が 1 の非 CDS ディスクグループに移
動しても、移動先のディスクグループのアラインメントは変わりません。
CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには
■

CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには、
vxdg move コマンドを実行します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

CDS ディスクグループ間のオブジェクトの移動
CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動した結果、ディスクグループのアラインメン
トは変わりません。
CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには
■

CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには、vxdg move コマンドを使い
ます。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

ディスクグループの結合
2 つの CDS ディスクグループの結合または 2 つの非 CDS ディスクグループの結合は
可能ですが、CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループの結合は不可能です。
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2 つの非 CDS ディスクグループのアラインメント値が異なる場合、結合されたディスクグ
ループのアラインメントは 1 に設定され、情報メッセージが表示されます。
2 つのディスクグループを結合するには
■

2 つのディスクグループを結合するには、vxdg join コマンドを使います。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定の変更
ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定を変更するには
■

/etc/default/vxdg ファイルを編集し、CDS 属性の設定を変更します。

非 CDS ディスクグループの作成
バージョン 110 より前のディスクグループはインポートされるときにアラインメント値 1 が
設定されます。 このディスクグループでは、dg_align 値が設定データベースに格納さ
れていないためです。
バージョン 110 より前の非 CDS ディスクグループを作成するには
■

次の vxdg コマンドを入力します。
# vxdg -T version init diskgroup disk_name=disk_access_name

古いバージョンの非 CDS ディスクグループのアップグレード
CDS 以外の新しい機能を使うために、バージョン 110 よりも前の非 CDS ディスクグルー
プをアップグレードすることが必要になる場合があります。ディスクグループがアップグレー
ドされた後、cds 属性は off に設定され、ディスクグループのアラインメントは 1 になりま
す。
メモ: また、CDS 機能を使うには、（vxcdsconvert ユーティリティを使って）ディスクグ
ループ変換を実行する必要があります。
バージョン 110 よりも前の非 CDS ディスクグループをアップグレードするには
■

次の vxdg コマンドを入力します。
# vxdg upgrade diskgroup

CDS ディスクグループ内のディスクの交換
メモ: CDS ディスクグループのディスクの交換には、非 CDS ディスクは使えません。
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CDS ディスクグループ内のディスクを交換するには
■

次のコマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup -k rmdisk disk_name
# vxdg -g diskgroup -k adddisk disk_name=disk_access_name
-k オプションを指定すると、交換されるディスクのディスクメディアレコードが保持され

再利用されます。次の例は、ディスクデバイス disk21 がディスク mydg01 に再度割
り当てられることを示します。
# vxdg -g diskgroup -k rmdisk mydg01
# vxdg -g diskgroup -k adddisk mydg01=disk21

その他のオペレーティングシステムの場合は、適切なデバイス名形式を使います。

CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定
CDS ディスクグループ内に作成できるデバイスの最大数を設定するには
■

次の vxdg set コマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup set maxdev=max-devices
maxdev 属性には、現在ディスクグループに含まれているデバイスの数より大きい正

の整数を指定できます。

DRL マップサイズとログサイズの変更
ログやマップのサイズを指定せずに新規作成したボリュームで DRL が有効になっている
場合は、デフォルト値が使われます。vxassist、vxvol、および vxmake の各コマンドに
logmap_len 属性と loglen 属性を指定すると、DRL マップと DRL ログサイズを設定で
きます。これらの属性は、個別に使うことも他の属性と一緒に使うこともできます。
DRL マップサイズと DRL ログサイズを変更できるのは、ボリュームが DISABLED 状態
で、かつ DRL マップが使われていない場合のみです。CDS ディスクグループ内のボ
リュームに対してのみ、DRL マップサイズを変更できます。
logmap_len 属性には、DRL のログサイズをバイト単位で指定します。この属性には、

ディスクのマップで使っているバイト数より大きい値は指定できません。
DRL マップサイズとログサイズを変更するには
■

次のコマンドを使ってログを削除し、再構築します。
# vxassist -g diskgroup remove log volume nlog=0
# vxassist -g diskgroup addlog volume nlog=nlogs ¥
logtype=drl logmap_len=len-bytes [loglen=len-blocks]
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次の制限に注意してください
logmap_len のみを指定した場合

DRL ログサイズはデフォルト値（33 * ディス
クグループアラインメント）に設定されます。

logmap_len が (DRL log size)/2 より大 このコマンドは失敗します。この場合は、
loglen の値を十分に大きくするか、
きい場合
logmap_len の値を小さくする必要があり
ます。
CDS ディスクグループの場合

DRL のマップとログのサイズは、2 *（ディス
クグループアラインメント）の最小値に設定さ
れます。

DRL ログを含むボリュームの作成
vxassist コマンドを使って、従来の DRL ログが含まれるボリュームを作成するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxassist -g diskgroup make volume length mirror=2 ¥
logtype=drl [loglen=len-blocks] [logmap_len=len-bytes]

このコマンドを実行すると、それぞれが DRL ログと同じサイズになっているログサブ
ディスクが作成されます。
次の制限に注意してください
logmap_len と loglen のいずれも指定して ■
いない場合
■

loglen のみを指定した場合

logmap_len のみを指定した場合

loglen にはディスクグループアライン
メントに基づくデフォルト値が設定されま
す。
maplen には適切な値が設定されます。

■

バージョン 110 より前のディスクグルー
プでは、maplen に 0 が設定されます。

■

バージョン 110 以降のディスクグループ
では、maplen は、ディスクのマップに
使える全バイトを使うように設定されます。

■

バージョン 110 より前のディスクグルー
プでは、logmap_len は適用されませ
ん。
バージョン 110 以降のディスクグループ
では、maplen には、デフォルトのログ
サイズに対応するディスクのマップに使
えるバイト数より小さい値になります。

■
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DRL マップサイズの設定
DRL マップサイズを設定するには

1

ボリュームを停止して DRL を非活性状態にします。

2

次のようにコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup set [loglen=len-blocks] ¥
[logmap_len=len-bytes] volume

このコマンドを実行しても既存の DRL マップサイズは変わりません。
次の制限に注意してください
logmap_len と loglen の両方を指定した場 ■
合

logmap_len が loglen/2 より大き
い場合、vxvol は失敗し、エラーメッ
セージが表示されます。この場合、
loglen の値を十分に大きくするか、
logmap_len の値を小さくします。

■

logmap_len には、ディスクのマップ
に使われているバイト数を超える値は
指定できません。

■

値はログサイズに制約されます。また、
ディスクのマップに使われているサイズ
を超える値は指定できません。ディスク
のマップに使われているサイズ（ブロッ
ク単位）は、次の式を使って計算できま
す。
round(loglen/nmaps) - 24

logmap_len を指定した場合

■

loglen を指定した場合

情報の表示
ここでは、次のタスクについて説明します。

ここで nmaps は、専用ディスクグルー
プの場合は 2、共有ディスクグループ
の場合は 33 になります。
logmap_len には、ディスクのマップ
に使われているバイト数を超える値は
指定できません。

■

ディスクグループのアラインメント値の
2 倍より小さい値を指定すると、エラー
メッセージが表示されます。

■

値はログサブディスクのサイズに制約さ
れます。
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■

「ディスクグループの CDS 属性の設定の確認」

■

「CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示」

■

「従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントの表示」

■

「ディスクグループのアラインメントの表示」

■

「ログマップサイズとログマップアラインメントの表示」

■

「512 バイト単位でのオフセットとサイズの情報の表示」

ディスクグループの CDS 属性の設定の確認
ディスクグループの CDS 属性の設定を確認するには
■

CDS 属性の設定を確認するには、次の例のように vxdg list コマンドまたは vxprint
コマンドを実行します。
# vxdg list
NAME
dgTestSol2

STATE
enabled,cds

ID
1063238039.206.vmesc1

# vxdg list dgTestSol2
Group:
dgid:
import-id:
flags:

dgTestSol2
1063238039.206.vmesc1
1024.205
cds

version:
110
alignment: 8192 (bytes)
.
.
.
# vxprint -F %cds -G -g dgTestSol2
on

ディスクグループ dgTestSol2 は、CDS フラグセットを保持していると示されます。

CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示
CDS ディスクグループの最大デバイス数を表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
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# vxprint -g diskgroup -G -F %maxdev

従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントの表示
従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントを表示するには
■

次のコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -vl volume
# vxprint -g diskgroup -vF '%name %logmap_len %logmap_align' ¥
volume

ディスクグループのアラインメントの表示
ディスクグループのアラインメントを表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -G -F %align

ディスクグループのレコード情報を出力する vxprint や vxdg list などのユーティ
リティでは、ディスクグループのアラインメントも出力されます。

ログマップサイズとログマップアラインメントの表示
ログマップサイズとログマップアラインメントを表示するには
■

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

たとえば、ディスクグループ dg1 のボリューム vol1 の情報を出力するには次のよう
に入力します。
# vxprint -g dg1 -lv vol1

次のように出力されます。
logging: type=REGION loglen=0 serial=0/0 mapalign=0
maplen=0 (disabled)

この出力は、ログマップアラインメント（logmap_align）の値が 0、およびログマップサ
イズ（logmap_len）の値が 0 であることを示しています。
ログマップが設定されて有効になっている場合は、次の形式のコマンドを使うこともで
きます。その場合の出力結果も次に示します。
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# vxprint -lv drlvol
Disk group: dgTestSol
Volume:
drlvol
info:
len=20480
type:
usetype=fsgen
state:
state=ACTIVE kernel=ENABLED cdsrecovery=0/0 (clean)
assoc:
plexes=drlvol-01,drlvol-02,drlvol-03
policies: read=SELECT (round-robin) exceptions=GEN_DET_SPARSE
flags:
closed writecopy writeback
logging: type=REGION loglen=528 serial=0/0 mapalign=16
maplen=512 (enabled)
apprecov: seqno=0/0
recovery: mode=default
recov_id=0
device: minor=46000 bdev=212/46000 cdev=212/46000
path=/dev/vx/dsk/dgTestSol/drlvol
perms:
user=root group=root mode=0600
guid: {d968de3e-1dd1-11b2-8fc1-080020d223e5}

512 バイト単位でのオフセットとサイズの情報の表示
512 バイト単位で、オフセットとサイズの情報を表示するには
■

次の例のように、-b オプションを vxprint コマンドと vxdisk コマンドに指定します。
# vxprint -bm
# vxdisk -b list
-b オプションを指定することにより、異なるプラットフォームでも一貫した出力を得るこ

とができます。-b オプションを指定しない場合、情報はセクタ単位で出力されます。
セクタごとのバイト数はプラットフォーム間で異なります。
vxprint -bm または vxdisk -b list コマンドを使うと、出力に接尾辞 b が含まれ
るため、出力を vxmake にフィードバックできます。

共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モード
共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モードには、プラットフォームによって
異なるカーネル内のローカルポリシーが関係します。すなわち、共有ディスクグループの
活性化に関する動作は、ディスクグループ作成時のプラットフォームに関係なくインポー
ト先のプラットフォームによって決まることになります。具体的には、HP-UX の場合を除
き、共有ディスクグループをインポートするとボリュームが活性状態になり、共有書き込み
が有効になります。HP-UX の場合は共有ボリュームが非活性状態になるため、共有書き
込み操作を行うには別のアクションで活性化する必要があります。
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CDS ディスクグループのインポートに関するその他の注意事項
ターゲットシステムを最後に再ブートしてからディスクの構成が変更された場合、CDS を
使って異なったオペレーティングシステム間でディスクグループを移動する前に次の点を
考慮する必要があります。
ターゲットシステムで
ディスクが認識され
るかどうかを考慮しま
す。

たとえば、システムの起動時にディスクが物理的に（ケーブルを使って）接続
されていなかった、または論理的に（FC ゾーン設定または LUN マスキング
を使って）接続されていなかった可能性があるが、後でシステムを再ブート
しなくても接続されることがあります。これは、新しいストレージをオンラインに
した場合や、既存のストレージに別の DMP パスを追加した場合に発生す
ることがあります。ターゲットシステムでは、新しいストレージが存在すること
が、オペレーティングシステムと VxVM の両方に通知される必要があります。
適切なコマンドを実行して、ストレージを検索するようオペレーティングシス
テムに指示します。（Linux の場合、ホストアダプタのサポートされている機
能によっては、ターゲットシステムを再ブートしてこの通知を実行する必要が
あります）。この操作を実行するためには、次のいずれかのコマンドをター
ゲットシステムに対して実行して、VxVM にストレージを認識させます。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks

ディスクにパーティ
ションまたはスライス
が含まれているかど
うかを考慮します。

Solaris および Linux オペレーティングシステムでは、ディスクのパーティショ
ンまたはスライスに関する情報が管理されます。ターゲットシステムの再起動
後にディスクのパーティションを再設定する場合は、適切なコマンドを実行
して、オペレーティングシステムにディスクの TOC またはパーティションテー
ブルを再スキャンするよう指示します。たとえば、ターゲットの Linux システ
ムに対して次のコマンドを実行します。
# blockdev --rereadpt
この操作を実行するためには、次のいずれかのコマンドをターゲットシステ
ムに対して実行して、VxVM にストレージを認識させます。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks

ターゲットシステムを
最後に起動してから
ディスクの形式を変
更したかどうかを考
慮します。

たとえば、あるシステムに対して vxdisksetup -i コマンドを実行して
VxVM 用にディスクをフォーマットした場合、ターゲットシステムに対して
vxdisk list コマンドを実行すると、ディスク形式は auto:none のままで
表示されます。このような場合は、ターゲットシステムに対して次のいずれか
のコマンドを実行して、VxVM にディスクの形式を再度チェックするよう指示
します。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks
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ファイルシステムに関する考慮事項
CDS を使用する VxFS ファイルシステムを含むボリュームを設定または移行する場合
は、ファイルシステムの必要条件を考慮する必要があります。ここでは、これらの必要条
件について説明します。また、CDS での移行または設定に必要な追加のタスクについて
も説明します。

ファイルシステム内のデータに関する考慮事項
データを異なるシステム間で移動する場合、ファイルシステム内のデータがアクセスに適
した形式ではない可能性があります。たとえば、独自のバイナリ形式で格納されているファ
イルは通常、移行先のプラットフォームで使うには変換する必要があります。異なるシステ
ム間でファイルシステムを移動する場合、データベースが格納されているファイルの形式
が、それらの各システムで同じバイト順が使われているとしても、アクセス可能な標準の形
式ではない可能性があります。顕著な例外として、Oracle 10g のクロスプラットフォーム
のトランスポータブル表領域（Cross-Platform Transportable Tablespace）機能があり
ます。この機能を使えば、多くのプラットフォーム間で一貫性のある形式が提供されます。
単純な ASCII ファイルのように、元々の特性として移植可能なデータもあります。移植可
能に設計されているデータもあります。この場合、作成されたシステムの種類に関係なく、
アプリケーションはデータにアクセスできます。このようなデータの例としては、Adobe PDF
ファイルがあります。
CDS 機能ではエンドユーザーのデータは変換されません。このようなデータはファイル
システムによって解釈されません。データ形式に関する情報を持っているのは個々のア
プリケーションのみであるため、アプリケーションとエンドユーザー側でこの問題に取り組
む必要があります。これは CDS 固有の問題ではなく、異種システム間でのデータ移動
において常に付随する問題です。
異なる種類のシステム上で解釈または操作できないデータが格納されているファイルシ
ステムの場合でも、データの移動に CDS 機能を使う理由はあります。たとえば、ファイル
システムをバックアップする際にサーバーにかかる負荷を減らす目的や、ファイルシステ
ムのバックアップ先のシステムに直接テープドライブが接続されている事情から、ファイル
システムを主に使う場所からオフラインにする必要がある場合は、CDS を使ってファイル
システムを移動するのが適切です。
1 つの例としては、様々なファイルシステムを備え、ネットワーク上でそれらを提供する主
要ファイルサーバーが考えられます。サーバーの負荷を減らすために別のオペレーティ
ングシステムを搭載した 2 台目のファイルサーバーシステムを購入した場合、データがも
とのファイルサーバーと新しいファイルサーバーのどちらかで解釈または使えない形式で
あっても、ネットワーク上の別の物理ストレージにデータを移動する代わりに、CDS を使っ
てファイルシステムを移行することができます。このようなシナリオは、データが PC 上で
実行中のソフトウェアのみによってアクセスまたは解釈可能で、ファイルサーバーが UNIX
または Linux ベースである場合に多く発生します。
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ファイルシステムの移行
ファイルシステムの移行とは、ファイルシステムへのアクセスを停止し、別のコンピュータ
システムからファイルシステムにアクセスするために運用を再開することに関連したシステ
ム管理操作です。ファイルシステムを別のシステムに完全に移行し、将来的にファイルシ
ステムをもとのシステムまたは別のシステムに戻す必要がない場合などは、ファイルシス
テムの移行を 1 回のみ実行します。このようなファイルシステムの移行を、「1 回のみの
ファイルシステム移行」といいます。複数のシステム間で継続的にファイルシステムを移行
することが必要な場合は、「継続的なファイルシステム移行」といいます。次の項で説明す
るように、移行の種類によって必要なアクションは異なります。

移行先の指定
CDS コマンドによって実行するほとんどの操作では、次の形式で、ファイルシステムの移
行先を指定子によって指定する必要があります。
os_name=name[,os_rel=release][,arch=arch_name]
[,vxfs_version=version][,bits=nbits]

CDS コマンドには、次の移行先の指定子が必要です
os_name=name

ファイルシステムの移行先にする予定のオペレーティングシステ
ムの名前を指定します。 指定できる値は、HP-UX、AIX、SunOS、
Linux のいずれかです。移行先を指定する場合は、os_name
フィールドを指定する必要があります。

os_rel=release

移行先のオペレーティングシステムのリリースバージョンを指定し
ます。 たとえば、11.31 を指定します。

arch=arch_name

移行先のアーキテクチャを指定します。 たとえば、HP-UX の場
合は ia または pa を指定します。

vxfs_version=version

移行先で使用中の VxFS リリースバージョンを指定します。 たと
えば、5.1 を指定します。

bits=nbits

移行先のカーネルのビット数を指定します。移行先で 32 ビット
カーネルと 64 ビットカーネルのどちらが実行されているかを示す
ため、nbits には 32 または 64 を指定できます。

os_name は、移行先を指定できるすべての fscdsadm 呼び出しで指定する必要があり

ますが、他の移行先の指定子はすべて省略可能で、ユーザーが移行先の指定を微調整
するために利用可能です。
CDS コマンドは、デフォルトの CDS 制限ファイルである /etc/vx/cdslimitstab で利
用可能な制限情報を使います。省略可能な移行先指定子の値が指定されていない場
合、fscdsadm は制限ファイルで利用可能な、移行先に最もふさわしい情報に基づいて、
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指定された移行先のデフォルトを選択して CDS の操作を続けます。選択されたデフォ
ルトは、移行を続ける前にユーザーに表示されます。
メモ: デフォルトの CDS 制限情報ファイルの /etc/vx/cdslimitstab は、VxFS パッ
ケージの一部としてインストールされます。このファイルの内容は、VxFS CDS コマンドに
よって使われるので改変しないでください。

移行先の指定例
以下に、移行先の指定例を示します。
os_name=AIX

移行先のオペレーティングシステムを指定し、残りの指定子には
デフォルトを使います。

os_name=HP-UX,
os_rel=11.23,
arch=ia,
vxfs_version=5.0,
bits=64

移行先のオペレーティングシステム、オペレーティングシステムの
リリースバージョン、アーキテクチャ、VxFS のバージョン、カーネ
ルのビット数を指定します。

os_name=SunOS,
arch=sparc

移行先のオペレーティングシステムとアーキテクチャを指定しま
す。

os_name=Linux,
bits=32

移行先のオペレーティングシステムとカーネルのビット数を指定
します。

fscdsadm コマンドの使用
fscdsadm コマンドを使って、次の CDS 操作を実行できます。
■

「メタデータの制限を超えていないことの確認」

■

「移行先オペレーティングシステムのリストの管理」

■

「指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用する」

■

「指定された CDS 制限をファイルシステムで無視する」

■

「ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性確認」

■

「ファイルシステムの CDS 状態の表示」

メタデータの制限を超えていないことの確認
メタデータの制限を超えていないことを確認するには
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■

指定された移行先オペレーティングシステムの制限を超えるメタデータが含まれてい
るファイルシステムエンティティがあるかどうかを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
# fscdsadm -v -t target mount_point

移行先オペレーティングシステムのリストの管理
複数のシステム間で継続してファイルシステムを移行する場合、それに関連するオペレー
ティングシステムの種類は target_list ファイルで管理します。移行先の種類を認識す
ることで、VxFS ではすべての移行先に該当するファイルシステムの制限を確認できま
す。強制的に適用されるファイルシステム制限は、ファイルサイズ、ユーザー ID およびグ
ループ ID です。 target_list ファイルの内容は、fscdsadm コマンドによって以下の
ように操作します。

移行先オペレーティングシステムのリストへのエントリの追加
移行先オペレーティングシステムのリストにエントリを追加するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o add -t target mount_point

p.202 の 「移行先の指定」 を参照してください。

移行先オペレーティングシステムのリストからのエントリの削除
移行先オペレーティングシステムのリストからエントリを削除するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o remove -t target mount_point

p.202 の 「移行先の指定」 を参照してください。

移行先オペレーティングシステムのリストからの全エントリの削除
移行先オペレーティングシステムのリストから全エントリを削除するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o none mount_point

移行先オペレーティングシステムのリストの表示
すべての移行先オペレーティングシステムのリストを表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o list mount_point
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指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用する
デフォルトでは、CDS は、target_list ファイルに一覧表示された移行先オペレーティ
ングシステムに含まれる制限を無視します。
指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -l enforce mount_point

指定された CDS 制限をファイルシステムで無視する
デフォルトでは、CDS は、target_list ファイルに一覧表示された移行先オペレーティ
ングシステムに含まれる制限を無視します。
指定された CDS 制限をファイルシステムで無視するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -l ignore mount_point

ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性確
認
ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性を確認するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -v mount_point

ファイルシステムの CDS 状態の表示
ファイルシステムで管理されている CDS 状態には次の情報が含まれます。
■

target_list ファイル

■

target_list ファイルに含まれる制限

■

制限が強制的に適用されるか無視されるか

■

target_list ファイルに一覧表示されたすべての移行先オペレーティングシステム

について、すべてのファイルが CDS 制限の対象であるか
ファイルシステムの CDS 状態を表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -s mount_point
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1 回のみのファイルシステム移行
2 つのオペレーティングシステム間で実施する 1 回のみのデータ移行の例を次に示しま
す。次に示す手順では、ファイルシステムのバックアップの作成が必要となる場合があり
ます。処理を簡素化するには、手順ごとにバックアップを複数作成するのではなく、手順
を開始する前にバックアップを 1 つ作成します。
1 回のみの移行を実行するには

1

基盤として使う Volume Manager ストレージが CDS ディスクグループに含まれて
いない場合は、最初に CDS ディスクグループにアップグレードして、システム間で
のストレージの物理的な移行に関する他のすべての物理的な注意事項に対処して
おく必要があります。
p.184 の 「非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループへの変換」 を参照
してください。

2

ファイルシステムでバージョン 7 より前のディスクレイアウトを使っている場合は、ファ
イルシステムをバージョン 7 にアップグレードします。
『Symantec Storage Foundation インストールガイド』を参照してください。

3

データの移行後に、ファイルサイズが大きすぎることや、プラットフォーム間でユー
ザー ID とグループ ID が異なることが原因で、アクセス不可能になるファイルがファ
イルシステム内に存在しないことを確認するために、次のコマンドを実行します。
# fscdsadm -v -t target mount_point

アクセス不可能なファイルが存在する場合は、そのファイルを別のファイルシステム
に移動するか、ファイルのサイズを小さくします。

4

次のように入力して、ファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point

5

fscdsconv コマンドを使い、ファイルシステムをもう一方のエンディアンに変換しま

す。
p.208 の 「ファイルシステムのバイト順の変更」 を参照してください。

6

その他の物理ストレージの接続問題を解決した後で、元のシステムからディスクグ
ループをエクスポートし、ターゲットシステムにディスクグループをインポートして、ア
クセス可能な物理ストレージおよび Volume Manager 論理ストレージを Linux シス
テム上に作成します。
p.188 の 「ディスクの操作」 を参照してください。

7

ファイルシステムをターゲットシステムにマウントします。
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継続的なファイルシステムの移行
この例では、継続的にプラットフォーム間でファイルシステムを移行する方法について説
明します。次に示す手順では、ファイルシステムのバックアップの作成が必要となる場合
があります。処理を簡素化するには、手順ごとにバックアップを複数作成するのではなく、
手順を開始する前にバックアップを 1 つ作成します。
継続的な移行を実行するには

1

データの移行後に、ファイルサイズが大きすぎることや、プラットフォーム間でユー
ザー ID とグループ ID が異なることが原因で、アクセス不可能になるファイルがファ
イルシステム内に存在しないことを確認するために、次のコマンドを実行します。
# fscdsadm -v -t targetmount_point

アクセス不可能なファイルが存在する場合は、そのファイルを別のファイルシステム
に移動するか、ファイルのサイズを小さくします。

2

プラットフォームを target_list ファイルに追加します。
■

Solaris と Linux 間でファイルシステムを移行する場合は、SunOS と Linux を
target_list ファイルに追加します。
# fscdsadm -o add -t os_name=SunOS /mnt1
# fscdsadm -o add -t os_name=Linux /mnt1

■

HP-UX と Linux 間でファイルシステムを移行する場合は、HP-UX と Linux を
target_list ファイルに追加します。
# fscdsadm -o add -t os_name=HP-UX /mnt1
# fscdsadm -o add -t os_name=Linux /mnt1

3

次のように制限を強制的に適用します。
# fscdsadm -l enforce mount_point

これで準備手順は終わりです。 ファイルシステムを移行するときには、ファイルシス
テムをマウント解除してから、ストレージをターゲットシステムに移動してマウントする
必要があります。

4

次のように入力して、ファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point

5

ファイルシステムを、指定した移行先で使うのに適した状態にします。
p.208 の 「ファイルシステムのバイト順の変更」 を参照してください。
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6

その他の物理ストレージの接続問題を解決した後で、元のシステムからディスクグ
ループをエクスポートし、ターゲットシステムにディスクグループをインポートして、ア
クセス可能な物理ストレージおよび Volume Manager 論理ストレージをシステム上
に作成します。
p.188 の 「ディスクの操作」 を参照してください。

7

ファイルシステムをターゲットシステムにマウントします。

継続的な移行の中止
継続的な移行を中止するには
◆

次のコマンドを入力します。
# fscdsadm -l ignore mount_point
# fscdsadm -o none mount_point

ファイルシステムは現在のシステムに残ります。

ファイルシステムの変換時期
2 つのシステム間でファイルシステムを移動するときには、fscdsconv コマンドを実行し、
ファイルシステムの移行タスクをすべて実行することが不可欠です。fscdsconv コマンド
は、移行先で確立された CDS の制限をファイルシステムが超えないようにファイルシス
テムの有効性を確認し、移行先のバイト順が現在のシステムのバイト順と逆であれば、ファ
イルシステムのバイト順を変換します。
警告: VxFS 4.0 より前、およびディスクレイアウトバージョン 6 より前では、VxFS の異な
るプラットフォーム間でのファイルシステムの移動については、多くの場合で問題はなかっ
たものの、公式にはサポートされていませんでした。バージョン 4 より前の VxFS を使うと
き、またはバージョン 6 より前のディスクレイアウトを使うときは、プラットフォーム間でファ
イルシステムを移動しないでください。代わりに VxFS 4.0 以降、またはバージョン 6 以
降のディスクレイアウトにアップグレードしてください。クロスプラットフォーム間で移動する
前にアップグレードが失敗すると、データの損失や破損が発生する可能性があります。

メモ: リトルエンディアンからビッグエンディアンシステムに（またはその逆に）データを複
製する場合、複製の完了後アプリケーションを変換する必要があります。

ファイルシステムのバイト順の変更
fscdsconv コマンドを使い、ファイルシステムを一方のシステムからもう一方に移行しま

す。

208

第 15 章 プラットフォーム間のデータ移行
ファイルシステムに関する考慮事項

ファイルシステムのバイト順を変更するには

1

移行するファイルシステムのディスクレイアウトのバージョンを確認します。
# fstyp -v /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume | grep version
magic a501fcf5 version 9 ctime Thu Jun 1 16:16:53 2006

変換可能なファイルシステムは、バージョン 7 以降のディスクレイアウトを持つファイ
ルシステムのみです。ファイルシステムのディスクレイアウトがバージョン 6 より前で
ある場合は、作業を続行する前にファイルシステムをバージョン 7 以降に変換してく
ださい。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

2

ファイルシステムのフルバックアップを実行します。このバックアップを行わないと、
バックアップからの復元が必要となるような障害が発生した場合に、データが損失ま
たは破損する可能性があります。

3

変換処理が失敗した場合に使う回復情報を格納するファイル（fscdsconv の実行
で作成）を保存するのに十分な空き領域を持つファイルシステムを指定します。
ミラー化されている場合など、変換するファイルシステムの特性によっては、同じレベ
ルの耐障害性を持つファイルシステムに回復ファイルを保存するよう指定することも
できます。同じレベルの耐障害性を持つことで、バックアップからの復元が必要とな
るような障害の発生頻度を抑えることができます。

4

変換するファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point
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5

fscdsconv コマンドを使い、該当するファイルシステムを必要な移行先に次のよう

にエクスポートします。
# fscdsconv -f recovery_file -t target_OS -e special_device

target_OS は、ファイルシステムの移行先のオペレーティングシステムを指定しま
す。
p.202 の 「移行先の指定」 を参照してください。
recovery_file は、fscdsconv コマンドによって作成される回復ファイルの名前で
す。
special_device は、変換するファイルシステムを含む RAW デバイスまたはボリュー
ムです。
回復ファイルを指定するときには、3 で選択したファイルシステムを含めます。
たとえば、回復ファイルの保存先として選択したファイルシステムが /data/fs3 に
マウントされている場合、回復ファイルを /data/fs3/jan04recovery のように指
定します。選択したファイルシステムに、回復ファイルの作成に十分なディスク領域
がない場合、変換処理は中断され、ファイルシステムは変換されません。
回復ファイルは障害発生後の回復目的に使われるだけでなく、変換処理の実行に
も使われます。データ損失やセキュリティ違反が発生する可能性があるため、回復
ファイルが格納されるディレクトリは、システム管理者以外のユーザーがファイルを削
除または置換できないように設定する必要があります。回復ファイルは、システムの
再ブート後にファイルを削除するシステムスクリプトまたはローカルスクリプトの実行
対象となるディレクトリ（Solaris OS の /tmp や /var/tmp など）には格納しないで
ください。
回復ファイルは通常、スパースファイルです。このファイルのディスク使用効率を最
適化するには、次のコマンドを実行します。
# du -sk filename

回復ファイルは、ファイルシステムのバイト順を、指定した移行先に適したバイト順に
変換する必要がある場合にのみ使われます。

6

複数のファイルシステムを同時に変換する場合は、ファイルシステムごとに異なる回
復ファイルの使用が必要となるため、後で障害からの回復が必要となるときに備え
て、回復ファイルおよび対応する変換対象のファイルシステムの名前を記録してお
いてください。

7

fscdsconv は、移行先について指定された情報に基づいて完全な移行先を構築

および表示し、移行先に関するすべての詳細を確認するよう求めます。移行先を変
更する必要がある場合は、n を入力して、ファイルシステムを修正せずに fscdsconv
を終了してください。処理のこの時点では、fscdsconv は指定した回復ファイルを
使っていません。
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8

指定した移行先にファイルシステムを移行するためにファイルシステムのバイト順を
変換する必要がある場合は、fscdsconv により、移行の確認を求めるメッセージが
表示されます。ここで y を入力してファイルシステムのバイト順を変更します。バイト
順を変更する必要がない場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。

9

fscdsconv コマンドは、指定された移行先の最大ファイルサイズ、最大 UID、最大

GID の限度に違反したファイルがある場合はこれを通知するメッセージを表示し、処
理を続行するかどうかユーザーに確認を求めます。移行先の限度に違反したファイ
ルの訂正操作をする必要がある場合は、n を入力して fscdsconv を終了します。
処理のこの時点では、fscdsconv は指定した回復ファイルを使っていません。
移行によってファイルシステムのバイト順が変換された場合は、fscdsconv が回復
ファイルを作成しています。回復ファイルは移行完了後に削除されず、後で必要に
なった場合は、回復ファイルを使ってファイルシステムをもとの状態に復元できます。

10 変換中に障害が発生した場合、次のいずれかの可能性があります。
■

システム障害

■

fscdsconv コマンドの障害（プログラムの欠陥またはユーザー操作による異常

終了が原因）
以上のような場合、変換中のファイルシステムは他の VxFS ユーティリティを使って
正常にマウントまたはアクセスできなくなります。ファイルシステムの回復を実行する
には、次のように回復フラグ -r を指定して fscdsconv コマンドを実行します。
# fscdsconv -r -f recovery_file special_device
-r フラグを指定して fscdsconv コマンドを実行する場合は、回復ファイルが存在し

ており、変換対象のファイルシステムが fscdsconv の 2 回目の呼び出しで指定さ
れているのと同じファイルシステムである必要があります。

11

-r フラグを指定して fscdsconv を実行すると、変換が再開し、正常に完了します。

それでも障害が発生する場合は、10 を繰り返します。
回復ファイルを格納するディスクに障害が発生したなど、状況によっては、バックアッ
プからファイルシステムを復元する必要があります。バックアップを作成していなかっ
た場合、ファイルシステムの全データが失われる可能性があります。また、ファイルシ
ステムが格納されているデバイス上で I/O エラーが発生した場合も、物理デバイス
の問題を解決した後にバックアップからの復元が必要となる可能性があります。これ
ら以外にも、バックアップの使用が必要となる障害の原因が存在する可能性があり
ます。

別のファイルシステムからのファイルのインポートとマウント
fscdsconv コマンドは、以前に別のシステムで使われていたファイルシステムのファイル

をインポートしたりマウントしたりすることができます。
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別のファイルシステムからファイルをインポート、マウントするには
◆

次のように入力して、ファイルシステムを変換します。
# fscdsconv -f recovery_file -i special_device
ファイルシステムのバイト順 fscdsconv によりプロンプトが表示されたときに、y を入力して
を変更する必要がある場合 ファイルシステムのバイト順を変更します。 移行によってファイ
ルシステムのバイト順が変更される場合、fscdsconv によってリ
カバリファイルが作成されます。このファイルは移行完了後も保
持されます。 必要な場合は、後でこのファイルを使ってファイル
システムを元の状態にリストアできます。
ファイルシステムのバイト順 ファイルシステムのバイト順を変更する必要がないことを示すメッ
を変更する必要がない場 セージが表示されます。
合

アラインメント値とブロックサイズ
AIX、Linux および Solaris オペレーティングシステムでは、アラインメント値 1 は、ブロッ
クサイズ 512 バイトに相当します。HP-UX オペレーティングシステムでは、ブロックサイ
ズ 1024 に相当します。
HP-UX のブロックサイズは、サポートされている他のプラットフォームのブロックサイズと
異なります。そのため、HP-UX では、-b オプションを指定せずに vxdisk や vxprint
などのコマンドを実行した場合の出力は、ディスクグループが同じであっても異なります。

スナップショットボリュームの移行
この例では、VxFS ファイルシステムが含まれるスナップショットボリュームを Solaris
SPARC システム（ビッグエンディアン方式）または HP-UX システム（ビッグエンディアン
方式）から Linux システム（リトルエンディアン方式）に移行します。
スナップショットボリュームを移行するには

1

CDS ディスクグループ datadg に属するボリューム vol 内の既存のプレックスを基
にして、インスタントスナップショットボリューム snapvol を作成します。
# vxsnap -g datadg make source=vol/newvol=snapvol/nmirror=1

2

このボリュームに現在アクセスしているすべてのアプリケーションを中断します。 たと
えば、データベーステーブルが存在するボリュームに対する更新処理を中断します。
ホットバックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込みを一
時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。
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3

次のコマンドを実行して、スナップショットボリュームのプレックスを更新します。
# vxsnap -g datadg refresh snapvol source=yes syncing=yes

4

この時点で、中断していたアプリケーションを再開できます。
2 で、データベース側からのボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、す
べてのテーブルのホットバックアップモードを解除します。

5

次の vxsnap syncwait コマンドを実行し、同期処理が完了するまで待ちます。
# vxsnap -g datadg syncwait snapvol

6

ファイルシステムの整合性を検査し、ファイルシステムを適切なマウントポイントにマ
ウントします。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/datadg/snapvol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/datadg/snapvol /mnt

7

ファイルシステムを移行先オペレーティングシステムに変換できるかどうかを検査し
ます。
# fscdstask validate Linux /mnt

8

スナップショットをマウント解除します。
# umount /mnt

9

ファイルシステムを逆のエンディアン方式に変換します。
# fscdsconv -e -f recoveryfile -t target_specifiers special

次に例を示します。
# fscdsconv -e -f /tmp/fs_recov/recov.file -t Linux ¥
/dev/vx/dsk/datadg/snapvol

この手順を実行する必要があるのは、移行元システムと移行先システムで使われて
いるエンディアン方式が異なる場合だけです。

10 スナップショットボリュームをディスクグループ migdg に移し、そのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg split datadg migdg snapvol
# vxdg deport migdg
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11 Linux システム上でディスクグループ migdg をインポートします。
# vxdg import migdg

Linux システム上でディスクを検出できるようにするため、Linux システムを再ブート
しなければならない場合があります。

12 次のコマンドを実行して、スナップショットボリュームをリカバリして再起動します。
# vxrecover -g migdg -m snapvol

13 ファイルシステムの整合性を検査し、ファイルシステムを適切なマウントポイントにマ
ウントします。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/migdg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/migdg/snapvol /mnt
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