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1
インストールの概要と計画

■

第1章 Storage Foundation の概要

■

第2章 システム必要条件

■

第3章 Storage Foundation のインストール計画

■

第4章 Storage Foundation のライセンス交付

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

Storage Foundation について

■

Veritas Operations Manager について

■

Symantec Operations Readiness Tools について

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

Symantec Replicator Option について
Symantec Replicator Option は任意で追加できる機能で、個別にライセンスが必要とな
ります。

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

File Replicator により、IP ネットワークを介したファイルレベルでのレプリケーションを実
行できます。 File Replicator は、Veritas File System によって提供されるデータ複製を
利用して、ネットワークリソースへのレプリケーションによる影響を軽減します。
Volume Replicator は、連続的なデータ可用性とディザスタリカバリを提供するために、
すべての標準 IP ネットワークを通してリモートの場所にデータをレプリケートします。
Volume Replicator は、Storage Foundation、Storage Foundation and High
Availability、Storage Foundation Cluster File System、Storage Foundation for Oracle
RAC、および Storage Foundation for SybaseCE と利用可能です。
このオプションをインストールする前に、製品のリリースノートを参照してください。
このオプションをインストールするには、この製品のインストールガイドの指示に従います。

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

Symantec Operations Readiness Tools について
SORT（Symantec Operations Readiness Tools）は、最も時間のかかる管理タスクの一
部を自動化して単純化する Web サイトです。データセンターのリスクを特定して操作効
率を改善するのに役立ち、データセンターのアーキテクチャとスケールにまつわる複雑
性を管理できるようになります。
表 1-1 は、それらを達成するのに役立つ 3 つの主なデータセンタータスクと SORT ツー
ルのリストです。
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Symantec Operations Readiness Tools について

表 1-1
タスク

データセンタータスクと SORT ツール
SORT ツール

インストールとアップグレードの準 ■
備
■

■

■

リスクの特定およびサーバー固有 ■
の推奨事項の取得
■

■

■

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

SORT ツール

効率の向上

■

■

■

■

■

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

SORT は追加料金なしで入手できます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com
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2
システム必要条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

リリースノート

■

SF の重要なプリインストール情報

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

Storage Foundation メモリの必要条件

■

ディスク領域の必要条件

■

インストールされた製品のバージョンチェックおよびメンテナンスリリースとパッチのダ
ウンロード

■

インストーラパッチの取得

■

外部ネットワーク接続試行の無効化

■

データベースの必要条件

■

VxVM のライセンス

■

CDS（Cross-Platform Data Sharing）のライセンス交付

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

設定についてのインストール前のチェックリスト。SORT インストールチェックリストツー
ルに移動します。 ドロップダウンリストから、インストールするシマンテック社製品に関
する情報を選択し、［全般チェックリスト（Generate Checklist）］をクリックします。

■

サポート対象のハードウェアについてのハードウェア互換性リスト:
http://www.symantec.com/docs/TECH211575

■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社のテクニカルサポートの
Web サイト上にある次の最新情報の Technote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211540

サポート対象のオペレーティングシステム
SF の各種コンポーネントのサポート対象オペレーティングシステムについて詳しくは、
『Storage Foundation リリースノート』を参照してください。

Storage Foundation メモリの必要条件
メモリは最低でも 1 GB 以上にすることをお勧めします。

ディスク領域の必要条件
製品をインストールする前に、システムに十分な空きディスク領域があることを確認してく
ださい。
十分な領域があるかどうかを判断するには、インストール前のチェックの実行（Perform a
Pre-Installation Check）（P）メニューを使います。
または、インストールディレクトリに移動し、-precheck オプションを指定してインストーラ
を実行します。
# ./installer -precheck

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
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インストールされた製品のバージョンチェックおよびメン
テナンスリリースとパッチのダウンロード
シマンテック社では、インストールしたシマンテック社のRPMを確認し、必要なメンテナン
スリリースとパッチをダウンロードするための手段を提供しています。
installer コマンドと -version オプションを使って、システムに何をインストールしたか

を確認し、必要なメンテナンスリリースまたはパッチをダウンロードしてください。現在の
バージョンの製品をインストールした後に製品情報を見つけるには、/opt/VRTS/install
ディレクトリで showversion スクリプトを使います。
version オプションまたは showversion で、指定されたシステムを確認し、以下を見つ

けます。
■

システムにインストールされた SF 製品のバージョン

■

システムにインストールされているすべての必須 RPM とオプションのシマンテック社
の RPM

■

必須またはオプションの RPM で見つからないもの（該当する場合）

■

インストールされたパッチ

■

利用可能なベースリリース（メジャーまたはマイナー）

■

利用可能な保守リリース

■

利用可能なパッチリリース

システムを確認し、メンテナンスリリースとパッチをダウンロードするには

1

メディアをマウントするか、インストールディレクトリに移動します。

2

-version オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -version sys1sys2

インストーラはシステムごとに、インストールされているすべてのベースリリース、メン
テナンスリリース、パッチのリストを表示し、その後に利用可能なダウンロードのリスト
を表示します。
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3

インターネットにアクセスしている場合は、利用可能なメンテナンスリリースとパッチの
ローカルシステムへのダウンロードを求めるメッセージに従ってください。

4

インターネットにアクセスしていない場合は、次の SORT（Symantec Operations
Readiness Tools）の Patch Finder のページから必要なメンテナンスリリースとパッ
チをダウンロードできます。
https://sort.symantec.com/patch/finder
インストーラのパッチは自動でも、手動でも取得できます。
p.19 の 「インストーラパッチの取得」 を参照してください。

メンテナンスリリースとパッチをダウンロードするには、インストーラからアウトバウンドネット
ワーク呼び出しを行う必要があります。外部ネットワーク接続試行も無効にできます。
p.20 の 「外部ネットワーク接続試行の無効化」 を参照してください。

インストーラパッチの取得
シマンテック社は、Storage Foundation インストーラの問題を発見した場合、次の場所
にある SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトの Patch Finder
ページにパブリックのインストーラパッチを掲示することがあります。
https://sort.symantec.com/patch/finder
インストーラのパッチに自動でも、手動でもアクセスできます。
インストーラパッチを自動的にダウンロードするには
◆

Storage Foundation バージョン 6.1 より、インストーラパッチは自動的にダウンロー
ドされます。ユーザーの操作は必要ありません。
Storage Foundation バージョン 6.1 以降を実行し、システムにインターネットアクセ
スがある場合、インストーラによって必要なすべてのインストーラパッチが自動的にイ
ンポートされ、その使用が開始されます。

インストーラパッチを自動的にダウンロードするには、インストーラがアウトバウンドネット
ワーク呼び出しを行える必要があります。外部ネットワーク接続試行も無効にできます。
p.20 の 「外部ネットワーク接続試行の無効化」 を参照してください。
システムにインターネットアクセスがない場合、インストーラパッチを手動でダウンロードで
きます。
インストーラパッチを手動でダウンロードするには

1

SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトの Patch Finder ペー
ジに移動し、シマンテック社の最新のパッチをローカルシステムに保存します。

2

ステップ 1 でダウンロードしたファイルを解凍するディレクトリに移動します。
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3

パッチの tar ファイルを解凍します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# gunzip cpi-6.2P2-patches.tar.gz

4

ファイルを解凍します。たとえば、次のように入力します。
# tar -xvf cpi-6.2P2-patches.tar patches/
patches/CPI62P2.pl
README

5

インストールメディアまたはインストールディレクトリに移動します。

6

パッチを使い始めるには、-require オプションを指定して installer コマンドを
実行します。たとえば、次のように入力します。
# ./installer -require /target_directory/patches/CPI62P2.pl

外部ネットワーク接続試行の無効化
installer コマンドを実行すると、インストーラはアウトバウンドネットワーク呼び出しを行

い、リリースアップデートとインストーラパッチの情報を取得しようとします。システムがファ
イアウォールに後ろにある場合またはインストーラにアウトバウンドネットワーク呼び出しを
実行させない場合は、インストーラによる外部ネットワーク接続の試行を無効にすることが
できます。
外部ネットワーク接続の試行を無効にするには
◆

プロセス間通信（IPC）を無効にします。
IPC を無効にするには、-noipc オプションを指定してインストーラを実行します。
たとえば、system1（sys1）と system2（sys2）の IPC を無効にするには、次を入力
します。
# ./installer -noipc sys1 sys2

データベースの必要条件
次の TechNote は、サポート対象のデータベースとオペレーティングシステムの最新情
報を提供します。
http://www.symantec.com/docs/DOC4039
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メモ: SF は VxFS と VxVM で Oracle、Sybase の実行をサポートします。
SF は Sybase で SFDB ツールの実行をサポートしません。

VxVM のライセンス
次の表に、Veritas Volume Manager のライセンスのレベルと、各レベルでサポートされ
る機能を示します。
表 2-1 では、Veritas Volume Manager のライセンスのレベルとサポートされる機能につ
いて説明しています。
表 2-1

Veritas Volume Manager のライセンスのレベルとサポートされる機
能

VxVM のライセン サポートされる機能の説明
ス
フル

連結、分散、ルータビリティ、ボリュームのサイズ変更、複数ディスクグルー
プ、ネーティブのボリュームマネージャとの共存、ストライプ化、ミラー化、ミ
ラーの DRL ログ、ストライプ化 + ミラー化、ミラー化+ ストライプ化、RAID-5、
RAID-5 ログ、Smartsync、ホットスペア、ホットリロケーション、オンラインデー
タ移行、オンライン再レイアウト、ボリュームスナップショット、ボリュームセッ
ト、Intelligent Storage Provisioning、インスタントスナップショットでの
FastResync、Storage Expert、DDL（Device Discovery Layer）、DMP
（Dynamic Multi-Pathing）、VOM（Veritas Operations Manager）。

アドオンのライセンス クラスタ機能（クラスタ共有ディスクグループと共有ボリューム）と Symantec
Volume Replicator などの VxVM のフルライセンスを補強する機能。

メモ: VxVM のアドオンのライセンスを有効活用するには、VxVM のフルライセンスが必
要です。
VxVM で有効になっているライセンス機能を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdctl license

CDS（Cross-Platform Data Sharing）のライセンス交付
CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能は PDC（Portable Data Containers）とも呼
ばれます。
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ディスクグループが最後にインポートされたプラットフォームとは異なるプラットフォームに
CDS ディスクグループをインポートする機能は、CDS ライセンスによって制御されます。
CDS ライセンスは Symantec Storage Foundation のライセンスに含まれています。
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Storage Foundation のイン
ストール計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF のインストールの計画について

■

インストールと設定の方法について

■

Storage Foundation ソフトウェアのダウンロード

SF のインストールの計画について
ご利用になる前に、リリースノートの最新版を使用していることを確認してください。最新
のマニュアルはシマンテック社の Operations Readiness Tools（SORT）の Web サイト
で利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents
マニュアルバージョン:6.2 Rev 1.
このインストールガイドは、基本的な UNIX システムとネットワーク管理の知識をすでに
持っているシステム管理者のために設計されています。基本的な知識とは、tar、mkdir
のようなコマンド、および単純なシェルスクリプトを含みます。さらに、SF がインストールさ
れる、特定のプラットフォームとオペレーティングシステムに精通しておく必要もあります。
Storage Foundation をインストールする場合は、インストール前の手順に従ってくださ
い。
次の Symantec Storage Foundation 製品は、この手順でインストールします。
■

Symantec Storage Foundation Basic

■

Symantec Storage Foundation（Standard Edition と Enterprise Edition）

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

第 3 章 Storage Foundation のインストール計画
インストールと設定の方法について

インストールと設定の方法について
シマンテック社のインストールプログラムまたはネーティブオペレーティングシステムの方
法を使って SF をインストールし、設定できます。
表 3-1 には、SF がサポートするインストールと設定の方法が示されています。
表 3-1

インストールと設定の方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラ

スクリプトベースのインストーラを使うことで、サポート対象のプラッ
トフォームを実行するドライバシステムからサポート対象のプラッ
トフォームを実行するターゲットコンピュータにシマンテック製品
をインストールできます。
インストーラを使ってシマンテック製品をインストールするには、
次のいずれかを選択します。
■

全般的な製品インストーラ:
installer
全般的な製品インストーラスクリプトでは、インストールと設定
のオプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。
ディスクからの複数の製品をインストールする場合は、全般
的な製品インストーラを使います。

■

製品固有のインストールスクリプト:
installsf<version>
製品固有のインストールスクリプトでは、コマンドラインインター
フェースオプションが提供されます。installsf スクリプト
を使ったインストールと設定は、全般的な製品インストーラを
実行してインストールする製品のリストから SF を指定するの
と同じです。
コンピュータ上にダウンロードした製品を個別にインストール
または設定するには、製品固有のインストールスクリプトを使
います。

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してく
ださい。
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方法

説明

Web ベースのインストーラ

Web ベースのインストーラを使うことで、サポート対象のプラット
フォームを実行するドライバシステムからサポート対象のプラット
フォームを実行するターゲットコンピュータにシマンテック製品を
インストールできます。
Web ベースのインストーラには、標準の Web ブラウザを使って
リモートサイトからインストールと設定を管理するためのインター
フェースがあります。
webinstaller
p.46 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してくだ
さい。

配備サーバー

配備サーバーを使って、複数のリリースイメージを中央の 1 つの
場所に格納し、サポート対象のプラットフォームのシステムに配
備することができます。
p.75 の 「配備サーバーについて」 を参照してください。

応答ファイルを使ったサイレント 応答ファイルは、情報の入力を求めるメッセージを表示する代わ
インストール
りに、指定ファイルに格納されている情報を使って、インストール
と設定を自動化します。
前述のオプションのいずれかを使って応答ファイルを生成できま
す。その後、応答ファイルを別のシステム用にカスタマイズでき
ます。1 つ以上のシステムにサイレントにインストールするには、
応答ファイルオプションを使って製品インストールスクリプトを実
行します。
p.26 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
バンドルのインストール

バージョン 6.1 以降では、バンドルのインストールを使って 1 つ
の手順で簡単にベース、保守、パッチのレベルでシステムのイン
ストールまたはアップグレードを直接行うことができます。
インストーラにより、同じリリースイメージに統合されているかのよ
うに両方のイメージがインストールされます。各種のスクリプト、
RPM、パッチコンポーネントがマージされ、1 つの統合されたリ
リースのように複数のリリースが一緒にインストールされます。
p.120 の 「インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メ
ンテナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時インストー
ルまたは同時アップグレード」 を参照してください。

Kickstart
（RedHat Linux システム用）

Kickstart を使うと、事前定義済みのカスタマイズ設定を基にシ
ステムを自動的にインストールすることができます。
p.59 の 「Kickstart を使った SF のインストール」 を参照してくだ
さい。
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方法

説明

yum

yum リポジトリに SFRPMをインストールできます。yum は Red
Hat Enterprise Linux 6 と Red Hat Enterprise Linux 7 でサ
ポートされます。

（RedHat Linux システム用）

応答ファイルについて
インストーラスクリプトまたは製品インストールスクリプトは、任意のインストール、設定、アッ
プグレード、アンインストールの手順の間に応答ファイルを生成します。応答ファイルには
手順の間に入力した設定情報が含まれます。手順が完了するとき、インストールスクリプ
トは応答ファイルの場所を表示します。
-responsefile オプションでインストールスクリプトを起動すると、応答ファイルを今後の

インストール手順で使用できます。応答ファイルは引数をスクリプトに渡して、自動的に製
品をインストールできるようにします。ファイルを編集して、自動的に追加システムをインス
トールし、設定できます。
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを生成できます。

p.173 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

応答ファイルに使われる構文
応答ファイルの変数に含まれている Perl 文の構文はさまざまです。それは変数にスカ
ラーやリストの値が必要かどうかによります。
たとえば、文字列値の場合は次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}="value";

スカラー値の場合は、次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}=123;

リストの場合は、次のようになります。
$CFG{List_variable}=["value 1 ", "value 2 ", "value 3 "];

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

1

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

2

［製品とソリューション（Products and Solutions）］セクションで［試用版（Trialware）］
リンクをクリックします。

3

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

4

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

5

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

6

使用条件を確認して［同意します（I agree）］をクリックしてください。

7

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

8

ダウンロードする製品を見つけて選択します。インストールを続けます。

スタンドアロンのシマンテック製品をダウンロードする場合、単一製品のダウンロードファ
イルには製品のインストーラは含まれません。特定の製品をインストールするには、その
製品のインストールスクリプトを使います。
メモ: 試用版は完全な製品バージョンです。 有効なライセンスは製品をデモまたは試用
版の状態にします。
p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
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ソフトウェアをダウンロードするには

1

ダウンロードしたソフトウェアを格納する十分な容量がファイルシステム上にあること
を確認します。
ダウンロード、gunzip、tar 抽出に必要な推定容量は 1 GB です。
ソフトウェアを同じシステムにインストールする場合、インストールするソフトウェア用
に十分な容量があることも確認します。
p.17 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

2

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

注意: ファイルをダウンロードする場所を選択するときに、以前のリリースまたは保守
パックのシマンテック製品が含まれているディレクトリを選択しないでください。バー
ジョンごとにディレクトリが異なるようにしてください。

3

十分な容量のあるファイルシステムを指定して、ソフトウェアをダウンロードします。
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Storage Foundation のライ
センス交付
この章では以下の項目について説明しています。
■

シマンテック製品のライセンスについて

■

キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更

■

シマンテック製品のライセンスキーのインストール

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

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

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。
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インストールする製品モードとオプションを選択するように求めるメッセージが表示さ
れ、必要な製品レベルが設定されます。
このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーでシステムを
管理することによってキーレスライセンス状態で使い続ける必要があります。前述の条
項に従わない場合、シマンテック社の製品を使い続けることはエンドユーザー使用許
諾契約違反となるため、警告メッセージが表示されます。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
以前のリリースのシマンテック製ソフトウェアからこのリリースにアップグレードする場合、イ
ンストーラによって、キーを新しいバージョンにアップグレードするかどうかを尋ねるメッ
セージが表示されます。既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティ
ブにならないことがあります。
製品インストーラでアップグレードする場合、または製品インストーラ以外の方法でインス
トールまたはアップグレードする場合は、製品にライセンスを交付するために次のいずれ
かを行う必要があります。
■

vxkeyless コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション

では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.30 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してくださ
い。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。
■

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

ルする。
p.32 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。
使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: ある製品グループから別の製品グループに変更するためには、追加の手順を実行
する必要がある場合があります。

キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変
更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付されるシマン
テック製品と機能を決定します。
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キーレスライセンス付与の使用と管理サーバーのダウンロードについて詳しくは、次の
URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
以前のリリースからアップグレードすると、製品インストーラでは、vxkeyless ライセンス製
品レベルを現在のリリースレベルに更新するように求めるメッセージが表示されます。アッ
プグレード処理の間に vxkeyless ライセンス製品レベルを更新する場合、それ以上の
処理は必要ありません。 vxkeyless ライセンス製品レベルを更新しない場合、vxkeyless
display コマンドを実行するときに表示される出力には、以前のリリースの vxkeyless
ライセンス製品レベルが含まれます。各 vxkeyless ライセンス製品レベル名には接頭辞
_previous_release_version が含まれています。たとえば、DMP_6.0、
SFENT_VR_5.1SP1、VCS_GCO_5.1 などです。接頭辞がない場合は、現在のリリー
スバージョンです。
製品インストーラによってメッセージが表示されたときに vxkeyless 製品レベルを更新し
なかった場合は、接頭辞 _previous_release_version が表示されます。 製品レベルの
現在のリリースバージョンを常に使うことを強くお勧めします。これを行うには、目的の製
品レベルで vxkeyless set コマンドを使います。 SFENT_60、VCS_60 などが表示さ
れる場合は、vxkeyless set SFENT,VCS コマンドを使って製品レベルを現在のリリー
スに更新します。
インストールやアップグレードの後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、
製品のライセンスレベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機
能のライセンスを有することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の作業ディレクトリを変更します。
# export PATH=$PATH:/opt/VRTSvlic/bin

2

現在の製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless -v display
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3

使用可能な製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless displayall

4

目的の製品レベルに設定します。
# vxkeyless set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。 キーワードは手順 3 の出
力によって示された製品レベルです。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去する必
要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使いま
す。
警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、シマンテック製品は無効になります。
p.32 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
製品のライセンスレベルを消去するには

1

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

2

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

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

ジを参照してください。

シマンテック製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic RPM を使うと、製品のライセンスに関する作業を行うことができます。VRTSvlic

をインストールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになりま
す。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストールします。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示します。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされている機能とその説明を取得します。
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同梱のソフトウェアディスクに他の製品が含まれる場合でも、使えるのはライセンスを購入
したシマンテック社のソフトウェア製品のみです。
ライセンスをインストールまたは変更するには

1

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

2

次の Veritas Volume Manager（VxVM）コマンドを実行して新しいライセンスを認識
します。
# vxdctl license init
vxdctl(1M) マニュアルページを参照してください。

vxkeyless ライセンスがあれば、製品のキーレスライセンスのレベルを表示または更新

できます。
p.30 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してください。
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Storage Foundation のインス
トール

■

第5章 Storage Foundation をインストールする準備

■

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

■

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

■

第8章 応答ファイルを使った自動インストール

■

第9章 オペレーティングシステム固有の方法を使った Storage Foundation のインス
トール

■

第10章 Storage Foundation の設定

5
Storage Foundation をイン
ストールする準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストール準備の概要

■

インストーラでの ssh または rsh の使用について

■

環境変数の設定

■

製品ディスクのマウント

■

システムがインストールできる状態かどうかの評価

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

インストールの概要

インストールのタスク

項

製品のライセンスを入手します。

p.29 の 「シマンテック製品のライセンスについ
て」 を参照してください。

ソフトウェアをダウンロードするか、または製品
DVD を挿入します。

p.26 の 「Storage Foundation ソフトウェアのダ
ウンロード」 を参照してください。
p.37 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してく
ださい。

環境変数を設定します。

p.36 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

第 5 章 Storage Foundation をインストールする準備
インストーラでの ssh または rsh の使用について

インストールのタスク

項

すべてのノードでセキュアシェル（ssh）またはリ
モートシェル（rsh）を設定します。

p.193 の 「製品インストール前のセキュアシェル
またはリモートシェル通信モードの設定につい
て」 を参照してください。

ハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシ p.16 の 「リリースノート」 を参照してください。
ステムの必要条件が満たされていることを確認し
ます。
十分な空きディスク容量があることを確認します。 p.17 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照して
ください。
インストーラを使用して製品をインストールしま
す。

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについ
て」 を参照してください。

インストーラでの ssh または rsh の使用について
インストーラにより、システム間でパスワードを使わないセキュアシェル（ssh）通信またはリ
モートシェル（rsh）通信が使われます。オペレーティングシステムに付属の ssh デーモン
または rsh デーモンが使われます。インストール時に、使いたい通信方法を選択します。
または、ssh か rsh を明示的に設定する installer -comsetup コマンドを実行できま
す。 それから、インストール先システムのスーパーユーザーパスワードを入力します。 イ
ンストール処理が完了すると、パスワードなし接続を削除するかどうか尋ねられます。イン
ストールが突然終了した場合、システムから ssh 設定または rsh 設定を削除するには、
インストールスクリプトの -comcleanup オプションを使います。
p.173 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
インストール、設定、アップグレード（必要時）、アンインストールのシナリオではほとんどの
場合、インストーラを使って対象システムの ssh または rsh を設定できます。次のシナリ
オでは、システムから ssh 設定または rsh 設定を設定するために、ssh または rsh を手
動で設定するか、installer -comsetup オプションを使う必要があります。
■

応答ファイルを使ってインストーラセッションを実行する場合。

p.193 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。

環境変数の設定
インストールに使うほとんどのコマンドは、/sbin または /usr/sbin ディレクトリにありま
す。この 2 つのディレクトリを必要に応じて PATH 環境変数に追加します。
インストール後、SF のコマンドは /opt/VRTS/bin に格納されます。SF のマニュアル
ページは /opt/VRTS/man に格納されます。
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PATH 環境変数には、標準 Linux コマンドのパスの後に /opt/VRTS/bin を指定します。

一部の VCS カスタムスクリプトは /opt/VRTSvcs/bin に存在します。高可用性製品を
インストールする場合は、PATH 環境件数に /opt/VRTSvcs/bin も追加します。
VxFS 固有のコマンド（df、fsdb、ncheck、umouunt）を実行するには、絶対パス名
（/opt/VRTS/bin/コマンド）を入力します。
/opt/VRTS/man を含むように MANPATH 環境変数を設定するには、次の手順を実行しま

す。
■

sh または bash などのシェルを使う場合は、次を入力します。
$ MANPATH=$MANPATH:/opt/VRTS/man; export MANPATH

■

csh または tcsh などのシェルを使う場合は、次を入力します。
% setenv MANPATH $(MANPATH):/opt/VRTS/man

Red Hat システムでは、MANSECT 環境変数によって定義済みのリストに 1m マニュアル
ページセクションを含めます。
■

sh または bash などのシェルを使う場合は、次を入力します。
$ MANSECT=$MANSECT:1m; export MANSECT

■

csh または tcsh などのシェルを使う場合は、次を入力します。
% setenv MANSECT $(MANSECT):1m
man(1) コマンドを使ってマニュアルページにアクセスしている場合は、シェルに
LC_ALL=C を設定し、ページが正しく表示されるようにします。

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

1

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

2

SF ソフトウェアの製品ディスクを、システムに接続されているドライブに挿入します。
ディスクは自動的にマウントされます。
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3

ディスクが自動的にマウントされない場合、次のように入力します。
# mount -t iso9660 /dev/sr0 /media

4

RPM のある場所へ移動します。
# cd /mnt/cdrom/dist_arch/rpms

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。

システムがインストールできる状態かどうかの評価
システムが Symantec Storage Foundation 6.2 のインストールの必要条件を満たしてい
ることを確認するために、シマンテック社はシステムを評価する次のツールを提供します。
Symantec Operations Readiness Tools

SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）は、シマンテック社のエンタープライズ製
品をサポートするために設計された、Web ベー
スのアプリケーションです。
p.13 の 「Symantec Operations Readiness
Tools について」 を参照してください。

インストーラを使ったシステムのプレチェック

指定したシステムでインストール前のチェックを
実行します。 製品のインストーラによって、指定
したシステムが Symantec Storage Foundation
6.2 をインストールするための最小必要条件を
満たしているかどうかが報告されます。
p.38 の 「インストーラを使ったシステムのプレ
チェック」 を参照してください。

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

インストール用の推奨スワップ領域

■

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

■

オペレーティングシステムの必須バージョン
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プレチェックオプションを使うには

1

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを起動します。
p.42 の 「スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation のインストー
ル」 を参照してください。
p.50 の 「Web ベースのインストーラを使った SF のインストール」 を参照してくださ
い。

2

プレチェックオプションを選択します。
■

Web ベースのインストーラの場合は、［Task（タスク）］プルダウンメニューで［イ
ンストール前のチェックの実行（Perform a Pre-Installation Check）］を選択しま
す。

■

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

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

3

チェックするシステムのシステム名または IP アドレスを入力します。

4

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

スクリプトベースのインストーラについて

■

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

スクリプトベースのインストーラについて
サポート対象のいくつかのプラットフォームを実行するターゲットシステムで、サポート対
象の任意のプラットフォームを実行するドライバシステムからシマンテック製品（バージョン
6.1 以降）をインストールするには、スクリプトベースのインストーラを使うことができます。
Symantec 製品をインストールするには、次のいずれかの方法を使います。
■

全般的な製品インストーラ（installer）。全般的な製品インストーラスクリプトでは、
インストールと設定のオプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。ディス
クからの複数の製品をインストールする場合は、全般的な製品インストーラを使いま
す。
p.42 の 「スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation のインストー
ル」 を参照してください。

■

製品固有のインストールスクリプト（installsf）。 製品固有のインストールスクリプト
では、コマンドラインインターフェースオプションが提供されます。installsf スクリプ
トを使ったインストールと設定は、全般的な製品インストーラを実行してインストールす
る製品のリストから SF を指定するのと同じです。コンピュータ上にダウンロードした製
品を個別にインストールまたは設定するには、製品固有のインストールスクリプトを使
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います。製品メディアのルートディレクトリでこれらのスクリプトを見つけることができま
す。 これらのスクリプトも、製品と一緒にインストールされます。
表 6-1 は、SFHA Solutions のすべての製品インストールスクリプトを示しています。シス
テム上にある製品固有のインストールスクリプトの一覧は、システムにインストールする製
品に応じて異なります。
表 6-1

製品インストールスクリプト

シマンテック製品の名 メディアのスクリプト名
前

インストール後のスクリプト名

すべての SFHA ソリュー
ション製品用

N/A

installer

Symantec ApplicationHA installapplicationha

installapplicationha<バー
ジョン>

Symantec Cluster
Server（VCS）

installvcs

installvcs<バージョン>

Symantec Storage
Foundation（SF）

installsf

installsf<バージョン>

Symantec SFHA
（Storage Foundation
and High Availability）

installsfha

installsfha<バージョン>

SFCFSHA（Symantec
installsfcfsha
Storage Foundation
Cluster File System High
Availability）

installsfcfsha<バージョン>

Symantec Storage
Foundation for Oracle
RAC（SF Oracle RAC）

installsfrac<バージョン>

installsfrac

Symantec DMP
installdmp
（Dynamic Multi-pathing）

installdmp<バージョン>

インストールメディアからインストールするとき、スクリプト名には製品バージョンが含まれ
ていません。
インストールの後で製品を設定するとき、インストールスクリプトはスクリプト名に製品バー
ジョンを含めます。
たとえば、バージョン 6.2 の場合は次のようになります。
# /opt/VRTS/install<productname>62 -configure
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メモ: 全般的な製品インストーラ（installer）のスクリプトには製品バージョンが含まれ
ていません。
インストール中のほとんどの場所で、別の操作をするために以下の文字を入力できます。
■

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

■

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

■

インストーラを終了するには、q を入力します。

■

ヘルプを表示するには、? を入力します。

■

デフォルトの応答を受け入れる場合は、Enter キーを押します。

p.173 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

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

1

リモートシェルのプロンプトでパスワードまたは確認を求める、またはセキュアシェル
通信ユーティリティの必要なく、コマンドがリモートコンピュータで実行するように実行
するようにシステムを設定してください。
p.193 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

ソフトウェアディスクをロードしてマウントします。ソフトウェアをダウンロードした場合
は、ダウンロードディレクトリの最上位に移動し、次の手順をスキップします。
p.37 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

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

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。
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4

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

5

I を押してインストールし、Enter キーを押します。

6

使用可能な製品の一覧が表示されたら、Storage Foundation を選択し、対応する
番号を入力して Enter キーを押します。

7

プロンプトで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入れるかどうか
を指定します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement as
specified in the storage_foundation/EULA/lang/
EULA_SFHA_Ux_version.pdf file present on the media? [y,n,q,?] y

8

次のいずれかのインストールオプションを選択します。
■

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

■

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

■

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

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

9

ソフトウェアをインストールするシステム名を入力するように要求するプロンプトが表
示されます。 システム名（1 つまたは複数）を入力し、Enter キーを押します。
Enter the system names separated by spaces:
[q,?] sys1 sys2

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

11 プレチェック中に通信に失敗した場合、システム間のリモートシェルまたはセキュア
シェル通信は自動的に設定されます。ただし、各システムに rsh または ssh サー
バーがインストールされている必要があります。また、各システムのスーパーユーザー
パスワードを入力する必要があります。セキュリティ上の理由から、これらのパスワー
ドが保存またはキャッシュされることはありません。

12 以前の Veritas Volume Manager 設定を復元するように求めるプロンプトが表示さ
れる場合があります。
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13 ライセンス交付方法を選択します。 ライセンスに関する質問に回答し、プロンプトに
従います。
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールできま
す。ただし、Symantec 製品をインストールして使用するには、有効なライセンスが
必要です。キーレスライセンスを使う場合は、管理サーバーでシステムを管理する必
要があります。
p.29 の 「シマンテック製品のライセンスについて」 を参照してください。

14 Standard または Enterprise の製品モードの入力を求められます。
1) SF Standard
2) SF Enterprise
b) Back to previous menu
Select product mode to license: [1-2,b,q,?] (2) 1

15 製品ライセンスモードを 2（SF Enterprise）にすると、レプリケーションを有効にする
かどうか決定するよう求められます。
Would you like to enable the Volume Replicator?
[y,n,q] (n)

オプションを入力します。

16 Veritas Volume Manager （VxVM）が起動し、インストーラがソリッドステートドライブ
（SSD）デバイスを検出する場合、インストーラで次のメッセージが表示されます。
SSD devices have been detected on systemname.
It is strongly recommended that you use the SmartIO feature to
accelerate I/O performance. See the Storage Foundation and
High Availability Solutions documentation for more information
on using the SmartIO feature.
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17 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するメッセージが表示され
ます。
Installation procedures and diagnostic information were saved in the
log files under directory /var/tmp/installer-<platform>-<uuid>.
Analyzing this information helps Symantec discover and
fix failed operations performed by the installer.
Would you like to send the information about this installation to
Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y) y

18 必要に応じて、ログファイルをチェックしてインストールおよび設定を確認します。

7
Web ベースのインストーラを
使った Storage Foundation
のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラについて

■

Web ベースインストーラを使う前の準備

■

Web ベースのインストーラの起動

■

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得

■

Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェックの実行

■

Web ベースのインストーラを使った SF のインストール

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

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

す。 この URL を使って、Internet Explorer や FireFox などの Web ブラウザから Web
ベースのインストーラにアクセスします。
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Web インストーラが動作しているときは常に、Web インストーラでログファイルが作成され
ます。インストール処理が実行されているときは、ログファイルは /var/tmp ディレクトリの
下にあるセッションベースのディレクトリに配置されます。インストール処理が完了した後
は、ログファイルは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに配置されます。監査、デ
バッグ、今後の使用のために、これらのファイルを保存することをお勧めします。
Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.47 の 「Web ベースインストーラを使う前の準備」 を参照してください。
p.47 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

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

Web ベースのインストーラの必要条件

システム

機能

必要条件

ターゲットシステム

シマンテック製品をインストールするシス Symantec Storage
テム。
Foundation 6.2 のサポー
ト対象のプラットフォームで
ある必要があります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。 イン サポート対象のオペレー
ストールサーバーからインストールメディ ティングシステムのいずれ
アにアクセスできます。
かの更新レベルである必要
があります。

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザが必要です。
ウザを実行するシステム。
サポート対象のブラウザ:
■

■

Internet Explorer 6、
7、および 8
Firefox 3.x 以降

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

1

インストールメディアをマウントします。

2

メディアの最上位レベルにディレクトリを変更します。例:
# cd /mnt/cdrom/dist_arch

3

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtlwid）を起動しま
す。
# ./webinstaller start
webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。この URL に注目しま

す。
メモ: URL が表示されない場合は、ファイアウォールと iptables の設定を確認してく
ださい。ファイアウォールを設定した場合は、ファイアウォールの設定がポート 14172
へのアクセスを許可するようになっていることを確認します。また、-port オプション
を使って代わりにフリーポートを使うこともできます。
次のコマンドを使って、webinstaller に使われるポートについての詳細とその状態
を表示することができます。
# ./webinstaller status

4

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

5

スクリプトによって表示された URL に移動します。

6

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

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

7

スーパーユーザーとしてログインします。

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

1

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

2

［リスクを理解しました（I Understand the Risks）］または［例外として扱うこともできま
す（You can add an exception）］をクリックします。

3

［証明書を取得（Get Certificate）］ボタンをクリックします。

4

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

5

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

6

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

Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェッ
クの実行
ここでは Web ベースのインストーラを使ったインストール前のチェックの実行について説
明します。
インストール前のチェックを実行するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.47 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

3

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

4

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

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。

6

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

7

［完了（Finish）］をクリックします。 別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。
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Web ベースのインストーラを使った SF のインストール
この項では Symantec の Web ベースインストーラを使った SF のインストールについて
説明します。
Web ベースのインストーラを使って SF をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.49 の 「Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェックの実行」 を参照
してください。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.47 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

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

4

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

5

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

6

最小、推奨、すべてのRPMのいずれかを選択します。 ［次へ（Next）］をクリックしま
す。

7

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

8

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

9

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

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

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

■

■

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

■

Symantec Volume Replicator を有効にするかどうかを選択します。

■

File Replicator を有効にするかどうかを選択します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

有効なキーを入力してください
有効なライセンスキーを取得している場合は、ライセンスキーを入力し、［次へ
（Next）］をクリックします。

11 Storage Foundation のため、［次へ（Next）］をクリックします。 インストーラがシステ
ムを再起動するようにメッセージを表示したらシステムを再起動し、設定を行うために
Web ベースのインストーラを再度呼び出します。 インストーラがシステムを再起動す
るようにメッセージを表示しなければ、設定は完了し、製品の処理が開始されます。
設定を求めるメッセージが表示されるのは、製品がまだ設定されていない場合のみ
です。
n を選択すると、インストーラを終了できます。SF を使う前に、製品を設定する必要
があります。
インストールが完了した後に、インストーラによってログと概略ファイルの場所が表示
されます。 必要に応じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

12 Symantec Storage Foundation を設定するには、Web ベースインストーラを起動
し、［製品の設定（Configure a Product）］を選択します。［OK］ボタンをクリックしま
す。インストーラによって更新が確認されます。［次へ（Next）］ボタンをクリックします。
インストーラによって、タスクのログファイル、概略ファイル、応答ファイルの保存場所
が表示されます。
［完了（Finish）］ボタンをクリックします。

13 メッセージが表示された場合は、インストール情報をシマンテック社に送信するかど
うかを指定するオプションを選択します。
Iインストール処理と診断情報が、ディレクトリ
/var/tmp/installer-<platform>-<uuid> 内のログファイルに保存されます。 こ
の情報を分析することにより、インストーラで失敗した処理をシマンテック社が調査し、修正す
る場合に役立ちます。 Would you like to send the information about this
installation to Symantec to help improve installation in the
future? [y,n,q,?]

［完了（Finish）］をクリックします。
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応答ファイルを使った自動イ
ンストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF のインストール

■

Storage Foundation をインストールするための応答ファイル変数

■

SF インストールの応答ファイルサンプル

■

応答ファイルを使った SF の設定

■

Storage Foundation を設定するための応答ファイル変数

応答ファイルを使った SF のインストール
一般に、あるシステムで SF のインストールを実行した後にインストーラが生成する応答
ファイルは、他のシステムで SF をインストールするために使えます。インストーラの
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
# ./installer -makeresponsefile

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
応答ファイルを使って SF をインストールするには

1

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。

3

SF をインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからインストールを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installsf -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

7

SF のインストール後タスクを完了します。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。

Storage Foundation をインストールするための応答ファ
イル変数
表 8-1 に、SF をインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を示しま
す。
表 8-1

SF をインストールするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{opt}{install}

SF RPM をインストールします。後で、-configure オプ
ションを使って設定することもできます。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{installallpkgs}
または
CFG{opt}{installrecpkgs}
または
CFG{opt}{installminpkgs}

値が 1 に設定された変数に基づいて、SF RPMをインストー
ルするようにインストーラに指示します。
■

installallpkgs: すべてのRPMをインストールする

■

installrecpkgs: 推奨RPMをインストールする

■

installminpkgs: 最小RPMをインストールする

メモ: これらの変数の値のうち 1 つのみを 1 に設定します。
これらの変数の 1 つに値を設定し、さらに
CFG{opt}{install} 変数も 1 に設定する必要がありま
す。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須
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変数

説明

CFG{accepteula}

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

CFG{opt}{vxkeyless}

キーレスライセンスで製品をインストールします。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{license}

パーマネントライセンスで製品をインストールします。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{keys}{hostname}

CFG{opt}{vxkeyless} 変数を 0 に設定した、または
CFG{opt}{licence} 変数を 1 に設定した場合に、シス
テムに登録されるキーのリストです。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{systems}

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

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

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

CFG{opt}{tmppath}

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

説明

CFG{opt}{updatekeys}

キーレスライセンスを現在のバージョンに更新します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{rsh}

システム間の通信方法として ssh の代わりに rsh を使う必要
があることを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{logpath}

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

CFG{opt}{prodmode}

製品のモードのリスト
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

SF インストールの応答ファイルサンプル
次の例は Storage Foundation をインストールするための応答ファイルを示したもので
す。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installrecpkgs}=1;
$CFG{opt}{prodmode}="SF Enterprise";
$CFG{opt}{updatekeys}=1;
$CFG{opt}{vxkeyless}=1;
$CFG{prod}="SF62";
$CFG{systems}=[ qw(cdgv240a) ];
1;
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応答ファイルを使った SF の設定
一般に、あるシステムで SF の設定を実行した後にインストーラが生成した応答ファイル
は、他のシステムで SF を設定するために使えます。インストーラの -makeresponsefile
オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
# ./installer -makeresponsefile -configure
# ./installsf -makeresponsefile -configure

応答ファイルを使って SF を設定するには

1

SF を設定するシステムに SF RPM がインストールされていることを確認します。

2

SF を設定するシステムに応答ファイルをコピーします。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.56 の 「Storage Foundation を設定するための応答ファイル変数」 を参照してく
ださい。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installsf<version>
-responsefile /tmp/response_file
<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイル

の絶対パス名です。
p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

Storage Foundation を設定するための応答ファイル変
数
表 8-2 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 8-2

Storage Foundation の設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

RPMがすでにインストールされている
場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SF を設定します。
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
SF の場合、値は SF62 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）
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オペレーティングシステム固
有の方法を使った Storage
Foundation のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

オペレーティングシステム固有の方法を使った SF のインストールについて

■

Kickstart を使った SF のインストール

■

Kickstart 設定ファイルの例

■

yum を使った Storage Foundation のインストール

■

Red Hat Satellite サーバーを使用した SF のインストール

オペレーティングシステム固有の方法を使った SF のイ
ンストールについて
Linux では、次の方法で SF をインストールできます。
■

Kickstart を使って SF をインストールできます。 Kickstart は Red Hat Enterprise
Linux 6（RHEL6）と Red Hat Enterprise Linux 7（RHEL7）でサポートされます。
p.59 の 「Kickstart を使った SF のインストール」 を参照してください。

■

yum を使って SF をインストールできます。yum は Red Hat Enterprise Linux 6
（RHEL6）と Red Hat Enterprise Linux 7 （RHEL7）でサポートされます。
p.62 の 「yum を使った Storage Foundation のインストール」 を参照してください。
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■

Red Hat Satellite サーバーを使用して、SF をインストールできます。Red Hat Satellite
サーバーは Red Hat Enterprise Linux 6（RHEL6）と Red Hat Enterprise Linux 7
（RHEL7）でサポートされます。
p.67 の 「Red Hat Satellite サーバーを使用した SF のインストール」 を参照してく
ださい。

Kickstart を使った SF のインストール
Kickstart を使って SF をインストールできます。 Kickstart は Red Hat Enterprise Linux
オペレーティングシステムでサポートされます。
Kickstart を使って SF をインストールするには

1

Kickstart の設定ファイルのディレクトリを作成します。
# mkdir /kickstart_files/

2

Kickstart 設定ファイルを生成します。設定ファイルの拡張子は .ks です。次のい
ずれかを実行します。
■

設定ファイルを生成するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -kickstart /kickstart_files/

システムによりファイルの一覧が表示されます。
■

Kickstart でのオペレーティングシステムのインストール時に Storage Foundation
RPM のみをインストールする必要がある場合、つまり Symantec Cluster Server
RPM 用の .ks 設定ファイルを生成する必要がない場合は、installsf スクリ
プトを実行します。次を入力します。
# ./installsf -kickstart /kickstart_files/

出力は次のようになります。
The kickstart script for SF is generated at
/kickstart_files/kickstart_sf62.ks

3

Kickstart クライアントがアクセス可能な、NFS でエクスポートされる場所を設定しま
す。たとえば、/nfs_mount_kickstart が、NFS でエクスポートされたディレクトリ
である場合は、NFS でエクスポートされる場所は次のようになります。
# cat /etc/exports
/nfs_mount_kickstart

4

* (rw,sync,no_root_squash)

rpms ディレクトリをインストールメディアから NFS の場所にコピーします。
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5

ディレクトリの内容を検証します。
# ls /nfs_mount_kickstart/

6

SF Kickstart 設定ファイルで、実際の NFS の場所を指すように BUILDSRC 変数を
変更します。変数は次の形式です。
BUILDSRC="hostname_or_ip:/nfs_mount_kickstart"

7

オペレーティングシステムの ks.cfg ファイルに、Kickstart 設定ファイルの変更済
みの内容をすべて追記します。

8

オペレーティングシステムの Kickstart インストールを開始します。

9

オペレーティングシステムのインストールが完了した後、RPM と製品のインストーラ
スクリプトのインストールに関連したエラーがないかどうか
を、/var/tmp/kickstart.log ファイルで調べます。

10 すべての製品のRPMがインストールされたことを検証します。次のコマンドを入力し
ます。
# rpm -qa | grep -i vrts

11 インストールの問題やエラーが見つからなければ、製品スタックを設定します。次の
コマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsf<version> -configure node1 node2

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

Kickstart 設定ファイルの例
次に、RedHat Enterprise Linux 6 (RHEL6) Kickstart 設定ファイルの例を示します。
# The packages below are required and will be installed
from OS installation media automatically # during the automated
installation of products in the DVD, if they have not been
installed yet.
%packages
systemd-libs.i686
device-mapper
device-mapper-libs
parted
libgcc.i686
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ed
ksh
nss-softokn-freebl.i686
glibc.i686
libstdc++.i686
audit-libs.i686
cracklib.i686
libselinux.i686
pam.i686
libattr.i686
libacl.i686
%end

%post --nochroot
# Add necessary scripts or commands here to your need
# This generated kickstart file is only for the automated installation of pro
PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH
#
# Notice:
# * You do not have to change the following scripts
#
# define path varibles
ROOT=/mnt/sysimage
BUILDDIR="${ROOT}/build"
RPMDIR="${BUILDDIR}/rpms"
# define log path
KSLOG="${ROOT}/var/tmp/kickstart.log"
echo "==== Executing kickstart post section: ====" >> ${KSLOG}
mkdir -p ${BUILDDIR}
mount -t nfs -o nolock,vers=3 ${BUILDSRC} ${BUILDDIR} >> ${KSLOG} 2>&1

# Install the RPMs in the following order.
for RPM in VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSob
VRTSvxfs VRTSfsadv VRTSfssdk VRTSdbed VRTSodm VRTSsfmh VRTSsfcpi62
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do
echo "Installing package -- $RPM" >> ${KSLOG}
rpm -U -v --root ${ROOT} ${RPMDIR}/${RPM}-* >> ${KSLOG} 2>&1
done
umount ${BUILDDIR}
CALLED_BY=KICKSTART ${ROOT}/opt/VRTS/install/bin/
UXRT62/add_install_scripts >> ${KSLOG} 2>&1
echo "==== Completed kickstart file ====" >> ${KSLOG}
exit 0
%end

yum を使った Storage Foundation のインストール
yum を使って SF をインストールできます。yum は Red Hat Enterprise オペレーティン
グシステムに対応しています。
yum を使って SF をインストールするには

1

installsf -pkginfo コマンドを実行して、SF RPMを取得します。
# ./installsf -pkginfo

2

yum リポジトリに SF RPMを追加します。SF RPMは、他のRPMと一緒に新しいリポ
ジトリまたは既存のリポジトリに追加できます。リポジトリを作成または更新するには、
createrepo コマンドを使用します。このコマンドは、オペレーティングシステムRPM
createrepo-ver-rel.noarch.rpm によって提供されます。
■

SF RPMの新しいリポジトリ /path/to/new/repository/ を作成するには
1. 空のディレクトリを作成します（例: /path/to/new/repository）。yum クライアントシステ
ムからは、HTTP、FTP、またはファイルプロトコルのディレクトリにアクセスできます。
# rm -rf /path/to/new/repository
# mkdir -p /path/to/new/repository
2. /path/to/new/repository/ にすべての SF RPMをコピーします。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi62-*¥
/path/to/new/repository
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3. createrepo コマンドを使用して、リポジトリを作成します。
# /usr/bin/createrepo /path/to/new/repository
出力は次のようになります。
27/27 - VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
4. このリポジトリのメタデータは /path/to/new/repository/repodata で作成されます。

■

SF RPMに既存のリポジトリ /path/to/existing/repository/ を使用するには
1. /path/to/existing/repository/ にすべての SF RPMをコピーします。yum クライアン
トシステムからは、HTTP、FTP、またはファイルプロトコルのディレクトリにアクセスで
きます。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi62-*¥
/path/to/existing/repository
2. リポジトリのメタデータを更新する --update オプションを指定して、createrepo
コマンドを実行します。
# createrepo --update /path/to/existing/repository
出力は次のようになります。
27/27 * VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
3. /path/to/existing/repository/repodata のメタデータは、新しく追加したRPM用に更
新されます。

■

リポジトリを作成または更新した場合に SF RPM の RPM グループを作成する
には（オプション）
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1. リポジトリディレクトリに XML ファイルを作成します。SF_group.xml という名前を付
けることができます。 ファイル内では、グループの名前、ID、RPM リスト、その他の情
報を指定します。この XML ファイルは、-yumgroupxml オプションでインストーラ
を使って生成できます。SF の XML ファイルの例は次のとおりです。
# cat SF_group.xml
<comps>
<group>
<id>SF62</id>
<name>SF62</name>
<default>true</default>
<description>RPMs of SF 6.2.0.000</description>
<uservisible>true</uservisible>
<packagelist>
<packagereq type="default">VRTSvlic</packagereq>
<packagereq type="default">VRTSperl</packagereq>
... [other RPMs for SF]
<packagereq type="default">VRTSsfcpi62</packagereq>
</packagelist>
</group>
</comps>
2. リポジトリを作成または更新したら、グループを作成します。
# createrepo -g SF_group.xml /path/to/new/repository/
または
# createrepo -g SF_group.xml --update /path/to/existing¥
/repository/

yum リポジトリ設定の詳細については、『Red Hat Enterpirse Linux Deployment
Guide』を参照してください。

3

クライアントシステムで yum リポジトリを設定します。
■

/etc/yum.repos.d/ 下に .repo ファイルを作成します。SF の .repo ファイ

ルの例を次に示します。
# cat /etc/yum.repos.d/SF.repo
[repo-SF]
name=Repository for SF
baseurl=file:///path/to/repository/
enabled=1
gpgcheck=0
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baseurl 属性の値は http://、ftp://、または file:/// から開始できます。選択した

URL は、repodata ディレクトリにアクセスできる必要があります。さらに、作成ま
たは更新したリポジトリ内のすべての SF RPMにもアクセスできる必要がありま
す。
■

yum 設定を確認します。SF RPMをリストします。
# yum list 'VRTS*'
Available Packages
VRTSperl.x86_64
VRTSsfcpi62.noarch
VRTSvlic.x86_64
...

5.16.1.4-RHEL5.2
6.2.0.000-GENERIC
3.02.62.010-0

repo-SF
repo-SF
repo-SF

次の場合、SF RPMはすぐに表示されないことがあります。
■

SF RPM が追加される前にリポジトリが参照された

■

メタデータのローカルキャッシュの期限が切れていない

リポジトリのメタデータのローカルキャッシュを削除し、指定した baseurl から最新情
報を取得するには、次のコマンドを実行します。
# yum clean expire-cache
# yum list 'VRTS*'

yum リポジトリ設定の詳細については、『Red Hat Enterpirse Linux Deployment
Guide』を参照してください。

4

RPMをターゲットシステムにインストールします。
■

すべてのRPMをインストールするには
1. yum と同様にそれぞれのRPM名を指定します。次に例を示します。
# yum install VRTSvlic VRTSperl ... VRTSsfcpi62
2. RPM グロブを使ってすべての SF RPM を指定します。次に例を示します。
# yum install 'VRTS*'
3. SF のRPM用にグループが設定されたら、グループ名を指定します。この例では、グ
ループ名は SF62 です。
# yum install @SF62
または
# yum groupinstall SF62
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■

RPMを一度に 1 つインストールするには
1. installsf -pkginfo コマンドを実行し、RPM のインストール順序を確認しま
す。
# ./installsf -pkginfo
The following Symantec Storage Foundation RPMs must be
installed in the specified order to achieve full
functionality. The RPMs listed are all the RPMs
offered by the Symantec Storage Foundation product.
RPMs: VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSob
VRTSvxfs VRTSfsadv VRTSfssdk VRTSdbed VRTSodm
VRTSsfmh VRTSsfcpi62
The following Symantec Storage Foundation RPMs must be
installed in the specified order to achieve recommended
functionality. The RPMs listed are the recommended RPMs
for Symantec Storage Foundation offering basic and
some advanced functionality for the product.
RPMs: VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSob
VRTSvxfs VRTSfsadv VRTSdbed VRTSodm VRTSsfmh VRTSsfcpi62
The following Symantec Storage Foundation RPMs must be
installed in the specified order to achieve basic
functionality. The RPMs listed provide minimum footprint
of the Symantec Storage Foundation product.
RPMs: VRTSperl VRTSvlic VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSvxfs
VRTSfsadv VRTSsfcpi62
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2. installsf -pkginfo コマンドで出力された順序を使用します。
# yum install VRTSperl
# yum install VRTSvlic
...
# yum install VRTSsfcpi62

5

すべてのRPMをインストールしたら、/opt/VRTS/install/installsf<version>
スクリプトを使って製品をライセンス、設定、起動します。
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
yum を使って SF をインストールする前に VRTSsfcpi62 RPM がインストールされ
ている場合、この RPM はアップグレードも再インストールもされませ
ん。/opt/VRTS/install/installsf<release_version> スクリプトが適切に作
成されない場合は、他のすべての SF RPMがインストールされた後
で、/opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts スクリプトを使っ
て installsf スクリプトまたは uninstallsf スクリプトを作成します。たとえば、インストー
ルする製品に応じて、次のように出力されます。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts
Creating install/uninstall scripts for installed products
Creating /opt/VRTS/install/installvcs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallvcs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installdmp62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstalldmp62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installfs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallfs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installsf62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallsf62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installvm62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallvm62 for UXRT62

Red Hat Satellite サーバーを使用した SF のインストー
ル
Red Hat Satellite サーバーを使用して、SF をインストールできます。Red Hat Satellite
は Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムでサポートされています。RPM
およびローリングパッチを Red Hat Satellite サーバーが管理するシステムにインストー
ルできます。
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Red Hat Satellite サーバーはシステム管理ソリューションです。これにより次のことが可
能になります。
■

システムのハードウェアおよびソフトウェアの情報をまとめます。

■

システムにソフトウェアをインストールし、更新します。

■

カスタムソフトウェアの RPM を収集し、管理可能なグループに配布します。

■

（Kickstart）システムをプロビジョニングします。

■

設定ファイルを管理し、システムに配備します。

■

システムを監視します。

■

仮想ゲストをプロビジョニングします。

■

仮想ゲストを開始、停止および設定します。

Red Hat Satellite サーバーで、チャネルを作成してシステムを管理できます。Red Hat
Satellite チャネルはソフトウェア RPM のコレクションです。チャネルを使用して、いくつ
かのルールを定義することによって RPM を分離できます。たとえば、チャネルに特定の
Red Hat ディストリビューションからだけの RPM が含まれる場合があります。自身の必要
条件に従ってチャネルを定義できます。組織のネットワーク内でのカスタム使用のために
SF RPM を含むチャネルを作成できます。
チャネルには次の 2 種類があります。
■

基礎チャネル
基礎チャネルは、特定のアーキテクチャおよび Red Hat Enterprise Linux リリースに
基づく RPM で構成されています。

■

子チャネル
子チャネルは、SF のような追加のカスタム RPM を含む基礎チャネルに関連付けら
れているチャネルです。

システムは 1 つの基礎チャネルとその基礎チャネルの複数の子チャネルにのみ加入で
きます。加入済みのシステムは、サテライトチャネルを通して利用できる RPM のみインス
トールまたは更新できます。
詳しくは、『Red Hat Satellite 5.6 ユーザーガイド』を参照してください。

Red Hat Satellite サーバーを使用して、SF 製品をインストールする
Red Hat Satellite サーバーを使用して、システムに SF 製品をインストールできます。
Red Hat Satellite サーバーを使用して、SF 製品をインストールするには

1

Red Hat Satellite のマニュアルに従って、基礎チャネル、子チャネルおよびターゲッ
トシステムを設定します。次のことを確認する必要があります。
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■

基礎チャネルは、RHEL6.3、RHEL6.4、RHEL6.5、または RHEL7 リリースに基
づく RPM で構成されています。

■

子チャネルは、SF RPM またはパッチで構成されています。

■

ターゲットシステムは Red Hat Satellite に登録されます。

2

Red Hat Satellite の admin ページにログオンします。［システム（Systems）］タブ
を選択します。［ターゲットシステム（target system）］をクリックしてください。

3

［チャネル予約の変更（Alter Channel Subscriptions）］を選択して、ターゲットシス
テムのチャネル予約を変更します。

4

SF のリポジトリを含むチャネルを選択します。

5

ターゲットシステムの YUM リポジトリを確認するには、次のコマンドを入力します。
# yum repolist

6

YUM を使用する SF RPM をインストールには、次のコマンドを入力します。
# yum install @SF62

7

インストーラのスクリプトを生成には、次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts

8

インストーラを使用して SF を設定するには次のコマンドを入力します。
# ./installsf62 -configure
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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。
■

インストーラを使った Storage Foundation の設定

■

Storage Foundation の手動設定

■

SFDB の設定

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

1

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

2

configure オプションを指定してインストーラコマンドを実行します。
# ./installsf62 -configure

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

Veritas Volume Manager の設定
Veritas Volume Manager を設定するには、次の手順を使います。 製品インストーラを
使って VxVM をインストールおよび設定した場合は、この項の手順を完了する必要はあ
りません。
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インストール後における VxVM ディスクグループとボリュームの設定について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager の設定」
を参照してください。

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

Symantec 固有コマンドについては、Symantec Storage Foundation のマニュアルとオ
ンラインマニュアルページで説明されています。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

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

にロードされます。これは、ユーザーが VxFS ファイルシステムをマウントしようとすると実
行されます。
場合によっては、手動でファイルシステムモジュールをロードする方が効率的です。 たと
えば、サイズの大きいクラスシステムには、複数のディスクチェーンを接続したデュアルイ
ンターフェース I/O カードを多数搭載できます。 このようなシステムが再ブートされると、
デバイス調査処理にかかる時間が長くなるため、再ブートを実行するのではなく、modprobe
コマンドを使って vxfs モジュールをロードします。
# modprobe vxfs ; modprobe vxportal ; modprobe fdd
insmod コマンドを使って vxfs モジュールをロードしないでください。insmod は、モジュー

ル設定ファイル /etc/modprobe.conf を調べないからです。
モジュールが正常にロードされたかどうかを判断するには、次に示すように lsmod コマン
ドを使います。
# lsmod | grep vxportal
vxportal
2952
vxfs
3427960
# lsmod | grep fdd
fdd
67212
vxfs
3427960

0
0

fdd vxportal

0
0

(unused)
[fdd vxportal]
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# lsmod | grep vxfs
vxfs

3427960

0

[fdd vxportal]

出力の最初のフィールドはモジュール名です。 モジュールをアンロードするには、次のよ
うに入力します。
# rmmod fdd
# rmmod vxportal
# rmmod vxfs

マウントされた VxFS ファイルシステムがある場合、rmmod コマンドは失敗します。 VxFS
ファイルシステムがマウントされているかどうかを判断するには、次のように入力します。
# df -T | grep vxfs

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

1

root としてログインします。

2

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

SFDB ツールを無効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行します。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config disable
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11
配備サーバーを使った集中
型インストールの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

配備サーバーについて

■

配備サーバーの概要

■

配備サーバーのインストール

■

配備サーバーのセットアップ

■

配備の優先設定

■

非デフォルトリポジトリの場所の指定

■

最新リリースに関する情報のダウンロード

■

配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード

■

利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード

■

リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示または削除

■

使用環境へのシマンテック製品の更新の配備

■

インストールしたリリースや、必要なアップグレードまたは更新を見つける

■

インストールバンドルの定義

■

インストールテンプレートの作成

■

シマンテックリリースの配備

■

プロキシサーバーを使用して配備サーバーを SORT に接続する
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配備サーバーについて
配備サーバーを使うと、中央の場所から SFHA リリースを簡単にインストールまたはアッ
プグレードできます。配備サーバーにより、複数のリリースイメージとパッチを中央の 1 つ
の場所に格納し、それらをサポート対象の UNIX または Linux オペレーティングシステ
ム（6.1 以降）のシステムに配備することができます。
メモ: バージョン 6.1 以降のスクリプトベースインストーラで、異なるオペレーティングシス
テムの 1 つのオペレーティングシステムノードからインストールできます。したがって、異
種プッシュインストールは 6.1 以降のリリースのみでサポートされます。
ターゲットシステムと同じオペレーティングシステムを実行しているシステムから、製品バー
ジョン 5.1、6.0、6.0.1 リリースのプッシュインストールを実行する必要があります。複数の
プラットフォームに対して製品バージョン 5.1、6.0、6.0.1 リリースのプッシュインストール
を実行するには、各オペレーティングシステムに別々の配備サーバーが必要です。
配備サーバーを使うと、表 11-1に記載されているように次の操作を実行できます。
表 11-1

配備サーバーの機能

機能

説明

リポジトリのイメージ
の管理

■

利用可能な SFHA リリースを表示します。

■

SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトからリポ
ジトリにメンテナンスリリースとパッチリリースのイメージをダウンロードしま
す。
FileConnect と SORT からダウンロードされたリリースのイメージファイ
ルをリポジトリにロードします。
リポジトリに保存されたリリースのイメージファイルを表示したり、削除した
りします。

■

■

システムのバージョ
ンチェック

■

■

■

システムにインストールされているRPMとパッチを検出し、インストールさ
れている製品とバージョンについて通知します。
システムに対するベース、メンテナンス、パッチレベルのアップグレード
を識別して、メンテナンスリリースとパッチリリースをダウンロードします。
最新の更新については、SORT に問い合わせてください。
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機能

説明

システムのインストー ■
ルまたはアップグ
レード
■

■

■

■

ベースリリース、メンテナンスリリース、パッチレベルリリースをインストール
します。
サポート対象の UNIX または Linux オペレーティングシステムから、他
の任意のサポート対象の UNIX または Linux オペレーティングシステム
に SFHA をインストールします。
そのリリースに適用されるスクリプトベースのインストーラパッチを自動的
にロードします。
［インストールバンドルの定義/変更（Define/Modify Install Bundles）］メ
ニューで作成されたインストールバンドルをインストールまたはアップグ
レードします。
［インストールテンプレートの作成（Create Install Templates）］メニュー
で作成されたインストールテンプレートをインストールします。

インストールバンドル インストールバンドルを定義または変更し、配備サーバーを使って保存しま
の定義または変更 す。
インストールテンプ
レートの作成

新しいシステムにレプリケートする、インストール済みのコンポーネントを実
行中のシステム上で検出します。

メタデータの更新

ファイアウォールの背後にあるシステムに対し、リリースマトリックス更新、製
品インストーラ更新をダウンロードして、ロードします。
このプロセスは、配備サーバーをインターネットに接続すると自動実行され
ます。手動で開始することもできます。配備サーバーがインターネットに接続
されていない場合は、［メタデータの更新（Update Metadata）］オプションを
使って最新のメタデータをアップロードします。

ユーザー設定を設
定する

プログラム設定を定義またはリセットします。

プロキシサーバーを クライアントからの要求の仲介者として機能するプロキシサーバーを使って、
使った配備サー
配備サーバーを SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web
バーと SORT の接 サイトに接続します。
続

メモ: 配備サーバーはコマンドラインからのみ利用可能です。Web ベースインストーラで
は配備サーバーを利用できません。

メモ: この章で使われている出力例の多くは、Red Hat Enterprise Linux をベースとして
います。
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配備サーバーの概要
配備サーバーを入手してインストールし、中央リポジトリを定義すると、そのリポジトリから
配備の管理を開始できます。 配備サーバーにバージョン 5.1 にさかのぼってシマンテッ
ク製品の製品イメージをロードし、格納できます。配備サーバーは製品の更新を格納、管
理する集中管理インストールサーバーです。
リポジトリの設定と管理には次のタスクがあります。
■

配備サーバーをインストールします。
p.77 の 「配備サーバーのインストール」 を参照してください。

■

配備サーバーのセットアップ
p.78 の 「配備サーバーのセットアップ」 を参照してください。

■

インストールした製品や、必要なアップグレードまたは更新を見つける
p.85 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。

■

配備サーバーにリリースイメージを追加する
p.85 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。

■

配備サーバーからリリースイメージを削除する
p.91 の 「リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示または削除」 を参照して
ください。

■

2 つ以上のリリースのバンドルを手動でインストールまたはアップグレードするための
インストールバンドルを定義または変更する
p.96 の 「インストールバンドルの定義」 を参照してください。

■

別のシステムにレプリケートするインストール済みコンポーネントをシステム上で検出
するためのインストールテンプレートを作成する
p.101 の 「インストールテンプレートの作成」 を参照してください。

後でリポジトリを設定するときに、配備サーバーを使って環境の他のシステムにシマンテッ
ク製品を配備できます。
p.93 の 「使用環境へのシマンテック製品の更新の配備」 を参照してください。
p.103 の 「シマンテックリリースの配備」 を参照してください。

配備サーバーのインストール
配備サーバーは次のいずれかの方法で取得可能です。
■

配備サーバーを手動でインストールする。

77

第 11 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
配備サーバーのセットアップ

■

Symantec 6.2 製品を少なくとも 1 つインストールした後に配備サーバーを実行す
る。

メモ: VRTSperl と VRTSsfcpi<version>RPM はすべての SF（Storage Foundation）
製品に含まれているため、いずれかの Symantec 6.2 製品をインストールすると配備サー
バーにアクセスすることができます。
Symantec 6.2 製品をインストールしないで配備サーバーを手動でインストールするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

インストールメディアをマウントします。
p.37 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

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

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。

4

次のディレクトリに移動します。
# cd rpms

5

次のコマンドを実行して、VRTSperl および VRTSsfcpi<version>RPM をインス
トールします。
# rpm -ivh VRTSperl*.rpm VRTSsfcpi<version>*.rpm

配備サーバーを実行するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

3

配備サーバーを実行します。
# ./deploy_sfha

配備サーバーのセットアップ
専用の配備サーバーを作成して製品の更新を管理することを推奨します。
配備サーバーは次のタスクを行う場合に有用です。

78

第 11 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
配備サーバーのセットアップ

■

中央リポジトリのディレクトリにシマンテック社から取得した最新のアップグレードと更
新のリリースイメージを保存する

■

中央リポジトリ内部に保存したリリースイメージにアクセスして、システムを直接インス
トールして更新する

■

2 つ以上のリリースのバンドルを配備するためのインストールバンドルを定義または変
更する

■

別のシステムにレプリケートする、インストール済みのコンポーネントをシステム上で検
出する

■

配備サーバーからサポート対象の任意のプラットフォームが実行されているシステム
にシマンテック社製品をインストールする

■

リポジトリのディレクトリにファイル共有を作成し、サポート対象プラットフォームを実行
するシステムの中央管理場所で最新のシマンテック製品とアップデートをインストール
する

配備サーバーに中央リポジトリを作成して、次のタイプのシマンテックリリースを保存して
管理します。
■

ベースリリース。このメジャーリリースとマイナーリリースはすべてのシマンテック製品で
利用可能です。 新しい機能がある場合は FileConnect からダウンロードできます。

■

保守リリース。 このリリースはすべてのシマンテック製品に利用可能です。 バグ修正
と限られた数の新機能を含み、SORT（Symantec Operations Readiness Tools）
Web サイトからダウンロードできます。

■

パッチ。これらのリリースは特定の製品の修正を含み、SORT Web サイトからダウン
ロードできます。

メモ: すべてのベースリリースとメンテナンスリリースは、リリースに含まれるインストールス
クリプトを使って配備できます。6.0.1 より前のバージョンでは、パッチは手動でインストー
ルされました。6.0.1 リリース以降では、パッチリリースにインストールスクリプトが含まれて
います。
インターネットアクセスの有無にかかわらず、配備サーバーをセットアップできます。
■

インターネットにアクセスしている配備サーバーをセットアップする場合は、メンテナン
スリリースとパッチをシマンテック社のサイトから直接ダウンロードできます。ダウンロー
ド後に、システムに配備できます。
「インターネットにアクセスしている配備サーバーのセットアップ」

■

インターネットへのアクセスを持たない配備サーバーをセットアップする場合は、イン
ターネットにアクセスしている別のシステムでメンテナンスリリースとパッチをシマンテッ
ク社のサイトからダウンロードできます。ダウンロード後に、配備サーバーに個別にイ
メージをロードできます。
「インターネットにアクセスしていない配備サーバーのセットアップ」
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インターネットにアクセスしている配備サーバーのセットアップ
図 11-1 に、配備サーバーを使ってシマンテック社のサイトから製品イメージを直接ダウ
ンロードできる配備サーバーを示します。
インターネットにアクセスしている配備サーバーの例

図 11-1

Symantec
FileConnect/SORT

リポジトリ
リリース
イメージと
メタデー
タのダウン
ロード

リリース
イメージ

インター
ネット
配備サーバー

ダイレク
トインス
トール

プッシュイン
ストール

インターネットにアクセスしていない配備サーバーのセットアップ
図 11-2 に、インターネットにアクセスしていない配備サーバーを示します。このシナリオ
では、リリースイメージとメタデータの更新は別のシステムからダウンロードします。ダウン
ロード後に、配備サーバーに利用可能なファイルの場所にコピーしてロードします。
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インターネットにアクセスしていない配備サーバーの例

図 11-2
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ベースリリースのリリースイメージファイルは、FileConnect から手動でダウンロードして、
同様な方法でロードする必要があります。

配備の優先設定
バージョン 5.1 にさかのぼって製品の配備を管理する優先設定を指定できます。
メモ: 配備サーバーの用語と使用の詳細を参照するには、オプション U（用語と使用方
法）を選択します。
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配備の優先設定を指定するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション S の Set Preferences を選択します。
次の出力を確認します。
Current Preferences:
Repository
Selected Platforms
Save Tar Files

/opt/VRTS/repository
N/A
N/A

Preference List:
1)
2)
3)
b)

Repository
Selected Platforms
Save Tar Files
Back to previous menu

Select a preference to set: [1-3,b,q,?]

3

次のいずれかを実行します。
■

デフォルトのリポジトリを設定するには、1 と入力します。次に、ダウンロードを格
納するリポジトリの名前を入力します。 たとえば、次のように入力します。
/opt/VRTS/install/ProductDownloads

指定したリポジトリに以前のリポジトリを置換した場合は、インストーラは新しいリ
ポジトリにファイルをすべて移動するかどうかを確認するメッセージを表示します。
新しいリポジトリにファイルを移動する場合は、y と入力します。
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■

プラットフォームを追加または削除するには、2 を入力します。プラットフォームの
追加または削除に関する選択項目が表示されます。単一プラットフォームが削
除されると、そのプラットフォームは N/A になり、定義されていない状態になりま
す。デフォルトでは、すべてのプラットフォームが選択されています。プラットフォー
ムの追加または削除を選択すると、そのプラットフォームがユーザー設定ファイ
ルに対して追加または削除され、ユーザー設定のプラットフォームが更新されま
す。
定義されているプラットフォームが 1 つのみの場合は、プラットフォーム、アーキ
テクチャ、配布、バージョン選択メニューは表示されません。

■

tar ファイルを保存または削除するオプションを設定するには、3 と入力します。
tar ファイルを展開した後で保存する場合はプロンプトで y と入力します。 tar
ファイルを展開した後で削除する場合は、n と入力します。
デフォルトでは、インストーラはリリースを展開した後で tar ファイルを削除しませ
ん。

非デフォルトリポジトリの場所の指定
コマンドラインオプションを使用してシステム環境設定内に設定されているデフォルト以
外のリポジトリの場所を指定することができます。コマンドラインオプションは主に、異なる
リポジトリの場所からリリースイメージをインストールするために使用されます。 コマンドラ
インオプションの使用時に、指定されたリポジトリフォルダがスクリプトの実行時にデフォル
トの代わりに使用されます。コマンドラインオプションを使用しても、［プレファレンス設定
（Set Preference）］メニュー項目によって設定されるリポジトリ優先は上書きされません。
メモ: 非デフォルトリポジトリを指定する場合に許可される操作は、リポジトリ（View/Remove
Repository）を表示することと、そのリポジトリを使って別のシステムでインストールまたは
アップグレード（Install/Upgrade Systems）を行うことのみです。
コマンドラインオプションを使用して非デフォルトのリポジトリの場所を指定するには
◆

コマンドラインで、非デフォルトのリポジトリの場所を指定するには、次を入力します。
# ./deploy_sfha -repository repository_path

ここでは repository_path がリポジトリの場所です。

最新リリースに関する情報のダウンロード
最新リリースに関する情報が含まれた .tar ファイルを取得するには、次のいずれかの方
法を使います。
■

SORT Web サイトからコピーをダウンロードする。
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84

インターネットにアクセスできるシステムから配備サーバーを実行する。

SORT Web サイトからコピーをダウンロードしてデータファイルを取得するには

1

次の SORT サイトから .tar ファイルをダウンロードします。
https://sort.symantec.com/support/related_links/offline-release-updates

2

deploy_sfha.tar [Download] をクリックして、ファイルをデスクトップに保存します。

インターネットにアクセスできるシステムから配備サーバーを実行して、データファイルを
取得するには

1

配備サーバーを実行します。次を入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

2

M、［メタデータの更新］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

The Update Metadata option is used to load release matrix updates on to systems that do
not have an Internet connection with SORT (https://sort.symantec.com). Your system has a
connection with SORT and is able to receive updates. No action is necessary unless you
would like to create a file to update another Deployment Server system.
1)
2)
b)

Download release matrix updates and installer patches
Load an update tar file
Back to previous menu

Select the option: [1-2,b,q,?]

3

1、［リリースマトリクス更新とインストーラパッチのダウンロード］オプションを選択しま
す。

配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード
この手順のインターネット対応システムとは、deploy_sfha.tar ファイルをダウンロード
したシステムです。
p.83 の 「最新リリースに関する情報のダウンロード」 を参照してください。
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リリース情報とパッチを配備サーバーにロードするには

1

インターネット対応システムで、配備サーバーからアクセスできる場所にダウンロード
した deploy_sfha.tar ファイルをコピーします。

2

配備サーバーで、インストールディレクトリに変更します。 たとえば、次のように入力
します。
# cd /opt/VRTS/install/

3

配備サーバーを実行します。次を入力します。
# ./deploy_sfha

4

オプション［M］、［メタデータの更新（Update Metadata）］を選択し、オプション［2］、
［更新 tar ファイルのロード（Load an update tar file）］を選択します。
deploy_sfha.tar ファイルの場所を入力します（インストーラで「meta-data tar file」
を呼び出します）。
Enter the location of the meta-data tar file: [b]
(/opt/VRTS/install/deploy_sfha.tar)

たとえば、次のように meta-data tar ファイルの場所を入力します。
/tmp/deploy_sfha.tar

利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード
配備サーバーを使うと、利用可能なリリースイメージを簡単に表示またはダウンロードして
環境の他のシステムに配備できます。
メモ: インターネットにアクセスできる場合は、SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）と通信すると最新のリリース情報を取得できます。 インターネットにアクセスできな
い場合は、静的リリース表のファイルを参照するので最新の更新が含まれない場合があ
ります。
p.84 の 「配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード」 を参照してください。
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利用可能なリリースイメージを表示またはダウンロードするには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション R の ［Manage Repository Images］ を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

View/Download Available Releases
View/Remove Repository Images
Load a Release Image
Back to previous menu

Select the option you would like to perform [1-3,b,q,?]
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オプション 1 の ［View/Download Available Releases］ を選択して現在、システム
にインストールできるものを表示またはダウンロードします。
プラットフォームとリリースのリストを確認します。
To view or download available releases, the platform type and release
level type must be selected.
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release to view/download [1-14,b,q]

4

リリースイメージの情報を取得するリリースを選択します。必要なプラットフォームを入
力します。
シマンテックリリースの選択肢を確認します。
1)
2)
3)
b)

Base
Maintenance
Patch
Back to previous menu

Select the level of the <platform> releases to view/download
[1-3,b,q,?]

5

表示するリリースのタイプ（ベース、メンテナンス、パッチ）に相当する数値を選択しま
す。
ダウンロード可能なリリースのリストを確認します。

Available Maintenance releases for rhel6_x86_64:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
============================================================================
5.1SP1PR2RP2
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR2RP3
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
5.1SP1PR2RP4
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP4 - Y 2013-08-21 186859
5.1SP1PR3RP2
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR3RP3
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
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5.1SP1PR3RP4
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP4 6.0RP1
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
6.0.5
sfha-rhel6_x86_64-6.0.5
6.1.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1.1
Enter the release_version to view details about a
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Y 2013-08-21 186859
Y 2012-03-22 210076
Y
Y 2013-02-01 212845
Y 2014-04-15 199143
Y 2014-07-24 208028
release or press 'Enter' to continue [b,q,?]

次に、列ヘッダーの説明を示します。
■

release_version: リリースのバージョン

■

SORT_release_name: SORT（https://sort.symantec.com）にアクセスする場
合に使われるリリースの名前です。

■

DL: リリースがリポジトリにあることを示すインジケータ

■

OBS: リリースがこれ以降の別のリリースで廃止されたことを示すインジケータ

■

AI: リリースのインストール機能がスクリプトに記述されていることを示すインジケー
タ。すべてのベースリリースと保守リリースには自動インストール機能があります。
自動インストール機能を備えたパッチリリースは、バージョン 6.1 以降で利用で
きます。それ以外のリリースでは、パッチを手動でインストールする必要がありま
す。

■

rel_date: リリースが利用可能な日付

■

size_KB: リリースのファイルサイズ（KB）
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リリースの詳細を表示するには、リリースバージョンを入力します。 たとえば、次のよ
うに入力します。
6.0.3

次の出力を確認します。

release_version: 6.0.3
release_name: sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
release_type: MR
release_date: 2013-02-01
downloaded: Y
install_path: rhel6_x86_64/installmr
upload_location: ftp://ftp.veritas.com/pub/support/patchcentral
/Linux/6.0.3/sfha/sfha-rhel6_x86_64-6.0.3-patches.tar.gz
obsoletes: 6.0.1.200-fs,6.0.1.200-vm,6.0.1.300-fs
obsoleted_by: None
Would you like to download this Maintenance Release? [y,n,q] (y) n
Enter the release_version to view the details about a release or press
'Enter' to continue [b,q,?]
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詳しく確認する必要がない場合は、Enter を押します。
次の質問を確認します。
Would you like to download a rhel6_x86_64 Maintenance Release Image?
[y,n,q] (n) y

y を選択すると、現在リポジトリに存在しないすべてのリリースのメニューが表示され
ます。
1)

5.1SP1PR2RP2
2) 5.1SP1PR2RP3
3) 5.1SP1PR2RP4
4) 5.1SP1PR3RP2
5) 5.1SP1PR3RP3
6) 5.1SP1PR3RP4
7) 6.0RP1
8) 6.0.3
9) 6.0.5
10) 6.1.1
11) All non-obsoleted releases
12) All releases
b) Back to previous menu

Select the patch release to download, 'All non-obsoleted releases' to
download all non-obsoleted releases, or 'All releases' to download
all releases [1-5,b,q] 3

8

ダウンロードするリリースに相当する数値を選択します。 単一リリース、すべての廃
止されていないリリース、すべてのリリースをダウンロードできます。
選択したリリースイメージを配備サーバーにダウンロードします。

Downloading sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 from SORT - https://sort.symantec.com
Downloading 215118373 bytes (Total 215118373 bytes [205.15 MB]): 100%
Untarring sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 ........................................... Done
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 has been downloaded successfully.

9

メニューでオプション 2 の［View/Remove Repository Images］を選択し、メッセー
ジに従ってリリースイメージがロードされることを確認します。
p.85 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。
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リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示ま
たは削除
配備サーバーを使用して、リポジトリに格納されるリリースイメージを表示または削除する
ことができます。
リポジトリに格納されるリリースイメージを表示または削除するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション R の ［Manage Repository Images］ を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

View/Download Available Releases
View/Remove Repository Images
Load a Release Image
Back to previous menu

Select the option you would like to perform [1-3,b,q,?]
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3

オプション 2 の ［View/Remove Repository Images］を選択して、現在システムに
インストールされているリリースイメージを表示または削除します。
プラットフォームに対応するベース、メンテナンス、パッチリリースをダウンロードした
場合は、そのプラットフォームとリリースレベルのリストが表示されます。
To view or remove repository images, the platform type and
release level type must be selected.
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release to view/remove [1-14,b,q]

4

リリースイメージの情報を取得するリリースを選択します。必要なプラットフォームを入
力します。
対応するベース、メンテナンス、パッチリリースをダウンロードした場合、シマンテック
リリースレベルのオプションが表示されます。
1)
2)
3)
b)

Base
Maintenance
Patch
Back to previous menu

Select the level of the <platform> releases to view/remove
[1-3,b,q]

5

表示または削除するリリースのタイプ（ベース、メンテナンス、パッチ）に相当する数
値を選択します。
リポジトリに格納されるリリースのリストが表示されます。
Stored Repository Releases:
release_version SORT_release_name
OBS AI
================================================
6.0RP1
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 Y
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
Y
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リポジトリに格納されるリリースイメージの詳細を表示するには、そのリリースバージョ
ンを入力します。たとえば、次のように入力します。
6.0.3

7

詳しく確認する必要がない場合は、Enter を押します。
次の質問を確認します。

Would you like to remove a rhel6_x86_64 Maintenance Release Image?
[y,n,q] (n) y

y を選択すると、選択したプラットフォームおよびリリースレベルと一致する、リポジト
リに格納されているすべてのリリースのメニューが表示されます。

1)
2)
b)

6.0RP1
6.0.3
Back to previous menu

Select the patch release to remove [1-2,b,q] 1

8

削除するリリースバージョンに対応する番号を入力します。
リリースイメージが配備サーバーから削除されます。

Removing sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1-patches ..................... Done
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1-patches has been removed successfully.

使用環境へのシマンテック製品の更新の配備
配備サーバーを使うと、次のように、使用環境内のシステムにリリースイメージを配備でき
ます。
■

配備するものが分からない場合は、バージョンチェックを実行します。 バージョンチェッ
クを実行すると、システムにシマンテック製品をインストールしているかどうかが分かり
ます。 パッチと保守リリースを提示し、更新をインストールするオプションを表示しま
す。
p.94 の 「インストールしたリリースや、必要なアップグレードまたは更新を見つける」
を参照してください。

■

システムに配備する更新を把握している場合は、システムのインストール/アップグレー
ドスクリプトを使って特定のシマンテックリリースを配備します。
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p.103 の 「シマンテックリリースの配備」 を参照してください。

インストールしたリリースや、必要なアップグレードまた
は更新を見つける
［バージョンチェック（Version Check）］オプションを使って、配備する必要があるシマン
テック製品を判断します。［バージョンチェック（Version Check）］オプションは、すでにイ
ンストールしているリリースが分からない場合や、利用可能なリリースについて確認する場
合に有用です。
［バージョンチェック（Version Check）］オプションには次の情報が含まれます。
■

インストール済み製品とそのバージョン（ベースリリース、メンテナンスリリース、パッチ）

■

インストール済み RPM（必須とオプション）

■

システムにインストールされているバージョンに関連する利用可能なリリース（ベースリ
リース、メンテナンスリリース、パッチ）

配備するシマンテック製品の更新を判断するには

1

配備サーバーを起動します。たとえば、次のように入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション V の ［Version Check Systems］ を選択します。
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3

プロンプトで、調べるシステムのシステム名を入力します。 たとえば、次のように入力
します。
sys1

インストール済み RPM の出力を確認します（必須、オプション、不明）。
ダウンロード可能なリリースのリストを確認します。
Available Base Releases for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:

release_version SORT_release_name
DL rel_date
size_KB
==============================================================
6.0.2
sfha-rhel6_x86_64-6.0.2 - 2012-10-22 985909
6.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1
Y 2013-12-02 1047939
Available Maintenance Releases for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
=====================================================================
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3 - Y
- 2013-02-01 212845
6.0.5
sfha-rhel6_x86_64-6.0.5 Y - 2014-04-15 199143
6.1.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1.1 - - 2014-07-24 208028
Available Patches for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
========================================================================
6.0.1.200-vm
vm-rhel6_x86_64-6.0.1.200 - Y
- 2012-10-10 21359
6.0.1.300-fs
fs-rhel6_x86_64-6.0.1.300a - Y
- 2012-12-20 7601
Would you like to download the available Maintenance or Patch releases that
cannot be found in the repository? [y,n,q] (n)

4

利用可能なメンテナンスリリースまたはパッチをダウンロードする場合は、y と入力し
ます。

5

ダウンロードしたリリースのデフォルトリポジトリを設定していない場合は、インストーラ
にディレクトリに関するメッセージが表示されます(［Set Preferences］を選択してデ
フォルトのリポジトリを設定することもできます)。
p.81 の 「配備の優先設定」 を参照してください。

6

ダウンロードする製品のオプションを選択します。

インストーラは、指定したリリースをダウンロードしてリポジトリに格納します。
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インストールバンドルの定義
インストールバンドルを使うと、最新のベースリリース、メンテナンスリリース、パッチリリース
をシステムに直接インストールできます。インストールバンドルは、バンドル化して、1 回の
操作でインストールやアップグレードを行うことができるベースリリース、メンテナンスリリー
ス、パッチリリースの組み合わせです。
メモ: インストールバンドルを定義できるのはバージョン 6.1 以降のみです。このルールの
例外は、ベースリリース 6.0.1、6.0.2、6.0.4 以降にメンテナンスリリース 6.0.5 以降を組
み合わせた場合です。
インストールバンドルを定義するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

B、［インストールバンドルの定義/変更］オプションを選択します。
最初に入力したときは、次の出力が表示されます。
Select a Task:
1)
b)

Create a new Install Bundle
Back to previous menu

Select the task you would like to perform [1-1,b,q]
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1、［新しいインストールバンドルの作成］ オプションを選択します。
次の出力を確認します。
Enter the name of the Install Bundle you would like to define:
{press [Enter] to go back)

たとえば、次のように入力した場合、
rhel605

次の出力を確認します。
To create an Install Bundle, the platform type must be selected:
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release for the Install Bundle rhel605:
[1-14,b,q]
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インストールバンドルに含めるプラットフォームに対応する数字を選択します。たとえ
ば、RHEL5 x86_64 リリースに対応する数字の 5 を選択します。
次の出力を確認します。
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
N/A
N/A
N/A

Add a Base Release
Add a Maintenance Release
Add a Patch Release
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605 [1-4,b,q]

5

1、［ベースリリースの追加］ オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

6.0.1
6.0.2
6.1
Back to previous menu

Select the Base Release version to add to the Install Bundle rhel605
[1-3,b,q]
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1、［6.0.1］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.2 Deployment Server Program
pilotlnx11
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
6.0.1
N/A
N/A

Remove Base Release 6.0.1
Add a Maintenance Release
Add a Patch Release
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605 [1-4,b,q]

7

2、［メインテナンスリリースの追加］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1)
b)

6.0.5
Back to previous menu

Select the Maintenance Release version to add to the Install Bundle
rhel605 [1-1,b,q]
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1、［6.0.5］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.2 Deployment Server Program
pilotlnx11
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
5)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
6.0.1
6.0.5
N/A

Remove Base Release 6.0.1
Remove Maintenance Release 6.0.5
Add a Patch Release
Save Install Bundle rhel605
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605
[1-5,b,q]

9

4、［インストールバンドルの保存］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
Install Bundle rhel605 has been saved successfully
Press [Enter] to continue:

選択したオプションに対応するリリースがない場合は、この時点でリリースがないこと
示すメッセージが表示されます。続行するよう求められます。
必要なベースリリース、メンテナンスリリース、パッチリリースを選択した後で、インス
トールバンドルを保存することができます。
指定されたインストールバンドルがシステムに保存されます。I) ［システムのインストー
ル/アップグレード］ オプションを使ってインストールまたはアップグレードを実行する
場合は、指定したインストールバンドルをインストールオプションとして使うことができ
ます。
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インストールテンプレートの作成
インストールテンプレートを使用して、レプリケートするシステムにインストールされたコン
ポーネント（RPM、パッチ、製品、バージョン）を検出できます。インストールテンプレート
を使用して、それらと同じコンポーネントを他のシステムに自動的にインストールします。
インストールテンプレートを作成するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

2

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

3

オプション［T］、［インストールテンプレートの作成（Create Install Templates）］を選
択します。

4

次の出力を確認します。
Select a Task:
1)
b)

Create a new Install Template
Back to previous menu

Select the task you would like to perform [1-1,b,q]
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オプション［1］、［インストールテンプレートの新規作成（Create a new Install
Template）］を選択します。
次の出力を確認します。

Enter the system names separated by spaces for creating an Install Template:
(press [Enter] to go back)

たとえば、システム名として「rhel89202」と入力した場合、次の出力が表示されま
す。
Enter the system names separated by spaces for version checking: rhel89202
Checking communication on rhel89202 .............................................. Done
Checking installed products on rhel89202 ......................................... Done
Platform of rhel89202:
Linux RHEL 6.3 x86_64
Installed product(s) on rhel89202:
Symantec Storage Foundation Cluster File System HA - 6.1.1 - license vxkeyless
Product:
Symantec Storage Foundation Cluster File System HA - 6.1.1 - license vxkeyless
Packages:
Installed Required packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
#PACKAGE
#VERSION
VRTSamf
6.1.1.000
VRTSaslapm
6.1.1.000
..........
.........
..........
.........
VRTSvxfs
6.1.1.000
VRTSvxvm
6.1.1.000
Installed optional packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
#PACKAGE
#VERSION
VRTSdbed
6.1.1.000
VRTSgms
6.1.0.000
..........
.........
..........
.........
VRTSvcsdr
6.1.0.000
VRTSvcsea
6.1.1.000
Missing optional packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
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#PACKAGE
VRTScps
VRTSfssdk
VRTSlvmconv
Summary:
Packages:
17 of 17 required Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1 packages installed
8 of 11 optional Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1 packages installed
Installed Public and Private Hot Fixes for Symantec Storage Foundation Cluster File
System HA 6.1.1:
None
Would you like to generate a template file based on the above release information? [y,n,q] (y)
1)
b)

rhel89202
Back to previous menu

Select a machine list to generate the template file [1-1,b,q]

6

オプション［1］、［rhel89202］を選択します。
次の出力を確認します。
Enter the name of the Install Template you would like to define:
(press [Enter] to go back)

7

インストールテンプレートの名前を入力します。たとえば、インストールテンプレート
の名前として「MyTemplate」と入力すると、次のように表示されます。
Install Template MyTemplate has been saved successfully
Press [Enter] to continue:

必要な情報はすべて作成したインストールテンプレートに保存されます。

シマンテックリリースの配備
配備サーバーを使うと、ライセンスがあるシマンテック製品をバージョン 5.1 にさかのぼっ
て配備できます。 インストールする製品のバージョンがわかっている場合は、この項の手
順に従ってインストールしてください。
配備サーバーを使うと、次をインストールできます。
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■

単一のシマンテックリリース

■

定義済みのインストールバンドルを使っている 2 つ以上のリリース
p.96 の 「インストールバンドルの定義」 を参照してください。

■

別のシステムにレプリケートするシステム上のインストール済みのコンポーネント
p.101 の 「インストールテンプレートの作成」 を参照してください。

特定のシマンテックリリースを配備するには

1

シマンテック製品（バージョン 6.1 以降）をインストールしたディレクトリから、アップグ
レードとインストールのシステムオプションで配備サーバーを起動します。 たとえば、
次のように入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

I、［システムのインストール/アップグレード（Install/Upgrade systems）］オプション
を選択します。
次の出力を確認します。

1)
2)
3)
4)
b)

AIX 5.3
AIX 6.1
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
Back to previous menu

Select the platform of the available release(s) to be
upgraded/installed [1-4,b,q,?]
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3
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配備するリリースのプラットフォームに相当する数値を選択します。 たとえば、RHEL5
x86_64 リリースまたは AIX 6.1 リリースの数値を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

Install/Upgrade systems using a single release
Install/Upgrade systems using an Install Bundle
Install systems using an Install Template
Back to previous menu

Select the method by which you want to Install/Upgrade your systems
[1-3,b,q]

4

特定のシマンテックリリースを配備する場合は、1、［単一のリリースを使ったシステム
のインストール/アップグレード（Install/Upgrade systems using a single release）］
オプションを選択します。
シマンテック製品リリースを選択します。
インストールスクリプトを実行し、指定したサーバーにリリースを配備します。

インストールバンドルを配備するには

1

1 から 3 の手順に従います。

2

2、［インストールバンドルを使ったシステムのインストール/アップグレード
（Install/Upgrade systems using an Install Bundle）］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1) <NameofInstallBundle1>
2) <NameofInstallBundle2>
b) Back to previous menu
Select the bundle to be installed/upgraded [1-2,b,q]

次の出力を確認します。
Enter the platform target system name(s) separated by spaces:
[press [Enter] to go back)

3

インストールバンドルをインストールまたはアップグレードするターゲットシステムの名
前を入力します。
選択したインストールバンドルのインストールスクリプトが実行され、指定したターゲッ
トシステムにインストールバンドルが配備されます。
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インストールテンプレートを配備するには

1

1 から 3 の手順に従います。

2

3、［インストールテンプレートを使ったシステムのインストール/アップグレード
（Install/Upgrade systems using an Install Template）］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1) <NameofInstallTemplate>
b) Back to previous menu
Select the template to be installed [1-1,b,q] 1

次の出力を確認します。
Enter the platform target system name(s) separated by spaces:
[press [Enter] to go back)

選択したインストールテンプレートのインストールスクリプトが実行され、指定したター
ゲットシステムにインストールテンプレートが配備されます。

プロキシサーバーを使用して配備サーバーを SORT に
接続する
クライアントからの要求、配備サーバーの SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）Web サイトへの接続の媒介手段として機能するサーバーであるプロキシサーバー
を使用できます。
プロキシアクセスを有効にするには、配備サーバーを起動する前に次のコマンドを実行
して、シェル環境変数を設定します。シェル環境変数により、配備サーバーでポート 3128
に接続するプロキシサーバー myproxy.mydomain.com を使用できます。
http_proxy="http://myproxy.mydomain.com:3128"
export http_proxy
ftp_proxy="http://myproxy.mydomain.com:3128"
export ftp_proxy

上の行をユーザーのシェルのプロファイルに追加することができます。bash シェルの場
合、プロファイルは ~/.bash_profile ファイルです。
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■

第12章 SF のアップグレード計画

■

第13章 Storage Foundation のアップグレード

■

第14章 応答ファイルを使用した SF 自動アップグレードの実行

■

第15章 Storage Foundation Basic から Storage Foundation Standard への移行

■

第16章 アップグレード後のタスクの実行

12
SF のアップグレード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

SF のアップグレード方法

■

SF 6.2 のサポート対象のアップグレードパス

■

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

■

SF のアップグレードの準備

■

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

SF のアップグレード方法
アップグレードにはいくつかの異なる方法が用意されています。 環境、専門知識、必要
なダウンタイムに合わせて最適なアップグレード方法を決める必要があります。
表 12-1

この表を参考にして、どのようにアップグレードするかを決定してくだ
さい。

アップグレードのタイプと注意事項

アップグレードに利用できる方法

標準的なアップグレード - シマンテック社提供の スクリプトベース - サポートされるアップグレード
ツールを使うか、手動でアップグレードを実行で パスでアップグレードする場合にこの方法を使う
きます。サーバーダウンタイムがある程度必要に ことができます。
なります。
Web ベース - サポートされるアップグレードパス
でアップグレードする場合にこの方法を使うこと
ができます。
応答ファイル - サポートされるアップグレードパ
スからアップグレードする場合にこの方法を使う
ことができます。
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アップグレードのタイプと注意事項

アップグレードに利用できる方法

サポートされている UNIX または Linux プラット 配備サーバー
フォームから他の任意のサポートされている
p.75 の 「配備サーバーについて」 を参照してく
UNIX または Linux プラットフォームにアップグ
ださい。
レードします。
基本リリース、保守パッチ、パッチを同時にアッ
プグレードします。

バンドルのインストール
p.120 の 「インストールバンドルを使ったフルリリー
ス（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と
個々のパッチの同時インストールまたは同時アッ
プグレード」 を参照してください。

SF 6.2 のサポート対象のアップグレードパス
次の表では、6.2 へのアップグレードについて説明します。
p.151 の 「ネーティブデバイスの DMP サポートの有効化」 を参照してください。
表 12-2

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った RHEL6
x64 アップグレード

シマンテック製品バージョン RHEL5
5.1
5.1 RP
5.1 SP1RP1

5.1 SP1 PR2

RHEL 6

アップグレードパスはありませ N/A
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。
N/A

オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。
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シマンテック製品バージョン RHEL5
5.1 SP1 PR3
5.1 SP1 RP2
5.1 SP3RP1
5.1 SP4RP1

6.0
6.0RP
6.0.1
6.0.2
6.0.3
6.0.5

6.1
6.1.1

RHEL 6

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。

オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。

オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。

アップグレードパスはありませ インストーラを使って、シマン
ん。 製品をアンインストールしま テック製品を 6.2 にアップグ
す。オペレーティングシステムを レードします。
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Storage
Foundation リリースノート』を参
照してください。

メモ: シマンテック社は SFHA 6.2 で RHEL5 オペレーティングシステムをサポートしませ
ん。
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表 12-3

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った SLES 11
x86-x64 アップグレード

シマンテック製品バージョ SLES 10
ン
5.1
5.1 RPx
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

6.0
6.0 RPx

6.0.1
6.0.2
6.0.3
6.0.5

SLES 11

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Storage Foundation リ
リースノート』を参照してくだ
さい。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Storage
Foundation リリースノート』を参照し
てください。

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Storage Foundation リ
リースノート』を参照してくだ
さい。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Storage
Foundation リリースノート』を参照し
てください。

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Storage Foundation リ
リースノート』を参照してくだ
さい。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Storage
Foundation リリースノート』を参照し
てください。
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シマンテック製品バージョ SLES 10
ン

SLES 11

6.0.4

インストーラを使って 6.2 にアップグ
レードします。

N/A

6.1
6.1.1

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストー
ラを使ったアップグレードについて
インストーラを使って以前のバージョンの SF からアップグレードするときに、アップグレー
ドするシステムのルートディスクがカプセル化されているときは、カプセル化の解除が必
要な場合があります。
表 12-4

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使った
アップグレード（SUSE Linux Enterprise 11）

アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
5.1

6.2

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

6.2

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

6.2

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

6.2

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

5.1 RPx

5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

6.0
6.0 RPx

6.0.1
6.0.3
6.0.4
6.0.5
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アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
6.1

6.2

6.1.1

表 12-5

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

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使った
アップグレード（Red Hat Enterprise Linux 6）

アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
6.2

ルートディスクのカプセル化を
解除する必要があります。 イン
ストーラは終了します。

5.1 SP4RP1

6.2

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

6.0

6.2

ルートディスクのカプセル化を
解除する必要があります。 イン
ストーラは終了します。

6.2

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

5.1 SP1 PR2
5.1 SP3RP1

6.0 RPx
6.0.1
6.0.3
6.0.5
6.1
6.1.1

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

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

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

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

■

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

■

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

■

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。
p.115 の 「バックアップの作成」 を参照してください。

■

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

また、アップグレードスクリプトを実行するまでアクセスできないファイルシステムには、
ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、シマンテック社から提供されたディ
スクを使ってアップグレードすることもできます。
■

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

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

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 6.2 をサポートすることを確認
してください。 オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的
アップグレードを計画してください。

■

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

■

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

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

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。

■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。
p.119 の 「アレイサポートのアップグレード」 を参照してください。
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■

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

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。
p.116 の 「ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバーベースのコーディネーションポイントが現在のフェンシング設定で使わ
れている場合、アップグレード処理を開始する前に CP サーバーが 6.2 にアップグ
レードされていることを確認します。

■

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

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

3

/boot/grub/menu.lst、/etc/grub.conf や /etc/lilo.conf、/etc/fstab

などのファイルの情報をバックアップします。

4

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

5

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

6

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

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。
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7

Symantec Storage Foundation 6.2 ソフトウェアの高可用性バージョンをインストー
ルしている場合、インストール時に VCS 設定を保持する方法については、『Symantec
Cluster Server インストールガイド』と『Symantec Cluster Server Release Notes』
を参照してください。

8

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

9

6.0.3 からの段階的アップグレードまたはローリングアップグレードを行う予定があり、
クォータを使用している場合は、無効にする必要があります。
# vxquotaoff -av

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

ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認
次のコマンドを実行して、システムのルートディスクが VxVM の制御下にあるかどうかを
確認します。
# df -v /
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされている

と表示された場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。
ルートディスクがカプセル化されている場合は、該当するアップグレード手順に従ってく
ださい。
p.112 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使ったアップグレー
ドについて」 を参照してください。

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタス
ク
5.0x 以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle RAC で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを使い続ける場合は、
Storage Foundation または Storage Foundation for Oracle RAC 6.2 にアップグレー
ドする前に、SFDB リポジトリデータベースを 6.2 に移行する必要があります。
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メモ: Sfua_Base リポジトリリソースグループは main.cf ファイルから削除されます。 SF
6.2 製品の個別のサービスグループとしては必要ありません。
SF をアップグレードする前に次の手順を実行します。
リポジトリデータベースを移行する準備を行うには
◆

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

警告: アップグレード後は Database Flashsnap クローンデータベースを引き継ぐ
ことはできません。6.2 へのアップグレードの後、新しい Database Flashsnap クロー
ンデータベースを作成する必要があります。

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

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

■

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

■

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

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、SRL ボリュームのサイズが
110 MB よりも大きいことを確認します。
『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。

■

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

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

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

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。
詳しくは『スタートガイド』を参照してください。

前の VVR バージョンからのアップグレードの計画
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。 この機能によ
り、両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができ
ます。 セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップ
グレードすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンをわたってレプリケートするための VVR サポートに関す
る情報が記載されている『Symantec Storage Foundation リリースノート』を参照してくだ
さい。
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。 VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。 表 12-6 に示すよ
うに、プライマリまたはセカンダリで 6.2 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP
プロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されま
す。 プライマリとセカンダリで VVR 6.2 が動作している場合は、チェックサムは計算され
ません。 代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 12-6

VVR バージョンとチェックサム計算

6.2 以前の VVR

VVR 6.2

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP 接
続を計算するかどうか

はい
プライマリとセカンダリ

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

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

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

■

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

■

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

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする

■

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

■

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

アレイサポートのアップグレード
Storage Foundation 6.2 リリースには、単一のRPMである VRTSaslapm にすべてのア
レイサポートが含まれます。アレイサポートRPMには、以前に VRTSvxvm RPMに含まれ
ていたアレイサポートが含まれます。またアレイサポートRPMには、以前に外部アレイサ
ポートライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）としてパッケージ化されていた
サポートも含まれます。
サポート対象アレイについて詳しくは、6.2 ハードウェア互換性リストを参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。手動手順で Storage Foundation 製品
をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
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をすべて削除してください。外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm RPM
のインストールはエラーになって終了します。
Storage Foundation 6.2 をインストールした後、シマンテック社は VRTSaslapm RPM へ
の更新を通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイサポートについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参
照してください。

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メン
テナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時イン
ストールまたは同時アップグレード
バージョン 6.1 から提供しているインストールバンドルは、お使いのシステムを 1 回の手
順で簡単にベース、メンテナンス、パッチレベルにする、直接インストールまたはアップグ
レードを行うための方法です。複数のパッチやパッケージの組み合わせをまとめてインス
トールまたはアップグレードすることもできます。インストールバンドルのインストーラには、
1 度の実行でメンテナンスまたはパッチレベルに直接インストールまたはアップグレード
できるようにマージする機能があります。各種のスクリプト、RPM、パッチコンポーネントが
マージされ、1 つの統合されたリリースのように複数のリリースが一緒にインストールされ
ます。システムをメンテナンスレベルまたはパッチレベルにインストールまたはアップグレー
ドするために 2 つ以上のインストールアクションを実行する必要はありません。
リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 12-7

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

BASE

機能

RPM

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

Maintenance

修正、新機能

RPM

すべての製品 MR（メンテナ
ンスリリース）、
RP（ローリング
パッチ）

SORT
（Symantec
Operations
Readiness
Tools）
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レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

パッチ

修正

RPM

単一製品

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

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

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

SFHA 製品が検出され、保守レベルの単一バージョンとして割り当てられます。 各シ
ステムには、適用される 1 つ以上のパッチがある場合もあります。

■

ベースリリースは FileConnect からアクセス可能で、お客様のシリアル番号を必要と
します。 メンテナンスリリースとパッチリリースは、SORT から自動的にダウンロード可
能です。SORT Web サイトからそれらを手動でダウンロードするか、deploy_sfha
スクリプトを使用することができます。

■

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

■

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

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

ドをインポートすることができます。異なるメディアパスから RPM とパッチを見つけ、複数
のリリースの RPM とパッチ定義をマージすることができます。 これらのオプションを使用
して、リリースコンポーネントごとに必要な操作を正しく実行するために新しいタスクおよび
フェーズ機能を使用することができます。これらのオプションを使用して、定義済みフェー
ズで RPM とパッチをインストールすることができます。これは、単一の開始または停止プ
ロセスを実行し、単一の操作ですべてのレベルに対し前操作および後操作を実行する
場合に役立ちます。
統合を行うには 4 つの方法があります。 すべてのコマンドは、最上位のベースレベルま
たは保守レベルのインストールスクリプトから実行する必要があります。
次に例を示します。
1.

ベース + 保守:
この統合方法は、前のバージョンから 6.2.1 にインストールまたはアップグレードす
るときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>

2.

ベース + パッチ:
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この統合方法は、前のバージョンから 6.2.0.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installer -patch_path <path_to_patch>

3.

メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、バージョン 6.2 から 6.2.1.100 にアップグレードするときに使用す
ることができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -patch_path <path_to_patch>

4.

ベース + メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、前のバージョンから 6.2.1.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>
-patch_path <path_to_patch>

メモ: 6.1 以降のリリースからは、-patch_path <path_to_patch> -patch2_path
<path_to_patch> ... -patch5_path <path_to_patch> を使って最大 5 つのパッチ
を追加できます。
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13
Storage Foundation のアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

以前のバージョンから 6.2 への Storage Foundation のアップグレード

■

Web ベースのインストーラを使った SF のアップグレード

■

Volume Replicator のアップグレード

■

SFDB のアップグレード

以前のバージョンから 6.2 への Storage Foundation の
アップグレード
以前のリリースの Storage Foundation を実行している場合は、この章で説明する手順
に従って最新バージョンにアップグレードできます。
p.123 の 「スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation のアップグレー
ド」 を参照してください。
Symantec Storage Foundation 6.2 がすでにインストールされている状態でカーネルを
アップグレードする必要がある場合は、カーネルのアップグレード手順を使います。
カーネルのアップグレードについては、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』
を参照してください。

スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation のアップ
グレード
この手順を実行して、Storage Foundation（SF）にアップグレードします。

第 13 章 Storage Foundation のアップグレード
以前のバージョンから 6.2 への Storage Foundation のアップグレード

124

以前のバージョンから 6.2 に SF をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを使って、VxFS ファイルシステムまたはストレージチェックポイントがマ
ウントされているかどうかを確認します。
# df -F | grep vxfs

3

次のコマンドを使って、すべての Storage Checkpoint とファイルシステムのマウン
トを解除します。
# umount /checkpoint_name
# umount /filesystem

4

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

clean_value の値が 0x5a の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されてい
ます。0x3c の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されていません。0x69
の場合、ファイルシステムが正常にマウント解除されたかどうかが不明です。正常に
マウント解除されたかどうかが不明なファイルシステムでは、拡張処理が未完了で
す。
次の手順を列挙されている順序で実行します。
■

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

これらのコマンドを実行すると、そのファイルシステム上で未完了であった拡張処
理が完了し、ファイルシステムが正常にマウント解除されます。
umount コマンドの実行が失敗して次のエラーが表示された場合、大きいサイズ
のRPMクローンを削除するための拡張処理が完了していない可能性がありま
す。
file system device busy

次のメッセージがコンソールに表示された場合、拡張処理が未完了であると判
断できます。
Storage Checkpoint asynchronous operation on file_system
file system still in progress.
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5

■

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

■

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

キャッシュ領域がオンラインの場合は、VxVM RPM をアップグレードする前に、キャッ
シュ領域をオフラインにする必要があります。次のコマンドを使って、キャッシュ領域
をオフラインにします。
# sfcache offline cachename

6

すべての VxVM ボリュームに対するアクティビティを停止します。たとえば、ボリュー
ムにアクセスするデータベースなどのアプリケーションを停止し、ボリューム上に作成
されたファイルシステムをマウント解除します。

7

各ディスクグループに対して次のコマンドを入力して、すべてのボリュームを停止し
ます。
# vxvol -g diskgroup stopall

開かれたままになっているボリュームがないことを確認するには、次のコマンドを使
います。
# vxprint -Aht -e v_open

8

/etc/fstab ファイルに定義された VxFS ファイルシステムのマウントポイントと VxVM

ボリュームを記録します。フレッシュインストールが実行されたシステム上の
/etc/fstab ファイルにこれらのエントリを再作成する必要があります。

9

必要なインストール前のチェックを実行します。
p.23 の 「SF のインストールの計画について」 を参照してください。

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

11 アップグレードするには、G を入力して、Return キーを押します。
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12 ソフトウェアがインストールされるシステム名（次の例では「host1」）を入力するよう求
められます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押します。
Enter the 64 bit <platform> system names separated
by spaces : [q, ?] host1host2

<プラットフォーム> は、RHEL5 のようなシステムが稼動するプラットフォームです。
既存の設定によっては、各種メッセージやプロンプトが表示される場合があります。
プロンプトに適切に回答します。
システム検証段階では、ブートディスクがカプセル化されているかどうかとアップグ
レードのパスが確認されます。アップグレードがサポートされていない場合、ブート
ディスクをカプセル化を解除する必要があります。

13 エンドユーザー使用許諾契約の条件に同意するかどうかを尋ねられます。同意する
場合は y を押して続行します。

14 インストールまたは更新されるRPMが一覧表示されます。アップグレードする準備が
整ったことを確認するように求めるメッセージが表示されます。

15 インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
システムでは、アップグレードを続行する前に、システムのブートディスクグループの
バックアップを作成することができます。ブートディスクグループを分割してバックアッ
プを作成する場合は、y を入力します。

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

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

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

いくつかの設定を更新します。

19 指定したRPMの停止、アンインストール、再インストール、および起動が実行されま
す。

20 必要に応じて、で記録した、各ノードの /etc/fstab8 ファイルのマウントポイントを復元
します。
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21 すべてのボリュームを再起動するため、各ディスクグループに対して次のコマンドを
実行します。
# vxvol -g diskgroup startall

22 すべてのノードで、すべての VxFS ファイルシステムとストレージチェックポイントを
再マウントします。
# mount /filesystem
# mount /checkpoint_name

23 次のオプションの設定手順を実行できます。
■

現在、適切なライセンスがインストールされていない Symantec Storage
Foundation 6.2 の機能を使う場合は、ライセンスを取得し、vxlicinst コマンド
を実行してライセンスをシステムに追加します。

■

VxFS ディスクレイアウトバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンをアッ
プグレードするには、アップグレード手順を実行します。
p.148 の 「VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード」 を参照してく
ださい。

24 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループを再結合します。アップグレードに失敗した場合は、バックアップディス
クグループに戻してください。
p.140 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結
合」 を参照してください。
p.140 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

Web ベースのインストーラを使った SF のアップグレード
このセクションでは、Web ベースのインストーラを使用した SF のアップグレードについて
説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされている製
品を検出し、アップグレードします。
SF をアップグレードするには

1

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

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.47 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。
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3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンメニューから［製品のアップグレード（Upgrade a Product）］を選択し
ます。
製品はシステムを指定すれば検出されます。 ［次へ］をクリックします。

4

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

5

指定のシステムにインストールされている製品がインストーラによって検出されます。
クラスタ情報が示され、クラスタのアップグレードを実行するかの確認を行えます。
［はい（Yes）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

6

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

7

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

8

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

9

システムの再起動を求めるメッセージを表示されたら、次の再起動コマンドを入力し
ます。
# /sbin/shutdown -r now

10 アップグレード後に、製品が設定されていない場合は「Do you want to configure
this product?」というメッセージが表示されます。 製品がすでに設定されている場合
は、メッセージは表示されません。
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11 ［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

12 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。再起動が正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループをアップグレードしたブートディスクグループに再結合します。アップグ
レードに失敗した場合は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに
戻してください。
p.140 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結
合」 を参照してください。
p.140 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
レプリケーションを中断せずにアップグレードするオプションが用意されています。
p.129 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
ここでは、レプリケーションの進行中に、VVR を以前のバージョンから現在のバージョン
にアップグレードするための手順を説明します。この手順では、RDS 内のすべてのホス
トを同時にアップグレードする必要はないことを前提としています。
また、複数のバージョン間でレプリケーションを設定する必要がある場合もあります。
p.118 の 「前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
プライマリホストとセカンダリホストの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされ
ている場合、プライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかでアップグレードを実行で
きます。 セカンダリホストは、RDS 内のプライマリホストより前にアップグレードすることを
推奨します。 ここには、プライマリホストのアップグレードとセカンダリホストのアップグレー
ドのための一連の手順が個別に含まれています。
メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

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

1

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

2

セカンダリ上の VVR 5.1 以降を VVR 6.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
■

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

■

4

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

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

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

1

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

2

セカンダリ上の VVR 5.1 以降を VVR 6.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
■

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

■

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

4

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

p.118 の 「前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。

SFDB のアップグレード
SFDB ツールの 6.x から 6.2 へのアップグレードがデフォルトで有効になっている場合、
vxdbd デーモンが設定されていることを意味します。SFDB ツールが無効になっている
場合、有効にすることができます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。

# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
メモ: 認証設定を含む SFDB インストールを 6.2 にアップグレードすると、このコマンドは
エラーにより失敗します。 この問題を解決するには、SFDB 認証を再度設定してくださ
い。 詳しくは、『Storage and Availability Management for Oracle Databases』または
『Storage and Availability Management for DB2 Databases』を参照してください。
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自動アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF のアップグレード

■

Storage Foundation をアップグレードするための応答ファイル変数

■

SF アップグレードの応答ファイルサンプル

応答ファイルを使った SF のアップグレード
一般に、あるシステムで SF のアップグレードを実行した後にインストーラによって生成さ
れた応答ファイルは、他のシステムで SF をアップグレードするために使えます。
インストーラの makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
# ./installer -makeresponsefile

SF の自動アップグレードを実行するには

1

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

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

SF をアップグレードするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
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5

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

6

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

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

Storage Foundation をアップグレードするための応答
ファイル変数
表 14-1 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 14-1

SF をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{accepteula}

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

CFG{systems}

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

CFG{opt}{keyfile}

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

CFG{opt}{tmppath}

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

133

第 14 章 応答ファイルを使用した SF 自動アップグレードの実行
Storage Foundation をアップグレードするための応答ファイル変数

変数

説明

CFG{opt}{logpath}

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

CFG{opt}{upgrade}

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

CFG{mirrordgname}{system}

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

CFG{splitmirror}{system}

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

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

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

説明

CFG{opt}{patch2_path}

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

CFG{opt}{patch3_path}

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

CFG{opt}{patch4_path}

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

CFG{opt}{patch5_path}

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

SF アップグレードの応答ファイルサンプル
次の例は、Storage Foundation をアップグレードするための応答ファイルを示していま
す。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{systems}=[ qw(sys1) ];
1;
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Storage Foundation Basic
から Storage Foundation
Standard への移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation Basic から Storage Foundation Standard への移行

Storage Foundation Basic から Storage Foundation
Standard への移行
Storage Foundation（SF）Basic から Storage Foundation Standard に移行するには、
ここで説明する手順で操作します。
Storage Foundation Basic から Storage Foundation Standard に移行するには

1

Storage Foundation Standard をインストールするシステムで、スーパーユーザー
としてログインします。

2

次のコマンドを使用して、現在 Storage Foundation Basic を実行していることを確
認します。
# /opt/VRTSvlic/bin/vxlicrep | grep

Basic

次の出力が表示されます。
Product Name = VERITAS Storage Foundation Basic

3

Storage Foundation Standard のためのインストールメディアをマウントします。
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4

インストーラコマンドを実行します。
# ./installer

インストーラではまず、一連のプレチェックが実行されます。

5

プレチェックが正常に完了していることを確認してください。 インストーラで推奨され
る変更を行います。

6

［インストーラタスク（Installer Task）］メニューで、［製品のインストール（Install a
Product）］を選択します。

7

［製品の選択（Product Selection）］メニューで、［Symantec Storage Foundation］
を選択します。

8

プロンプトで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入れるかどうか
を指定します。 同意する場合は y を押して続行します。

9

インストールする RPM レベルを選択します。
メニューから、［推奨構成のインストール（Install Recommended）］に対応するオプ
ションを選択します。

10 Storage Foundation Standard をインストールするシステム名を入力するように求
められます。

11 インストーラでは、Storage Foundation がすでにインストールされているという警告
が表示され、続行の確認について尋ねられます。y を押して、インストールを続行し
ます。

12 インストーラでは、インストール対象の 2 つの追加 RPM 、VRTSodm と VRTSdbed が
識別されます。 Enter キーを押して続行します。

13 RPM を手順 12 でインストールした後、インストーラは追加のライセンスをインストー
ルする必要があるかどうかを尋ねます。 y を押して続行します。
2 つのオプションが提供されます。
■

Enter a license key

■

Utilize Keyless licensing

14 ライセンスキーを入力することを選択した場合、Storage Foundation Standard の
ライセンスキーをインストールする必要があります。

15 キーレスライセンスを活用することを選択した場合、Storage Foundation のバージョ
ン (Standard または Enterprise) を選択するように求められます。Standard を選択
して、Storage Foundation Standard ライセンスをインストールします。
インストーラでは、設定およびセットアッププロセスが処理されます。
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16 今後のインストール向上に役立てるため、このインストールに関する情報をシマンテッ
ク社に送信するかどうかを確認します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y)

17 必要に応じて y を押し、概略ファイルを確認します。
移行は完了です。

16
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

オプションの設定手順

■

現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク

■

自動アップグレードが失敗した場合の VVR のリカバリ

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード

■

変数の更新

■

デフォルトディスクグループの設定

■

Storage Foundation のアップグレードの確認

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

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

RLINK を再接続します。

■

SRL を関連付けます。
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■

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

■

VxFS ディスクレイアウトバージョンと VxVM ディスクグループのバージョンをアップグ
レードするには、アップグレード手順を実行します。
p.148 の 「VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード」 を参照してくださ
い。

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

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

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。

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

1

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

2

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

ます。
# vxdg bootdg
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3

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

4

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

ディスクグループです。

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグ
レード後のタスク
アップグレード前に SFDB を使って作成された Database Storage Checkpoint は
vxsfadm CLI を使って表示可能であり、必要であればこれらの Database Storage
Checkpoint をマウントし、それらにロールバックできます。 ただし、移行された Database
Storage Checkpoint の使用によるクローンの作成はサポートされません。
以前に作成された FlashSnap スナッププランを使ってスナップショットを取り続ける場合
は vxsfadm コマンドの -o validate オプションを使用してそれらを検証する必要があ
ります。
5.0x または以前のバージョンの Storage Foundation for Oracle で作成した Database
Storage Checkpoint または SmartTier for Oracle のポリシーを引き続き使用するには、
SF を 6.2 にアップグレードした後で、次のいずれかの手順を実行する必要があります。
■

5.0x からアップグレードした後、SFDB リポジトリを移行する前に、起動スクリプトの名
前を変更する
p.146 の 「SFDB の 5.0x から 6.2 への移行」 を参照してください。

■

5.0x SFDB リポジトリデータベースから 6.2 に移行する
p.141 の 「5.0 リポジトリデータベースから 6.2 への移行」 を参照してください。

■

5.1 または 5.1SP1 リポジトリデータベースから 6.2 に移行する
p.144 の 「5.1 以降のリポジトリデータベースから 6.2 への移行」 を参照してください。

5.0 リポジトリデータベースから 6.2 への移行
5.0 リポジトリデータベースから 6.2 に移行するには

1

起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3 に変更します。
p.146 の 「SFDB の 5.0x から 6.2 への移行」 を参照してください。

2

root ユーザーとして、古い Sybase ASA リポジトリをダンプします。 SFHA または
SF Oracle RAC を使っている場合、この作業は 1 つのノードで行えば十分です。
# /opt/VRTSdbed/migrate/sfua_rept_migrate
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3

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

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

4

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

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

■

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

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

5

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

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

7

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

これで、Database Storage Checkpoint と Database Tiered Storage パラメータ
のリポジトリの移行が完了します。
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メモ: 古いリリースからスナップショット設定ファイル（snapplan）を再検証する間は、vxsfadm
-c <configfile> オプションを使ってデフォルト値が古い値を変更しないようにします。
SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い始めるには
『Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases』
を参照してください。

5.1 以降のリポジトリデータベースから 6.2 への移行
5.1 以降のリポジトリデータベースから 6.2 に移行するには

1

Oracle ユーザーとして次のコマンドを実行します。Oracle インスタンスごとに、古い
リポジトリデータを SQLite リポジトリに移行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_update -S $ORACLE_SID -H $ORACLE_HOME

2

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

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

■

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

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

3

オフホスト処理に Database Flashsnap を使っている場合、および移行する必要の
あるリポジトリがセカンダリホスト上にある場合は、セカンダリホストでこれまでの手順
を実行します。
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4

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

5

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

これで、Database Storage Checkpoint と Database Tiered Storage パラメータ
のリポジトリの移行が完了します。
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メモ: 古いリリースからスナップショット設定ファイル（snapplan）を再検証する間は、vxsfadm
-c <configfile> オプションを使ってデフォルト値が古い値を変更しないようにします。
SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールを使い始めるには
『Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle Databases』
を参照してください。

SFDB の 5.0x から 6.2 への移行
SF バージョン 5.0 から SF 6.2 にアップグレードするとき S*vxdbms3 起動スクリプトの
名前が NO_S*vxdbms3 に変更されます。 sfua_rept_migrate では S*vxdbms3 起
動スクリプトが必要です。このため、sfua_rept_migrate が実行されると、S*vxdbms3
起動スクリプトが見つからず、上記のエラーメッセージが表示されます。
/etc/rc.d/rc2.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

S*vxdbms3 起動スクリプトのエラーを防ぐには
◆

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

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

restoresrl
adddcm
srlprot
attrlink
start.rvg

設定の復元後、現在の手順は再試行できます。

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョンが 7、8、9、10 のファイルシステムのみ作
成してマウントできます。ディスクレイアウトバージョン 6 は、以降のディスクレイアウトバー
ジョンにアップグレードする目的にかぎり、ローカルマウントのみを実行できます。
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メモ: 64 ビットのクォータを使う予定の場合、最新のディスクレイアウトバージョン 10 にアッ
プグレードする必要があります。それ以前のディスクレイアウトバージョンで 64 ビットの
クォータを使うことはこのリリースでは推奨されません。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。
ディスクレイアウトバージョンをアップグレードするには
◆

ディスクレイアウトバージョン 6 からバージョン 10 にするには、このファイルシステム
のディスクレイアウトを段階的にアップグレードする必要があります。次に例を示しま
す。
#
#
#
#

vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade

-n
-n
-n
-n

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

vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 4 のサポートが削除されました。ディスクレイアウトバージョン
4 がある既存のファイルシステムは、vxfsconvert コマンドを使ってディスクレイアウト
バージョン 7 以降にアップグレードする必要があります。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: シマンテック社はこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いのディ
スクレイアウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。
一度ディスクレイアウトバージョンをアップグレードしたら、以前のバージョンにダウング
レードすることはできません。
ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンは、次のコマンドを使って確認できます。
# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理
者ガイド』を参照してください。
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VxVM ディスクグループのバージョンのアップグレード
Veritas Volume Manager の各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられ
ています。VxVM の各リリースでは、それぞれ特定のディスクグループバージョンがサポー
トされます。 VxVM では、該当するバージョンのディスクグループ上のタスクをインポート
して実行することができます。一部の新しい機能とタスクは現在のディスクグループバー
ジョンのディスクグループのみで動作します。タスクを実行したり機能を使ったりする前に、
既存のディスクグループをアップグレードしてください。
6.2 の Veritas Volume Manager ディスクグループバージョンは、旧リリースの VxVM の
ものと異なります。 VxVM の前のリリースからアップグレードする場合は、ディスクグルー
プバージョンをアップグレードすることをお勧めします。
SF 6.2 にアップグレードした後で、ISP によって編成されるすべての既存のディスクグ
ループをアップグレードする必要があります。バージョンのアップグレードなしで、設定の
クエリー操作はうまく働き続けます。ただし、設定変更操作は正しく機能しません。
ISP ディスクグループについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイ
ド』を参照してください。
ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

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

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

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

す。

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

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

Storage Foundation のアップグレードの確認
アップグレードを確認するには、インストールの確認についての手順を参照してください。
p.154 の 「製品がインストールされたことの確認」 を参照してください。
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17
インストール後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

クォータの切り替え

■

ネーティブデバイスの DMP サポートの有効化

■

SFDB ツールの認証の設定について

クォータの切り替え
すべてのノードを 6.2 にアップグレードすると、グループとユーザーのクォータが無効に
されていた場合は有効になります。
グループとユーザーのクォータを有効にするには
◆

クォータの切り替え:
# vxquotaon -av

ネーティブデバイスの DMP サポートの有効化
Symantec Dynamic Multi-Pathing（DMP）は SF のコンポーネントです。DMP は、DMP
メタデバイス上の VxVM（Veritas Volume Manager）ボリュームと、それらのボリューム上
の VxFS（Veritas File System）ファイルシステムをサポートします。
また、DMP は DMP デバイスのネーティブオペレーティングシステムのボリュームおよび
ファイルシステムに対するマルチパス機能も提供します。
ネーティブデバイスでの DMP の使用について詳しくは、『Symantec Dynamic
Multi-Pathing 管理者ガイド』を参照してください。
初めて SF をインストールした後、次の手順に従ってネーティブデバイスの DMP サポー
トを有効にします。

第 17 章 インストール後タスクの実行
SFDB ツールの認証の設定について

SF をアップグレードする前からネーティブデバイスの DMP ネーティブサポートがシステ
ムで有効になっている場合は、SF がアップグレードされるときに DMP ネーティブサポー
トは保持されます。
ネーティブデバイスの DMP サポートを有効化するには
◆

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

SFDB ツールの認証の設定について
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.152 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールに対して認証を使用しているクラ
スタへのノードの追加

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

1

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

2

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

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

4

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

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。
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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。
■

製品がインストールされたことの確認

■

インストールログファイル

■

シマンテック製品のプロセスの開始と停止

■

Veritas Volume Manager プロセスのチェック

製品がインストールされたことの確認
SF 製品がインストールされていることを確認します。
コマンドを使って、どの RPM がインストールされたかを確認します。
# rpm -qa | grep VRTS

インストールされた製品のバージョンを確認できます。次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installsf<version> -version
<version> は特定のリリースバージョンです。

次のコマンドを使ってインストールされた RPM およびそのバージョンについて知ることが
できます。
# /opt/VRTS/install/showversion

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
次の項の記述に従って、製品のインストールをさらに確認します。
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インストールログファイル
各製品をインストールすると、インストーラによって 3 つのテキストファイルが作成されま
す。
■

インストールログファイル

■

応答ファイル

■

概略ファイル

各ファイルの名前と場所は、製品のインストールの最後に表示されます。各ファイルは、
常に /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに格納されます。監査、デバッグ、今後の
使用のために、ファイルを保存することをお勧めします。

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

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

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

-stop オプションを使って、製品インストールスクリプトを停止します。

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

または
# /opt/VRTS/install/installsf<version> -stop
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
プロセスを開始するには
◆

-start オプションを使って、製品インストールスクリプトを開始します。

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

または
# /opt/VRTS/install/installsf<version> -start
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

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

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

の各プロセスのエントリがこのコマンドからの出力に表示されます。ホットリロケーショ
ンを無効にした場合は、vxrelocd と vxnotify プロセスは表示されません。
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19
Storage Foundation のアン
インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VxFS ファイルシステムの削除

■

ルータビリティの削除

■

ディスクパーティションへのボリュームの移動

■

RDS の削除

■

スクリプトベースのインストーラを使った SF RPMのアンインストール

■

Web ベースのインストーラを使った SF のアンインストール

■

ライセンスファイルの削除（オプション）

■

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

VxFS ファイルシステムの削除
マウントされた VxFS ファイルシステムが存在する場合は、VxFS RPMを削除できませ
ん。 RPMを削除する前に、すべての VxFS ファイルシステムをマウント解除してください。
VxFS RPMを削除した後に別の VxFS RPMがインストールされるまでは、VxFS ファイ
ルシステムをマウントしたり VxFS ファイルシステムにアクセスしたりすることはできません。
新しい VxFS RPMをインストールする前に VxFS ファイルシステムのバックアップを作成
することをお勧めします。 VxFS が再びインストールされない場合、すべての VxFS ファ
イルシステムは新しいファイルシステムのタイプに変換される必要があります。

第 19 章 Storage Foundation のアンインストール
ルータビリティの削除

VxFS ファイルシステムを削除するには

1

次のコマンドを使って、VxFS ファイルシステムまたはストレージチェックポイントがマ
ウントされているかどうかを確認します。
# df -T | grep vxfs

2

保持するファイルシステムにおけるすべてのデータのバックアップを作成するか、ま
たは非 VxVM ボリュームまたはパーティションにおける非 VxFS ファイルシステムと
して再作成します。

3

次のコマンドを使って、すべての Storage Checkpoint とファイルシステムのマウン
トを解除します。
# umount /checkpoint_name
# umount /filesystem

4

/etc/fstab ファイルから VxFS ファイルシステムエントリをコメントアウトまたは削除

します。

ルータビリティの削除
ルートディスクのカプセル化によってルータビリティを設定した場合に、この手順を実行し
ます。
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ルータビリティを削除するには

1

次のコマンドを実行して、システムのルートディスクが VxVM の制御下にあるかどう
かを確認します。
# df -v /
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされて

いると表示された場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。 制御下にあ
る場合は、次の手順に従ってルートディスクのミラー化およびカプセル化を解除しま
す。

2

vxplex コマンドを使って、ルートディスクではないディスク上にあるボリューム
rootvol、swapvol、usr、var、opt、home のすべてのプレックスを削除します。

たとえば、次のコマンドを実行すると、ルートディスク以外のディスク上に設定された
mirrootvol-01 と mirswapvol-01 プレックスが削除されます。
# vxplex -o rm dis mirrootvol-01 mirswapvol-01

警告: 元のルートディスクパーティションに対応しているプレックスを削除しないでく
ださい。

3

次のコマンドを入力して、ボリュームデバイスを通じてではなく、ディスクパーティショ
ンを通じて直接アクセスできるように、ルートディスク内のすべてのカプセル化された
ボリュームを変換します。
# /etc/vx/bin/vxunroot

カプセル化が解除された後、システムは、カプセル化されていないルートディスクか
ら再起動されます。

ディスクパーティションへのボリュームの移動
すべてのボリュームをディスクパーティションに移動する必要があります。
これは、次のいずれかの方法で実行できます。
■

システム全体をテープにバックアップし、テープからリカバリします。

■

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

■

次のセクションで説明するように、VxVM を使ってボリュームを逐次ディスクパーティ
ションに移動します。
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VxVM を使ったディスクパーティションへのボリュームの移動
ディスクパーティションにボリュームを移動するには、次の手順に従います。
ディスクパーティションにボリュームを移動するには

1

vxdiskadm プログラムまたは vxevac スクリプトを使って、ディスクを退避させます。

この操作を開始する前に、必要なターゲットディスク領域を考慮してください。
ディスクを退避させることによって、指定のディスクからターゲットディスクへとサブディ
スクが移動されます。 退避させたディスクにより、ディスクパーティションに移動する
ボリュームに対して最初の空きディスク領域が提供されます。

2

次のコマンドを使って、退避させたディスクを VxVM の制御下から削除します。
# vxdg -g diskgroup rmdisk disk _media_name
# vxdisk rm disk_access_name

3

初めに移動するボリュームを決定します。 移動するボリュームがマウントされている
場合は、マウント解除します。

4

データベースアプリケーションの RAW パーティションとしてボリュームが使われてい
る場合は、アプリケーションがボリュームを更新していないことと、ボリューム上のデー
タが同期化されていることを確認します。

5

ボリュームと同じサイズの空きディスク領域にパーティションを作成します。 パーティ
ションに対して十分な空き領域がない場合は、削除する最初のボリュームのシステ
ムに新しいディスクを追加します。 以降のボリュームでは、最初のボリュームの削除
後に生成された空き領域を使うことができます。

6

次のようなコマンドなどを使って、新しく作成されたディスクパーティションにボリュー
ム上のデータをコピーします。
# dd if=/dev/vx/dsk/diskgroup/volume-name of=/dev/sdb2

ここで、sdb は VxVM の外部のディスク、2 はそのディスクで新しく作成されたパー
ティションです。

7

/etc/fstab のボリュームのエントリ（ある場合）を、新しく作成されたパーティション

のエントリに置換します。

8

対応するボリュームがマウントされていた場合は、ディスクパーティションをマウントし
ます。

9

次のコマンドを使って、ボリュームを停止して VxVM から削除します。
# vxvol -g diskgroup -f stop volume_name
# vxedit -g diskgroup -rf rm volume_name
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10 VxVM の制御下からボリュームを削除することにより、解放された（サブディスクが定
義されていない）ディスクを削除します。 特定のディスクにサブディスクが残っている
かどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -F "%sdnum" disk_media_name

11 出力が 0 でない場合は、後で削除する必要のあるサブディスクがこのディスクに残っ
ています。 出力が 0 の場合は、次のコマンドを使って VxVM の制御下からディスク
を削除します。
# vxdg -g diskgroup rmdisk disk_media_name
# vxdisk rm disk_access_name

12 作成された空き領域は、削除する次のボリュームのデータを追加するために使うこと
ができます。

13 すべてのボリュームがディスクパーティションに正常に変換されたら、システムを再
ブートします。 再ブート後は、いずれのボリュームも起動していてはなりません。 ボ
リュームがいずれも起動していないことを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -Aht -e v_open

14 起動しているボリュームがある場合は、上記の手順を繰り返します。

RDS の削除
VVR を使う場合、次の手順を実行する必要があります。この項では、アプリケーションが
アクティブになっている場合または停止している場合に、RDS（Replicated Data Set）を
削除する手順を説明します。
メモ: Volume Replicator をアップグレードしている場合、Replicated Data Set を削除
しないでください。
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RDS を削除するには

1

すべての RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

セカンダリが最新である必要がない場合、2 に進み、-f オプションを指定した
vradmin stoprep コマンドを使って、レプリケーションを停止します。

2

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、セカンダリへのレプリケーション
を停止します。
プライマリとセカンダリの RLINK が最新でない場合、vradmin stoprep コマンドは
失敗します。RLINK が最新でない場合でも、-f オプションを使ってセカンダリへの
レプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup stoprep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

3

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、RDS からセカンダリを削除しま
す。
# vradmin -g diskgroup delsec local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

4

プライマリで次のコマンドを実行して、RDS からプライマリを削除します。
# vradmin -g diskgroup delpri local_rvgname
vradmin delpri コマンドに -f オプションを指定した場合、プライマリでアプリケー

ションが実行されていても、プライマリは削除されます。
RDS が削除されます。

5

RDS 内のプライマリホストとセカンダリホストから SRL を削除するには、プライマリと
すべてのセカンダリで次のコマンドを実行します。
# vxedit -r -g diskgroup rm srl_name
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スクリプトベースのインストーラを使った SF RPMのアン
インストール
次の手順を使って、SF 製品を削除します。
ソフトウェアのインストール時に行った選択内容によっては、RPMの一部がシステムにイ
ンストールされない場合があります。
メモ: 製品をアンインストールした後、SF の以前のバージョンでは SF 6.2 のデフォルトの
ディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
シャットダウンして、インストール済みの SF RPMを削除するには

1

ファイルシステムテーブル /etc/fstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムのすべてのマウントポイントをマウント解除します。
# umount /mount_point

3

VxVM RPM（VRTSvxvm）がインストールされている場合は、VxVM のアンインストー
ル手順に従います。
p.159 の 「ルータビリティの削除」 を参照してください。

4

キャッシュ領域がオンラインの場合は、VxVM RPMをアンインストールする前に、
キャッシュ領域をオフラインにする必要があります。 次のコマンドを使って、キャッシュ
領域をオフラインにします。
# sfcache offline cachename

5

必要な手順がすべて実行されたことを確認します。
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6

/opt/VRTS/install ディレクトリに移動して、アンインストールスクリプトを実行しま

す。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsf<version>
<version> は特定のリリースバージョンです。

または、rsh を使っている場合、次を使います。
# ./uninstallsf<version> -rsh

p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

7

アンインストールスクリプトにより、システム名の入力を求めるメッセージが表示されま
す。SF をアンインストールする 1 つ以上のシステム名を、sys1 のようにスペースで
区切って入力します。
Enter the system names separated by spaces: [q?] sys1 sys2

8

アンインストールスクリプトにより、製品プロセスの停止を求めるメッセージが表示され
ます。［yes］と回答すると、プロセスが停止し、RPMがアンインストールされます。
アンインストールスクリプトにより、ログファイルが作成され、ログファイルの場所が表
示されます。

9

RPMには、通常カーネルコンポーネントがあります。 完全に削除するために、すべ
てのRPMを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。

10 アンインストールで VRTS RPMをすべて削除できない場合はインストーラのログで
エラーの原因を調べるか、または pkgrm コマンドを使ってRPMを手動で削除しま
す。次に例を示します。
pkgrm VRTSvxvm

Web ベースのインストーラを使った SF のアンインストー
ル
この項では、Web ベースのインストーラを使うアンインストールの方法について説明しま
す。
メモ: 製品をアンインストールした後、SF の以前のバージョンでは SF 6.2 のデフォルトの
ディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
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SF をアンインストールするには

1

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

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.47 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択しま
す。

4

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

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

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

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
RPMには、通常カーネルコンポーネントがあります。完全に削除するために、すべ
てのRPMを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。

ライセンスファイルの削除（オプション）
オプションで、ライセンスファイルを削除できます。
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Veritas ライセンスファイルを削除するには

1

システムにインストールされているライセンスキーファイルを確認するには、次のよう
に入力します。
# /sbin/vxlicrep

出力には、ライセンスキーと、それに関連する製品の情報が一覧表示されます。

2

ライセンスキーファイルが格納されているディレクトリに移動し、一覧表示します。
# cd /etc/vx/licenses/lic
# ls -a

3

手順 1 の出力を使って、手順 2 で一覧表示されたキーファイルのうち不要なものを
特定し、削除します。不要なキーは、ライセンスキーファイルを削除することで削除
できます。

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

1

ホストで作成された SFDB リポジトリを特定します。
Oracle:
# cat /var/vx/vxdba/rep_loc
{
"sfae_rept_version" : 1,
"oracle" : {
"SFAEDB" : {
"location" : "/data/sfaedb/.sfae",
"old_location" : "",
"alias" : [
"sfaedb"
]
}
}
}

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。

Oracle:
# rm -rf /data/sfaedb/.sfae

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

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

3

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

これで SFDB リポジトリの削除が完了します。
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応答ファイルを使用した SF
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った SF のアンインストール

■

Storage Foundation をアンインストールするための応答ファイル変数

■

SF アンインストールの応答ファイルサンプル

応答ファイルを使った SF のアンインストール
一般に、あるシステムで SF のアンインストールを実行した後にインストーラが生成する応
答ファイルは、他のシステムで SF をアンインストールするために使えます。
自動アンインストールを実行するには

1

SF をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。

2

SF をアンインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

4

応答ファイルをコピーしたシステムからアンインストールを開始します。次に例を示し
ます。
# /opt/VRTS/install/uninstallsf<version>
-responsefile /tmp/response_file
<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイルの

絶対パス名です。
p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
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Storage Foundation をアンインストールするための応
答ファイル変数
表 20-1 に、SF を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 20-1

SF をアンインストールするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{systems}

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

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

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

CFG{opt}{tmppath}

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

CFG{opt}{logpath}

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

CFG{opt}{uninstall}

SF RPMをアンインストールします。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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SF アンインストールの応答ファイルサンプル
次の例は、Storage Foundation をアンインストールするための応答ファイルを示してい
ます。
our %CFG;
$CFG{opt}{redirect}=1;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="SF62";
$CFG{systems}=[ qw(thoropt89 thoropt90) ];
1;
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7
インストールの参考情報

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. インストール用のチューニングパラメータファイル

■

付録 C. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 D. Storage Foundation のコンポーネント

■

付録 E. インストール問題のトラブルシューティング

■

付録 F. 他の製品とともに Storage Foundation をインストールする場合の互換性問
題

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

インストールスクリプトオプション

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Symantec Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.40 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-allpkgs

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

-comcleanup

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

-comsetup

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

-configure

インストール後、製品を設定します。
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コマンドラインオプション

機能

–hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-disable_dmp_native_support

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

-online_upgrade

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

-patch_path

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

-patch2_path

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

-patch3_path

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

-patch4_path

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

-patch5_path

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

-installallpkgs

-installallpkgs オプションは、すべてのRPMを
選択するために使います。

-installrecpkgs

-installrecpkgs オプションが推奨の RPM セッ
トを選択するために使用します。

–installminpkgs

-installminpkgs オプションは、最小の RPM セッ
トを選択するために使用します。
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コマンドラインオプション

機能

-ignorepatchreqs

-ignorepatchreqs オプションは、前提条件の
RPMやパッチがシステムで見つからない場合でも、イ
ンストールやアップグレードを許可するために使われ
ます。

–keyfile ssh_key_file

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

–kickstart dir_path

Linux RHEL Kickstart でのインストールのために
Kickstart 設定ファイルを生成します。ファイルは、
Kickstart インストールに使うことができる形式で、正し
いインストール順序でのシマンテック社のRPMのリス
トが含まれます。dir_path はファイルを作成するディ
レクトリのパスを示します。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

–logpath log_path

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

-makeresponsefile

応答ファイルのみを生成するには、
-makeresponsefile オプションを使用します。こ
のオプションを使用すると、実際のソフトウェアインス
トールは行われません。

-minpkgs

指定の製品に必要な最少の RPM を表示します。
RPM は正しいインストール順序で列挙されます。オ
プションのRPMは列挙されません。出力を使って、コ
マンドライン経由のインストールスクリプトまたはネット
ワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
allpkgs オプションを参照してください。

-noipc

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

-nolic

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

175

付録 A インストールスクリプト
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

–pkginfo

RPMのリストとインストールの順序を、人間が読み取り
可能な形式で表示します。このオプションは、個々の
製品インストールスクリプトにのみ適用されます。たと
えば、-pkginfo オプションを指定して installvcs スクリ
プトを実行し、VCS RPMを表示します。

–pkgset

指定のシステムにインストールされているRPMグルー
プ（最小、推奨、すべて）とRPMを検出して表示しま
す。

-pkgtable

製品のRPMを正しいインストール順序でグループご
とに表示します。

–postcheck

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

-precheck

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

-prod

操作のために製品を指定します。

–recpkgs

指定の製品に必要な推奨の RPM を表示します。
RPM は正しいインストール順序で列挙されます。オ
プションのRPMは列挙されません。出力を使って、コ
マンドライン経由のインストールスクリプトまたはネット
ワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
allpkgs オプションを参照してください。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-require

インストーラパッチファイルを指定します。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必須の
RPM、ファイルシステム領域、その他のシステム必要
条件が表示されます。
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コマンドラインオプション

機能

–responsefile response_file

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

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指
定します。
p.193 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

–serial

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

-settunables

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

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-timeout

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

–tmppath tmp_path

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

機能

-tunables

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

-tunables_file tunables_file

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

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

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

-yumgroupxml

-yumgroupxml オプションは、yum グループ定義
XML ファイルを生成するために使われます。
createrepo コマンドは、製品のRPMすべての自動
インストールに対して yum グループを作成するため
に RedHat Linux のファイルを使うことができます。
XML ファイルを格納するのに使用可能な場所は、絶
対パスとして指定してください。 -yumgroupxml オ
プションは Red Hat Linux でのみサポートされます。
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B
インストール用のチューニン
グパラメータファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータファイルの設定につ
いて

■

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定

■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータファイルの設定について
チューニングパラメータファイルを使って製品とシステムのデフォルト以外のチューニング
パラメータを設定できます。 このファイルを使うと、I/O ポリシーなどのチューニングパラ
メータを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。 チューニ
ングパラメータファイルは、インストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを
設定します。 このファイルを使うと、次の操作を行うときのチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムのインストール、設定、またはアップグレードを行うとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.180 の 「インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定」 を
参照してください。
■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys1sys2 ...]

p.181 の 「他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.182 の 「非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定」 を参照
してください。
p.26 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
このマニュアルの説明から、使用するチューニングパラメータを選択します。
p.184 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパ
ラメータの設定
インストール手順用のチューニングパラメータファイルを使って、デフォルト以外のチュー
ニングパラメータを設定できます。 tunablesfile オプションを指定したインストールスク
リプトを呼び出します。 チューニングパラメータファイルは、スクリプトに引数を渡して、選
択したチューニングパラメータを設定します。 このマニュアルの説明から、使用するチュー
ニングパラメータを選択します。
p.184 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
インストール、設定、アップグレード用にデフォルト以外のチューニングパラメータを設定
するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.183 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

インストール、設定、またはアップグレード用のインストーラを起動します。次に例を
示します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file
-settunables [sys1 sys2 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使って、他のインストーラ関連操作を行わずにチューニングパラメータを設
定できます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多く
のパラメータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使
用するチューニングパラメータを選択します。
p.184 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.183 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

3

インストール前タスクを完了します。
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4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメー
タの設定
インストーラを使って、非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータを設定で
きます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多くのパラ
メータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使用する
チューニングパラメータを選択します。
p.184 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
非統合型応答ファイルを指定してチューニングパラメータを設定するには

1

SF をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認します。

2

インストール前のタスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.183 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

4

チューニングパラメータファイルを、チューニングするいずれかのシステムにコピーし
ます。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-responsefile オプションと -tunablesfile オプションを指定してインストーラを

起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

response_file_name は応答ファイルの絶対パス名です。tunables_file_name は、
チューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、チューニングパラメータと、それを
囲む開始と終了の文で構成されます。 行をコメントアウトするには、行の先頭にハッシュ
記号を使用します。 チューニングパラメータファイルは「our %TUN;」という行で開かれ、
真「1;」を戻す行で終了します。 真「1;」を戻す最後の行は、ファイルの最後に 1 つだけ
必要です。 適宜、各チューニングパラメータを定義します。
チューニングファイルテンプレートを作成するのにインストーラを使うことができます。また、
作成するチューニングファイルを手動でフォーマットすることもできます。
チューニングファイルテンプレートを作成するには
◆

-tunables オプションを指定してインストーラを起動します。次を入力します。
# ./installer -tunables

サポート対象のチューニングパラメータのリスト、チューニングファイルテンプレート
の場所が表示されます。
チューニングファイルを手動でフォーマットするには
◆

次の手順でチューニングパラメータをフォーマットします。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;

system_name では、システム名、IP アドレス、またはワイルドカード記号を使用します。
value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータの種類によって異なります。
行はセミコロンで終了します。
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次に、チューニングパラメータファイルの例を示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
1;

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。 チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.184 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。 チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。 システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。 最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更して
います。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示
します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラ用のチューニングファイルを作成するときは、次の一覧にあるパラメータのみ
使用できます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について詳しくは『Symantec Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
表 B-1 は、チューニングファイルに指定できる、サポートされているチューニングパラメー
タについての説明です。
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表 B-1

サポートされているチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

autoreminor

（Veritas Volume Manager）ディスクグループの
インポート時に競合が発生した場合は reminoring
を有効にします。

autostartvolumes

（Veritas Volume Manager）ボリュームの自動リ
カバリを有効にします。

dmp_cache_open

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） ASL
（Array Support Library）によって実行されるデ
バイスの最初の起動がキャッシュに保存されるか
どうか。

dmp_daemon_count

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 管
理タスクに対するカーネルスレッドの数。

dmp_delayq_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）デバイスが
ビジー状態の場合に DMP がエラー処理を遅延
する時間間隔。

dmp_fast_recovery

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP が
HBA インターフェースから直接 SCSI エラー情
報を取得しようとする必要があるかどうか。この
チューニングパラメータは、Symantec Dynamic
Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_health_time

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）パスが健
全な状態を維持する必要がある時間（秒単位）。

dmp_log_level

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP コン
ソールメッセージが表示される詳細のレベル。

dmp_low_impact_probe

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） LIPP
（Low-Impact Path Probing）機能が有効化され
るかどうか。

dmp_lun_retry_timeout

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）一時的な
エラーを処理するための再試行期間。

dmp_monitor_fabric

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）イベントソー
スデーモン（vxesd）が SNIA （Storage
Networking Industry Association） HBA API を
使うかどうか。このチューニングパラメータは、
Symantec Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_monitor_osevent

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）イベントソー
スデーモン（vxesd）がオペレーティングシステム
のイベントを監視するかどうか。

dmp_monitor_ownership

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） LUN 所有
権の動的な変更が監視されるかどうか。

dmp_native_support

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP が
ネーティブデバイスのマルチパス化を行うかどう
か。

dmp_path_age

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）断続的に
エラーの発生しているパスが健全状態として DMP
でマーク付けされる前に監視されなければならな
い時間。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）次に使用
可能なパスに切り替わる前に DMP パスを通して
アレイに送信される連続 I/O ブロックのデフォル
ト数。

dmp_probe_idle_lun

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）パスリスト
アカーネルスレッドがアイドル状態の LUN をプ
ローブするかどうか。

dmp_probe_threshold

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアデー
モンによってプローブされるパスの数。

dmp_restore_cycles

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアポリ
シーが check_periodic である場合の check_all
ポリシーの実行間におけるサイクルの数。

dmp_restore_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアデー
モンがパスの状態を分析する時間間隔（秒単位）。

dmp_restore_policy

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP パ
スリストアスレッドによって使われるポリシー。

dmp_restore_state

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP パ
スリストアのカーネルスレッドが開始されるかどう
か。

dmp_retry_count

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）エラー状
態として DMP でマーク付けされる前にパスがパ
スビジーエラーを連続して報告する回数。

dmp_scsi_timeout

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 経
由で送信される SCSI コマンドのタイムアウト値。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_sfg_threshold

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）サブパス
フェールオーバーグループ（SFG）機能の状態。

dmp_stat_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 統
計情報の収集間の時間間隔。

fssmartmovethreshold

（Veritas Volume Manager） SmartMove のファ
イルシステム使用率のしきい値（%）。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生
成される最大ディスクキューを指定します。 イン
ストーラが設定できるのは max_diskq のシステ
ムデフォルト値のみです。特定のブロックデバイ
スに対するこのチューニングパラメータの設定に
ついて詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無
効にし、値 1（デフォルト）は従来の順次先読み
動作を維持し、値 2 はすべての読み取りに対し
て拡張先読みを有効にします。 インストーラが設
定できるのは read_ahead のシステムデフォルト
値のみです。特定のブロックデバイスに対するこ
のチューニングパラメータの設定について詳しく
は、tunefstab（4）マニュアルページを参照してく
ださい。

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ read_pref_io の並列読み取り要求
の数。 インストーラが設定できるのは
read_nstream のシステムデフォルト値のみです。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニン
グパラメータの設定について詳しくは、tunefstab
（4）マニュアルページを参照してください。

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。
インストーラが設定できるのは read_pref_io のシ
ステムデフォルト値のみです。特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設
定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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チューニングパラメータ

説明

reclaim_on_delete_start_time

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始する時刻。このチューニングパラ
メータは、Veritas Volume Manager の起動後に
設定する必要があります。

reclaim_on_delete_wait_period

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始するまで待機する日数。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

same_key_for_alldgs

（Veritas Volume Manager）すべてのディスクグ
ループに同じフェンシングキーを使います。この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

sharedminorstart

（Veritas Volume Manager）共有ディスクグルー
プのマイナー番号に使う範囲の開始値。この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

storage_connectivity

（Veritas Volume Manager） CVM ストレージ接
続性タイプ。このチューニングパラメータは、
Veritas Volume Manager の起動後に設定する
必要があります。

usefssmartmove

（Veritas Volume Manager） SmartMove 機能
を設定します（all、thinonly、none）。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

vol_checkpt_default

（Veritas File System） VxVM ストレージのチェッ
クポイントのサイズ（KB）。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_cmpres_enabled

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティ
からの I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms
単位）。 このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロック
を追跡するために Fast Mirror Resync が使うビッ
トマップの最大サイズ（KB）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O に
よって使われるメモリの最大容量（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサ
イズ（バイト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード
readback プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Volume Manager） Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ。

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操
作の最大サイズ（KB）。このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必
要があります。

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出
しに渡されるデータの最大サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度
に要求できる I/O 操作の数。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager） ioctl 呼び出しに
よって発行される VxVM I/O 操作の最大サイズ
（KB）。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点
（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。

189

付録 B インストール用のチューニングパラメータファイル
チューニングパラメータ値のパラメータ定義

チューニングパラメータ

説明

vol_rvio_maxpool_sz

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情
報収集を有効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プ
レックスに接続されるサブディスクの最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）ダーティ VxVM リー
ジョンの最大数。このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモー
ドのダーティリージョンの最大数。 このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager） VxVM ダーティリー
ジョンログ（DRL）リージョンの最小サイズ（KB）。
このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30
に対してキャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当
て要求のサイズ（バイト）。 このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使
われるメモリの最大容量（バイト）。 このチューニ
ングパラメータを有効にするには、システムを再
ブートする必要があります。
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説明

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレー
スバッファのサイズ（バイト）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliot_iobuf_default

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレース
バッファのデフォルトサイズ（バイト）。 このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを
再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O
トレースバッファの最大合計サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレース
バッファの最大サイズ（バイト）。 このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに
対して使用可能な VxVM トレースチャネルの最
大数。 このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップ
ショットによって使われる最大ページングモジュー
ルメモリ（KB）。

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる
VxVM RAID-5 一時再構築操作の最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vxfs_mbuf

（Veritas File System）VxFS バッファキャッシュ
に対して使われる最大メモリ。 このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内
のエントリの数。 このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。
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チューニングパラメータ

説明

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ write_pref_io の並列書き込み要求
の数。 インストーラが設定できるのは
write_nstream のシステムデフォルト値のみで
す。特定のブロックデバイスに対するこのチュー
ニングパラメータの設定について詳しくは、
tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイ
ズ。 インストーラが設定できるのは write_pref_io
のシステムデフォルト値のみです。特定のブロッ
クデバイスに対するこのチューニングパラメータの
設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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C
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

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

■

パスワードなし ssh の手動設定

■

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

■

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

■

ssh セッションの再起動

■

Linux の rsh の有効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Symantec ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、システムをインストール
して設定したりするためには、ノード間で通信を確立する必要があります。インストーラが
実行されるシステムには、rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェル）
ユーティリティを実行する権限が必要となります。 インストールは、Symantec ソフトウェア
をインストールするシステムのスーパーユーザー権限を使って実行する必要があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。シマンテック社では、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
メモ: SELinux を有効にした RHEL5/OEL5 システム上にインストールするときは、RedHat
の SELinux ポリシー制約のため、ssh のみがサポートされます。
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様々な方法で ssh および rshの 接続を設定できます。
■

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

■

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

ます。
■

パスワードユーティリティ pwdutil.pl を実行できます。

この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（sys1）と、ターゲットシステム（sys2）
の間に ssh を設定します。この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合にも当てはま
ります。
メモ: スクリプトベースと Web ベースのインストーラは、パスワード不要通信の確立をサ
ポートします。

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

図 C-1

ソースシステム: sys1
プライ
ベート
キー

ターゲットシステム: sys2

パブリ
ックキ
ー

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

1

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

2

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

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

3

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

4

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

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

Enter キーを再度押します。

5

次の行のような出力が表示されます。
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
1f:00:e0:c2:9b:4e:29:b4:0b:6e:08:f8:50:de:48:d2 root@sys1
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安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

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

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

2

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

3

sys2 の root パスワードを入力します。

4

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

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

5

SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit
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6

ターゲットシステムの authorized_keys ファイルに id_dsa.pub キーを追加しま
す。ターゲットシステム（この例では sys2）で ssh セッションを開始するには、sys1
で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh sys2

プロンプトで sys2 の root パスワードを入力します。
password:

sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # cat /root/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
sys2 # rm /root/id_dsa.pub

7

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

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

1

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

sys2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

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

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

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

できます。
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次を入力します。
# ./installer -comsetup
Input the name of the systems to set up communication:
Enter the Solaris 10 Sparc system names separated by spaces:
[q,?] sys2
Set up communication for the system sys2:
Checking communication on sys2 ................... Failed
CPI ERROR V-9-20-1303 ssh permission was denied on sys2. rsh
permission was denied on sys2. Either ssh or rsh is required
to be set up and ensure that it is working properly between the local
node and sys2 for communication
Either ssh or rsh needs to be set up between the local system and
sys2 for communication
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q,?] (y) y
Enter the superuser password for system sys2:
1)
2)
b)

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

Select the communication method [1-2,b,q,?] (1) 1
Setting up communication between systems. Please wait.
Re-verifying systems.
Checking communication on sys2 ..................... Done
Successfully set up communication for the system sys2
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pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接
続の設定
pwdutil.pl パスワードユーティリティは scripts ディレクトリの下の 6.2 リリースにバン

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

表 C-1

pwdutil.pl ユーティリティのオプション

オプション

使用法

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

処理の種類を指定します。デフォルトは「検査」
です。

--type|-t 'ssh|rsh'

接続の種類を指定します。フォルトは「ssh」で
す。

--user|-u '<user>'

ユーザー ID を指定します。デフォルトはローカ
ルユーザー ID です。

--password|-p '<password>'

ユーザーのパスワードを指定します。デフォルト
はユーザー ID です。
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オプション

使用法

--port|-P '<port>'

ssh 接続のポート番号を指定します。デフォルト
は 22 です。

--keyfile|-k '<keyfile>'

プライベートキーファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストをリストするファイルを指定します。

-debug

デバッグ情報を印刷します。

-h|-?

ヘルプメッセージを印刷します。

<host_URI>

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

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

す。次に例を示します。
■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

■

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

次のコマンドを使用して、設定ファイルの内容を参照できます。
# cat /tmp/sshrsh_hostfile
user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2
user3:password3@hostname3
user4:password4@hostname4
# all default: check ssh connection with local user
hostname5
The following exit values are returned:
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0
1
2
3
4
5
255

Successful completion.
Command syntax error.
Ssh or rsh binaries do not exist.
Ssh or rsh service is down on the remote machine.
Ssh or rsh command execution is denied due to password is required.
Invalid password is provided.
Other unknown error.

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

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合

ssh を再起動するには

1

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

2
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root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
sys1 # ssh-add

Linux の rsh の有効化
次の項では、リモートシェルを有効にする方法について説明します。
Symantec 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することをお勧めしま
す。
p.194 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照し
てください。
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rhel6/sles の rsh を有効にするには

1

rsh および rsh-server RPM がインストールされていることを確認するには、次の

コマンドを入力します。
# rpm -qa | grep -i rsh
/etc/securetty ファイルにまだ「rsh」行がない場合は、次のコマンドを入力して

追加します。
# echo "rsh" >> /etc/securetty

2

/etc/xinetd.d/rsh ファイル内の disable = no 行を修正します。

3

/etc/pam.d/rsh ファイル内で、auth タイプを required から sufficient に変

更します。
auth

sufficient

4

「promiscuous」フラグを /etc/pam.d/rsh and /etc/pam.d/rlogin の項目
「pam_rhosts_auth.so」の後に追加します。

5

rsh サーバーを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig rsh on

6

.rhosts ファイルを修正します。.rhosts ファイルの各行には、各リモートシステム

の完全修飾ドメイン名または IP アドレスが記述されています。このファイルには、ロー
カルシステムへのアクセス権を持っているユーザーの名前も記述されています。たと
えば、ルートユーザーが sys1 に sys2 からリモートアクセスする必要がある場合は、
sys2 のエントリを追加します。次のコマンドを入力して、sys1 の .rhosts ファイルに
companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

7

Symantec 製品をインストールします。
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rhel6/sles の rsh を無効にするには

1

/etc/securetty ファイル内の rsh エントリを削除します。

2

次のコマンドを入力することで rsh サーバーを無効にします。
# chkconfig rsh off

3

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

rhel7 の rsh を有効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が有効になります。
# systemctl start rsh.socket
# systemctl start rlogin.socket
# systemctl enable rsh.socket
# systemctl enable rlogin.socket
# echo rsh >> /etc/securetty
# echo rlogin >> /etc/securetty
#echo “+ +” >> /root/.rhosts

rhel7 の rsh を無効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が無効になります。
#
#
#
#

systemctl
systemctl
systemctl
systemctl

stop rsh.socket
stop rlogin.socket
disable rsh.socket
disable rlogin.socket
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D
Storage Foundation のコン
ポーネント
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation インストール RPM

■

Symantec Storage Foundation で廃止および再編成されたインストールRPM

Storage Foundation インストール RPM
表 D-1 に、Storage Foundation の各英語RPMのRPM名と内容を示します。この表に
は、最小、推奨、拡張のいずれの設定を選択するのかに基づいて、どのRPMをインストー
ルするのかに関するガイドラインも示します。
すべての Storage Foundation と VCS（Symantec Cluster Server）RPM をインストー
ルした場合、組み合わせた機能性を Storage Foundation and High Availability と呼び
ます。
表 D-1

Storage Foundation RPM

RPM

内容

設定

VRTSaslapm

ASL（Array Support Library）と APM
（Array Policy Module）のバイナリ

最小

各種ストレージアレイのサポートと互換性
のために必要です。
VRTSperl

Perl 5.16.1 for Veritas

最小
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RPM

内容

設定

VRTSvlic

Symantec License Utilities

最小

Storage Foundation ライセンスキーをデ
コードするために必要な、ライセンスキー
のレイアウトファイルをインストールします。
標準ライセンスキーユーティリティ
vxlicrep、vxlicinst、vxlictest を提供しま
す。
VRTSvxfs

Veritas File System バイナリ

最小

VxFS ファイルシステムサポートのために
必要。
VRTSvxvm

Veritas Volume Manager バイナリ、スク 最小
リプトとユーティリティ。 VxVM ボリューム
マネージャサポートのために必要。

VRTSdbed

Storage Management Software for
Databases

推奨

VRTSob

Veritas Enterprise Administrator
Service

推奨

VRTSodm

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager

推奨

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager は、Oracle 用に特に設計され
た、独自のストレージインターフェースで
す。Oracle Disk Manager により、Oracle
の性能が改善され、システム帯域幅を管
理できます。
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RPM

内容

設定

VRTSsfcpi62

Symantec Storage Foundation インス
トーラ

最小

Storage Foundation 共通製品インストー
ラ RPM には、次を実行するインストーラ
ライブラリと製品スクリプトが含まれます。
■

インストール

■

設定

■

アップグレード

■

アンインストール

■

ノードの追加

■

その他

これらのスクリプトを使用して、ネーティブ
オペレーティングシステムのインストール、
設定、アップグレードを単純にできます。
VRTSsfmh

Veritas Operations Manager 管理対象 推奨
ホスト
Storage Foundation 管理対象ホストの
設定情報を検出します。中央サーバーで
この管理対象ホストの管理と監視を行う場
合は、サーバー上の VRTSsfmcs RPM
のダウンロードとインストールを行い、中
央サーバーにこの管理対象ホストを追加
します。VRTSsfmcs RPM はこのリリース
に含まれていません。次から別途ダウン
ロードできます。
http://www.symantec.com/
veritas-operations-manager

VRTSspt

Veritas Software Support Tools

推奨

VRTSfsadv

Veritas File System Advanced

最小

VRTSfssdk

Veritas File System Software
Developer Kit

すべて

VxFS API の場合、RPM にはパブリック
Software Developer Kit（ヘッダー、ライ
ブラリ、サンプルコード）があります。ユー
ザープログラムで VxFS API を使う場合
に必要です。
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Symantec Storage Foundation で廃止および再編成さ
れたインストールRPM
表 D-2 は Storage Foundation の廃止、または再編成された RPM をリストします。
表 D-2

Symantec Storage Foundation で廃止および再編成されたRPM

RPM

説明

6.2 では廃止されて再編成された
VRTSat

廃止

VRTSatClient

廃止

VRTSatServer

廃止

5.1 では廃止されて再編成された
インフラストラクチャ
SYMClma

廃止

VRTSaa

VRTSsfmh に統合

VRTSccg

VRTSsfmh に統合

VRTSdbms3

廃止

VRTSicsco

廃止

VRTSjre

廃止

VRTSjre15

廃止

VRTSmh

VRTSsfmh に統合

VRTSobc33

廃止

VRTSobweb

廃止

VRTSobgui

廃止

VRTSpbx

廃止

VRTSsfm

廃止

VRTSweb

廃止

製品RPM
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RPM

説明

VRTSacclib

廃止
次の情報は、スクリプトベースまたは Web ベー
スのインストーラを使って、インストール、アップ
グレード、アンインストールを行うためのもので
す。
■

■

■

新規インストールの場合、VRTSacclib はイ
ンストールされません。
アップグレードの場合、VRTSacclib はアン
インストールされません。
アンインストールの場合、VRTSacclib はア
ンインストールされません。

VRTSalloc

廃止

VRTScmccc

廃止

VRTScmcm

廃止

VRTScmcs

廃止

VRTScscm

廃止

VRTScscw

廃止

VRTScsocw

廃止

VRTScssim

廃止

VRTScutil

廃止

VRTSd2gui-common

VRTSdbed に統合

VRTSdb2ed-common

VRTSdbed に統合

VRTSdbcom-common

VRTSdbed に統合

VRTSdbed-common

VRTSdbed に統合

VRTSdcli

廃止

VRTSddlpr

廃止

VRTSlvmconv

VRTSvxvm に統合

VRTSdsa

廃止

VRTSfsman

製品のメイン RPM に含まれる。
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RPM

説明

VRTSfsmnd

製品のメイン RPM に含まれる。

VRTSfspro

VRTSsfmh に統合

VRTSmapro-common

VRTSsfmh に統合

VRTSodm-common

VRTSodm に統合

VRTSodm-platform

VRTSodm に統合

VRTSorgui-common

廃止

VRTSvcsdb

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsmn

VRTSvcs に統合

VRTSvcsor

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsvr

VRTSvcs に統合

VRTSvdid

廃止

VRTSvmman

製品のメイン RPM に含まれる。

VRTSvmpro

VRTSsfmh に統合

VRTSvrpro

VRTSob に統合

VRTSvrw

廃止

VRTSvxfs-common

VRTSvxfs に統合

VRTSvxfs-platform

VRTSvxfs に統合

VRTSvxmsa

廃止

VRTSvxvm-common

VRTSvxvm に統合

VRTSvxvm-platform

VRTSvxvm に統合
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E
インストール問題のトラブル
シューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

VRTSspt RPM のトラブルシューティングツールについて

■

リモートシステムの root に対する不正な操作権限

■

アクセスできないシステム

■

Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールの 5.0x から 6.2 へ
のアップグレード（2184482）

■

webinstaller のトラブルシューティング

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
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WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to run Symantec Storage
Foundation/Symantec Cluster Server.As set forth in the End User
License Agreement (EULA) you must complete one of the two options
set forth below. To comply with this condition of the EULA and
stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst' and validate using the command
'vxkeyless set NONE'.

EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
p.32 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# /opt/VRTS/bin/vxlicrep

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

VRTSspt RPM のトラブルシューティングツールについて
VRTSspt RPMでは、システムのトラブルシューティングと設定情報の収集を行うための
一連のツールが提供されます。VRTSspt RPM をインストールして使うと、シマンテック社
サポートが発生した問題を簡単に診断できるようになります。
これらのツールを使って、Veritas File System と Veritas Volume Manager のメタデー
タ情報を収集し、ファイルシステムとボリュームマネージャのパフォーマンスを測定するた
めの各種ベンチマークを確立できます。 これらのツールはシマンテック社製品の操作に
は必要ありませんが、シマンテック社サポートとの間でサポートインシデントを開く必要が
生じたときのためにインストールすることをお勧めします。VRTSspt RPM を使う際は十分
に注意し、必ずシマンテック社サポートを利用してください。
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リモートシステムの root に対する不正な操作権限
操作権限が不適切です。インストールしている各システムに対し、リモート root アクセス
権限を持っていることを確認します。

Failed to setup rsh communication on 10.198.89.241:
'rsh 10.198.89.241 <command>' failed
Trying to setup ssh communication on 10.198.89.241.
Failed to setup ssh communication on 10.198.89.241:
Login denied
Failed to login to remote system(s) 10.198.89.241.
Please make sure the password(s) are correct and superuser(root)
can login to the remote system(s) with the password(s).
If you want to setup rsh on remote system(s), please make sure
rsh with command argument ('rsh <host> <command>') is not
denied by remote system(s).
Either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication
Would you like the installer to setup ssh/rsh communication
automatically between the nodes?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q] (y) n
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
The ssh permission denied on 10.198.89.241
rsh exited 1 on 10.198.89.241
either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication

推奨される解決法: ssh または rsh を使ったリモートアクセスを許可するよう、システムを
セットアップする必要があります。
p.193 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
メモ: SF のインストールと設定の完了後、リモートシェル操作権限を削除します。
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アクセスできないシステム
指定したシステムにアクセスできません。この理由としては、システム名が誤って入力され
た、システムがネットワーク経由で使えないなど、さまざまな可能性があります。
Verifying systems: 12% ....................................
Estimated time remaining: 0:10 1 of 8
Checking system communication .............................. Done
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
cannot resolve hostname host1
Enter the Linux system names separated by spaces: q,? (host1)

推奨される解決法: システム名を正しく入力したことを確認します。ホストのアクセス可能
性を確認するために ping（1M）コマンドを使います。

Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）
ツールの 5.0x から 6.2 へのアップグレード（2184482）
SFHA または SF for Oracle RAC のバージョン 5.0 を SFHA または SF for Oracle
RAC のバージョン 6.2 にアップグレードすると、sfua_rept_migrate コマンドによって
エラーメッセージが表示されます。
SF バージョン 5.0 から SF 6.2 にアップグレードするとき S*vxdbms3 起動スクリプトの
名前が NO_S*vxdbms3 に変更されます。sfua_rept_upgrade では S*vxdbms3 起
動スクリプトが必要です。このため、sfua_rept_upgrade が実行されると、S*vxdbms3
起動スクリプトが見つからず、上記のエラーメッセージが表示されます。
/sbin/rc3.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

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

webinstaller のトラブルシューティング
この項では、webinstaller スクリプトを使うときに起きる可能性がある問題について、考
えられる解決法を提供します。
■

問題: webinstaller スクリプトがエラーを報告することがある。
webinstaller を使うときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
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Error: could not get hostname and IP address

対策: /etc/hosts と /etc/resolv.conf ファイルが正しく設定されていることを確
認します。
■

問題: ホスト名が完全修飾ドメイン名ではない。
https://<hostname>:<port>/ のホスト名には、完全修飾ドメイン名を使う必要がありま
す。
対策: domain セクションが /etc/resolv.conf ファイルに定義済みであるかどうか
を確認してください。

■

問題: Firefox 3 がエラーを報告することがある。
Firefox 3 を使うときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
Certificate contains the same serial number as another certificate.

対策: FireFox のナレッジベース Web サイトにアクセスしてください。
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Certificate+contains+the+same+serial+number+as+another+certificate

F
他の製品とともに Storage
Foundation をインストール
する場合の互換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ほかのシマンテック社製品が存在する環境での Storage Foundation 製品のインス
トール、アンインストール、またはアップグレード

■

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストー
ル、またはアップグレード

■

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイン
ストール、またはアップグレード

ほかのシマンテック社製品が存在する環境での Storage
Foundation 製品のインストール、アンインストール、ま
たはアップグレード
ほかのシマンテック社製品がインストールされている環境に Storage Foundation をイン
ストールすると、互換性の問題が生じることがあります。たとえば、VOM、ApplicationHA、
NetBackup が存在するシステムに Storage Foundation 製品をインストールする場合な
どです。

付録 F 他の製品とともに Storage Foundation をインストールする場合の互換性問題
VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストール、またはアップグレード

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のイ
ンストール、アンインストール、またはアップグレード
VOM がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation 製品のインス
トールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

VOM Central Server が存在する環境で Storage Foundation 製品をインストール
またはアップグレードすると、インストーラによって VRTSsfmh のアップグレードがス
キップされ、VOM Central Server と管理対象ホストRPM そのままの状態で残されま
す。

■

VOM Central Server が存在する環境で Storage Foundation 製品をアンインストー
ルすると、インストーラによって VRTSsfmh がアンインストールされません。

■

VOM 管理対象ホストが存在する環境で Storage Foundation 製品をインストールま
たはアップグレードすると、VRTSsfmh をアップグレードすることを通知する警告メッ
セージがインストーラによって表示されます。

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製
品のインストール、アンインストール、またはアップグレー
ド
NetBackup がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイン
ストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたはアッ
プグレードを行うと、インストーラは VRTSpbx と VRTSicsco のアンインストールは実
行しません。 VRTSat のアップグレードは行われません。

■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のアンインストールを行う
と、インストーラは VRTSpbx、VRTSicsco、VRTSat のアンインストールは実行しま
せん。
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