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このリリースノートについて

このリリースノートについて
このリリースノートには Linux 対応の Symantec Storage Foundation and High
Availability（SFHA）バージョン 6.1 に関する重要な情報が記載されています。SFHA を
インストールまたはアップグレードする前に、このリリースノートをすべてお読みください。
リリースノートに記載された情報は、SFHA の製品マニュアルに記載の情報に優先しま
す。
これは『Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート』の マニュ
アルバージョン: 6.1 Rev 0 です。始めに、このガイドの最新版を使っていることを確認し
てください。最新の製品マニュアルはシマンテック社の Web サイトで利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents

コンポーネント製品のリリースノート
このリリースノートに加え、コンポーネント製品のリリースノートを確認してから製品をインス
トールしてください。
マニュアルはソフトウェアメディアの次の場所で、PDF 形式で利用可能です。
/docs/product_name

シマンテック社は、システムの /opt/VRTS/docs ディレクトリにファイルをコピーすること
を推奨します。
このリリースには、次のコンポーネント製品のリリースノートが含まれます。
■

Symantec Storage Foundation リリースノート（6.1）

■

Symantec Cluster Server リリースノート（6.1）

Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions 製品について
SFHA（Symantec Storage Foundation and High Availability）Solutions は、ストレー
ジ管理と異機種混在ストレージ環境での管理を実現する一連の製品です。
この節は、必要な製品の判断に役立ちます。
表 1-1 に各製品とそのコンポーネントのメリットを示します。
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表 1-1
製品

SFHA Solutions 製品の比較
コンポーネント

メリット

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

■

ダウンタイムを最小化します

■

サーバーの統合とフェールオーバーを促進
します
実際には異機種混合環境の広い応用範囲
を管理します
I/O フェンシングを使ってデータ整合性を保
護します

Dynamic Multi-Pathing（DMP）は、システムに構成さ DMP
れているデバイスに対するマルチパス機能を提供しま
す。 この製品は、DMP メタデバイス（DMP ノード）を
作成して、同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて
示します。

■

■

■

■

■

■

Symantec Replicator Option はコスト効率の高い
VVR
データレプリケーションを IP ネットワーク上で有効に
VFR
し、従来のアレイベースのレプリケーションアーキテク
チャに代わって非常に柔軟なストレージハードウェア
非依存型のアーキテクチャを組織に提供します。

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

VVR
■

■
■

■

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

VFR

■

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

■

重複排除

■

手違いによる書き込みからターゲットファイル
システムを保護します

■
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製品

コンポーネント

メリット

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

■

■

異機種混在環境全体のストレージ利用率を
増やします
重複排除と圧縮

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

■

ストレージの自動階層化

■

ストレージの集中管理

■

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

■

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

SFHA（Storage Foundation High Availability）には、 DMP、VxVM、
VCS の高可用性と SF のすべての機能が組み込ま VxFS、VCS
れています。

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File
DMP、VxVM、
System High Availability）は、ストレージエリアネット VxFS、VCS、
ワーク（SAN）環境で共有データをサポートするため CVM、SFCFSHA
に Symantec Storage Foundation を拡張します。
複数のサーバーがアプリケーションに対して透過的に
共有ストレージとファイルに同時にアクセスできます。

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

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

CVM（Cluster Volume Manager）は VxVM を拡張し
て共有ディスクグループをサポートします。 CFS
（Cluster File System）は VxFS を拡張して並列クラ
スタをサポートします。
SFRAC（Storage Foundation for Oracle RAC）は、
シマンテック社のストレージ管理と高可用ソフトウェア
を統合したスイートです。ソフトウェアは Real
Application Cluster (RAC) の環境のパフォーマンス、
可用性と管理性を改善するために設計されます。

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

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

SFCFSHA のすべてのメリット

■

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

Sybase ASE CE の Storage Foundation は、シマン
テック社のストレージ管理と高可用ソフトウェアを統合
したスイートです。 ソフトウェアは、UNIX プラットフォー
ムでの Sybase ASE CE のパフォーマンス、高可用
性、管理性の向上を図って設計されています。

DMP、VxVM、
VxFS、VCS、
CVM、SFCFSHA
や Sybase ASE CE
のサポート

■

DMP のすべてのメリット

■

SF のすべてのメリット

■

VCS のすべてのメリット

■

SFCFSHA のすべてのメリット

■

Sybase 社のクラスタ化ソリューションを使っ
て完全統合すると同時にデータベース管理
を単純化する SF Sybase ASE CE をサポー
トします
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製品

コンポーネント

Symantec ApplicationHA は仮想化環境の仮想マシ Symantec
ンの内部で実行中のアプリケーションに監視機能を提 ApplicationHA、
供します。Symantec ApplicationHA は、物理ホスト VCS
の Symantec Cluster Server（VCS）が提供するコア
になる高可用性機能にアプリケーションを認識する層
を追加します。 Symantec ApplicationHA は VCS に
基づき、エージェント、リソース、サービスグループな
どの類似概念を使います。 ただし、Symantec
ApplicationHA は、仮想化環境のより迅速なインストー
ルと設定を可能にする軽量版のサーバーフットプリン
トを使用します。

メリット
■

VCS とのアウトオブザボックス統合

■

アプリケーションの完全な可視性と制御、お
よび仮想マシンで実行中のアプリケーション
の起動、停止、監視を行う機能
アプリケーションの高可用性、内部でアプリ
ケーションが動作する仮想マシンの高可用
性
段階的アプリケーションエラー管理応答

■

■
■

■

Veritas Operations Manager コンソールと
統合した単一インターフェースを使ってアプ
リケーションを管理する標準的な方法
特殊なアプリケーション保守モード（このモー
ドでは、Symantec ApplicationHA を使っ
て、保守またはトラブルシューティングの対
象になっているアプリケーションを意図的に
停止できます）

Veritas Operations Manager には、Symantec
すべて
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。

■

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

■

VCS のすべてのメリット

■

Symantec ApplicationHA のすべてのメリッ
ト

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

■

■

Storage Foundation 製品の各種機能を標
準的な方法で集中的に管理します
個々のホストとそのストレージを管理するビ
ジュアルインターフェース
複数のオペレーティングシステムプラット
フォーム間で、データセンターで動作してい
る Storage Foundation のすべてのインスタ
ンスを表示します
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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。SORT により、データセンターをさらに
効率的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

■

リスクの特定およびサー ■
バー固有の推奨事項の取
得
■

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
シマンテック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システムを分析して、インストー
ルとアップグレードのカスタムレポートを生成する。
パッチを製品またはプラットフォームごとに、インストールする必要
がある順番で一覧表示する。ごく最近のパッチまたは過去のパッ
チを表示してダウンロードする。
ASL （Array Support Library）の詳細をベンダー、プラットフォー
ム、SFHA （Storage Foundation and High Availability）のバー
ジョンごとに表示する。ASL により、SFHA ベースのサーバーに接
続されているアレイの管理が簡単になります。
エージェントのタイプ、アプリケーション、プラットフォームに基づい
て、VCS と ApplicationHA のエージェント、マニュアル、ダウンロー
ドを一覧表示する。
潜在的な環境リスクに備えサーバーを分析する。システムの可用
性、ストレージの使用状況、パフォーマンス、ベストプラクティスに
関する特定の推奨事項を使ってリスク評価カスタムレポートを生成
する。
何千ものシマンテックエラーコードの説明と解決策を表示する。
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効率の向上

■

■

■

■

■

パッチ、アレイ固有のモジュール（ASL、APM、DDI、DDL）、マニュ
アル、製品リリース、HCL （Hardware Compatibility List の略で
ハードウェア互換性リストの意味）、VCS/ApplicationHA エージェ
ントの変更について自動電子メール通知を取得する。
インストールされているシマンテック製品とライセンスキーの情報を
運用環境からすばやく収集する。製品名、バージョン、プラットフォー
ム、サーバー層、SPVU （Symantec Performance Value Unit）、
サポート終了期日を含む、ライセンスまたは配備のカスタムレポー
トを生成する。
製品ガイド、マニュアルページ、互換性リスト、サポート記事などの
シマンテック製品文書を一覧表示してダウンロードする。
シマンテック製品サポート、SymConnect フォーラム、カスタマケ
ア、シマンテック社のトレーニングと教育、シマンテック社の
FileConnect、ライセンシングポータル、my.symantec.com などの
重要なリソースへのリンクに 1 つのページからアクセスする。この
ページには、主要ベンダーのサポートサイトへのリンクも含まれま
す。
iOS デバイスから SORT 機能のサブセットを使う。次の Web サイ
トからアプリケーションをダウンロードする必要があります。
https://sort.symantec.com/mobile

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

重要なリリース情報
■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポート Web
サイトの最新 TechNote を確認してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211540

■

このリリースで利用可能な最新のパッチについては、次を参照してください。
https://sort.symantec.com/

■

このハードウェア互換性リストにはサポートされているハードウェアの情報が記されて
おり、定期的に更新されます。サポートされているハードウェアの最新情報について
は、次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211575
Storage Foundation and High Availability Solutions をインストール、またはアップ
グレードする前に、最新の互換性リストをチェックして、ハードウェアとソフトウェアの互
換性を確認してください。
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6.1 で導入された変更点
この項では Symantec Storage Foundation and High Availability 6.1 の変更点の一
覧を示します。

インストールとアップグレードに関する変更
6.1 の製品インストーラには、次の変更点が含まれています。

異なるプラットフォーム間でのインストールのサポート
インストール元システムとインストール先システムが異なるプラットフォームで動作している
場合でも、スクリプトベースのインストーラまたは Web ベースのインストーラを使って、サ
ポート対象プラットフォームを実行するインストール先システムに SFHA をインストールで
きます。

処理のパッチ修正と更新の向上
製品の保守リリースとパブリックホットフィックスリリースをインストーラから直接ダウンロード
できるようになりました。 -version オプションで installer コマンドを実行すると、イン
ストーラには利用可能な GA リリース、保守リリース、ホットフィックスリリースの一覧が表示
されます。 インターネットにアクセスしている場合は、インストーラのプロンプトに従って
ローカルシステムに利用可能なパッチとホットフィックスをダウンロードできます。
パッチとホットフィックスを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
呼び出しを行う必要があります。システムがファイアウォールの背後にある場合やインス
トーラがアウトバウンドネットワーク呼び出しを行わないようにする場合は、インターネット
パッチセンター（-noipc）オプションを使わずにインストーラを実行して外部ネットワーク
の試行を無効にします。 -noipc オプションを使うと、インストーラは SORT（Symantec
Operations Readiness Tools）Web サイトに接続しません。次に例を示します。
# ./installer -version -noipc system1 system2

インストーラのホットフィックスの自動ダウンロード
6.1 製品のインストーラを実行し、システムがインターネットにアクセスしている場合には、
インストーラは必要なインストーラのホットフィックスを自動的にインポートして使用を開始
します。
システムがインターネットにアクセスしていなくても、 Symantec Operations Readiness
Tools パッチ検索ツールを使ってインストーラのホットフィックスを手動でダウンロードでき
ます。
インストーラのホットフィックスを自動で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う必要があります。 システムがファイアウォールの背後にある
場合や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わないようにする場合は、イ
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ンターネットパッチセンター（-noipc）オプションを使わずにインストーラを実行して外部
ネットワークの試行を無効にします。 次に例を示します。
# ./installer -version -noipc system1 system2

配備サーバーを使用した集中型インストールのサポート
配備サーバーにより、複数のリリースイメージを中央の 1 つの場所に格納し、それらをサ
ポート対象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。バージョン 5.1 にさか
のぼるシマンテック製品用の製品バイナリを中央リポジトリにロードし、格納することができ
ます。
次のタスクを実行するために配備サーバーを使用することができます。
■

バージョンチェック

■

リリースイメージ管理

■

システムのインストールまたはアップグレード

■

メタデータおよび優先設定の更新

ベースリリース、保守パッチ、ホットフィックスを同時にインストール
またはアップグレードするためのサポート
バージョン 6.1 から提供している Install Bundles は、お使いのシステムを 1 回の手順で
簡単にベース、保守またはホットフィックスレベルにする、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。 Install Bundles はインストーラをマージする機能です。
お客様は一度の実行で保守レベルまたはホットフィックスレベルに直接インストールまた
はアップグレードすることができます。 Install Bundles は、より上位の保守またはホット
フィックスリリースへのポインタを持つ GA リリースからのインストーラの実行により構成さ
れています。インストーラによりそれらの両方が同じリリースイメージで組み合わせられた
ようにインストールされます。 さまざまなスクリプト、RPM およびパッチコンポーネントが
マージされ、複数のリリースが 1 つのインストールエンティティであるかのようにまとめてイ
ンストールされます。
5 つの可能な統合方法があります。すべての実行は最高レベルのスクリプトから実行す
る必要があります。
■

ベース + 保守

■

ベース + ホットフィックス

■

保守 + ホットフィックス

■

ベース + 保守 + ホットフィックス

■

ベースまたは保守 + 複数のホットフィックス
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Symantec Storage Foundation and High Availability（SFHA）関連の
変更
6.1 の Storage Foundation and High Availability（SFHA）には、次の変更点が含まれ
ています。

SmartIO: Linux 上のソリッドステートドライブでのキャッシュのサ
ポート
ソリッドステートドライブ（SSD）は、回転ディスクを備えていないデバイスです。 DRAM や
NAND フラッシュなどの現在のソリッドステート技術は、従来の回転ディスクに比べ、より
高速なデータアクセス、より優れた効率性、より小さな占有領域を実現しています。デー
タセンターでは、サーバー内、すべてのフラッシュアレイ、すべてのフラッシュアプライア
ンス、従来の HDD アレイとの統合など、さまざまなフォームファクタでソリッドステート技術
が使われます。それぞれのフォームファクタには異なる提案値が存在します。さらに、SSD
には PCIe、FC、SATA、SAS といった豊富な接続タイプがあります。配備する SSD の
タイプにかかわらず、現在における SSD のギガバイトあたりのコストは、それが長期スト
レージデバイスとしての地位を確立する妨げとなっています。データ効率と配置は、デー
タセンターによるソリッドステートへの投資に対する収益を最大化させる重要な要素です。
Storage Foundation and High Availability Solutions（SFHA Solutions）の SmartIO
機能により、I/O キャッシュを使用してソリッドステートドライブのデータ効率を向上させま
す。 SmartIO 機能には、ハードウェア技術に関する深い知識は不要です。 SmartIO 機
能は、どのデータをキャッシュに格納するのか、どのようにしてそのデータをキャッシュか
ら削除するのかを決定するために、拡張されたカスタマイズ可能なヒューリスティックを使
用します。このヒューリスティックでは、ワークフローの特性に関する SFHA Solutions の
知識が活用されます。
SmartIO は、複数のキャッシュモードと設定で、VxVM ボリュームにマウントされた VxFS
ファイルシステムに対する読み込みおよび書き込みキャッシュをサポートします。
■

VxVM ボリュームで動作するアプリケーションに対する読み込みキャッシュ

■

VxFS ファイルシステムで動作するアプリケーションに対する読み込みキャッシュ

■

VxFS ファイルシステムで動作するアプリケーションでのライドバックキャッシュ

■

VxFS ファイルシステムでのデータベースキャッシュ

■

VxVM ボリュームでのデータベースキャッシュ

SmartIO を使用するには、ターゲットデバイスでキャッシュ領域を設定します。 このタスク
は、アプリケーションがオンラインの場合、 1 つのコマンドで簡単に行うことができます。
アプリケーションが I/O 要求を発行すると、SmartIO はキャッシュからその I/O に対応で
きるかどうかを確認します。アプリケーションが下位のボリュームまたはファイルシステムか
らデータにアクセスすると、内部ヒューリスティックに基づき特定のデータがキャッシュに移
動します。後続の I/O はキャッシュから処理されます。
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これらの判断を行う SmartIO 機能に役立つ情報を追加して、キャッシュに保存するデー
タをカスタマイズすることもできます。
詳しくは、『Symantec™ Storage Foundation and High Availability Solutions SmartIO
for Solid State Drives ソリューションガイド』を参照してください。

Veritas Volume Manager に関する変更
6.1 の Veritas Volume Manager（VxVM）には、次の変更点が含まれています。

シン再利用コマンドの DMP サポート
このリリースでは、Dynamic Multi-Pathing（DMP）でシン再利用用の UNMAP コマンドの
ためのサポートが追加されました。 アレイごとの ASL（Array Support Library）では、アレ
イでサポートされる最適な再生方法が使用されます。 以前のリリースの DMP では、SCSI
には WRITE_SAME 方式、SSD デバイスには TRIM 方式が実行されていました。
vxdisk -p list コマンドを使用して、特定のデバイスに対しサポートされている再生イ
ンターフェースを表示することができます。
詳しくは、『 管理者ガイド』を参照してください。

ディスククローン操作の拡張
このリリースでは、ディスククローン操作が次のように拡張されています。
■

クローンディスクグループを updateid を使って部分的にインポートするには、-f オ
プションを指定する必要があります。

■

ホストでは元のディスクを認識できない場合でも、udid_mismatch フラグが付いてい
るディスクはインポート用に clone_disk とマークされます。

■

-c オプションを指定して、udid_mismatch フラグまたは clone_disk フラグの付い

たディスクをインポートできます。このオプションは、ディスクグループを標準のディス
クグループに変換します。
■

vxdisk -c updateudid ディスク名 コマンドは、udid_mismatch フラグと
clone_disk フラグを削除します。

■

vxdg adddisk コマンドで、-c オプションがサポートされるようになりました。
clone_disk フラグが付いているディスクを標準のディスクグループを追加するとき

に、これを使うことができます。
■

ディスクグループを udid_mismatch または clone_disk のディスクに作成すること
はできません。

■

ディスクが誤って udid_mismatch とマークされている場合は、vxdg -c init オプ
ションを使って、そのディスクにディスクグループを作成できます。
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■

udid_mismatch または clone_disk ディスクを -n newname オプションを使ってイ

ンポートする場合、それらのディスクはクローンディスクグループとしては扱われませ
ん。
■

vxdg import を -c オプションを指定して使うと、すべてのオブジェクトの update
dgid、updateudid、guid と共に、クローンディスクグループが標準の（クローンでな

い）ディスクグループに変換されます。
■

ディスクグループに複数のクローンの複製がある場合に tagname を設定したディス
クグループをインポートすると、タグを設定したディスクが選択されます。タグベースの
インポート操作では、最後にインポートしたディスクセットよりも、タグを設定したディス
クのほうが優先度が高くなります。以前のリリースでは、複数のクローンの複製に同じ
ディスクグループ ID がある場合、インポート操作は最後のインポートを優先していま
した。

Dynamic Reconfiguration ツールの機能拡張
ここでは、このリリースで Dynamic Reconfiguration ツールの拡張機能について説明し
ます。Dynamic Reconfiguration ツールは、次のように機能拡張されました。
■

削除する内蔵デバイスや LVM デバイスを表示しません。Dynamic Reconfiguration
ツールで無効なエントリを適切に削除できます。

■

命名規則が avid=no の場合や、必要な場合は、Dynamic Reconfiguration の操作
中に、デバイス名の変更を要求されます。名前の変更に同意した場合は、デバイスの
名前が変更され、デバイスの一覧が更新されます。
たとえば、xyz_8 という名前の LUN を削除し、エントリの xyz_7 と xyz_9 が残るとし
ます。この場合、DR ツールは、LUN の名前を変更するかどうかを尋ねます。変更に
同意すると、xyz_9 という名前が xyz_8 に変更されます。

■

ツールを使うたびに、dmpdr_yyyymmdd_HHMM.log 形式のログメッセージが記録され
ます。

■

デバイスの一覧が記載されているファイルを、削除操作の入力として受け入れます。

■

削除候補として、動作していないすべての LUN を表示します。

■

削除するディスクを選択するための、パターン一致をサポートします。たとえば、複数
の文字と一致するようにアスタリスク（*）を使ったり、単一の文字と一致するように（?）
を使うことができます。この機能は、デバイスの範囲を指定するオプションに代わるも
のです。

■

物理的にディスクを削除せずにディスクの削除操作を中止すると、データの破損を避
けるために Dynamic Reconfiguration ツールは選択したディスクに vxdisksetup
を実行するように促すメッセージを表示します。

Veritas File System に関する変更
VxFS (Veritas File System) 6.1 には、次の変更点が含まれています。
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64 ビットのクォータのサポート
リリース 6.1 から、ディスクレイアウトバージョン 10 で 64 ビットのクォータがサポートされ
るようになりました。以前は、クォータの使用限度として 1 TB までしか設定できなかった
ため、データの使用率が高い環境では、機能が制限されました。64 ビットのクォータがサ
ポートされるようになり、クォータの使用限度を 4 エクサバイトまで設定できるようになりま
した。
32 ビットのクォータは、ディスクレイアウトバージョン 9 またはそれ以前で引き続きサポー
トされます。同じクォータコマンドを、32 ビットと 64 ビットの両方のクォータに使うことがで
きます。
64 ビットのクォータの場合は、2 つの新しいクォータファイルがあります。グループのクォー
タのファイル名は quotas.grp.64 で、ユーザーのクォータのファイル名は quotas.64
です。これらのファイルは、ディスクレイアウトバージョンのアップグレードが完了した後、
各ファイルシステムに作成されます。
Veritas ファイルシステムのクォータファイルについて詳しくは、『管理者ガイド』を参照し
てください。
ディスクレイアウトバージョンのアップグレードについて詳しくは、『インストールガイド』を
参照してください。

maxlink サポート
64K サブディレクトリよりも多くのサポートが追加されました。 ファイルシステムで maxlink
が無効になっている場合、サブディレクトリの制限はデフォルトでは 32K です。ファイル
システムで maxlink が有効になっている場合、4294967295（2^32 – 1）までのサブディ
レクトリを作成することが可能です。
デフォルトでは maxlink は有効になっています。
『管理者ガイド』を参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 10
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョン 10 が現在のデフォルトバージョンです。
ディスクレイアウトバージョン 10 は SmartIO および maxlink のサポートを有効にします。
『管理者ガイド』を参照してください。

vxfsstat コマンドによるファイルシステムごとのメモリと VOP 統計の表示
vxfsstat コマンドで、ファイルシステムごとのメモリと VOP 統計を表示できるようになり

ました。 次のオプションにより統計が表示されます。
-B

ファイルシステムごとにメタデータバッファのキャッシュ統計を表示します。

-I

ファイルシステムごとの i ノードキャッシュと DNLC 統計を表示します。
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-x

ファイルシステムごとの統計を表示する既存のオプションに加え、メモリと VOP カウンタの
表示が新しく追加されました。 VOP カウンタには、VOP 時間と VOP カウントが含まれて
います。

SFDB ツールと関連した変更
以下の節では、6.1 の SFDB（ Storage Foundation for Databases）ツールと関連した
変更について説明します。

Oracle データベースリカバリの逆再同期
このリリースでは、SFDB ツールに Oracle データベースリカバリの逆再同期機能を再導
入しました。
逆再同期（逆再同期処理）は、FlashSnap サービスを使ってボリュームスナップショットか
らデータベースをリカバリする場合に役立ちます。
Storage Foundation Database FlashSnap サービスを使って、Oracle 環境でデータ
ベースの特定時点のオンライン複製イメージを逆再同期します。
逆再同期機能は 5.X リリースでサポートされていました。 この機能は 6.0 と 6.0.1 のリリー
スでは廃止されました。 現在のリリースでは、次の変更を加えて逆再同期機能を再導入
しています。
■

ReverseResyncAbort 操作の後で ReverseResyncBegin 操作を実行できます。

■

新しい（省略可能）パラメータを使って ReverseResyncBegin 操作でデータベース
のリカバリを次のように制御できます。
Reverse_Resync_Recovery
Reverse_Resync_Archive_Log

スナップショットボリュームの逆再同期には次のコマンドを使います。
■

逆再同期操作を開始する vxsfadm -o rrbegin

■

逆再同期の変更をコミットする vxsfadm -o rrcommit

■

逆再同期操作を中止するかまたは取り消して元のデータボリュームに戻す vxsfadm
-o rrabort

メモ: 逆再同期は RAC データベースではサポートされません。

サポート対象の DB2 設定
このリリースでは、SFDB ツールは DB2 10.1 リリースでサポートされます。
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サポート対象の Oracle 設定
6.1 リリースでは、SFDB ツールは Oracle データベース用の Oracle 12c リリースをサ
ポートしています。
メモ: Oracle 12c の場合、SFDB ツールは CDB および PDB データベースを含む
Multitenant データベース機能をサポートしていません。

Oracle RAC データベースに対するインスタントモードスナップショットのサポー
ト
6.1 では、SFDB ツールは Oracle RAC データベースに対するインスタントモードスナッ
プショットをサポートします。

レプリケーションと関連する変更
Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.1 は、レプリケーショ
ンと関連する次の変更を含んでいます。

新しい vfradmin ジョブの昇格コマンドと vfradmin ジョブリカバリコマンドを使っ
たレプリケーションの方向の簡単な変更
vfradmin コマンドには、単一コマンドをインスタンス化してレプリケーションの方向を変

更できる job promote キーワードと job recover キーワードがあります。 job recover
は災害の後、job promote は通常の状況で使います。
vfradmin（1M）マニュアルページを参照してください。

バルク転送を使った VVR レプリケーションパフォーマンスの機能強化
レプリケーションにネットワーク帯域幅を効果的に使うには、データを 256 KB にまとめて
ディザスタリカバリ (DR) サイトにレプリケートします。この一括データ転送は、VVR (Volume
Replicator) の CPU のオーバーヘッドを削減し、レプリケーションのスループット全体を
増やします。 圧縮を有効にした一括データ転送は圧縮比が向上し、一次側 CPU 使用
率を削減します。一括データ転送はバンカーレプリケーションとクロスプラットフォームレ
プリケーションではサポートされません。

一括書き込みを使った VVR I/O スループットの機能強化
複数のアプリケーションの書き込みをまとめて SRL に書き込むと、アプリケーションの I/O
スループットが増加し、VVR の CPU 利用率が低下します。 アプリケーションの書き込み
セットにログの場所を割り当て、書き込みを単一の書き込みにまとめて SRL に一括で書
き込むと、複数の書き込みをプライマリ RVG の SRL に置換できます。
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LLT、GAB、I/O フェンシングへの変更
ここでは、LLT、GAB、I/O フェンシングに追加された新しい機能または拡張について説
明します。

LLT への変更
6.1 の Symantec Cluster Server には、次の LLT への変更点が含まれています。

Linux の RDMA テクノロジに LLT および GAB が対応し、ノード間の相互接続が
高速化
RDMA（Remote Direct Memory Access）は、最小限の CPU 関与によりアプリケーショ
ンメモリ間でサーバーからサーバーへのデータの直接移動を可能にする、直接メモリア
クセス機能です。LLT および GAB の RDMA 対応はノード間の相互接続を高速化しま
す。RDMA は InfiniBand および RDMA over Converged Ethernet （RoCE）ネットワー
クでサポートされます。RDMA は高スループット、低遅延、最小限のホスト CPU 使用を
可能にし、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。RDMA は CVM（Cluster
Volume Manager）と CFS（Cluster File System）を使用した Flexible Shared Storage、
クラスタ環境における CVM を使用した IO Shipping のパフォーマンスを向上させます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』および『Symantec Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

LLT-RDMA API のサポート
-F オプションと一緒に lltping ユーティリティと llttest ユーティリティを使用することで、

RDMA API を使用できます。-F オプションを指定すると、ノード間のデータ転送に従来
の非 RDMA API ではなく LLT-RDMA API を使うことができます。

LLT コマンドの変更
このリリースでは次のコマンドの変更が行われています。
lltconfig のアップデート:
■

Linux では、LLT の新しいリンクタイプ「rdma」がサポートされました。実行時に、この
リンクタイプを使用して LLT の下に動的に RDMA リンクを追加することができます。

■

新しいオプション lltconfig -l が追加されました。新しいリンクを追加するとき、-l
オプションを使用してそのリンクが低優先度リンクであることを指定することができま
す。

Linux の lltstat のアップデート:
■

新しいオプション lltstat -r が追加されました。-r オプションは -nvv オプション
とともに使用します。-r オプションはさらに RDMA チャネル接続の状態を表示しま
す。
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■

lltstat -lv オプションの出力が変更されました。詳細情報が異なる形式で表示さ

れます。ether および udp リンクに対して、このオプションでは詳細な情報を表示しま
せん。rdma および udp リンクに対して、このオプションは rdma および udp チャネ
ルを通して送受信したパケットに関する情報を表示します。
lltping のアップデート:
■

新しいオプション lltping -F が追加されました。このオプションを使用して RDMA
チャネルを介した LLT 接続を確認します。

llttest のアップデート:
■

新しいオプション llttest -F が追加されました。このオプションを使用して RDMA
チャネルを介した LLT プロトコルをテストします。

GAB への変更
6.1 の Symantec Cluster Server（VCS）には、次の GAB への変更点が含まれていま
す。

誤ったフェールオーバーを防ぐ Adaptive GAB の調整
ノードで GAB が異なるロード状態に適応できるように（CPU 負荷ごとに）、VCS 環境変
数 VCS_GAB_TIMEOUT_SECS と VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS を設定できます。
GAB は、オペレーティングシステムから取得した負荷平均数と HAD に設定した変数に
基づいて負荷期間のタイムアウトの範囲を計算します。GAB はタイムアウト期間後に HAD
を強制終了します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

I/O フェンシングに関する変更
6.1 の Symantec Cluster Server（VCS）には、次の I/O フェンシングへの変更点が含ま
れています。

I/O フェンシングの設定時にコーディネーションポイントの順序を設定する
インストーラで -fencing オプションを使うと、コーディネーションポイントの順序を設定で
きます。
ネットワークパーティション時にコーディネーションポイント（コーディネーションディスクま
たはコーディネーションポイントサーバー）が競争に参加する順序を決定します。インス
トーラで設定したコーディネーションポイントの順序が /etc/vxfenmode ファイルに更新さ
れます。I/O フェンシングは、vxfenmode ファイルにリストされる順序に基づきコーディ
ネーションポイントにアプローチします。
したがって、I/O フェンシングがメンバーシップアービトレーションの目的でコーディネー
ションポイントに達する可能性に基づき順序を決定する必要があります。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
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インストールプログラムを使って既存コーディネーションポイントでキーまたは登
録を更新する
インスーラで -fencing オプションを使って、既存のコーディネーションポイントの登録を
更新できます。
既存のコーディネーションポイントの登録の損失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破
損、その他の原因により発生する場合があります。コーディネーションポイントがクラスタ
ノードの登録を失うと、ネットワーク分割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合が
あります。CoordPoint エージェントによって既存のコーディネーションポイントのいずれ
かの登録が損失したことが VCS に通知されるときに、コーディネーションポイントの登録
を更新する必要があります。
クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コーディ
ネーションポイントの登録の計画更新を行うこともできます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

CPI は単一ノードの VCS クラスタで CP サーバーを設定し、CP サーバー固有の
ライセンスを自動的にインストールする
CP サーバーを単一ノードの VCS クラスタで設定すると、インストーラは CP サーバー固
有のライセンスを自動的にインストールします。これはまた VOM（Veritas Operations
Manager）が、シングルノードのコーディネーションポイント（CP）サーバーのライセンス
を、VCS ライセンスとしてではなく、CP サーバー固有のライセンスとして識別できるように
します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

サイトベースの優先フェンシングポリシー
コーディネーションポイントの獲得時にフェンシングドライバは、優先度が高いサイトが存
在するノードを優先します。VCS はサイトレベル属性の Preference を使ってノードの重
みを判断します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

CP サーバーとアプリケーションクライアントクラスタノード間の HTTPS 通信をサ
ポート
CP サーバーおよびアプリケーションクライアントクラスタノードは業界標準の HTTPS プ
ロトコルを使用して安全に通信できます。リリース 6.1 以前は、CP サーバーとクライアン
ト間の通信はシマンテック社の専有プロトコルである IPM（Inter Process Messaging）プ
ロトコルを通して行われていました。安全な IPM ベースの通信では Symantec Product
Authentication Services （AT）を使用して CP サーバーとクライアントノードの間で安全
な通信を確立します。HTTPS を使用した安全な通信を行えますが、CP サーバー機能
は以前のリリースとの下位互換性も保っています。リリース 6.1 以前のクライアントノードを
サポートするため、CP サーバーは HTTP ベースの通信に加えて IPM ベースの通信も
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サポートします。ただし、6.1 以降のクライアントノードは HTTPS ベースの通信だけをサ
ポートします。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』および『Symantec Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

非推奨になった /etc/vxfenmode ファイルの security 属性
VCS 6.1 から、Coordination Point（CP）クライアントは HTTPS プロトコルを使用して
CP サーバーと通信するようになりました。したがって、/etc/vxfenmode の「security」パ
ラメータは非推奨となり、1 または 0 に設定しても効果がありません。

リリースバージョン 6.1 へのアプリケーションクラスタのローリングアップグレー
ドにリリースバージョン 6.1 を実行する CP サーバーが必要
リリースバージョン 6.1 で実行するアプリケーションクラスタと CP サーバーは HTTPS プ
ロトコルを使って通信します。そのため、クラスタを 6.1 にアップグレードすると、フェンシ
ングコーディネーションポイントとして CP サーバーを使うアプリケーションクラスタは、6.1
より前の CP サーバーにアクセスできなくなります。円滑にアップグレードするには、アプ
リケーションクラスタでリリースバージョン 6.1 を実行する CP サーバーを使うか、または
以前のリリースバージョンを実行する CP サーバーを 6.1 にアップグレードする必要があ
ります。リリースバージョン 6.1 を実行する CP サーバーは 6.1 より前のアプリケーション
クラスタで働くことができます。
vxfentsthdw ユーティリティに導入された、ディスクサイズを確認する機能とエ

ラーを無効にするオプション
vxfentsthdw ユーティリティが拡張されて、ディスクのサイズの互換性を確認するように

なりました。また、エラーをより適切に評価するための、新しいエラーメッセージも導入され
ました。このユーティリティでは、サイズ関連のエラーを無効にしてテストを続行するため
のオプション（-o）も提供されます。
vxfenswap ユーティリティの hacli の新しいコマンド
vxfenswap ユーティリティがクラスタの他のノードとの通信に使うことができるプロトコル値

を指定するために、新しいオプション -p が導入されました。プロトコルのサポート対象値
は ssh、rsh、hacli です。

製品名の商標関連の変更
6.1 リリース以降では、Storage Foundation と High Availability Solutions 製品名の商
標を変更しました。
表 1-2 に、商標変更した Storage Foundation と High Availability Solutions の製品を
示します。
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表 1-2

商標変更した Storage Foundation と High Availability Solutions の
製品

以前の製品名

シマンテック商標を使った新しい製品名

Veritas Storage Foundation

Symantec Storage Foundation

Veritas Dynamic Multi-Pathing

Symantec Dynamic Multi-Pathing

Veritas Replicator Option

Symantec Replicator Option

Veritas File Replicator Option

Symantec File Replicator Option

Veritas Volume Replicator

Symantec Volume Replicator

Veritas Storage Foundation Cluster File
System HA

Symantec Storage Foundation Cluster File
System HA

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC

Symantec Storage Foundation for Oracle
RAC

Veritas Storage Foundation for Sybase ASE Symantec Storage Foundation for Sybase
CE
ASE CE
Veritas Storage Foundation HA

Symantec Storage Foundation HA

Veritas Cluster Server

Symantec Cluster Server

Veritas Disaster Recovery Advisor

Symantec Disaster Recovery Advisor

Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions

Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions

Veritas High Availability Agent Pack

Symantec High Availability Agent Pack

Veritas File System Software Development
Kit

Symantec File System Software Development
Kit

次の項目には Symantec への商標変更は適用されません。
■

製品の頭字語

■

コマンド名

■

エラーメッセージ

■

アラートメッセージ

■

モジュールとコンポーネント

■

機能名

■

Veritas Operations Manager 製品の商標
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サポートされなくなった機能
SFHA 製品のこのリリースでは、次の機能がサポートされません。
■

fsppmk コマンドは非推奨です。SmartTier 配置ポリシーの作成には使えなくなりま

した。

サポート対象外となった Symantec SFDB（Storage Foundation for
Databases）ツールの機能
次の SFDB（Storage Foundation for Database）ツールの機能は、このリリースではサ
ポートされていません。
■

Storage Checkpoint ポリシーと Storage Checkpoint クォータ

■

クローンとロールバックの対話モード

システム必要条件
ここでは、このリリースのシステムの必要条件について説明します。

サポート対象の Linux オペレーティングシステム
この項では、このリリースのシマンテック社製品のサポート対象オペレーティングシステム
を一覧表示します。現在のアップデートについては、「Symantec Operations Readiness
Tool のインストールとアップグレード」のページを参照してください。
https://sort.symantec.com/land/install_and_upgrade。
表 1-3 では、このリリースのサポート対象のオペレーティングシステムを示しています。
表 1-3

サポート対象のオペレーティングシステム

オペレーティングシステム

レベル

カーネルバージョン

Red Hat Enterprise Linux 6

アップデート 3

2.6.32-279.el6

アップデート 4

2.6.32-358.el6

アップデート 5

2.6.18-194.el5

アップデート 6

2.6.18-238.el5

アップデート 7

2.6.18-274.el5

アップデート 8

2.6.18-308.el5

アップデート 9

2.6.18-348.el5

Red Hat Enterprise Linux 5
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オペレーティングシステム

レベル

カーネルバージョン

SUSE Linux Enterprise 11

SP2

3.0.13-0.27.1

SP3

3.0.76-0.11.1

アップデート 3

2.6.32-279.el6

アップデート 4

2.6.32-358.el6

アップデート 5

2.6.18-194.el5

アップデート 6

2.6.18-238.el5

アップデート 7

2.6.18-274.el5

アップデート 8

2.6.18-308.el5

アップデート 9

2.6.18-348.el5

Oracle Linux 6

Oracle Linux 5

メモ: Oracle Linux は、Red Hat Enterprise Linux との互換性があるカーネルのみでサ
ポートされます。Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel はサポートされていませ
ん。

メモ: 以降のすべてのカーネルアップデートはサポートされますが、配備するカーネル
バージョンの該当する追加情報については、SORT （Symantec Operations Readiness
Tools）の Web サイトを参照してください。

メモ: AMD Opteron または Intel Xeon EM64T （x86_64）のプロセッサラインでは、64
ビットのオペレーティングシステムのみがサポートされています。
お使いのシステムが、より古いバージョンの Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux
Enterprise Server または Oracle Linux を実行している場合は、シマンテックソフトウェ
アをインストールする前にそれらをアップグレードしてください。オペレーティングシステム
のアップグレードと再インストールについて詳しくは、Red Hat、SUSE、または Oracle の
マニュアルを参照してください。
シマンテック社では、Oracle、Red Hat、および SUSE で配布されたカーネルバイナリの
みをサポートします。
シマンテック社製品は、前述のカーネルとパッチの後続リリース適用後でも動作します。
ただし、その場合は、オペレーティングシステムがカーネルの ABI（アプリケーションバイ
ナリインターフェース）互換を維持していることが条件です。
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SFHA に必要な Linux RPM
SFHA をインストールまたはアップグレードするシステムで、次のオペレーティングシステ
ム固有の RPM をインストールしてください。SFHA は、次の RPM が ABI との互換性を
維持する前提で、次の RPM のすべてのアップデートをサポートします。
メモ: いくつかの必須 RHEL RPM で、RHEL の更新バージョンとは異なるバージョン番
号を持つ場合があります。
表 1-4 に、各 Linux オペレーティングシステムで SFHA が必要とする RPM の一覧を示
します。
表 1-4

必要な RPM

オペレーティングシステム

必要な RPM

OL 6

coreutils-8.4-19.el6.x86_64.rpm
ed-1.1-3.3.el6.x86_64.rpm
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.x86_64.rpm
ksh-20100621-16.el6.x86_64.rpm
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.x86_64.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.x86_64.rpm
mksh-39-7.el6.x86_64.rpm
module-init-tools-3.9-20.0.1.el6.x86_64.rpm
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64.rpm
nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686
openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpm
pam-1.1.1-10.el6_2.1.i686.rpm
parted-2.1-18.el6.x86_64.rpm
perl-5.10.1-127.el6.x86_64.rpm
policycoreutils-2.0.83-19.24.0.1.el6.x86_64.rpm
readline-6.0-4.el6.x86_64.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 5

coreutils-5.97-23.el5_4.2.x86_64.rpm
ed-0.2-39.el5_2.x86_64.rpm
findutils-4.2.27-6.el5.x86_64.rpm
glibc-2.5-58.i686.rpm
glibc-2.5-58.x86_64.rpm
ksh-20100202-1.el5_5.1.x86_64.rpm
libacl-2.2.39-6.el5.i386.rpm
libacl-2.2.39-6.el5.x86_64.rpm
libgcc-4.1.2-50.el5.i386.rpm
libgcc-4.1.2-50.el5.x86_64.rpm
libstdc++-4.1.2-50.el5.i386.rpm
libstdc++-4.1.2-50.el5.x86_64.rpm
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.60.el5_5.1.x86_64.rpm
ncurses-5.5-24.20060715.x86_64.rpm
openssl-0.9.8e-12.el5_5.7.x86_64.rpm
pam-0.99.6.2-6.el5_5.2.i386.rpm
parted-1.8.1-27.el5.i386.rpm
parted-1.8.1-27.el5.x86_64.rpm
policycoreutils-1.33.12-14.8.el5.x86_64.rpm
readline-5.1-3.el5.x86_64.rpm
zlib-1.2.3-3.i386.rpm
zlib-1.2.3-3.x86_64.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 6

coreutils-8.4-19.el6.x86_64.rpm
ed-1.1-3.3.el6.x86_64.rpm
findutils-4.4.2-6.el6.x86_64.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.x86_64.rpm
ksh-20100621-16.el6.x86_64.rpm
libacl-2.2.49-6.el6.x86_64.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.x86_64.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.x86_64.rpm
mksh-39-7.el6.x86_64.rpm
module-init-tools-3.9-20.el6.x86_64.rpm
ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64.rpm
nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686.rpm
openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpm
pam-1.1.1-10.el6_2.1.i686.rpm
parted-2.1-18.el6.x86_64.rpm
policycoreutils-2.0.83-19.24.el6.x86_64.rpm
readline-6.0-4.el6.x86_64.rpm
zlib-1.2.3-27.el6.x86_64.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

SLES 11 SP2

coreutils-8.12-6.19.1.x86_64.rpm
ed-0.2-1001.30.1.x86_64.rpm
findutils-4.4.0-38.26.1.x86_64.rpm
glibc-2.11.3-17.31.1.x86_64.rpm
glibc-32bit-2.11.3-17.31.1.x86_64.rpm
ksh-93u-0.6.1.x86_64.rpm
libacl-2.2.47-30.34.29.x86_64.rpm
libacl-32bit-2.2.47-30.34.29.x86_64.rpm
libgcc46-32bit-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
libgcc46-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
libncurses5-5.6-90.55.x86_64.rpm
libstdc++46-32bit-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
libstdc++46-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
module-init-tools-3.11.1-1.21.1.x86_64.rpm
pam-32bit-1.1.5-0.10.17.x86_64.rpm
parted-2.3-10.21.18.x86_64.rpm
zlib-1.2.3-106.34.x86_64.rpm
zlib-32bit-1.2.3-106.34.x86_64.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

SLES 11 SP3

coreutils-8.12-6.25.27.1.x86_64.rpm
ed-0.2-1001.30.1.x86_64.rpm
findutils-4.4.0-38.26.1.x86_64.rpm
glibc-2.11.3-17.54.1.x86_64.rpm
glibc-32bit-2.11.3-17.54.1.x86_64.rpm
ksh-93u-0.18.1.x86_64.rpm
libacl-2.2.47-30.34.29.x86_64.rpm
libacl-32bit-2.2.47-30.34.29.x86_64.rpm
libgcc_s1-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm
libgcc_s1-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm
libncurses5-5.6-90.55.x86_64.rpm
libstdc++6-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm
libstdc++6-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm
module-init-tools-3.11.1-1.28.5.x86_64.rpm
pam-32bit-1.1.5-0.10.17.x86_64.rpm
parted-2.3-10.38.16.x86_64.rpm
zlib-1.2.7-0.10.128.x86_64.rpm
zlib-32bit-1.2.7-0.10.128.x86_64.rpm

データベース環境でサポートされる Storage Foundation for Databases
の機能
Storage Foundation for Databases（SFDB）製品の機能は、次のデータベース環境で
サポートされます。
表 1-5

データベース環境でサポートされる SFDB 機能

Symantec Storage Foundation DB2
の機能

Oracle

Oracle RAC Sybase

Oracle Disk Manager

いいえ

はい

はい

いいえ

Cached Oracle Disk Manager

いいえ

はい

いいえ

いいえ

同時 I/O

はい

はい

はい

はい

Storage Checkpoint

はい

はい

はい

はい
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Symantec Storage Foundation DB2
の機能

Oracle

Oracle RAC Sybase

Flashsnap

はい

はい

はい

はい

SmartTier

はい

はい

はい

はい

Database Storage Checkpoint

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

メモ: エンタープライズライセンスが必
要
Database Flashsnap

メモ: エンタープライズライセンスが必
要
SmartTier for Oracle

メモ: エンタープライズライセンスが必
要

メモ:
■

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

■

SFDB (Storage Foundation for Databases) ツールの Database Storage
Checkpoint、Database Flashsnap、SmartTier for Oracle は、エンタープライズ製
品のライセンスでのみサポートされます。

サポートされている Storage Foundation 製品と単一インスタンス Oracle のバージョン
の最新情報については、次を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC4039
ハードウェアとソフトウェアの互換性を確認するには、現在の Oracle マニュアルを確認し
てください。

Symantec Storage Foundation メモリの必要条件
シマンテック社はオペレーティングシステムの最小必要条件よりも 2 GB 多いメモリを推
奨します。

サポートされるノードの数
SFHA では、最大 64 ノードのクラスタ設定がサポートされます。
SmartIO ライトバックキャッシュでは最大 2 ノードのクラスタ設定のみがサポートされます。
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修正済みの問題
ここでは、このリリースで修正されたインシデントについて説明します。

インストールとアップグレードに関連した解決済みの問題
ここでは、インストールとアップグレードに関連していて、このリリースで解決されたインシ
デントについて記します。
インストールとアップグレードに関連した解決済みの問題

表 1-6
インシデント

説明

2689195

異常終了後にファイルシステムのチェックデーモンが再起動に失敗する。

2873102

SFHA のインストールの完了時に Perl モジュールのエラーが発生する。

Symantec Storage Foundation and High Availability の修正済みの問
題
Symantec Storage Foundation and High Availability（SFHA）の修正済みの問題に
は、Veritas File System と Veritas Volume Manager の修正済みの問題が含まれてい
ます。
p.33 の 「Veritas File System の修正済みの問題」 を参照してください。
p.38 の 「Veritas Volume Manager の修正済みの問題」 を参照してください。

Symantec Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの修正
済みの問題
表 1-7には、このリリースで解決された、Symantec SFDB（Storage Foundation for
Databases）ツールの問題点が記されています。
SFDB ツールの解決された問題

表 1-7
インシデン 説明
ト
2591463

Database Storage Checkpoint のマウント解除が、デバイスが使用中であるとして
失敗することがある

2534422

FlashSnap の検証がスナップショットが分割できないことを報告する

2580318

dbed_vmclonedb はいったんクローンを作成した後では新しいクローン SID 値を
無視する
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インシデン 説明
ト
2579929

ユーザー認証が失敗する

2479901

FlashSnap の再同期は既存の領域最適化スナップショットがある場合には失敗す
る

2869268

両方のノードで同じチェックポイント、同じ名前を使ってクローンが作成された場合、
CFS 環境のチェックポイントクローンに失敗する

2849540

多数のデータファイルのオフホストクローン作成に非常に長い時間がかかる

2715323

SFDB コマンドが ZHS16GBK 文字セットで動作しない

Veritas File System の修正済みの問題
このセクションでは、このリリースの VxFS（Veritas File System）で修正されたインシデン
トについて説明します。
表 1-8

Veritas File System の修正済みの問題

インシデント

説明

3331134

i ノードを delicache リストから再利用すると競合状態が原因で
ファイルシステムがハングアップする。

3331125

dedup 操作中の、部分的に圧縮されたエクステントの処理の機
能強化。

3331120

レプリケーションジョブを中止するとチェックポイントが残る。

3331109

filesnap でファイルシステムメタデータの破損を防ぐために fsck
で追加調査をする。

3331105

複数の reorg の i ノードが同じソースの i ノードを参照する場合
に、fsck コマンドが検証しない。

3331095

正しくないポリシーが実施中に指定されると fsppadm ユーティ
リティでコアダンプが発生する。

3331071

専有ファイルを除外するために fsppadm クエリーとエンフォー
スメントで -P オプションを利用可能にする必要がある。

3331066

レプリケーション先でチェックポイントを昇格するとレプリケーショ
ン用に新しく作成した整合性グループが保存されない。

3331047

vx_followlink のメモリリーク。
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インシデント

説明

3331045

null ポインタの参照解除が原因でシステムが vx_unlockmap
でパニックになる。

3331010

RCT 処理時に間違って解放されたメモリにアクセスするため、完
全 fsck に失敗する。

3330985

VFR でレプリケーション先を変更するサポートを追加。

3310755

VX_RCQ_OP_DEC_ALL 操作の処理時に ZFOD エクステント
を扱うように fsck を修正。

3308673

遅延割り当てが有効な場合に断片化された FS が無効になるこ
とがある。

3298041

ローカルにマウントされたファイルシステムで遅延割り当て機能が
有効な場合に、ファイルに書き込むときやファイルサイズを拡張
するときにパフォーマンスが低下することがある。

3291635

RCQ がいっぱいになるとファイルシステムがハングアップする。

3271892

VFR ジョブが拡張できず、同じ PID を異なるターゲットファイル
システムで働く複数のジョブと関連付けている場合にこのジョブ
に失敗することがある。

3261462

VX_TYPED_4 から VX_TYPED_DEV8 に変換するときにバッ
ファがオーバーランすることが原因で mapbad が破損する。

3253210

空き領域の制限に達するとファイルシステムがハングアップする。

3252983

2486597 から移植した後にテストを実行すると CPU を 100 %
占有するデッドループ状態になり、システムがほとんど応答しな
い。

3249958

/usr を個別のファイルシステムとしてマウントすると、VxFS がロー
ドに失敗する。

3233284

参照カウントテーブル（RCT）の調査中に fsck(1M) コマンドが
ハングアップする。

3228955

無効な extops が古いファイルシステムのレイアウトに存在しない
ことを調べるように一部の fsck を拡張する。

3224101

クラスタノード全体で i_size を限定的に更新するように最適
化を有効にした後で、システムがパニックになる。

3214816

DELICACHE 機能を有効にすると、ユーザーの i ノードを頻繁
に作成、削除するのでユーザーのクォータファイルが破損するこ
とがある。
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インシデント

説明

3194635

ZFOD エクステントやファイルスナップまたは圧縮などのファイル
システムメタデータの破損。

3189562

Oracle デーモンが vx_growfile() カーネル関数でハング
アップする。

3164418

ENOSPC 状態のときに ZFOD を分割するのでデータが破損す
る。

3153919

構造ファイルセット reorg が進行中の場合に fsadm での縮小
が hlock 所有権を待機してハングアップすることがある。

3152313

パーティションディレクトリ機能が有効な場合にファイルを削除す
るとシステムがパニックになることがある。

3150368

vx_writesuper() 関数により evfsevol_strategy()
でシステムがパニックになる。

3142045

Oracle 12c バージョンの Veritas ODM ライブラリでバージョン
不一致のエラーが表示される。

3140990

一部の NFS （Network File System）作業負荷ページにおける、
VxFS の無効化をオフにする機能の必要条件。

3137886

シンプロビジョニングのログ記録が fsadm でトリガする再利用操
作で働かない。

3101418

Oracle 起動時にオペレーティングシステム（Oracle のエラーコー
ド ORA-01513）が返す現在時刻が無効。

3096834

システムログに vx_disable メッセージが断続的に表示され
る。

3089211

CPU を追加または削除した場合、VxFS （Veritas File System）
は DSI （Data Storage Interrupt）スタックトレースでクラッシュす
ることがある。

3089210

V-2-17: vx_iread_1 <filesystem> file system
inode <inode number> marked bad incore というメッ
セージがシステムログに表示される。

3069695

デフォルトのアクセス制御リスト（ACL）が名前付き属性で処理さ
れる。

3068902

古い NFS マウントの場合は、VxFS 以外のファイルシステムの
statfs() 関数呼び出しにより df コマンドがハングアップする
ことがある。
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インシデント

説明

3066116

vx_worklist_process() 関数での NULL ポインタの参照
解除が原因でシステムがパニックになる。

3042485

ファイルシステムメタデータの破損に対する修正が名前付き属性
ディレクトリに影響を与える。

3040944

ENOSPC 条件で dalloc フラッシャスレッドと dalloc フリー
ズ間のデッドロックが原因でファイルシステムがハングアップす
る。

3029093

fsck コマンドが RCT/RCQ レコードの不一致でファイルシステ
ムを修復しない。

3011959

fsadm(1M) または vxumount(1M) コマンドを使ってファイルシ
ステムをロックまたはロック解除するのでシステムがパニックにな
ることがある。

3003679

fsppadm(1M) コマンドを実行し、同時に名前付きストリーム属
性 (nattr) を使ってファイルを削除すると、ファイルシステム
が応答しない。

2999493

内部テスト時に完全 fsck を正常に実行した後でファイルシス
テム検査の検証を行うと run_fsck : First full fsck
pass failed, exiting というメッセージが表示されて失敗
する。

2983248

vxrepquota(1M) コマンドがコアをダンプする。

2977697

クローン削除中にコアダンプが生成される。

2966277

ファイルシステムで読み込み、書き込み、オープン、ルックアップ
のようなアクティビティが活発な場合にシステムがパニックになる
ことがある。

2963763

thin_friendly_alloc() や deliache_enable() の
機能を有効にすると VxFS がデッドロックになることがある。

2926684

まれに、システムがログ書き込みを実行中にシステムがパニック
になることがある。

2924447

完全 fsck のパフォーマンスを改善するためにディスク I/O の
量を減らす必要がある。

2923105

カーネルからの VxFS モジュールの削除に長い時間がかかる。

2916691

fsdedup コマンドが vx_dedup_extents で無限ループに
なりハングアップする。
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インシデント

説明

2908391

多数のファイルがあるときに VxFS ファイルシステムからチェック
ポイントを削除すると長い時間がかかる。

2906018

ログの再生とファイルシステムのマウントが正常に完了した後で、
vx_iread エラーが表示される。

2905820

ファイルを NFSv4 クライアント経由で読み込む場合に、ファイル
システムが VxFS であると NFSv4 サーバーにある同じファイル
の削除がハングアップすることがある。

2893551

NFS （Network File System）の接続負荷が大きくなるとファイル
属性値が疑問符に置換される。

2885592

vxcompress コマンドを使って圧縮したファイルシステムで
vxdump 操作が中止される。

2881211

ファイルにハードリンクがある場合にファイルの ACL がチェックポ
イントで正しく保存されない。

2878164

VxFS が多くの固定ヒープを消費する。

2864471

オンになった Partition ディレクトリでクローンの削除時にファイル
システムがハングアップする。

2858683

ファイルが 8192 バイトより大きい場合に、vxrestore コマンド
の実行後に予約エクステント属性が変更される。

2841059

ファイルシステムは完全 fsck 操作を行うためのマークが付けら
れ、属性の i ノードは bad ondisk とマーク付けされる。

2839871

DELICACHE が有効なシステムで、複数のファイルシステム操作
がハングアップすることがある。

2825125

VxFS が 64 KB より大きいサブディレクトリをサポートしない。

2781552

mount でマウント解除していないファイルシステムを検出し、
fullfsck フラグを設定する。 fsck がシステムをクリーニン
グできない。

2773383

メモリがマップされたファイルの読み書き操作がハングアップす
る。

2750860

小さい要求サイズの書き込み操作のパフォーマンスが大容量ファ
イルシステムで低下することがある。

2720034

手動で強制終了した後で vxfsckd デーモンが再起動しない。
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インシデント

説明

2706900

Linux で SEEK_DATA と SEEK_HOLE に VxFS の llseek()
を実装するには拡張する必要がある。

2667658

fsdsconv endian 交換操作がマクロオーバーフローのため
に失敗する。

2641438

システムを再起動した後に、ユーザー名の領域拡張属性で実行
する修正が失われる。

2624262

dedup 操作の実行中にシステムがパニックになる。

2444146

Oracle Disk Manager の読み込みが未特定の Oracle ジョブの
実行時に EINTR を返す。

2417858

VxFS クォータが 64 ビット制限をサポートしない。

2414266

fallocate(2) システムコールが Linux 環境の VxFS ファイ
ルシステムで失敗する。

2244932

pdir_threshold チューニングパラメータを 1 に設定すると、
vx_freeze_block_threads_all() 呼び出しで真偽判定
エラーが起きることがある。

Veritas Volume Manager の修正済みの問題
このセクションでは、このリリースの VxVM （Veritas Volume Manager）で修正されたイ
ンシデントについて説明します。このリストには CVM （Volume Replicator と Cluster
Volume Manager）の修正済みの問題が記載されています。
Veritas Volume Manager の修正済みの問題

表 1-9
インシデント 説明
3325371

スナップショットを使うと vol_multistepsio_read_source でパニックが起
きる。

3312162

VVR:DV: リモートボリュームの検証で vradmin verifydata に差異が見つ
かった。

3283525

ボリュームのサイズ変更の後にデータ変更オブジェクト（DCO）が破損し vxconfigd
がハングアップする原因となる。

3271595

ディスクに保留中の再利用があるとき VxVM でディスクの再利用のフラグをオフに
することができないようにする必要があります。

3261601

dmp_destroy_dmpnode がすでに解放されたアドレスの解放を試行する。
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インシデント 説明
3254311

サイトの一貫性が設定された1 TB 以上のディスクグループにサイトを再接続する
とシステムパニックが発生する。

3249264

vxdg destroy dg-name コマンドで破棄された後、ディスクが ERROR 状態に
なる。

3240858

/etc/vx/vxesd/.udev_lock ファイルが異なるインスタンスで異なる権限を
有することがある。

3237503

大規模なキャッシュボリュームのある領域最適化スナップショットを作成した後シス
テムのハングアップが起こることがある。

3236773

vxdmp V-5-3-0 dmp_indirect_ioctl: Ioctl Failed 形式の複数の
エラーメッセージが、EMC ALUA ディスクアレイでのフェールオーバーモードの設
定または取得中に表示されることがある。

3235350

vxiod 処理によるシステムパニック。

3220929

vxvmconvert（1M）ツールが論理ボリュームマネージャ（LVM）ボリュームの
Veritas Volume Manager （VxVM）ボリュームへの変換に失敗する。

3218013

Dynamic Reconfiguration （DR）ツールが古いOS （オペレーティングシステム）の
デバイスのハンドルを削除しない。

3199398

vxdmpadm pgrrereg コマンドの出力が、ターミナル出力が最新の LUN （DMP
ノード）に依存する場合に DMP ノードリストの順序に依存する。

3199056

Veritas Volume Replicator （VVR）プライマリシステムが VVR の破損したキュー
により vol_cmn_err 関数でパニックになる。

3194358

OS のデバイスと DMP ノードの継続的な I/O エラーメッセージが、EMC Symmetrix
NR （準備完了していない） LUN に関連付けられる syslog に表示されることがあ
る。

3188154

vxconfigd が、ネーティブサポートを有効にして再起動した後に停止する。

3186971

論理ボリュームマネージャ（LVM）設定ファイルが、DMP ネーティブサポートをオン
にした後正しく設定されない。その結果、システムが起動不可能になる。

3186149

LVM バージョン 2.02.85 で dmp_native_support を有効にすると LVM ボ
リュームグループが表示されない。

3182350

システムに 8192 以上のパスがある場合に、新しい VxVM ボリュームを作成する
か、または既存のボリュームのサイズを増加するとvxassist（1M）コマンドがハン
グアップする。

3182175

vxdisk -o thin,fssize list コマンドが報告するファイルシステムの使用
状況データが正しくない場合がある。
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インシデント 説明
3178029

「異なるブロック」の値が rvg の同期中に 100% を超える。

3177758

Linux で SF 5.1SP1RP3 から SF 6.0.1 へアップグレードするとパフォーマンス低
下が見られる。

3162418

ddl_find_cdevno() 関数のチェックが不正なため vxconfigd（1M）コマンド
でコアダンプが発生する。

3146715

rlink がリトルエンディアンアーキテクチャでのネットワークアドレス変換（NAT）設定
と接続しない。

3130379

ランダムなメモリ割り当てエラーが発生すると vxplex コマンドでコアダンプが発
生する。

3126204

[VVR]: SRL がフルになるとコンピュータがパニックになる。

3125631

最新のトレインで、スナップショットが dbdst セットアップで vxsnap ERROR
V-5-1-6433 Component volume has changed エラーにより失敗する。

3114134

Smart(sync) Autosync が動作に失敗し、代わりにボリュームサイズ全体をより大き
なサイズのボリュームで複製する。

3111062

vxrsync ソケット接続機構をより堅牢にする。

3107741

vxrvg snapdestroy が ［I/O ドレインの待機中にトランザクションを中止しま
した（Transaction aborted waiting for io drain）］ エラーで失敗
し、約 45 分間 vxconfigd がハングアップする。

3091978

lvm.conf の変数 preferred_names は、dmp_native_support チューニングパ
ラメータが「オフ」でも DMP を使うために設定される。

3090667

VOM SF 検出の一部として vxdisk -o thin,fssize list を実行する間
システムがパニックになるか、または停止する。

3088059

Red Hat Enterprise Linux 6.x （RHEL6.x）で、ホストバスアダプタ（HBA）のタイプ
が FC の代わりに SCSI として報告される。

3086627

VxVM vxdisk ERROR V-5-1-16282 Cannot retrieve stats: Bad
address エラーメッセージが、vxdisk -o thin、truecopy P-VOLs で設定されるア
レイの hitachi_usp-vm0 エンクロージャのリストの使用中に表示される。

3076093

パッチアップグレードスクリプト installrp を使ったパッチのアップグレード中に
システムがパニックになることがある。

3063378

EMC PowerPath で EMC SRDF-WD または BCV-NR のような「読み取り専用」
デバイスが存在しこれを管理するとき、一部の VxVM コマンドの動作が遅くなる。

3041014

relayout コマンドの実行で表示されるエラーメッセージを整える。
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インシデント 説明
3012929

ディスク名を変更したときに、vxconfigbackup がそのファイルに古いディスク名
を保持し、エラーが発生する。

3011405

vxtune -o export コマンドが V-5-1-8826 (EXDEV) を伴って失敗する。

3010191

以前に除外済みのパスが VxVM 5.1SP1RP3 へのアップグレードの後で除外され
ない。

3002770

SCSI 照会コマンドを発行している間、DMP の NULL ポインタの参照解除により
システムがパニックになる。

2994976

vxio:vol_mv_pldet_callback の不正なトラップのパニック。

2992667

新しいディスクを VIS （Virtual Intelligent System）アプライアンスの SAN フレー
ムワークに追加し、FC （Fibre Channel）スイッチャを直接接続に変更すると、
vxdisk list コマンドが vxdisk scandisks コマンドを実行した後でも新し
く追加したディスクを表示しない。

2988593

ミラーの再同期が予測より遅くなる。

2979824

vxdiskadm（1M）ユーティリティバグにより予想外のパスの除外が起こる。

2970368

DMP の SRDF-R2 書き込み不可デバイスの処理の拡張。

2969844

デバイス検出エラーにより DMP データベースが完全に破棄されないようにする。

2959733

vxconfigd（1M）デーモンコアダンプを防ぐための、デバイスのパスが LUN また
はエンクロージャ間で移動したときのデバイスのパスの再設定処理。

2959325

vxconfigd（1M）デーモンがディスクグループ移動操作を実行している間コアダ
ンプする。

2948172

vxdisk -o thin,fssize list コマンドを実行するとパニックになることがあ
る。

2946440

LSI ASL に LSI VID と ENGENIO VID の「INF」のためのサポートを追加しなお
す。

2945658

ディスクラベルをアクティブ/パッシブ LUN 用に修正すると、フェールオーバー後
に現在のパッシブパスがこの修正を反映しない。

2943637

OOM （メモリ不足）キラーが呼び出されてシステムパニックを引き起こす DMP IO
の統計情報スレッドにより、メモリ不足の問題が発生することがある。

2940446

完全ファイルシステムチェック（fsck）が Veritas Volume Manager （VxVM）の I/O
で、キャッシュオブジェクトサイズが非常に大きいときハングアップする。

2928764

SCSI3 PGR 登録が dmp_fast_recovery が無効になると失敗する。
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インシデント 説明
2925893

フェールオーバー中にセカンダリでキーの再登録を省略するように Huawei APM
が変更される。

2919714

シン論理ユニット番号（LUN）で、vxevac（1M）コマンドが、マウント解除された
VxFS ボリュームを移行しないで 0 を返す。

2915836

vxnotify が、ボリューム有効化メッセージを報告しない。

2911040

カスケードスナップショットからのリストア操作で、任意のカスケードスナップショット
が孤立状態にある場合、ボリュームが使用不可状態のまま残る。

2899173

vxconfigd(1M) デーモンが vradmin stoprep コマンドを実行した後にハン
グアップする。

2898547

CVR （Clustered Volume Replicator ）環境の VVR （Veritas Volume Replicator）
セカンダリサイトで、VVR プライマリサイトのログ所有者サービスグループが CVM
（Clustered Volume Manager）ノード間でシャッフルされると、vradmind 処理が
コアをダンプする。

2898324

vradmind migrate コマンドの Purify ツールが UMR のエラーを報告する。

2882312

SRL 障害が I/O ロード中に起き、SRL 障害中に書き込まれるデータに対しすぐに
読み込み操作を行うと、システムが古いデータを返す。

2880981

マイクロコード 5876 の EMC Symmetrix アレイのシン再利用がエラー EIO で失
敗することがある。

2878876

vxconfigd デーモンが、同じクライアントからの要求を処理する 2 つのスレッド
間の競合により vol_cbr_dolog でコアダンプが発生する。

2876706

アレイで LUN が not_ready 状態に変更されると VxVM コマンドがハングアップ
する。

2869514

結合ノードで見つからないディスクがある場合、多数のディスクがある設定に問題
が発生する。

2866299

vxrecover コマンドが RVG の階層化ボリュームを自動的にはリカバリしない。

2859470

EFI （Extensible Firmware Interface）ラベルが付いている Symmetrix Remote
Data Facility R2 （SRDF-R2）が Veritas Volume Manager （VxVM）によって認
識されずにエラー状態になる。

2857044

データ変更オブジェクト（DCO）バージョン 30 を使っているボリュームのサイズ変
更中にシステムがクラッシュする。

2851403

SmartMove 機能を使っている場合に vxportal モジュールを再ロードすると
（VxFS RPM のアップグレード時など）、vxio モジュールのアンロード時にシステ
ムがパニックになる。
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インシデント 説明
2839059

vxconfigd で、警告 cannot open /dev/vx/rdmp/cciss/c0d device
to check for ASM disk format が記録される。

2815517

vxdg adddisk コマンドが、ディスクグループのクローンと非クローンのディスク
の混合を許可する。

2779580

CVR 環境のクラスタ再設定後に vradmin repstatus 操作で設定エラーが表
示されることがある。

2762147

vxrvg snaprestore 操作の実行中に I/O がプライマリノードでハングアップする。

2753954

デュアルポート FC HBA の port1 のケーブルの切断で、port2 経由のパスが疑わ
しい状態としてマーク付けされる。

2751423

内部テストの実行中に ddl_migration_devlist_removed で vxconfigd
のコアダンプが発生する。

2737686

vxddladm list [devices|hbas|ports|targets] コマンドが一部のプ
ラットフォームで無効な出力を示し、プラットフォームによっては出力フィールドが空
になる。

2715124

vxrecover コマンドは RAID5 ボリュームを適切に処理しません。

2643506

同じエンクロージャのほかの LUN を異なるアレイモードで設定していると
vxconfigd でコアダンプが発生する。

2567618

VRTSexplorer は vxcheckhbaapi/print_target_map_entry でコアダ
ンプする。

2510928

vxdisk -e list が EMC SRDF LUN に報告する拡張属性が、tdev
srdf-r1 ではなく tdev mirror と報告される。

2398954

Oracle Disk Manager （ODM）が有効な VxFS マウントインスタントスナップショッ
トの I/O 実行中にシステムがパニックになる。

2366066

VxVM （Veritas Volume Manager）vxstat コマンドが VxVM オブジェクト上の
READ と WRITE 操作の不合理な統計を表示する。

2152830

多重レベルクローンのディスクの環境で、通常のディスクグループのインポートを正
しく処理する必要がある。 ディスクグループのインポートが失敗した場合には、正
しいエラーメッセージが報告される必要がある。

2149922

クローンディスクを使ってディスクグループをインポートすると、「書式が正しくありま
せん」または「無効な属性」エラーでインポートに失敗する。

2000585

vxrecover コマンドの実行中にいずれかのボリュームを削除すると、vxrecover
が残りのボリュームを開始しない。
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インシデント 説明
1973983

vxunreloc（1M）コマンドは、データ変更オブジェクト（DCO）プレックスが
DISABLED 状態にあると失敗する。

1953257

IO がハングアップしたディスクをディスクグループ外に移動すると、voldiodone で
パニックが起きる。

1952197

ボリュームに対して実行中の vxtrace で、負の応答時間が表示される。

1942051

スレーブノードのセカンダリパスを無効にしてスレーブノードを再ブートすると、マス
ターノードで I/O がハングアップする。

1903700

vxassist を使用したミラーの削除が動作しない。

1902483

グループごとの一義的な PGR キーは不要。

1765916

VxVM ソケットファイルに適切な書き込み保護がない。

1557628

vxvm-startup スクリプトが、異なるカーネルがデュアルブートカーネルシステム
でブートされると、apm キーリンクを更新しない。

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題
表 1-10 に、LLT、GAB、I/O フェンシングに関する解決済みの問題を示します。
表 1-10

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題

インシデント 説明
2869763

addnode -responsefile コマンドを実行するときに、クラスタが UDP 上の
LLT を使っていると、新しいノードで生成される /etc/llttab ファイルが正しく
ならない。そのため、この手順は失敗し、CPI 応答ファイルを使ってクラスタにノー
ドを追加できない。

2991093

HAD の終了時に優先フェンシングノードの重みがデフォルト値にリセットされな
い。そのノードの高可用性が欠如しているにもかかわらず、ネットワーク分割のシ
ナリオでフェンシングによりそのノードが優先される。

2995937

vxfen が使う優先フェンシングノードの重みのデフォルト値は 1。しかし、サービス
グループなしで HAD が開始した場合や、HAD が停止または終了した場合に、
ノードの重みが 0（ゼロ）にリセットされる。HAD の終了時に vxfen が優先フェン
シングの重みをデフォルト値にリセットするため、HAD の停止時と HAD の強制終
了時では異なる優先フェンシングの重みとなる。

3137520

ノードが異なるイーサネット SAP 値を使っている場合でも、LLT が重複するノー
ド ID を誤って検出する。

2110148

1 つ以上の CP サーバーに登録されたクラスタをインストーラが分割できない。
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インシデント 説明
3304583

LLT の peerinact の値が 214749 以上に設定されると、syslog が即座に LLT リ
ンクの有効期限終了またはタイムアウトのメッセージを報告する。

2802682

スタックの再インストール後、既存の設定ファイルを使う場合、サーバーベースの
フェンシングは開始に失敗することがある。

2858190

VRTSvxfen RPM がシステムにインストールされていない場合、vxfentsthdw ユー
ティリティが機能するために必要な特定のスクリプトファイルが使用可能にならな
い。そのため、システムに VRTSvxfen RPM がインストールされていないと、この
ユーティリティをインストールメディアから実行できない。

3101262

GAB キューが、I/O 転送時のメモリ不足が原因で過負荷になっている。

3218714

GAB はチューニングパラメータの値の変更に関するメッセージをログに記録しな
い。

2858076

モジュールパラメータ gab_conn_wait を変更しても何の影響もない。

既知の問題
ここでは、このリリースの既知の問題について説明します。

インストールの既知の問題
ここでは、インストール時とアップグレード時の既知の問題について説明します。

アップグレードの途中でインストーラを停止した後、アップグレード
を再開すると、サービスグループがフリーズすることがある
[2574731]
サービスグループは、製品のインストーラを使用してアップグレードを開始し、インストー
ラがいくつかのプロセスを停止した後でインストーラを停止し、それからアップグレードを
再開すると、フリーズします。
回避策: アップグレードが完了した後で、サービスグループを手動でアンフリーズしてくだ
さい。
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サービスグループを手動でアンフリーズするには

1

フリーズしたサービスグループすべてをリストします。
# hagrp -list Frozen=1

2

フリーズしているサービスグループをすべてアンフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze service_group -persistent
# haconf -dump -makero

NetBackup 6.5 以前のバージョンが VxFS ファイルシステムにイン
ストールされている（2056282）
VxFS ファイルシステムに NetBackup 6.5 以前のバージョンがインストールされている場
合、Symantec SF （Storage Foundation） 6.1 にアップグレードする前に、NetBackup
バイナリ（/usr/openv）をホストするシステムを含むすべての VxFS ファイルシステムをマ
ウント解除すると、SF 6.1 にアップグレードするときにインストーラが同じマシンに
NetBackup がインストールされているかどうかを確認できず、共有インフラ RPM VRTSpbx、
VRTSat、VRTSicsco をアンインストールします。これにより NetBackup は動作しなくなり
ます。
回避策: NetBackup をホストする VxFS ファイルシステムをマウント解除する前
に、/usr/openv/netbackup/bin/version ファイルおよび
/usr/openv/netbackup/version ファイルを /tmp ディレクトリにコピーします。 クラス
タ化された NetBackup をインストールしていた場合に
は、/usr/openv/netbackup/bin/cluster/NBU_RSP ファイルも /tmp ディレクトリにコ
ピーする必要があります。 NetBackup ファイルシステムをマウント解除した後、これらの
2 つのバージョンファイルを /tmp から元のディレクトリに手動でコピーします。 クラスタ化
された NetBackup をインストールしていた場合に
は、/usr/openv/netbackup/bin/cluster/NBU_RSP ファイルも /tmp から元のディレ
クトリにコピーする必要があります。
version ファイルディレクトリがない場合には、ディレクトリを作成してください。
# mkdir -p /usr/openv/netbackup/bin
# mkdir -p /usr/openv/netbackup/bin

インストーラを実行してアップグレード処理を終了します。 アップグレード処理の完了後
に、2 つのバージョンファイルとそのディレクトリを削除してください。
システムがすでにこの問題の影響を受けていた場合には、アップグレード処理の完了後
に、VRTSpbx、VRTSat、および VRTSicsco RPMを手動でインストールしてください。
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syslog エラーメッセージ（1630188）
ノード上の製品をインストールまたはアンインストールする場合、syslog（/var/log/message）
に次の警告メッセージが表示される場合があります。これらの警告は無害であり、無視し
てかまいません。
Jul 6 10:58:50 swlx62 setroubleshoot: SELinux is preventing the
semanage from using potentially mislabeled files
(/var/tmp/installer-200907061052eVe/install.swlx62.VRTSvxvm). For
complete SELinux messages. run sealert -l ed8978d1-0b1b-4c5b-a08667da2a651fb3
Jul 6 10:58:54 swlx62 setroubleshoot: SELinux is preventing the
semanage from using potentially mislabeled files
(/var/tmp/installer-200907061052eVe/install.swlx62.VRTSvxvm). For
complete SELinux messages. run sealert -l ed8978d1-0b1b-4c5b-a08667da2a651fb3
Jul 6 10:58:59 swlx62 setroubleshoot: SELinux is preventing the
restorecon from using potentially mislabeled files

カプセル化されたブートディスクによる製品のアップグレード後に、
オペレーティングシステムのアップグレードを行うと表示される特
定のエラーを無視する（2030970）
カプセル化されたブートディスクによる製品のアップグレード後に、オペレーティングシス
テムのアップグレードを行うと表示される特定のエラーは無視してください。
カプセル化されたブートディスクによって行われた製品のアップグレード後に、オペレー
ティングシステムをアップグレードすると表示される次のエラーは無視してかまいません。
以下に、エラーの例を示します。
The partioning on disk /dev/sda is not readable by
The partioning tool parted, which is used to change the
partition table.
You can use the partitions on disk /dev/sda as they are.
You can format them and assign mount points to them, but you
cannot add, edit, resize, or remove partitions from that
disk with this tool.

または
Root device: /dev/vx/dsk/bootdg/rootvol (mounted on / as reiserfs)
Module list: pilix mptspi qla2xxx silmage processor thermal fan
reiserfs aedd (xennet xenblk)
Kernel image; /boot/vmlinuz-2.6.16.60-0.54.5-smp
Initrd image: /boot/initrd-2.6.16.60-0.54.5-smp

47

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
既知の問題

オペレーティングシステムのアップグレードは失敗していません。このエラーメッセージに
よる影響はありません。
回避策: オペレーティングシステムをアップグレードする前に、（カプセル化されていない
システムから）/boot/vmlinuz.b4vxvm and /boot/initrd.b4vxvm ファイルを削除します。

ロケール変更後、vxconfig デーモンを再起動する（2417547）
vxconfig デーモンを使用するノードのロケールを変更した場合、vxconfig デーモンを再
起動する必要があります。 vxconfig デーモンはブート時に開始します。 ロケールを変更
した場合、デーモンを再起動する必要があります。
回避策: 『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理
者ガイド』の「vxconfigd デーモンのリカバリ」を参照してください。

ルータビリティを有効にした状態で Storage Foundation 5.1 Service
Pack 1 Rolling Patch 2 から 6.1 にアップグレードすると失敗する
（2581313）
カプセル化されたルートディスクを使用して、 Storage Foundation（SF）5.1 Service
Pack（SP）1 Rolling Patch（RP）2 から 6.1 にアップグレードしようとすると、失敗します。
これは、Veritas Volume Manager（VxVM）のインストール後スクリプトが initrd デーモ
ンを開始できないためです。
回避策: カプセル化ルートディスクを使用して 5.1 SP1 RP2 から 6.1 にアップグレード
するには、アップグレードの前に、システムに nash ユーティリティを再インストールする必
要があります。
カプセル化ルートディスクを使用して 5.1 SP1 RP2 から 6.1 にアップグレードするには

1

ルートディスクをカプセル化します。

2

nash ユーティリティを再インストールします。

3

SF 6.1 リリースにアップグレードします。

カプセル化ルートディスクを使用して 5.1SP1 から 61 にアップグ
レードする際に、デポートされたディスクグループでターゲットディ
スクグループ名が使用されていた場合には、ルートミラーの分割
が失敗する（2280560）
カプセル化ルートディスクを使用して SFHA 5.1 SP1 から SFHA 6.1 へアップグレード
する際に、分割操作のターゲットディスクグループ名が、既存のデポートされたディスクグ
ループで使用されていた場合には、ルートミラーの分割が失敗します。
回避策:
分割操作のターゲットには、異なるディスクグループ名を指定してください。
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ブラウザが開いたままの場合、Web インストーラは最初のセッショ
ンの後で認証を要求しない（2509330）
SFHA をインストールまたは設定し、Web インストーラを閉じた後でも、他のブラウザウィ
ンドウが開いていた場合には、Web インストーラはその後のセッションで認証を要求しま
せん。 Web インストーラからログアウトするオプションはないので、システム上でブラウザ
が開いている限り、セッションは開いたままになります。
回避策: すべてのブラウザウィンドウを閉じて、ブラウザセッションを終了し、その後でもう
一度ログインしてください。

Web インストーラを停止するとデバイスがビジー状態であるという
エラーメッセージが表示される（2633924）
Web インストーラを起動すると、操作（プレチェック、設定、アンインストールなど）が実行
され、デバイスがビジー状態であることを知らせるエラーメッセージが表示されることがあ
ります。
回避策: 次のいずれかを実行します。
■

start.pl プロセスを終了します。

■

Web インストーラを再度起動します。最初の Web ページで、セッションがアクティブ
であることが確認できます。このセッションをテイクオーバーして終了させるか、または
直接終了させます。

カプセル化されたブートディスクによる VxVM バージョン 5.1
SP1RP3 またはバージョン 6.0 からのアップグレード後に、システ
ムがブートに失敗する（2750782）
RHEL6 （Red Hat Enterprise Linux 6）で、バージョン 5.1 SP1RP3 またはバージョン
6.0 からこれ以降のバージョンに VxVM （Veritas Volume Manager）をアップグレードす
るときに、RPM は、新しいバージョンの VxVM のインストールスクリプトをまず実行しま
す。その後で、既存の VxVM バージョンのアンインストールスクリプトを実行します。5.1
SP1RP3 または 6.0 のアンインストールスクリプトの不具合のため、新しいバージョンで
インストールしたファイルが破損します。これはブートエラーの原因となります。
回避策:

1

カプセル化されたルートディスクを unroot します。

2

既存の VRTSvxvm （5.1 SP1RP3 または 6.0） RPM をアンインストールします。

3

新しいバージョン（6.0 より上）の VRTSvxvm をインストールします。

誤った resstatechange トリガの警告
リソースを再起動するときに、次の警告が表示されることがあります。
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CPI WARNING V-9-40-4317 The installer has detected that resstatechange
trigger is configured by setting TriggerResStateChange attributes.

回避策: 将来のリリースでは、resstatechange トリガはリソースが再起動するときに呼び
出されなくなります。その代わり、resrestart トリガは TriggerResRestart 属性で設定した
場合に呼び出されます。resrestart トリガは現在のリリースで利用可能です。詳しくは、
VCS のマニュアルを参照してください。

アンインストーラがスクリプトをすべては削除しない（2696033）
SFHA の削除後、RC の一部のスクリプトが /etc/rc*.d/ フォルダに残ります。これは
RHEL6 とアップデートの chkconfig rpm の問題が原因です。/etc/rc*.d/ フォルダか
ら VxVM RPM を削除した後で、スクリプトを手動で削除できます。
回避策: chkconfig-1.3.49.3-1 chkconfig rpm を RedHat のポータルからインストールし
てください。次のリンクを参照してください。
http://grokbase.com/t/centos/centos/117pfhe4zz/centos-6-0-chkconfig-strange-behavior
http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2012-0415.html

ディスクグループが異なるオープンボリュームに同じ名前が付い
ている場合、ローリングアップグレードで問題が起こることがある
（3326196）
ローリングアップグレードを実行するときに、すべてのオープンボリュームが VCS の制御
下にあっても、ローリングアップグレードがインストーラによってブロックされることがありま
す。マウントされていなくても、別のディスクグループに同じ名前のボリュームが存在する
場合に、この問題が起こることがあります。
回避策: 別のディスクグループから同じ名前でボリュームを作成しないようにします。その
ようなボリュームがすでに存在する場合は、すべての VxFS マウントポイントをマウント解
除します。アップグレードが終了した後で、ボリュームを再マウントしてください。

CP サーバーのセキュアモードで 6.0 より前のバージョンからの
VCS ローリングアップグレードに失敗する [3262900]
CP サーバーをセキュアモードで設定している場合は、6.0 より前のバージョンから 6.1
に VCS をローリングアップグレードできません。vxcpserv 処理が共有認証と互換性が
ないため、CP サーバーサービスグループはローリングアップグレードのフェーズ 1 を実
行した後でオンラインにできません。
回避策: ローリングアップグレードではなくフルアップグレードや段階的アップグレードを
実行します。
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LLT の既知の問題
ここでは、LLT に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

LLT 接続は NIC 上で vlan を設定したときには構成できない
（2484856）
LLT リンクを設定するのにすでに使用された NIC 上では、vlan を設定するときに LLT
接続は構成されません。
回避策: 後で vlan を設定する場合は、LLT を設定するときに llttab ファイルに NIC
の MAC アドレスを指定しないでください。すでに指定済みの NIC の MAC アドレスがあ
る場合は、その MAC アドレスを llttab ファイルから削除し、ファイルを更新してから
LLT を再起動します。

LLT ポートの統計で recvbytes よりも大きい recvcnt が示される
ことがある（1907228）
パケットを受信するたびに、LLT は次の変数を増分します。
■

recvcnt（パケットごとに 1 ずつ増加）

■

recvbytes（すべてのパケットのパケットサイズのみ増加）

これらの変数は両方とも整数です。一定のトラフィックでは、recvbytes はすぐに MAX_INT
に達してロールオーバーします。 これにより recvbytes の値が recvcnt の値よりも小さく
なることがあります。
これは LLT の機能に影響しません。

LLT は大きいクラスタ設定のノードに正しくないポートレベル接続
を宣言することがある（1810217）
ポートがクラスタのノードで頻繁に登録、登録解除されると、LLT はポートレベルの接続
が別のピアノードに存在すると宣言することがあります。 これはポートがピアノードに登録
されていなくても、一部の極端なケースで発生します。

LLT は結合された NIC が起動するときに検出しないことがある
（2604437）
LLT が結合された NIC で設定されていて、その結合された NIC が ifconfig コマンド
で停止されたとき、LLT は対応するリンクをダウンとマークします。 結合された NIC が
ifconfig コマンドで再び起動されたとき、LLT はこの変更を検出せず、リンクをアップと
マークしません。
回避策: すべてのポートを閉じ、LLT を再起動し、ポートを再び開いてください。
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GAB の既知の問題
ここでは、GAB に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

GAB クライアントを初期化解除する間、「gabdebug -R
GabTestDriver」のコマンドはログに refcount 値 2 を記録する
（2536373）
-nodeinit オプションで gtx ポートを登録解除した後、gabconfig -C コマンドは refcount

として 1 を表示します。しかし GAB クライアントを初期化解除するために強制的な deinit
オプション（gabdebug -R GabTestDriver）を実行すると、次のようなメッセージがログ
に記録されます。
GAB INFO V-15-1-20239
Client GabTestDriver with refcount 2 forcibly deinited on user request
refcount 値は内部的に 1ずつ増やされます。 しかし、refcount 値は 2 と表示されま

す。これは、gabconfig -C コマンドの出力と矛盾しています。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

再設定時にパニックが発生する（2590413）
クラスタの再設定の際、GAB のブロードキャストプロトコルと、シーケンス要求パスとの間
で、競合状態が発生します。 この条件は非常に狭いウィンドウ期間で発生するものです
が、生じると、GAB のマスターでパニックが発生します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

I/O フェンシングの既知の問題
ここでは、I/O フェンシングに関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

CP サーバーが利用不能な IP アドレスを繰り返しログに記録する
（2530864）
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）が、vxcps.conf ファイルに記され
ている、またはコマンドラインから動的に追加された、どの IP アドレスからも応答を受けな
かった場合、CP サーバーは、障害を示すため、定期的な間隔でログにエラーを記録し
ます。 ログの記録は、IP アドレスが正常にバインドされるまで続きます。
CPS ERROR V-97-51-103 Could not create socket for host
10.209.79.60 on port 14250
CPS ERROR V-97-1400-791 Coordination point server could not
open listening port = [10.209.79.60]:14250
Check if port is already in use.
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回避策: cpsadm コマンドの rm_port アクションを使って、問題となっている IP アドレス
を、応答を待機している IP アドレスのリストから削除します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability 管理者ガイド』を参照
してください。

クラスタノードが CP サーバーに登録されていなくてもフェンシング
ポート b が数秒間可視になる（2415619）
クラスタノードが CP サーバーに登録されていない状態で、コーディネーションポイント
サーバー（CP サーバー）の情報をクラスタノードの vxfenmode に設定し、フェンシング
を開始すると、フェンシングポート b が数秒間可視になり、それから消えます。
回避策: この問題を解決するには、CP サーバーにクラスタ情報を手動で追加します。ま
た、インストーラを使用することもできます。インストーラは設定時に、クラスタ情報を CP
サーバーに追加します。

cpsadm コマンドは LLT がアプリケーションクラスタで設定されて
いない場合には失敗する（2583685）
cpsadm コマンドは、cpsadm コマンドを実行するアプリケーションクラスタノードで LLT が

設定されていなければ、コーディネーションポイントサーバー （CP サーバー）と通信でき
ません。 次のようなエラーが表示されます。
# cpsadm -s 10.209.125.200 -a ping_cps
CPS ERROR V-97-1400-729 Please ensure a valid nodeid using
environment variable
CPS_NODEID
CPS ERROR V-97-1400-777 Client unable to communicate with CPS.

ただし、CP サーバー上で cpsadm コマンドを実行すれば、CP サーバーをホストしてい
るノードで LLT が設定されていなくても、この問題は起こりません。 CP サーバーノード
上の cpsadm コマンドは、LLT が設定されていなければ、常に LLT ノード ID が 0 であ
ると想定します。
CP サーバーとアプリケーションクラスタ間のプロトコルに従えば、アプリケーションクラス
タノード上で cpsadm を実行した場合、cpsadm はローカルノードの LLT ノード ID を CP
サーバーに送信する必要があります。 しかし、LLT が一時的に設定解除されていた場
合、またはノードが LLT が設定されないシングルノード VCS 設定である場合には、cpsadm
コマンドは LLT ノード ID を取得できません。そのような状況では、cpsadm コマンド失敗
します。
回避策: CPS_NODEID 環境変数の値を 255 に設定します。cpsadm コマンドは、LLT か
ら LLT ノード ID を取得できなかった場合には、CPS_NODEID 変数を読み込んで、続行
します。
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CP サーバーにクラスタの詳細が存在しない場合、VxFEN は既存
のスプリットブレインについてのメッセージを出して、失敗する
（2433060）
サーバーベースの I/O フェンシングを開始するとき、ノードがクラスタに参加せず、ログ
ファイルに次のようなエラーメッセージを記録することがあります。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1043
Detected a preexisting split brain. Unable to join cluster.
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
operation failed.
CPS ERROR V-97-1400-446 Un-authorized user cpsclient@sys1,
domaintype vx; not allowing action

アプリケーションクラスタの vxfend デーモンは、コーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）に対して、GAB のメンバーシップに属するクラスタメンバーが CP サーバーに
登録されているかどうかをチェックするようにクエリーします。アプリケーションクラスタが何
らかの理由で CP サーバーに接触できなかった場合、フェンシングは CP サーバー上の
登録を判断できず、予防的にすでにスプリットブレインが発生していると想定します。
回避策: アプリケーションクラスタで VxFEN を開始する前に、クラスタ名、UUID、ノード、
権限などのクラスタ詳細が CP サーバーに追加されていることを確認します。

vxfenswap ユーティリティは RSH の制限事項によるコーディネー
ションポイントの検証エラーを検出しない（2531561）
vxfenswap ユーティリティは、コーディネーションポイントの検証のため、クラスタの各ノー

ド上で RSH または SSH により vxfenconfig -o modify コマンドを実行します。 RSH
を使用して（-n オプションを付けて）vxfenswap コマンドを実行した場合、RSH はノード
のコーディネーションポイントの検証エラーを検出しません。 vxfenswap はこのポイント
から、検証がすべてのノードで成功だったように続行します。 しかし後の段階で、VxFEN
ドライバへの新しいコーディネーションポイントのコミットを試みるときに失敗します。 エラー
の後には、全体の操作をロールバックし、ゼロ以外のエラーコードを返して正常に終了し
ます。 SSH を使用して（-n オプションなしで）vxfenswap を実行した場合には、SSH は
コーディネーションポイントの検証エラーを正しく検出し、全体の操作をすぐにロールバッ
クします。
回避策: vxfenswap ユーティリティを SSH で（-n オプションなしで）使います。
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フェンシングが再ブート後にノードの 1 つで起動しない（2573599）
VxFEN の設定解除でカーネルでの処理が完了していないときに VxFEN の起動を試み
た場合、/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイルに次のエラーが出されます。
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1007 Vxfen already configured

ただし、gabconfig -a コマンドの出力にはポート b は表示されません。vxfenadm -d
コマンドは次のエラーを表示します。
VXFEN vxfenadm ERROR V-11-2-1115 Local node is not a member of cluster!

回避策: しばらくしてから再び VxFEN を開始します。

サーバーベースのフェンシングはデフォルトポートが指定されてい
ない場合に間違って起動する（2403453）
フェンシングをカスタマイズモードで設定した場合には、デフォルトのポートを指定しなく
ても、フェンシングは起動します。 しかし、vxfenconfig -l コマンドではポート番号が
出力されません。
回避策: 少なくとも 1 台の CP サーバーでカスタマイズされたフェンシングを使用する場
合には、/etc/vxfenmode ファイル内に「port=<port_value>」の設定を残しておいてく
ださい。ポートのデフォルト値は 14250 です。

セキュアな CP サーバーは IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用す
るローカルホストとは接続しない（2554981）
cpsadm コマンドは、IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用するローカルホストでは、セキュ

アな CP サーバーに接続しません。
回避策: CP サーバーで設定され、ローカルノードと関連付けられているいずれかの仮想
IP を使用して、セキュアな CP サーバーに接続してください。

30 秒の間隔をカスタマイズできない（2551621）
vxcpserv プロセスは、起動時に IP アドレスにバインドすることができなかった場合、30
秒間隔でその IP アドレスへのバインドを試みます。 この間隔は設定可能ではありませ
ん。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

CP サーバーをセキュアモードで 6.0 以降にアップグレードした後
に cpsadm コマンドが失敗する（2846727）
cpsadm コマンドは、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）をセキュアモー

ドで 6.0 にアップグレードした後に失敗することがあります。 古い VRTSat RPM をシス
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テムから削除していないと、cpsadm コマンドは、システムに存在するその古いセキュリティ
バイナリを読み込みます。 インストーラが CP サーバーで cpsadm コマンドを実行し、
SFHA クラスタ（アプリケーションクラスタ）を追加またはアップグレードすると、インストーラ
も失敗します。
回避策: CP サーバーのすべてのノードで次の手順を実行します。
この問題を解決するには

1

cpsadm という名前を cpsadmbin に変更します。
# mv /opt/VRTScps/bin/cpsadm /opt/VRTScps/bin/cpsadmbin

2

次の内容で、ファイル /opt/VRTScps/bin/cpsadm を作成します。
#!/bin/sh
EAT_USE_LIBPATH="/opt/VRTScps/lib"
export EAT_USE_LIBPATH
/opt/VRTScps/bin/cpsadmbin "$@"

3

新しいファイルの権限を 775 に変更します。
# chmod 755 /opt/VRTScps/bin/cpsadm

共通の製品インストーラはリリースバージョン 5.1SP1 のクライア
ントシステムとリリースバージョン 6.0 以降のサーバーの間で信頼
関係を設定できない［3226290］
この問題は、VCS 5.1SP1 リリースバージョンがトラストストアの個別のディレクトリをサポー
トしていないために発生します。ただし、VCS バージョン 6.0 以降はトラストストアの個別
のディレクトリをサポートしています。このトラストストアのサポートの不一致が原因で、クラ
イアントシステムとサーバーとの間の信頼関係を設定できません。
回避策: cpsat または vcsat コマンドを使ってコーディネーションポイントサーバーとクラ
イアントシステムとの間の信頼関係を手動で設定して、サーバーとクライアントシステムが
セキュアモードで通信できるようにしてください。

CP サーバーではホスト名とユーザー名の大文字と小文字が区別
される（2846392）
CP サーバーのホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が区別されます。CP サーバー
と通信するためにフェンシングが使うホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が CP
サーバーデータベース内の文字と同じである必要があり、異なる場合はフェンシングを開
始できません。

56

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
既知の問題

回避策: ホスト名とユーザー名に、CP サーバーと大文字と小文字が同じ文字を使うよう
にしてください。

仮想マシンはストレージのドメインが非アクティブであり、データセ
ンターが停止している場合に「応答なし」の状態を返すことがある
（2848003）
Red Hat Enterprise 仮想化環境では、ストレージドメインが非アクティブな状態にあり、
データセンターが停止状態にある場合、仮想マシンが「応答なし」の状態を返し、
KVMGuest リソースがオフライン状態になることがあります。
回避策: この問題を解決するには、次を実行してください。

1

RHEV-M のストレージドメインをアクティブにします。

2

データセンターが稼働状態にあること確認します。

クラスタ内の一部のノードに対し、フェンシングが RFSM 状態を繰
り返しとして示すことがある（2555191）
キャンパスクラスタ環境で、コーディネーションポイントクライアントに基づくフェンシング
が、クラスタ内の一部のノードに対して RFSM 状態を繰り返しとして示すことがあります。
回避策:
RFSM 状態を繰り返しとして示すノードのフェンシングを再起動します。

CoordPoint エージェントがコーディネータディスクグループへの新
規ディスクの追加を報告しない [2727672]
コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加したために、コーディネータディ
スクグループの構成要素に変更があった場合でも、CoordPoint エージェントの LevelTwo
監視は障害を報告しません。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

コーディネーションポイントサーバーベースのフェンシングは、6.0.1
のコーディネーションポイントサーバーを使って 5.1SP1RP1 で設
定されている場合に失敗することがある（2824472）
5.1SP1 インストーラ（CPI）は、5.1SP1 にトラストストアの個別のディレクトリがないため
に、5.1SP1 クライアントと 6.0 以降のサーバーの間で信頼関係を設定できません。信頼
関係を設定できないと、5.1SP1 インストーラは、セキュアモードで 5.1SP1 クライアントが
6.0 以降の CPS と連動するように設定できません。
回避策:
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cpsat または vcsat コマンドを使って CPS とクライアントとの間の信頼関係を手動で設定
してください。これにより、CPS とクライアントはセキュアモードで正しく通信できます。

vxfenswap ユーティリティを hacli オプションで実行すると、コメン
ト行が /etc/vxfemode ファイルから削除される（3318449）
vxfenswap ユーティリティは、クラスタ内のピアノードとの通信に RSH、SSH、または hacli
プロトコルを使います。ディスクベースのフェンシングでコーディネーションディスクを置換
するのに vxfenswap を使うと、vxfenswap は /etc/vxfenmode（リモートノード）に
/etc/vxfenmode（ローカルノード）をコピーします。
hacli オプションを指定すると、ユーティリティはリモートの /etc/vxfenmode ファイルか
らコメント行を削除しますが、ローカルの /etc/vxfenmode ファイルのコメントは維持しま
す。
回避策: ローカルの /etc/vxfenmode からリモートノードにコメントを手動でコピーしま
す。

HTTPS ベースの通信のみに CP サーバーを設定すると、
engine_A.log で紛らわしいメッセージが表示される（3321101）
CP サーバーを HTTPS ベースの通信のみに設定し、IPM ベースの通信には設定しな
かった場合、engine_A.log ファイルに次のメッセージが表示されます。
No VIP for IPM specified in /etc/vxcps.conf

回避策: このメッセージは無視してください。

1 つ以上のコーディネーションディスクとストレージアレイとの接続
を切断または再確立した後に、CoordPoint エージェントがエラー
になる（3317123）
ストレージアレイとコーディネーションディスクとの接続を切断または再確立した後に、
CoordPoint エージェントがエラーになることがあります。これは、エージェントが、I/O フェ
ンシングカーネルモジュールに格納されている古い値を読み取るためです。
回避策: vxfenswap ユーティリティを実行して、サーバーベースの I/O フェンシングとディ
スクベースの I/O フェンシングの両方のコーディネーションポイントの登録キーを更新し
ます。ただし、登録キーが失われない場合でも、vxfenswap ユーティリティを実行して、
I/O フェンシングカーネルモジュールに格納されているコーディネーションポイント情報を
更新する必要があります。
サーバーベースとディスクベースの I/O フェンシングのコーディネーションポイントの登録
キーを更新する方法について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
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オンラインサービスグループで SysDownPolicy が
AutoDisableNoOffline に設定されている場合、フェンシングの設
定が失敗する [3335137]
1 つ以上のオンラインサービスグループの SysDownPolicy を AutoDisableNoOffline
に設定している場合は、サーバーベース、ディスクベース、無効モードなどのフェンシン
グ設定が失敗します。 サービスグループを SysDownPolicy = {
AutoDisableNoOffline } と設定しているので、VCS を停止するとフェンシング設定
に失敗します。
回避策: VCS を停止する前にフェンシングを設定した場合は、SysDownPolicy = {
AutoDisableNoOffline } で、手動で設定したサービスグループをオフラインにする必
要があります。

CP サーバーの実行中に CP サーバーが HTTPS 仮想 IP または
ポートの追加や削除を許可しない [3322154]
CP サーバーは、CP サーバーの実行中に HTTPS 仮想 IP やポートを追加、削除する
ことをサポートしません。ただし、IPM の仮想 IP やポートは追加も削除もできます。
回避策: 回避策はありません。 HTTPS に新しい仮想 IP を追加する場合は、『Symantec
Cluster Server インストールガイド』に記載されている CP サーバーの HTTPS 証明書
（server.crt）を生成する手動の手順をすべて実行する必要があります。

vxfentsthdw ユーティリティが部分的な SFHA スタックを使ってイ

ンストールしたシステムで動作しないことがある [3333914]
vxfentsthdw ユーティリティは、適切に設定された SF と VxVM を使って SFHA スタッ

クと VCS が完全にインストールされている場合に動作します。また、SFHA スタック全体
と VCS がインストールされていない場合にも、動作します。しかし、SF はインストールさ
れ、設定されているが、VCS はインストールされていないという、部分的インストールはサ
ポートされません。このユーティリティでは、-g オプションまたは -c オプションでエラーが
表示されます。
回避策: VRTSvxfen パッケージをインストールしてから、インストールメディアまたは
/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/ からユーティリティを実行してください。

ノードのパニックなどが原因でクライアントノードが停止したときに
ノードを再起動すると、そのクライアントノードで I/O フェンシングが
起動しない（3341322）
この問題は、次の状況に 1 つでも当てはまると起きます。
■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーが停止する
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■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーの CP サーバーサービスグルー
プが停止する

■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーで VIP が停止する

クライアントノードを再起動すると、ノードでフェンシング設定を開始します。 フェンシング
デーモン vxfend は、ノードで一部のフェンシングスクリプトを呼び出します。これらのスク
リプトそれぞれに 120 秒のタイムアウト値が設定されています。これらのスクリプトに失敗
すると、そのノードのフェンシング設定は失敗します。
一部のスクリプトは cpsadm コマンドを使って CP サーバーと通信します。 ノードを起動
すると、cpsadm コマンドが、60 秒のタイムアウト値が設定された VIP を使って CPサー
バーに接続します。したがって、単一スクリプト内部で実行する複数の cpsadm コマンド
がタイムアウト値を超え、合計タイムアウト値が 120 秒を超えると、いずれかのスクリプトが
タイムアウトします。 そのため、I/O フェンシングはクライアントノードで起動しません。
CP サーバーとクライアントクラスタ間の IPM ベースの通信ではこの問題は起きません。
回避策: CP サーバーを修正します。

Symantec Storage Foundation and High Availability の既知の問題
ここでは、Symantec Storage Foundation and High Availability（SFHA）のこのリリース
での既知の問題について説明します。

ディスクに I/O エラーが発生した後、SmartIO キャッシュエリアが
オンラインにならない（3133854）
SmartIO のキャッシュエリアに使われるディスクへのパスが無効または利用不能になる
と、キャッシュエリアはオフラインになります。パスがオンラインに戻る前にキャッシュエリア
をオンラインにしようとすると、次のメッセージが表示されます。
Cache area does not exist

回避策:
パスが利用可能または有効になった後でキャッシュエリアをオンラインにすることができま
す。キャッシュエリアは自動的にはオンラインになりません。
キャッシュエリアをオンラインにするには

1

キャッシュエリアを表示します。
# sfcache list

2

キャッシュエリアをオンラインにします。
# sfcache online cachearea_name
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キャッシュ領域がディスク障害後に失われる (3158482)
SmartIO は、1 つの VxFS キャッシュ領域と 1 つの VxVM キャッシュ領域をサポートし
ます。 1 つのキャッシュ領域を作成し、ディスクにエラーが発生すると、キャッシュ領域は
無効になります。 キャッシュディスクグループが有効になる前にその他のタイプの 2 つ目
のキャッシュ領域を作成しようとすると、最初のキャッシュ領域は失われます。オンライン
にすることはできません。
たとえば、最初に VxFS キャッシュ領域を作成したとします。ディスクにエラーが発生し、
そのキャッシュ領域が無効になります。 ここで VxVM キャッシュ領域を作成します。 VxVM
キャッシュ領域の作成時に、SmartIO は既存のデフォルトのキャッシュ領域を検索しま
す。 エラーが発生したディスクのため、既存のキャッシュ領域は見つかりません。そのた
め、SmartIO は同じ名前の VxVM キャッシュ領域を作成します。ここで、VxFS キャッシュ
領域を含むディスクが起動されても、SmartIO は元のキャッシュ領域にアクセスすること
ができません。このシナリオでは、VxFS キャッシュ領域は失われます。 この場合はキャッ
シュ領域が失われても、データ損失またはデータ不整合の問題は発生しません。
回避策:
新しい VxFS キャッシュ領域を作成します。

再ブート後にキャッシュがオンラインにならない
通常、SmartIO キャッシュは、システムの再ブート後に自動的にオンラインになります。
再ブート後に SSD ドライバモジュールが自動的に読み込まれない場合は、Linux コマン
ドを使ってドライバを読み込み、キャッシュディスクグループを手動でオンラインにする必
要があります。
再ブート後にキャッシュをオンラインにするには

1

insmod コマンドを使って、SSD ドライバモジュールを読み込みます。

詳しくは、Linux 社のマニュアルを参照してください。

2

OS デバイスのスキャンを実行します。
# vxdisk scandisks

3

キャッシュを手動でオンラインにします。
# vxdg import cachedg

インストーラはローリングアップグレードのエラーメッセージを表示
して 5.1 RP1 へのアップグレードを終了する（1951825、1997914）
/etc/gabtab ファイルと /etc/vxfenmode ファイルにプロトコルバージョンのエントリが

存在する場合に、インストーラがローリングアップグレードのエラーメッセージを表示して
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5.1 RP1 へのアップグレードを終了します。5.1 から 5.1 RP1 へのアップグレード時に、
インストーラプログラムが次のいずれかのエラーメッセージを表示して終了することがあり
ます。
SF51 is installed.Rolling upgrade is only supported from 5.1 to
higher version for the products

または
To do rolling upgrade, VCS must be running on <node>.

回避策: /etc/gabtab ファイルと /etc/vxfenmode ファイルにプロトコルバージョンのエ
ントリが存在する場合、インストーラはそれをローリングアップグレード（RU）として検出し
ます。RU を実行しようとしているのではなく、5.1 RP1 への完全アップグレードを実行す
る場合、インストーラが通常のアップグレードに進むように、これらの 2 つのファイルから
プロトコルバージョンのエントリを削除します。

IPv6 環境のインスタンス作成時およびインスタンス削除時に
db2icrt コマンドおよび db2idrop コマンドがセグメンテーション違
反のエラーを返す（1602444）
純粋な IPv6 環境に IBM DB2 db2icrt コマンドを使って DB2 データベースインスタン
スを作成すると、db2icrt コマンドがセグメンテーション違反のエラーメッセージを返しま
す。次に例を示します。
$ /opt/ibm/db2/V9.5/instance/db2icrt -a server -u db2fen1 db2inst1
/opt/ibm/db2/V9.5/instance/db2iutil: line 4700: 26182 Segmentation fault
$ {DB2DIR?}/instance/db2isrv -addfcm -i ${INSTNAME?}

また、db2idrop コマンドもセグメンテーション違反を返しますが、db2idrop コマンドの発
行後にインスタンスは正常に削除されます。次に例を示します。
$ /opt/ibm/db2/V9.5/instance/db2idrop db2inst1
/opt/ibm/db2/V9.5/instance/db2iutil: line 3599: 7350 Segmentation fault
$ {DB2DIR?}/instance/db2isrv -remove -s DB2_${INSTNAME?} 2> /dev/null
DBI1070I

Program db2idrop completed successfully.

これは DB2 9.1、9.5、9.7 で発生します。
この問題は IBM 側の問題として確認されています。このセグメンテーションに関する問題
は、IBM 社によって修正されて、Hotfix が提供される予定です。
IBM 社が Hotfix を提供するまでは、デュアルスタックで通信することで、セグメンテーショ
ン違反のエラーメッセージを回避できます。
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デュアルスタック環境で通信するには
◆

IPv6 ホスト名を IPv4 ループバックアドレスとして /etc/hosts ファイルに追加しま
す。次に例を示します。
127.0.0.1 swlx20-v6

または
127.0.0.1 swlx20-v6.punipv6.com
127.0.0.1 は IPv4 ループバックアドレスです。
swlx20-v6 と swlx20-v6.punipv6.com は IPv6 ホスト名です。

インストーラによる設定中にプロセスの起動がハングアップするこ
とがある（1678116）
Storage Foundation 製品のインストール後、Veritas Volume Manager プロセスが設定
段階でハングアップすることがあります。
回避策: インストールプログラムを強制終了し、設定を再実行します。

Oracle 11gR1 が純粋な IPv6 環境で動作しないことがある
（1819585）
Oracle 11gR1 を純粋な IPv6 環境で実行する場合に問題が発生します。
dbcaのようなツールはデータベース作成の間にハングアップするかもしれません。

回避策: Oracle 11gR1 が純粋な IPv6 環境を完全にはサポートしていないため、この問
題の回避策はありません。Oracle 11gR2 リリースは純粋な IPv6 環境で動作する可能
性がありますが、まだテストおよびリリースされていません。

一部のオブジェクトが VOM GUI に表示されない（1821803）
SF スタックを 5.0MP3RP2 から 5.1 にアップグレードした後、ボリュームは VOM GUI の
［ボリューム（Volumes）］タブに表示されず、共有ディスクグループは［Diskgroup］タブに
［専用（Private）］と［デポート済み（Deported）］として表示されます。
回避策:
この既知の問題を解決するには
◆

VRTSsfmh 2.1 がインストールされている各管理ホストで、次のコマンドを実行します:
# /opt/VRTSsfmh/adm/dclisetup.sh -U
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オフホストノードが CVM クラスタの一部ではない場合に RAC のオ
フホストクローンを実行するとエラーメッセージを受け取る
（1834860）
これは既知の問題で、オフホストノードが CVM クラスタの一部ではない場合に RAC の
オフホストクローンを作成しようとすると表示されます。次のようなエラーメッセージが表示
されます。
Cannot open file /etc/vx/vxdba/rac11g1/.DB_NAME
(No such file or directory).
SFORA vxreptadm ERROR V-81-8847 Cannot get filename from sid
for 'rac11g1', rc=-1.
SFORA vxreptadm ERROR V-81-6550 Could not connect to repository
database.
VxVM vxdg ERROR V-5-1-582 Disk group SNAP_rac11dg1: No such disk
group SFORA
vxsnapadm ERROR V-81-5623 Could not get CVM information for
SNAP_rac11dg1.
SFORA dbed_vmclonedb ERROR V-81-5578 Import SNAP_rac11dg1 failed.

回避策: 現時点で、この既知の問題に対する回避策はありません。ただし、オフホストノー
ドが CVM クラスタの一部であれば、RAC のオフホストクローンは正常に動作します。
また、dbed_vmclonedb コマンドはプライマリデータベースの init.ora パラメータファイ
ル内の LOCAL_LISTENER および REMOTE_LISTENER をサポートしていません。

DB2 データベースが VOM Web コンソールで表示されない
（1850100）
SF 5.1 にアップグレードすると、DB2 データベースが VOM Web コンソールで表示され
なくなります。
これは SF 5.1 Patch 1 リリースで修正される予定です。
回避策: ホストが SF 5.1 にアップグレードされている場合は、VOM DB2-Hotfix
（HF020008500-06.sfa）の再インストールが必要です。配備フレームワークを使って、管
理対象ホストで DB2 の Hotfix（HF020008500-06.sfa）を再インストールします。
この問題を解決するには

1

Web GUI で［Settings］、［Deployment］の順に移動します。

2

［HF020008500-06 hotfix］を選択します。

3

［Install］をクリックします。

4

Hotfix の再インストール中に force オプションを指定します。
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DST（Dynamic Storage Tiering）の配置ポリシーの作成時にボ
リュームの配置クラスタグが Veritas Enterprise Administrator
GUI で表示されない（1880081）
ボリュームに対してボリュームセットを構築する前にそのボリュームに配置クラスタグを設
定しなかった場合、SmartTier 配置ポリシーの作成時にボリュームの配置クラスタグは
VEA（Veritas Enterprise Administrator）GUI で表示されません。
回避策: VEA GUI で配置クラスタグを表示するには、ボリュームセットの構築前にボリュー
ムにタグを設定する必要があります。ボリュームにタグを設定する前にボリュームセットを
構築した場合、vxsvc を再起動して GUI でタグが表示されるようにします。

NFS ロックのフェールオーバーが SLES 11SP2 と SP3、RHEL6
update 3 と 4 でサポートされない [3331646]
ファイルが NFS クライアントでロックされている場合は、NFS 共有サービスグループの
フェールオーバー後に他のクライアントも同じファイルでロックされることがあります。これ
は、ロックファイルの形式とロックのフェールオーバー機能の変更が原因で起きます。
回避策: 回避策はありません。

複数ノードのクラスタで CP サーバーを 6.0 から 6.1 にアップグレー
ドすると、CP サーバーサービスグループをデフォルトのデータベー
スパスでオンラインにできない [3326639]
セキュリティを有効にしてアップグレードする前に CP サーバーを複数ノードのクラスタに
設定した場合は、CP サーバーをアップグレードしてから CP サーバーを再設定する必
要があります。 古いデータベースパスで古いクレデンシャルを再利用すると、CP サー
バーサービスグループはオンラインになりません。 6.0 と 6.1 では CP サーバーのデフォ
ルトのデータベースパスが異なるので、古いクレデンシャルとデフォルトのデータベース
パスを再利用すると CP サーバーサービスグループをオンラインにすることができませ
ん。
回避策: セキュリティを有効にして CP サーバーのマルチノードクラスタを設定した場合
や、CP サーバーのアップグレード後にデータベースパスなどの古いクレデンシャルを
CP サーバーの再設定で再利用する予定がある場合は、アップグレード前後で同じデー
タベースパスを使います。

Veritas Volume Manager に関連する既知の問題
以下は、このリリースでの Veritas Volume Manager の既知の問題です。
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多数のオブジェクトがあるディスクグループの作成またはこのよう
なディスクグループの分割、結合、移動でカーネルメモリ不足のエ
ラーが報告される（3069711）
大量のオブジェクト（ボリューム、スナップショット、プレックス、ディスク）があるディスクグ
ループを作成すると、次のエラーが表示されることがあります。
ERROR-V-5-1-10128 Out of kernel memory

このようなディスクグループで分割/結合/移動などの操作を実行した場合もエラーが表示
されることがあります。
各オブジェクトには説明と状態に使うレコードがあります。 これらのレコードは、ディスクグ
ループごとにプライベートリージョンに格納されます。 デフォルトのプライベートリージョン
サイズは 32 MB です。この容量があれば十分な数のオブジェクトを収容できます。 ディ
スクグループのプライベートリージョンに新しいレコードを作成する領域がない場合は、前
述のエラーメッセージが表示されて操作に失敗します。 通常の使用例はこの条件に該
当しません。
回避策:
ベストプラクティスは、ディスクグループに大量のオブジェクトを収容しないことです。 また
は、ディスクグループを複数のディスクグループに分割します。
ディスクグループの分割について詳しくは、管理者ガイドの「ディスクグループの内容の
再編成」の節を参照してください。

投票ディスクへの接続が失われた後にサーバーパニックが発生
する（2787766）
この問題は A/P アレイで発生します。投票ディスクがプライマリパスへの接続を失うと、
DMP はエラーの分析とパスのフェールオーバーに時間をかけます。この間に、cssd は
タイムアウトを報告し、パニックに陥ります。DMP デバイス上で Oracle ASM を使う場合、
disktimeout パラメータを適切な値に設定します。このパラメータは投票ファイル I/O が
完了するために許可される最大時間を示します。この時間を超過すると、投票ディスクは
オフラインとしてマーク付けされます。
disktimeout のデフォルトは 200 です。チューニングパラメータの値がこの値を下回る

場合、値をデフォルト値にリセットします。
回避策:
disktimeout を 200 に設定するには、次を実行します。
$CRS_HOME/bin/crsctl set css disktimeout 200 [-force] test
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ioship が有効にされているノードの連鎖障害のため、vxconfigd
デーモンがハングアップすることがある（2865771）
ioship が有効にされている共有ディスクグループの環境で、vxconfigd デーモンは特
定の場合にハングアップすることがあります。ローカルのディスクへの接続を失ったスレー
ブノードから I/O が開始されると、I/O は他のノードに送られます。送られた I/O を処理す
るノードが、最初のノードの直後にクラスタを離れ、スレーブとしてクラスタに再参加しよう
とする場合、連鎖障害が発生し、vxconfigd デーモンがハングアップすることがありま
す。

多数のディスクが再接続されるときのパフォーマンスへの影響
（2802698）
ストレージの一部へのストレージ接続が失われると、ディスクグループ設定の複製は接続
が維持されているディスクに再分散されます。たとえば、全体のエンクロージャ用のスト
レージが、複数のエンクロージャを持つディスクグループから削除されます。再分散処理
には時間がかかり、この間 vxconfigd デーモンがビジー状態になり、コマンドに応答し
なくなります。

vxrestored デーモンが無効なパスのリストアに失敗する
（1663167）
vxrestored デーモンはディスクが直接接続された RHEL 5 で無効なパスをリストアでき

ません。
回避策:
チューニングパラメータ mpt_disable_hotplug_remove を有効にして、ディスクが直接
接続された RHEL 5 コンピュータでパスレベルのフェールオーバーとフェールバックが
正しく機能するようにします。
チューニングパラメータ mpt_disable_hotplug_remove を有効にするには

1

/etc/modprobe.conf ファイルを編集し、ファイルの最後に次の行を追加します:
options mptsas mpt_disable_hotplug_remove=0

2

initrd イメージを再構築します:
# mkinitrd -f /boot/initrd-`uname -r`.img `uname -r`

3

システムを再起動します。
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4 つのアレイ側のポートのうち 3 つを無効にすると、システムがハ
ングアップまたはパニックする（1724260）
4 つのアレイ側のポートのうち 3 つを無効にすると、システムがハングアップまたはパニッ
クします。
回避策:
この問題は Bugzilla ID 524347 に示すように SLES 11 の Novell のパッチで修正でき
ます:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=524347

UEFI ファームウェア対応のサーバーでのルートディスクのカプセ
ル化後にコンピュータが起動しない（1842096）
IBM x3650 M2、Dell PowerEdge T610 のような特定の新しいサーバーは、UEFI ファー
ムウェアをサポートしています。UEFI は、ディスクパーティションに特定の制限を設けて、
従来の MBR タイプのディスクからのブートをサポートします。制限の 1 つは各パーティ
ションが他のパーティションと重複してはならないことです。ルートディスクのカプセル化
中に、ルートディスクのパブリックリージョンにまたがる重複パーティションが作成されま
す。UEFI ファームウェアで重複パーティションの検査が無効になっていない場合は、ルー
トディスクをカプセル化するコマンドの実行後に開始される再ブートの後で、コンピュータ
は起動に失敗します。
回避策:
次の回避策は単一ノードの環境でテストされています。単一ノードの環境ではこの回避
策を使うことをお勧めします。
IBM x3650 シリーズサーバーの場合、UEFI ファームウェアの設定は［Legacy Only］オ
プションが指定されたブートに設定してください。
Dell PowerEdge T610 システムの場合、［Boot Setting］メニューで［Boot Mode］を
［BIOS］に設定します。

Veritas Volume Manager（VxVM）は特定のシナリオの下で偽の
シリアルスプリットブレインを報告することがある（1834513）
VxVM は次のすべての条件が満たされるときに偽のシリアルスプリットブレインを検出し、
報告することがあります:
■

クラスタに共有ストレージを提供する 1 つ以上のアレイの電源が切られている場合

■

アレイの電源が切られているときに、同時に内部トランザクションが必要である操作
（VxVM 設定コマンドなど）が開始される場合

このようなシナリオの場合、ディスクグループのインポートは失敗し、スプリットブレインエ
ラーが起きます。vxsplitlines の出力は 0 か 1 プールを示します。
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回避策:
この状況からリカバリするには

1

設定コピーからディスクメディア識別子（dm_id）を取得します。
# /etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig device-path

dm_id はシリアルスプリットブレイン ID（ssbid）でもあります。

2

状況からリカバリするには次のコマンドで dm_id を使ってください。
# /etc/vx/diag.d/vxprivutil set device-path ssbid=dm_id

ルートディスクのカプセル化の問題（1603309）
ルートディスクのカプセル化は、vxdmpadm（1M）コマンドを使ってカスタム名が割り当て
られている場合は失敗します。ルートディスクをカプセル化する場合には、対応する DMP
ノードにカスタム名を割り当てていないことを確認してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。
『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』の「DMP ノードのカスタム名の設定」を
参照してください。

OS デバイススキャンが完了する前に VxVM が起動する（1635274）
一部のアレイと連携して働いている間、VxVM はすべてのデバイスが OS によってスキャ
ンされる前に起動することがあります。この遅いデバイスの検出によって、VxVM で一部
のディスクしか表示されないことが原因で、VM、フェンシング、VCS の誤動作が起きるこ
とがあります。
回避策:
ファブリック検出が終了した後、新しく検出されたデバイスを VxVM 設定に読み込むため
に vxdisk scandisks コマンドを発行してください。

リストアデーモンの間隔の長さが原因で、アレイの接続の復元後
に一部のパスで I/O が失敗する（2091619）
アレイへの接続性がパスで失われた場合、パスは失敗する可能性があるものとしてマー
ク付けされ、I/O で使われなくなります。接続性の復元後にリストアデーモンがパスをプ
ローブすると、リストアデーモンはパスが復元されたことを検出します。リストアデーモンは
パスを I/O で使えるようにします。リストアデーモンは、チューニングパラメータ
dmp_restore_interval で設定された間隔でパスをプローブします。dmp_restore_interval
パラメータを大きい値に設定した場合、次の間隔までパスは I/O で使用できません。
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iSCSI リンクに障害が発生し、5 秒以内に復旧した場合、DMP は
サブパスを無効にして、フェールオーバーを開始する（2100039）
EMC CLARiiON アレイで iSCSI S/W イニシエータを使用する場合、iSCSI 接続エラー
により DMP がサブパスを無効にして、フェールオーバーを開始する場合があります。こ
の状況は、iSCSI リンクに障害が発生し、5 秒以内に復旧したときに発生します。
回避策:
EMC CLARiiON アレイで iSCSI S/W イニシエータを使用する場合、
node.session.timeo.replacement_timeout iSCSI チューニングパラメータの値を 40 秒
以上に設定します。

ストレージへの接続が失われた直後に DDL デバイス検出が開始
された場合の DMP パニック（2040929）
SLES11 上で VxVM 5.1SP1 付属の EMC PowerPath を使用する場合、HBA ポート
上の fast_io_fail_tmo を dev_loss_tmo 値より小さい 0 以外の値に設定して、ストレー
ジへの接続の直後に DDL デバイス検出が vxdisk scandisks コマンドまたは vxdctl
enable コマンドによって開始されたときのパニックの発生を回避します。

フェールオーバーを開始したノードをクラスタから切り離す場合、
プライマリパスへのフェールバックが起きない（1856723）
CVM が非 A/A ストレージで設定されるとき、ノードがすべてのプライマリパスを通してス
トレージへのアクセスを失う場合、クラスタ内のすべてのノードがセカンダリパスに切り替
わります。プロトコルを起こしたノードをクラスタから切り離す場合、また、クラスタ内のその
他すべてのノードがプライマリパスを正常であると判断している場合、プライマリパスへの
フェールバックは起こりません。

vxconfigd がノードで実行していなかったとき、CVM スレーブノー
ドでデータディスクへのストレージ接続が失われた場合の問題
（2562889）
vxconfigd がノードで実行していなかったとき、CVM スレーブノードでデータディスクへ
のストレージ接続が失われた場合、このノードで vxconfigd を起動すると、次の問題が
発生することがあります。
■

接続解除されたストレージの共有ディスクグループは、スレーブノードのみで
dgdisabled とマークされます。

■

共有ディスクグループは、その他のクラスタノードに対して使用可能ですが、VxVM
の設定変更などのトランザクションは共有ディスクグループでは行えません。

■

このような共有ディスクグループのデポートを試行すると失敗します。

回避策:
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次のいずれかの回避策を使用します。
■

不良なスレーブノードを CVM クラスタから削除し、ストレージ接続を復元し、ノードを
クラスタに再結合します。

■

CVM マスターノードで vxconfigd を再起動します。

vxcdsconvert ユティリティが、マスターノードでのみサポートされ
る（2616422）
vxcdsconvert ユーティリティは、クラスタのスレーブノードからではなく、マスターノード

からのみ実行する必要があります。

vxconfigd をすべてのノードで再起動したとき、CVM スレーブノー
ド上のディスク状態に問題が発生する（2615680）
CVM マスターノードとスレーブノードがストレージアクセスを失い、vxconfigd がすべて
のノードで再起動されるとき、CVM スレーブノードのディスク状態は無効として表示しま
す。
回避策:
この問題を回避するには

1

ストレージ接続を復元します。

2

ディスクグループをデポートします。

3

ディスクグループをインポートします。

システムブートの際、一部の VxVM ボリュームのマウントが失敗
する（2622979）
システムブートの際、/etc/fstab ファイル内に存在する一部の VxVM ボリュームのマウ
ントが、次のエラーメッセージを出して失敗します。
# fsck
Checking all file systems.
error on stat() /dev/vx/dsk//volume: No such
file or directory

Linux のカーネルモジュールの読み込み順のため、VxFS ファイルシステムのドライバは、
ブートプロセスの後の方で読み込まれます。 オペレーティングシステムが /etc/fstab
ファイルを読み込む時点ではドライバがまだ読み込まれていないため、vxfs タイプのファ
イルシステムはマウントされません。
回避策:
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ブート時の VxFS ファイルシステムのマウント失敗を解決するには、/etc/fstab ファイ
ルで追加のオプションを指定します。 これらのオプションを指定すると、ファイルシステム
は、ブートプロセスの後の方でマウントされるようになります。 VxFS ファイルシステムの場
合のエントリの例は次のようになります。
/dev/vx/dsk/testdg/testvolume /mountpoint

vxfs

_netdev,hotplug

1 1

問題を解決するため、VxVM データボリューム用の fstab エントリでは、次のテンプレー
トに従ってください。
/dev/vx/dsk/testdg/testvol

/testmnt

vxfs

_netdev

0 0

SLES 11 のカプセル化されたブートディスクでカーネルをアップグ
レードできない（2612301）
カプセル化されたブートディスクでカーネルをアップグレードすることは SLES（SUSE
Linux Enterprise Server）11 ではできません。
回避策: カーネルをアップグレードするには、カプセル化されたルートディスクのあるシス
テム上で次の手順を実行します。
カプセル化されたルートディスクのあるシステムでカーネルをアップグレードするには

1

カプセル化されたルートディスクを unroot します。
# /etc/vx/bin/vxunroot

2

カーネルをアップグレードします。
# rpm -Uvh Kernel-upgrade_version

3

システムを再起動します。

4

ルートディスクを再カプセル化します。
# /etc/vx/bin/vxencap -c -g root_diskgroup rootdisk=root_disk

アレイノードを IBM Storwize V7000 ストレージシステムから削除
すると、コントローラも削除される（2816589）
IBM Storwize V7000 ストレージシステムを使っているときに、1 つのアレイノードを削除
すると、対応するコントローラも削除されます。
回避策: 次の手順でこの問題を解決します。
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この問題を解決するには

1

iotimeout チューニングパラメータを 600 に設定します。
# vxdmpadm setattr enclosure encl1 recoveryoption=throttle ¥
iotimeout=600

2

SAN VC ノードを再度追加した後に、DMP（Dynamic Multi-Pathing）のための
vxdctl enable コマンドを実行し、追加済みのパスを検出します。
# vxdctl enable

IBM XIV シリーズのアレイで Symantec Storage Foundation and
High Availability 5.x から 6.1 へのアップグレードが失敗すること
がある（2715119）
Symantec Storage Foundation and High Availability 5.1 SP1 リリース以後、IBM XIV
のエンクロージャの ASL（Array Support Library）は、LUN シリアル番号を 16 進数から
10 進数に変換するようになりました。この変更のため、エンクロージャ名は 5.1 SP1 より
前のリリースと異なります。Symantec Storage Foundation and High Availability をこの
リリースよりも前のリリースから現在の 6.1 リリースにアップグレードする場合、XIV LUN は
エラー状態になることがあります。5.1/5.1SP1 の最新の RP は、エンクロージャの命名に
同じロジックを使うようにすでに修正されています。
回避策:
アップグレード後、vxddladm assign names を実行してください。

動的 LUN 拡張操作中に vxdisk サイズ変更コマンドを使って VxVM
（Veritas Volume Manager）ディスクを拡張できない（2064510）
LUN の simple 形式での動的 LUN 拡張操作中に、次のエラーメッセージが表示されま
す。
VxVM vxdisk ERROR V-5-1-8643 デバイス <device name>: サイズ変更に失敗しまし
た（Device <device name>: resize failed）: 無効なデータが要求されています
（Invalid data in request）
vxdisk resize コマンドは、シリンダ数が 2^16-1（65535）を超えないかぎり、サイズ変

更操作の前後でシリンダサイズ（ヘッド数 * トラックごとのセクタの合計数）の定数を維持
します。ジオメトリ値を格納する VTOC の制限が 2^16 -1 までのため、シリンダ数が制限
を超えると、vxdisk resize のシリンダサイズが増えます。これが発生した場合、プライ
ベートリージョンがパブリックリージョンデータと重複し、ユーザーデータが破損します。
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この LUN ジオメトリの変化の結果、VxVM は simple 形式のディスクの vxdisk resize
を完了できなくなります。VxVM は、SIMPLE 形式のディスクでの動的 LUN 拡張操作中
に、このようなジオメトリの変化に対応するように設計されていません。
回避策:
VxVM の vxdisk resize コマンドは、ディスクが simple、sliced、CDS のどの形式で
あるかに応じて動作が異なります。
上で示した問題は、simple 形式のディスク設定でのみ発生します。この動作の違いがあ
るため、ジオメトリが LUN レベルで動的 LUN 拡張操作中に変化する場合、ディスクを
CDS 形式に変換できます。ディスクで vxcdsconvert コマンドを使います。その後で、
vxdisk resize コマンドを発行できます。
詳しくは、 http://www.symantec.com/docs/TECH136240 を参照してください。

CLARiiON LUN がスナップショット以外のホストにマップされると継
続的な侵害のループが発生する（2761567）
CLARiiON LUN がスナップショット以外のホストにマップされた場合、そのいずれかでの
侵害が他の侵害を引き起こすことがあります。プライマリパスが利用可能な場合、DMP
が LUN のフェールバックを試みるため、この動作の結果、これらの LUN でループが発
生することがあります。
回避策
この問題を避けるためには、dmp_monitor_ownership チューニングパラメータをオフに
してください。
# vxdmpadm settune dmp_monitor_ownership=off

新しいマスターの同期を再開した後、もとのマスターが接続できな
いと、プレックスの同期が完了しない（2788077）
vxrecover -o force を実行すると、1 つのサブボリュームのみがリカバリされ、他のボ

リュームのリカバリが必要であることが検出されません。
vxassist mirror コマンドを実行するときは、各サブボリュームで vxplex att コマン

ドを連続的に実行します。attach 操作（attach 操作が進行中のため、関係するプレック
スにマークを付ける必要がある）の開始前にエラーが発生した場合、vxrecover は進行
中の attach 操作のレコードを見つけられないため、attach 操作をやり直しません。
回避策:
次のコマンドを各サブボリュームで実行し、ボリューム全体を手動でリカバリします。
# usr/lib/vxvm/type/fsgen/vxplex -U fsgen -g diskgroup ¥
-o force useopt att volume plex
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-o updateid オプションと -ouseclonedev オプションを使った BCV
LUN のディスクグループのインポートは、ディスクグループに DCO
でのミラーボリュームまたはスナップショットがある場合はサポー
トされない（2831658）
VxVM は、すべてのオブジェクトを固有に識別するために、設定に格納された GUID を
使います。データ変更オブジェクト（DCO）ボリュームはミラーとスナップショットの GUID
を格納します。ディスクグループが -o updateid と -o useclonedev を使ってインポー
トされた場合、VxVM 設定データベースのオブジェクトの GUID は変更され、DCO ボ
リュームに格納された GUID は更新されません。DCO が関与する操作では、格納され
た GUID によりオブジェクトを見つけることができません。これにより、DCO が関与する特
定の操作で障害が発生したり、予期しない動作が発生する場合があります。
回避策:
利用できる回避策はありません。

マスターノードがボリュームのプレックスのいずれかに属するディ
スクにアクセスできないと、マスターノードはリカバリを実行できな
い（2764153）
マスターノードがボリュームのプレックスのいずれかに属するディスクにアクセスできない
と、ディスクがないマスターノードはリカバリを実行できません。
回避策:
他のノードがストレージにアクセスできる場合、それらのノードはリカバリを実行できます。
ストレージへの接続性が高い他のノードのいずれかに、マスターロールを切り替えてくだ
さい。

クラスタに参加する最初のノードがストレージに接続できないと
CVM は開始に失敗する（2787713）
クラスタに参加する最初のノードがディスクに接続できない場合、共有ディスクグループ
のインポートに失敗します。クラスタに後から参加する他のノードは、ディスクグループの
自動インポートが既存のクラスタ処理の一環として実行済みであると見なします。
回避策:
ディスクに接続されているノードへのマスタースイッチを実行します。その後で、ディスク
グループを手動でインポートします。

EMC PowerPath が管理するデバイスがストレージへのアクセス
を失うと Veritas Volume Manager コマンドが遅延する（2757198）
EMC PowerPath が管理するデバイスを含む環境でストレージへのアクセスが失われる
と、Veritas Volume Manager コマンドが遅延します。ストレージへのアクセスが失われた
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ときに、VxVM はパスの健全性を確認するために各 LUN に SCSI 照会を送信し、EMC
PowerPath の存在によってこれが遅延します。

CVMVolDg エージェントが CVM ディスクグループのデポートに失
敗することがある
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになった順序に基づいてデ
ポートされます。ディスクグループの CVMVolDg リソースで、CVMDeportOnOffline 属
性の設定に 1 と 0 が混在している場合、オフラインになった最後の CVMVolDg リソース
の属性値が 1 の場合のみディスクグループがデポートされます。オフラインになった最後
の CVMVolDg リソースの属性値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされませ
ん。
回避策: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場合は、
すべてのリソースで CVMDeportOnOffline 属性の値を 1 に設定します。

cvm_clus リソースは、32 ノードのクラスタにおいて、そのリソース
でパニックが発生し、手動で再ブートした後、障害状態になる
（2278894）
cvm_clus リソースは、32 ノードのクラスタにおいて、そのリソースでパニックが発生し、手

動で再ブートした後、障害状態になります。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

vxresize が、トップレベルに複数のプレックスを持つ階層化ボリュー
ムと連携しない（3301991）
階層化ボリュームにトップレベルで複数のプレックスがあると、vxresize が機能しませ
ん。たとえば、サードミラースナップショット用に連結ミラーボリュームにミラーを追加する
場合です。vxresize 操作が失敗し、次のメッセージが表示されます。
VxVM vxassist ERROR V-5-1-2528 Volume volname built on layered volumes
have multiple plexes
VxVM vxresize ERROR V-5-1-4703 Problem running vxassist command for
volume volname, in diskgroup dgname

回避策:
ボリュームのサイズを変更するには:
ボリュームのサイズを変更するには

1

ボリュームにミラーを追加した後で、プレックスを使ってスナップショットを作成します。

2

vxresize を使って、ボリュームとスナップショットボリュームのサイズを増やします。

3

スナップショットボリュームを元のボリュームに再接続します。
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ディスクグループのデポート操作でリモートディスク用の syslog に
メッセージが表示される（3283518）
vxdg deport 操作中に、リモートディスク用の syslog に次のメッセージが表示されること
があります。
Aug 12 14:51:57 swlx87 vxvm:vxconfigd: V-5-1-12708 vold_pgr_unregister(): キー
の取得に失敗しました（エラー 9）。
回避策:
すべてのリモートディスクについて、これらのメッセージを無視できます。

クローンディスクグループのインポートがペアの分割後に失敗す
る（3274529）
-o updateid オプションを使ってクローンディスクグループをインポートするときには、す

べてのオブジェクトの guid に新しい値が割り当てられます。しかし、これらの値は、デー
タ変更オブジェクト（DCO）のマップでは更新されません。ボリュームの回復を開始する
と、guid に対応するオブジェクトを見つけられないため、インスタント DCO（バージョン 20
以降）を持つボリュームで回復が失敗します。この場合、DCO は破損しているとみなさ
れ、そのボリュームはアクセス不能のままになります。
回避策: クローンディスクグループをプライマリディスクグループと同じホストにインポート
するときには、-o updateid オプションが必要です。次のいずれかを実行することによっ
て、このオプションの使用を避けることができます。
■

クローンディスクグループを別のホストにインポートします。

■

クローンディスクグループをインポートする前に、プライマリディスクグループをデポー
トします。

-o updateid オプションを使ったクローンディスクグループのインポート、またはその後

のボリュームの回復が失敗し、DCO が破損しているというメッセージが表示された場合
は、guid が DCO で暗黙的に更新されていないことがエラーの原因です。この回避策を
行えず、そのボリュームにアクセスする必要がある場合は、DCO を削除できます。スナッ
プショットの関連付けを解除するか、またはスナップショットを削除してから、DCO を手動
で削除して回復処理を続けることができます。

DMP EMC CLARiiON ASL がミラービューの準備ができていない
LUN を認識しない（3134882）
EMC CLARiiON ミラービューの準備ができていない LUN のあるホストで、スイッチポー
トを有効または無効にしてから vxdisk scandisks コマンドまたは vxdctl enable コ
マンドを発行すると、I/O エラーメッセージが syslog に繰り返し書き込まれます。
インバンド SCSI コマンドによってミラービューが準備できていない LUN を識別するため
の情報を提供する DMP（Dynamic Multi-pathing）要求は、EMC エンジニアリングで保
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留中になっています。準備ができていない LUN は、すべての種類の I/O 要求を拒否す
る、特別な種類の LUN です。
準備ができていない LUN を DMP が認識しないため、VxVM（Veritas Volume Manager）
がそれらの LUN をオンラインにしようと試みます。オンライン処理の一部として、VxVM
はディスクのプライベートリージョンを読み取るための I/O を発行します。これらの I/O が
失敗し、syslog にエラーメッセージが生成されます。
オンライン処理の一部として生成されるイベントが原因で、vxattachd スクリプトは vxdisk
scandisks コマンドを再度トリガします。このサイクルによって、I/O エラーメッセージが継
続的に表示されます。この問題によって、他のコマンドの実行も遅くなることがあります。
これは、VxVM 設定デーモン（vxconfigd）が vxdisk scandisks の処理でビジー状
態になるためです。
回避策: vxattachd スクリプトを停止して次の操作をします。

1

vxattachd 処理を無効にします。
vxattachd を無効にする方法と vxattachd が無効な場合に使うことができない機

能について詳しくは、vxattachd マニュアルページを参照してください。

2

次の EMC CLARiiON 値を設定します。
■

recoveryoption=fixedretry

■

retrycount=5

次を入力します。
vxdmpadm setattr enclosure enclosure_name recoveryoption=fixedretry ¥
retrycount=5

短期間に vxconfigbackup コマンドで複数のバックアップを作成す
ると、vxconfigrestore 操作が古い設定をリストアすることがある
（3331769）
短期間に vxconfigbackup コマンドを使って複数のバックアップ作成すると、
vxconfigrestore コマンドがディスクグループの古い設定をリストアすることがあります。
回避策:
回避策はありません。
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［準備ができていません（Not Ready）］状態の EMC CLARiiON ア
レイの LUN が VxVM （Veritas Volume Manager）によって「online
invalid」状態と表示される（3287940）
［準備ができていません（Not Ready）］状態の EMC CLARiiON アレイの LUN が VxVM
（Veritas Volume Manager）によって「online invalid」状態と表示されます。これは「エ
ラー」状態と表示される必要があります。EMC CLARiiON アレイは、LUN の NR （準備
ができていません）状態で通信する機構がないので VxVM が認識できません。ただし、
これらの LUN での読み込み操作は失敗しますが、ディスクのオンライン操作ではこの読
み込みエラーを無視するのでディスクはオンラインになります。このため、これらの LUN
は「online invalid」であると表示されます。
回避策:
回避策はありません。

VxVM 5.1SP1 より前のリリースからアップグレードするとエンクロー
ジャ属性の変更が持続されない（2082414）
VxVM （Veritas Volume Manager） 6.1 には、5.1SP1 より前のリリースのアレイ名とは
異なる複数のアレイ名が含まれます。 したがって、5.1SP1 より前のリリースから VxVM
6.1 にアップグレードすると、エンクロージャ属性の変更画持続されない場合があります。
これらのアレイに設定されたエンクロージャ属性は、VxVM 6.1 にアップグレードした後で
デフォルト値にリセットされる場合があります。問題を解決するには、エンクロージャ属性
を手動で再設定してください。
表 1-11は新しいアレイ名を持つ日立製アレイを示します。
表 1-11

新しいアレイ名の日立製アレイ

以前の名前

新しい名前

TagmaStore-USP

Hitachi_USP

TagmaStore-NSC

Hitachi_NSC

TagmaStoreUSPV

Hitachi_USP-V

TagmaStoreUSPVM

Hitachi_USP-VM

<新しい追加>

Hitachi_R700

Hitachi AMS2300 Series アレイ

新しいアレイ名はモデル番号 8x に基づいています。
例として、AMS_100、AMS_2100、AMS_2300、
AMS_2500 などがあります。

さらに、エンクロージャ XIV および 3PAR の ASL（Array Support Library）は、GUI で
示されている値に対応するために、報告されるキャビネットシリアル番号を 16 進から 10
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進に変換するようになりました。キャビネットシリアル番号が変更されたため、これらのアレ
イに設定されたエンクロージャ属性は、VxVM 6.1 にアップグレードした後でデフォルト値
にリセットされる場合があります。問題を解決するには、エンクロージャ属性を手動で再設
定してください。
キャビネットシリアル番号は次のエンクロージャで変更されています:
■

IBM XIV Series アレイ

■

3PAR アレイ

Veritas File System の既知の問題
この項では、Veritas File System（VxFS）のこのリリースでの既知の問題について説明
します。

ハードリンクがファイルシステムに存在するとき、sfcache list コマ
ンドにより、不正なキャッシュ使用率統計が表示される (3059125)
キャッシュにロードされるファイルにハードリンクが存在する場合、sfcache list コマン
ドは、元のファイルとハードリンクの両方のファイルに対するキャッシュ使用率を表示しま
す。キャッシュ使用率が実際の使用率の 2 倍であることが示されるため、結果の統計は
正しくありません。
次に例を示します。
# sfcache list -r /mnt1
/mnt1:
CACHE-USED(MB) MODE PINNED NAME
0 read no /mnt1/test_10
0 read no /mnt1/test_20
0 read no /mnt1/test_50
0 read no /mnt1/test_100
0 read no /mnt1/test_200
0 read no /mnt1/test_300
0 read no /mnt1/test_400
500 read yes /mnt1/test_500
0 read no /mnt1/test_1024
500 read yes /mnt1/dir/hardlink
500 read no /mnt1/dir
1000 read no /mnt1
# sfcache list fs1
Cachearea: fs1
Assoc Type: AUTO
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Type: VxFS
Size: 1.00g
State: ONLINE
/dev/vx/dsk/sfcache_defaultdg/fs1:
FSUUID CACHE-USED(MB) MODE MOUNTPOINT
23642651-81a5-0d00-1a26-0000911ec26c 1000 read /mnt1

回避策: この問題に対する回避策はありません。

小さいファイルシステムで遅延した割り当てを有効にするとファイ
ルシステムが無効になることがある（2389318）
小さいファイルシステム（約 100 MB）で遅延した割り当てを有効にすると、ファイルシステ
ムが無効になることがあります。 この場合、次のエラーメッセージが出て、システムコンソー
ルログに表示されます。
mesg 001: V-2-1: vx_nospace - file_system file system full
(size block extent)

回避策: vxtunefs コマンドで、ファイルシステムの遅延した割り当てを無効にしてくださ
い。

遅延した割り当ては、マルチボリュームファイルシステムのボリュー
ムの 1 つの使用率が 100% 近くになっていると、他のボリューム
に空き容量があっても、自動的にオフになることがある（2438368）
遅延した割り当ては、マルチボリュームファイルシステムのボリュームの 1 つの使用率が
100% 近くになっていると、ファイルシステムの他のボリュームに空き容量があっても、自
動的にオフになることがあります。
回避策: ボリュームに十分な空き容量ができれば、遅延した割り当ては自動的に再開し
ます。

RHEL5 および RHEL6 では、コンソールにタスクがブロックされて
いるとのメッセージが表示される（2560357）
RHEL5 および RHEL6 で、カーネルは次の例と似たメッセージをコンソールに表示する
ことがあります。
INFO: task seq:16957 blocked for more than 120 seconds.

これらのメッセージは、タスクがスリープロックで長い時間ブロックされるために表示されま
す。ただし、タスクがハングアップすることはなく、メッセージは無視しても安全です。
回避策: 次のコマンドを使用すればこれらのメッセージを無効にできます。
# echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs
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重複排除はエラー 110 で失敗することがある（2591473）
ある場合には、データ重複排除は次の例のようなメッセージを出して失敗します。
Saving
Status
Node
Type
Filesystem
--------------------------------------------------------------------00%
FAILED
node01
MANUAL
/data/fs1
2011/10/26 01:38:58 End full scan with error

さらに、重複排除のログには次の例のようなエラーが記録されます。
2011/10/26 01:35:09 DEDUP_ERROR AddBlock failed. Error = 110

これらのエラーは、空き容量の少ない状態で重複排除処理が実行されたこと、そして完
了するにはより多くの空き容量が必要であることを示しています。
回避策: ファイルシステムで、より多くの容量を空けてください。

vxresize はファイルシステムの縮小の際「ブロックが現在使用中」
エラーで失敗する（2437138）
vxresize の縮小操作は、ファイルシステム上でアクティブな I/O が進行中で、縮小目標

サイズがファイルシステムの現在の使用状況に近いときに失敗します。次の例のようなメッ
セージが表示されます。
UX:vxfs fsadm: ERROR: V-3-20343: cannot shrink /dev/vx/rdsk/dg1/vol1 blocks are currently in use.
VxVM vxresize ERROR V-5-1-7514 Problem running fsadm command for volume
vol1, in diskgroup dg1

回避策:I/O が停止した後で縮小操作を再実行してください。

圧縮が有効になっている VxFS ファイルシステムで、ファイルシス
テムが ENOSPC エラーによって無効になる（3301716）
圧縮が有効になっている VxFS ファイルシステムで、ファイルシステムが ENOSPC エ
ラーによって無効になることがあります。これは、遅延割り当て機能の不具合のために発
生します。
回避策: 遅延割り当てを無効にします。

「kernel BUG at fs/dcache.c:670!」というパニック文字列でシステ
ムパニックが起こる（3323152）
メモリ負荷の高い状態でファイルシステムのマウントを解除すると、システムパニックが起
こることがあります。パニック文字列「kernel BUG at fs/dcache.c:670!」が表示されます。
回避策: この問題に対する回避策はありません。
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非推奨になった 2 つの VxFS パラメータ（3260671）
read_unit_io パラメータと write_unit_io パラメータは非推奨になっています。これ

らのパラメータの値を指定しても、システムの動作には影響しません。これらのパラメータ
は、将来のリリースでは削除されます。
回避策: 回避策はありません。

同じポリシーファイルにインプレース圧縮ルールと再配置圧縮ルー
ルがあると、動作が予測不能になる（3278193）
インプレースの圧縮、圧縮解除ルールと再配置の圧縮、圧縮解除ルールを同じポリシー
ファイルに設定することはできません。これらのルールを同じファイルに設定すると、動作
が予測不能になります。
回避策: それぞれのルール用に別々のポリシーを作成します。

復元されたボリュームスナップショットの SmartIO VxFS キャッシュ
に関するデータが一貫しない（3193525）
ボリュームスナップショットのデータに VxFS レベルの SmartIO キャッシュと一致しない
データが含まれる場合があります。ボリュームスナップショットを復元してマウントするとき、
そのファイルシステムを使用する前に対応するキャッシュデータをパージする必要があり
ます。または、そのファイルシステムのキャッシュを無効にします。
回避策:
ボリュームスナップショットを復元した後 SmartIO キャッシュからファイルシステムデータ
をパージします。
# sfcache purge {mount_point|fsuuid}

完全なファイルシステムチェックに一週間以上かかる（2628207）
多くの Storage Checkpoint がある大容量ファイルシステムでは、fsck_vxfs（1M）コマ
ンドを使って完全なファイルシステムチェックを行うと、ハングアップしているように見える
ことがあります。fsck コマンドは実際にはハングアップしません。この処理は完了するの
に非常に長い時間がかかります。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

圧縮が有効化されている場合に、ファイルシステムがハングアッ
プすることがある（3331276）
圧縮が有効化されている VxFS ファイルシステムで、ページエラーハンドラのデッドロック
によってファイルシステムがハングアップすることがあります。
回避策:
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この問題に対する回避策はありません。

ファイルレベルのスナップショットが存在する場合に、ファイルシス
テムのフル状態が原因でファイルシステムがハングアップすること
がある（2746259）
ファイルレベルのスナップショットが存在する場合に、ファイルシステムのフル状態が原因
でファイルシステムがハングアップすることがあります。再ブートの後、マウントもハングアッ
プすることがあります。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

クローンの削除中にファイルシステムが完全 fsck とマークされる
ことがある（2977828）
メモリが不足している場合、クローンを削除すると、ファイルシステムが完全 fsck とマーク
されることがあります。
回避策:
ファイルシステムを回復するには、ファイルシステムの完全 fsck が必要です。

NFSv4 サーバーがロック解除パスでパニックに陥る（3228646）
CFS 設定で fcntl(1m) が失敗した場合、一部の NFS 固有の構造 (I_pid) が正しく
更新されず、古い情報をポイントすることがあります。これにより、NFSv4 サーバーがパ
ニックに陥ります。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

ファイルシステムでの I/O エラーによってデータが不整合になるこ
とがある（3331282）
ファイルシステムに書き込み可能なクローンがある場合、I/O エラーによってデータが不
整合になることがあります。
回避策:
ファイルシステムを回復するには、完全 fsck を実行します。
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fsetxattr システム呼び出しが含まれる操作のパフォーマンスが
低下する（3294074）
Linux で、fsetxattr システム呼び出しが含まれる操作（cp -rp など）を実行すると、パ
フォーマンスが低下します。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

I/O 負荷が高いときにシステムを強制的にマウント解除すると、
vx_is_fs_disabled_impl でシステムパニックが起こることがある
（3331284）
I/O 負荷が高いときにシステムを強制的にマウント解除すると、vx_is_fs_disabled_impl
でシステムパニックが起こることがあります。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

重複排除操作中、spoold スクリプトが開始しない（3196423）
この問題は操作中にポートが利用できないために起きます。そのため、次のエラーが表
示されて spoold スクリプトを開始できません。
DEDUP_ERROR INIT: exec spoold failed (1024)

回避策:
詳しいエラーメッセージを spoold.log ファイルで調べます。ポートを利用できないこと
がログに示されている場合は netstat/lsof コマンドでポートが使用中かどうかを調べ
ることができます。ポートが開いていない場合は、重複排除操作を再試行します。ポート
が開いている場合は、ポートが閉じるまで待機してから重複排除操作を再度試行します。
たとえば、spoold.log ファイルの次のエラーメッセージはポート 51003 が利用できない
ことを示します。
ERR [140399091685152]: -1: NetSetup: NetBindAndListen returned error,
unable to bind to localhost:51003

各種の Linux 配布版で「nfs-utils」パッケージの「rpc.statd」が信
頼できない書式文字列を適切にクレンジングしない（3335691）
各種の Linux 配布版で、「nfs-utils」パッケージの「rpc.statd」は信頼できない書式文字
列を適切にクレンジングしません。この脆弱性により、リモート攻撃者がルート権限を獲得
できることがあります。
回避策: バージョン 0.1.9.1 の「nfs-utils」パッケージに更新して問題を解決します。
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「DEDUP_ERROR Error renaming X checkpoint to Y checkpoint
on filesystem Z error 16」というエラーメッセージが表示され、ファ
イルシステムの重複排除操作が失敗する（3348534）
チェックポイントのマウント解除のエラーが原因で、「DEDUP_ERROR Error renaming
X checkpoint to Y checkpoint on filesystem Z error 16」というエラーメッセージが表示
されてファイルシステムの重複排除操作が失敗します。
回避策: 重複排除操作を再試行して問題を解決します。

書き込み可能なクローンに更新するシナリオが頻繁に起きる場合
に、クローン操作がハングアップすることがある（3348553）
書き込み可能なクローンに更新するシナリオが頻繁に起きる場合に、大量のディレクトリ
ハッシュを有効にするとクローン操作がハングアップし、i ノードを積極的に再利用するこ
とがあります。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

レプリケーションの既知の問題
ここでは、Symantec Storage Foundation and High Availability のこのリリースでのレ
プリケーションの既知の問題について説明します。

元のプライマリとバンカー間のレプリケーションを開始する
RVGPrimary エージェント操作がフェールバック中に失敗する
(2036605)
元のプライマリとバンカー間のレプリケーションを開始する RVGPrimary エージェント操
作はフェールバック中（ディザスタリカバリの後に再び元のプライマリに移行するとき）に失
敗し、次のエラーメッセージが表示されます。
VxVM VVR vxrlink ERROR V-5-1-5282 Error getting information from
remote host. Internal Error.

この問題は、バンカー設定によるグローバルクラスタ化で、バンカーレプリケーションがス
トレージプロトコルを使って設定されている場合に起きます。 バンカーディスクグループ
がバンカーホストにインポートされる前にセカンダリが復帰し、セカンダリクラスタの
RVGPrimary エージェントによってバンカー再生を初期化するときにこの問題が発生し
ます。
回避策:
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この問題を解決するには

1

フェールバックを行う前に、バンカー再生が完了している、または中止されているこ
とを確認します。

2

フェールバックの後、バンカーディスクグループをデポートして、元のプライマリにイ
ンポートします。

3

VCS の制御外からレプリケーション操作を開始してみます。

プライマリクラスタのシステムのいくつかでアプリケーションサービ
スグループが設定されていて、ClusterFailoverPolicy が「AUTO」
に設定されている場合、バンカー再生が行われない (2036644)
グローバルクラスタがアプリケーションサービスグループをフェールオーバーするまでの
時間が、VVR がプライマリの障害に関連する設定変更を検出するまでの時間より短い場
合があります。 これは、ClusterFailoverPolicy 属性の値が Auto に設定され、プラ
イマリクラスタのノードのサブセットで AppGroup が設定されている場合に、バンカー化さ
れグローバルにクラスタ化された設定で起きる可能性があります。
これにより、フェールオーバーサイトに障害が起きると RVGPrimary がオンラインになり
ます。 次のようなメッセージが VCS エンジンのログに記録されます。
RVGPrimary:RVGPrimary:online:Diskgroup bunkerdgname could not be
imported on bunker host hostname. Operation failed with error 256
and message VxVM VVR vradmin ERROR V-5-52-901 NETWORK ERROR: Remote
server unreachable... Timestamp VCS ERROR V-16-2-13066 (hostname)
Agent is calling clean for resource(RVGPrimary) because the resource
is not up even after online completed.

回避策:
この問題を解決するには
◆

設定にバンカーノードが含まれている場合は、RVGPrimary リソースの
OnlineRetryLimit 属性をゼロ以外の値に設定します。

以前のプライマリ選択操作が実行されていないか正常に完了して
いないため、RVGPrimary エージェントが新しいプライマリサイトで
アプリケーションサービスグループをオンラインにできない場合が
ある (2043831)
プライマリ選択設定で、以前に作成されたインスタントスナップショットの存在のため、
RVGPrimary エージェントが新しいプライマリサイトでアプリケーションサービスグループ
をオンラインにできない場合があります。これは新しいプライマリを選ぶために
ElectPrimary コマンドを実行しない場合、または以前の ElectPrimary コマンドが正
常に完了しなかった場合に起きることがあります。

87

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
既知の問題

回避策: vxrvg -g dg -P snap_prefix snapdestroy rvg コマンドを使用して手動
でインスタントスナップショットを破棄します。アプリケーションサービスグループをクリアし、
手動でオンラインにします。

セカンダリに作成された VxFS ファイルシステムを含むスナップ
ショットボリュームを読み書きモードでマウントできず、グローバル
クラスタサイトのフェールオーバー後に新しいプライマリで VxFS
ファイルシステムを読み書きモードでマウントすると失敗すること
がある（1558257）
問題 1
セカンダリで VxFS ファイルシステムを含むレプリケートデータボリュームのスナップショッ
トを作成するために vradmin ibc コマンドを使うと、スナップショットボリュームを読み書
きモードでマウントできずに次のエラーが起きることがあります。
UX:vxfs mount: ERROR: V-3-21268: /dev/vx/dsk/dg/snapshot_volume
is corrupted. needs checking

これは、vradmin ibc コマンドを実行する前にファイルシステムが停止されていないた
めに、ファイルシステムを含むスナップショットボリュームの整合性が失われている可能性
があることが原因です。
問題 2
グローバルクラスタサイトのフェールオーバー後、新しいプライマリサイトで VxFS ファイ
ルシステムを含むレプリケートデータボリュームを読み書きモードでマウントすると、次の
エラーで失敗することがあります。
UX:vxfs mount: ERROR: V-3-21268: /dev/vx/dsk/dg/data_volume
is corrupted. needs checking

これは一般的に、グローバルクラスタサイトのフェールオーバーよりも前に元のプライマリ
サイトでファイルシステムが停止されていないために、新しいプライマリサイトでファイルシ
ステムの整合性が失われている可能性があることが原因です。
回避策: 次の回避策によってこれらの問題を解決します。
問題 1 の場合、セカンダリのスナップショットボリュームで fsck コマンドを実行して、ス
ナップショットに存在するファイルシステムの整合性を復元します。
次に例を示します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/dg/snapshot_volume

問題 2 の場合、新しいプライマリサイトのレプリケートデータボリュームで fsck コマンドを
実行して、データボリュームに存在するファイルシステムの整合性を復元します。
次に例を示します。
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# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/dg/data_volume

SUSE Linux を実行し、Novell の YaST ツールを使って IPv6 アド
レスを設定するとエラーが起きることがある（1679261）
別のネットワークインターフェースで Novell の YaST ツールを呼び出して IPv6 アドレス
を設定する場合、次の状況が重なればエラーが起きます。
■

ホスト名、DNS サーバー名、ドメイン名が YaST ツールに指定されている。

■

IPv6 アドレスが DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）によって割り当てら
れている。

■

「Write Hostname to /etc/hosts」オプションが選択されている（デフォルトで選択済
み）。

この場合、vradmin コマンドは次のエラーを返します。
VxVM VVR vradmin ERROR V-5-52-488 RDS has configuration error related
to the master and logowner.

これは、127.0.0.2 を含む /etc/hosts エントリで、YaST ツールが IPv4 ホスト名を新
しく指定された IPv6 ホスト名に置き換えることができるために発生します。次に例を示し
ます。
127.0.0.2 v6hostname.space.ipv6.com v6hostname

回避策: 次の手順でこの問題を解決します。
この問題を解決するには

1

/etc/hosts ファイルを編集して、正しい IPv6 アドレスを指定します。

2

すべての VVR ホストで vradmind デーモンを再起動します。
# /etc/init.d/vras-vradmind.sh restart

IPv6 専用環境の RVG で、データボリュームまたは SRL の名前に
コロンを使用できない（1672410、1672417、1825031）
問題: VVR を IPv6 専用環境の 6.0 以降のリリースにアップグレードすると、RVG、デー
タボリューム、SRL の名前にコロンが指定されている場合、vradmin コマンドが動作しな
いことがあります。また、VVR を IPv6 専用環境にアップグレードすると、RVG、ボリュー
ム、SRL の名前にコロンが含まれている場合、vradmin createpri がコアダンプを出
力することがあります。
回避策: VVR の設定で、ボリューム、SRL、RVG の名前にコロンを指定しないようにしま
す。
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vradmin コマンドが動作している間、vradmind が一時的にハート
ビートを失うことがある（2071568、2275444）
この問題は VVR を管理するために vradmin コマンドを使った場合に起きることがありま
す。 vradmin コマンドの実行中、vradmind が一時的にハートビートを失って、次のエ
ラーメッセージを表示して終了することがあります。
VxVM VVR vradmin ERROR V-5-52-803 Lost connection to host host;
terminating command execution.

回避策:
この問題を解決するには

1

アプリケーション I/O の作業負荷とネットワーク環境に応じて、RDS のすべてのホス
トで /etc/vx/vras/vras_env の IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT 変数をコメント解除
し、値をより大きな値に増やしてください。次の例はタイムアウト値を 120 秒に増加
します。
export IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT
IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT=120

2

新しい IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT 値を有効にするために、RDS のすべてのホスト
の vradmind を再起動します。 RDS のすべてのホストで次のように入力してくださ
い。
# /etc/init.d/vras-vradmind.sh restart

vxassist の再レイアウトで DCM が削除される（145413）
DCM があるストライプボリュームにカラムを追加する再レイアウトを実行すると、DCM は
削除されます。 これが起こったことを示すメッセージはありません。 DCM を置換するに
は、次を入力します。
#vxassist -g diskgroup addlog vol logtype=dcm

vxassist 操作と vxresize 操作が、RVG に関連付けられている階
層化ボリュームで動作しない（2162579）
この問題は、RVG に関連付けられておりストライプ化ミラーのレイアウトがあるボリューム
でサイズ変更操作を試みると発生します。
回避策:
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RVG に関連付けられている階層化ボリュームをサイズ変更するには

1

アプリケーションを一時停止または停止してください。

2

RLINK が最新になるまで待ってください。次を入力します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink

3

影響を受ける RVG を停止します。次を入力します。
# vxrvg -g diskgroup stop rvg

4

RVG からのボリュームの関連付けを解除します。次を入力します。
# vxvol -g diskgroup dis vol

5

ボリュームをサイズ調整してください。この例では、ボリュームは 10 GB に増加しま
す。次を入力します。
# vxassist -g diskgroup growto vol 10G

6

データボリュームを RVG に関連付けます。次を入力します。
# vxvol -g diskgroup assoc rvg vol

7

RVG を起動します。次を入力します。
# vxrvg -g diskgroup start rvg

8

アプリケーションを再開または開始してください。

RVG 内のデータボリュームを連結からストライプ化ミラーへ再レイ
アウトできない（2129601）
この問題は RVG に関連付けられているデータボリュームで再レイアウト操作を試み、ター
ゲットのレイアウトがストライプ化ミラーのときに発生します。
回避策:
RVG 内のデータボリュームを連結からストライプ化ミラーへ再レイアウトするには

1

アプリケーションを一時停止または停止してください。

2

RLINK が最新になるまで待ってください。 次を入力します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink
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92

影響を受ける RVG を停止します。 次を入力します。
# vxrvg -g diskgroup stop rvg

4

RVG からのボリュームの関連付けを解除します。 次を入力します。
# vxvol -g diskgroup dis vol

5

ボリュームをストライプ化ミラーへ再レイアウトします。次を入力します。
# vxassist -g diskgroup relayout vol layout=stripe-mirror

6

データボリュームを RVG に関連付けます。 次を入力します。
# vxvol -g diskgroup assoc rvg vol

7

RVG を起動します。 次を入力します。
# vxrvg -g diskgroup start rvg

8

アプリケーションを再開または開始してください。

vradmin verifydata がエンディアンの異なる環境の違いを報告す
ることがある（2834424）
クロスプラットフォーム環境にある 2 つのノードの間でレプリケーションを行う際に、自動
同期またはレプリケーション中に、vradmin verifydata コマンドがこれらの間の違いを報
告することがあります。 これはプラットフォーム間のエンディアンの違いによるものです。
しかし、セカンダリノードのファイルシステムの整合性は保たれ、最新の状態です。

RVG モニタスクリプトがコマンドが見つからないというメッセージを
表示する（1709034）
VVR リソースが設定された VCS ホストでは、engine_A.log に表示される次のエラーメッ
セージはスクリプトエラーを示します。
/opt/VRTSvcs/bin/RVG/monitor: line 124: {print $6}: command not found
/opt/VRTSvcs/bin/RVG/monitor: line 124: {print $6}: command not found
/opt/VRTSvcs/bin/RVG/monitor: line 124: {print $6}: command not found

これにより、バンカー RVG リソースの設定時に、そのオンライン化または監視が失敗しま
す。
回避策: 次のファイルを手動で編集してスクリプトを更新します。
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/opt/VRTSvcs/bin/RVG/monitor
/opt/VRTSvcs/bin/RVG/online
/opt/VRTSvcs/bin/RVG/offline

各ファイルで次の行を変更します。
sys=`LC_ALL=C; export LC_ALL; $hasys -nodeid | $awk '{print $6}'`

から次のように変更します。
sys=`LC_ALL=C; export LC_ALL; $hasys -nodeid | awk '{print $6}'`

RLINK 名は 31 文字に制限される
vradmin ユーティリティは、31 文字を超える RLINK 名を切り捨てます。これは、vxmake

ユーティリティでは 31 文字を超える RLINK 名の作成がサポートされないためです。
回避策:
■

vradmin addsec コマンドを使用して prlink 属性と srlink 属性を指定すると、
addsec コマンドラインで RLINK 名を選択できます。

■

IPv6 を使用する場合は、IPv6 アドレス用にホスト名のエイリアスを作成し、addsec コ
マンドラインでこのエイリアスを指定します。

プレックスの再接続操作が、設定更新時に予期しないカーネルエ
ラーで失敗する（2791241）
階層化ボリュームを持つ VVR 環境で、ストレージエラーが原因で DCM プレックスが切
断された場合、ストレージの問題を解決した後にプレックスの再接続を試みると、次のエ
ラーで失敗します。
VxVM vxplex ERROR V-5-1-10128
update

Unexpected kernel error in configuration

回避策: この問題に対する回避策はありません。

vradmin コマンドが動作しているときに vradmind が一時的にハー
トビートを失うことがある（3347656）
この問題は、vradmin コマンドを使って VVR （Volume Replicator）を管理すると起きる
ことがあります。 vradmin コマンドの実行中、vradmind が一時的にハートビートを失っ
て、次のエラーメッセージを表示して終了することがあります。
VxVM VVR vradmin ERROR V-5-52-803 Lost connection to host host;
terminating command execution.

回避策: この問題を解決するには、次を実行してください。
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アプリケーション I/O の作業負荷とネットワーク環境に応じて、RDS （Replicated
Data Set）のすべてのホストで /etc/vx/vras/vras_env の
IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT 変数をコメント解除し、値を増やします。次の例では、タ
イムアウト値を 120 秒に増やします。
xport IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT
IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT=120

2

新しい IPM_HEARTBEAT_TIMEOUT 値を有効にするために、RDS のすべてのホスト
の vradmind を再起動します。 RDS のすべてのホストで次のように入力してくださ
い。
# /etc/init.d/vras-vradmind.sh stop
# /etc/init.d/vras-vradmind.sh start

vradmin repstatus コマンドが SmartSync 機能が動作しているこ
とを示さない（3345984）
VVR （Volume Replicator）環境で、プライマリデータボリュームにマウントされたファイル
システムに vradmin -a startrep コマンドを実行して初回同期を開始すると、vradmin
repstatus コマンドが SmartSync 機能が動作していることを示しません。 これは、
vradmin repstatus コマンド出力の唯一の問題です。
回避策: SmartSync が動作していることを確認するために、次のように入力します。
vxrlink status rlink

プライマリログ所有者で書き込み I/O の完了に長い時間がかかる
（2622536）
I/O の負荷が高い場合に VVR （Volume Replicator）プライマリログ所有者で書き込み
I/O の完了に長い時間がかかります。
回避策: ありません。

ボリュームセットでバンカーが再生されない（3329970）
ボリュームセットで VVR （Volume Replicator）を使ったバンカーレプリケーションに問題
があります。 ボリュームセットに VVR を使ってバンカーレプリケーションを設定または計
画する場合は、Symantec Storage Foundation HA 6.1 にアップグレードしないでくだ
さい。
回避策: この設定で使うことができるパッチについては、シマンテック社のテクニカルサ
ポートに問い合わせてください。
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Volume Replicator がレプリケーションに設定したボリュームのラ
イトバックキャッシュモードを SmartIO がサポートしない（3313920）
SmartIO は、Volume Replicator がレプリケーションに設定したボリュームのライトバック
キャッシュモードをサポートしません。
回避策: VVR のレプリケーションにボリュームを設定した場合は、ライトバックキャッシュを
有効にしないでください。

I/O が高負荷になるのを抑えると、vradmin verifydata コマンドが
データの差異を虚偽に報告する（3270067）
Volume Replicator のプライマリサイトでアプリケーションがオンラインの場合に、vradmin
verifydata コマンドが失敗することがあります。 コマンド出力は、ソースデータボリュー
ムとターゲットデータボリューム間の差異を示します。
回避策: このエラーは、検証に使うキャッシュオブジェクトが割り当てられていることが原因
です。共有キャッシュオブジェクトにより多くの領域を割り当てる必要がある場合がありま
す。共有キャッシュオブジェクトの割り当てのガイドラインについては、『Symantec Storage
Foundation 管理者ガイド』の「共有キャッシュオブジェクトの作成」の節を参照してくださ
い。

Symantec Storage Foundation for Databases （SFDB）ツールの既知
の問題
このリリースの Symantec Storage Foundation for Database （SFDB）ツールでは、次
の既知の問題が確認されています。

SFDB コマンドが IPV6 環境で動作しない（2619958）
IPV6 環境では、SFDB コマンドは SFHA に対して動作しません。現時点では回避策は
ありません。

SmartTier コマンドを使用しようとすると失敗する（2332973）
dbdst_preset_policy または dbdst_file_move のような SmartTier コマンドを実行

しようとすると、次のエラーが出て失敗します。
fsppadm: ERROR: V-3-26551: VxFS failure on low level mechanism
with message - Device or resource busy

このエラーは、そのファイルシステムで、dbdst_obj_move のようなサブファイル SmartTier
コマンドが実行されていた場合に発生します。
この問題に対する回避策はありません。ファイルベース SmartTier とサブファイル
SmartTier を同時に使用することはできません。
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層に対して特定の名前を使用しようとするとエラーが発生する
（2581390）
層に対して特定の名前を使用しようと試みると、次のエラーメッセージが表示されます。
SFORA dbdst_classify ERROR V-81-6107 Invalid Classname BALANCE

このエラーは、次の名前が予約されていて、SmartTier の層の名前として許可されない
ために生じます。
■

BALANCE

■

CHECKPOINT

■

METADATA

回避策
予約名ではない SmartTier のクラス名を使用してください。

クローン操作の失敗は予期しない状態のクローンデータベースを
残すことがある（2512664）
クローン操作が失敗すると、予期しない状態のクローンデータベースが残る場合がありま
す。クローン操作を再試行しても、うまくいかないことがあります。

回避策
再試行がうまくいかない場合には、使用した PITC の方法に応じて、以下の処理のいず
れかを実行してください。
■

FlashSnap の場合には、スナップショットを再同期し、クローン操作を再試行します。

■

FileSnap と Database Storage Checkpoint の場合には、クローンを破棄してクロー
ンを再作成します。

■

領域最適化スナップショットの場合には、スナップショットを破棄して、新しいスナップ
ショットを作成します。

これらの回避策を実行しても再試行に成功しなかった場合には、シマンテック社のサポー
トにお問い合わせください。

Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールの
5.0x から 6.1 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 6.1 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。
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SFHA バージョン 5.0 から SFHA 6.1 にアップグレードする際に、S*vxdbms3 起動スク
リプトは NO_S*vxdbms3 に名前変更されます。sfua_rept_upgrade では S*vxdbms3
起動スクリプトが必要です。このため、sfua_rept_upgrade が実行されると、S*vxdbms3
起動スクリプトが見つからず、上記のエラーメッセージが表示されます。
/sbin/rc3.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

回避策
sfua_rept_migrate を実行する前に、起動スクリプト名 NO_S*vxdbms3 を S*vxdbms3

に変更します。

クローンコマンドは、PFILE エントリの値が複数の行にわたってい
る場合、失敗する（2844247）
init.ora ファイルの 1 つの行に log_archive_dest_1 などのパラメータがある場合

は、dbed_vmclonedb は機能しますが、パラメータが複数行にわたる場合は
dbed_vmcloneb が失敗します。
回避策: PFILE を編集し、パラメータ値が 1 行に収まるようにテキストを調整します。デー
タベースで spfile を使い、パラメータ値が複数の行に散在する場合は、Oracle コマンド
を使ってパラメータ値が 1 行に収まるように編集します。

回避策
この問題に対する回避策はありません。

Oracle 11g の MEMORY_TARGET 機能を使っている Data Guard
環境でクローンコマンドによりエラーが表示される（1824713）
Oracle 11g の MEMORY_TARGET 機能を使っているときに、Data Guard 環境にお
いて STANDBY データベースでクローンを作成しようとすると、dbed_vmclonedb コマン
ドによってエラーが表示されます。
STANDBY データベースのクローンを作成しようとすると、dbed_vmclonedb によって次
のエラーメッセージが表示されます。
Retrieving snapshot information ...
Importing snapshot diskgroups ...
Mounting snapshot volumes ...
Preparing parameter file for clone database ...
Mounting clone database ...
ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system

Done
Done
Done
Done
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SFDB vxsfadm ERROR V-81-0612 Script
/opt/VRTSdbed/applications/oracle/flashsnap/pre_preclone.pl failed.

これは MEMORY_TARGET 機能に関する Oracle 11g 固有の既知の問題であり、この
問題は Oracle 11gr1 リリースから存在します。MEMORY_TARGET 機能を使用するに
は、/dev/shm ファイルシステムがマウントされていて、使用可能な領域が少なくとも
1,660,944,384 バイトはある必要があります。この問題が発生するのは、/dev/shm ファ
イルシステムがマウントされていないか、ファイルシステムはマウントされているが、使用可
能な領域が必要な最小サイズを下回っている場合です。

回避策
この問題を回避するには、使用可能な領域が十分にある /dev/shm ファイルシステムを
再マウントします。
使用可能な領域が十分にある /dev/shm ファイルシステムを再マウントするには

1

データベースを停止します。

2

次のように入力して、/dev/shm ファイルシステムをマウント解除します。
# umount /dev/shm

3

次のオプションを指定して、/dev/shm ファイルシステムをマウントします。
# mount -t tmpfs shmfs -o size=4096m /dev/shm

4

データベースを起動します。

Oracle 11.2.0.3 でクローンがエラー「ORA-01513: invalid current
time returned by operating system（ORA-01513: オペレーティ
ングシステムから無効な現在時刻が返される）」で失敗する
（2804452）
いずれかのポイントインタイムコピーサービス（Flashsnap、SOS、Storage Checkpoint、
Filesnap など）を使用してクローンデータベースを作成しているときに、クローンが失敗し
ます。この問題は、Oracle バージョン 11.2.0.2 と 11.2.0.3 に影響すると考えられます。
次のような Oracle エラーが発生することがあります。

/opt/VRTSdbed/bin/vxsfadm -s flashsnap -o clone
-a oracle -r dblxx64-16-v1 --flashsnap_name TEST11 --clone_path
/tmp/testRecoverdb --clone_name clone1
USERNAME: oragrid
STDOUT:
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Retrieving snapshot information ...
Importing snapshot diskgroups ...
Mounting snapshot volumes ...

Done
Done
Done

ORA-01513: invalid current time returned by operating system

これは、次の Oracle のバグ ID に記述されている既知の Oracle バグです。
■

Bug 14102418: DATABASE DOESNT START DUE TO ORA-1513

■

Bug 14036835: SEEING ORA-01513 INTERMITTENTLY

回避策:
成功するまでクローン操作を再試行してください。

データの生成がデータファイルの破損、ロールバック、オフライン
チェックポイントの復元後に失敗する（2869259）
データファイルが予約サイズ未満で破損したときに、ロールバックが進行せず、ファイル
が正しくロールバックされないことがあります。
現時点では回避策はありません。

チェックポイントクローンは archive log の記録先がデータファイ
ルの保存先と同じ場合に失敗する（2869266）
チェックポイントクローンの作成は archive log の記録先がデータファイルの保存先と
同じ場合に失敗します。次のようなエラーが発生します。
Use of uninitialized value $path in hash element
at /opt/VRTSdbed/lib/perl/DBED/CkptOracle.pm line
Use of uninitialized value $path in concatenation
at /opt/VRTSdbed/lib/perl/DBED/CkptOracle.pm line
Use of uninitialized value $path in pattern match
at /opt/VRTSdbed/lib/perl/DBED/CkptOracle.pm line

121.
(.) or string
124.
(m//)
126.

SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-02236: invalid file name (DBD ERROR: error possibly near
<*> indicator at char 172 in 'CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE
'TClone03' RESETLOGS NOARCHIVELOG

回避策: 6.1 リリースでは、チェックポイントサービスに対して個別のアーカイブとデータ
ファイルのマウントを作成してください。
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FileSnap の詳細リストに特定のスナップの詳細が表示されない
（2846382）
FileSnap はスナップショットまたはクローンの詳細リストの表示をサポートしていません。
FileSnap はすべてのスナップショットまたはクローンの概略情報の表示のみをサポートし
ています。たとえば、CLI vxsfadm -s filesnap -a oracle --name=snap1 -o list
を実行すると、特定のスナップショットの詳細リストではなく、すべてのスナップショットの概
略リストが表示されます。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

5.0 MP3RP5 から 6.0.1 への段階的な SFRAC のアップグレード後
に sfua_rept_migrate が失敗する（2874322）
6.0.1 にアップグレードするときに、sfua_rept_migrate コマンドでエラーが発生するこ
とがあり、リポジトリボリュームのマウント解除に失敗します。次のようなエラーメッセージが
表示されます。
# ./sfua_rept_migrate
Mounting SFUA Sybase ASA repository.
Unmounting SFUA Sybase ASA repository.
UX:vxfs umount: ERROR: V-3-26388: file system /rep has been mount
locked
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-5550 umount /dev/vx/dsk/repdg/repvol
failed.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9162 Failed to umount repository.

回避策: このエラーはアップグレードの障害になりません。リポジトリの移行は正常に動作
しますが、古いリポジトリボリュームはマウント解除されません。手動オプションを使ってマ
ウントをマウント解除してください。
たとえば、/opt/VRTS/bin/umount -o mntunlock=VCS /rep を実行します。
詳しくは、 TECH64812 を参照してください。

ReverseResyncBegin（RRBegin）操作が複数のスナップショット設
定で実行されたとき失敗する (3066532)
複数のスナップショット設定で逆再同期操作を実行するとき、SFDB により次のエラーメッ
セージが報告されます。
[oracle@dblxx64-3-vip3 ~]$ vxsfadm -a oracle -s flashsnap --name ¥
man -o rrbegin
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0943 Repository already relocated to alternate
location.
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逆再同期設計により、最初の RRBegin 操作によって SFDB リポジトリがバックアップ場
所に再配置され、ReverseResyncAbort および ReverseResyncCommit 操作によって
それが元の場所に復元されます。 2 つ目の RRBegin 操作によってすでに再配置され
ている同じリポジトリが再配置され、SFDB によってエラーメッセージが報告されます。
回避策: RRBegin の状態にあるスナップショット設定を使用して RRAbort または
RRCommit 操作を実行してください。
メモ: 別の設定を開始する前に、特定の設定に対し逆再同期操作を完了する必要があり
ます。

回復オプションが AUTO になっていると ReverseResyncBegin
（RRBegin）操作が失敗する（3076583）
次の一連の操作を実行すると、回復オプションが AUTO に設定されている RRBegin 操
作が失敗します。

1

検証操作を使用して FlashSnap セットアップを検証する。

2

データベースで、テーブルスペースをオフラインにする。

3

スナップショット操作を実行する。

4

2 でオフラインにしたテーブルスペースをオンラインにする。

5

逆再同期の開始操作を実行する。

メモ: この問題は Oracle バージョン 10gR2 でのみ発生します。
回避策: 次のいずれかを実行します。
■

必ず RRBegin と RRCommit 操作を実行した後でテーブルスペースをオンラインに
する。または、テーブルスペースがオフラインモードになっている間に逆再同期の開
始操作を実行する。

■

データベースを回復するには、RRBegin 操作で回復オプションを
AUTO_UNTIL_SCN に設定する。

バイナリ制御ファイルの不足により、ReverseResyncBegin
（RRBegin）操作が失敗しエラーメッセージが報告される（3157314）
RRBegin 操作でデータベースインスタンスを回復するために使用するバイナリ制御ファ
イルが見つからないと、次のエラーメッセージが報告されます。
[oracle@testbox ~]$ vxsfadm -a oracle -s flashsnap -name man -o rrbegin
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SFDB vxsfadm ERROR V-81-0949 Binary Control file is not available for
recovery purposes

この問題は、古いバージョンの SFDB で作成されたサードミラーブレークオフタイプ
（FlashSnap）のスナップショットで発生します。このスナップショットイメージにはバイナリ
制御ファイルが含まれていません。
回避策:
この問題に対する回避策はありません。

逆再同期コミット操作が実行された後、SmartIO オプションが復元
されない（3313775）
RRCommit 操作は、デフォルトのファイルシステムオプションでファイルシステムをマウン
トします。しかし逆再同期コミット操作が実行されると、VxFS SmartIO 用のデフォルト以
外の構成オプションは、失われます。
回避策: RRCommit 操作が正常に完了した後に、必須の構成オプションでファイルシス
テムを再マウントします。

DBED データコレクタ操作の後に生成された情報ファイルがエラー
を報告する（2795490）
VRTSexplorer DBED スクリプトが、製品から削除された古い VRTSdbms3 固有のスク
リプトを使うと、情報ファイルが次のエラーを報告します。
/opt/VRTSdbms3/vxdbms_env.sh: cannot open [No such file or directory]

回避策:

1

cd /opt/VRTSspt/DataCollector/sort コマンドを実行します。このディレクトリ

が存在しない場合は、sh /opt/VRTSspt/DataCollector/*.sh を実行します。

2

cd advanced/lib/VOS/v10/Collector/VxExpCollector/explorer_scripts

コマンドを実行します。

3

dbed_rept_sql で、次のようにコメントします。
$VXDBMS_DIR/vxdbms_env.sh

または
$VXDBMS_DIR/vxdbms_env.sh を次のように変更します。
[[ -f $VXDBMS_DIR/vxdbms_env.sh ]] &&
{
. $VXDBMS_DIR/vxdbms_env.sh
}

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
既知の問題

103

dbdst_obj_move(1M) コマンドがデータベーステーブルのすべて
のエクステントを移動する（3277003）
dbdst_obj_move(1M) コマンドは、次の場合にデータベーステーブルのすべてのエク

ステントを移動します。
■

dbdst_obj_move(1M) コマンドが CFS セカンダリノードから実行されている

■

オブジェクトは Oracle データベーステーブル（-t オプション）

■

エクステントの範囲がターゲット階層に移動するように指定されている（-s オプションと
-e オプション）
dbdst_obj_move(1M) コマンドは、エクステントのサイズが 32768 以上の場合、指
定されたテーブルのすべてのエクステントをターゲット階層に移動します。 ただし、期
待されているのはエクステントの指定された範囲のみを移動することです。

回避策: CFS プライマリノードから dbdst_obj_move(1M) コマンドを実行します。
fsclustadm showprimary <mountpoint> コマンドと fsclustadm idtoname <nodeid>

コマンドを使って、CFS ノードのモードを確認します。

テーブルのすべてのエクステントを移動しようとすると、
dbdst_obj_move(1M) コマンドがエラーによって失敗する
（3260289）
複数のマウントポイントにまたがるデータベーステーブルのすべてのエクステントを単一
の操作で移動しようとすると、dbdst_obj_move(1M) コマンドが失敗します。 次のエラー
が報告されます。
bash-2.05b$ dbdst_obj_move -S sdb -H $ORACLE_HOME -t test3 -c MEDIUM
FSPPADM err : UX:vxfs fsppadm: WARNING: V-3-26543: File handling failure
on /snap_datadb/test03.dbf with message SFORA dst_obj_adm ERROR V-81-6414 Internal Error at fsppadm_err

メモ: テーブルが複数のマウントポイントにまたがっているかどうかを確認するには、
dbdst_obj_view(1M) コマンドを実行します。
回避策: dbdst_obj_move(1M) コマンドで、共通のマウントポイントに属しているエクステ
ントの範囲を指定します。さらに、テーブルが "n" 個のマウントポイントにまたがっている
場合は、それぞれのエクステントの範囲に対して dbdst_obj_move(1M) コマンドを "n"
回実行する必要があります。
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SFDB で次のエラーメッセージが報告されることがある: SFDB リ
モートまたは特権コマンドのエラー（2869262）
SFDB ツールを使っているときに、dbed_update などのコマンドの実行を試みると、次の
エラーが起こることがあります。
$ /opt/VRTSdbed/bin/dbed_update
No repository found for database faildb, creating new one.
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0450 A remote or privileged command could not
be executed on swpa04
Reason: This can be caused by the host being unreachable or the vxdbd
daemon not running on that host.
Action: Verify that the host swpa04 is reachable. If it is, verify
that the vxdbd daemon is running using the /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl
status command, and start it using the /opt/VRTS/bin/vxdbdctrl start
command if it is not running.

回避策: この問題に対する回避策はありません。

RAC の通常と異なる一部のアーカイブログ設定で Flashsnap の
クローンが失敗する（2846399）
RAC 環境では、FlashSnap を使うときに、スナップショットへのアーカイブログの記録先
は共有パスである必要があり、全ノードで同一である必要があります。さらに、すべての
ノードは、アーカイブログの記録先を指定するために、同じアーカイブログ設定パラメー
タを使う必要があります。次のような設定はサポートされません。
tpcc1.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc2.log_archive_dest_2='location=/tpcc_arch'
tpcc3.log_archive_dest_3='location=/tpcc_arch'

ここで、tpcc1、tpcc2、tpcc3 は RAC インスタンスの名前であり、/tpcc_arch は共有アー
カイブログの記録先です。
回避策: FlashSnap を使うには、上の設定を *.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
に修正してください。次に例を示します。
tpcc1.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc2.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
tpcc3.log_archive_dest_1='location=/tpcc_arch'
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仮想化の既知の問題
ここでは、Symantec Storage Foundation and High Availability （SFHA）の今回のリ
リースにおける仮想化に関する既知の問題について説明します。

ACPI 対応仮想 NIC をハートビートとして使用しているときに LLT
のタイムアウトでシステムがパニックになる
ゲスト syslog の次のメッセージはハートビートリンクが不安定であることを示しています。
May 24 00:51:24
(eth3) node 1
May 24 00:51:24
(eth4) node 1

cdc-kvmguest1 kernel: LLT INFO V-14-1-10205 link 0
in trouble
cdc-kvmguest1 kernel: LLT INFO V-14-1-10205 link 1
in trouble

LLT リンクがタイムアウトになったときパニックになる場合があります。この問題の原因は、
ACPI をサポートする仮想 NIC （ネットワークブリッジ）が一定時間アイドル状態が続いた
時に節電モードに入ってしまうことにあります。
回避策:
GRUB menu.lst ファイルのカーネル行に次のテキストを追加することにより ACPI を無
効にします。
acpi=off

その後、システムを再起動します。

移行中にエージェントで同期元を強制終了するとリソースの同時
性違反になる（3042499）
移行を Symantec Cluster Server（VCS）の制御外で開始した場合、エージェントを再起
動すると移行イベントが認識されなくなる可能性のあるわずかな期間があります。これは
VCS の外で開始されているため、エージェントの再起動と移行を同期する方法はありま
せん。また、KVM にはイベントが移行であったことを示すための中間的な状態がありませ
ん。Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）では、仮想マシンのイベントをはっきりと
明示することのできる状態があるため、この問題は発生しません。これは KVM 環境にの
み該当します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

VirtIO-disk インターフェースを使って SLES11 SP2 または SLES11
SP3 のホストからエクスポートしたディスクが KVM ゲストの内部で
実行している Veritas Volume Manager に表示されない（3325022）
VirtIO-disk インターフェースを使って SLES11 SP2 または SLES11 SP3 を実行してい
るホストからゲストにエクスポートしたデバイスは ASL でサポートされないので、デバイス
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検出時にデバイスを要求します。したがって、デバイスは KVM ゲストの内部で動作する
Veritas Volume Manager に表示されません。
たとえば、vda ディスクと vdb ディスクが VirtIO-disk インターフェースを使ってゲスト
「guest1」にエクスポートしたディスクのみの場合は、vxdisk list 出力に示されません。
guest1:~ # vxdisk list
DEVICE
TYPE

DISK

GROUP

STATUS

ASL がデバイスを要求しない場合:
guest1:~ # vxddladm list devices
DEVICE
TARGET-ID
STATE
DDL-STATUS (ASL)
===============================================================
vdb
Online vda
Online -

回避策: VirtIO-LUN インターフェースを使って KVM ゲストにエクスポートしたデバイスは
ASL がサポートします。SLES11 SP2 は VirtIO-LUN インターフェースをサポートしない
ので、ホストとゲスト（SLES11 SP2 を実行している場合）を SF/SFHA/SFCFS スタックと
ともに SLES11 SP3 にアップグレードします。アップグレードの実行後に、VirtIO-LUN
インターフェースを使って KVM ゲストにデバイスをエクスポートします。ゲストで、それぞ
れの製造元 ASL がデバイスを要求します。SUSE のマニュアルと SORT の最新パッチ
を参照してベストプラクティスをアップグレードします。

VirtIO-scsi インターフェースを使ってホストからエクスポートした
XIV LUN が KVM ゲストの内部で実行している Veritas Volume
Manager に表示されない（3341432）
デバイスの検出時に、KVM ゲストの内部にある Veritas Volume Manager はディスクで
RTPG IOCTL 処理を実行してディスクのプロパティをフェッチします。 VirtIO-scsi インター
フェースを使ってホストからエクスポートした XIV LUN では、RTPG IOCTL 処理は失敗し
ます。したがって、ASL はゲストの内部にあるディスクの要求に失敗し、ディスクが Volume
Manager に表示されません。
たとえば、sdb が VirtIO-scsi インターフェースを使ってホストからゲストにエクスポートし
た XIV LUN だとします。 libvxxiv.so （XIV 製造元の ASL）がディスクの要求に失敗する
と DDL-STATUS に「ERROR」と表示されます。
[root@guest1 ~]# vxddladm list devices
DEVICE
TARGET-ID
STATE
DDL-STATUS (ASL)
===============================================================
sdb
Online ERROR (libvxxiv.so)
sda
Online CLAIMED (OTHER_DISKS)

したがって、ディスクは Volume Manager に表示されません。
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[root@guest1 ~]# vxdisk list
DEVICE
TYPE
DISK
sda
auto:none
-

GROUP
-
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STATUS
online invalid

回避策: この問題に対する回避策はありません。

ソフトウェアの制限事項
このセクションでは、このリリースのソフトウェアの制限事項について説明します。
コンポーネントまたは製品に関連するソフトウェアの制限事項の完全な一覧については、
対応するリリースノートを参照してください。
p.116 の 「マニュアル」 を参照してください。

Veritas Volume Manager ソフトウェアの制限事項
このリリースの Veritas Volume Manager のソフトウェアの制限事項を次に示します。

SFHA はリンク済みのミラーボリューム上の領域のシン再利用を
サポートしない（2729563）
シン再利用機能は、リンク済みのミラーボリュームのシン再利用をサポートしていません。

ioship ポリシーが有効であってもシン再利用要求がリダイレクトさ
れない（2755982）
ioship ポリシーが有効な場合でも、ディスクへのローカル接続がないノードからの再生要
求は失敗します。再生 I/O は別のノードにリダイレクトされません。

Veritas Operations Manager は CVM I/O 転送機能と関連する
ディスク、ディスクグループ、ボリュームの状態情報をサポートしな
い（2781126）
VOM（Veritas Operations Manager）は、Cluster Volume Manager のこのリリースで導
入された I/O 転送機能と関連するディスク、ディスクグループ、ボリュームの状態情報を
サポートしていません。lfailed、lmissing、LDISABLED などの新しい状態は、ストレージ
の接続が切断されたために I/O 転送がアクティブなときに発生します。

パスへの接続が失われた場合の Linux SLES11 上の DMP の動
作（2049371）
SLES 11 上で、パスへの接続が失われた場合、SLES 11 カーネルはデータベースから
デバイスパスを削除します。DMP は、このプロセスで発生した UDEV イベントに応答し、
デバイスパスを DISABLED[M] としてマーク付けします。DMP は、以降の I/O のパスを
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使用しません。他の種類の Linux と異なり、パスの状態は DISABLED ではなく
DISABLED[M] になります。その後、パスがオンラインに復帰すると、DMP は UDEV イ
ベントに応答し、SLES 11 カーネルへのデバイスパスの追加信号を送信します。DMP
はパスを有効にし、その状態を ENABLED に変更します。

NetApp ストレージに接続された環境の DMP 設定
パスリストアの時間帯を最短化し、NetApp ストレージに接続された環境の高可用性を最
大化するには、DMP チューニングパラメータのデフォルト値を変更します。
表 1-12 に、DMP チューニングパラメータと新しい値を示します。
表 1-12
パラメータ名

NetApp ストレージに接続された環境の DMP 設定
定義

新しい値

dmp_restore_interval DMP リストアデーモン 60 秒。
のサイクル
dmp_path_age

DMP パスエージング 120 秒。
のチューニングパラメー
タ

デフォルト値
300 秒。

300 秒。

変更は再ブート後も変化しません。
チューニングパラメータを変更するには

1

次のコマンドを発行してください:
# vxdmpadm settune dmp_restore_interval=60
# vxdmpadm settune dmp_path_age=120

2

新しい設定を検証するには、次のコマンドを使ってください:
# vxdmpadm gettune dmp_restore_interval
# vxdmpadm gettune dmp_path_age

共有ディスクグループとプライベートディスクグループのボリューム
を使うスナップショットの設定はサポートされない
共有ディスクグループとプライベートディスクグループのボリュームを使うスナップショット
の設定は、推奨される設定ではありません。このリリースでは、この設定はサポートされま
せん。
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ブレークオフスナップショットボリュームでストレージ再利用が行わ
れない（2798523）
このリリースでは、ボリュームのストレージ再利用は、ブレークオフタイプのスナップショット
があるときは防止されます。こうしたボリュームでストレージ再利用が許可されると、次の望
ましくない状況の原因となる場合があります。vxsnap refresh、vxsnap restore の各
操作を含むインスタントスナップショット操作が原因で、操作に応じてスナップショットまた
はプライマリボリュームのいずれかの完全同期が行われます。
このリリースでは、ボリュームにスナップショットがあると、ストレージ再利用は確認メッセー
ジが表示されずに防止されます。物理ストレージは減少しません。再利用コマンドは、ディ
スクの再利用が実行されたことを報告しますが、実際のストレージは、スナップショットが
あるボリュームの場合は再利用されません。
# vxdisk -o full reclaim dg1
Reclaiming storage on:
Disk xiv0_617 : Done.
Disk xiv0_616 : Done.
Disk xiv0_618 : Done.
Disk xiv0_612 : Done.
Disk xiv0_613 : Done.
Disk xiv0_614 : Done.
Disk xiv0_615 : Done

次の出力例に示すように、ストレージは実際には再利用されません。
# vxdisk -o thin list
DEVICE
SIZE(MB) PHYS_ALLOC(MB)
xiv0_612 19313
2101
xiv0_613 19313
2108
xiv0_614 19313
35
xiv0_615 19313
32
xiv0_616 19313
31
xiv0_617 19313
31
xiv0_618 19313
31

GROUP
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1

TYPE
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm

Veritas File System ソフトウェアの制限事項
このリリースの Veritas File System のソフトウェア制限事項を次に示します。

データベースの作業負荷に対する Linux I/O スケジューラ
Red Hat と SUSE 配布のデータベースの作業負荷に対して Linux の deadline I/O ス
ケジューラを使うことをお勧めします。
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このスケジューラを使うようにシステムを設定するには、GRUB または LILO 設定ファイル
の boot の引数に elevator=deadline パラメータを含めてください。
該当する設定ファイルの場所はシステムアーキテクチャと Linux 配布によって異なりま
す。
設定ファイル

アーキテクチャと配布

/boot/grub/menu.lst

RHEL5 、RHEL6 x86_64、 x86_64、SLES11
x86_64

GRUB 設定ファイルの場合、elevator=deadline パラメータをカーネルのコマンドに追
加してください。
たとえば RHEL5 の場合には次のように変更します。
title RHEL5UP3
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-128.el5 ro root=/dev/sdb2
initrd /boot/initrd-2.6.18-128.el5.img

変更後:
title RHEL5UP3
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-128.el5 ro root=/dev/sdb2 ¥
elevator=deadline
initrd /boot/initrd-2.6.18-128.el5.img

RHEL6 の場合には、次のように変更します。
title RHEL6
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-71.el6 ro root=/dev/sdb2
initrd /boot/initrd-2.6.32-71.el6.img

変更後:
title RHEL6
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-71.el6 ro root=/dev/sdb2 ¥
elevator=deadline
initrd /boot/initrd-2.6.32-71.el6.img

SUSE では、elevator パラメータの設定は LILO と GRUB 設定ファイルに常に含まれて
います。この場合、パラメータを elevator=cfq から elevator=deadline に変更して
ください。
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適切なファイルを修正したら、システムを再起動します。
I/O スケジューラについて詳しくは、Linux 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。

ディレクトリのファイル数制限の推奨事項
VxFS パフォーマンスを最大化するには、同じディレクトリ内部のファイルが 100,000 個
を超えないようにしてください。代わりに複数のディレクトリを使います。

vxlist コマンドは 1 EB 以上の数値を正しく表示できない
vxlist コマンド、および vxlist と同じライブラリを使う他のすべてのコマンドは、1 EB

以上の数値を正しく表示できません。

拡張書き込み機能での遅延した割り当ての制限事項
拡張書き込み機能での遅延した割り当てには、次の制限事項が適用されます。
■

ファイルデータをディスクにすぐに書き込む必要がある場合には、そのファイルでの
遅延した割り当ては無効になります。そのような例としては、ダイレクト I/O、同時 I/O、
FDD/ODM アクセス、同期 I/O があります。

■

遅延した割り当ては、メモリマップファイルではサポートされません。

■

遅延した割り当ては、BSD クォータではサポートされません。BSD クォータがファイ
ルシステムで有効になると、遅延した割り当てはそのファイルシステムでは自動的に
無効になります。

■

遅延した割り当ては、クラスタファイルシステムの共有マウントではサポートされませ
ん。

NetBackup 7.5 （以前）の FlashBackup 機能はディスクレイアウト
バージョン 8、9、10をサポートしない
NetBackup 7.5 （以前）の FlashBackup 機能はディスクレイアウトバージョン 8、9、10
をサポートしません。

NetBackup 7.1 以前を使用して圧縮ファイルをバックアップする
と、ファイルの復元の際、圧縮されていない状態に戻る
NetBackup 7.1 以前のリリースは、ファイル圧縮機能をサポートしていません。NetBackup
7.1 または以前のリリースを使用して圧縮ファイルをバックアップした場合、復元の際、ファ
イルは圧縮されていない状態に戻ります。
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SUSE で、Fusion-io デバイスに VxFS タイプの SmartIO キャッシュ
を作成するとハングアップする（3200586）
SUSE で、Fusion-io デバイスに VxFS タイプの SmartIO キャッシュを作成するとハング
アップします。この問題は Fusion-io ドライバの制限事項によるものです。
回避策:
問題を回避するには
◆

最大 I/O サイズを制限します。
# vxtune vol_maxio 1024

VxFS ファイルシステムの NetBackup リストア操作が SmartIO の
ライトバックキャッシュで働かない
VxFS ファイルシステムの NetBackup リストア操作は、SmartIO ライトバックキャッシュで
働きません。

VxFS ファイルシステムのライトバック操作がボリュームのレプリ
ケーションやアレイのレプリケーションでサポートされない
VxFS ファイルシステムのライトバック操作は、ボリュームのレプリケーションやアレイのレ
プリケーションではサポートされません。

レプリケーションソフトウェアの制限事項
次は Symantec Storage Foundation and High Availability のこのリリースでのレプリ
ケーションソフトウェアの制限事項です。

共有環境での VVR レプリケーション
現在、レプリケーションのサポートは 8 ノードクラスタアプリケーションに限定されていま
す。

VVR IPv6 ソフトウェアの制限事項
VVR は、次の Internet Protocol 設定をサポートしていません。
■

IPv6 専用ノードには IPv4 アドレスが設定されていないことから、VVR はこれら 2 つ
のノード間の通信を確立できないため、IPv4 専用ノードから IPv6 専用ノードおよび
IPv6 専用ノードから IPv4 専用ノードへのレプリケーション設定はサポートされませ
ん。
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■

IPv4 アドレスがプライマリ RLINK の local_host 属性に指定され、同じ RLINK の
remote_host 属性に IPv6 アドレスが指定されているレプリケーション設定はサポー
トされません。

■

IPv6 アドレスがプライマリ RLINK の local_host 属性に指定され、同じ RLINK の
remote_host 属性に IPv4 アドレスが指定されているレプリケーション設定はサポー
トされません。

■

同じクラスタ内に IPv4 専用と IPv6 専用のノードが混在するか、クラスタ内のすべて
のノードが IPv4 専用でリモートクラスタ内のすべてのノードが IPv6 専用であるような
CVM および VVR のクラスタでは IPv6 はサポートされません。

■

VVR は IPv4 および IPv6 のアドレス変換を行う Edge ルーターおよび NAT-PT ルー
ターをサポートしません。

VVR による Storage Foundation の異なるバージョン間のレプリ
ケーションのサポート
VVR は Storage Foundation 6.1 と Storage Foundation の以前のメジャーリリース（6.0
と 6.0.1）間のレプリケーションをサポートします。 異なるバージョン間のレプリケーション
は、バージョン 170、180、および 190 のディスクグループのみでサポートされています。
プライマリホストとセカンダリホストの両方で、サポートされるバージョンのディスクグループ
を使用する必要があります。

ソフトリンクアクセスと変更時間が VFR Job の場合に RHEL5 でレ
プリケートされない
RHEL5 でファイルのレプリケーションジョブが実行されているとき、ソフトリンクアクセスと
変更時間はレプリケートされません。

I/O フェンシングに関する制限事項
この項では、I/O フェンシングに関するソフトウェアの制限事項について説明します。

VxFEN が RACER ノードの再選をアクティブ化する場合の優先フェ
ンシングの制限事項
優先フェンシング機能は、より小さいサブクラスタを遅延させることで、より重みが大きいか
より大きなサブクラスタを優先します。この小さなサブクラスタの遅延は、より大きなサブク
ラスタの初期 RACER ノードが競争を完了できる場合のみ有効です。何らかの原因で初
期 RACER ノードが競争を完了できず、VxFEN ドライバがレーサー再選アルゴリズムを
アクティブ化した場合、小さいサブクラスタの遅延はレーサーの再選のために要する時間
で相殺され、より重みが小さいかより小さなサブクラスタが競争に勝つ可能性があります。
この制限事項は好ましくありませんが、容認できます。
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I/O フェンシングが設定されたクラスタでのシステムの停止
I/O フェンシング機能は、クラスタ相互接続の障害、つまり、「スプリットブレイン」によって
引き起こされるデータ破損を防ぎます。相互接続障害がもたらす可能性のある問題と I/O
フェンシングが提供する保護については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
SCSI-3 ベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディスクとコーディネータ
ディスクの両方に SCSI-3 PR キーを配置することにより、I/O フェンシングがデータ保護
を実装します。 CP サーバーベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディ
スクに SCSI-3 PR のキーを配置し、CP サーバーに類似の登録を配置することによっ
て、I/O フェンシングがデータ保護を実装します。VCS 管理者は、I/O フェンシングによっ
て保護されるクラスタを利用する場合に必要になるいくつかの操作上の変更点を知って
おく必要があります。 特定のシャットダウン手順によりコーディネーションポイントとデータ
ディスクからキーを確実に削除し、その後のクラスタの起動における潜在的な問題を防ぐ
ことができます。
shutdown コマンドではなく、reboot コマンドを使うと、シャットダウンスクリプトがバイパス
され、コーディネーションポイントとデータディスクにキーが残る可能性があります。再起
動とその後の起動イベントの順序によっては、クラスタがスプリットブレイン状態の可能性
について警告し、起動に失敗する場合があります。
回避策: 一度に 1 つのノードで shutdown -r コマンドを使い、各ノードでシャットダウンが
完了するのを待ちます。

VRTSvxvm をアンインストールすると、VxFEN が dmp のディスク
ポリシーと SCSI3 モードで設定された場合問題が生じる（2522069）
VxFEN を dmp のディスクポリシーと SCSI3 モードで設定した場合、コーディネータディ
スクの DMP ノードが、システム停止時またはフェンシングアービトレーションの間にアク
セスされることがあります。VRTSvxvm RPM をアンインストールした後では、DMP のモ
ジュールはもはやメモリに読み込まれません。VRTSvxvm が RPM アンインストールされ
たシステムでは、VxFEN がシステム停止時またはフェンシングアービトレーションの間に
DMP デバイスにアクセスすると、システムパニックが発生します。

Symantec SFDB （Storage Foundation for Databases）ツールのソフ
トウェアの制限事項
このリリースの SFDB ツールソフトウェアの制限事項は次のとおりです。

Oracle RAC 環境の Oracle Data Guard
SFDB ツールは RAC スタンバイデータベースでは使うことができません。SFDB ツール
は、Data Guard Oracle RAC 環境でも、プライマリデータベースで使うことができます。

114

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
ソフトウェアの制限事項

SFDB ツールを使用する場合は Oracle 10.2.0.5 へのアップグレー
ドが必要
Oracle バージョン 10.2.0.4 を実行していて、Storage Foundation 製品を SFDB ツー
ルを使って 6.1 にアップグレードする場合は、6.1 に移行する前に、Oracle のバイナリと
データベースをバージョン 10.2.0.5 にアップグレードする必要があります。

vxsfadm の並列実行はサポートされない（2515442）
vxsfadm コマンドで一度に実行できるのは、1 つのインスタンスだけです。一度に vxsfadm

の複数のインスタンスを実行することはサポートされていません。

データベースの構造変更中の PITC 作成はサポートされていない
（2496178）
SFDB のツールは、表領域の追加やドロップ、データファイルの追加やドロップのような、
データベースの構造変更の進行中に PITC を作成することはサポートしていません。
ただし、いったん PITC を作成しておけば、そのクローンは、データベースの状態には関
わりなくいつでも作成できます。

仮想化ソフトウェアの制限事項
ここでは、Symantec Storage Foundation and High Availability（SFHA）の今回のリリー
スにおける仮想化ソフトウェアの制限ついて説明します。

以前にホストから取り外したデバイスを再接続した場合に KVM ゲ
スト内でパスを有効にできない
LUN は virtio-scsi インターフェースを介して KVM ゲストにエクスポートされます。ホスト
と SAN アレイ間の物理リンクで一定時間障害が発生すると（デフォルトでは 45 ～ 60
秒）、ホストの HBA ドライバはタイムアウトしたデバイスを削除します。リンクが復元される
と、これらのデバイスはホストに再接続されます。しかし、これらのデバイスに対する KVM
ゲスト内からのアクセスは自動的には復元できません。復元するにはシステムを再起動す
るか手動でデバイスを再接続する必要があります。DMP では、これらのサブパスは
DISABLED 状態のままです。
これは KVM の既知の制限事項です。
回避策:
KVM ホストから、ファイバーチャネルポートの dev_loss_tmo パラメータを非常に大きい
値に調整し、fast_io_fail_tmo パラメータを 15 に設定します。

115

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
マニュアル

116

タイムアウトしたデバイスへのアクセスを復元するには

1

/dev/udev/rules.d/40-kvm-device ファイルに次の行を追加します。
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", ¥
RUN+="/bin/sh -c 'grep -q off ¥
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;if [ $? -eq 0 ]; ¥
then echo 15 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo 2> ¥
/dev/null;fi;'"
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", ¥
RUN+="/bin/sh -c 'echo 8000000 > ¥
/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo 2> /dev/null'"

2

/etc/modprobe.d/qla2xxx.conf ファイルを作成し、次の内容を記述します。
options qla2xxx qlport_down_retry=8000000

3

/etc/modprobe.d/scsi_transport_fc.conf ファイルを作成し、次の内容を記

述します。
options scsi_transport_fc dev_loss_tmo=8000000

4

initrd ファイルを再ビルドし、再起動します。

SmartIO ソフトウェアの制限事項
このリリースの SmartIO ソフトウェアの制限事項は次のとおりです。

ライトバックキャッシュの制限事項
CFS の場合は、ファイバーチャネルを使って DAS （Direct Attached Storage）と SAN
に作成したキャッシュ領域でライトバックキャッシュをサポートしません。キャッシュ領域は
クラスタノード間で共有しないでください。

マニュアル
マニュアルは、ソフトウェアメディアの /docs/<製品名> ディレクトリで PDF 形式で利用可
能です。追加マニュアルはオンラインで入手できます。
マニュアルの最新版を使用していることを確認してください。マニュアルのバージョンは各
ガイドの 2 ページ目に記載されています。 マニュアルの発行日付は、各マニュアルのタ
イトルページに記載されています。 最新の製品マニュアルはシマンテック社の Web サイ
トで入手できます。
http://sort.symantec.com/documents

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
マニュアル

マニュアルセット
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品ラインの各製品には、リリー
スノート、インストールガイド、そして管理およびエージェントに関するガイドなどのその他
のマニュアルが含まれています。またほとんどの場合、製品のコンポーネントに関するマ
ニュアルを参照する必要があります。
SFHA Solutions マニュアルは製品ライン全体に適用される機能およびソリューションを
説明しています。これらのマニュアルはどの SFHA Solutions 製品にも関係があります。

Storage Foundation and High Availability
表 1-13 は Symantec Storage Foundation and High Availability に関するマニュアル
のリストです。
クラスタの管理について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。
p.117 の 「Symantec Cluster Server のマニュアル」 を参照してください。
ストレージの管理について詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を
参照してください。
p.118 の 「Symantec Storage Foundation のマニュアル」 を参照してください。
SFHA Solutions のマニュアルは SFHA 製品に関連した機能およびソリューションを説
明します。
p.119 の 表 1-16 を参照してください。
表 1-13

Symantec Storage Foundation and High Availability のマニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation and
High Availability リリースノート

sfha_notes_61_lin.pdf

製品のシステム必要条件、変更、修正さ
れたインシデント、既知の問題、制限事
項などのリリース情報を提供します。

Symantec Storage Foundation and
High Availability インストールガイド

sfha_install_61_lin.pdf

製品をインストールするために必要な情
報を提供します。

Symantec Cluster Server のマニュアル
表 1-14 は Symantec Cluster Server に関するマニュアルのリストです。
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表 1-14
マニュアル名

Symantec Cluster Server のマニュアル
ファイル名

説明

Symantec Cluster Server リリースノー vcs_notes_61_lin.pdf
ト

製品のシステム必要条件、変更、修正され
たインシデント、既知の問題、制限事項など
のリリース情報を提供します。

Symantec Cluster Server インストー
ルガイド

vcs_install_61_lin.pdf

製品をインストールするために必要な情報を
提供します。

Symantec Cluster Server 管理者ガイ vcs_admin_61_lin.pdf
ド

製品を管理するために必要な情報を提供し
ます。

Symantec High Availability ソリュー
ションガイド（VMware 用）

sha_solutions_61_vmware_lin.pdf

VMware vSphere Client GUI を使用して、
VMware 仮想環境で Symantec Cluster
Server をインストール、構成、管理する方法
について説明しています。

Symantec Cluster Server Bundled
Agents リファレンスガイド

vcs_bundled_agents_61_lin.pdf

付属エージェント、そのリソースおよび属性、
その他の関連情報を提供します。

Symantec Cluster Server 汎用エー
ジェント設定ガイド

vcs_gen_agent_61_lin.pdf

汎用アプリケーションエージェントをインストー
ルし、設定するための情報を提供します。

Symantec Cluster Server エージェン vcs_agent_dev_61_unix.pdf
ト開発者ガイド
（このマニュアルはオンラインでのみ参
照できます。）

さまざまなシマンテック社のエージェントにつ
いての情報およびカスタムエージェントを開
発するための手順を説明しています。

Symantec Cluster Server Agent for
DB2 インストールおよび設定ガイド

vcs_db2_agent_61_lin.pdf

DB2 エージェントをインストールし、設定す
るための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for
Oracle インストールおよび設定ガイド

vcs_oracle_agent_61_lin.pdf

Oracle エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for vcs_sybase_agent_61_lin.pdf
Sybase インストールおよび設定ガイド

Sybase エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。

Symantec Storage Foundation のマニュアル
表 1-15 は Symantec Storage Foundation に関するマニュアルのリストです。
表 1-15

Symantec Storage Foundation のマニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation リ
リースノート

sf_notes_61_lin.pdf

製品のシステム必要条件、変更、修正されたイ
ンシデント、既知の問題、制限事項などのリリー
ス情報を提供します。
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マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation イン sf_install_61_lin.pdf
ストールガイド

製品をインストールするために必要な情報を提
供します。

Symantec Storage Foundation 管
理者ガイド

sf_admin_61_lin.pdf

製品を管理するために必要な情報を提供しま
す。

Symantec Storage Foundation:
Storage and Availability
Management for DB2 Databases

sfhas_db2_admin_61_unix.pdf

DB2 データベース環境における Storage
Foundation High Availability（SFHA）Solutions
製品での SFDB ツールの配備と使用について
主要な例を提供します。これは、SFHA
Solutions 製品のマニュアルと共に参照するた
めの補足マニュアルです。

Symantec Storage Foundation:
sfhas_oracle_admin_61_unix.pdf
Storage and Availability
Management for Oracle Databases

Oracle データベース環境における Storage
Foundation High Availability（SFHA）Solutions
製品での SFDB ツールの配備と使用について
主要な例を提供します。これは、SFHA
Solutions 製品のマニュアルと共に参照するた
めの補足マニュアルです。

Veritas File System プログラマーズ vxfs_ref_61_lin.pdf
リファレンスガイド（このマニュアルは
オンラインでのみ提供されます）

アプリケーションプログラミングインターフェース
（API）を使って Veritas File System の各種の
機能とコンポーネントを修正して調整するため
に必要な情報を開発者に提供します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions
製品のマニュアル
表 1-16 は Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマ
ニュアルのリストです。
表 1-16
マニュアル名

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品
のマニュアル
ファイル名

Symantec Storage Foundation and sfhas_whats_new_61_unix.pdf
High Availability Solutions - このリ
リースでの新機能
（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

説明
このリリースの新しい機能および拡張について
の情報を提供します。

119

第 1 章 Symantec Storage Foundation and High Availability リリースノート
マニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation and getting_started.pdf
High Availability Solutions スタートガ
イド

Veritas スクリプトベースのインストーラを使っ
た Symantec 製品のインストールに関する概
要を提供します。このガイドは新しいユーザー
や製品を再び使用するユーザーが手短に使
い方を習得するのに便利です。

Symantec Storage Foundation and sfhas_solutions_61_lin.pdf
High Availability Solutions ソリュー
ションガイド

SFHA Solutions 製品のコンポーネントや機
能を別々に、および連携して使用することで、
どのようにパフォーマンスと耐障害性が向上
し、ストレージやアプリケーションの管理が容
易になるかを説明します。

Symantec Storage Foundation and sfhas_virtualization_61_lin.pdf
High Availability Solutions 仮想化ガ
イド

Symantec Storage Foundation and High
Availability の仮想化テクノロジのサポートに
関する情報を提供します。仮想化ソフトウェア
を SFHA 製品を実行しているシステムにイン
ストールする前にこのマニュアル全体を参照し
てください。

（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

Symantec Storage Foundation and sfhas_smartio_solutions_61_lin.pdf SFHA ソリューションを使用した SmartIO の
High Availability Solutions SmartIO
使用および管理に関する情報を提供します。
for Solid State Drives ソリューション
また、SmartIO のトラブルシューティングおよ
ガイド
びコマンドに関するリファレンスシートが含まれ
ています。
Symantec Storage Foundation and sfhas_dr_impl_61_lin.pdf
High Availability Solutions ディザス
タリカバリ実装ガイド
（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）

キャンパスクラスタ、グローバルクラスタ、
Storage Foundation and High Availability
Solutions 製品を使用したディザスタリカバリ
フェールオーバーの RDC（Replicated Data
Cluster）に関する情報を提供します。

Symantec Storage Foundation and sfhas_replication_admin_61_lin.pdf Symantec Replicator Option を使用してアプ
High Availability Solutions レプリケー
リケーションデータの一貫した複製を 1 つ以
ション管理者ガイド
上のリモートロケーションで保持することにより
効果的なディザスタリカバリ計画をセットアップ
する方法について説明します。Symantec
Replicator は、Symantec Volume Replicator
Option （VVR）を使ったブロックベースの継続
的なレプリケーションと Symantec File
Replicator Option （VFR）を使ったファイル
ベースの定期的なレプリケーションによって生
まれる柔軟性を提供します。
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マニュアル名

ファイル名

Symantec Storage Foundation and sfhas_tshoot_61_lin.pdf
High Availability Solutions トラブル
シューティングガイド

説明
Symantec Storage Foundation and High
Availability を使用するときに発生する可能性
のある一般的な問題を説明し、これらの問題
の解決法を提供します。

Veritas Operations Manager (VOM) は Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions 製品を管理するために使用する管理ツールです。VOM を使用す
る場合は、次より VOM 製品マニュアルを参照してください。
https://sort.symantec.com/documents

マニュアルページ
Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマニュアルペー
ジは、/opt/VRTS/man ディレクトリにインストールされています。
man(1) コマンドで Symantec Storage Foundation マニュアルページを参照できるよう

に、MANPATH 環境変数を設定します。
■

Bourne シェルまたは Korn シェル（sh または ksh）の場合は、次のコマンドを入力
します。
MANPATH=$MANPATH:/opt/VRTS/man
export MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）の場合は、次のコマンドを入力します。
setenv MANPATH ${MANPATH}:/opt/VRTS/man

man（1）のマニュアルページを参照してください。

マニュアルページは、セクション 1、1M、3N、4、4M に分かれており、 man（1）設定ファイ
ル /etc/man.config を編集してこれらのページを表示します。
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man(1) 設定ファイルを編集するには

1

man コマンドでマニュアルページにアクセスしている場合は、ユーザーのシェルで
LC_ALL を「C」に設定し、ページが正しく表示されるようにします。
export LC_ALL=C

詳しくは、Red Hat Linux のサポート Web サイトのインシデント 82099 を参照して
ください。

2

/etc/man.config に次の行を追加します。
MANPATH /opt/VRTS/man

別の man パスもこの設定ファイルに指定されています。

3

新しいセクション番号を追加します。特定の行を変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o

から次のように変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o:3n:1m

最新の HTML 形式のマニュアルページが、シマンテック社の Web サイトの次の URL
からオンラインで参照できます。
https://sort.symantec.com/documents
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