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スノート
この文書では以下の項目について説明しています。
■

このリリースノートについて

■

コンポーネント製品のリリースノート

■

Symantec Storage Foundation について

■

Symantec Operations Readiness Tools について

■

重要なリリース情報

■

6.2 で導入された変更点

■

システム必要条件

■

修正済みの問題

■

既知の問題

■

ソフトウェアの制限事項

■

マニュアル

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（SF）バージョン
6.2 に関する重要な情報が記載されています。SF 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、SF の製品マニュアルに記載の情報に優先します。

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
コンポーネント製品のリリースノート

これは『Symantec Storage Foundation リリースノート』の マニュアルバージョン:6.2 Rev
1 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。

Symantec Storage Foundation について
シマンテック社の SF（Storage Foundation）は、堅牢で管理性と拡張性に優れたストレー
ジ配備を可能にするストレージ管理ソリューションです。SF は、異機種混在のサーバー
とストレージのプラットフォーム全体においてストレージの効率性、可用性、アジリティ、パ
フォーマンスを最大化します。
Symantec Storage Foundation は、個別または連携して使うことのできる製品コンポー
ネントと機能で構成され、パフォーマンスと耐障害性を向上し、ストレージやアプリケーショ
ンの管理を容易にします。
表 1-1 では、Symantec Storage Foundation のコンポーネントを示します。
表 1-1

Symantec Storage Foundation コンポーネント

コンポーネント

説明

DMP（Dynamic
Multi-Pathing）

システムで設定されている物理ストレージデバイスの I/O パフォーマン
スとパスの可用性を管理します。
DMP は、各 LUN へのすべてのパスに対して DMP メタデバイスを作
成します。DMP は、この DMP メタデバイスを使って、物理デバイスの
パス全体でパスフェールオーバーと I/O 負荷分散を管理します。
DMP メタデバイスは、VxVM（Veritas Volume Manager）と VxFS
（Veritas File System）の基盤を提供します。DMP は、DMP デバイス
でネーティブオペレーティングシステムのボリュームとファイルシステム
もサポートします。
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コンポーネント

説明

Veritas Volume Manager オペレーティングシステムのデバイスとアプリケーション間で論理スト
（VxVM）
レージの抽象化レイヤーまたはストレージを管理します。
VxVM では、物理ディスクや LUN 上にボリュームという論理デバイス
を作成できます。ファイルシステムまたはデータベースなどのアプリケー
ションは、ボリュームにアクセスするときに、それがあたかも物理デバイ
スであるように扱い、物理的な制限なしでアクセスできます。
VxVM の機能を使えば、データ可用性を妨げることなくオンラインでス
トレージ I/O パフォーマンスを設定、共有、管理、最適化できます。追
加の VxVM 機能は、耐障害性およびディスク障害またはストレージア
レイ障害からの迅速なリカバリを拡張します。
Veritas File System
（VxFS）

高性能なジャーナルファイルシステムを提供します。
VxFS は、大容量のデータを処理し、優れたパフォーマンスと高い可
用性を必要とする操作環境にとって最適なファイルシステムです。
VxFS の機能は、アプリケーションの迅速なリカバリ、拡張性のあるパ
フォーマンス、連続的な可用性、増加された I/O スループットと構造整
合性を提供します。

VR（Symantec
Replicator）

ディザスタリカバリのために、1 つ以上のリモートの場所で一貫性のあ
るアプリケーションデータのコピーを保持できます。
Symantec Replicator は、VVR（Volume Replicator）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 VFR（File Replicator）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。Symantec Replicator オプションは、Symantec Storage
Foundation の別途にライセンス可能な機能です。

関連製品である Veritas Operations Manager には、Symantec Storage Foundation
and High Availability 製品で使うことのできる集中型管理コンソールが用意されていま
す。

Symantec Operations Readiness Tools について
SORT （Symantec Operations Readiness Tools）は、最も時間のかかる管理タスクの
一部を自動化して単純化する Web サイトです。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。
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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
■

効率の向上

■

■

■

■

■

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。
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
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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/TECH225259

■

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

■

ソフトウェア 互換性リストはサポートする SFHA（Storage Foundation and High
Availability）ソリューション製品スタックおよび製品機能、オペレーティングシステムの
バージョンおよび他社製品の概略を示しています。サポートされているソフトウェアの
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/TECH225258

メモ: SFHA ソリューション製品のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互
換性リストを参照して、ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認くだ
さい。

6.2 で導入された変更点
この項では Symantec Storage Foundation 6.2 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
6.2 の製品インストーラには、次の変更点が含まれています。

プロキシサーバーを経由する SORT Web サイトへの接続
製品インストーラは、最新のインストーラパッチのダウンロードやインストーラログのアップ
ロードなどの複数の目的で SORT（Symantec Operations Readiness Tool） Web サイ
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トに接続します。配備サーバーは SORT に接続して自動的に保守リリースやパッチリリー
スのイメージをダウンロードします。このリリースでは、製品インストーラや配備サーバーを
実行する前に次のプロキシ設定を使ってプロキシサーバー経由で SORT に接続できま
す。

#
#
#
#

https_proxy=http://proxy_server:port
export https_proxy
ftp_proxy=http://proxy_server:port
export ftp_proxy

パッケージの更新
このリリースでのRPMに関する変更を次に示します。
■

VRTSlvmconvRPMを VRTSvxvm RPMとマージしました。lvmconvert に個別のRPM

はなくなりました。
■

VRTSvxvmRPM は、RHEL7 配布の bc -1.06.95-13.el7.x86_64 パッケージ、

pcre-8.32-12.el7.i686（pcre（x86-32））パッケージ、xz-libs-5.1.2-8alpha.el7.i686
（xz-libs（x86-32））パッケージの依存関係を追加します。 VRTSvxvm で新しく必須
になった依存RPMは次のとおりです。
パッケージ名

バージョン

アーキテクチャ

bc

RHEL7 で利用可能なデフォ x86_64
ルトバージョン

pcre

RHEL7 で利用可能なデフォ el7.i686
ルトバージョン

xz-libs

RHEL7 で利用可能なデフォ el7.i686
ルトバージョン

このリリースの RPM の完全なリストについて詳しくは『インストールガイド』を参照してくだ
さい。

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
配備サーバーは SFHA リリースのインストールまたはアップグレードを簡素化するための
スクリプトです。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の UNIX または Linux プラットフォーム（6.1 以降）のシステム
に配備することができます。6.1 より前のリリースでは引き続き、プラットフォーム、アーキ
テクチャ、配布、バージョンが同じオペレーティングシステムが必要です。複数のリリース
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または複数のプラットフォームをインストールまたはアップグレードする場合は、配備サー
バーを使うことができます。
配備サーバーを使うと、表 1-2に記載されているように次の操作を実行できます。
表 1-2

配備サーバーの機能

機能

説明

インストールバンドルとイン ■
ストールテンプレートを
使ってシステムをインス
■
トールまたはアップグレー
ドします。

インストールバンドルを使ってシステムをインストールまたはアップ
グレードします。
インストールテンプレートに保存されている情報に基づいてシステ
ムにパッケージをインストールします。

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

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

プロキシサーバーを使っ クライアントからの要求の仲介者として機能するプロキシサーバーを
た配備サーバーと SORT 使って、配備サーバーを SORT（Symantec Operations Readiness
の接続
Tools）Web サイトに接続します。
プラットフォームのフィルタ ［プレファレンス設定（Set Preference）］メニューで［選択したプラット
処理
フォーム（Selected Platforms）］を選択して、配備環境で現在使われ
ているプラットフォームをフィルタ処理します。

メモ: 配備サーバーは Web ベースのインストーラではなく、スクリプトベースのインストー
ラに対してのみ利用可能です。
詳しくは『インストールガイド』を参照してください。

Red Hat Satellite サーバーを使用したインストールのサポート
Red Hat Satellite サーバーを使用して、SF をインストールできます。Red Hat Satellite
は Red Hat Enterprise Linux 6（RHEL6）と Red Hat Enterprise Linux 7（RHEL7）で
サポートされます。RPM およびローリングパッチを Red Hat Satellite サーバーが管理
するシステムにインストールできます。
Red Hat Satellite サーバーで、チャネルを作成してシステムを管理できます。Red Hat
Satellite チャネルはソフトウエアパッケージのコレクションです。チャネルを使用して、い
くつかルールを定義することによってパッケージを分離できます。
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以前のリリースと比較した RHEL 7 の動作上の変更点
RHEL 7 の動作上の変更点は次のとおりです。
■

XFS ファイルシステムは、ルートディスクのカプセル化（RDE）機能でサポートされま
せん。
RDE は、ルートパーティションが XFS ファイルシステムでマウントされている場合は
サポートされません。

■

エンクロージャに基づく命名規則（EBN）が RDE でサポートされない
ルートディスクの RDE、ミラー化、分割、結合の操作は、命名規則を EBN に設定し
ている場合はサポートされません。

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定
のサポート
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下の 6.2 リリースにバンド

ルされています。ユーザー pwdutil.pl ユーティリティを実行して、ssh および rsh 接続
を自動的に設定できます。

Symantec Storage Foundation（SF）に関する変更
Symantec Storage Foundation 6.2 には、次の変更点が含まれています。

アトミックな書き込みのサポート
Storage Foundation 6.2 リリースは、Fusion-io デバイス上の RHEL6 でのアトミックな書
き込み操作をサポートします。 アトミックな書き込み対応デバイスは、書き込み I/O 操作
（複数のセクターを拡張できる）のすべてのブロックが成功するか失敗することを保証しま
す。書き込みが途中で失敗すると、ストレージは古いデータに戻ります。
アトミックな書き込みにより、更新ログバッファへの書き込みと実際のデータボリュームへ
のその他の書き込みという 2 つの部分の書き込みが必要になることが多い失敗した書き
込みの予測できない状態の問題が解決されます。アトミックな書き込みを有効にすると、
ログバッファへの書き込みがなくなり、これによりパフォーマンスが向上します。
Storage Foundation では、アトミックな書き込み対応のデバイスに Veritas Volume
Manager（VxVM）ボリュームを作成するときに、アトミックな書き込みサポートを設定でき
ます。アトミックな書き込み対応ボリュームの atomic write I/O サイズは 16KB です。
アトミックな書き込み対応ボリュームを作成している間、VxVM はすべての下位サブディ
スクが 16KB 境界に整列されることを保証します。アトミックな書き込み対応ボリュームを
複数のアトミックな書き込み対応デバイスを拡張できますが、アトミックな書き込み境界に
またがる I/O はサポートされません。
アトミックな書き込みは、RAW VxVM ボリュームおよび VxVM ボリュームに設定された
VxFS でサポートされています。
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Storage Foundation の MySQL による atomic write I/O 機能について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions ソリューションガイド』
を参照してください。

RHEV のサポート
RHEV 環境で、ゲスト仮想マシンのバックエンドストレージとして Symantec Storage
Foundation を設定できます。シマンテック社は、仮想マシンのストレージを設定するため
に RHEV Manager の rhevadm ユーティリティを提供します。バックエンドストレージとし
て SF を使うと、FSS（Flexible Shared Storage）機能を利用して高価なストレージアレイ
ではなく市販のハードウェアを使うことができます。 VVR（Veritas Volume Replicator）と
VFR（Veritas File Replicator）は、仮想マシンのディザスタリカバリを実行できるボリュー
ムとファイルレベルのレプリケーションを提供します。

RHEL7 プラットフォームのサポート
このリリースで RHEL7 のサポートを追加しました。このサポートの一部として、新しいパッ
ケージの VRTSveki も追加しました。このパッケージは、SF スタックのすべてのカーネル
モジュールでモジュール間通信を担います。
メモ: RHEL 7 で SmartIO with Oracle（ならびに Oracle plugin for SmartIO）はサポー
トされません。

デバッグ用にアプリケーションとデーモンのコアデータを収集する
Storage Foundation アプリケーションまたはデーモンに問題が発生すると、コアファイル
が生成される場合があります。このリリースでは、コアファイル、バイナリファイル、ライブラ
リファイル、関連デバッグ情報を効率的に収集して tar ファイルを生成できる vxgetcore
スクリプトが導入されました。その後、生成した tar ファイルを分析用にシマンテック社テ
クニカルサポートに送信できます。
詳しくは『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions トラブルシュー
ティングガイド』を参照してください。

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

リカバリおよびスナップショットのための階層化ボリュームの拡張
このリリースでは、階層化ボリュームに新たな拡張が行われ、ストレージが切断されて、そ
の後に再接続された場合に、影響を受けるサブボリュームの不整合領域だけが
FastResync 機能を使用して同期されるようになりました。ストレージ障害が発生した場合
には、そのストレージのサブボリュームのミラーが切り離されて、サブボリュームのその後
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の IO は親ボリュームに関連付けられた DCO によって追跡されます。このように切り離さ
れたミラーがストレージ接続を復元した後、再接続される時に、ミラー内で不整合な領域
だけが FastResync 機能を使用して同期されます。
このリリース以前は、階層化ボリュームでは、サブボリュームのミラー内のストレージがアク
セス不能になると、ストレージが再接続されたときにそのミラー全体が同期されていまし
た。
FastResync 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。

読み取りポリシーの拡張
このリリースでは、読み込みパフォーマンスを最適化するために VxVM ボリュームのプ
レックスの読み込みポリシーに変更を加えました。読み込み IO の提供が可能な複数の
ミラーがある場合には、VxVM は最適なパフォーマンスとミラー間のラウンドロビンを提供
するミラーセットを選択します。ミラーセットを選択するときに、内部ロジックはサイトの場
所、ディスクの接続、メディアの種類、レイアウト（ストライプ化）などのさまざまな要因を考
慮します。ロジックを上書きして任意のプレックスを優先ミラーとして設定することも、ボ
リュームのすべてのミラー間のラウンドロビンにラウンドロビン読み込みポリシーを設定す
ることもできます。
読み取りポリシーについて詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

SmartIO で使われる cachearea ボリュームのデフォルトレイアウトの変更
複数のデバイスで cachearea が作成される場合に、cachearea ボリュームを作成する
ために concat の代わりにデフォルトでストライプレイアウトが使われます。この動作を無
効にするために sfcache CLI に新しいオプションが追加されています。

Fusion-io デバイスのアレイ名の変更
このリリースより前では、汎用アレイ名、fusionio をすべての Fusion-io デバイスで使って
いました。このリリース以降では、アレイ名は Fusion-io カードの種類を示します。たとえ
ば、ioDrive カードには fiodrive0_0 のような名前が表示されます。
vxdisk list コマンドを使ってアレイ名を表示します。

次に例を示します。
# vxdisk list
fiodrive0_0
fiodrive0_1

auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

-

-

online ssdtrim
online ssdtrim

同期しないで作成した可能性がある既存のボリュームの同期
vxvol コマンドの sync 属性を使うと、同期しないで作成した可能性がある既存のボリュー

ムを同期できます。ボリュームがアイドル状態の場合は vxvol sync を実行してください。
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詳しくは、vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。

Veritas File System に関する変更
このリリースでは VxFS に関する変更はありません。

SFDB ツールと関連した変更
次の項では、6.2 での SFDB（Storage Foundation for Databases）ツールと関連した
変更について説明します。

マルチテナントデータベースのサポート
SFDB ツールは Oracle 12c のマルチテナントデータベースの操作をサポートします。
SFDB ツールは個々のプラグ可能なデータベース（PDB）の操作をサポートしません。

DB2 設定のサポート
このリリースでは、SFDB ツールは DB2 10.5 リリースをサポートします。

Symantec Storage Plug-in を使った OEM の管理
Symantec Storage Plug-in は、Oracle Enterprise Manager 12c（OEM）を介して
Storage Foundation や VCS オブジェクトを効率的に管理、表示できるグラフィカルなイ
ンターフェースを提供します。
この Plug-in には次の 3 つのタブがあります。
■

SmartIO - 高度キャッシュソリューションである Storage Foundation の SmartIO 機
能を使うオブジェクトを管理するためのゲートウェイを提供します。

■

スナップショット（Snapshot）- データファイルや表領域など、選択したデータベースオ
ブジェクトに SFDB のポイントインタイムコピー技術を適用できます。

■

クラスタ（Cluster）- さまざまな設定固有の情報を Symantec Cluster Server から抽
出し、表形式で表示します。

Plug-in のダウンロードと使用の詳しくは、次にアクセスしてください。
https://www-secure.symantec.com/connect/downloads/sfha-solutions-62-symantec-storage-plug-oem-12c

リリースレベルの用語の変更
6.2 リリースで、パッチベースのリリースを説明する用語が次のように変わりました。
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表 1-3

リリースレベルの用語の変更

6.0.1 以前

6.0.x、6.1、
6.1.x

6.2 以降

状態（Status）

以下から利用可
能

P パッチ

パブリックホット
フィックス

パッチ

公式

SORT

ホットフィックス

プライベートホット ホットフィックス
フィックス

非公式

テクニカルサポー
ト

公式パッチリリースは SORT から利用可能です。このリリースは以前は P パッチまたは
パブリックホットフィックスと呼ばれていましたが、パッチと呼ばれるようになりました。非公
式なパッチリリースはテクニカルサポートから利用可能です。ホットフィックスは唯一の非
公式なパッチリリースです。

カプセル化後に RHEL 7 環境でデバイス名の形式が変わる
RHEL 7 では、ルートディスクをカプセル化すると /etc/fstab ファイルのボリュームの
形式が変わります。
表 1-4 に、RHEL 7 環境での変更点を一覧表示します。
表 1-4

RHEL 7 環境でのボリューム形式の変更点

RHEL 7 より前

RHEL 7

ボリューム形式:

ボリューム形式:

/dev/vx/dsk/bootdg/<volume>

/dev/vx_dsk_bootdg_<volume>

rootdisk に 2 つのパーティションがある /etc/fstab ファイ rootdisk に 2 つのパーティションがある /etc/fstab ファイ
ルの内容。すなわち、/ と swap。
ルの内容。すなわち、/ と swap。
# cat /etc/fstab

# cat /etc/fstab

/dev/vx/dsk/bootdg/rootvol ¥
/
ext4 defaults 1 1
/dev/vx/dsk/bootdg/swapvol ¥
swap swap defaults 0 0

/dev/vx_dsk_bootdg_rootvol ¥
/
ext4 defaults 1 1
/dev/vx_dsk_bootdg_swapvol ¥
swap swap defaults 0 0

#NOTE: volume rootvol (/) ¥
encapsulated partition sda1
#NOTE: volume swapvol (swap) ¥
encapsulated partition sda2

#NOTE: volume rootvol (/) ¥
encapsulated partition sda1
#NOTE: volume swapvol (swap) ¥
encapsulated partition sda2
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メモ: /etc/fstab のデバイス名の形式は変わっても、mount ユーティリティの出力に変
更はありません。mount ユーティリティは、引き続き古い形式でマウント済みのボリューム
を表示します。

システム必要条件
この項では、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詳しくは、
https://sort.symantec.com/land/install_and_upgrade にある Symantec Operations
Readiness Tools の「インストールとアップグレード（Installation and Upgrade）」のペー
ジを参照してください。
表 1-5 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 1-5

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

サポート対象のレベルおよびカーネルバージョン

Red Hat Enterprise Linux 7

3.10.0-123.el7

Red Hat Enterprise Linux 6

Update 3（2.6.32-279.el6）
Update 4（2.6.32-358.el6）
Update 5（2.6.32-431.el6）
Update 6（2.6.32-504.el6）

SUSE Linux Enterprise 11

SP2（3.0.13-0.27.1）
SP3（3.0.76-0.11.1）

Oracle Linux 6（RHEL 互換モード）

Update 3（2.6.32-279.el6）
Update 4（2.6.32-358.el6）
Update 5（2.6.32-431.el6）
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オペレーティングシステム

サポート対象のレベルおよびカーネルバージョン

Oracle Linux 7（RHEL 互換モード）

3.10.0-123.el7

メモ: SF Oracle RAC はまだ Oracle Linux 7 のサポー
トを発表していません。 インストールガイドや管理者ガ
イドで、OL 7 に関する情報が見つかる可能性がありま
す。 この情報は、しかるべき証明の作業が完了したとき
に、SF Oracle RAC がサポートを発表した後から、関
連するものになることに注意してください。 サポート対
象のオペレーティングシステムと、 Oracle RAC データ
ベースバージョンの最新の情報について詳しくは、次
の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC4848

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。

メモ: 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 の Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel
2 では、RDMA 上での LLT の設定はサポートされていません。

メモ: SmartIO は Fusion-io SSD カードをサポートするドライバを利用できないため、
Fusion-io SSD カード用 SLES11 SP3 ではサポートされません。
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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SF に必要な Linux RPM
SF 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。SF 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 1-6 に、各 Linux オペレーティングシステムで SF が必要とする RPM の一覧を示し
ます。
表 1-6

必要な RPM

オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 7

bc -1.06.95-13.el7.x86_64

メモ: シマンテック社ではサー

coreutils-8.22-11.el7.x86_64
バー GUI のオペレーティング
ed-1.9-4.el7.x86_64
システムとして RHEL 7 をイン
ストールすることを推薦します。 findutils-4.5.11-3.el7.x86_64
gcc-c++-4.8.2-16.el7.x86_64
gcc-4.8.2-16.el7.x86_64
glibc-2.17-55.el7.i686
glibc-2.17-55.el7.x86_64
glibc-headers-2.17-55.el7.x86_64
glib-networking-2.36.2-3.el7.x86_64
glibmm24-2.36.2-4.el7.x86_64
glibc-common-2.17-55.el7.x86_64
glibc-devel-2.17-55.el7.x86_64
glibc-devel-2.17-55.el7.i686
glib2-2.36.3-5.el7.x86_64
glibc-utils-2.17-55.el7.x86_64
kmod-14-9.el7.x86_64
ksh-20120801-19.el7.x86_64
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オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 7（続き）

libacl-2.2.51-12.el7.i686
libacl-2.2.51-12.el7.x86_64
libaio-devel-0.3.109-12.el7.x86_64
libaio-devel-0.3.109-12.el7.i686
libaio-0.3.109-12.el7.i686
libaio-0.3.109-12.el7.x86_64
libgcc-4.8.2-16.el7.i686
libgcc-4.8.2-16.el7.x86_64
libstdc++-4.8.2-16.el7.i686
libstdc++-4.8.2-16.el7.x86_64
lsof-4.87-4.el7.x86_64
ncompress-4.2.4.4-3.el7.x86_64
ncurses-libs-5.9-13.20130511.el7.x86_64
nss-softokn-freebl-3.15.4-2.el7.i686
pam-1.1.8-9.el7.i686
parted-3.1-17.el7.x86_64
pcre-8.32-12.el7.i686 (pcre(x86-32))
policycoreutils-2.2.5-11.el7.x86_64
prelink-0.5.0-6.el7.x86_64
screen-4.1.0-0.19.20120314git3c2946.el7.x86_64
systemd-libs-208-11.el7.i686
systemd-libs-208-11.el7.x86_64
xz-libs-5.1.2-8alpha.el7.i686 (xz-libs(x86-32))
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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
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
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.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
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 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
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
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

21

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
システム必要条件

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
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
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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
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

Veritas Volume Manager に必要な追加の RPM
Veritas Volume Manager をインストールする前に 32 ビット libudev RPM をインストー
ルしてください。
表 1-7 に、必須 RPM の一覧を示します。
表 1-7

Veritas Volume Manager に必要な追加の RPM

オペレーティングシステ 必要な RPM
ム
RHEL 7

systemd-libs-208-11.el7.i686.rpm

RHEL 6 Update 5

libudev-147-2.51.el6.i686.rpm

RHEL 6 Update 4

libudev-147-2.46.el6.i686.rpm

RHEL 6 Update 3

libudev-147-2.41.el6.i686.rpm

SLES 11 SP3

libudev0-32bit-147-0.84.1.x86_64.rpm
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オペレーティングシステ 必要な RPM
ム
SLES 11 SP2

libudev0-32bit-147-0.47.2.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 1-8

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

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。
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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。

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。
表 1-9

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

インシデント

説明

3343592

システムに SF Basic ライセンスキーをすでに登録している場合に、
installer -license sys1 コマンドが調査結果を表示しない。

Symantec Storage Foundation 修正された問題
Symantec Storage Foundation（SF）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.25 の 「Veritas File System の修正済みの問題」 を参照してください。
p.29 の 「Veritas Volume Manager の修正済みの問題」 を参照してください。

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。
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表 1-10

Veritas File System の修正済みの問題

インシデント

説明

3641719

ファイルのサイズが非常に大きい場合fallocate が大きく断片
化されたファイルを割り当てる場合がある。

3613048

VxFS が IOCB_CMD_PREADV と IOCB_CMD_PREADV を
正しくサポートせず、カーネルコードでエラーを発生させる。この
問題を解決するためベクトル化非同期 I/O コマンドのサポートが
追加されました。

3597482

pwrite(2) 関数が EOPNOTSUPP エラーで失敗する。

3589264

fsadm コマンドで使用中のファイルシステムタイプに対して間
違ったオプションを表示する。

3564076

ENOTSUP エラーで MongoDB noSQL データベースの作成が
失敗する。

3563796

i ノードテーブルがオーバーフローするとファイルシステム
fullfsck フラグが設定される。

3560187

vx_dexh_preadd_space() 関数でバッファが解放されると
きにカーネルがパニックを起こし、 「Data Key Miss Fault
in kernel mode」というメッセージが表示される。

3557009

予約割り当てのサイズを指定する -l オプションを使って
fallocate コマンドを実行します。 ファイルサイズは予想外で
すが、システムブロックサイズの倍数になります。

3550103

システムのアップグレード後または再起動後、SSD キャッシュの
使用に不一致が生じる場合がある。

3523316

2 MB の書き込みサイズに対してライトバックキャッシュ機能が動
作しない。

3521933

SSD キャッシュが有効の状態だと内部準拠テストにおいてエラー
が発生する。

3520349

メモリにダーティページが大量にあり、null ではない既存のファイ
ルにスパース書き込みが 4 TB 以上の巨大なオフセットで実行さ
れるとファイルシステムがハングアップする。

3506485

VVR（Veritas Volume Replicator）が有効になっているボリュー
ムでライトバックキャッシュが許可されないようにコードが変更され
ました。

3486726

VFR（Veritas File Replicator）がターゲットノードにデータを記
録しすぎる。
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インシデント

説明

3484336

fidtovp() システムコールが vx_itryhold_locked() 関
数でパニックを起こす場合がある。

3478017

内部テストにおいて voprwunlock にアサートが発見される

3473390

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）6 上の VxFS（Veritas File
System）で複数のスタックがオーバーフローし、パニックやシス
テムのクラッシュに繋がる。

3471245

mongodb がレコードの挿入に失敗する。

3469644

vx_logbuf_clean() 関数でシステムがパニックになる。

3466020

ファイルシステムが壊れ、エラーメッセージ vx_direrr:
vx_dexh_keycheck_1 が表示される。

3465035

VRTSvxfs および VRTSfsadv パッケージで間違った provides
リストが表示される。

3463464

内部カーネル機能の準拠テストにおいて null ポインタの参照解
除によりカーネルパニックが発生する。

3457803

メタデータ I/O エラーによりファイルシステムが断続的に無効化
される。

3451284

書き込み操作時にエクステントを割り当てると、ファイルシステム
のアロケーションユニットの概略およびビットマップデータで不一
致が発生すると、ファイルシステムに完全 fsck フラグが設定さ
れる。

3449150

vxtunefs（1M）コマンドが特定のチューニングパラメータに対
して無効な値を受け入れる。

3448702

異なるファイルシステムのチェックポイント作成がシリアル化され
る場合がある。

3444775

クラスタファイルシステムの内部ノイズテストにより
vx_fsadm_query() 関数でカーネルパニックが発生し、エラー
メッセージが表示される。

3444154

NFS を介して dedupe されたファイルシステムから読み込むと、
NFS クライアントに表示されるデータに破損が発生する場合があ
る。

3436326

full fsck 操作の属性検証（pass 1d）が完了するのに時間が
掛かりすぎる。

3434811

VxFS 6.1 の vxfsconvert（1M）コマンドがハングアップする。
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インシデント

説明

3430461

親ファイルシステムが無効になっていると入れ子マウント解除に
失敗する。

3424564

fsppadmが ENODEV および 「ファイルが暗号化されているまた
はデータベースではない」エラーによって失敗する。

3417076

ファイルに空行や空白が含まれる場合にvxtunefs（1M）コマン
ドがチューニングパラメータの設定に失敗する。

3415639

fsdedupschd デーモンによって起動された場合でも
fsdedupadm（1M）コマンドの種類が常に MANUAL と表示され
る。

3412667

RHEL 6 システムがスタックオーバーフローによりパニックになる。

3394803

vxupgrade コマンド（1M）の実行中に VxFS ルーチン
vx_upgrade7() 関数でパニックが発生する。

3370734

書き込み処理の一環としてファイルシステムが ENOSPC ハンド
リングを行っている時に SmartIO ファイルシステムキャッシュを有
効にするとデータが破損する。

3370727

SmartIO ライトバック SSD キャッシュの内部テストにおいてデバッ
クアサートが発生する。

3370720

Smart IO 機能が有効の時にパフォーマンスの低下が見られる。

3356947

fsync 呼び出しを間に含むマルチスレッド書き込みがある場合
に、VxFS が遅くなる。

3352883

名称変更操作時に多くの nfsd スレッドがハングアップする。

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。

3340286

ファイルシステムをサイズ変更すると dalloc_enable チュー
ニングパラメータがデフォルト値にリセットされる。

3337806

find（1）コマンドによりバージョンが 3.0 より大きい Linux のカー
ネルを用いるシステムがパニックを起こす場合がある。

3335272

提供されるログのサイズが一定ではないと mkfs（ファイルシステ
ムの作成）コマンドがコアをダンプします。

3332902

シャットダウン中にfsclustadm（1M）コマンドを実行するシステ
ムがパニックを起こす。
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インシデント

説明

3323866

一部の ODM（Object Data Manager）操作が「ODM ERROR
V-41-4-1-328-22 Invalid argument」というメッセージ
を出して失敗する。

3317368

ファイルシステムのフリーズを必要とするファイルシステム操作が
ファイルレベルのスナップショットがある場合および多大の I/O 負
荷がある場合に時間を要する場合がある。

3301716

VxFS（Veritas File System）で、ファイルシステムの圧縮が有効
になっている場合、ファイルシステムが ENOSPC エラーによっ
て無効になる。これは、遅延割り当て機能の不具合のために発
生します。

3297840

動的 LUN サイズ変更操作時に VxFS の破損が検出される。

3294074

fsetxattr() システム呼び出しが VxFS（Veritas File System）
で ext3 ファイルシステムよりも遅くなる。

3285927

vfradmin コマンドがジョブおよび整合性グループ名を検証し
ない。無効なジョブおよび整合性グループに対して不適切なエ
ラー「Stale NFS file handle」が表示されます。

3264062

共有エクステントの共有解除中に空き領域から割り当てられた領
域がリークする場合がある。

3121933

VxFS から EOPNOTSUPP が返される時に DB2 のクラッシュまた
は破損が発生する。

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、 Volume Replicator で解決された問題
が含まれています。
Veritas Volume Manager の修正済みの問題

表 1-11
インシデント 説明
3584341

vxdmpadm listapm コマンドがエラーメッセージ VxVM ERROR V-5-2-14196
を表示する。

3584311

vxconfigd デーモンがセカンダリサイトの「vol_rv_transaction_prepare+0005C8」
でハングアップする。

3580962

I/O 負荷が高い状況で VxDMP でパニックが起きると、ストレージが完全に切断さ
れることがある。
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インシデント 説明
3577957

ノードの再起動中にデータベースインスタンスが終了する。

3577586

dmp_send_scsipkt_req() でサーバーがパニックになる。

3567823

DMP デバイスが除外されている場合にシステムを再起動するとすべての PP_EMC
デバイスが失われる。

3566493

未完のスナップショットプレックスの関連付けを解除した後、孤立した cpmap オブ
ジェクトを削除できない。

3565212

Netapp FAS31700 アレイでコントローラ giveback 操作時に I/O エラーが発生す
る。

3564260

プライマリマスターノードで vxrlink pause コマンドがハングアップする。

3555230

VVR（Veritas Volume Replicator）でレプリケーション中に SRL ボリュー
ムに書き込むと vxconfigd デーモンがハングアップする。

3554608

CDS ディスクでボリュームをミラー化すると元よりも大きいプレックスが作成される。

3544972

620:dmp: dmp のインストール後、OS の再起動中にコアダンプする。

3543284

ストレージデバイスが vxdisk リストまたは vxdmpadm getdmpnode の出力に表示
されない。

3542713

vxdmpadm listenclosure all がアレイコンソールの別のエンクロージャ
を表示する。

3542272

vxconfigdbackup デーモンが再起動後に終了しない。 バックアップが開始さ
れた後で設定が変更されたため、デーモンはディスクグループに対して有効のま
まになります。

3539548

動的 LUN の割り当て後に重複ディスクおよび I/O エラーが発生する。

3531385

各 dmpnode リクエストキューへの非同期アクセスがシステムパニックを引き起こす
場合がある。

3526500

I/O 統計デーモンが実行されていないと DMP I/O が io タイムアウト値よりもずっと
前にタイムアウトする。

3521726

Symantec Replication Option を使用する際、IOHINT メモリの二重解放によりシ
ステムパニックが発生する。

3520991

メモリの破損により vxconfigd（1M）デーモンがコアダンプする。

3513392

プライマリで IO が多い時に再起動するとセカンダリがパニックを起こす。
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インシデント 説明
3503852

複数の RVG（Replicated Volume Group）がある場合、セカンダリマスターのスト
レージを接続解除して再接続すると、rlink が接続できない。3 つの rlink のうち 1
つの rlink 状態が異なる。

3502923

サーバーにライセンスがインストールされていない状態で smartpool に対してデ
バイスを追加または削除すると ESX がパニックになる。

3498228

PP から DMP への移行に伴うポート無効化およびポート有効化操作で vxconfigd
コアダンプが発生する。

3495553

DV:6.1 vol_ru_transaction_prepare のセカンダリで vxconfigd
デーモンがハングアップする。

3490458

PP 下のクラスを管理した後、一部のデバイスがエラー状態に見える。

3489572

DCO を持つボリュームがオンラインの時にストレージエラーが発生するとスレーブ
ノードがパニックになる。

3482026

vxattachd(1M) デーモンが手動で接続解除したサイトのプレックスを再接続す
る。

3478019

VxVM が新しい DCL ボリュームに一意の名前を割り当てられなかったときに、
vxsnap prepare コマンドがエラーを表示せずに失敗する。

3466160

DMP が SLES11 の scsi_dh_emc モジュールと共存できない。

3456153

VVR（Veritas Volume Replicator）レプリケーションが進行中のときに、CVM
（Cluster Volume Manager）スレーブノードの再起動により I/O がハングアップす
る。

3455460

vxfmrshowmap および verify_dco_header ユーティリティが失敗する。

3450758

スレーブノードが CVM クラスタを結合できず、パニックが発生する。

3446415

ファイルシステムの縮小操作を FileStore で行うとプールがファイルシステムに追
加される場合がある。

3440790

パラメータミラーを伴う vxassist コマンドおよびパラメータ att を伴う vxplex コ
マンド（1M）がハングアップする。

3433503

不正なメモリアクセスのためにvxconfigd デーモンがスタックトレースでコアダン
プする。

3428025

重たい並列 I/O 負荷がかかると Symantec Replication Option（VVR）を実行し
VVR プライマリとして設定されているシステムがクラッシュする。

3417044

VVR TCP 接続の作成中にシステムが応答しなくなる。
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インシデント 説明
3415188

VVR（Veritas Volume Replicator）によるレプリケーション中に I/O がハングアップ
する。

3411668

nmcom_print_sock_storage() 関数でネットワークとホストエンディアンの差が処
理されない。

3403390

クラッシュ後、接続先ボリュームが NEEDSYNC 状態になる。

3399323

DMP データベースの再設定に失敗する。

3399131

PowerPath（PP）エンクロージャで、DA_TPD と DA_COEXIST_TPD 両方のフラ
グが設定される。

3390162

nmap スキャニング UDP ポート 4145 により vxnetd が CPU を 100% 消費し、
rlink が切断されるためシステムがハングアップする。

3385905

VxVM がキャッシュエリアをオフラインにし、再起動することなく再びオンラインにす
るとデータ破損が発生する。

3385753

Rlink（レプリケーションリンク）が接続状態にあるにもかかわらず DR（Disaster
Recovery）サイトへのレプリケーションがハングアップする。

3380481

「5 障害が発生したディスクまたは削除したディスクの交換」操作中に削除された
ディスクを選択すると vxdiskadm（1M）コマンドがエラーメッセージを表示する。

3374200

更新などのスナップショット操作の実行中にシステムパニックや例外的な IO 遅延
が発生する。

3373208

DMP が APTPL ビット値が「0」の SCSI PR OUT コマンドをアレイに間違って送
信する。

3368361

サイトの一貫性がプライベートディスクグループ（LUN をローカルサーバーにのみ
割り当て）内に設定され、CVM が起動している場合、切断したサイトの再接続操作
が失敗する。

3336714

Linux の I/O 要求のスラブが破損することがある。

3326964

FMR 操作が行われているとき、CVM（Clustered Volume Manager）環境で VxVM
がハングアップする。

3317430

5.1SP1RP4 からのアップグレード後、vxdiskunsetup ユーティリティがエラー
を発する。

3287940

［準備ができていません］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。

3279932

「-f」オプションが指定されていても、デポートされたディスクグループのディスクに
対して vxdisksetup および vxdiskunsetup ユーティリティが失敗する。
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インシデント 説明
プライマリサイトに対する高い I/O 負荷がプライマリサイトとセカンダリサイト間のトラ
ンザクションおよびセッションにタイムアウトを発生させる。
3133854

ディスクで I/O エラーが発生した後、SmartIO キャッシュ領域がオンラインにならな
い。

3124698

VxDMP のメモリ割り当て機構が過度にスワップすることにより、システムパフォーマ
ンスが影響を受ける。

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。

2573229

RHEL6 で、PowerPath で制御されたデバイスに DMP が REPORT
CAPABILITIES サービスアクションを伴う PERSISTENT RESERVE IN コマンド
を実行するとサーバーでパニックが発生する。

2049371

パスへの接続が失われた場合の Linux SLES11 上の DMP の動作。

1390029

ディスクグループ名にドットが含まれると（test.2 など） vxconfigrestore コマン
ドが失敗する。

Symantec Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの修正
済みの問題
表 1-12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 1-12
インシデン 説明
ト
2869266

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。

3313775

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。

3416155

DB2 バージョン 10.5 で SFAE ツールの実行に失敗する。

3615735

逆再同期の開始操作中、データベース制御ファイルバージョンに不一致が見られ
る。

3615745

シンストレージ設定で、スナップショット操作がディスクグループを分割できないと報
告する。

3199449

dbed_clonedb（1M）コマンドが新しいクローンに別のクローンのマウントパスの使用
を間違って許可する。
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インシデン 説明
ト
3432740

mirrorlogpath パラメータが設定されている場合に、DB2 チェックポイントおよび
flashSnap クローンコマンドがハングアップする。

3615764

flashSnap 操作が VVR（Veritas Volume Replicator）セカンダリサイトのシンボリッ
クリンクの作成に失敗する。

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。

単一コマンドで複数のRPMをアンインストールすると、依存関係が
無効になることがある [3563254]
単一のコメントで複数のRPMをアンインストールすると、システムはアンインストールを進
行するときにRPM間の指定済み依存関係を識別して踏襲します。ただし、RPMのいず
れかでアンインストール前スクリプトが失敗した場合にシステムはタスクを中止せず、その
他のRPMをアンインストールします。
たとえば、RPM間に依存関係がある場合に rpm -e VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen を
実行すると、いずれかのRPMのアンインストール前スクリプトに失敗した場合にシステム
は依存関係をバイパスします。
回避策: RPMを個別にアンインストールします。

installer -requirements で RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux

7 が対応プラットフォームとして一覧表示されない（3657260）
installer -requirements コマンドで、RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux 7 がバー

ジョン 6.2 でサポートされているにもかかわらず、対応プラットフォームとして一覧表示さ
れません。
回避策: 正しいサポートリストは、製品のリリースノートの最新バージョンに記載されていま
す。 シマンテック社の Web サイトの最新リリースノートで更新リストを参照してください。
https://sort.symantec.com/documents
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インストーラがいくつかの必須 Oracle Linux 7 RPM について誤っ
た最小バージョンを報告する（3653382）
インストール時、製品のインストーラは、次の必須 Oracle Linux 7 RPM について誤った
最小バージョンを報告します。
systemd-libs-208-11.el7.i686
coreutils-8.22-11.el7.x86_64
policycoreutils-2.2.5-11.el7.x86_64

RPM に必要な正しい最小バージョンは次のとおりです。
systemd-libs-208-11.0.1.el7.i686.rpm
coreutils-8.22-11.0.1.el7.x86_64
policycoreutils-2.2.5-11.0.1.el7.x86_64

回避策: yum などのネイティブメソッドを使って必要なオペレーティングシステム RPM を
インストールするか、手動でインストールしてください。

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） 6.2 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 6.2 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
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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。

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

RDE で XFS ファイルシステムがサポートされない
ルートディスクのカプセル化（RDE）機能は、ルートパーティションが XFS ファイルシステ
ムでマウントされている場合はサポートされません。
回避策: 回避策はありません。

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.
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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

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。

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 6.2 にアップグレードすると失敗する
（2581313）
中間パッチ（ある場合）によって Storage Foundation（SF）5.1 Service Pack（SP）1
Rolling Patch（RP）2 から 6.2 にアップグレードする際に、カプセル化されたルートディ
スクを使うと、VxVM のアップグレード中に initrd イメージの作成に失敗するためアップ
グレードできません。
回避策: カプセル化されたルートディスクを使って中間パッチ（ある場合）によって 5.1
SP1 RP2 から 6.2 にアップグレードするには、5.1 SP1 RP2 からアップグレードする前
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。
カプセル化されたルートディスクを使って中間パッチ（ある場合）によって 5.1 SP1 RP2
から 6.2 にアップグレードするには、次の手順を実行します。

1

nash ユーティリティを再インストールします。

2

SF 6.2 リリースにアップグレードします。
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カプセル化ルートディスクを使って 5.1SP1 から 6.2 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
グループ名が使われていた場合には、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って SF 5.1 SP1 から SF 6.2 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
使われていた場合には、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。

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）
SF 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）では、VxVM（Veritas Volume Manager）をバー
ジョン 5.1 SP1RP3 またはバージョン 6.0 からそれ以降のバージョンにアップグレードす
るときに、RPM はより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。次に、RPM は既存の 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。
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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

新しいバージョンの VRTSvxvm をインストールします。

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）
SF 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

バージョン 6.0 から 6.2 へのアップグレード後の VVR チューニン
グパラメータ設定が正しくない [3581543]
vol_min_lowmem_sz および vol_max_nmpool_sz チューニングパラメータはバージョ

ン 6.2 にアップグレードした後、デフォルト値より小さい値に設定される場合があります。
さらに、vxtune コマンドでエラーを表示せずにこのチューニングパラメータをこのように
変更できる場合があります。
回避策:
この問題により、機能には重要な影響はありません。ただし、パフォーマンスを考慮して、
vol_min_lowmem_sz および vol_max_nmpool_sz チューニングパラメータの値が少な
くともデフォルト値に設定されていることを確認することをお勧めします。チューニングパ
ラメータの値を変更するには、vxtune コマンドを使います。

Oracle Enterprise Linux プラットフォームに Storage Foundation
Basic をインストールできない（3651391）
Oracle Enterprise Linux (OEL) 6 と 7 では、Storage Foundation Basic（SF Basic）を
インストールできません。 インストーラコマンドを実行すると、次のエラーメッセージが表示
されます。
# ./installer
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エラー: 実行する perl がありません。（Error: Cannot find perl to execute
.）/installer

回避策:
perl ディレクトリにシンボリックリンクを作成する必要があります。 たとえば、OEL 6 プラッ
トフォームでは、次のコマンドを使ってシンボリックリンクを作成できます。
# cd rhel6_x86_64/perl
# ln -s RHEL6x8664 SLES10x8664

シンボリックリンクの作成後、インストーラスクリプトを再び実行できます。

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

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。

sfcache アプリケーションの Oracle コマンドに正しくない使用状況
メッセージが表示される（3617893）
場合によっては、sfcache app oracle コマンドに表示される使用状況メッセージは正
しくない場合があります。
回避策:
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正しいコマンド使用状況については、sfcache(1m) のマニュアルページを参照してくだ
さい。

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。

コンピュータの再ブート後に vxconfigd デーモンが起動に失敗す
る（3566713）
shutdown -r コマンドは、再ブート前に OS ファイルシステムのファイルの内容がディス

クに正しく書き込まれていることを確認します。OS ファイルシステムで volboot ファイル
を作成し、システムの再ブート後にこのファイルを vxconfigd デーモンの起動に使いま
す。何らかの理由でコンピュータを正しくシャットダウンせずに再ブートし、volboot ファ
イルの内容をディスクに書き込まないと、vxconfigd はシステムの再ブート後に起動しま
せん。
回避策:
volboot ファイルを再作成し、vxconfigd デーモンとその他のデーモンを起動する
vxinstall スクリプトを再実行する必要があります。

ブート段階時に RHEL 7 システムで VxVM ボリュームの VxFS ファ
イルシステムの fstab エントリをマウントしない（3587126）
RHEL 7 で、エントリを VxVM ボリュームの VxFS ファイルシステムのファイルシステム
テーブル（fstab）に追加すると、システムのブート段階で緊急モードになります。これは、
fstab の処理時に systemd デーモンが VxVM ボリュームを見つけられないことが原因
で起きます。
メモ: この問題は、RHEL 7 以外のサポート対象の Linux 配布版には該当しません。
回避策: fstab コメントに示されているように、VxVM ボリュームで VxFS ファイルシステ
ムの nofail mount オプションを使います。nofail mount オプションは、systemd デー
モンが VxVM ボリュームデバイスを見つけられない場合のブートエラーを回避します。

ルートディスクのカプセル化とその依存操作がエンクロージャに基
づく命名規則でサポートされない（3623681）
VxVM（Veritas Volume Manager）の命名規則をエンクロージャに基づく命名規則（EBN）
に設定すると、ルートディスクのカプセル化がサポートされません。カプセル化したルート
ディスクのミラー化、分割、結合のような操作もサポートされません。
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ルートディスクのカプセル化は、デバイスの命名規則をシステムに基づく命名規則（OSN）
に設定し、persistence 属性を yes に設定した場合にのみサポートされます。
回避策:
ルートディスクをカプセル化する前に、次のコマンドを使って VxVM デバイスの命名規則
を OSN に設定し、persistence 属性を yes に設定します。
# vxddladm set namingscheme=osn persistence=yes

再レイアウト操作の後で SmartIO VxVM のキャッシュが無効にな
る（3492350）
SmartIO VxVM キャッシュを有効にしたボリュームで再レイアウト操作を実行すると、その
ボリュームのキャッシュの内容が無効になる場合があります。
回避策:
これは想定される動作です。回避策はありません。

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当り
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。

42

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
既知の問題

ルートディスクカプセル化を行う前に、device.map を最新の状態
にする必要があります（2202047）
device.map ファイルが最新の状態でない場合にルートディスクカプセル化を実行する

と、vxdiskadm コマンドが次のエラーを表示します。
/etc/vx/bin/vxinitrd: line 447: printf: e0: invalid number
VxVM vxencap INFO V-5-2-5327 Missing file: /boot/grub/device.map

回避策:
ルートディスクカプセル化を実行する前に、次のコマンドを実行して device.map ファイ
ルを再生成します。
grub-install --recheck <diskname>

上のコマンドラインで、<diskname> は起動に使用したディスクです。ルートディスクであ
るのが理想です。例: grub-install --recheck /dev/sdb

UEFI ファームウェア（1842096）を使用するサーバーでのルート
ディスクのカプセル化後にマシンがブートに失敗する
IBM x3650 M2 や Dell PowerEdge T610 などの市場の特定の新しいサーバーには、
UEFI ファームウェアのサポートが備えられています。 UEFI は従来の MBR タイプディス
クからのブートをサポートしていますが、ディスクパーティションに対する一定の制限があ
ります。 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できないことです。
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わたる重複パー
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確認が無効にさ
れていない場合、マシンはルートディスクをカプセル化するためのコマンドの実行後に開
始される再ブート後の起動に失敗します。
回避策:
次の回避策は単一ノード環境でテストされ、推奨されています。
IBM x3650 シリーズサーバーの場合、［レガシーのみ（Legacy Only）］オプションを使っ
てブートするように UEFI ファームウェア設定を設定します。
Dell PowerEdge T610 システムの場合、［ブート設定（Boot Settings）］メニューから［ブー
トモード（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:
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■

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。
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 デバイススキャンの完了前に VxVM が起動する（1635274）
いくつかのアレイと連携しているときに、OS によってすべてのデバイスがスキャンされる
前に VxVM が起動する場合があります。 この OS デバイス検出の遅さが原因で、VxVM
によって部分的なディスクが参照され、VM、フェンシング、VCS の誤動作が引き起こされ
る場合があります。
回避策:
ファブリック検出コマンドの完了後、vxdisk scandisks コマンドを発行し、新しく検出さ
れたデバイスを VxVM 設定に追加します。

6.0 以降 DMP はパス属性の永続性の維持に OS デバイスの物理
パスを使用します（2410716）
リリース 6.0 から、DMP はパスの属性の永続性の維持に、論理名ではなく OS デバイス
の物理パスを使います。したがって DMP 6.0 以降へのアップグレード後、パス属性はデ
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フォルト値にリセットされます。/etc/vx/dmppolicy.info ファイルに定義されている任意の
パスレベルの属性を再設定する必要があります。
回避策:
パスレベル属性を設定するには

1

etc/vx/dmppolicy.info ファイルからパスエントリを削除します。

2

パス属性を再設定します。

vxsnap print コマンドは、パーセンテージダーティに対して不正な
値を示します（2360780）。
vxsnap print コマンドは、%dirty として表されるスナップショット間で異なるリージョンの

パーセンテージを表示できます。 SF 6.0 では、ボリュームがオンライン中で、アクティブ
に使用されているときにこのコマンドが実行されると、表示された %dirty がインスタントス
ナップの Data Cache Object（DCO）ボリュームに対する実際のパーセンテージダーティ
から遅れる場合がある。 つまり、コマンド出力が実際の値より小さい %dirty を示す可能
性がある。

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:
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
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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 5.x
から 6.2 へのアップグレードが失敗することがある（2715119）
Symantec Storage Foundation 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 をこのリリースよりも前のリリースから現在の 6.2 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。
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。
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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。
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

-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。
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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
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。
回避策:
回避策はありません。

動的 LUN 拡張は simple 形式または sliced 形式の EFI ディスク、
または simple 形式または sliced 形式の 1TB より大きな非 EFI
ディスクに対してサポートされない。(2836798)
動的 LUN 拡張は simple 形式または sliced 形式の EFI（Extensible Firmware Interface）
ディスク、または simple 形式または sliced 形式の 1TB より大きな非 EFI ディスクに対し
てサポートされません。推奨される形式は、CDS（Cross-Platform Data Sharing）ディス
ク形式での形式です。
回避策:
vxcdsconvert ユーティリティを使ってディスク形式を CDS に変換します。

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（3134882）
-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、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。ボリュームのリカバリを開始すると、
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リカバリが失敗します。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、主に -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

のボリュームのリカバリが失敗し、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
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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（3272940）
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
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、EMC CLARiiON 値を次のように設定します。

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
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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。

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） 6.2 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
6.2 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 6.2 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。
回避策:
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 1-13は新しいアレイ名を持つ日立製アレイを示します。
表 1-13

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

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
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 6.2 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:
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■

IBM XIV Series アレイ

■

3PAR アレイ

ルートパーティションに XFS をマウントしている場合に vxunroot
がルートディスクをカプセル化できない（3614362）
ルートパーティションに XFS ファイルシステムをマウントしている場合は、ルートパーティ
ションの汎用一意識別子（UUID）を変更できません。 ただし、ルートディスクのカプセル
化ではルートディスクのパーティションの UUID を変更する必要があります。前述の制限
事項に示したように、ルートパーティションに XFS ファイルシステムを備えているルート
ディスクのカプセル化はサポートされません。
回避策:
ありません。

再起動後に VxVM が iSCSI LUN を認識しない（3631990）
再起動時に、多数のフェールオーバーメッセージが表示されることがあります。再起動後
に、vxdisk list コマンドの出力に iSCSI LUN が表示されないことがあります。Red
Hat Enterprise Linux （RHEL） 7 で、VxVM （Veritas Volume Manager）サービスが停
止する前に systemd システムとサービスマネージャが iscsid サービスを停止すること
があります。その結果、LUN がシャットダウンの直前に VxVM に認識されず、多数のエ
ラーメッセージが表示されます。同様に、VxVM サービス後に systemd が iscsid サー
ビスを開始することがあります。その結果、VxVM は LUN を検出しません。
回避策:
再起動後に、vxdisk scandisks コマンドを実行して iSCSI LUN を検出します。

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。

ファイルシステムのマウント解除エラーが起きた場合に umount コ
マンドがエラーコード 255 を返す（3642314）
マウント解除のエラーが起きた場合に umount バイナリが返す戻りコードは 255 です。こ
の戻り値は、VxFS ファイルシステム以外の un-mount が返す戻り値と同じではありませ
ん。RHEL 6 でマウント解除のエラーが起きた場合のデフォルトシステム値は「1」です。
RHEL 7 の場合は「32」です。
回避策: 回避策はありません。
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RHEL 7 GA の getcwd() の問題により ODM 作成コミット ID シー
ケンスが失敗することがある （3614543）
odm_create() 関数は入力として指定したパスとファイル名を使って、作成したファイル

の完全なパス名を返します。Oracle はこのパス名使ってファイルを識別します。入力パ
スが相対パスの場合には、odm_create() は getcwd() を呼び出して絶対パス名を構
築します。
現在のディレクトリが異なる場合でも getcwd() が / を返す問題が RHEL 7 GA カーネ
ル（3.10.0-123）で起きます。これにより、odm_create() が正しくない絶対パス名を返す
ので Oracle が新しく作成したファイルを見つけられません。
回避策:
RHEL 7 カーネルバージョン 3.10.0-123.8.1 で getcwd() の問題を解決したので、
RHEL 7 の ODM ユーザーは現在使っているカーネルバージョンをそれ以降のバージョ
ンに更新してください。

特に RHEL 7 で /dev/vx/ ファイルツリーのコマンドタブのオート
コンプリートが失敗する（3602082）
コマンドタブのオートコンプリート操作は、次の RPM がコンピュータにインストールされて
いるために失敗します。
"bash-completion-2.1-6.el7.noarch"
この RPM は、どういうわけかデフォルトのオートコンプリートルールを上書きします。その
結果、VxFS コマンドで問題が見られます。ただし、問題はすべての VxFS コマンドで見
られるわけではありません。この問題は、mkfs（1M）コマンドで見られますが、mount（1M）
コマンドでは見られません。
回避策:"bash-completion-2.1-6.el7.noarch" RPM を削除して、コマンドタブのオートコ
ンプリートが /dev/vx/ ファイルツリーで失敗しないようにします。

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

53

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
既知の問題

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
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。

54

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
既知の問題

55

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

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
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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。

システムでファイルシステムから ext4 を選択できない（2691654）
システムでファイルシステムから ext4 を選択できません。
回避策: 回避策はありません。

「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。

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。

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。

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。
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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

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、ファイルの再配置が予測不能になる（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、ファ
イルの再配置が予測不能になります。
回避策: 各ポリシーに異なるポリシーファイルを作成し、必要なシーケンスごとにポリシー
をエンフォースします。

各種の Linux 配布版で「nfs-utils」 RPM 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」 RPM 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」 RPM に更新して問題を解決します。

「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。
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レプリケーションの既知の問題
ここでは、Symantec Storage Foundation 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。

VVR のセカンダリノードのトランザクションが I/O ドレインの待機中
にタイムアウトすることがある [3236772]
VVR セカンダリノードがプライマリノードから正常に動作しない更新を受け取り、トランザ
クションをセカンダリサイトで開始すると、トランザクションが I/O ドレインの待機中にタイム
アウトすることがあります。この問題は、更新が正常に動作しないために生まれた空白期
間がトランザクションのタイムアウト期間内におさまらない状況で起きることがあります。
回避策:
レプリケーションを一時停止して設定を変更します。

vradmin syncvol コマンドと IPv6 アドレスの互換性（2075307）
vradmin syncvol コマンドは、ターゲットディスクグループとボリューム名が指定されて

いないと、圧縮された形式の IPv6 アドレスと連携しません。
回避策: IPv6 環境では、vradmin syncvol コマンドを実行し、圧縮された形式の IPv6
アドレスを使ってターゲットホストを特定する場合は、ターゲットディスクグループとボリュー
ム名も指定する必要があります。

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。

60

第 1 章 Storage Foundation 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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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.
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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 （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。
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 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:
この問題に対する回避策はありません。
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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、Storage Foundation HA 6.2 にアップグレードしないでください。
回避策:
この設定を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。

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。

セカンダリノードで CVM マスター切り替えを実行した後に両方の
rlink が接続解除される（3642855）
セカンダリサイトの VVR logowner（マスタ）ノードが初期同期時にダウン状態になると、
（ノードクラッシュの結果としてセカンダリサイトで開始された）RVG リカバリ時に次のエ
ラーによりレプリケーションリンクが切断されます。
WARNING: VxVM VVR vxio V-5-0-187 Incorrect magic number or unexpected
upid (1) rvg rvg1
WARNING: VxVM VVR vxio V-5-0-287 rvg rvg1, SRL srl1: Inconsistent log
- detaching all rlinks.
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回避策:
自動同期操作を使ってレプリケーションを再起動します。

vradmin -g dg repstatus rvg で次の設定エラーが表示され

る: クラスタピアで vradmind にアクセスできません（vradmind not
reachable on cluster peer）（3648854）
vradmin -g dg rep status rvg により、次の設定エラーが表示されます。

クラスタピアで vradmind にアクセスできません（vradmind is not reachable on the
cluster peer）
ただし、レプリケーションは実行中です。 これは、不正な切断により vradmind ポートが
開いたままで、TIME_WAIT 状態になっていることが原因です。 インスタンスは次のとお
りです。
# netstat -n | grep 8199
tcp
0
0 1:44781
TIME_WAIT
tcp
0
0 1:44780
TIME_WAIT

1:8199
1:8199

次のエラーメッセージが /var/vx/vras/log/vradmind_log_A に表示されます。
VxVM VVR Notice V-5-20-0 TAG_D IpmHandle:recv peer closed errno=0
VxVM VVR Debug V-5-20-8690 VRASCache TAG_E Cache_RLink
repstatus UPDATE message created for rlink rlk_192.168.111.127_rvg1
VxVM VVR Warning V-5-20-0 TAG_C IpmHandle::handleTo
vvr_sock_host_serv failed for l111031
VxVM VVR Warning V-5-20-0 TAG_C IpmHandle::open: getaddrinfo
error(could not resolve srchost l111032, error: Connection refused)

回避策: vradmind デーモンを再起動してください。
/etc/init.d/vras-vradmind.sh stop
/etc/init.d/vras-vradmind.sh start

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。
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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 SF に対して動作しません。
回避策:
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。
回避策: 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。

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 のクラス名を使ってください。

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。

70

第 1 章 Storage Foundation リリースノート
既知の問題

■

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 6.2 へのアップグレード（2184482）
SFHA または SF for Oracle RAC のバージョン 5.0 を SFHA または SF for Oracle
RAC のバージョン 6.2 にアップグレードすると、sfua_rept_migrate コマンドによって
エラーメッセージが表示されます。
SF バージョン 5.0 から SF 6.2 にアップグレードするとき S*vxdbms3 起動スクリプトの
名前が NO_S*vxdbms3 に変更されます。sfua_rept_upgrade では S*vxdbms3 起
動スクリプトが必要です。このため、sfua_rept_upgrade が実行されると、S*vxdbms3
起動スクリプトが見つからず、上記のエラーメッセージが表示されます。
/sbin/rc3.d/S*vxdbms3 not found
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-3558 File: is missing.
SFORA sfua_rept_migrate ERROR V-81-9160 Failed to mount repository.

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

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、失敗します（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。

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。
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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 ...

Done
Done

Mounting snapshot volumes ...
Preparing parameter file for clone database ...
Mounting clone database ...
ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system

Done
Done

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。
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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:
Retrieving snapshot information ...
Done
Importing snapshot diskgroups ...
Done
Mounting snapshot volumes ...
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。

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。

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。
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$ vxsfadm -a oracle -s flashsnap --name ¥
man -o rrbegin
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0943 Repository already relocated to alternate
location.

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って 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。
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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
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。

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
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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。

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'
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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'

クローンデータベースで、シード PDB がマウント状態のままになる
（3599920）
Oracle データベースバージョン 12.1.0.2 では、コンテナデータベース（CDB）のクロー
ンを作成されるときに、PDB$SEED プラグ可能なデータベース（PDB）マウント状態のま
まになります。この動作は、すべてのポイントインタイムコピーでクローンデータベースが
見つからないデータファイルで見られます。
クローン化されたシードデータベースを開こうとすると、次のエラーは表示されます。
"ORA-01173" oracle error.
...
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01122: database file 15 failed verification check
ORA-01110: data file 15: '/tmp/test1/data/sfaedb/newtbs1.dbf'
ORA-01202: wrong incarnation of this file - wrong creation time
...

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、コンテナデータベースのク
ローン作成が失敗する場合がある（3509778）
逆再同期操作が実行された後、コンテナデータベースのクローン作成が次のエラーメッ
セージを表示して失敗する場合があります。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01503: CREATE CONTROLFILE failed
ORA-01189: file is from a different RESETLOGS than previous files
ORA-01110: data file 6: '/tmp/testRecoverdb/data/sfaedb/users01.dbf'

回避策: この問題に対する回避策はありません。
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PDB のうちの 1 つが読み取り/書き込み制限状態の場合、CDB の
クローン作成が失敗する（3516634）
プラグ可能なデータベース（PDB）の一部が制限モードで開かれている場合、ポイントイ
ンタイムコピーのためのコンテナデータベース（CDB）のクローン作成が失敗します。エ
ラーは次のエラーメッセージを表示して発生します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-65106: Pluggable database #3 (PDB1) is in an invalid state.

回避策: この問題に対する回避策はありません。

PDB のうちの 1 つが読み取り専用モードの場合、ポイントインタイ
ムコピーのための CDB のクローン作成が失敗する（3513432）
Oracle バージョン 12.1.0.1 では、プラグ可能なデータベース（PDB）のうちの 1 つが読
み取り専用モードの場合、コンテナデータベース（CDB）のクローン作成が失敗します。
エラーは次のエラーメッセージを表示して発生します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-00376: file 9 cannot be read at this time
ORA-01111: name for data file 9 is unknown - rename to correct file
ORA-01110: data file 9: '/ora_base/db_home/dbs/MISSING00009'...

回避策: この問題に対する回避策はありません。

CDB に読み取り専用モードの表領域があると、クローン作成が失
敗する（3512370）
Oracle バージョン 12.1.0.1 では、コンテナデータベース（CDB）にポイントインタイムコ
ピー用の読み取り専用モードの表領域があると、その CDB のクローン作成が次のエラー
メッセージを表示して失敗します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0564 Oracle returned error.
Reason: ORA-01122: database file 15 failed verification check
ORA-01110: data file 15: '/tmp/test1/data/sfaedb/newtbs1.dbf'
ORA-01202: wrong incarnation of this file - wrong creation time
...

回避策: この問題に対する回避策はありません。
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認証設定で SFDB のインストールを 6.2 にアップグレードするとエ
ラーが起きてコマンドが失敗する（3644030）
次のようなエラーメッセージが表示されてコマンドが失敗します。
SFDB vxsfadm ERROR V-81-0450 A remote or privileged command could not be
executed on prodhost
Reason: This can be caused by the host being unreachable or the vxdbd daemon
not running on that host or because of insufficient privileges.
Action: Verify that the prodhost is reachable. If it is, verify
that
the vxdbd daemon is enabled and running using the [
/opt/VRTS/bin/sfae_config
status ] command, and enable/start vxdbd using the [
/opt/VRTS/bin/sfae_config
enable ] command if it is not enabled/running. Also make sure you are
authorized to run SFAE commands if running in secure mode.

回避策: SFDB の認証を再び設定します。『Storage and Availability Management for
Oracle Databases』または『Storage and Availability Management for DB2 Databases』
を参照してください。

仮想化の既知の問題
ここでは、Symantec Storage Foundation （SF）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。

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。
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ALUA DMPNODE でサポートされる仮想デバイスが KVM ゲスト内
で実行されている Veritas Volume Manager で検出されない
（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。 ALUA DMPNODE
が 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された場合、この ALUA
DMPNODE でサポートされる仮想デバイスでは、RTPG IOCTL プロセスに失敗します。
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 は DMPNODE でサポートされるディスクです。DPMNODE は ALUA エ
ンクロージャに属していて、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
スポートされています。対応する ALUA ベンダーの 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。
[root@guest1 ~]# vxdisk list
DEVICE
TYPE
DISK
sda
auto:none
-

GROUP
-

STATUS
online invalid

回避策: VirtIO-scsi インターフェースを使って DMPNODE の下位のサブパスをゲストに
エクスポートしてください。

I/O エラーが発生すると DMP データベースからサブパスが削除さ
れて KVM ゲスト内で表示されなくなる可能性がある（3214523）
パスの障害が原因で I/O エラーが発生した場合、KVM ゲスト内の DMP が表示されなく
なることがあります。この問題は現在の OS の設計が原因です。
ゲスト syslog には、表示されないデバイスに関して次のメッセージが表示されます。
detected capacity change from 107374182400 to 0

回避策: vxdmpadm getsubpaths all 出力にデバイスが表示されない場合は、そのデ
バイスをリカバリしてください。
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表示されないデバイスをリカバリするには、次のように入力します。

1

下位デバイスに KVM ホストからアクセスできることを確認してください。

2

ゲスト内でパーティションテーブルを再び読み取ります。
# blockdev --rereadpt /dev/device_name

3

OS デバイスツリー内のデバイスを再スキャンします。
# vxdisk scandisks

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.88 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。

DMP は異なるモードで設定される同じエンクロージャのデバイス
をサポートしない（2643506）
DMP は、異なるモードで同じエンクロージャの 2 つのデバイスが設定される場合、この
設定をサポートしません。たとえば、あるデバイスが ALUA として設定され、もう 1 つが
A/P（アクティブ/パッシブ）として設定される場合です。

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。

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
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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

SmartSync は RAW VxVM ボリュームで動作する Oracle データ
ベースではサポートされない
SmartSync は RAW ボリュームに設定された Oracle データベースではサポートされま
せん。これは、Oracleが RAW ボリュームインターフェースをサポートしないためです。

SF はリンク済みのミラーボリューム上の領域のシン再生をサポー
トしない（2729563）
シン再生機能は、リンク済みのミラーボリュームのシン再生をサポートしていません。
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ネーティブコマンドを使った VRTSvxvm のアップグレードに失敗す
る（3384435）
ネーティブコマンド rpm -Uvh VRTSvxvm を使って VRTSvxvm RPM をアップグレードし
た場合、コマンドに失敗します。
回避策:

1

古い VRTSlvmconv RPM を削除してください。
# rpm -e VRTSlvmconv

2

VRTSvxvm RPM をアップグレードしてください。
# rpm -Uvh VRTSvxvm

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。
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:
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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。
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。
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■

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。

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。

85

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

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。

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。

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（SF）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:
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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。
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。

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ロードされない場合は、ドライバをロー
ドして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ロードします。

詳しくは、Linux 社のマニュアルを参照してください。
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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

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。
ライトバックキャッシュがサポートされるのは 2 ノードの CFS のみです。

sfcache 操作が正常に完了したときにキャッシュログにエラーメッ
セージが表示されることがある（3611158）
sfcache コマンドは他のコマンドを呼び出してキャッシュ操作を実行します。コマンドが

失敗すると、他のコマンドを呼び出して操作を完了する場合があります。デバッグに役立
つように、呼び出したコマンドのすべての成功メッセージとエラーメッセージがキャッシュ
ログに含まれます。
sfcache コマンドが正常に完了した場合はログファイルのエラーメッセージは無視してか

まいません。

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

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。
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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。

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

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_62_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 イン sf_install_62_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_62_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:
DB2 データベース用ストレージと可
用性管理

sfhas_db2_admin_62_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:
Oracle データベース用ストレージと
可用性管理

sfhas_oracle_admin_62_unix.pdf

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_62_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 1-15 は Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマ
ニュアルのリストです。
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表 1-15
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_62_unix.pdf
High Availability Solutions - このリ
リースでの新機能

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。

（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）
Symantec Storage Foundation and getting_started.pdf
High Availability Solutions スタートガ
イド

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_62_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_62_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_62_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_62_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。

90

第 1 章 Storage Foundation 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 sfhas_replication_admin_62_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。
Symantec Storage Foundation and sfhas_tshoot_62_lin.pdf
High Availability Solutions トラブル
シューティングガイド

Symantec Storage Foundation and High
Availability を使用するときに発生する可能性
のある全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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