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1
Veritas Volume Manager に
ついて
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Volume Manager の概要

■

VxVM とオペレーティングシステム

■

VxVM でストレージ管理を処理するには

■

VxVM のボリュームレイアウト

■

オンライン再レイアウト

■

ボリュームの再同期

■

DRL

■

ボリュームスナップショット

■

FastResync

■

ホットリロケーション

■

ボリュームセット

Veritas Volume Manager の概要
シマンテック社の VeritasTM Volume Manager（VxVM）は、物理ディスクや論理ユニット
番号（LUN）をボリュームと呼ばれる論理デバイスとして管理できるようにする、ストレージ
管理サブシステムです。VxVM ボリュームは、ファイルシステム、データベース、その他の
管理対象データオブジェクトの設定ができる物理デバイスとして、アプリケーションとオペ
レーティングシステムに表示されます。
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VxVM は、コンピュータ環境とストレージエリアネットワーク（SAN: Storage Area Network）
環境で、使いやすいオンラインディスクストレージ管理を実現します。RAID（Redundant
Array of Independent Disks）をサポートすることにより、VxVM はディスクやハードウェ
アの障害からシステムを保護し、I/O スループットを高めるように設定できます。さらに
VxVM には、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
バリを拡張する機能があります。
VxVM では、論理ボリューム管理レイヤーによって、ハードウェアディスクデバイスや LUN
からの制約を克服できます。このため、ボリュームを複数のディスクと LUN に分散できま
す。
VxVM は、パフォーマンスを高め、データの可用性と整合性を確保するツールを提供し
ています。また、VxVM を使って、システムがアクティブなときにストレージを動的に設定
できます。
Veritas Volume Manager の管理について詳しくは、次のマニュアルを参照してくださ
い。
■

Veritas Storage Foundation 拡張機能管理者ガイド
このマニュアルでは、Veritas Volume Manager の CDS（Cross-platform Data
Sharing）機能の使用に関する詳細情報を説明しています。CDS を使うと、異なるオ
ペレーティングシステムを実行するコンピュータ間で VxVM のディスクやオブジェクト
を移動できます。CDS を使うには、Veritas Storage Foundation のライセンスが必要
です。
このマニュアルではまた、FlashSnap ソフトウェアを使って、バックアップやデータベー
ス複製のために PITC（Point-In-Time Copy）ソリューションを導入する方法に関する
ガイドラインも提供されます。FlashSnap を使うには、別のライセンスが必要です。
このマニュアルではまた、シンストレージを利用できる Veritas シンプロビジョニングと
SmartMove™ 機能についても説明しています。

■

『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』
このマニュアルでは、ハードウェア障害からのリカバリ、ディスクグループの設定とリカ
バリ、およびコマンドとトランザクションのログ記録の方法について説明しています。ま
た、一般的なエラーメッセージと推奨される対処方法も記載されています。

VxVM とオペレーティングシステム
VxVM は、オペレーティングシステムと、ファイルシステムやデータベース管理システム
などのデータ管理システム間のサブシステムとして動作します。VxVM はオペレーティン
グシステムと強固に結合されます。ディスクまたは LUN を VxVM の制御下に置く以前
に、ディスクがオペレーティングシステムデバイスのインターフェースを介してアクセスで
きる必要があります。VxVM は、オペレーティングシステムインターフェースサービスの最
上部層に置かれ、オペレーティングシステムが物理ディスクにアクセスする方法に依存し
ます。
VxVM の次の機能は、オペレーティングシステムに依存します。

第 1 章 Veritas Volume Manager について
VxVM でストレージ管理を処理するには

■

オペレーティングシステム（ディスク）デバイス

■

デバイスの処理

■

VxVM DMP メタデバイス

VxVM は、次の常時起動しているデーモンとカーネルスレッドに依存して動作します。
vxconfigd

VxVM 設定デーモンは、ディスクとグループ設定を管理し、設
定変更をカーネルに伝達し、ディスクに保存されている設定情
報を変更します。

vxiod

VxVM 入出力カーネルスレッドは、プロセスの呼び出しをブロッ
クすることなく入出力処理を拡張できます。デフォルトでは、16
の入出力スレッドが起動時に開始し、少なくとも 1 つの入出力
スレッドが常時実行している必要があります。

vxrelocd

ホットリロケーションデーモンは、冗長性に影響するイベントに
ついて VxVM を監視し、ホットリロケーションを実行して冗長性
を復元します。システム内にシンプロビジョニングディスクが設
定されている場合、削除されたボリュームのストレージ領域は、
ポリシーの設定どおりにこのデーモンによって再生利用されま
す。

データの保存方法
いくつかの方法を使って、物理ディスクにデータを保存できます。これらの方法では、デー
タが効率よく保存され検索されるようにディスク上のデータを編成します。ディスク編成の
基本的方法をフォーマットと呼びます。フォーマットによって、設定済みのストレージパター
ンを使ってファイルをディスクに書き込んだり、ディスクから検索できるように、ハードディ
スクを整備します。
ハードディスクは、物理ストレージレイアウトと論理ストレージレイアウトの 2 つの方法を
使って、フォーマットされ、情報が保存されます。VxVM では、論理ストレージレイアウト
方法を使います。
p.21 の 「VxVM でストレージ管理を処理するには」 を参照してください。

VxVM でストレージ管理を処理するには
VxVM では、次の 2 種類のオブジェクトを使ってストレージ管理を実現します。
物理オブジェクト

物理ディスクの LUN（ハードウェアに実装された仮想ディスク）または
データ保存用のブロックデバイスインターフェースと raw デバイスイン
ターフェースを備えた他のハードウェアを指します。
p.22 の 「物理オブジェクト」 を参照してください。
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仮想オブジェクト

1 つ以上の物理ディスクが VxVM の制御下に置かれると、これらの物
理ディスク上にボリュームと呼ばれる仮想オブジェクトが作成されます。
各ボリュームは 1 つ以上の物理ディスクからデータを記録し、検索しま
す。ファイルシステム、データベース、その他のアプリケーションは、物
理ディスクと同じ方法で、ボリュームにアクセスします。ボリュームは、ボ
リューム設定の変更に使う他の仮想オブジェクト（プレックスとサブディス
ク）からも構成されます。ボリュームとその仮想コンポーネントは、仮想オ
ブジェクトまたは VxVM オブジェクトと呼ばれます。
p.27 の 「仮想オブジェクト」 を参照してください。

物理オブジェクト
物理ディスクは、データが最終的に格納される基本的なストレージデバイス（メディア）で
す。デバイス名を使ってディスクを検索し、物理ディスク上のデータにアクセスできます。
物理ディスクデバイス名はご使用のコンピュータシステムによって異なります。すべての
パラメータがすべてのシステム上で使われるわけではありません。
通常のデバイス名は sda または hdb の形式です。ここで、sda は最初の（a）SCSI ディス
クを示し、hdb は 2 番目の（b）EIDE ディスクを示します。
図 1-1 に、このマニュアルでの物理ディスクとデバイス名（devname）の表記方法を示し
ます。
図 1-1

物理ディスクの例

devname

VxVM は、VxVM 制御下の物理ディスク（VM ディスク）上に識別情報を書き込みます。
VxVM ディスクは、物理ディスク切断後やシステム切断後でも識別できます。VxVM で
は、ディスクグループと論理オブジェクトを再生成して障害を検出し、システムリカバリを
迅速に実行します。

パーティション
図 1-2 に、物理ディスクを 1 つ以上のパーティションに分割する方法を示します。
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パーティションの例

図 1-2

複数のスライスがある物理ディスク

スライス

devnames0

devnames0

devnames1
devnames2

パーティション番号はデバイス名（devname）の最後に追加されます。

ディスクアレイ
ディスクは物理デバイスであり、読み取りや書き込みの前にディスク上の正しい位置にヘッ
ドを移動する時間が必要になるため、ディスクへの I/O 操作は比較的遅い処理となりま
す。すべての読み取りまたは書き込み操作が、個々のディスクに一度に 1 つずつ実行さ
れると、読み書き時間が管理できなくなります。複数のディスクでこれらの操作を実行す
ることで、この問題を軽減できます。
ディスクアレイは、VxVM がオペレーティングシステムに 1 つ以上の仮想ディスクまたは
ボリュームとして提示することができる物理ディスクの集合です。VxVM によって作成され
たボリュームは、オペレーティングシステムで、物理ディスクのように認識され、動作しま
す。ボリュームと対話するアプリケーションは、物理ディスクの場合と同様に動作します。
図 1-3は、VxVM がディスクアレイのディスクを複数のボリュームとしてオペレーティング
システムに提示する方法を示しています。
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VxVM がディスクアレイのディスクをボリュームとしてオペレーティン
グシステムに提示する方法

図 1-3

オペレーティング
システム

Veritas Volume Manager

ボリューム

物理ディスク

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

ディスク 4

データはアレイ内の複数のディスクに分散され、ディスク上の I/O 処理を分散または調整
することができます。たとえば並列 I/O を複数のディスクで使うと、データ転送速度とアレ
イ全体のスループットの向上によって I/O 処理効率が改善されます。

ディスクアレイへの複数パス
ディスクデバイスにアクセスする複数のポートを備えたディスクアレイもあります。これらの
ポートと、ホストバスアダプタ（HBA）コントローラとアレイにローカルなデータバスまたは
I/O プロセッサを接続して、ディスクデバイスにアクセスする複数のハードウェアパスを作
成できます。このようなディスクアレイをマルチパス化されたディスクアレイと呼びます。こ
のタイプのディスクアレイは、多様な設定でホストシステムに接続できます（たとえば、シン
グルホスト上の異なるコントローラに接続された複数ポート構成、ホスト上の 1 つのコント
ローラを介したポートのチェーン構成、異なるホストに同時に接続されたポート構成など）。
p.163 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

デバイス検出
デバイス検出は、ホストに接続されているディスクを検出するプロセスを示すために使う用
語です。この機能は DMP にとって重要です。DMP では多くのベンダーにより増加し続
けるディスクアレイをサポートする必要があるためです。ホストに接続されているデバイス
を検出する機能とともに、デバイス検出サービスでは、新しいディスクアレイのサポートを
動的に追加できます。この操作では、デバイス検出層（DDL）と呼ばれる機能を使うため、
再起動の必要はありません。
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p.86 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

エンクロージャに基づく名前の付け方
オペレーティングシステムに基づくデバイスの名前の付け方の代わりに、エンクロージャ
に基づく名前の付け方を使うことができます。ファイバーチャネルスイッチを使うストレー
ジエリアネットワーク（SAN）では、オペレーティングシステムからのディスクの配置情報で、
ディスクの物理的位置が正しく示されない場合があります。エンクロージャに基づく名前
の付け方では、VxVM はエンクロージャに個々の物理エンティティとしてアクセスできま
す。個々のエンクロージャに、データの冗長性のあるコピーを設定することで、1 つ以上
のエンクロージャの障害に対抗できます。
図 1-4 に、ホストコントローラがファイバーチャネルを使って複数のエンクロージャに接続
されている通常の SAN 環境を示します。
ファイバーチャネルスイッチで接続されているディスクエンクロージャ
の設定例

図 1-4

ホスト
c1

ファイバーチャネル
ハブまたはスイッチ

ディスクエンクロージャ

enc0

enc1

enc2

このような設定では、エンクロージャに基づく命名を使って、エンクロージャ内の各ディス
クを示すことができます。たとえば、エンクロージャ enc0 内のディスクのデバイス名は
enc0_0、enc0_1 のように設定されています。この規則の主な利点は、大規模な SAN 設
定でディスクの物理的位置を迅速に特定できることです。
ほとんどのディスクアレイでは、ハードウェアベースのストレージ管理を使って、複数の物
理ディスク 1 つの LUN としてオペレーティングシステムに提示できます。このような場合、
VxVM でもコンポーネントディスクではなく、1 つの論理ディスクデバイスを認識します。
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このため、エンクロージャ内のディスクにリファレンスを作成する場合、ディスクは物理ディ
スクまたは LUN になります。
エンクロージャに基づく名前の付け方のもう 1 つの重要な利点は、VxVM がデータの冗
長性のあるコピーを同じエンクロージャに配置するのを回避できることです。各エンクロー
ジャは独立した障害のあるドメインと認識される可能性があるため、そのような配置を回避
するのは好ましいことです。たとえば、ミラー化したボリュームがエンクロージャ enc1 の
ディスク上にのみ設定された場合は、ハブとエンクロージャ間のケーブル障害により、ボ
リューム全体が利用できなくなることがあります。
必要に応じて、VxVM がエンクロージャに割り当てたデフォルト名を自分の設定に意味
のある名前に交換することができます。
p.204 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
図 1-5 に、ホスト上の独立したコントローラをエンクロージャへの独立したパスを持つ個々
のスイッチに接続して、ストレージへの冗長アクセスを実現する高可用性（HA）設定を示
します。
冗長ループアクセスを実行するために複数のスイッチを使った HA
の設定例

図 1-5

ホスト
c1

c2

ファイバーチャネル
ハブまたはスイッチ

ディスク
エンクロージャ

enc0

enc1

enc2

p.77 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。
p.100 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。
データの冗長性を設定するとき、ドメインに障害が発生することを考慮するために、ミラー
化したボリュームを、エンクロージャをまたがってレイアウトする方法を制御できます。
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p.321 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャにわたるミラーの作成」 を参照して
ください。

仮想オブジェクト
VxVM は複数の仮想化層を使って、個別の機能を提供したり、物理的な制限を軽減し
たりします。
VxVM の仮想オブジェクトには次のようなものがあります。
■

ディスクグループ
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。

■

VM ディスク
p.29 の 「VM ディスク」 を参照してください。

■

サブディスク
p.30 の 「サブディスク」 を参照してください。

■

プレックス
p.31 の 「プレックス」 を参照してください。

■

ボリューム
p.32 の 「ボリューム」 を参照してください。

物理ディスクを VxVM の制御下に置くと、物理オブジェクトと VxVM オブジェクトが接続
されます。
ホストシステムに VxVM をインストールした後、VM ディスクをディスクグループにまとめ、
ディスクグループ領域を割り当てて論理ボリュームを作成し、物理ディスクの内容を VxVM
の制御下に置く必要があります。
物理ディスクの内容を VxVM の制御下に置く処理は、VxVM が物理ディスクを制御して
いて、ディスクが Sistina LVM などの別のストレージマネージャの制御下にない場合に
のみ行われます。
VxVM によって仮想オブジェクトが作成され、オブジェクト間に論理接続が形成されま
す。VxVM は、仮想オブジェクトを使ってストレージ管理タスクを実行します。
vxprint コマンドは、システムに存在する VxVM オブジェクトについての詳細情報を表

示します。
p.332 の 「ボリューム情報の表示」 を参照してください。
vxprint（1M）マニュアルページを参照してください。
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VxVM の仮想オブジェクトの結合
VxVM の仮想オブジェクトを結合してボリュームを構築できます。ボリューム内に含まれ
る仮想オブジェクトは、VM ディスク、ディスクグループ、サブディスクとプレックスです。
VxVM のオブジェクトは、次のように構成されています。
■

VM ディスクはディスクグループにグループ化されます。

■

サブディスク（各サブディスクはディスクの特定領域を表す）は、結合されてプレックス
を形成します。

■

ボリュームは 1 つ以上のプレックスで構成されます。

図 1-6 に、Veritas Volume Manager の仮想オブジェクト間の関係と、物理ディスクとの
対応関係を示します。
VxVM のオブジェクト間の関係

図 1-6

ディスクグループ
vol01

vol02

ボリューム

vol01-01

vol02-01

vol02-02

vol01-01

vol02-01

vol02-02

disk01-01

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk02-01

disk03-01

サブディスク

disk01-01

disk02-01

disk03-01

VM ディスク

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

プレックス

物理ディスク
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ディスクグループには、3 つの VM ディスクが含まれ、これらのディスクから 2 つのボリュー
ムが作成されます。ボリューム vol01 は単純な構成でプレックスは 1 つです。ボリューム
vol02 は、2 つのプレックスを持つミラーボリュームです。
各種の仮想オブジェクト（ディスクグループ、VM ディスク、サブディスク、プレックス、ボ
リューム）については、次の項で説明します。Veritas Volume Manager には、データ変
更オブジェクト（DCO）やボリュームセットなどの拡張機能を提供するオブジェクトもありま
す。

ディスクグループ
ディスクグループは、共通の設定を共有するディスクの集合で、VxVM によって管理され
ます。ディスクグループ設定は、関連する VxVM オブジェクトとその属性と接続に関する
詳細情報を格納する一連のレコードです。ディスクグループ名には、最大で 31 文字使
えます。
p.29 の 「VM ディスク」 を参照してください。
VxVM 4.0 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグループは rootdg（ルートディス
クグループ）でした。VxVM が正常に機能するには、rootdg ディスクグループを作成し、
このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。この必要条
件は不要になり、ディスクグループが設定されていなくても機能するようになりました（ただ
し、ボリュームやその他の VxVM オブジェクトを作成するには、少なくとも 1 つのディスク
グループを設定する必要があります）。
p.216 の 「システム全体で予約済みのディスクグループ名」 を参照してください。
必要に応じて、新たなディスクグループを作成することもできます。ディスクグループを使
うと、ディスクをグループ化して論理集合を形成することができます。ディスクグループと
そのコンポーネントを 1 つの単位として、ホストマシン間で移動することも可能です。
p.250 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
ボリュームはディスクグループ内で作成されます。ボリュームとそのプレックスとサブディス
クは、同じディスクグループ内のディスクで設定する必要があります。

VM ディスク
物理ディスクを VxVM の制御下に置くと、その物理ディスクに VM ディスクが割り当てら
れます。VM ディスクは VxVM の制御下に置かれ、通常はディスクグループに所属しま
す。各 VM ディスクは、少なくとも 1 つの物理ディスクまたはディスクパーティションに対
応します。VxVM は、VxVM のディスクスペースの連続した領域からストレージを割り当
てます。
通常、VM ディスクにはパブリックリージョン（割り当てられたストレージ）と VxVM 内部設
定情報が保存される小さいプライベートリージョンが存在します。
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各 VM ディスクには重複のないディスクメディア名（仮想ディスク名）があります。最大 31
文字のディスク名を定義するか、VxVM のデフォルト名を使えます。デフォルト名は
diskgroup## の形式を取ります。diskgroup は、ディスクが属するディスクグループの名
前です。
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。
図 1-7 は、物理ディスク devname に割り当てられた disk01 というメディア名の VM ディ
スクを示します。
VM ディスクの例

図 1-7

disk01

VM ディスク

物理ディスク
devname

サブディスク
サブディスクは連続した一連のディスクブロックです。ブロックとは、ディスク上の領域の単
位です。VxVM は、サブディスクを使ってディスク領域を割り当てます。VM ディスクは 1
つ以上のサブディスクに分割できます。各サブディスクは VM ディスクの特定の部分を表
します。これは、物理ディスクの特定領域にマップされます。
VM ディスクのデフォルト名は、diskgroup## で、サブディスクのデフォルト名は、
diskgroup##-## です。diskgroup は、そのディスクが所属するディスクグループの名前
です。
p.29 の 「ディスクグループ」 を参照してください。
図 1-8 に、disk01-01 が disk01 という名前の VM ディスク上の 1 番目のサブディスク
に対する名前であることを示します。
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サブディスクの例

図 1-8
disk01-01

サブディスク

disk01-01

1 つのサブディスクを持つ VM ディスク

disk01

VM ディスクは複数のサブディスクを持つことができますが、サブディスクは VM ディスク
の同じ部分に重なったり同じ部分を共有することはできません。整合性を確保するため
に、重複したサブディスクを作成しようとするコマンドはすべて VxVM によって拒否され
ます。
図 1-9 に 、1 つの物理ディスクから割り当てられた 3 つのサブディスクを持つ VM ディス
クを示します。
図 1-9
disk01-01

1 つの VM ディスクに 3 つのサブディスクが割り当てられた例
disk01-02

disk01-01
disk01-02
disk01-03

disk01-03

サブディスク

3 つのサブディスクを持つ VM ディスク

disk01

サブディスクの一部ではない VM ディスク領域は、空き領域です。空き領域を使って新
規にサブディスクを作成できます。

プレックス
VxVM は、サブディスクを使って、プレックス（またはミラー）と呼ばれる仮想オブジェクト
を作成します。プレックスは、1 つ以上の物理ディスクの 1 つ以上のサブディスクで構成
されます。
図 1-10 に、2 つのサブディスクを持つプレックスの例を示します。
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2 つのサブディスクを持つプレックスの例

図 1-10

vol01-01
disk01-01

disk01-02

disk01-01

disk01-02

2 つのサブディスクで構成されるプレックス

サブディスク

次の方法を使って、サブディスク上のデータを編成してプレックスを形成できます。
■

連結

■

ストライプ化（RAID 0）

■

ミラー化（RAID 1）

■

パリティ付きストライプ化（RAID 5）

連結、ストライプ化（RAID 0）、ミラー化（RAID 1）、および RAID 5 は、ボリュームレイアウ
トの種類です。
p.34 の 「VxVM のボリュームレイアウト」 を参照してください。

ボリューム
ボリュームはアプリケーション、データベース、ファイルシステムでは物理ディスクデバイス
と同様に認識されますが、その実体は物理ディスクデバイスに伴う物理的な制約は受け
ない仮想ディスクデバイスです。ボリュームは 1 つ以上のプレックスで構成され、それぞ
れのプレックスにはボリューム内で選択されたデータのコピーが保存されています。ボ
リュームは仮想ディスクであるため、特定のディスクまたはディスクの特定領域に制限され
ません。VxVM ユーザーインターフェースを使って、ボリュームの設定を変更できます。
ボリュームを使っているアプリケーションやファイルシステムを混乱させることなく、設定を
変更できます。たとえば、ボリュームを個別のディスク上にミラー化したり、別のディスクス
トレージを使うために移動することができます。
VxVM では、ボリュームには vol##、ボリュームのプレックスには vol##-## のデフォル
トの命名規則を使います。管理しやすくするために、作成するボリュームにより意味のあ
る名前を選択できます。
ボリュームの作成には、次の制約があります。
■

名前は最大 31 文字まで使えます。

■

最大 32 のプレックスで構成され、各プレックスには 1 つ以上のサブディスクを格納で
きます。
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■

最低 1 つの関連サブディスクを持つボリューム内に完全なデータのコピーがある関連
プレックスが、少なくとも 1 つ必要です。

■

ボリューム内のすべてのサブディスクは、同じディスクグループに所属する必要があり
ます。

図 1-11 に、1 つのプレックスを持つボリューム vol01 を示します。
1 つのプレックスを持つボリュームの例

図 1-11
vol01
vol01-01

1つのプレックスで構成されるボリューム

vol01-01
disk01-01

1つのサブディスクで構成されるプレックス

ボリューム vol01 には次のような特性があります。
■ vol01-01

という名前のプレックスが 1 つ含まれます。

■

プレックスには、disk01-01 という名前のサブディスクが 1 つ含まれます。

■

サブディスク disk01-01 は、VM ディスク disk01 から割り当てられています。

図 1-12 に、2 つのデータプレックスを持つミラーボリューム、vol06 を示します。
2 つのプレックスを持つボリュームの例

図 1-12

vol06
vol06-01

vol06-02

vol06-01

vol06-02

disk01-01

disk02-01

2つのプレックスで構成されるボリューム

プレックス

ミラーの各プレックスには、ボリュームデータの完全なコピーが格納されています。
ボリューム vol06 には次のような特性があります。
■ vol06-01
■

および vol06-02 という名前の 2 つのプレックスが含まれます。

各プレックスには 1 つのサブディスクが含まれます。

33

34

第 1 章 Veritas Volume Manager について
VxVM のボリュームレイアウト

■

各サブディスクは、異なる VM ディスク（disk01 および disk02）から割り当てられて
います。

p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。
VxVM では、サブディスクがボリュームを格納できる階層化ボリュームの概念をサポート
しています。
p.48 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。

VxVM のボリュームレイアウト
VxVM 仮想デバイスは、ボリュームで定義されます。ボリュームは、ボリュームを 1 つ以上
のプレックスへ関連付けることで定義されたレイアウトを持っています。ここで各プレックス
は 1 つ以上のサブディスクにマップされています。ボリュームは、他のアプリケーションか
らデータにアクセスするための仮想デバイスインターフェースを提供します。これらの論
理構成ブロックによって、ボリュームアドレス領域がリマップされます。これにより、I/O は
実行時にリダイレクトされます。
可用性やパフォーマンスのレベルは、ボリュームレイアウトによって異なります。必要な
サービスのレベルに合わせて、ボリュームレイアウトを設定または変更できます。

非階層化ボリューム
非階層化ボリュームでは、サブディスクは VM ディスクに直接マップされます。これによ
り、VM ディスク上のパブリックリージョンに対応する連続したストレージ領域をサブディス
クで定義することができます。アクティブな場合、VM ディスクは下位の物理ディスクに直
接関連付けられます。このため、ボリュームレイアウトと物理ディスクの組み合わせによっ
て、指定した仮想デバイスで利用できるストレージサービスが特定されます。

階層化ボリューム
階層化ボリュームは、サブディスクを下位となるボリュームにマップすることによって構成
されます。この場合、基盤となるボリュームのサブディスクは、VM ディスクにマップするこ
とで、接続されている物理ストレージにマップする必要があります。
階層化ボリュームを使うと、論理構成の組み合わせが豊富になります。そのいくつかは仮
想デバイスの設定に適しています。たとえば、階層化ボリュームでは、ストライプ化を使う
ときの高可用性が可能になります。コマンドレベルで階層化ボリュームを自由に使えるよ
うにすると管理が難しくなるため、定義済みの階層化ボリューム設定がいくつか VxVM
に組み込まれています。
p.48 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。
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これらの定義済みの設定は、組み込まれたルールにより、指定された制約内でサービス
の希望レベルを自動的に満たすように機能します。現在の設定で動作する現在のコマン
ド起動に対して最も適した機能となるように、自動的に設定します。
一連の仮想デバイスから希望のストレージサービスを実現するためには、適切な一連の
VM ディスクをディスクグループに編成し、複数の設定コマンドを実行する必要がありま
す。
VxVM は可能な限り、管理インターフェースおよび一連のレイアウトとともに初期設定と
オンライン再設定を処理し、このジョブを簡単で確定的なものにします。

レイアウト方法
仮想オブジェクトのデータは、次のレイアウト方法を使ってボリュームを作成するように編
成されます。
■

連結、分散、およびカービング
p.35 の 「連結、分散、およびカービング」 を参照してください。

■

ストライプ化（RAID 0）
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。

■

ミラー化（RAID 1）
p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

■

ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）
p.41 の 「ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）」 を参照してくださ
い。

■

ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）
p.42 の 「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）」
を参照してください。

■

RAID 5（パリティ付きストライプ化）
p.43 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。

連結、分散、およびカービング
連結（コンカチネイト）によって、データはプレックス内の 1 つ以上のサブディスクに直線
的にマップされます。コンカチネイテッドプレックス内のすべてのデータに連続的にアクセ
スする場合は、まず、最初のサブディスクのデータの先頭から末尾までアクセスします。
その後、残りのサブディスクのデータの先頭から末尾まで連続してアクセスし、最後のサ
ブディスクまでアクセスします。
コンカチネイテッドプレックス内のサブディスクは物理的に連続している必要はなく、複数
の VM ディスクに属することができます。複数の VM ディスクに存在するサブディスクを
使った連結を分散（スパン）と呼びます。
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図 1-13 に、同一の VM ディスクから 2 つのサブディスクを連結する様子を示します。
単一の LUN またはディスクが複数のサブディスクに分割され、各サブディスクが重複の
ないボリュームに属している場合は、これをカービングと呼びます。
連結ボリュームの例

図 1-13

disk01-01 Disk01-03
のデータ のデータ
n

n+1 n+2 n+3

データブロック

disk01-01

disk01-03

コンカチネイテッドサブディスクで
構成されるプレックス

disk01-01

disk01-03

サブディスク

disk01-01

disk01-02
disk01

disk01-03

VM ディスク

devname
n n+1 n+2

n+3

物理ディスク

（プレックスの先頭から順に番号付けされた）n、n+1、n+2 および n+3 の各ブロックは、プ
レックス上では連続していますが、実際には同一の物理ディスク上の 2 つの異なるサブ
ディスクから連結されたものです。
サブディスク disk01-02 と VM ディスク disk01 の残りの空き領域は、他の目的に使え
ます。
1 つのディスク上のプレックスの連続領域が十分でない場合、複数のサブディスクを用い
て連結ディスクを使えます。この連結ディスク形式は、ディスク間の負荷調整および特定
ディスク上のヘッド移動の最適化に使えます。
図 1-14 に、スパンプレックス内の 2 つのサブディスク上に分散しているデータを示しま
す。
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分散の例

図 1-14

disk01-01
のデータ
n

disk02-01
のデータ

n+1 n+2 n+3

データブロック

disk01-01

disk02-01

コンカチネイテッドサブディスクで
構成されるプレックス

disk01-01

disk02-01

サブディスク

disk01-01
disk01

disk02-01

devname1
n n+1 n+2

disk02-02

VM ディスク

disk02

devname2
n+3

物理ディスク

（プレックスの先頭から順に番号付けされた）n、n+1、n+2 および n+3 の各ブロックは、プ
レックス上では連続していますが、実際には 2 つの異なる物理ディスク上の 2 つの異な
るサブディスクから連結されたものです。
サブディスク disk02-02 と VM ディスク disk02 の残りの空き領域は、他の目的に使え
ます。
警告: 複数ディスクにまたがってプレックスを分散すると、ディスク障害により、割り当てら
れたボリュームに障害が発生する可能性が増大します。ミラー化または RAID 5 を使っ
て、1 つのディスク障害によりボリューム障害が発生するリスクを軽減します。

ストライプ化（RAID 0）
ストライプ化（RAID 0）は、物理ディスクへ読み書きするデータ量が大きく、パフォーマン
スが重要な場合に役立ちます。ストライプ化は、複数のディスクをまたぐマルチユーザー
アプリケーションの I/O 負荷を調整するのにも役立ちます。複数ディスクとの並列データ
転送を使うことにより、ストライプ化でデータアクセス性能を大幅に向上できます。
ストライプ化により、データは複数の物理ディスクにインタリーブする形でマップされます。
ストライプ化プレックスには複数のサブディスクが含まれ、複数の物理ディスク上に分散さ
れます。データは、ストライプ化プレックスのサブディスクに交互に均等に割り当てられま
す。
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サブディスクは「カラム」にグループ化され、各物理ディスクのカラムは 1 つに限定されま
す。各カラムには 1 つ以上のサブディスクが含まれます。このサブディスクは 1 つ以上の
物理ディスクから作成できます。カラムごとのサブディスクの数とサイズは様々です。必要
に応じて、サブディスクをカラムに追加できます。
警告: 複数のディスクにまたがってボリュームのストライプ化や分割を行うと、ディスク障害
によりボリューム障害が発生する可能性が増大します。
5 つのボリュームが同じ 5 つのディスク上にストライプ化された場合、5 つのディスクのど
れか 1 つに障害が発生すると、5 つすべてのボリュームをバックアップから復元する必要
があります。各ボリュームが個別のディスク上にある場合は、復元するボリュームは 1 つの
みです（ストライプ化の代わりに、またはストライプ化と組み合わせてミラー化や RAID 5
を使うと、1 つのディスク障害により多数のボリューム障害が発生する可能性を大幅に軽
減できます）。
データは同じサイズのストライプユニットに分けられ、カラム間にインタリーブされます。各
ストライプユニットは、ディスク上の連続した一連のブロックです。デフォルトのストライプユ
ニットサイズは 64 KB です。
図 1-15 に、ストライプ化プレックスの 3 つのカラム、6 つのストライプユニット、および 3 つ
のカラムにわたってストライプ化されたデータの例を示します。
図 1-15

ストライプ
1
ストライプ
2

3 つのカラムからなるストライプ化プレックス
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ
ユニット
1
ストライプ
ユニット
4

ストライプ
ユニット
2
ストライプ
ユニット
5

ストライプ
ユニット
3
ストライプ
ユニット
6

サブディスク
1

サブディスク
2

サブディスク
3

プレックス
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ストライプは、すべてのカラムにまたがって同じ位置に存在する一連のストライプユニット
から構成されます。この図では、ストライプユニット 1、2、3 によって 1 つのストライプが構
成されています。
順番に見た場合、最初のストライプの構成要素は次のとおりです。
■

カラム 0 のストライプユニット 1

■

カラム 1 のストライプユニット 2

■

カラム 2 のストライプユニット 3

2 番目のストライプの構成要素は次のとおりです。
■

カラム 0 のストライプユニット 4

■

カラム 1 のストライプユニット 5

■

カラム 2 のストライプユニット 6

ストライプ化は、カラムのサイズの終わりまで（すべてのカラムが同じサイズの場合）、サイ
ズが違う場合は最も短いカラムの最後に到達するまで続行されます。長いカラムのサブ
ディスクの最後に残っている領域は、未使用領域となります。
図 1-16 に、サブディスク 1 つを持つ等しいサイズのカラムが 3 つあるストライプ化プレッ
クスを示します。
カラムごとに 1 つのサブディスクを持つストライプ化プレックスの例

図 1-16
su1

su2

su3

su4

su5

su6

ストライプ
ユニット

カラム 0

カラム 1

カラム 2

disk01-01

disk02-01

disk03-01

ストライプ化
プレックス

disk01-01

disk02-01

disk03-01

サブディスク

disk01-01

disk02-01

disk03-01

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

su1 su4

su2 su5

su3

su6

VM ディスク

物理ディスク
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物理ディスクごとに 1 つのカラムがあります。この例では、VM ディスクのすべての領域を
使う 3 つのサブディスクを示しています。ストライプ化プレックスの各サブディスクが VM
ディスクの一部のみを使うこともあります。この場合、空き領域を他のディスク管理タスクに
使えます。
図 1-17 に、異なるサイズのサブディスクが含まれている 3 つのカラムのあるストライプ化
プレックスを示します。
1 つのカラムにコンカチネイテッドサブディスクが存在するストライプ
化プレックスの例

図 1-17

su1

カラム 0

su2

su3

su4

su5

su6

カラム 1

カラム 2

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk02-01

disk03-01

disk01-01

disk03-02
disk02-02

disk03-03

disk01

disk02

disk03

devname1

devname2

devname3

su1 su4

su2 su5

su3 su6

ストライプ
ユニット

ストライプ化
プレックス

サブディスク

VM ディスク

物理ディスク

各カラムには、異なる数のサブディスクが含まれています。物理ディスクごとに 1 つのカラ
ムがあります。ストライプ化プレックスは、ストライプ化する各 VM ディスクからサブディスク
を 1 つずつ使って作成できます。同じディスクの異なる領域または別のディスクの領域か
ら領域を割り当てることもできます（たとえば、プレックスのサイズが増加する場合）。カラ
ムには異なる VM ディスクのサブディスクを含めることもできます。
p.319 の 「ストライプボリュームの作成」 を参照してください。
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ミラー化（RAID 1）
ミラー化では、複数のミラー（プレックス）を使って、ボリュームに保存されている情報のコ
ピーを複製します。物理ディスクの障害発生時、障害が発生したディスク上のプレックス
は利用できなくなりますが、システムは影響を受けていないミラーを使って、動作を続行
します。同様に、2 つの別々のコントローラの 2 つの LUN をミラー化すると、システムは
コントローラ障害が発生した場合でも動作できます。
ボリュームには 1 つのプレックスのみ存在する場合もありますが、データの冗長性を確保
するには、少なくとも 2 つのプレックスが必要です。冗長性を実現するには、これらの各
プレックスが、異なるディスクからディスク領域を得る必要があります。
多数のディスクにまたがってストライプ化または分散を実行する場合、これらのディスクの
いずれかに障害が発生すると、プレックス全体が使えなくなります。複数のディスクの 1
つに障害が発生する確率は相当に高いため、ストライプボリュームまたはスパンボリュー
ムの信頼性（および可用性）を改善するためにミラー化を検討する必要があります。
p.313 の 「ミラーボリュームの作成」 を参照してください。
p.321 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャにわたるミラーの作成」 を参照して
ください。

ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）
VxVM では、ストライプ化されたプレックスのミラー化をサポートしています。ストライプ化
にミラー化を加えたレイアウトをミラー化ストライプレイアウトと呼びます。ミラー化ストライプ
レイアウトでは、複数ディスクにデータを分散するストライプ化の利点と、データの冗長性
を確保するミラー化の利点の両方が得られます。
ストライプ化されたプレックスのミラー化を有効にするには、ストライプ化プレックスとそのミ
ラーが異なるディスクから割り当てられる必要があります。
図 1-18 に、3 つのディスクにストライプ化された 2 つのプレックスがミラーとして同じボ
リュームに接続され、ミラー化ストライプボリュームを作成している例を示します。
6 つのディスク上にレイアウトされたミラー化ストライプボリューム

図 1-18

ミラー化ストライプ
ボリューム
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ化
プレックス

ミラー
カラム 0

カラム 1

カラム 2

ストライプ化
プレックス
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p.320 の 「ミラー化ストライプボリュームの作成」 を参照してください。
各ミラーのデータプレックスのレイアウトタイプは、連結またはストライプにできます。ストラ
イプ化されているミラーが 1 つのみであっても、そのボリュームをミラー化ストライプボリュー
ムと呼びます。連結プレックスをミラー化したボリュームはミラー化連結ボリュームと呼びま
す。

ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）
VxVM では、ミラー化されたプレックスのストライプ化をサポートしています。ミラー化にス
トライプ化を加えたレイアウトをストライプ化ミラーレイアウトと呼びます。プレックスをストラ
イプ化する前にミラー化することで、ストライプの各カラムをミラー化します。各カラムにサ
ブディスクが複数ある場合、各カラムではなく、各サブディスクを独立した状態でミラー化
できます。
ストライプ化ミラーボリュームは、階層化ボリュームの一種です。
p.48 の 「階層化ボリューム」 を参照してください。
ミラー化ストライプボリュームと同様に、ストライプ化ミラーボリュームでは、複数ディスクに
データを分散するストライプ化の利点と、データの冗長性を確保するミラー化の利点の両
方が得られます。さらに、冗長性が向上し、ディスク障害後の修復時間が短縮されます。
図 1-19 に、既存の 2 ディスク構成のミラーボリュームを 3 つ使ってストライプ化プレック
ス内に個別のカラムを形成し、ストライプ化ミラーボリュームを作成する例を示します。
6 つのディスク上にレイアウトされたストライプ化ミラーボリューム

図 1-19

階層化ミラーサブボリューム
ストライプ化
ミラーボリューム
カラム 0

カラム 1

カラム 2

カラム 0

カラム 1

カラム 2

ミラー

ストライプ化
プレックス

p.321 の 「ストライプ化ミラーボリュームの作成」 を参照してください。
図 1-20 に、ミラー化ストライプレイアウト 1 つのディスク障害によってデータプレックス全
体が切断され、ボリューム全体の冗長性が失われることを示します。
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図 1-20

1 つのディスク障害がミラー化ストライプボリュームとストライプ化ミ
ラーボリュームに与える影響
冗長性を持たない
ミラー化ストライプ
ストライプ化
ボリューム
プレックス
ミラー
切断された
ストライプ化
プレックス
ディスク障害でプレックスが切断される
部分的冗長性を持つ
ストライプ化
ミラーボリューム

ミラー

ストライプ化
プレックス
ディスク障害によりミラーから冗長性が削除される

ディスク交換時に、プレックス全体を更新する必要があります。プレックス全体のリカバリ
には、膨大な時間を要することがあります。ストライプ化ミラーレイアウトの場合、ディスク
障害の発生時に切断する必要があるのは障害の発生したサブディスクのみであり、その
部分に限りボリュームの冗長性が失われます。ディスク交換時に修復を要するのは、ボ
リュームの一部のみです。さらに、ミラー化ストライプボリュームの場合、手動またはホット
リロケーションで最初の障害ディスクが交換される前に 2 番目のディスクに障害が生じる
と、ボリューム全体が使えなくなります。
ミラー化ストライプボリュームと比較して、ストライプ化ミラーボリュームはディスク障害に強
く、修復時間が短くなります。
下位のミラーボリュームをストライプ化する代わりに、階層化ボリュームを連結ボリュームか
ら構成する場合、ボリュームは連結ミラーボリュームと呼ばれます。

RAID 5（パリティ付きストライプ化）
ミラー化（RAID 1）と RAID 5 はいずれもデータの冗長性を実現しますが、使う方法は異
なります。ミラー化を行うと、ボリュームのデータの完全コピーが複数保持されるため、デー
タの冗長性が確保されます。ミラーボリュームに書き込まれたデータはすべてのコピーに
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反映されます。ミラーボリュームの一部に障害が生じても、システムはデータの他のコピー
を使い続けます。
RAID 5 では、パリティを使ってデータの冗長性を確保します。パリティは、障害後にデー
タを復元するために使う計算値です。データが RAID 5 ボリュームに書き込まれている
間、データに対し、排他的論理和（XOR）を使ってパリティが計算されます。計算されたパ
リティはボリュームに書き込まれます。データと計算されたパリティは、複数のディスクをま
たがって「ストライプ化された」プレックスに保存されます。RAID 5 ボリュームの一部に障
害が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当する部分に存在していたデータは
残りのデータとパリティ情報から再作成されます。また、このレイアウトでは、連結とストライ
プ化を混合することも可能です。
図 1-21 に、RAID 5 アレイ設定でのパリティの位置を示します。
図 1-21

ストライプ 1
ストライプ 2
ストライプ 3
ストライプ 4

RAID 5 モデルのパリティ位置

データ
データ

データ

パリティ

パリティ

データ
Data

パリティ

データ

データ

データ

データ

パリティ

各ストライプには、パリティストライプユニットが含まれているカラムと、データが含まれてい
るカラムが存在します。パリティはアレイ内のすべてのディスクに分散されます。この場合、
書き込みをする際に 1 つのパリティディスクがデータを受け入れるまで待つ必要がない
ため、大規模な独立した書き込み時間が短縮されます。
RAID 5 ボリュームでは、修復時間を最短にするために、さらにログを記録できます。RAID
5 ボリュームでは、RAID 5 ログを使って現在書き込まれているデータとパリティのコピー
を保存します。RAID 5 ログはオプションで、RAID 5 ボリュームと一緒に作成することも、
後で追加することもできます。
p.45 の 「Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ」 を参照してください。
メモ: VxVM では、専用ディスクグループ上で構成するボリュームに対する RAID 5 レイ
アウトをサポートしていますが、CVM 環境の共有ディスクグループ上で構成するボリュー
ムに対するレイアウトとしてはサポートしていません。また、VxVM では Veritas Volume
Manager ソフトウェアを使って設定された RAID 5 ボリュームのミラー化もサポートしてい
ません。RAID 5 LUN ハードウェアはミラー化できます。
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従来の RAID 5 アレイ
従来の RAID 5 アレイでは、複数のディスクが行とカラムで構成されています。カラムは、
アレイ内で同じ順序に配置された複数のディスクです。行は、パリティストライプのストライ
プ幅全体を使ってサポートすることが可能な最小数のディスクです。
図 1-22 に、従来の RAID 5 アレイの行およびカラムの配列を示します。
図 1-22

従来の RAID 5 アレイ

ストライプ 1
ストライプ 3

行0

ストライプ 2
行1

カラム 0

カラム 1

カラム 2

カラム 3

この従来のアレイ構造では、カラムごとに行を追加してアレイを拡張することができます。
ストライプ化は、行 0 のディスクにまたがって最初のストライプを適用し、次に行 1 のディ
スクにまたがって 2 番目のストライプを適用し、次に、行 0 のディスクにまたがって 3 番目
のストライプを適用する、というように実現します。このタイプのアレイでは、すべてのディ
スクカラムおよび行が同じサイズである必要があります。

Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ
Varitas Volume Manager の RAID 5 アレイ構造は、従来のアレイ構造とは異なります。
ディスクと他のオブジェクトが仮想のものなので、VxVM では行を使いません。
図 1-23 に、各サブディスクがディスクの特定領域を表す、変数長サブディスクで構成さ
れるカラムを VxVM が使う方法を示します。
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図 1-23

Veritas Volume Manager の RAID 5 アレイ

ストライプ 1
ストライプ 2
SD

SD
SD

SD

SD
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カラム 1

カラム 2

カラム 3

SD =
サブディスク

VxVM では、RAID 5 プレックスの各カラムを、異なる数のサブディスクで構成できます。
指定したカラムのサブディスクは、異なる物理ディスクをもとに作成できます。必要に応じ
て、サブディスクをカラムに追加できます。ストライプ化は、各カラムの最上部の各ディス
クにまたがって最初のストライプを適用し、続いてその次にストライプを適用するというよう
に繰り返して、カラムの最後まで続けます。各カラムには、同じサイズのストライプユニット
を使います。RAID 5 の場合、デフォルトのストライプユニットサイズは 16 KB です。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
メモ: RAID 5 ボリュームのミラー化は、サポートされていません。
p.323 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参照してください。

左対称レイアウト
RAID 5 アレイの設定に使えるデータとパリティのレイアウトは複数あります。VxVM での
RAID 5 の実現には、左対称レイアウトを使います。これによって、ランダム I/O 操作と大
規模な連続 I/O 操作の両方の処理効率が最適化されます。ただし、レイアウト選択より、
カラム数とストライプユニットサイズのほうが処理効率に大きな影響を与えます。
左対称レイアウトでは、カラムのデータとパリティの両方がストライプ化され、データの各ス
トライプについて、パリティは異なるカラムに配置されます。最初のパリティストライプユニッ
トは、最初のストライプの最も右側のカラムに配置されます。各後続パリティストライプユ
ニットは、前のパリティストライプユニットの位置から 1 つ左のカラムにシフトされた、次の
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ストライプに配置されます。カラムよりストライプが多い場合は、パリティストライプユニット
の配置は一番右のカラムから再度開始されます。
図 1-24 に、5 つのディスク（1 カラムに 1 つずつ）が存在する左対称パリティレイアウトを
示します。
左対称レイアウト

図 1-24
カラム
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8
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データストライプ
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各ストライプに対して、データはパリティストライプユニットの右から開始されるように配置
されます。図では、最初のストライプのデータ配置は P0 から、ストライプユニット 0 - 3 ま
で連続的に配置されます。2 番目のデータ配置は P1 から、ストライプユニット 4 までおよ
びストライプユニット 5 - 7 まで連続的に配置されます。残りのストライプについてもこのよ
うにデータが配置されます。
各パリティストライプユニットには、同じストライプ内のデータストライプユニットのデータに
実行された排他的論理和（XOR）演算の結果が保存されています。ハードウェアまたはソ
フトウェアの障害のため、1 つのカラムのデータにアクセスできない場合は、残りのカラム
のデータストライプユニットの内容をそれぞれのパリティストライプユニットに対して XOR
演算することにより、各ストライプのデータを修復できます。
たとえば、一番左のカラムの一部または全部に対応するディスクに障害が生じた場合、ボ
リュームは縮退モードで配置されます。縮退モードでは、ストライプユニット 1 - 3 をパリティ
ストライプユニット P0 に対して XOR 演算してストライプユニット 0 を再作成し、次にストラ
イプユニット 4、6、7 をパリティストライプユニット P1 に対して XOR 演算してストライプユ
ニット 5 を再作成するというように、障害のあるカラムのデータを再作成できます。
RAID 5 プレックスで複数のカラムに障害が生じると、ボリュームは切断されます。ボリュー
ムでは、読み取りまたは書き込み要求を受け付けることができなくなります。障害のあるカ
ラムが修復されると、バックアップからユーザーデータを復元する必要があります。
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RAID 5 ログ
ログを使って、変更とパリティを永続デバイス（ディスク上のボリュームや非揮発性 RAM
など）上のログ領域に即座に記録することにより、修復中のデータの破損を防止します。
ログを記録した後に、新しいデータとパリティがディスクに書き込まれます。
ログを記録しないと、RAID 5 ボリュームのディスクとシステムの両方に障害が生じた場合、
アクティブな書き込みに関与していないデータが損失したり、知らないうちに破損する可
能性があります。このように 2 重に障害が生じた場合、ディスクのデータ部分に書き込ま
れたデータやパリティ部分に書き込まれたパリティが実際に書き込まれたかどうかを知る
ことができません。したがって、破損されたディスクのリカバリ自体も破損されている可能
性があります。
図 1-25 に、3 つのディスク（A、B、C）上に設定された RAID 5 ボリュームを示します。
図 1-25

RAID 5 ボリュームへの不完全な書き込み

ディスク A

ディスク B

書き込みが
完了したデ
ータ

ディスク C

破損された
データ

不完全なパ
リティ書き
込み

このボリュームで、ディスク B の破損したデータを修復できるかどうかは、ディスク A のデー
タとディスク C のパリティが完全であるかどうかで決まります。ただし、ディスク A へのデー
タ書き込みのみが完了しています。ディスク C へのパリティ書き込みが不完全なため、
ディスク B のデータが不正確に復元される可能性があります。
この障害は、すべてのデータとパリティの書き込みをログに記録してからアレイに書き込
むことで回避できます。この方法では、障害のあるドライブを復元する前に、ログを再生す
ることにより、データとパリティの更新を完了できます。
サブディスクをログプレックスとして追加することにより、ログは RAID 5 ボリュームに関連
付けられます。各 RAID 5 ボリュームに、複数のログプレックスを作成できます。この場合、
ログ領域はミラー化されます。
p.376 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

階層化ボリューム
階層化ボリュームは、他のボリュームの上に構築される Veritas Volume Manager 仮想
オブジェクトです。階層化ボリューム構造では、標準ボリューム構造より障害に対して強
く、冗長性にも優れています。たとえば、ストライプ化ミラー階層化ボリュームの場合、各ミ
ラー（プレックス）はより小さなストレージを対象とするため、リカバリは標準的なミラーボ
リュームより速くなります。
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図 1-26 に、下位のミラーボリュームから構築されているサブディスクで各カラムが表され
る標準的なストライプ化ミラー階層化ボリュームを示します。
図 1-26

ストライプ化ミラー階層化ボリュームの例
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ユーザーは、ユーザー管理領域にあるボリュームとストライプ化プレックスを使って、VxVM
で通常のタスクを実行することができます。ユーザータスクは、階層化ボリュームの最上
位ボリュームでのみ実行されます。
VxVM の管理領域にある下位ボリュームは VxVM により排他的に使われ、ユーザーに
よる操作はできません。内部構造を操作して階層化ボリュームを切断したり、下位ボリュー
ムで他の操作を実行することはできません。必要な操作（ボリュームのサイズ変更、カラム
幅の変更、カラムの追加など）はすべて、最上位ボリュームとストライプ化プレックスを含
むユーザー管理領域で実行できます。
システム管理者は、トラブルシューティングやその他の処理（たとえば、特定のディスクに
データを配置するなど）のために、階層化ボリューム構造を操作できます。階層化ボリュー
ムは、次のタスクと操作を実行するために VxVM で使われます。
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ストライプ化ミラーの作成

p.321 の 「ストライプ化ミラーボリュームの作成」 を参照
してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。

連結ミラーの作成

p.314 の 「連結ミラーボリュームの作成」 を参照してく
ださい。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。

オンライン再レイアウト

p.50 の 「オンライン再レイアウト」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。
vxrelayout（1M）マニュアルページを参照してくだ
さい。

RAID 5 サブディスクの移動

vxsd（1M）マニュアルページを参照してください。

スナップショットの作成

p.379 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照
してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

オンライン再レイアウト
オンライン再レイアウトを使うと、データアクセスを中断することなく、VxVM 内のストレー
ジレイアウトを変換することができます。通常、ボリュームの冗長性またはパフォーマンス
特性を変更する場合に、この操作を実行します。VxVM では、データを複製する（ミラー
化）か、パリティを追加する（RAID 5）ことによって、ストレージの冗長性を確保します。
VxVM のストレージのパフォーマンス特性は、ストライプ化のパラメータを変更することに
よって変更できます。このパラメータはカラム数とストライプ幅です。
p.368 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。
p.375 の 「階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換」 を参照してください。

オンライン再レイアウトの動作方法
オンライン再レイアウトを使うと、データアクセスを妨げることなく、すでに作成したストレー
ジレイアウトを変更することができます。特定のレイアウトの処理効率特性を、変更した必
要条件に合うように変更できます。1 つのコマンドを呼び出して、あるレイアウトを別のレイ
アウトに変換できます。
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たとえば、ストライプユニットサイズが 128 KB に設定されたストライプレイアウトで最適の
処理効率が得られない場合は、再レイアウトを使って、ストライプユニットサイズを変更で
きます。
ボリューム上にマウントされたファイルシステム（Veritas File System など）がオンライン
での拡大操作と縮小操作をサポートしている場合は、この変換を実行するために、ファイ
ルシステムのマウントを解除する必要はありません。
オンライン再レイアウトでは、既存のストレージ領域を再利用し、新しいレイアウトのニーズ
に応える領域割り当てポリシーがあります。レイアウト変換プロセスでは、ディスクグルー
プで利用できる最小限の一時使用領域を使って、所定のボリュームが指定されたレイア
ウトに変換されます。
ソースレイアウトのデータを一度に一部ずつ指定されたレイアウトに移動して、変換が実
行されます。データはソースボリュームから一時使用領域にコピーされ、その部分がソー
スボリュームストレージから削除されます。すると、ソースボリュームストレージは新しいレ
イアウトに変換され、一時使用領域に保存されているデータが新しいレイアウトに書き込
まれます。この操作は、ソースボリュームのすべてのストレージとデータが新しいレイアウ
トに変換されるまで繰り返されます。
再レイアウトで使われる一時使用領域のデフォルトサイズは、ボリュームのサイズや再レイ
アウトのタイプによって異なります。50 MB を超えるボリュームの場合、必要な一時使用
領域は通常、ボリュームのサイズの 10%（50 MB - 1 GB）になります。50 MB 未満のボ
リュームの場合は、ボリュームと同サイズの一時使用領域が必要です。
ディスクグループ内に一時使用領域用の空き領域が十分に存在しない場合は、必要な
ブロック数を示す次のエラーメッセージが表示されます。
tmpsize too small to perform this relayout (nblks minimum required)
tmpsize 属性を vxassist に使って、一時使用領域に使うデフォルトサイズを上書きで

きます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

一時使用領域と同様に、ストライプボリュームのカラムのサイズを拡大するには、一時使
用中間ボリュームに領域が必要になります。ターゲットボリュームとソースボリュームのカラ
ムのサイズの差に相当する領域が必要です。たとえば、長さが 30GM の 4 つのカラムで
構成される 150GM のストライプボリュームを長さが 50 GM の 3 つのカラムとして再レイ
アウトするには、20GB の一時使用追加領域が必要です。場合によっては、必要な一時
使用領域はより大きくなります。たとえば、5 つのカラムで構成される 150 GB のストライプ
ボリュームを、連結ボリューム（実際には 1 つのカラム）に再レイアウトするには、一時使用
の中間ボリュームとして 120 GB が必要になります。
実行する再レイアウトのタイプによっては、再レイアウト先のボリュームに追加の永続ディ
スク領域が必要になります。たとえば、ストライプボリュームのカラム数を変更した場合が
これに該当します。
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図 1-27 に、カラム数を減らすことによってボリュームに必要なディスク数が増加するケー
スを示します。
ボリューム内のカラム数を減らす例

図 1-27

各カラムのサイズが L の 5 つのカラム

各カラムのサイズが 5L/3 の 3 カラム

ボリュームのサイズは変わりませんが、カラムの 1 つの拡張先としてディスクを 1 つ追加
する必要があるので注意してください。
オンライン再レイアウトを使って実行できる操作の例を次に示します。
■

RAID 5 ボリュームを連結ボリューム、ストライプボリュームまたは階層化ボリュームか
ら削除します。
図 1-28 に、レイアウトを RAID 5 ボリュームに適用する例を示します。
RAID 5 ボリュームをストライプボリュームに再レイアウトする例

図 1-28

RAID-5 ボリューム

ストライプボリューム

パリティを削除すると、ボリュームに必要なストレージ領域の総量が減少します。
■

パリティをボリュームに追加して、RAID 5 ボリュームに変更します。
図 1-29 に例を示します。

図 1-29

連結ボリュームを RAID 5 ボリュームに再レイアウトする例

連結
ボリューム
RAID-5 ボリューム

パリティを追加すると、ボリュームに必要なストレージ領域の総量が増加します。
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■

ボリューム内のカラム数を変更する場合。
図 1-30 に、カラム数を変更する例を示します。

図 1-30

ボリューム内のカラム数を増やす例

2 つのカラム

3 つのカラム

ボリュームのサイズを保つためにカラムサイズが縮小されます。
■

ボリューム内のカラムストライプ幅を変更する場合。
図 1-31 に、カラムのストライプ幅を変更する例を示します。

図 1-31

ボリューム内のカラムのストライプ幅を増加する例

p.368 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を参照してください。
p.369 の 「可能な再レイアウト変換」 を参照してください。

オンライン再レイアウトの制限
オンライン再レイアウトには次の制限があることに注意してください。
■

ログプレックスは変換できません。

■

ボリュームスナップショットは、ボリューム上でオンライン再レイアウト操作が実行されて
いるときは作成できません。

■

オンライン再レイアウトでは、単一の操作で非階層化ミラーボリュームが作成できませ
ん。vxassist relayout または vxrelayout コマンドに mirror-stripe または
mirror-concat などの非階層化ミラーレイアウトを指定しても、常に階層化ミラーボ
リュームが作成されます。vxassist convert コマンドを使って、再レイアウトで作成
された階層化ミラーボリュームを非階層化ボリュームに変換してください。
p.375 の 「階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換」 を参照してください。

■

オンライン再レイアウトは、vxassist コマンド、Storage Foundation Manager（SFM）、
Veritas Enterprise Administrator（VEA）を使って作成されたボリュームにのみ使
えます。
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■

一般的な仕様上の制限事項として、変換先レイアウトを作成するために必要な最小
数の物理ディスクが適用されます。たとえば、ミラーボリュームには少なくともミラーと
同数のディスクが必要です。ストライプボリュームおよび RAID 5 ボリュームには少な
くともカラムと同数のディスクが必要です。ストライプ化ミラーボリュームには少なくとも
ミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスクが必要です。

■

レイアウト変換を適用するには、ミラーボリューム内のプレックスに同じストライプ幅とカ
ラム数が必要です。各プレックスのレイアウトが一致しない限り、再レイアウトは実行で
きません。

■

オンライン再レイアウトでは、スパースプレックスを変換できません。また、プレックスを
分散させることもできません（スパースプレックスは、ボリュームと同じサイズのプレック
スではありません。また、どのサブディスクにもマップされていない領域があるプレック
スです）。

■

ミラーボリューム内のミラー数は、再レイアウトでは変更できません。代わりのコマンド
を使います。

■

一度にボリュームに適用できるレイアウトは 1 つだけです。

変換の特性
データをあるレイアウトから別のレイアウトへ変換するには、データを既存のレイアウトから
新しいレイアウトに再配置する必要があります。変換中、オンライン再レイアウトでは、使う
一時使用領域をミラー化して、データの冗長性を保持します。変換中は、データの読み
取りおよび書き込みアクセスは割り込まれません。
変換中にシステムに障害が生じても、データは破損されません。システムが復元された後
も変換は続行され、読み取りおよび書き込みアクセスは維持されます。
いつでもレイアウト変換プロセスをリバースできますが、データは以前の正確なストレージ
位置に返されない場合もあります。進行中の変換をリバースする前に、その変換を停止
する必要があります。
vxrelayout status volume コマンドを使って、変換方向を指定できます。

データを移動するための十分な冗長性と領域があれば、これらの変換処理は I/O 障害
から保護されます。

変換とボリュームのサイズ
レイアウト変換によっては、ボリュームのサイズが増減します。このような状態が生じたら、
オンライン再レイアウトで vxresize コマンドを使って、ファイルシステムを縮小または拡
大します。
p.344 の 「ボリュームのサイズ変更」 を参照してください。
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ボリュームの再同期
データを冗長性を持って保存したり、ミラーボリュームまたは RAID 5 ボリュームを使う場
合、VxVM は、データのすべてのコピーが完全に一致するようにします。ただし、ある状
況下では（通常、全体的なシステム障害のため）、ボリューム上の冗長データの一貫性が
失われたり、同期化されないことがあります。ミラーデータは、もとのデータと厳密に同じ
ではありません。このような状況は、通常の設定変更（プレックスの切断および再接続な
ど）の他、データがボリュームに書き込まれている最中にシステムがクラッシュしたときなど
に、生じることがあります。
データは、RAID 5 ボリュームのデータとパリティのように、並行してボリュームのミラーに
書き込まれます。個々の書き込みが完了する前にシステムがクラッシュした場合は、完了
している書き込みと完了していない書き込みが生じることがあります。このため、データが
同期化されないことがあります。ミラーボリュームの場合、読み取り要求を満たすために異
なるミラーが使われると、ボリュームの同じ領域からの 2 つの読み取りが異なる結果を返
すことがあります。RAID 5 ボリュームの場合、パリティが破損し、不正なデータが復元さ
れることになります。
VxVM は、すべてのミラーで完全に同じデータが保持され、RAID 5 ボリュームのデータ
とパリティが一致するようにします。このプロセスをボリュームの再同期と呼びます。起動
時に自動的にインポートされるディスクグループ（通常、システム全体で予約済みのディ
スクグループとしてエイリアスが設定されるディスクグループ bootdg）の一部であるボリュー
ムでは、システムが再ブートすると、再同期が実行されます。
すべてのボリュームで、システム障害後の再同期を必要とするわけではありません。書き
込みがされたことのないボリュームや休止状態の（すなわち、有効な I/O がない）ボリュー
ムは、システム障害が生じたとき未処理の書き込みがないため、再同期の必要はありませ
ん。

ダーティフラグ
VxVM はボリュームが最初に書き込まれると、それを記録し、ダーティとして設定します。
ボリュームについてすべてのプロセスが終了したか、ボリュームが管理者によってクリーン
な状態で停止され、すべての書き込みが完了している場合、VxVM はそのボリュームの
ダーティフラグを削除します。ダーティとして設定されているボリュームのみ再同期が必要
です。

再同期プロセス
再同期のプロセスはボリュームタイプによって異なります。ミラーボリュームの場合は、ボ
リュームがリカバリモード（読み取り-ライトバックリカバリモードとも呼びます）となり再同期
が実行されます。ボリューム内のデータの再同期は、バックグラウンドで実行されます。そ
のため、リカバリ実行中でもボリュームを使えます。RAID 5 ログを含む RAID 5 ボリュー
ムは、これらのログを再生できます。ログが利用できない場合、ボリュームは復元リカバリ
モードとなり、すべてのパリティが再生成されます。
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再同期は、システムの処理効率に影響を与える可能性があります。リカバリプロセスを実
行すると、特定のディスクやコントローラにストレスを与えないように、リカバリが分散され、
この影響が軽減されます。
大規模なボリュームや多数のボリュームの場合、再同期プロセスに時間がかかることがあ
ります。これらの影響は、ミラーボリュームに DRL（dirty region logging）と FastResync
（高速ミラー再同期）を使うか、または RAID 5 ボリュームに RAID 5 ログを使うことにより、
最小限に抑えることができます。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
Oracle で使われるミラーボリュームについては、パフォーマンスをさらに向上する
SmartSync 機能を使うことができます。
p.57 の 「SmartSync Recovery Accelerator」 を参照してください。

DRL
DRL（dirty region logging）を有効にすると、システムクラッシュ後のミラーボリュームの
リカバリが高速化されます。DRL では、ミラーボリュームへの I/O 書き込みのために変更
された領域を追跡します。DRL ではこの情報を使って、ボリュームのこれらの部分のみを
修復します。
DRL を使っておらずシステムに障害が生じた場合は、ボリュームのすべてのミラーを復元
して整合性のある状態にする必要があります。ミラーからボリュームの全内容がコピーさ
れて、リストアが完了します。このプロセスは長くかかり、I/O を集約的に使います。
メモ: DRL を使うと、大部分の書き込みアクセスパターンで I/O 負荷が少し増加します。
このオーバーヘッドは、SmartSync を使うことによって削減されます。
バージョン 20 の DCO ボリュームをボリュームに関連付けた場合、DCO ボリュームの一部
を使って DRL ログを保存できます。バージョン 20 の DCO ボリュームが存在するボリュー
ム用に、DRL ログを個別に作成する必要はありません。
p.63 の 「DCO ボリュームのバージョン管理」 を参照してください。

ログサブディスクとログプレックス
DRL ログサブディスクは、有効になったミラーボリュームの DRL を保存します。DRL が有
効になったボリュームには、少なくとも 1 つのログサブディスクが存在します。複数のログ
サブディスクを使って DRL をミラー化できます。各ログサブディスクは、ボリュームのプレッ
クスの 1 つと関連付けられます。各プレックスに配置できるログサブディスクは 1 つのみ
です。プレックスにログサブディスクのみがあり、データサブディスクがない場合、そのプ
レックスはログプレックスと呼ばれます。
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ログサブディスクは、データサブディスクを含む通常のプレックスと関連付けることもできま
す。この場合、プレックスをそのデータサブディスクの 1 つでの障害のために切断する必
要があるときは、ログサブディスクが利用できなくなる可能性があります。
vxassist コマンドを使って DRL を作成すると、デフォルトで 1 つのログサブディスクを

含むログプレックスが作成されます。DRL は、ログサブディスクを作成し、それをプレック
スに関連付けて、手動で設定することもできます。その場合、プレックスにはログとデータ
サブディスクの両方が含まれます。

シーケンシャル DRL
データベースログの再生に使うボリュームなどのボリュームは、連続して書き込まれるた
め、DRL ビットの遅延書き込みのパフォーマンスに対する効果はありません。これらのボ
リュームには、シーケンシャル DRL を使って、遅延書き込みを防ぎ、ダーティリージョン
数を抑えることができます。これによって迅速に修復できます。ただし、シーケンシャル
DRL をランダムに書き込まれたボリュームに適用すると、実行できる並行書き込み数が制
限されるため、処理効率の障害となることがあります。
p.358 の 「ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加」 を参照してください。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。

SmartSync Recovery Accelerator
Veritas Volume Manager の SmartSync 機能によって、変更データのみ再同期するこ
とで、ミラーデータベースボリュームの可用性が増加します（ミラーデータベースの再同期
プロセスは、リシルバリングと呼ばれることもあります）。SmartSync によって、ミッションク
リティカルなアプリケーションの I/O 帯域幅をより多く利用できるようにすることで、データ
ベースの一貫性を復元するために必要な時間が短縮されます。SmartSync では、VxVM
ボリューム、VxFS ファイルシステム、および Oracle データベースの間の拡張されたイン
ターフェースを使って、ミラー再同期中の不必要な作業を回避したり、DRL の I/O オー
バーヘッドを削減したりします。たとえば、Oracle® は、自動的に SmartSync を利用し
て、使用可能なときにデータベースの再同期を実行します。
メモ: ファイルシステムが含まれているボリュームで SmartSync を使うには、Veritas File
System（VxFS）の Oracle データベースリシルバリング機能の説明を参照してください。
次の項では、VxVM の RAW ボリュームと SmartSync を設定する方法について説明し
ます。データベースは次のタイプのボリュームを使います。
■

データボリュームは、データベース（コントロールファイルとテーブルスペースファイル）
が使うボリュームです。

■

REDO ログボリュームには、データベースの REDO ログが保存されています。
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SmartSync はこれら 2 つのタイプのボリュームに対して異なる動作をします。そのため、
以下の項の説明に従ってこれらのボリュームを正しく設定する必要があります。

データボリュームの設定
データボリュームの修復は、システムの起動時ではなく、データベースソフトウェアが起動
したときに実行されます。これによって、システムを再ブートした場合、データボリュームの
リカバリが全体に影響しないようにします。リカバリはデータベースによって制御されるた
め、ボリュームのリカバリ時間はデータベースのリシルバリング時間（すなわち、REDO ロ
グを再生するのに必要な時間）となります。
データベースでは独自のログを保存しているため、VxVM がログを取る必要はありませ
ん。データボリュームは、DRL のないミラーボリュームとして設定する必要があります。こ
れによって、リカバリ時間が改善されるだけでなく、DRL によるランタイムの I/O オーバー
ヘッドが回避され、通常のデータベース書き込みアクセスを向上させます。

REDO ログボリュームの設定
REDO ログは、データベースのデータの変更ログです。データベースでは、REDO ログ
への変更を管理していないため、リシルバリングが必要な REDO ログの範囲情報は提供
できません。REDO ログは連続書き込みが実行されますが、それに対し従来の DRL はラ
ンダム書き込みデータに対して最も有効なので、REDO ログのリカバリ時間を短縮するた
めには使用を抑える必要があります。ただし、VxVM では、DRL 機能の動作を変更して、
連続アクセスパターンを適用することにより、ダーティリージョン数を低下させ、連続書き
込みに最適化させることができます。シーケンシャル DRL は、リカバリに必要なデータ量
を削減し、システムに与えるリカバリ時間の影響を軽減します。
REDO ログに対して強化された機能を使うと、データベースソフトウェアから VxVM にボ
リュームを REDO ログとして使うことを認識させることができます。これにより、VxVM はボ
リュームの DRL 動作を変更して、連続アクセスパターンを使ってログを再生できます。以
上のようなリカバリ時間の短縮方法は DRL に依存しているため、REDO ログボリュームを
シーケンシャル DRL とともにミラーボリュームとして設定する必要があります。
p.57 の 「シーケンシャル DRL」 を参照してください。

ボリュームスナップショット
Veritas Volume Manager には、特定時点のボリュームのイメージを作成する機能があ
ります。この特定時点でのボリュームのイメージを、ボリュームスナップショットと呼びます。
ボリュームスナップショットとファイルシステムのスナップショットを混同しないように注意し
てください。後者は、Veritas File System のポイントインタイムイメージを指しています。
図 1-32 に、特定時点でのもとのボリュームのコピーがスナップショットボリュームにどのよ
うに反映されるかを示します。
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図 1-32

時間

ボリュームの point-in-time イメージとしてのボリュームスナップショッ
ト

T1

もとのボリューム

T2

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

T2 の時点でスナップショ
ットボリュームが作成され
る

T3

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

スナップショットボリュー
ムは T2 の時点で取り込ん
だイメージを保持する

T4

もとのボリューム

スナップショットボ
リューム

T4 の時点でスナップショ
ットボリュームが更新され
る

もとのボリュームからスナップ
ショットボリュームを同期

もとのボリュームの内容を変更しても、スナップショットボリュームでは、変更前の時点での
もとのボリュームの内容が保持されます。
スナップショットボリュームは、安定した独立の情報ベースとして、もとのボリュームの内容
のバックアップや、意思決定支援システムなどの他のアプリケーションに活用できます。
この図では、後でスナップショットボリュームの内容がもとのボリュームと再同期されます。
また、スナップショットボリュームは、もとのボリュームの内容を復元することにも使えます。
何らかの理由でもとのボリュームの内容が破損した場合には、スナップショットボリューム
を使うと便利です。
警告: スナップショットボリュームにデータを書き込むと、もとのボリュームの内容の復元に
は使えなくなります。
VxVM のボリュームスナップショットの 1 つのタイプに、サードミラーブレークオフタイプが
あります。サードミラーブレークオフという名称はミラーボリュームにスナップショットプレッ
クス（サードミラー）を付加する実装方法に由来しています。付加されたスナップショットプ
レックスの内容はボリュームのもとのプレックスと同期されます。スナップショットプレックス
は、同期の完了後にスナップショットボリュームとして切断し、バックアップアプリケーショ
ンや意思決定支援アプリケーションで使えます。後でもとのボリュームにスナップショット
プレックスを再接続するには、その内容を完全に再同期する必要があります。
p.381 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショット」 を参照してください。
もとのボリュームへの書き込みを追跡する FastResync 機能が導入されました。この追跡
機能が導入されたおかげで、部分的な再同期を実行するだけで済むようになり、スナッ
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プショットプレックスの再接続が非常に短時間でできるようになりました。新しいリリースで
は、スナップショットモデルの機能が拡張され、スナップショットボリュームを複数のプレッ
クスで構成したり、スナップショットボリュームのプレックスの一部を再接続したり、システム
やクラスタの再ブート後も FastResync を維持できるようになっています。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
VxVM のリリース 4.0 では、フルサイズインスタントスナップショットおよび領域最適化イン
スタントスナップショットが導入されています。これらのスナップショットは、すぐに使用可
能で、設定と管理が容易であるなど、従来のサードミラースナップショットを上回る利点を
備えています。フルサイズスナップショットではサードミラーブレークオフモデルも使えま
す。書き込みを集中的に行うアプリケーションではこのモデルを使う必要があります。
p.382 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.384 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
p.385 の 「サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション」 を参照してくださ
い。
p.386 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリューム」 を参照してください。
p.60 の 「スナップショット機能の比較」 を参照してください。
p.379 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

スナップショット機能の比較
表 1-1 では、VxVM でサポートされる各種スナップショットの機能を比較します。
表 1-1

サポートされるスナップショットの種類別の機能の比較

スナップショットの機能

フルサイズイン
スタントスナッ
プショット
（vxsnap）

領域最適化イ
ンスタントス
ナップショット
（vxsnap）

ブレークオフス
ナップショット
（vxassist また
は vxsnap）

作成後にすぐに使用可能

はい

はい

いいえ

必要なストレージ領域がもとのボリュームよ いいえ
り少なくて済む

はい

いいえ

もとのボリュームに再接続可能

いいえ

はい

もとのボリュームの内容の復元に使用可能 はい

はい

はい

再接続せずに、すぐに更新可能

はい

いいえ

はい

はい
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スナップショットの機能

フルサイズイン
スタントスナッ
プショット
（vxsnap）

領域最適化イ
ンスタントス
ナップショット
（vxsnap）

ブレークオフス
ナップショット
（vxassist また
は vxsnap）

スナップショット階層を分割可能

はい

いいえ

いいえ

もとのボリュームから別のディスクグループ はい
に移動可能

いいえ

はい

独立したボリュームに変更可能

はい

いいえ

はい

システムやクラスタを再ブートしても
FastResync 機能が無効にならない

はい

はい

はい

同期処理を制御可能

はい

いいえ

いいえ

オフホストで移動可能

はい

いいえ

はい

フルサイズスナップショットは、従来のサードミラーブレークオフスナップショットよりも設定
が容易で、柔軟に使えます。新しいボリュームには、vxassist コマンドを使うよりも vxsnap
コマンドを使い設定されたスナップショットの方をお勧めします。インスタントスナップショッ
トを使えるように従来のボリュームを再設定することもできますが、これには従来のサード
ミラースナップショットモデルを前提とした管理スクリプトを書き替える必要もあります。

FastResync
メモ: この機能を使うためのライセンスが含まれているのは特定の Storage Foundation
製品のみです。
FastResync（以前の高速ミラー再同期、すなわち FMR）を実行すると、STALE 状態のミ
ラー（同期化されていないミラー）が迅速かつ効率的に再同期されます。これにより、VxVM
のスナップショット機構の効率が改善され、バックアップや意思決定支援システム（DSS）
アプリケーションなどの操作処理速度が向上します。通常、これらの操作ではボリューム
が休止状態である必要があり、システム上の他のアクティビティによるボリュームへの更新
に操作が妨害されないようにする必要があります。これらの目標を達成するため、VxVM
のスナップショット機構では、即座にプライマリボリュームの正確なコピーが作成されます。
スナップショットが作成されると、元となるボリュームとは関係なくスナップショットにアクセ
スできます。ストレージへのアクセスを共有する Cluster Volume Manager（CVM）環境
では、異なるノードからスナップショットにアクセスすると、スナップショットのリソース競合と
パフォーマンスの負荷を排除できます。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
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FastResync の機能強化
FastResync により、VxVM には次の機能強化が提供されます。
高速ミラー再同期

FastResync では、ミラー化されていなかった時の保存データの
更新を記録することにより、ミラー再同期を最適化します（ミラー
がボリュームから切断されて使えない状況は、エラーの結果
VxVM により自動的に切断される場合と、管理者が vxplex や
vxassist などのユーティリティを使って、直接ボリュームから切
断している場合があります。ミラーの回復は、vxrecover または
vxplex att 操作により、以前切断されたもとのボリュームに再
接続する処理です）。ミラーが使えるようになった任意の時点で、
更新データのみを再適用して再同期させることができます。これ
は、保存データすべてをミラーにコピーする従来のミラー回復に
比べて手間がかかりません。
FastResync がボリュームで有効になっても、ミラーの管理方法
は変更されません。明らかな影響は、修復処理がより迅速に完了
することのみです。

スナップショットの再利用

FastResync によって、スナップショットを破棄するのではなく、こ
れを更新し再利用することができます。スナップショットプレックス
を、もとのボリュームに迅速に再度関連付けること（スナップバッ
ク）ができます。これによって、ボリュームスナップショットに依存す
るバックアップなどのサイクル処理を実行するために必要なシス
テムの負荷が軽減されます。

非永続 FastResync
非永続 FastResync は、メモリ上に FastResync で使う変更マップ（DCO マップ）を割り
当てます。これらのマップは、ディスクや永続保存領域には保存されません。ディスク更
新を実行する必要がないため、FastResync マップの更新によって I/O の処理効率はほ
とんど影響を受けないという利点があります。ただし、システムを再ブートすると、マップ内
の情報が失われるため、スナップバック実行時に全体を再同期させることが必要となりま
す。クラスタ共有のディスクグループ内のボリュームについては、クラスタ内の最低 1 つの
ノードがメモリ中に DCO マップを保存していればこの限りではありません。ただし、高可
用性（HA）環境でノードがクラッシュした場合は、親ボリュームに再接続するときにスナッ
プショットミラー全体を再同期させる必要があります。

非永続 FastResync とスナップショットの動作方法
VxVM のスナップショット機能は、FastResync の変更記録機能を利用して、スナップ
ショットプレックスが作成された後、もとのボリュームに対する更新を記録します。スナップ
ショットを作成した後、snapback オプションを使ってスナップショットプレックスを再接続し
ます。スナップショットが作成される前に FastResync がボリューム上で有効になってお
り、スナップショットが再接続されるまで一度も無効になっていない場合は、FastResync
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が記録する更新を適用して、スナップバック中にボリュームが再同期されます。これによ
り、ボリュームの再同期に必要な時間が大幅に短縮されます。
非永続 FastResync は、メモリ内のマップを使って更新を記録します。マップ内の各ビッ
トは、ボリューム内のアドレス領域の連続ブロック数を表します。マップのデフォルトサイズ
は 4 ブロックです。チューニングパラメータ vol_fmr_logsz を使って、マップの最大ブ
ロックサイズを制限できます。
p.550 の 「VxVM のチューニングパラメータ」 を参照してください。

永続 FastResync
非永続 FastResync と異なり、永続 FastResync はディスク上に FastResync マップを保
持しているため、システムの再ブート、システムのクラッシュ、クラスタのクラッシュの場合も
失われません。永続 FastResync は、ボリュームとそのスナップショットボリュームが異な
るディスクグループに移された後も、その関係を記録できます。このため、ディスクグルー
プが再結合された場合にはスナップショットプレックスの高速な再同期を実行できます。
この機能は、非永続 FastResync ではサポートされていません。
p.250 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
永続 FastResync がボリュームまたはスナップショットボリュームで有効な場合、データ変
更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームがボリュームに関連付けられます。

DCO ボリュームのバージョン管理
VxVM 4.0 では DCO ボリュームの内部レイアウトが変更され、フルサイズインスタントス
ナップショット、領域最適化インスタントスナップショット、統一された DRL/DCO などの新
機能がサポートされています。DCO ボリュームレイアウトはバージョン管理の対象になっ
ているため、VxVM ソフトウェアでは従来のバージョン 0 のレイアウトも引き続きサポート
されます。ただし、ボリュームのインスタントスナップショットを作成する場合は、そのボリュー
ムにバージョン 20 の DCO ボリュームを設定する必要があります。Veritas Volume
Manager のリリースで将来的には、新バージョンの DCO ボリュームレイアウトが導入され
る可能性もあります。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。

バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト
VxVM の以前のリリースでは、DCO オブジェクトは FastResync マップに関する情報の
みを管理していました。これらのマップは、もとのボリュームと最後の snapshot 操作以降
最大 32 個のスナップショットボリュームへの書き込みを記録します。ディスク上の DCO
ボリュームの各プレックスには 33 個のマップが保持されます。各マップのサイズは、デ
フォルトでは 4 ブロックです。
永続 FastResync は、ディスク上のバージョン 0 の DCO ボリュームのマップを使って更
新を記録します。非永続 FastResync の場合、マップ内の各ビットはボリュームのアドレ
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ス領域の 1 つの領域（連続ブロック数）を表します。各マップのサイズは、ボリュームの作
成時に vxassist コマンドに dcolen 属性を指定することによって変更できます。dcolen
のデフォルトのサイズは 132 ブロック（1 ブロック当たり 512 バイト）です（プレックスには
33 のマップが含まれ、各マップのサイズは 4 ブロックです）。より大きいマップサイズを使
うには、希望のマップサイズに 33 をかけて、指定する dcolen 値を計算します。たとえ
ば、8 ブロックのマップを使うには、dcolen=264 と指定します。可能な最大マップサイズ
は 64 ブロックで、dcolen 値で言えば 2112 ブロックに相当します。
DCO プレックスのサイズは、ディスクグループアラインメントの整数倍に切り上げられます。
CDS（Cross-platform Data Sharing）機能をサポートするディスクグループのアラインメ
ントの値は 8 KB になります。それ以外のアラインメントの値は 1 ブロックです。
バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウトに対しては、vxassist コマンドを使って管理
する従来の（サードミラー）ボリュームスナップショットのみがサポートされています。フルサ
イズインスタントスナップショットと領域最適化インスタントスナップショットはサポートされて
いません。

バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト
VxVM のリリース 4.0 以上では、DCO オブジェクトは、FastResync マップの管理だけで
なく、DRL リカバリマップとコピーマップと呼ばれる特殊なマップの管理にも使われます。
コピーマップを使うと、システムがクラッシュしても、インスタントスナップショットの操作を正
常に再開できます。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。
マップ内の各ビットは、ボリュームのアドレス空間内における領域（連続したブロックの数）
と対応付けられています。各領域は、マップ内の変更を記録するボリュームの最小単位
と対応付けられています。単位領域内の任意の場所で 1 バイトでも書き込みを行うと、そ
の領域が対応付けられている空間全体に書き込んだ場合と同じように扱われます。
バージョン 20 の DCO ボリュームのレイアウトにはアキュムレータが格納されており、そこ
には DRL マップとボリュームの単位領域ごとの更新状態を表すマップ（per-region state
map）が格納されています。さらに DCO ボリュームには、（デフォルトで）32 個の 1 ボリュー
ム当たりのマップ（汎用マップ）（per-volume maps）も格納されています。この 32 個の
マップの中には I/O エラーが起きたとき、カーネルがボリュームを切断する際に、以後の
ボリュームの状態を追跡するために使うマップと DRL リカバリマップが含まれます。残り
30 個の 1 ボリューム当たりのマップ（汎用マップ）（デフォルト）は、スナップショットへの書
き込みを追跡するためか、コピーマップとして使われます。DCO ボリュームのサイズは、
追跡に必要な領域のサイズと 1 ボリューム当たりのマップ（汎用マップ）の数
（number_of_per-volume maps）によって決まります。DCO ボリューム内の領域のサイ
ズ（region_size）と 1 ボリューム当たりのマップ（汎用マップ）の数は、どちらもスナップ
ショットで使うボリュームを準備するときに設定できます。領域のサイズは 16 KB 以上の 2
の累乗の値にする必要があります。
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アキュムレータのサイズは 1 個の 1 ボリューム当たりのマップ（汎用マップ）のサイズの約
3 倍であるため、DCO ボリューム内の各プレックスのサイズ（DCO_plex_size）は次の計
算式で概算できます。
DCO_plex_size = ( 3 + number_of_per-volume_maps ) * map_size

ここで各マップのサイズ（map_size）（バイト）は次のとおりです。
map_size = 512 + ( volume_size / ( region_size * 8 ))

8 KB の倍数に切り上げます。各マップには 512 バイトのヘッダーが含まれていることに
注意します。メモ: volume_size にはボリュームサイズを代入します。
デフォルトの値を使って、1 ボリューム当たりのマップ（汎用マップ）数が 32、領域のサイ
ズが 64 KB とすると、10 GB のボリュームで必要なマップのサイズは 24 KB となり、DCO
ボリュームの各プレックスでは 840 KB のストレージが必要になります。
メモ: バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウトでは、vxsnap コマンドで管理するフルサ
イズインスタントスナップショットと領域最適化インスタントスナップショットがサポートされま
す。バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウトでは、vxassist コマンドを使った、従来
の（サードミラー）スナップショットの管理はサポートされていません。

永続 FastResync とスナップショットの連携
永続 FastResync は、ディスク上の DCO ボリュームのマップを使って更新を記録します。
非永続 FastResync の場合、マップ内の各ビットはボリュームのアドレス領域の連続ブロッ
ク数を表します。
図 1-33 に永続 FastResync が有効になっている 2 つのプレックスがあるミラーボリュー
ムの例を示します。
永続 FastResync が有効になっているミラーボリューム

図 1-33

ミラーボリューム
データ
プレックス

データ
プレックス

データ変更
オブジェクト

DCO ボリューム
DCO

DCO

プレックス

プレックス

ボリュームには、DCO オブジェクトと 2 つのプレックスが存在する DCO ボリュームが関連
付けられています。
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従来のサードミラースナップショットまたはインスタント（コピーオンライト）スナップショットを
作成するには、ボリュームに対して vxassist snapstart 操作または vxsnap make 操
作をそれぞれ実行します。
図 1-34 に、ボリュームでスナップショットプレックスを設定する方法と、そのスナップショッ
トプレックスに無効な DCO プレックスを関連付ける方法を示します。
図 1-34

スナップスタート処理完了後のミラーボリューム
ミラーボリューム

データ
プレックス

データ
プレックス

データ
プレックス

データ変更
オブジェクト

DCO ボリューム
無効な
DCO
プレックス

DCO
プレックス

DCO
プレックス

従来のスナップショットの場合は vxassist snapstart コマンド、領域最適化スナップ
ショットの場合は vxsnap make コマンドをそれぞれ複数回実行することにより、複数のス
ナップショットプレックスおよび関連付けられた DCO プレックスをボリューム内に作成でき
ます。ボリュームごとに、合計 32 個までのプレックス（データとログ）を作成できます。
領域最適化インスタントスナップショットには、フルサイズのプレックスを新たに作成する
必要はありません。通常、領域最適化インスタントスナップショットに必要なストレージは、
フルサイズスナップショットに必要なストレージの 1 割程度です。領域最適化スナップショッ
トには、機能面でのトレードオフがあります。ストレージキャッシュはキャッシュボリューム内
に構成されます。このキャッシュボリュームはキャッシュオブジェクトに関連付けられます。
操作を容易にするために、ディスクグループ内のすべての領域最適化インスタントスナッ
プショットでこのキャッシュを共有することができます。
p.60 の 「スナップショット機能の比較」 を参照してください。
vxassist snapshot 操作をボリュームに実行して、スナップショットプレックスから従来

のスナップショットボリュームを作成できます。ただし、インスタントスナップショットでは、前
手順において vxsnap make コマンドを使っている場合、インスタントスナップショットボ
リュームをすぐに使えます。コマンドを追加実行する必要はありません。
図 1-35 に、スナップショットボリュームの作成によりスナップショットボリュームに DCO オ
ブジェクトと DCO ボリュームも設定する方法を示します。
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スナップショット処理完了後のミラーボリュームとスナップショットボ
リューム

図 1-35
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スナップショット
ボリューム
データ
プレックス

データ変更
オブジェクト

スナップ
オブジェクト

DCO ボリューム
DCO
ログ
プレックス

DCO ボリュームには、スナップショットプレックスと 1 対 1 で関連付けられた DCO プレッ
クスが含まれます。スナップショットボリュームが 2 つのスナップショットプレックスから作成
された場合は、DCO ボリュームに 2 つのプレックスが含まれます。領域最適化インスタン
トスナップショットの場合、DCO オブジェクトと DCO ボリュームは、VM ディスク上に作成
されたボリュームではなく、キャッシュオブジェクト上で作成したスナップショットボリューム
に関連付けられます。
もとのボリュームとスナップショットボリュームの両方にスナップオブジェクトが関連付けら
れます。もとのボリュームのスナップオブジェクトはスナップショットボリュームを指し、スナッ
プショットボリュームのスナップオブジェクトはもとのボリュームを指します。これによって、
ボリュームとそのスナップショットが異なるディスクグループに移動されても、VxVM はそ
の関係を記録できます。
もとのボリューム内のスナップオブジェクトとスナップショットボリュームは、次のような状況
では自動的に削除されます。
■

従来のスナップショットで vxassist snapback 操作を実行し、スナップショットボリュー
ムのすべてのプレックスをもとのボリュームに関連付ける場合。
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■

従来のスナップショットで vxassist snapclear 操作を実行し、もとのボリュームとス
ナップショットボリューム間の関連付けを解除する場合。ボリュームが異なるディスクグ
ループにある場合、各ボリュームで個別にコマンドを実行する必要があります。

■

フルサイズインスタントスナップショットで vxsnap reattach 操作を実行し、スナップ
ショットボリュームのすべてのプレックスをもとのボリュームに関連付ける場合。

■

フルサイズインスタントスナップショットで vxsnap dis 操作または vxsnap split 操
作をボリュームに対して実行し、もとのボリュームとスナップショットボリューム間の関連
付けを解除する場合。ボリュームが異なるディスクグループにある場合、各ボリューム
で個別にコマンドを実行する必要があります。

メモ: vxsnap reattach、dis および split の各操作は、領域最適化インスタントスナッ
プショットではサポートされていません。
p.384 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの拡張による FastResync マップへの影響
スナップショットボリュームまたはもとのボリュームを拡張した上で、FastResync を使う必
要が生じることがあります。ボリュームを拡張すると、もとのボリュームへの変更を記録する
のに FastResync が使うマップが影響を受けますが、DCO ボリュームのレイアウトによっ
てその影響が次のように異なってきます。
■

新形式の DCO ボリュームの場合、マップサイズは拡大されますが、マップの各ビット
が追跡する領域のサイズは変更されません。

■

旧形式の DCO ボリュームの場合、マップのサイズは変更されませんが、領域のサイ
ズが拡大されます。

いずれの場合も、ボリュームの拡張エリアに対応するマップの一部は「dirty」と設定され、
このエリアが再同期されます。たとえば snapback 処理は、領域不足から、不完全なス
ナップショットプレックスを作成しようとし、失敗することがあります。このような場合、スナッ
プショットボリュームまたはもとのボリュームを拡張してから、vxsnap reattach、vxsnap
restore または vxassist snapback の各コマンドを呼び出す必要があります。2 つの
ボリュームを個別に拡張すると、別のミラーが存在する物理ディスクを使い、別ボリューム
と物理ディスクを共有するスナップショットが作成されることになります。これを避けるには、
snapback コマンドが完了した後に、ボリュームを拡張します。

FastResync の仕様上の制限
次の仕様上の制限が FastResync に適用されます。
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■

RAID 5 ボリュームに対する永続 FastResync はサポートされていますが、永続
FastResync を使うと、DCO が関連付けられているボリュームでは再レイアウト操作や
サイズ変更操作を使えなくなります。

■

システムクラッシュ後のミラーの再同期には、非永続 FastResync、永続 FastResync
のいずれも使えません。この場合、FastResync と共存できる DRL（Dirty Region
Logging）を使います。VxVM リリース 4.0 以上では、DRL ログをバージョン 20 の
DCO ボリューム内に保存できます。

■

サブディスクが再配置されると、プレックス全体が「dirty」と設定され、全体の再同期
が必要となります。

■

スナップショットボリュームが別のディスクグループに分割されると、ディスクグループ
がもとのボリュームのディスクグループに再結合されたときに、非永続 FastResync を
使ってスナップショットプレックスともとのボリュームを再同期できません。この場合は、
永続 FastResync を使う必要があります。

■

もとのボリューム（永続 FastResync が有効）が別のディスクグループに移動されたり
分割され、スナップショットボリュームのディスクグループに移動または結合された場
合は、vxassist snapback を使って従来型のスナップショットプレックスともとのボ
リュームを再同期できません。スナップショットボリュームが作成されたときに、スナップ
ショットボリュームがレコード ID によってもとのボリュームを参照するため、この制限が
生じます。もとのボリュームを異なるディスクグループに移動すると、ボリュームのレコー
ド ID が変わり、関連付けが解除されます。ただし、この場合は、vxplex snapback
コマンドと -f（強制）オプションを使ってスナップバックを実行できます。
メモ: この制限は、従来型のスナップショットにのみ適用され、インスタントスナップショッ
トには適用されません。

■

スナップショットボリュームに対し、レイアウトを変更すると、そのスナップショットの
FastResync 変更マップが「dirty」と設定され、スナップバック中に全体の再同期が
必要となります。サブディスクの分割、サブディスクの移動、スナップショットボリューム
のオンライン再レイアウトを実行するときに生じます。スナップショットが完了してからこ
れらの操作を実行した方が安全です。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxplex（1M）マニュアルページを参照してください。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。

ホットリロケーション
ホットリロケーションは、システムが VxVM の冗長オブジェクト（ミラーボリュームまたは
RAID 5 ボリューム）上の I/O 障害に自動的に対応し、冗長性を復元し、これらのオブジェ
クトにアクセスできるようにする機能です。VxVM はオブジェクトの I/O 障害を検出し、影
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響を受けたサブディスクを再配置します。影響を受けたサブディスクは、スペアディスクと
して指定されているディスクまたはディスクグループ内の空き領域に再配置されます。そ
の後、VxVM は次に障害発生前に存在したオブジェクトを復元し、それらに再度アクセ
スできるようにします。
部分的なディスク障害が発生した場合（すなわち、ディスク上の一部のサブディスクにの
み影響する障害の場合）は、障害発生部分の冗長データが再配置されます。影響を受
けていないディスク部分の既存ボリュームには引き続きアクセスできます。
p.462 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。

ボリュームセット
ボリュームセットは VxVM の機能強化で、複数のボリュームを 1 つの論理オブジェクトで
表すことができます。基盤となるボリュームとの間のすべての I/O 処理は、ボリュームセッ
トの I/O インターフェースを経由して実行されます。Veritas File System（VxFS）は、ボ
リュームセットを使って MVS ファイルシステムと DST（Dynamic Storage Tiering）を管
理します。この機能により、VxFSで、基盤となるボリュームの処理効率や可用性などの
様々な特性を最大限に活用できます。たとえば、ファイルシステムメタデータを冗長性の
高いボリューム上に保存し、ユーザーデータを処理効率の高いボリュームに保存するこ
とができます。
p.442 の 「ボリュームセットの作成」 を参照してください。

2
新しい使用可能なストレー
ジのプロビジョニング
この章では以下の項目について説明しています。
■

新しい使用可能なストレージのプロビジョニング

■

新しい LUN の追加による既存のストレージの拡張

■

LUN の拡張による既存のストレージの拡張

新しい使用可能なストレージのプロビジョニング
次の手順では、新しい使用可能なストレージをプロビジョニングする方法について説明し
ます。
新しい使用可能なストレージをプロビジョニングするには

1

LUN を設定します。LUN の作成、マスク、バインドを行う方法については、ストレー
ジアレイのマニュアルを参照してください。

2

Veritas Volume Manager（VxVM）で、使う LUN を初期化します。
# vxdisksetup -i 3PARDATA0_1
# vxdisk init 3PARDATA0_1

3

ディスクグループに LUN を追加します。
■

LUN 用のディスクグループがなければ、ディスクグループを作成します。
# vxdg init dg1 3PARDATA0_1=dev1

■

すでに LUN 用のディスクグループがあれば、そのディスクグループに LUN を
追加します。
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# vxdg -g dg1 adddisk 3PARDATA0_1

4

LUN にボリュームを作成します。
# vxassist -b -g dg1 make vol1 100g 3PARDATA0_1

5

ボリュームにファイルシステムを作成します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdsk/dg1/vol1

6

ファイルシステムにマウントポイントを作成します。
# mkdir mount1

7

次のコマンドを実行して、ファイルシステムをマウントします。
# mount -t vxfs /dev/vx/rdsk/dg1/vol1 /mount1

新しい LUN の追加による既存のストレージの拡張
次の手順では、新しい LUN を追加することによって既存のストレージを拡張する方法に
ついて説明します。
新しい LUN を追加して既存のストレージを拡張するには

1

LUN を作成し、設定します。

2

ディスクグループに LUN を追加します。
# vxdg -g dg1 adddisk 3PARDATA0_2

3

必要なサイズまでボリュームとファイルシステムを拡張します。
# vxresize -b -t vxfs -g dg1 vol1 100g

LUN の拡張による既存のストレージの拡張
次の手順では、LUN を拡張することによって既存のストレージを拡張する方法について
説明します。
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LUN を拡張して既存のストレージを拡張するには

1

既存の LUN を拡張します。LUN の作成、マスク、バインドを行う方法については、
ストレージアレイのマニュアルを参照してください。

2

新しい LUN のサイズを VxVM に認識させます。
# vxdisk -g dg1 resize c0t1d0s4

動的 LUN 拡張については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照して
ください。

3

新しい最大ボリュームサイズを計算します。
# vxassist -b maxgrow vol1

4

必要なサイズまでボリュームとファイルシステムを拡張します。
# vxresize -b -t vxfs -g dg1 vol1 150g
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3
ディスクの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスク管理について

■

ディスクデバイス

■

新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

■

VxVM の制御下のディスク

■

ディスクの名前の付け方の変更

■

エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク名の関連付けの検出

■

ディスクのインストールとフォーマット

■

デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更

■

VxVM へのディスクの追加

■

VxVM での RAM ディスクのサポート

■

ディスクのカプセル化

■

ルータビリティ

■

ルートディスクのカプセル化の解除

■

ディスク情報の表示

■

動的 LUN 拡張

■

ディスクの削除

■

VxVM 制御下からのディスクの削除

■

ディスクの削除と交換
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■

ディスクのオンライン化

■

ディスクデバイスのオフライン化

■

ディスク名の変更

■

ディスクの予約

■

ホスト LUN 設定のオンラインへの変更

■

拡張コピーサービス

ディスク管理について
Veritas Volume Manager（VxVM）では、LUN やディスクを VxVM の制御下に置き、
ディスクを初期化またはカプセル化し、ディスクを削除して交換できます。
メモ: 大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。
LVM の制御下にあるディスクは VxVM ディスクとして直接使えませんが、そのボリューム
グループと論理ボリュームを VxVM のディスクグループとボリュームに変換できます。
VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機能を使って、マルチポートディスクアレイを
管理します。
p.163 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

ディスクデバイス
ディスクの管理操作を実行する場合は、ディスク名とデバイス名の違いを理解しておくこ
とが重要です。
ディスク名（別名ディスクメディア名）は VM ディスクに割り当てるシンボリック名です。ディ
スクを VxVM の制御下に置くと、ディスクに VM ディスクが割り当てられます。ディスク名
は管理目的で VM ディスクの参照に使われます。ディスク名は最大 31 文字まで使えま
す。 ディスクグループにディスクを追加するときに、ディスク名を割り当てたり、VxVM が
ディスク名を割り当てることを許可したりできます。デフォルトのディスク名は diskgroup##
です。ここで、diskgroup はディスクの追加先ディスクグループの名前で、## は連番で
す。使っているシステムによっては、ここに示した例とは異なるデバイス名が使われること
があります。
デバイス名（devname またはディスクアクセス名とも呼ばれる）には、ディスクデバイスの、
オペレーティングシステムに認識される名前を定義します。
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これらのデバイスは、場合によっては異なりますが、通常は /dev ディレクトリに配置され
ます。特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、独自のパス名規則に従う場合
があります。
VxVM は、オペレーティングシステムによって提供されるディスクパーティション設定規則
をサポートしています。デバイス名の構文は、hdx[N] または sdx[N] です。この構文中
の x は、オペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスクまたは SCSI（sd）ディスク
の順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1 から 15 の範囲）です。た
とえば sda7 というデバイス名は、最初の SCSI ディスク上のパーティション 7 を表します。
パーティション番号が省略されている場合、そのデバイス名はディスク全体を指します。
特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、パス名が異なる場合があります。たと
えば、COMPAQ SMART コントローラと SMARTII コントローラでは、それぞれ
/dev/ida/cXdXpX と /dev/cciss/cXdXpX という形式のデバイス名を使います。
VxVM はデバイス名を使ってメタデバイスを /dev/vx/[r]dmp ディレクトリに作成します。
VxVM の DMP は、これらのメタデバイス（DMP ノード）を使って、1 つ以上の物理パス
（異なるコントローラ経由の場合もあり）を介してアクセスできるディスクを表します。使える
アクセスパスの数は、ディスクが単体ディスクであるか、またはシステムに接続されている
マルチポートディスクアレイに属するかにより異なります。
vxdisk ユーティリティを使って、DMP メタデバイスが包括するパスを表示したり、各パス

の状態（たとえば、有効状態か無効状態か）を表示できます。
p.163 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。
デバイス名は、エンクロージャに基づく名前としてリマップすることもできます。
p.77 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

VxVM でのディスクデバイスの命名
ディスクのドライブ名は VxVM に指定する名前の付け方に従って割り当てられます。デ
バイス名の形式は、ディスクのカテゴリが異なると変わります。
p.84 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。
デバイス名は次の名前の付け方の 1 つを利用できます。
■

「オペレーティングシステムに基づく名前の付け方」

■

「エンクロージャに基づく名前の付け方」

デバイス名が 31 文字より長いデバイスは、常にエンクロージャに基づく名前を使います。
必要な場合、ディスクの名前の付け方を変更できます。
p.100 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。
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オペレーティングシステムに基づく名前の付け方
OS に基づく名前の付け方では、すべてのディスクデバイスは hdx[N] 形式または sdx[N]
形式で名前が設定されます。x はオペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスク
または SCSI（sd）ディスクの順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1
から 15 の範囲）です。
OS ベースの名前は、再起動後も変わらないように永続的にすることができます。デフォ
ルトでは、OS ベースの名前は永続的ではありません。したがって、オペレーティングシス
テムから認識されるようにシステム構成がデバイス名を変更すると、OS ベースの名前は
再生成されます。

エンクロージャに基づく名前の付け方
エンクロージャに基づく名前の付け方を次に示します。
■

サポートされているディスクアレイ内にあるファブリックディスクまたは非ファブリックディ
スクには、enclosure_name_# 形式で名前が設定されます。たとえば、サポートされ
ているディスクアレイ enggdept 内のディスクには、enggdept_0、enggdept_1、
enggdept_2 のように名前が設定されます
vxdmpadm コマンドを使ってエンクロージャ名を管理できます。

p.204 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。
■ DISKS カテゴリ内のディスク（JBOD ディスク）には、Disk_# 形式で名前が設定されま

す。
■

ディスクパーティションは、名前に追加される s#（# はパーティション番号）で示されま
す。たとえば、Disk_0s5 および Disk_0s6 は、sliced ディスク Disk_0 のプライベー
トリージョンとパブリックリージョンに使われる拡張パーティションを表します。ACME_0s5
は、simple ディスク ACME_0 の拡張パーティションを表します。CDS ディスクでは、
パーティション 3 がプライベートリージョンとパブリックリージョンの両方に使われます。
p.79 の 「プライベートディスクリージョンおよびパブリックディスクリージョン」 を参照し
てください。

■ OTHER_DISKS カテゴリ内のディスク（DMP によってマルチパス化されていないディス

ク）には、hdx[N] 形式または sdx[N] 形式で名前が設定されます。
デフォルトでは、エンクロージャに基づく名前は永続的です。したがって、その名前は再
起動後も変わりません。
CVM クラスタが対称的である場合、クラスタ内の各ノードは同じディスクセットにアクセス
します。エンクロージャに基づく名前は一貫性のある名前付けシステムを提供するため、
各ノードでデバイス名は同じになります。
VM ディスク（mydg01 など）の OS ネイティブなデバイス名を表示するには、次のコマンド
を使います。
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# vxdisk path | grep diskname

p.204 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
p.84 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。

プライベートディスクリージョンおよびパブリックディスクリージョン
ほとんどの VM ディスクは、次のリージョンで構成されます。
プライベートリージョ 設定情報が格納される小さな領域であり、ディスクヘッダーラベル、VxVM
ン
オブジェクトの設定レコード、設定データベースのインテントログが含まれて
います。
プライベートリージョンのデフォルトサイズは 32 MB です。これは、ディスク
グループ内の VxVM オブジェクト数千個分の詳細情報を記録するのに十
分なサイズです。
このプライベートリージョンのデフォルトサイズは、大多数の環境に十分に対
応できるサイズです。ボリューム数の少ないディスクグループを多数作成し
たり、大規模なディスクグループを複数の小規模なディスクグループに分割
すると、管理が容易になります。
p.260 の 「ディスクグループの分割」 を参照してください。
必要に応じて、vxdiskadm コマンドを使ってディスクを追加または交換す
る際に、プライベートリージョンサイズの値を上書きできます。
プライベートリージョンを持つ各ディスクは、ディスクグループの設定データ
ベース全体のコピーを保持しています。ディスクグループの設定データベー
スのサイズは、メンバーディスクに格納されている設定データベースのコピー
のうち最小のコピーのサイズによって制限されます。
パブリックリージョン

ディスクの残りの領域です。サブディスクへのストレージスペースの割り当て
に使われます。

ディスクのタイプによって、VxVM のディスクへのアクセス方法や、ディスクのプライベー
トリージョンおよびパブリックリージョンの管理方法が特定できます。
VxVM では、次の基本ディスクアクセスタイプを使います。
auto

vxconfigd デーモンの起動後に、VxVM はオペレーティングシステムか
ら既知のディスクデバイスアドレスの一覧を取得し、自動的にディスクアクセ
スレコードを設定します。
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nopriv

プライベートリージョンが存在しません（サブディスクを割り当てるパブリック
リージョンのみが存在します）。サブディスク割り当て用の領域のみで構成さ
れる、最も単純なディスクタイプです。nopriv ディスクは、再ブートするとプ
ライベートリージョンデータが無効になる特殊なデバイス（サポート対象となっ
ている RAM ディスクなど）を定義する場合に最も有用です。nopriv ディス
クは、空き領域不足でプライベートリージョンを作成できないディスクをカプ
セル化する場合にも使えます。このタイプのディスクには設定やログのコピー
を格納できず、予約領域を定義するための vxdisk addregion コマンド
の使用もサポートされません。VxVM では、SCSI チェーン上またはコント
ローラ間の nopriv ディスクの移動を追跡できません。

simple

1 つの拡張パーティション上に、パブリックリージョンとプライベートリージョン
の両方が存在します。たとえば、パーティション 5 上で、プライベートリージョ
ンの後にパブリックリージョンが置かれます。simple ディスクのコマンド出力
には、常にパーティション番号 (名前の付け方に応じて # または s#) が表示
されます。

sliced

プライベートリージョンとパブリックリージョンが、別個の拡張パーティション上
に存在します。プライベートリージョンはパーティション 5、パブリックリージョ
ンはパーティション 6、というようになります。

（ディスクアクセスタイプが auto に設定された）自動設定されるディスクは、次のディスク
形式をサポートします。
cdsdisk

ディスクは、クロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）ディスクとして
フォーマットされます。CDS 形式のディスクは、異なるオペレーティングシス
テム間で移動するのに適しています。システムの起動に使わないディスク
は、デフォルトで CDS 形式に設定されます。通常、システム上の大部分の
ディスクはこのディスクタイプに設定されます。ただし、ブート、ルートまたは
スワップディスク、これらのディスクのミラーまたはホットリロケーション、または
EFI（Extensible Firmware Interface）ディスクには、この形式は適していま
せん。
また、パーティション 3 は CDS ディスクのプライベートリージョンとパブリック
リージョンの両方に使われます。

simple

ディスクは、CDS ディスクに変換可能な simple タイプのディスクとしてフォー
マットされます。

sliced

ディスクは sliced タイプのディスクとしてフォーマットされます。この形式は、
システムの起動に使われるディスクに適用できます。ブートディスクとして使
うように初期化されていない場合には、CDS タイプのディスクに変換できま
す。

vxcdsconvert ユーティリティは、ディスクを cdsdisk 形式に変換するために使うことが

できます。
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vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

警告: CDS ディスク形式は、EFI ディスクとは互換性がありません。ディスクが VxVM に
よって CDS ディスクとして初期化されると、ディスク上で通常はパーティションテーブルが
配置される部分を、CDS ヘッダーが占有します。その後で fdisk などのコマンドを使っ
て CDS ディスクにパーティションテーブルを作成すると、CDS 情報が消去され、データの
破損を招く可能性があります。
デフォルトでは、自動設定された非 EFI ディスクは、VxVM 用として初期化されると
cdsdisk ディスクとしてフォーマットされます。このデフォルト形式は、vxdiskadm(1M) コ
マンドを使って /etc/default/vxdisk デフォルトファイルを更新することで変更できま
す。
自動設定される EFI ディスクは、デフォルトでは sliced ディスクとしてフォーマットされま
す。EFI ディスクは通常、LUN 上の 1 TB を超える容量のディスクに使われます。
p.105 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定
新しいディスクをホストに物理的に接続する場合、または新しいファイバーチャネルデバ
イスをホストにゾーンする場合、vxdctl enable コマンドを使って、ボリュームデバイス
ノードディレクトリを再構築し、DMP の内部データベースを更新してシステムの新しい状
態を反映することができます。
DMP データベースを再構築するには、まずシステムを再ブートして Linux に新しいディ
スクを認識させてから、vxdctl enable コマンドを呼び出します。
vxdisk scandisks コマンドを使って、オペレーティングシステムのデバイスツリー内の

デバイスをスキャンし、マルチパス化されたディスクの動的再設定を開始することもできま
す。
システムに追加された新しいデバイスのみを VxVM でスキャンし、有効または無効にさ
れたデバイスはスキャンしない場合は、次に示すように、どちらかのコマンドに -f オプショ
ンを指定します。
# vxdctl -f enable
# vxdisk -f scandisks

ただし、次の構成要素に変更がありシステム構成が修正になった場合は、完全なスキャ
ンを開始します。
■

インストール済み ASL（Array Support Library）。
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■

VxVM による使用から除外になっているデバイスの一覧。

■

DISKS（JBOD）、SCSI3、外部デバイスの定義。

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

部分的なデバイス検出
VxVM の DMP 機能では、部分的なデバイスの検出がサポートされており、ディスクの
セットやコントローラに接続されたディスクを、検出プロセスから無効化または有効にする
ことができます。
vxdisk scandisks コマンドは、OS デバイスツリー内のデバイスを再スキャンして、DMP

再設定を実行します。vxdisk scandisks コマンドにパラメータを指定すると、部分的な
デバイス検出を実行できます。たとえば、次のコマンドを指定すると、VxVM は以前には
認識されなかった新しく追加されたデバイスを検出します。
# vxdisk scandisks new

次の例では、ファブリックデバイスを検出します。
# vxdisk scandisks fabric

次のコマンドでは、デバイス sdm と sdn をスキャンします。
# vxdisk scandisks device=sdm,sdn

あるいは、接頭辞 ! を使って指定したデバイス以外をすべてスキャンすることもできます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxdisk scandisks ¥!device=sdm,sdn

また、論理コントローラまたは物理コントローラの一覧に接続している（または接続してい
ない）デバイスをスキャンすることもできます。たとえば、次のコマンドを実行すると、指定
した論理コントローラに接続しているデバイスを除く、すべてのデバイスを検出して設定
できます。
# vxdisk scandisks ¥!ctlr=c1,c2

次のコマンドを実行すると、指定した物理コントローラに接続しているデバイスのみを検出
できます。
# vxdisk scandisks pctlr=c1+c2
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物理コントローラの一覧の各項目は、+ 文字で区切られます。
vxdmpadm getctlr all コマンドを使うと、物理コントローラの一覧を取得できます。
vxdisk scandisks コマンドに指定できる引数は 1 つだけです。複数のオプションを指

定すると、エラーになります。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクの検出とディスクアレイの動的な追加
DMP は ASL（Array Support Library）を使って、アレイ固有のマルチパスサポートを提
供します。ASL は、動的にロード可能な共有ライブラリ（DDL のプラグイン）です。ASL
は、デバイス検出中にデバイス属性を検出するためのハードウェア固有のロジックを実装
します。DMP は、各ディスクアレイに関連付ける必要のある ASL を決定するためのデバ
イス検出層（DDL）を提供します。
場合によって、DMP は、LUN をディスク（JBOD）として処理することで、基本的なマルチ
パスとフェールオーバーの機能性を提供することもできます。

DMP がデバイスを要求する方法
あらゆるアレイに対して完全に最適化されたサポートを提供したり、より複雑なアレイタイ
プをサポートするために、DMP はアレイ固有のアレイサポートライブラリ（ASL）使用を要
求します。ASL はアレイポリシーモジュール（APM）と共に提供される場合があります。
ASL と APM は、事実上、特定のアレイモデルと DMP の抱き合わせ販売を可能にする
アレイ固有のプラグインです。
サポート対象のアレイの一覧については、ハードウェア互換性リストを参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/330441
デバイス検出中に、DDL はインストールされている各デバイスの ASL を調べて、どの ASL
がデバイスを要求するかを見つけます。デバイスを要求する ASL がなければ、DDL は対
応する JBOD 定義があるかどうかを調べます。サポートされていないアレイの JBOD 定義
を追加すれば、DMP はそのアレイに対してマルチパス機能を提供できるようになります。
JBOD 定義があれば、DDL は DISKS カテゴリでデバイスを要求します。これにより、DMP
が使う JBOD（物理ディスク）デバイスのリストに LUN が追加されます。JBOD 定義にキャ
ビネット番号が含まれていれば、DDL はそのキャビネット番号を使って LUN をエンクロー
ジャに分類します。
p.94 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。
DMP は、ASL または JBOD 定義がなくても、ALUA 対応アレイに対して基本的なマルチ
パス機能を提供できます。DDL は ALUA ディスクのエンクロージャの一部として LUN を
要求します。アレイタイプは ALUA として示されます。JBOD 定義を追加すれば、LUN を
エンクロージャに分類することもできます。
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ディスクカテゴリ
Veritas Volume Manager で認識されるディスクアレイは ASL でサポートされており、
ディスクから返されるベンダー ID 文字列（HITACHI など）に応じて分類されます。
DMP によってマルチパス化できる JBOD のディスクは DISKS カテゴリに分類されます。
サポートされないアレイにあるディスクも、DISKS カテゴリに分類されることがあります。
p.94 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。
サポートされるどのカテゴリにも属さず、DMP によるマルチパス化もできない JBOD のディ
スクは、OTHER_DISKS カテゴリに分類されます。

新しいディスクアレイのサポートの追加
シマンテック社が開発した新しいタイプのディスクアレイに対するサポートパッケージを、
動的に追加することができます。サポートパッケージはアレイサポートライブラリ（ASL）の
形式で提供されます。シマンテック社は VRTSaslapm パッケージに対する更新を通して
新しいディスクアレイのサポートを提供します。更新済みの VRTSaslapm パッケージがダ
ウンロード可能かどうかを判断するには、ハードウェア互換性リストの TechNote を参照し
てください。ハードウェア互換性リストには、VRTSaslapm パッケージをインストールするた
めの、最新のダウンロード用パッケージと手順へのリンクが記載されています。システムが
オンラインの間に VRTSaslapm パッケージをアップグレードできます。アプリケーションを
停止する必要はありません。
ハードウェア互換性リストにアクセスするには、次の URL に移動します。
http://entsupport.symantec.com/docs/330441
パッケージのインストール時に、新しいディスクアレイがシステムに接続されている必要は
ありません。新しいディスクアレイ内の任意のディスクを順次接続していくと、vxconfigd
を実行中であれば、vxconfigd によって、すぐにデバイス検出機能が呼び出され、VxVM
のデバイスリストに新しいディスクが追加されます。
最新の VRTSaslapm パッケージを削除する必要がある場合は、以前にインストールした
バージョンに戻せます。手順について詳しくは、『Veritas Volume Manager トラブル
シューティングガイド』を参照してください。

新しいディスクアレイ検出の有効化
vxdctl enable コマンドは、すべてのディスクデバイスおよびその属性をスキャンし、

VxVM のデバイスリストを更新し、新しいデバイスデータベースを使って DMP を再設定
します。ホストを再ブートする必要はありません。
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警告: このコマンドによって、DMP がアレイに正しく設定されます。この操作を行わない
と、VxVM でディスクへの独立したパスが別々のデバイスとして処理され、データの破損
を引き起こす可能性があります。
新しいディスクアレイ検出を有効化するには、次の手順を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxdctl enable

サードパーティ製ドライバの共存
VxVM のサードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視ケイパビリティ
を保持したまま、いくつかのサードパーティ製マルチパス化ドライバによって制御される
I/O に DMP をバイパスさせることができます。適切な ASL が使用可能でインストールさ
れている場合は、仕様ファイルの設定や特殊コマンドの実行を行うことなく、TPD を使う
デバイスを検出できます。VxVM の以前のリリースでは、TPD 共存のサポートは、サード
パーティ製ドライバのコードが改変可能な場合に限られていました。新しい TPD 共存機
能は、上記のような方法に対する下位互換性を保持しつつ、サードパーティ製マルチパ
ス化ドライバを一切変更せずに共存させることも可能になっています。
p.102 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。
p.183 の 「TPD 制御デバイスに関する情報の表示」 を参照してください。

EMC Symmetrix アレイの自動検出
VxVM 4.0 では、EMC Symmetrix アレイの設定方法は 2 種類ありました。
■

EMC PowerPath がインストールされている環境では、EMC Symmetrix アレイは外
部デバイスとして設定できました。
p.98 の 「外部デバイス」 を参照してください。

■

EMC PowerPath がインストールされていない環境では、マルチパス化に DMP を使
えました。

システムを VxVM 4.1 以降のリリースにアップグレードすると、既存の EMC PowerPath
デバイスは DDL によって検出され、マルチパス化に PowerPath を使っている場合でも、
DMP ノードを持つ自動設定ディスクとして DMP に設定されます。これらのアレイを外部
デバイスとして設定する必要はありません。
表 3-1 に、PowerPath とともに DMP を使うシナリオを示します。
ASL はすべて、Storage Foundation 製品のインストール時にインストールされる
ASL-APM パッケージに含まれています。

85

86

第 3 章 ディスクの管理
新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

表 3-1

PowerPath とともに DMP を使うシナリオ

PowerPath

DMP

アレイ設定モード

インストール済み

libvxpp ASL が EMC
Symmetrix アレイと DGC
CLARiiON 要求を内部的に処理し
ます。PowerPath がフェールオー
バーを処理します

EMC Symmetrix - 任意
DGC CLARiiON - アクティ
ブ/パッシブ（A/P）、明示
的フェールオーバーモー
ドのアクティブ/パッシブ
（A/P-F）、および ALUA
明示的フェールオーバー

未インストールで、アレイが EMC DMP がマルチパス化を処理します アクティブ/アクティブ
Symmetrix
ASL 名は libvxemc です。
未インストールで、アレイが DGC
CLARiioN（CXn00）

DMP がマルチパス化を処理します アクティブ/パッシブ
（A/P）、明示的フェール
ASL 名は libvxCLARiiON で
オーバーモードのアクティ
す。
ブ/パッシブ（A/P-F）、お
よび ALUA

EMCpower ディスクが外部ディスクとして設定されている場合は、次の例に示すように、
vxddladm rmforeign コマンドを使って外部定義を削除します。
# vxddladm rmforeign blockpath=/dev/emcpowera10 ¥
charpath=/dev/emcpowera10

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

デバイス検出層の管理方法
デバイス検出層（DDL）を使うと、ディスクアレイの動的な追加が可能になります。DDL は、
VxVM および DMP の操作に必要なディスクとその属性を検出します。
DDL は、次のタスクを実行する vxddladm ユーティリティを使って管理します。
■

iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層の一覧表示

■

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示

■

ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示

■

ホストバスアダプタから設定されたターゲットの一覧表示

■

ホストバスアダプタから設定されたデバイスの一覧表示

■

iSCSI 操作パラメータの取得または設定
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■

サポートされているアレイタイプの一覧表示

■

アレイのサポートの DDL への追加

■

アレイのサポートの DDL からの削除

■

無効にされたディスクアレイに関する情報の一覧表示
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■ DISKS（JBOD）カテゴリ内のサポートされているディスクの一覧表示
■ DISKS

カテゴリへの特定ベンダーのディスクの追加

■ DISKS

カテゴリからのディスクの削除

■

外部デバイスとしてのディスクの追加

次の項で、これらのタスクの詳細を説明します。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。

iSCSI を含むすべてのデバイスの一覧表示
iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層を一覧表示できます。
iSCSI を含むすべてのデバイスを一覧表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm list

出力例を次に示します。
HBA fscsi0 (20:00:00:E0:8B:19:77:BE)
Port fscsi0_p0 (50:0A:09:80:85:84:9D:84)
Target fscsi0_p0_t0 (50:0A:09:81:85:84:9D:84)
LUN sda
. . .
HBA iscsi0 (iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80)
Port iscsi0_p0 (10.216.130.10:3260)
Target iscsi0_p0_t0 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84188548)
LUN sdb
LUN sdc
Target iscsi0_p0_t1 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939)
. . .

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示
iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスについての情報を取得できま
す。取得される情報は次のとおりです。
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ドライバ（Driver）

HBA を制御するドライバ。

ファームウェア（Firmware）

ファームウェアのバージョン。

検出（Discovery）

対象の検出で採用された方法。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタを一覧表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm list hbas

このコマンドを使えば、システム上で設定された、iSCSI デバイスを含むすべての
HBA を取得できます。出力例を次に示します。

HBA-ID Driver Firmware
Discovery
State Address
-------------------------------------------------------------------------------------------------c2 qlc
v.3.3.20 IPX Fabric
Online 20:00:00:E0:8B:19:77:BE
c3 iscsi iSNS(10.216.130.10) Online iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80

ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示
HBA に設定されたすべてのポートについての情報を取得できます。画面に次の情報が
表示されます。
HBA-ID

親 HBA。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

ホストバスアダプタ上で設定されたポートを一覧表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm list ports

このコマンドを使えば、HBA で設定されたポートを取得できます。出力例を次に示
します。
PortID
HBA-ID
State
Address
------------------------------------------------------------------c2_p0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84
c3_p0
c3
Online
10.216.130.10:3260
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ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットの一覧
表示
ホストバスアダプタから設定されたすべてのターゲットについての情報を取得できます。
取得される情報は次のとおりです。
エイリアス（Alias）

エイリアス名（設定されている場合）。

HBA-ID

親 HBA またはポート。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

アドレス（Address）

ハードウェアアドレス。

ターゲットを一覧表示するには
◆

すべてのターゲットを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm list targets

出力例を次に示します。
TgtID
Alias HBA-ID
State
Address
----------------------------------------------------------------c2_p0_t0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84
c3_p0_t1
c3
Online
iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939

ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットを一覧表示するには
◆

次のコマンドを使えば、HBA またはポートに基づいてフィルタ処理できます。
# vxddladm list targets [hba=hba_name|port=port_name]

たとえば、特定の HBA から設定されたターゲットを取得するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm list targets hba=c2
# vxddladm list targets hba=c2
TgtID
Alias HBA-ID
State
Address
----------------------------------------------------------------c2_p0_t0
c2
Online
50:0A:09:80:85:84:9D:84
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ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスの一覧表
示
ホストバスアダプタから設定されたすべてのデバイスについての情報を取得できます。取
得される情報は次のとおりです。
Target-ID

親ターゲット。

状態（State）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。

DDL の状況

デバイスが DDL によって要求されるかどうか。要求される場合、
出力には ASL 名も表示されます。

ホストバスアダプタから設定されたデバイスを一覧表示するには
◆

設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm list devices
Device
Target-ID
State
DDL status (ASL)
-----------------------------------------------------------sda
fscsi0_p0_t0 Online
CLAIMED (libvxemc.so)
sdb
fscsi0_p0_t0 Online
SKIPPED
sdc
fscsi0_p0_t0 Offline ERROR
sdd
fscsi0_p0_t0 Online
EXCLUDED
sde
fscsi0_p0_t0 Offline MASKED

ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスを一覧表示するには
◆

特定の HBA とターゲットから設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm list devices target=target_name

iSCSI 操作パラメータの取得または設定
DDL は、iSCSI デバイスパスのパフォーマンスに影響を与える特定のパラメータを設定
および表示するためのインターフェースを提供します。ただし、基盤となる OS フレーム
ワークがこの値の設定をサポートする必要があります。OS のサポートがない場合、
vxddladm set コマンドはエラーを返します。
表 3-2

iSCSI のデバイスのパラメータ

パラメータ

デフォ
ルト値

最小値 最大値

DataPDUInOrder

あり

なし

あり
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パラメータ

デフォ
ルト値

最小値 最大値

DataSequenceInOrder

あり

なし

あり

DefaultTime2Retain

20

0

3600

DefaultTime2Wait

2

0

3600

ErrorRecoveryLevel

0

0

2

FirstBurstLength

65535

512

16777215

InitialR2T

あり

なし

あり

ImmediateData

あり

なし

あり

MaxBurstLength

262144 512

16777215

MaxConnections

1

1

65535

MaxOutStandingR2T

1

1

65535

MaxRecvDataSegmentLength

8182

512

16777215
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特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上の iSCSI 操作パラメータを取得するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxddladm getiscsi target=tgt-id {all | parameter}

このコマンドを使えば、すべての iSCSI 操作パラメータを取得できます。出力例を次
に示します。
# vxddladm getiscsi target=c2_p2_t0
PARAMETER
CURRENT
DEFAULT
MIN
MAX
-----------------------------------------------------------------------------DataPDUInOrder
yes
yes
no
yes
DataSequenceInOrder
yes
yes
no
yes
DefaultTime2Retain
20
20
0
3600
DefaultTime2Wait
2
2
0
3600
ErrorRecoveryLevel
0
0
0
2
FirstBurstLength
65535
65535
512
16777215
InitialR2T
yes
yes
no
yes
ImmediateData
yes
yes
no
yes
MaxBurstLength
262144
262144
512
16777215
MaxConnections
1
1
1
65535
MaxOutStandingR2T
1
1
1
65535
MaxRecvDataSegmentLength 8192
8182
512
16777215

特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上で iSCSI 操作パラメータを設定するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm setiscsi target=tgt-id
parameter=value

サポートされているすべてのディスクアレイの一覧表示
この手順を使って、vxddladm コマンドの他の形とともに使う vid 属性と pid 属性の値を
取得します。
サポートされているすべてのディスクアレイを一覧表示するには、次の作業を実行しま
す。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm listsupport all
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ディスクアレイライブラリのサポートの無効化
ディスクアレイライブラリのサポートを無効化するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm excludearray libname=libvxenc.so

この例では、ライブラリ libvxenc.so に依存するディスクアレイのサポートを無効に
しています。この例に示すように、特定ベンダーのディスクアレイのサポートを無効に
することもできます。
# vxddladm excludearray vid=ACME pid=X1

無効にされたディスクアレイライブラリのサポートの有効化
無効にされたディスクアレイライブラリのサポートを有効化するには
◆

特定のディスクアレイライブラリに依存するすべてのアレイのサポートを無効にした
場合は、includearray キーワードを使って、除外ファイルリストのエントリを削除で
きます。例を次に示します。
# vxddladm includearray libname=libvxenc.so

無効にされたディスクアレイの一覧表示
現在 VxVM による使用が無効化されているすべてのディスクアレイを一覧表示するに
は、次の作業を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm listexclude

DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一覧表示
DISKS（JBOD）カテゴリ内のサポートされているディスクを一覧表示するには、次の作業

を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm listjbod

サポートされるアレイライブラリに関する詳細の表示
# vxddladm listsupport libname=library_name.so
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サポートされるアレイライブラリに関する詳細を表示するには、次の作業を実行します。
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxddladm listsupport libname=library_name.so

ASL は、ディレクトリ /etc/vx/lib/discovery.d にあります。

DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加
アレイで利用できる ASL がない場合、JBOD デバイスとしてディスクアレイを追加する必
要があります。
JBOD は、指定されていない限り、アクティブ/アクティブ（A/A）であると見なされます。適
切な ASL が利用できない場合、A/A-A、A/P、または A/PF アレイは、パス遅延や I/O
エラーを避けるため、アクティブ/パッシブ（A/P）JBOD として認識される必要があります。
JBOD が ALUA 対応であれば、JBOD は ALUA アレイとして追加されます。
p.163 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。
警告: ここで説明する手順は、Veritas Volume Manager ではサポートされていないアレ
イに DMP を正しく設定するための手順です。この操作を行わないと、Veritas Volume
Manager でディスクへの独立したパスが別々のデバイスとして処理され、データの破損
を引き起こす可能性があります。
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DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイを追加するには、次の手順を実
行します。

1

次のコマンドを使って、アレイ内にあるディスクのベンダー ID とプロダクト ID を確認
します。
# /etc/vx/diag.d/vxscsiinq device_name

device_name には、アレイ内にあるいずれかのディスクのデバイス名を指定します。
このコマンドで出力されるベンダー ID（VID）とプロダクト ID（PID）の値を書き留めて
ください。富士通製のディスクの場合は、表示されるシリアル番号の文字数も書き留
めておきます。
次の例は、デバイス名を持つディスクの例の出力を示しています。
/dev/sdj# /etc/vx/diag.d/vxscsiinq /dev/sdj
Vendor id (VID)
Product id (PID)
Revision
Serial Number

:
:
:
:

SEAGATE
ST318404LSUN18G
8507
0025T0LA3H

この例では、ベンダー ID は SEAGATE、プロダクト ID は ST318404LSUN18G です。

2

データベースなど、アレイ上で設定された VxVM ボリュームにアクセスしているアプ
リケーションをすべて停止し、アレイに設定されているすべてのファイルシステムと
チェックポイントのマウントを解除します。

3

アレイがタイプ A/A-A、A/P、または A/PF の場合、auto-trespass モードで設定す
る必要があります。

4

次のコマンドを入力して、新しい JBOD カテゴリを追加します。
# vxddladm addjbod vid=vendorid [pid=productid] ¥
[serialnum=opcode/pagecode/offset/length]
[cabinetnum=opcode/pagecode/offset/length] policy={aa|ap}]

vendorid および productid には、前の手順で検出した VID および PID を指定し
ます。たとえば vendorid は、FUJITSU、IBM または SEAGATE などになります。富士
通製のデバイスの場合は、length 引数に対する引数としてシリアル番号の文字数
（10 など）も指定します。アレイがタイプ A/A-A、A/P、または A/PF の場合、
policy=ap 属性も指定する必要があります。
前述の例の場合、このタイプのディスクアレイを JBOD として定義するコマンドは次
のようになります。
# vxddladm addjbod vid=SEAGATE pid=ST318404LSUN18G
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5

アレイを VxVM 制御下に置くには、vxdctl enable コマンドを使います。
# vxdctl enable

p.84 の 「新しいディスクアレイ検出の有効化」 を参照してください。

6

アレイがサポートされたことを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxddladm listjbod

前述の例のアレイに対する、このコマンドの出力例を次に示します。

VID

PID

SerialNum
CabinetNum
Policy
(Cmd/PageCode/off/len) (Cmd/PageCode/off/len)
==============================================================================
SEAGATE ALL PIDs
18/-1/36/12
18/-1/10/11
Disk
SUN
SESS01
18/-1/36/12
18/-1/12/11
Disk
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7

アレイが認識されたことを確認するには、次のように vxdmpadm listenclosure コ
マンドを使います。前述のアレイの場合の出力例は次のとおりです。
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME

ENCLR_TYPE

ENCLR_SNO

STATUS

======================================================
OTHER_DISKS
OTHER_DISKS
OTHER_DISKS CONNECTED
Disk
Disk
DISKS
CONNECTED

アレイのエンクロージャ名およびエンクロージャタイプが、どちらも「Disk」に設定され
ていることを確認できます。アレイ内にあるディスクを表示するには、vxdisk list
コマンドを使います。
# vxdisk list
DEVICE
Disk_0
Disk_1
...

8

TYPE
auto:none
auto:none

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online invalid
online invalid

DMP のパスが認識されたことを確認するには、vxdmpadm getdmpnode コマンドを
使います。前述のアレイの場合の出力例は次のとおりです。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=Disk
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
=====================================================
Disk_0 ENABLED Disk
2
2
0
Disk
Disk_1 ENABLED Disk
2
2
0
Disk
...

出力結果から、アレイ内のディスクに 2 つのパスが設定されていることが確認できま
す。
詳しくは、vxddladm help addjbod コマンドを入力してください。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

DISKS カテゴリからのディスクの削除
DISKS カテゴリからディスクを削除するには、次の手順を実行します。
◆

vxddladm コマンドに rmjbod キーワードを付けて使います。次の例は、ベンダー

（Seagate）のディスクを削除するコマンドを示しています。
# vxddladm rmjbod vid=SEAGATE
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外部デバイス
DDL では、マルチパス機能や RAM ディスク機能を提供するデバイスなど、サードパー
ティ製のドライバで制御される一部のデバイスについては検出できないことがあります。こ
れらのデバイスに対しては、DMP 機能ではなく、サードパーティ製の一部のアレイドライ
バに備えられている multipathing ケイパビリティを使うことをお勧めします。このような外
部デバイスは、vxddladm addforeign コマンドを使うことにより、VxVM で simple ディ
スクとして使えるようになります。このコマンドを使うと、I/O 処理に DMP を使う必要もなく
なります。次の例は、指定したディレクトリにブロックデバイスおよびキャラクタデバイスの
エントリを追加する方法を示しています。
# vxddladm addforeign blockdir=/dev/foo/dsk ¥
chardir=/dev/foo/rdsk

ブロックデバイスまたはキャラクタデバイスがドライバによってサポートされていない場合
は、次のようにコマンドから省略できます。
# vxddladm addforeign blockdir=/dev/foo/dsk

このコマンドを実行すると、デフォルトでは、OS によって管理されるデバイスツリー内の、
自動検出機構で検出されたデバイスと一致するエントリがすべて無効になります。この動
作は、vxddladm（1M） マニュアルページの説明に従い、-f オプションおよび -n オプショ
ンを使って上書きできます。
エントリを追加した外部デバイスは、vxdisk scandisks コマンドまたは vxdctl enable
コマンドのいずれかを使うと simple ディスクとして検出されるようになります。検出された
これらのディスクは、自動設定されたディスクと同じ方法で使えます。
外部デバイス機能は、RAM ディスクなどの標準的ではないデバイス、一部の半導体ディ
スク、EMC PowerPath などの仮想デバイスをサポートするため、VxVM 4.0 で導入され
ました。
外部デバイスのサポートには、次の制限があります。
■

外部デバイスは常に単一パスのディスクと見なされます。自動検出ディスクとは異な
り、DMP ノードがありません。

■

クラスタ環境の共有ディスクグループについてはサポートされていません。スタンドア
ロンホストシステムのみがサポートされています。

■

PGR（Persistent Group Reservation）操作についてはサポートされていません。

■

DMP の制御下にないため、障害が発生したディスクを自動的に有効にすること、お
よび DMP 管理コマンドを使うことができません。

■

エンクロージャ情報を VxVM から確認できません。これらのデバイスを使って作成さ
れたディスクグループは可用性が低くなります。

■

I/O フェンシング機能とクラスタファイルシステム機能は、外部デバイスではサポートさ
れません。
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アレイに適切な ASL が使え、インストールされている場合は、上記の制限なしに使えま
す。
p.85 の 「サードパーティ製ドライバの共存」 を参照してください。

VxVM の制御下のディスク
VxVM が稼動しているシステムにディスクを追加する場合は、ディスクを VxVM の制御
下に置き、そのディスクに割り当てられた領域を VxVM で管理できるようにする必要があ
ります。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
他にディスクグループを指定しない限り、VxVM はデフォルトディスクグループを判別す
るルールに従って、新しいディスクをデフォルトのディスクグループに配置します。
p.217 の 「デフォルトのディスクグループの名前の付け方」 を参照してください。
ディスクを VxVM の制御下に置く方法は、次の各状況によって異なります。
■

新しいディスクの場合は、初期化してから VxVM の制御下に置く必要があります。メ
ニューベースの vxdiskadm ユーティリティを使って、この操作を行うことができます。
警告: 初期化すると、ディスク上の既存データは破棄されます。

■

ディスクをすぐに使わない場合は、初期化して（ディスクグループには追加せず）、後
の作業で使うために予約することができます。この操作を行うには、ディスクグループ
の名前を設定するときに none を入力します。この種類のスペアディスクとホットリロ
ケーションのスペアディスクを混同しないでください。

■

VxVM の後の作業で使うために、ディスクを事前に初期化していた場合は、そのディ
スクを再初期化して VxVM の制御下に置くことができます。

■

ディスクを LVM で使っていた場合は、そのディスクを VxVM の制御下に置きながら、
既存データを保持できます。これは、変換機能を使うことで実現します。変換によっ
て、データの仮想レイアウトは完全に VxVM で制御されるようになります。

■

前回 VxVM の制御下に置かずに使ったディスクを、VxVM の制御下に置きながら、
ディスク上の既存データも保持する場合があります。これは、カプセル化を使うことで
実現します。
カプセル化では、ディスク上のデータが保持されます。

■

1 つ以上のコントローラ上にある複数のディスクを、同時に VxVM の制御下に置くこ
とができます。状況によっては、すべてのディスクが同じ方法で処理されない場合が
あります。
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vxdiskadm ユーティリティを、特定のディスクまたはコントローラを使用可能として一覧表

示しないように設定できます。たとえば、SAN 環境では、多数の個別システムからディス
クエンクロージャを参照できるため、このように構成すると便利です。
VxVM からデバイスを無効にするには、vxdiskadm のメインメニューから［VxVM が使う
デバイスのパス、またはマルチパスの無効化（Prevent multipathing/Suppress
devices from VxVM's view）］を選択します。
p.169 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。

ディスクの名前の付け方の変更
ディスクには、エンクロージャに基づく名前の付け方、またはオペレーティングシステムの
名前の付け方を使えます。VxVM のコマンドでは、現在の名前の付け方に従ってデバイ
ス名が表示されます。
デフォルトの名前の付け方は、エンクロージャに基づく命名（EBN）です。Storage
Foundation 製品のインストールまたはアップグレードを行うときには、次の例外を除き、
名前の付け方はエンクロージャに基づく命名に設定されます。既存のインストールの名
前の付け方を、オペレーティングシステムに基づく名前の付け方に明示的に設定した場
合、その設定はアップグレードするときに保持されます。つまり、既存のインストールに対
して vxddladm set namingscheme=osn コマンドを使った場合、アップグレードした 5.1
製品では、オペレーティングシステムに基づく名前の付け方が維持されます。
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ディスクの名前の付け方を変更するには、次の作業を実行します。
◆

vxdiskadm のメインメニューから［ディスクの名前の付け方の変更（Change the
disk naming scheme）］を選択して、VxVM で使うディスクの名前の付け方を、希

望のものに変更します。このオプションを選択すると、次の画面が表示されます。名
前の付け方を変更するには、y を入力してください。
この操作によって、vxconfigd デーモンが再起動され、新しいディスクの名前の付
け方が有効にされます。
また、コマンドラインから名前の付け方を変更することもできます。エンクロージャに
基づく名前の付け方を選択するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm set namingscheme=ebn [persistence={yes|no}] ¥
[use_avid=yes|no] [lowercase=yes|no]

オペレーティングシステムに基づく名前の付け方を選択するには、次のコマンドを使
います。
# vxddladm set namingscheme=osn [persistence={yes|no}] ¥
[lowercase=yes|no]

オプションの persistence 引数を使うと、ディスクハードウェアを再設定しシステム
を再ブートした後に、VxVM で表示するディスクデバイスの名前を変更しないでおく
かどうかを選択できます。デフォルトでは、エンクロージャに基づく名前の付け方は
永続的です。オペレーティングシステムに基づく名前の付け方はデフォルトでは永
続的ではありません。
デフォルトでは、ASL によって指定された名前に大文字が含まれていても、エンク
ロージャ名は小文字に変換されます。したがって、エンクロージャに基づくデバイス
名は小文字になります。小文字への変換を無効にするには lowercase=no オプショ
ンを設定します。
エンクロージャに基づく名前付けでは、use_avid オプションを使って、デバイス名
のインデックス番号にアレイのボリューム ID を使うかどうかを指定します。デフォルト
は use_avid=yes です。これにより、デバイス名は enclosure_avid のように設定さ
れます。use_avid を no に設定すると、DMP デバイス名は enclosure_index のよ
うに設定されます。インデックス番号は、デバイスが LUN シリアル番号でソートされ
た後に割り当てられます。
どちらの方法でも変更は即座に反映されます。
p.102 の 「永続的なデバイス名の再生成」 を参照してください。

ディスクの名前の付け方の表示
VxVM ディスクの名前の付け方は、オペレーティングシステムに基づく名前の付け方ま
たはエンクロージャに基づく名前の付け方に設定できます。このコマンドは VxVM ディス
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クの名前の付け方が現在設定されているかどうかを表示します。また、永続性が有効に
なっているかどうかなど、ディスクの名前の付け方に関する属性が表示されます。
現在のディスクの名前の付け方とその操作モードを表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxddladm get namingscheme

p.77 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

永続的なデバイス名の再生成
永続的なデバイス命名機能では、ディスクデバイスの名前はシステムの再ブート後も維持
されます。DDL は永続的なデバイス名データベースに従ってデバイス名を割り当てます。
オペレーティングシステムに基づく名前の付け方を選択した場合、各ディスク名には通
常、ディスクへのパスのうちいずれかの名前が付けられます。ハードウェアを再構成して
再ブートすると、再構成前と異なる名前がディスクへのパスに対して生成されます。従っ
て、永続的なデバイス名は実際のパスに対応しなくなる場合があります。これにより、ディ
スクが使用不可になることはありませんが、ディスク名がそのパスのいずれかと関連する
ことはなくなります。
同様にエンクロージャベースの命名法を選択すると、デバイス名はエンクロージャ名とイ
ンデックス番号によって決まります。アレイによって開示される LUN の順序がハードウェ
ア構成により変更される場合、永続的なデバイス名は現在のインデックスを反映しないこ
とがあります。
永続的なデバイス名を再生成するには、次の手順を実行します。
◆

永続的な名前のリポジトリを再生成するには、次のコマンドを使います。
# vxddladm [-c] assign names
-c オプションは、ユーザーが指定したすべての名前を消去し、自動生成された名

前と置換します。
-c オプションを指定しない場合、ユーザーが指定した既存の名前は維持されます

が、OS ベースの名前とエンクロージャベースの名前は再生成されます。
ディスク名が、新しいパス名に対応するようになりました。

TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更
デバイスの命名を変更する機能は、ディスクの名前の付け方がオペレーティングシステム
に基づく命名に設定され、TPD 制御のエンクロージャにファブリックディスクが含まれて
いない場合のみ使えます。

第 3 章 ディスクの管理
ディスクの名前の付け方の変更

TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名を変更するには
◆

ディスクエンクロージャを制御するサードパーティ製ドライバ（TPD）が、適切な ASL
によって共存をサポートしている場合、デフォルトの動作では、TPD が割り当てた
ノード名に基づいてデバイス名が割り当てられます。vxdmpadm コマンドを使うと、
TPD 割り当ての名前とオペレーティングシステムが認識しているデバイス名を切り替
えることができます。
# vxdmpadm setattr enclosure enclosure tpdmode=native|pseudo
tpdmode 属性の引数では、オペレーティングシステムが使う名前（native）または

TPD 割り当てのノード名（pseudo）を指定します。
次の例は、EMC0 という名前のエンクロージャに対して、TPD に基づく命名とオペレー
ティングシステムに基づく命名を切り替えるときのコマンドの使い方を示しています。
# vxdisk list
DEVICE
emcpower10
emcpower11
emcpower12
emcpower13
emcpower14
emcpower15
emcpower16
emcpower17
emcpower18
emcpower19

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8
disk9
disk10

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

# vxdmpadm setattr enclosure EMC0 tpdmode=native
# vxdisk list
DEVICE
sdj
sdk
sdl
sdm
sdn
sdo
sdp
sdq
sdr
sds

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8
disk9
disk10

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online
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tpdmode が native に設定されると、最小のデバイス番号のパスが表示されます。

エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク
名の関連付けの検出
エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク名の関連付けを検出するには
◆

エンクロージャに基づく名前の付け方を有効にして、vxprint コマンドを使い、ボ
リュームの構造を表示する場合は、OS に基づいた名前ではなく、エンクロージャに
基づいたディスクデバイス名（ディスクアクセス名）が表示されます。任意のエンクロー
ジャに基づくディスク名に関連付けられたオペレーティングシステムに基づく名前を
検出するには、次のいずれかのコマンドを使います。
# vxdisk list enclosure-based_name
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=enclosure-based_name

たとえば、ディスク ENC0_21 に関連する物理デバイスを検索する適切なコマンドは、
次のとおりです。
# vxdisk list ENC0_21
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=ENC0_21

これらのコマンドを実行して、ブロックディスクデバイスおよびキャラクタディスクデバ
イスのフルパス名を取得するには、表示されたデバイス名の接頭辞として
/dev/vx/dmp または /dev/vx/rdmp を追加します。

ディスクのインストールとフォーマット
ディスクおよびシステムのハードウェア機能によって、ディスクをインストールする前にシス
テムを停止して電源を切る必要がある場合や、システムの稼動中にディスクをホットイン
サートできる場合があります。多くのオペレーティングシステムで、再起動時に新しいディ
スクの存在を検出します。システムの稼動中にディスクを挿入する場合は、オペレーティ
ングシステム固有のコマンドを入力して、システムに通知する必要があることがあります。
使用前にディスクを低レベルまたは中間レベルでフォーマットする必要がある場合は、オ
ペレーティングシステム固有のフォーマットコマンドを使ってフォーマットします。
メモ: SCSI ディスクは通常、フォーマット済みです。既存のフォーマットに障害がある場合
にのみ、再フォーマットを行う必要があります。
p.105 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
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デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更
ディスクのレイアウトの初期化のデフォルト値を表示または変更するには、次の手順を
実行します。
◆

vxdiskadm メインメニューで［デフォルトのディスクレイアウトの変更/表示
（Change/display the default disk layout）］を選択します。ディスクの初期

化については、デフォルト形式とプライベートリージョンのデフォルトのサイズを変更
できます。ディスク初期化の属性設定は、/etc/default/vxdisk というファイルに
保存されます。
vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクのカプセル化については、プライベートリージョンとパブリックリージョンのオ
フセット値も変更できます。ディスクのカプセル化の属性設定
は、/etc/default/vxencap というファイルに保存されます。
vxencap（1M）マニュアルページを参照してください。

VxVM へのディスクの追加
VxVM の制御下に置くフォーマット済みディスクには、新しいディスクまたは VxVM の制
御外で以前に使われたディスクを使えます。ディスクのセットは、コントローラ上のすべて
のディスク、選択したディスク、またはこれらの組み合わせで構成できます。
状況によっては、すべてのディスクが同じ方法で処理されない場合があります。
たとえば、あるディスクは初期化され、別のディスクはディスク上の既存データを保持する
ためにカプセル化されることがあります。
一度に複数のディスクを初期化するとき、特定のディスクまたは特定のコントローラを無効
にできます。
また、一度に複数のディスクをカプセル化するときにも、特定のディスクまたは特定のコン
トローラを無効にできます。
VxVM からデバイスを無効にするには、vxdiskadm のメインメニューから［VxVM が使う
デバイスのパス、またはマルチパスの無効化（Prevent multipathing/Suppress
devices from VxVM's view）］を選択します。
警告: 初期化では、ディスク上の既存データは保持されません。
使える有効なパーティションテーブルのないディスクは初期化できません。ディスク上に
空のパーティションテーブルを作成するには、fdisk コマンドを次のように使います。
# fdisk /dev/sdX
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Command (m for help): o
Command (m for help): w
/dev/sdX には、ディスクデバイスの名前（/dev/sdi など）を指定します。

警告: fdisk コマンドを実行すると、ディスク上のデータが破棄されることがあります。ディ
スク上のデータを保持する必要がある場合は、このコマンドを実行しないでください。
p.169 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。
VxVM 用にディスクを初期化するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or
initialize one or more disks）］を選択します。

2

次のプロンプトで、VxVM 制御に追加するディスクのディスクデバイス名を入力しま
す（またはディスクの一覧を表示するために、「list」を入力します）。
Select disk devices to add:
[<pattern-list>,all,list,q,?]

pattern-list には、単一ディスクまたは一連のディスクを指定できます。pattern-list
が複数の項目で構成されている場合は、スペースで区切って項目を切り離します。
たとえば、次のように 4 つのディスクを表します。
sde sdf sdg sdh

プロンプトで、list と入力した場合は、vxdiskadm プログラムによって、システムで
使えるディスクの一覧が表示されます。
DEVICE
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
sdg

DISK
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04
-

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online
online
online
online invalid

［ステータス（STATUS）］列の［online invalid］という語句は、ディスクがまだ追加
されていないか、VxVM の制御用に初期化されていないことを示します。ディスク名
およびディスクグループとともに「online」と表示されているディスクは、すでに VxVM
制御下にあります。
プロンプトで、初期化するディスクのデバイス名またはパターンを入力し、リターン
キーを押します。
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操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
Here are the disks selected. Output format: [Device]
list of device names
Continue operation? [y,n,q,?] (default: y) y

4

次のプロンプトで、ディスクの追加先ディスクグループを指定するか、none を入力し
て後で使うためにディスクを予約します。
You can choose to add these disks to an existing disk group,
a new disk group, or you can leave these disks available for use
by future add or replacement operations. To create a new disk
group, select a disk group name that does not yet exist. To
leave the disks available for future use, specify a disk group
name of none.
Which disk group [<group>,none,list,q,?]

5

存在しないディスクグループ名を指定した場合は、vxdiskadm によって、新しいディ
スクグループを作成する確認を求めるプロンプトが表示されます。
There is no active disk group named disk group name.
Create a new group named disk group name? [y,n,q,?]
(default: y)y

ディスクグループでクロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）機能をサポート
するかどうか確認するように求められます。
Create the disk group as a CDS disk group? [y,n,q,?]
(default: n)

新しいディスクグループを異なるオペレーティングシステムプラットフォーム間で移動
させる場合は、y を入力します。それ以外の場合は、n を入力します。

6

次のプロンプトで、リターンキーを押してデフォルトのディスク名を使うか、n を入力し
て任意のディスク名を定義します。
Use default disk names for the disks? [y,n,q,?] (default: y) n
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7

ディスクをホットリロケーションのスペアにするかどうかを尋ねるプロンプトが表示され
たら、n を入力します（または、リターンキーを押します）。
Add disks as spare disks for disk group name? [y,n,q,?]
(default: n) n

8

ディスクをホットリロケーションへの適用対象から除外するかを尋ねるプロンプトが表
示されたら、n を入力します（または、リターンキーを押します）。
Exclude disks from hot-relocation use? [y,n,q,?}
(default: n) n

9

次のプロンプトでサイトタグをディスクに追加するかどうかを選択します。
Add site tag to disks? [y,n,q,?] (default: n)

サイトタグは、常にディスクアレイまたはエンクロージャに適用され、リモートミラー機
能を使わない限り必要ありません。
y を入力してサイトタグを追加する場合、ステップ 11 でサイト名の入力を求めるメッ

セージが表示されます。

10 操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
The selected disks will be added to the disk group
disk group name with default disk names.
list of device names
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y

11 ステップ 9 でディスクにサイトタグを追加することにした場合、ここで、各エンクロー
ジャのディスクに適用するサイト名の入力を求めるメッセージが表示されます。
The following disk(s):
list of device names
belong to enclosure(s):
list of enclosure names
Enter site tag for disks on enclosure enclosure name
[<name>,q,?] site_name
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12 次のプロンプトが表示された場合、これにはすでに VxVM 用に初期化されている
ディスクがすべて一覧表示されます。
The following disk devices appear to have been initialized
already.
The disks are currently available as replacement disks.
Output format: [Device]
list of device names
Use these devices? [Y,N,S(elect),q,?] (default: Y) Y

このプロンプトにより、これらすべてのディスクに対して「はい（yes）」または「いいえ
（no）」を示したり（Y または N）、個別ベースで各ディスクを処理する方法を選択した
り（S）できます。
ディスクすべてを再初期化する場合は、次のプロンプトで Y を入力します。
VxVM NOTICE V-5-2-366 The following disks you selected for use
appear to already have been initialized for the Volume
Manager. If you are certain the disks already have been
initialized for the Volume Manager, then you do not need to
reinitialize these disk devices.
Output format: [Device]
list of device names
Reinitialize these devices? [Y,N,S(elect),q,?] (default: Y) Y

109

110

第 3 章 ディスクの管理
VxVM へのディスクの追加

13

vxdiskadm によって、1 つ以上のディスクがカプセル化の候補にあることが示されま

す。カプセル化では、アクティブなディスクを VxVM 制御に追加して、そのディスク
上のデータを保持できます。ディスク上のデータを保持する場合は、y を入力しま
す。保持する必要のあるデータがディスク上にないことが確実な場合は、n を入力
し、カプセル化を回避します。
VxVM NOTICE V-5-2-355 The following disk device has a valid
partition table, but does not appear to have been initialized
for the Volume Manager. If there is data on the disk that
should NOT be destroyed you should encapsulate the existing
disk partitions as volumes instead of adding the disk as a new
disk.
Output format: [Device]
device name
Encapsulate this device? [y,n,q,?] (default: y)
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14 ディスクのカプセル化を選択すると、vxdiskadm によってデバイス名が確認され、処
理を続行する許可を求めるプロンプトが表示されます。y を入力して（または、リター
ンキーを押して）、カプセル化を続行します。
VxVM NOTICE V-5-2-311 The following disk device has been
selected for encapsulation.
Output format: [Device]
device name
Continue with encapsulation? [y,n,q,?] (default: y) y
vxdiskadm now displays an encapsulation status and informs you
that you must perform a shutdown and reboot as soon as
possible:
VxVM INFO V-5-2-333 The disk device device name will be
encapsulated and added to the disk group disk group name with the
disk name disk name.

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)
cdsdisk 形式を指定した場合は、この形式に変換できなかった場合に実行するア

クションの入力を求めるプロンプトが表示されます。
Do you want to use sliced as the format should cdsdisk fail?
[y,n,q,?] (default: y)
y を入力した場合、CDS ディスクとしてカプセル化できないディスクは sliced ディス

クとしてカプセル化されます。それ以外の場合は、カプセル化が失敗します。
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この後、vxdiskadm によって、ディスクのカプセル化が続行されます。次のようなコ
マンドを実行して、できるだけ早い段階でシステムを再ブートしてください。
# shutdown -r now
/etc/fstab ファイルが更新され、カプセル化されたファイルシステムをマウントする

ためのボリュームデバイスが追加されます。場合によっては、バックアップスクリプト、
データベース、手動作成したスワップデバイスなどの参照項目を更新する必要があ
ります。もとの /etc/fstab ファイルは、/etc/fstab.b4vxvm として保存されます。

15 ディスクのカプセル化を選択しなかった場合、vxdiskadm によって、カプセル化の
代わりに、ディスクの初期化を行うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。y を
入力し、これを確認します。
カプセル化せずに、初期化しますか?（Instead of encapsulating, initialize?）
[y,n,q,?](default: n) y 初期化し、VxVM の制御下に追加したディスクは、次の例の
ようなメッセージとともに vxdiskadm によって確認されます。さらに、表面分析の実
行を求めるプロンプトが表示されることがあります。
VxVM INFO V-5-2-205 Initializing device device name.

16 これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。

17 次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

この後、vxdiskadm によって、ディスクの追加が続行されます。
VxVM INFO V-5-2-88 Adding disk device device name to disk group
disk group name with disk name disk name.
.
.
.

第 3 章 ディスクの管理
VxVM へのディスクの追加

18 デフォルトのディスク名を使わない場合は、vxdiskadm からディスク名を入力するよ
う求められます。

19 次のプロンプトで、続けてディスクを初期化する（y）か、vxdiskadm メインメニューに
戻る（n）かを指定します。
Add or initialize other disks? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのデフォルトのレイアウトは、変更可能です。
p.105 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してください。

ディスクの再初期化
VxVM 用に以前に初期化されたディスクを、新しいディスクと同様に VxVM の制御下に
置くことで、再初期化できます。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
警告: 再初期化では、ディスク上のデータは保持されません。ディスクの再初期化を行う
場合は、保持する必要のあるデータが含まれていないことを確認してください。
追加するディスクを以前 Volume Manager の制御外で使っていた場合は、ディスクをカ
プセル化して、ディスク情報を保持できます。追加するディスクを以前 LVM の制御下で
使っていた場合は、そのデータを変換プロセスによって VxVM ディスク上で保持できま
す。
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vxdiskadd を使った VxVM の制御下へのディスクの配置
vxdiskadd コマンドを使ってディスクを VxVM の制御下に配置するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxdiskadd disk

たとえば、ディスク sdb を初期化するには、次の手順を実行します。
# vxdiskadd sdb
vxdiskadd コマンドは、ディスクを調査して初期化されているかどうかを確認します。

また、VxVM に追加されたディスクやその他の状態もチェックします。
また、vxdiskadd コマンドは、ディスクをカプセル化できるかどうかもチェックします。
p.115 の 「ディスクのカプセル化」 を参照してください。
未初期化ディスクを追加すると、vxdiskadd コマンドにより、警告およびエラーメッ
セージがコンソールに表示されます。これらのメッセージは無視してください。ディス
クの初期化が完了すると、これらのメッセージは表示されません。初期化が完了する
と、vxdiskadd コマンドによって、成功メッセージが表示されます。
vxdiskadd のディスク追加用の対話的ダイアログは、vxdiskadm のものと類似して

います。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

VxVM での RAM ディスクのサポート
一部のシステムでは、RAM ディスクの作成をサポートしています。RAM ディスクは、小さ
なディスクデバイスのように見える、システムメモリで作成されたデバイスです。システムを
再ブートする際に、RAM ディスクの内容は頻繁に消去されます。起動時に消去される
RAM ディスクでは、VxVM が物理ディスクと認識できません。これは、物理ディスク上に
格納された情報（再ブート時に消去）がディスクの認識に使われるためです。
nopriv デバイスには、RAM ディスクをサポートするための特殊な機能があります。volatile

オプションは、デバイスの内容を再ブート後に残さないことを VxVM に指定します。揮発
性デバイスには、システムの起動時に特別な処理が実行されます。ボリュームがミラー化
されている場合、揮発性デバイスで作成されたプレックスには、不揮発性プレックスから
データがコピーされ、プレックスは常に修復されます。
VxVM で RAM ディスクを使うには、ブロックデバイスノードとキャラクタデバイスノードの
両方が RAM ディスク用に存在している必要があります。
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VxVM で RAM ディスクを作成するには

1

ブロック RAM デバイスはすでに存在します。/dev/raw/raw6 などのブロック RAM
デバイスを選択し、RAW デバイスを作成します。次に例を示します。
# mknod /dev/raw/raw6 c 162 26

2

キャラクタデバイスをブロックデバイスにバインドします。次に例を示します。
# raw /dev/raw/raw6 /dev/ram6

3

vxddladm addforeign コマンドを使って、RAM ディスクを外部デバイスとして

VxVM に追加します。次に例を示します。
# vxddladm addforeign blockpath=/dev/ram6 charpath=/dev/raw/raw6

4

vxdisk scandisks コマンドを使って、RAM ディスクを検出します。
# vxdisk scandisks

通常、VxVM は、揮発性サブディスクを含むプレックスでのみ構成されるボリュームを起
動しません。これは、プレックスがボリュームの最新の内容を格納している保証がないた
めです。
再ブート後に、ボリュームの内容をすべて再編成する場合に使う RAM ディスクもありま
す。その場合、次のコマンドを使って、RAM ディスクで構成されたボリュームを再ブート
時に強制的に起動することができます。
# vxvol set startopts=norecov volume

このオプションは、gen 属性のボリュームでのみ使えます。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクのカプセル化
この項では、VxVM 用ディスクのカプセル化の方法を説明します。カプセル化では、ディ
スクを VxVM の制御下に置く際に、ディスク上のすべての既存データを保持します。
ルートディスクをカプセル化して、VxVM の制御下に置くことができます。ただし、カプセ
ル化可能なルートディスクのレイアウトと設定には制限があります。
p.122 の 「Linux でのルータビリティの使用に関する制限」 を参照してください。
p.121 の 「ルータビリティ」 を参照してください。
msdos のラベルの付いたディスクは、auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。

ただし、そのディスクに、パブリックリージョンへの割り当てが可能な 1 つ以上の予備のプ

115

116

第 3 章 ディスクの管理
ディスクのカプセル化

ライマリパーティションと、プライベートリージョンへの割り当てが可能な 1 つの予備のプラ
イマリパーティションまたは論理パーティションが存在することが前提となります。
sun のラベルの付いたディスクも auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。ただ

し、そのディスクに、パブリックリージョンとプライベートリージョンへの割り当てが可能な 2
つ以上の予備のスライスが存在することが前提となります。
GPT（GUID Partition Table）のラベルの付いた EFI（Extensible Firmware Interface）
ディスクも auto:sliced ディスクとしてカプセル化できます。ただし、そのディスクに、パ
ブリックリージョンとプライベートリージョンへの割り当てが可能な 2 つ以上の予備のスライ
スが存在することが前提となります。
パーティションテーブル内のパブリックリージョンのエントリには、ディスク上の追加領域は
必要ありません。代わりに、そのエントリが既存のパーティションで使われているディスク
領域を表す（またはカプセル化する）ようにします。
パブリックリージョンとは異なり、プライベートリージョンのパーティションでは、既存のパー
ティションまたはスライスのいずれにも属さない少量の空き領域がディスクの先頭または
末尾に必要です。デフォルトでは、プライベートリージョンに必要な領域は 32 MB です。
この値は、整数のシリンダ数に切り上げられます。最近のディスクでは、ほとんどの場合
1 シリンダで十分です。
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VxVM 用のディスクをカプセル化するには、次の手順を実行します。

1

ルートディスクをカプセル化する前に、VxVM が使う、デバイスの名前の付け方を永
続的になるように設定します。
vxddladm set namingscheme={osn|ebn} persistence=yes

たとえば、エンクロージャに基づく名前の付け方と共に永続的な名前の付け方を使
うには、次の手順を実行します。
# vxddladm

2

set namingscheme=ebn persistence=yes

vxdiskadm のメインメニューで、［1 つ以上のディスクのカプセル化（Encapsulate
one or more disks）］を選択します。

ご使用のシステムによっては、ここで示した例とは異なるデバイス名が使われること
があります。
次のプロンプトで、カプセル化するディスクのディスクデバイス名を入力します。
Select disk devices to encapsulate:
[<pattern-list>,all,list,q,?] device name

pattern-list には、単一ディスクまたは一連のディスクを指定できます。pattern-list
が複数の項目で構成されている場合は、スペースで区切って項目を切り離す必要
があります。
カプセル化するディスクのアドレス（デバイス名）が不明な場合は、使用可能なディス
クの完全な一覧を要求するプロンプトで、l または list を入力します。

3

この操作を続行するには、次のプロンプトで、y を入力します（またはリターンキーを
押します）。
Here is the disk selected. Output format: [Device]
device name
Continue operation? [y,n,q,?] (default: y) y

4

次のプロンプトで、ディスクの追加先となるディスクグループを選択します。
You can choose to add this disk to an existing disk group or to
a new disk group. To create a new disk group, select a disk
group name that does not yet exist.
Which disk group [<group>,list,q,?]
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5

次のプロンプトで、リターンキーを押してデフォルトのディスク名を使うか、ディスク名
を入力します。
Use a default disk name for the disk? [y,n,q,?] (default: y)

6

操作を続行するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリターンキーを押し
ます）。
The selected disks will be encapsulated and added to the
disk group name disk group with default disk names.
device name
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y

7

カプセル化の続行を確認するには、次のプロンプトで y を入力します（またはリター
ンキーを押します）。
The following disk has been selected for encapsulation.
Output format: [Device]
device name
Continue with encapsulation? [y,n,q,?] (default: y) y

ディスクを VxVM 用にカプセル化することを確認する、次のようなメッセージが表示
され、再ブートが必要であることが通知されます。
The disk device device name will be encapsulated and added to
the disk group diskgroup with the disk name diskgroup01.

8

非ルートディスクの場合は、ディスクのフォーマットを、異なるオペレーティングシステ
ム間で移動できる CDS ディスクとして行うか、移動できない sliced ディスクとして行
うかを選択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。ルートディスク、ブートディスクまたはスワップディスクの場合は、sliced 形式
です。

第 3 章 ディスクの管理
ディスクのカプセル化

9

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

10

cdsdisk 形式を指定した場合は、手順 8 で、この形式に変換できなかった場合に

実行するアクションの入力を求めるプロンプトが表示されます。
Do you want to use sliced as the format should cdsdisk
fail? [y,n,q,?] (default: y)
y を入力した場合、CDS ディスクとしてカプセル化できないディスクは sliced ディス

クとしてカプセル化されます。それ以外の場合は、カプセル化が失敗します。

11 この後、vxdiskadm によって、ディスクのカプセル化が続行されます。次のようなコ
マンドを実行して、できるだけ早い段階でシステムを再ブートしてください。
# shutdown -r now
/etc/fstab ファイルが更新され、カプセル化されたファイルシステムをマウントする

ためのボリュームデバイスが追加されます。場合によっては、バックアップスクリプト、
データベース、手動作成したスワップデバイスなどの参照項目を更新する必要があ
ります。もとの /etc/fstab ファイルは、/etc/fstab.b4vxvm として保存されます。

12 次のプロンプトで、続けてディスクをカプセル化する（y）か、vxdiskadm メインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Encapsulate other disks? [y,n,q,?] (default: n) n

ディスクをカプセル化するときに使うデフォルトのレイアウトは変更できます。
p.105 の 「デフォルトのディスクレイアウト属性の表示または変更」 を参照してくださ
い。

ディスクのカプセル化の失敗
ある状況の下では、プライベートリージョンを格納できるだけの空き領域がディスク上にな
いためにディスクのカプセル化に失敗することがあります。十分な空き領域がない場合
は、次のようなエラーメッセージを表示してカプセル化プロセスは突然終了します。
VxVM ERROR V-5-2-338 The encapsulation operation failed with the
following error:
It is not possible to encapsulate device, for the following
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reason:
<VxVM vxslicer ERROR V-5-1-1108 Unsupported disk layout.>

1 つの解決策は、nopriv フォーマットでディスクを設定することです。
p.120 の 「nopriv ディスクを使ったカプセル化」 を参照してください。

nopriv ディスクを使ったカプセル化
カプセル化すると、指定されたディスク上の既存パーティションがボリュームに変換されま
す。いずれかのパーティションにファイルシステムがある場合は、/etc/fstab エントリが
変更され、代わりにファイルシステムがボリュームにマウントされます。
ディスクをカプセル化するためには、VxVM がディスクの識別情報と設定情報の保存に
使うプライベートリージョンを格納できるだけの十分な空き領域（デフォルトでは 32 MB）
がディスク上に必要です。この空き領域を、他のパーティションに含めることはできません
vxencap（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdisk ユーティリティを使って、VxVM のプライベートリージョンのパーティション用に使

用可能な領域のないディスクを、カプセル化できます。カプセル化するには、プライベー
トリージョンを持たない nopriv デバイスとしてディスクを設定します。
nopriv デバイスを使う欠点は、VxVM でディスクのアドレスやコントローラの変更をトラッ

キングできないことです。通常、VxVM では、物理ディスク上のプライベートリージョンに
格納された識別情報を使い、物理ディスクの配置の変更をトラッキングします。nopriv
デバイスにはプライベートリージョンが存在しないため、物理ディスク上に格納された識別
情報も存在せず、トラッキングを行うことができません。
nopriv デバイスの用途の 1 つは、VxVM を使ってデータをディスク外に移動できるよう

に、ディスクをカプセル化することです。ディスク上に使用可能な領域ができたら、nopriv
デバイスを削除し、そのディスクを標準ディスクデバイスとしてカプセル化します。
nopriv デバイスのみでディスクグループを構成することはできません。これは、nopriv

デバイスに、ディスクグループの設定情報を格納する領域が存在しないためです。設定
情報は、ディスクグループ内の少なくとも 1 つのディスクに格納されている必要がありま
す。

カプセル化する nopriv ディスクの作成
警告: nopriv ディスクを使ってルートディスクをカプセル化しないでください。ルートディ
スクにプライベートリージョン用の十分な空き領域がない場合は、代わりにスワップ領域の
一部を使うことができます。
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カプセル化する nopriv ディスクを作成するには

1

パーティションが存在しない場合は、VxVM を使って、アクセスする領域用のディス
クパーティションを設定します。

2

次のコマンドを使って、VM ディスクをパーティションにマップします。
# vxdisk define partition-device type=nopriv

partition-device は、/dev/dsk ディレクトリのデバイスのベース名です。
たとえば、ディスクデバイス sdc のパーティション 3 をマップするには、次のコマンド
を使います。
# vxdisk define sdc3 type=nopriv

nopriv ディスク上の他のパーティション用のボリュームの作成
nopriv ディスク上の他のパーティションにボリュームを作成するには、次の手順を実行
します。

1

ディスクグループに該当するパーティションを追加します。

2

カプセル化したパーティション内でパーティションが存在する位置を決定します。

3

パーティション上にデータを保持しない場合は、vxassist を使って、必要なサイズ
のボリュームを作成します。
警告: vxassist は、デフォルトで、作成するボリュームのデータ領域を再初期化し
ます。パーティション上に保持すべきデータがある場合は、vxassist を使わないで
ください。代わりに、vxmake を使ってボリュームを作成し、vxvol init active コ
マンドでボリュームを起動します。

ルータビリティ
VxVM では、ルートファイルシステム、swap デバイス、ルートディスク上の他のファイルシ
ステムに属する各種ファイルを VxVM の制御下に置くことができます。この機能は、ルー
タビリティと呼ばれます。ルートディスク（すなわち、ルートファイルシステムを含むディス
ク）をカプセル化の過程を経て VxVM の制御下に置くことができます。
カプセル化すると、ディスク上の既存パーティションがボリュームに変換されます。一度
VxVM の制御下に置かれると、root デバイスおよび swap デバイスは、ボリュームとな
り、他の VxVM ボリュームと同じ特性を持ちます。スワップ領域用として構成されたボリュー
ムはスワップボリュームと呼ばれ、ルートファイルシステムを含むボリュームはルートボリュー
ムと呼ばれます。

121

122

第 3 章 ディスクの管理
ルータビリティ

メモ: ルートディスクのカプセル化は、ミラー化も併せて行う場合に限り実行してください。
ルートディスクのカプセル化自体には利点はありません。
rootvol ボリュームおよび swapvol ボリュームは、システムの正常起動に必要なルート

ディスクの他の部分（/usr など）とともにミラー化することができます。これにより、ディスク
障害発生時の、冗長性とリカバリ機能が完備されます。ミラー化がないと、root、swap、
usr パーティションのいずれかが損失した場合に、残りのディスクからシステムを起動で
きなくなります。
起動に必要なディスクドライブをミラー化することにより、単一ディスクの障害でシステムが
使用不能になるのを回避することができます。起動に必要なディスクについては、使用可
能な別のディスク上にミラーを作成することをお勧めします（vxdiskadm コマンドを使用）。
root パーティションおよび swap パーティションを含むディスクに障害が発生した場合
は、これらのパーティションのミラーを含むディスクからシステムを再ブートできます。
カプセル化されたルートディスクに障害が発生した場合にシステムをリカバリするには、特
別な手順を適用する必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

Linux でのルータビリティの使用に関する制限
msdos ディスクラベルの付いた起動可能なルートディスクには、最大 4 つのプライマリパー

ティションを含めることができます。SCSI ディスクの場合は /dev/sdx1 から /dev/sdx4
まで、IDE ディスクの場合は /dev/hdx1 から /dev/hdx4 までのパーティションです。5
つ以上のパーティションが必要な場合は、プライマリパーティションを拡張パーティション
として設定できます。拡張パーティションには、SCSI ディスクで最大 11 個の論理パーティ
ション（/dev/sdx5 から /dev/sdx15）、IDE ディスクで最大 12 個の論理パーティション
（/dev/hdx5 から /dev/sdx16）を含めることができます。
メモ: ルートディスクのカプセル化では、GPT のラベルの付いた EFI ディスクはサポートさ
れません。
ルートディスクをカプセル化するには、パブリックリージョン用の未使用のプライマリパー
ティション 1 つと、プライベートリージョン用の未使用のプライマリパーティション 1 つまた
は未使用の論理パーティション 1 つが必要です。
パーティションテーブル内のパブリックリージョンのエントリには、ディスク上の追加領域は
必要ありません。代わりに、そのエントリが既存のパーティションで使われているディスク
領域を表す（またはカプセル化する）ようにします。
パブリックリージョンとは異なり、プライベートリージョンのパーティションには、比較的少量
のディスク空き領域が必要です。デフォルトでは、プライベートリージョンに必要な領域は
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32 MB です。この値は、整数のシリンダ数に切り上げられます。最近のディスクでは、ほ
とんどの場合 1 シリンダで十分です。
カプセル化するルートディスクのパーティションレイアウトは、次の必要条件を満たす必要
があります。
■

パブリックリージョン用の未使用のプライマリパーティション 1 つ。

■

プライベートリージョンへの割り当てが可能な空きディスク領域または swap パーティ
ション。拡張パーティション内に空き領域または swap パーティションが存在しない場
合は、プライベートリージョン用に未使用のプライマリパーティションが 1 つ必要にな
ります。存在する場合は、未使用の論理パーティションが 1 つ必要です。

レイアウトの基準を満たしていないルートディスクをカプセル化しようとすると、vxencap ま
たは vxdiskadm コマンドによって次のエラーメッセージが表示されます。
Cannot find appropriate partition layout to allocate space
for VxVM public/private partitions.

以下の項では、ルートディスクレイアウトでカプセル化がサポートされる例とサポートされ
ない例を紹介しています。
■

「カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウト例」

■

「カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウト例」

Linux でルータビリティを使う場合、以下のような重要な制限があります。
■

ルートディスクのカプセル化は、標準の SCSI または IDE インターフェースを備えた
デバイスでのみサポートされています。ベンダー独自のインターフェースを備えた大
部分のデバイスでは、サポートされていません。ただし、COMPAQ SMART コントロー
ラと SMARTII コントローラは、/dev/ida/cXdXpX と /dev/cciss/cXdXpX という形
式のデバイス名を使っており、ルートディスクのカプセル化をサポートしています。

■

ルートディスクのカプセル化は、msdos または gpt のラベルの付いたディスクでのみ
サポートされています。sun のラベルの付いたディスクではサポートされていません。

■ root、boot および swap パーティションが同じディスク上に存在する必要があります。
■

SCSI と IDE ディスクのブートローダーとして、GRUB または LILO ブートローダーを
使う必要があります。

■

ブートローダー設定ファイル内のメニューエントリが有効である必要があります。

■

ブートローダー設定ファイルが、ルートディスクのカプセル化プロセスで編集されない
ようにする必要があります。

■ /boot パーティションが、BIOS が最初に認識するディスクに存在し、このパーティショ

ンがプライマリパーティションである必要があります。
一部のコンピュータはローカルディスクを無視するように設定できません。ローカル
ディスクはカプセル化するときに削除する必要があります。マルチパス設定の変更（複

123

124

第 3 章 ディスクの管理
ルータビリティ

数の HBA システムの場合）は同じ影響をもたらす可能性があります。VxVM がサポー
トするのは、初期のブートストラップインストール設定がルートのカプセル化のために
変更されていないシステムのみです。
■

ブートローダーは、ルートディスクまたはルートディスクのミラー上に存在するマスター
ブートレコード（MBR）内に置かれている必要があります。

■

GRUB ブートローダーを使う場合、ルートディスクをカプセル化するには、/boot ディ
レクトリの root デバイスの場所を、最初のディスクドライブ sd0 または hd0 に設定す
る必要があります。

■

LILO または ELILO ブートローダーを使う場合、ルートディスクをカプセル化した後
で、FALLBACK、LOCK または -R オプションを使わないでください。
警告: LILO では VxVM ボリュームのレイアウトが識別されないため、LILO で
FALLBACK、LOCK または -R オプションを使うと、システムが起動しなくなる場合があり
ます。

■

A/P（アクティブ/パッシブ）アレイ内のセカンダリコントローラのみに接続された、カプ
セル化されたルートディスクからの起動は、サポートされていません。

■

Red Hat のデフォルトのレイアウトでは、ルータビリティを実装できません。ルートディ
スクのレイアウトを変更する場合は、カプセル化を行う前に、そのルートディスクが起
動可能であることを確認してください。
p.127 の 「例 5」 を参照してください。

■

カプセル化した後のルートディスクから、ボリュームを割り当てないでください。ディス
クに保存されているパーティション情報が破棄されます。

■

デバイスの名前の付け方は永続的になるように設定する必要があります。

カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウト例
次の例は、カプセル化がサポートされるルートディスクのレイアウトを示しています。

例1
図 3-1 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、root と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクにいくらかの空き領域があります。
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図 3-1

2 つのプライマリパーティション上に設定された root と swap、および
ディスク上の空き領域

ルートディスクのカプセル化前
/ (root)

swap
プライマリ
パーティション

プライマリ
パーティション

空き領域

ルートディスクのカプセル化後
/ (root)

swap

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

2 つのプライマリパーティションは、/ と swap で使われています。未使用のプライマリパー
ティションが 2 つあり、ディスク上にはプライベートリージョン用のプライマリパーティション
に割り当てることのできる空き領域があります。

例2
図 3-2 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、root と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクに空き領域がありません。
図 3-2

2 つのプライマリパーティション上に設定された root と swap（空き領
域なし）

ルートディスクのカプセル化前
/ (root)
プライマリ
パーティション

swap
プライマリ
パーティション

ルートディスクのカプセル化後
/ (root)

swap

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

2 つのプライマリパーティションは、/ と swap で使われています。2 つの未使用のプライ
マリパーティションがあり、swap パーティションの末尾の領域を使うことにより、新しいプラ
イマリパーティションにプライベートリージョンを割り当てることができます。
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例3
図 3-3 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap が
2 つのプライマリパーティション上に設定され、拡張パーティションにいくらかの空き領域
があります。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap、および
拡張パーティション内の空き領域

図 3-3

ルートディスクのカプセル化前
/boot

swap

プライマリ
パーティション

/var

/ (root)

拡張
パーティション

/home

論理
パーティション

/home1

拡張パーティション
の空き領域

ルートディスクのカプセル化後
/boot

swap

/ (root)

/var

/home

/home1

プライベート
リージョン

パブリックリージョン

3 つのプライマリパーティションは、/boot、swap、および拡張パーティションで使われて
います。拡張パーティションには、root を含む 4 つのファイルシステムがあります。拡張
プライマリパーティションの末尾の空き領域を使って、プライベートリージョン用の新しい
論理パーティションを作成できます。

例4
図 3-4 に、サポートされるレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot が 1 つの
プライマリパーティション上に設定され、root と swap が拡張パーティションに設定されて
います。
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図 3-4

プライマリパーティション上に設定された boot、および拡張パーティ
ション内に設定された root と swap

ルートディスクのカプセル化前
/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

拡張
パーティション

swap
論理
パーティション

ルートディスクのカプセル化後
/boot

/ (root)

swap

パブリックリージョン
プライベート
リージョン

2 つのプライマリパーティションは、/boot と拡張パーティションで使われています。拡張
パーティションには、root ファイルシステムとスワップ領域があります。swap パーティショ
ンの末尾の領域を使うことにより、プライベートリージョン用の新しい論理パーティションを
作成できます。

カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウト例
次の例は、カプセル化がサポートされないルートディスクのレイアウトを示しています。

例5
図 3-5 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot、swap、
root が 3 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクにいくらかの空き領域が
あります。
図 3-5

/boot

3 つのプライマリパーティション上に設定された boot、swap、root、お
よびディスク上の空き領域
/ (root)

プライマリパーティション

swap

空き領域（free space）

このレイアウトは、Red Hat のデフォルトのレイアウトと同じであり、使用可能な予備のプラ
イマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張パーティション内に swap パーティション
も空き領域も存在しないため、カプセル化できません。
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図 3-6 にこの問題の解決策を示します。swap パーティションまたは空き領域を拡張パー
ティションとして設定し、スワップ領域を論理パーティションに移動します。論理パーティ
ションには、プライベートリージョンを格納できるだけの十分な空き領域を残しておきます。
解決策: swap を論理パーティションとして再設定する

図 3-6

論理パーティション
/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

swap
拡張パーティション
拡張パーティションの
空き領域

もとの swap パーティションは削除する必要があります。再設定が完了すると、このルート
ディスクをカプセル化できます。
p.126 の 「例 3」 を参照してください。
図 3-7 にもう 1 つの解決策を示します。/boot を / の下にディレクトリとして再作成
し、/boot パーティションを削除して、新しい /boot の位置を使うように LILO または
GRUB を再設定します。
図 3-7

解決策: /boot をディレクトリとして再設定する
/boot がディレクトリとして存在する /

swap

プライマリパーティション
空き領域

空き領域

警告: ルートファイルシステムの先頭が最初の 1024 シリンダ内にない場合は、/boot を
移動するとシステムが起動しなくなることがあります。
再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できます。
p.124 の 「例 1」 を参照してください。

例6
図 3-8 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、拡張パーティションに空き領域がありま
せん。

第 3 章 ディスクの管理
ルータビリティ

2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap、および
空き領域のない拡張パーティション

図 3-8

/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

論理
パーティション

空き領域
（free space）

このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張
パーティション内に swap パーティションも空き領域も存在しないため、カプセル化できま
せん。
図 3-9 にこの問題の解決策を示します。パーティション設定ツールを使って、拡張パー
ティションをディスク上の空き領域まで拡大します。
解決策: 拡張パーティションを拡大する

図 3-9
/boot

swap

プライマリパ
ーティション

/ (root)
拡張
パーティション

論理パーテ
ィション

拡張パーティショ
ンの空き領域

root ファイルシステムが含まれている論理パーティションの境界を変更しないように注意

する必要があります。再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できます。
p.126 の 「例 3」 を参照してください。

例7
図 3-10 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と swap
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、ディスクに空き領域がありません。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap（空き領
域なし）

図 3-10

/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

/var

/home

論理
パーティション

このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティションが 1 つしか存在せず、拡張
パーティション内に swap パーティションも追加の論理パーティション用の空き領域も存
在しないためカプセル化できません。
図 3-11 にこの問題の解決策を示します。1 つ以上の既存のファイルシステムと対応する
論理パーティションを縮小します。
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解決策: 既存の論理パーティションを縮小する

図 3-11
/boot

swap

プライマリ
パーティション

/ (root)
拡張
パーティション

/var

/home

論理
パーティション 拡張パーティション
の空き領域

既存の論理パーティションを縮小すると、拡張パーティション内の領域がプライベートリー
ジョン用に解放されます。再設定が完了すると、このルートディスクをカプセル化できま
す。
p.126 の 「例 3」 を参照してください。

例8
図 3-12 に、サポートされないレイアウトの例を示します。このレイアウトでは、boot と root
が 2 つのプライマリパーティション上に設定され、使用可能な論理パーティションがありま
せん。
2 つのプライマリパーティション上に設定された boot と swap（使用
可能な論理パーティションなし）

図 3-12

/boot

/ (root)

プライマリ
パーティション

スワップ（11
個の論理パーティシ
ョンのうちの 1 個）

拡張パーティ
ション

拡張パーティション
の空き領域

SCSI ディスクを使う場合、このレイアウトは、使用可能な予備のプライマリパーティション
が 1 つしか存在しないためカプセル化できません。また、論理パーティション上に swap
が設定され、拡張パーティションに空き領域がある場合でも、追加の論理パーティション
は作成できません。この問題は、12 個の論理パーティションが作成されている IDE ディ
スクでも発生します。
この問題を解決するには、既存の論理パーティションの 1 つからすべてのデータを退避
させて、この論理パーティションを削除します。これにより、プライベートリージョン用に 1
つの論理パーティションが使用可能になります。その後、このルートディスクをカプセル化
できます。
p.126 の 「例 3」 を参照してください。
p.126 の 「例 4」 を参照してください。
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ルートボリュームの起動
オペレーティングシステムの起動時に、root ファイルシステムと swap 領域が使用可能
な状態にあることを条件として、vxconfigd デーモンによる VxVM 設定のロードやボ
リュームの起動が開始されます。rootvol ボリュームおよび swapvol ボリュームがシステ
ム起動時に通常のパーティションとして認識され、普通のディスクパーティションと同様に
オペレーティングシステムからアクセスできる状態になっている必要があります。
この制限があるため、各 rootvol プレックスおよび swapvol プレックスは、単一のパー
ティションにマップされる、ディスク上の連続した領域から作成する必要があります。起動
に使う rootvol ボリュームまたは swapvol ボリュームのプレックスをストライプ化、連結ま
たは分散することはできません。起動に使う可能性のあるこれらのプレックスのミラーにつ
いても同様です。
デフォルトのブートディスク以外のディスクから起動するようにシステム BIOS を設定する
方法については、ハードウェアベンダーのマニュアルを参照してください。

起動時のボリュームの制限
ルートディスク上のボリュームは、設定について非常に特殊な制限がある点で他のボリュー
ムとは異なります。
■

ルートボリューム（rootvol）は、デフォルトのディスクグループ bootdg 内に存在する
必要があります。bootdg 以外のディスクグループ内に rootvol という名前の別のボ
リュームを作成することはできますが、システムの起動に使えるのは、bootdg 内のボ
リューム rootvol のみです。

■ rootvol ボリュームと swapvol ボリュームのマイナーデバイス番号は、それぞれ 0 と

1 に設定されます。ルートディスク上の他のボリュームには、特定のマイナーデバイス
番号がありません。
■

ルートディスクデバイス上のボリュームの制限付きミラーを作成すると、そのミラーに対
応するオーバーレイパーティションが作成されます。オーバーレイパーティションに含
まれる領域は、制限付きミラーで使っているディスク領域と正確に一致します。デフォ
ルトのボリューム設定では、起動時に rootvol、varvol、usrvol および swapvol
の各ボリュームが完全に設定されるまでの間、ディスク上のデータへのアクセスには
オーバーレイパーティションが使われます。

■

処理効率目的で、rootvol デバイスにストライプ化ミラーを追加することは可能です
が、プライマリプレックスをストライプ化することまたは、プライマリプレックスに障害が
発生した場合にシステムのリカバリや起動に必要となる rootvol のミラーをストライプ
化することはできません。

■ rootvol および swapvol に、連続していない複数のサブディスクを持つプライマリプ

レックスを分散したり、格納することはできません。カプセル化されたブートディスクに
関連付けられているボリューム（rootvol、usrvol、varvol、optvol、swapvol な
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ど）は下位の物理的なディスクパーティションにマップされており、連続している必要
があるため、拡大または縮小することはできません。これを解決するには、ブートディ
スクのカプセル化を解除し、ブートディスクのパーティションを設定しなおしてから（必
要に応じて、パーティションを拡張または縮小）、再度カプセル化します。
■

ブートディスクの一部をミラー化する場合は、ミラーが作成されるディスクに、もとのプ
レックス上のデータを保存する十分な大きさが必要です。領域が足りないと、ミラー化
できないことがあります。

■

ルートディスク上のボリュームでは、DRL（dirty region logging）を使えません。

これらの必要条件に加えて、root、usr、var、opt および swap の各ボリュームに、少な
くとも 1 つの連続した（できればシリンダ位置を合わせた）ミラーを作るのもよい方法です。
これにより、通常のディスクパーティションに、これらのボリュームを容易に変換しなおすこ
とができます（たとえば、オペレーティングシステムのアップグレード時）。

ルートディスクのカプセル化とミラー化
VxVM では、ルートボリュームと起動に必要な他の領域を、別のディスク上にミラー化す
ることができます。ミラーを作成すると、ルートディスクをそのミラーの 1 つと置き換えること
で、root ディスクの障害のリカバリを実行できます。
root ディスクをカプセル化する前に、ルートディスクのパーティションテーブルをプリント

アウトするには、fdisk または sfdisk コマンドを使います。詳細については、該当する
マニュアルページを参照してください。今後、もとのルートディスクを再作成することが必
要になった場合は、この情報が必要になります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
p.122 の 「Linux でのルータビリティの使用に関する制限」 を参照してください。
ルートディスクをカプセル化するには、vxdiskadm コマンドを使います。
p.115 の 「ディスクのカプセル化」 を参照してください。
次の例（ルートディスクは sda）のように、vxencap コマンドを使うこともできます。
# vxencap -c -g diskgroup rootdisk=sda

diskgroup には、現在のブートディスクグループの名前を指定します。その時点でブート
ディスクグループが存在しない場合は、指定した名前で作成されます。bootdg という名
前はブートディスクグループ名のエイリアスとして予約されているため、使えません。変更
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。
ルートディスクをカプセル化する vxdiskadm プロシージャと vxencap プロシージャで
は、/etc/fstab ファイルとブートローダー設定ファイル（GRUB ではプラットフォームに
応じて /boot/grub/menu.lst または /etc/grub.conf、LILO では /etc/lilo.conf）
の更新も行います。
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■ rootvol、swapvol

およびカプセル化されたルートディスク上のその他のボリューム
について、/etc/fstab 内のエントリが変更されます。

■

ブートローダー設定ファイルに vxvm_root という特殊なエントリが追加され、カプセ
ル化されたルートディスクからシステムを起動できるようになります。

もとの /etc/fstab とブートローダー設定ファイルの内容は、GRUB では
/etc/fstab.b4vxvm、/boot/grub/menu.lst.b4vxvm または
/etc/grub.conf.b4vxvm、LILO では /etc/lilo.conf.b4vxvm というファイルに保存
されます。
警告: /etc/fstab とブートローダー設定ファイルに変更を加えるときは、VxVM によっ
て追加されたエントリを削除しないように注意してください。システムが正常に起動されな
くなることがあります。
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カプセル化の後で root ディスクを別のディスク上にミラー化するには、次の手順を実行
します。
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◆

既存の root ディスク以上のサイズを持つディスクを選択します。このディスクは、
Linux から既存のルートディスクと同じジオメトリを持つと認識され、VxVM またはそ
の他のサブシステムで使われていない（パーティションやスワップ領域がマウントされ
ていない）ディスクである必要があります。
vxdiskadm のメインメニューで［ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror Volumes
on a Disk）］を選択して、ルートディスクのミラーを作成します（ミラー化の操作を

ルートディスク上で実行した場合は、これらのコマンドによって自動的に vxrootmir
コマンドが呼び出されます）。
すでに Volume Manager の制御下に置かれているディスクは、ルートミラーに使え
ません。
ルートディスク上のすべてのファイルシステムをミラー化する場合は、次のコマンドを
実行します。
# vxrootmir mirror_da_name mirror_dm_name

mirror_da_name は、ルートディスクをミラー化するディスクのディスクアクセス名、
mirror_dm_name は、ミラーディスクに割り当てるディスクメディア名です。プライマ
リルートディスクに障害が発生した場合にシステムの起動に使う、代替 root ディス
クが設定されます。たとえば、ルートディスク sda をディスク sdb 上にミラー化して、
これに rootmir というディスク名を設定するには、次のコマンドを実行します。
# vxrootmir sdb rootmir

ルートディスクのミラーを設定する処理は、時間がかかることがあります。
ルートディスクのカプセル化とミラー化が実行された後で、vxprint コマンドから出
力される内容の例を次に示します（簡潔にするため、TUTIL0 フィールド、PUTIL0
フィールド、サブディスクレコードは省略しています）。
Disk group: rootdg
TY NAME
dg rootdg

ASSOC
rootdg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE ...
-

dm rootdisk
dm rootmir

sda
sdb

-

16450497
16450497

-

-

v rootvol
root
ENABLED
pl mirrootvol-01 rootvol ENABLED
pl rootvol-01
rootvol ENABLED

12337857
12337857
12337857

-

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

v

4112640

-

ACTIVE

swapvol

swap

ENABLED
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pl mirswapvol-01 swapvol ENABLED
pl swapvol-01
swapvol ENABLED

4112640
4112640

-

ACTIVE
ACTIVE

ルートディスクをカプセル化する際の METADATA サブディスクの
割り当て
METADATA サブディスクは、ルートディスクがカプセル化される際にパーティション情報を

保護するために作成されます。ルートディスクのカプセル化が解除されると、このサブディ
スクは自動的に削除されます。
次の fdisk 出力の例は、システムのルートディスクのもとのパーティションテーブルを表
します。
# fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2431 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot
Start
/dev/hda1
63
/dev/hda2
2104515
/dev/hda3
6329610
/dev/hda5
6329673
/dev/hda6
10522638
/dev/hda7
14715603
/dev/hda8
18908568
/dev/hda9
23101533

End
2104514
6297479
39054014
10522574
14715539
18908504
23101469
25205984

Blocks
1052226
2096482+
16362202+
2096451
2096451
2096451
2096451
1052226

Id
83
83
5
83
83
83
83
82

System
Linux
Linux
Extended
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux swap

拡張パーティション（hda3）の始まりと、最初の論理パーティション（hda5）の始まりの間に
ギャップがあります。論理パーティション（hda5 から hda9 まで）では、1 つの論理パーティ
ションの終点と次の論理パーティションの始まりの間にギャップがあります。これらのギャッ
プには、パーティション情報のメタデータが含まれています。これらのメタデータ領域はパ
ブリックリージョンの中にあるため、VxVM は、メタデータ領域が誤ってボリュームに割り
当てられるのを防ぐために、これらの領域にサブディスクを割り当てます。
ルートディスクがカプセル化された後で、vxprint コマンドから次のような内容が出力さ
れます。
Disk group: rootdg
TY
dg
dm
dm

NAME
rootdg
disk01
rootdisk

ASSOC
rootdg
sdh
hda

KSTATE
-

LENGTH
17765181
39053952

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

meta-rootdisk05
meta-rootdisk06
meta-rootdisk07
meta-rootdisk08
meta-rootdisk09
meta-rootdisk10
rootdiskPriv

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

63
63
63
63
63
63
2049

-

-

-

METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
METADATA
PRIVATE

v bootvol
pl bootvol-01
sd rootdisk-07

fsgen
ENABLED
bootvol
ENABLED
bootvol-01 ENABLED

2104452
2104452
2104452

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v homevol
pl homevol-01
sd rootdisk-05

fsgen
ENABLED
homevol
ENABLED
homevol-01 ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v optvol
pl optvol-01
sd rootdisk-04

fsgen
optvol
optvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v rootvol
pl rootvol-01
sd rootdisk-02

root
ENABLED
rootvol
ENABLED
rootvol-01 ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v swapvol
pl swapvol-01
sd rootdisk-01

swap
ENABLED
swapvol
ENABLED
swapvol-01 ENABLED

2104452
2104452
2104452

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v usrvol
pl usrvol-01
sd rootdisk-06

fsgen
usrvol
usrvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192965
4192965
4192965

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v varvol
pl varvol-01
sd rootdisk-03

fsgen
varvol
varvol-01

ENABLED
ENABLED
ENABLED

4192902
4192902
4192902

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

ルートディスクの新しいパーティションテーブルは次のようになります。
# fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2431 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot
/dev/hda1

Start
End
63 2104514

Blocks
1052226

Id
83

System
Linux
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/dev/hda2
/dev/hda3
/dev/hda4
/dev/hda5
/dev/hda6
/dev/hda7
/dev/hda8
/dev/hda9
/dev/hda10

2104515
6329610
63
6329673
10522638
14715603
18908568
23101533
39051966

6297479
39054014
39054014
10522574
14715539
18908504
23101469
25205984
39054014

2096482+
16362202+
19526976
2096451
2096451
2096451
2096451
1052226
1024+

83
5
7e
83
83
83
83
82
7f

Linux
Extended
Unknown
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux swap
Unknown

この例では、プライマリパーティション hda4 と、論理パーティション hda10 が作成され、
それぞれが VxVM のパブリックリージョンとプライベートリージョンを表しています。

ルートカプセル化システムでのカーネルのアップグレード
OS ベンダーは、セキュリティの問題や他の小さな製品不具合を解決するために製品の
メンテナンスパッチを頻繁にリリースします。OS ベンダーは、保守契約に準拠するように
または適切なベンダーサポートを受けられるように、これらのパッチを定期的に適用する
ことをユーザーに要求することがあります。このリリースよりも前のリリースでは、ルートカプ
セル化システムでカーネルのパッチをインストールしたりカーネルをアップグレードしたり
できませんでした。 これを行うには、システムのカプセル化を解除し、アップグレードを適
用して、ルートディスクを再カプセル化する必要がありました。現在は、ルートカプセル化
システムで OS カーネルをアップグレードできます。
ルートカプセル化システムで OS カーネルをアップグレードするには

1

アップグレードを適用します。

2

アップグレードを適用した後、次のコマンドを実行します。
# . /etc/vx/modinst-vxvm
# upgrade_encapped_root

上記のコマンドはカーネルのアップグレードをカプセル化されたシステムに適用でき
るかどうかを判断します。アップグレードが成功すると、コマンドは次のメッセージを
表示します。
# upgrade_encapped_root
The VxVM root encapsulation upgrade has succeeded.
Please reboot the machine to load the new kernel.

次の再起動後に、システムはパッチが適用されたカーネルとカプセル化された VxVM
ルートボリュームを使って再起動されます。
一部のパッチは VxVM のインストールされたバージョンと完全に互換性がない場合があ
ります。この場合、スクリプトは失敗して、次のメッセージが表示されます。
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# upgrade_encapped_root
FATAL ERROR: Unencapsulate the root disk manually.
VxVM cannot re-encapsulate the upgraded system.

アップグレードスクリプトは、システムを以前の設定でブートするのに使うことができるシス
テム設定ファイル保存しています。アップグレードが失敗したら、次の手順に従って以前
の設定をリストアします。
メモ: 厳密な手順はオペレーティングシステムによって変わることがあります。
以前の設定をリストアするには

1

ブートストラップ時にスペースキーを押して、GRuB ブートローダーを割り込みます。
インストールされた各種カーネルバージョンと VxVM ルートのカプセル化バージョン
が示された一連の潜在的なブート設定が表示されます。
次に例を示します。
Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-53.el5)
Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-8.el5)
vxvm_root_backup
vxvm_root

2

カプセル化された VxVM ルートディスクを使って以前のカーネルバージョンをブー
トするように vxvm_root_backup オプションを選択します。

ルートカプセル化システムで OS カーネルを手動でアップグレードするには

1

アップグレードスクリプトが失敗した場合、ルートディスクをブートできるようにルート
ディスクのカプセル化を手動で解除できます。
p.140 の 「ルートディスクのカプセル化の解除」 を参照してください。

2

アップグレードをインストールし、再起動します。

3

再起動が成功すれば、ルートディスクを再びカプセル化およびミラー化できます。
p.132 の 「ルートディスクのカプセル化とミラー化」 を参照してください。
ただし、次の再起動後に VxVM が正しく動作できない場合があり、すべての VxVM
のボリュームが利用不能になる場合があります。VxVM ボリュームをリストアするに
は、次の通りにカーネルのアップグレードを削除する必要があります。
# rpm -e upgrade_kernel_package_name

次に例を示します。
# rpm -e kernel-2.6.18-53.el5

139

140

第 3 章 ディスクの管理
ルートディスクのカプセル化の解除

カプセル化されたブートディスクの管理
vxrootadm コマンドでは、カプセル化されたブートディスクのスナップショットを作成でき

ます。
vxrootadm の形式は次のとおりです。
vxrootadm [-v] [-g dg] [-s srcdisk] ... keyword arg ...
mksnap キーワードは次の形式になっている必要があります。
vxrootadm -s srcdisk mksnap destdisk newdg
vxrootadm には次のオプションがあります。
vxrootadm [-v ] [-D]

これらは詳細出力とデバッグのメッセージ
オプションで、省略可能です。

vxrootadm [-g dg]

ディスクグループの引数は省略可能です。

カプセル化されたブートディスクのスナップショットの作成
カプセル化されたブートディスクのスナップショットを作成するときの vxrootadm コマンド
の形式は次のとおりです。
vxrootadm -s srcdisk [-g dg] mksnap destdisk newdg

スナップショットのターゲットディスクはソースディスク（ブートディスク）以上のサイズである
必要があります。新しいディスクグループ名を使ってターゲットディスクを関連付ける必要
があります。
カプセル化されたブートディスクのスナップショットを作成するには
◆

次のコマンドを入力します。
vxrootadm -s disk_0 -g rootdg mksnap disk_1 snapdg

この例では、disk_0 はカプセル化されたブートディスク、rootdg は関連付けられ
ているブートディスクグループ、disk_1 はターゲットディスク、snapdg は新しいディ
スクグループ名です。

ルートディスクのカプセル化の解除
vxunroot ユーティリティを使って、システムからルータビリティサポートを削除できます。

これにより、ルートディスク上の root、swap、home および他のファイルシステムに、ボ
リュームデバイスを通じてではなく、ディスクパーティションを通じて直接アクセスできるよ
うになります。
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また、vxunroot ユーティリティを使って必要な設定変更を行うと、システムを VxVM に
まったく依存せずに起動できるようになります。
vxunroot でカプセル化を解除できるのは、カプセル化の時点でルートディスク上に存

在していたボリュームのみです。カプセル化後にルートディスク上に作成したボリューム
は、vxunroot を実行する前にすべて退避してください。
もとのディスクパーティションに対応しているルートディスク上のプレックスを削除しないで
ください。
警告: この手順を完結するには、システムを再ブートする必要があります。
システムから、ルータビリティを削除するには、次の手順を実行します。

1

vxplex コマンドを使って、ルートディスク以外のディスク上の、rootvol、swapvol、
usr、var、opt、home の各ボリュームのプレックスをすべて削除します。

たとえば、次のコマンドは、ディスク rootmir 上に設定された mirrootvol-01 およ
び mirswapvol-01 の各プレックスを削除します。
# vxplex -g bootdg -o rm dis mirrootvol-01 mirswapvol-01

2

vxunroot ユーティリティを実行します。
# vxunroot

他のディスク上にプレックスが残っている場合、vxunroot はディスクパーティション
への変換を実行しません。

ディスク情報の表示
ディスクを使う前に、そのディスクが初期化され VxVM 制御下に置かれているかどうかを
知る必要があります。ディスクがディスクグループに属しているかどうかも確認する必要が
あります。ディスクグループに属していないディスク上には、ボリュームを作成できないた
めです。vxdisk list コマンドは、認識しているすべてのディスクのデバイス名、そのディ
スク名、各ディスクに関連するディスクグループ名および各ディスクの状態を表示します。
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VxVM で認識されているすべてのディスクに関する情報を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxdisk list

VxVM は、次のような画面を返します。
DEVICE
sdb
sdc
sdd

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
mydg04
mydg03
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online invalid

［状態 （STATUS）］列の［online invalid］という語句は、ディスクがまだ VxVM の
制御下に追加されていないことを示します。これらのディスクは、以前 VxVM によっ
て初期化されていた可能性または初期化されていなかった可能性の両方が考えら
れます。［online］として一覧表示されているディスクは、すでに VxVM の制御下に
置かれています。
個々のディスクに関する情報を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxdisk [-v] list diskname
-v オプションを指定すると、ディスクに定義されているすべてのタグとタグ値が追加

で表示されます。このオプションを指定しない場合、タグは表示されません。

vxdiskadm を使ったディスク情報の表示
ディスク情報の表示では、初期化済みかどうか、属するディスクグループ、ディスクの状態
が表示されます。list コマンドは、認識しているすべてのディスクのデバイス名、そのディ
スク名、各ディスクに関連するディスクグループ名および各ディスクの状態を表示します。
ディスク情報を表示するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm プログラムを起動し、メインメニューから、［ディスク情報の一覧表示（List
disk information）］を選択します。

2

次の表示画面で、表示するディスクのアドレスを入力するか、すべてのディスクを一
覧表示するために［all］を入力します。
List disk information
Menu: VolumeManager/Disk/ListDisk
VxVM INFO V-5-2-475 Use this menu operation to display a list of
disks. You can also choose to list detailed information about
the disk at a specific disk device address.
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Enter disk device or "all" [<address>,all,q,?] (default: all)
■ ［all］ を入力した場合は、VxVM により、デバイス、ディスク名、グループ、状態

が表示されます。
■

情報を表示するデバイスのアドレスを入力した場合は、完全なディスク情報（デ
バイス名、ディスクのタイプ、ディスクのパブリックリージョンおよびプライベートリー
ジョンに関する情報を含む）が表示されます。

この情報を確認した後、リターンキーを押すと、メインメニューに戻ります。

動的 LUN 拡張
現在の多くのディスクアレイでは、既存の LUN のサイズを変更できます。次の形式の
vxdisk コマンドを使って、サイズ変更された LUN の新しいサイズを VxVM に認識させ
ることができます。
# vxdisk [-f] [-g diskgroup] resize {accessname|medianame} ¥
[length=value]

デバイスは、スマートスイッチ、スマートアレイ、RAID コントローラによって提供される SCSI
インターフェースを備えている必要があります。デバイスに定義されているサイズをサイズ
変更操作で拡張した後、デバイス上の追加のディスク領域は割り当てに利用できます。
オプションとして length 属性を使って新しいサイズを指定できます。
ディスクアクセス名ではなくディスクメディア名を指定する場合は、-g オプションを使って
ディスクグループを指定する必要があります。指定しない場合は、デフォルトのディスクグ
ループが使われます。デフォルトのディスクグループが設定されていない場合は、エラー
メッセージが生成されます。
この機能では、新しい LUN サイズに合わせてディスクヘッダーとその他の VxVM 構造
を更新することによって動的 LUN 拡張をサポートしています。LUN 自体のサイズ変更は
行いません。
デバイス上のボリュームを拡張するときは、最初に LUN 自体を拡張してください。
サイズ変更は、データが保持される LUN でのみ実行してください。データ保持のサポー
トと資格の有無については、アレイのマニュアルを参照してください。また、この操作では、
LUN の最後のストレージのみが影響を受けるようにする必要があります。LUN の最初の
データは変更しないでください。LUN の既存のデータの有効性は確認されません。この
操作は、ディスクグループがインポートされるホスト（またはクラスタ共有ディスクグループ
のマスターノード）で実行してください。
ディスクグループの一部ではない LUN のサイズ変更はサポートされません。ブートディ
スクグループ（エイリアス設定 bootdg）内の LUN、デポートされたディスクグループ内の
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LUN、オフラインの LUN、未初期化状態の LUN、再初期化中の LUN、エラー状態の
LUN はサイズ変更できません。
警告: 物理ディスクをサイズの異なるディスクに交換するときは、データが保持されないた
め、この操作は実行しないでください。
LUN を縮小する前に、まず LUN 上の任意のボリュームを縮小するか、LUN 外にあるさ
らに多くのボリュームを縮小します。次に、vxdisk resize を使ってデバイスのサイズを
調整します。最後に、ストレージアレイの管理ユーティリティを使って LUN 自体のサイズ
を調整します。デフォルトでは、縮小操作の実行中にサブディスクの全体または一部が
削除された結果としてサブディスクが無効になると、サイズ変更は失敗します。
サイズ変更するデバイスがディスクグループの唯一有効な設定コピーを保持している場
合は、-f オプションを指定してデバイスを強制的にサイズ変更できます。
ディスクグループの唯一有効な設定コピーを保持するデバイスをサイズ変更する場合、
サイズ変更中にシステムクラッシュが起きると、データ消失が発生する可能性があります。
仮想ディスクデバイスのサイズ変更は、VxVM 制御外のトランザクションなしの操作です。
つまり、システムクラッシュが起きた後でサイズ変更コマンドの再発行が必要になることが
あります。また、システムクラッシュによって、デバイス上のプライベートリージョンが使用
不能な状態のままになることがあります。この場合は、ディスクを再初期化し、ディスクグ
ループに再接続して、そのデータを再同期するかバックアップからリカバリする必要があ
ります。

ディスクの削除
ディスクグループの最後のディスクを削除するには、そのグループを無効にする必要が
あります。
p.263 の 「ディスクグループの無効化」 を参照してください。
ディスクグループを無効にする代わりに、ディスクグループを破棄することができます。
p.263 の 「ディスクグループの破棄」 を参照してください。
ディスクに障害が発生しているまたは発生した場合は、システムからディスクを削除し、別
のシステムに移動することができます。
ディスクを削除するには、次の手順を実行します。

1

削除するディスク上に設定されているボリュームを対象とする、アプリケーションの動
作をすべて停止します。ボリューム上に設定されているファイルシステムのマウントを
解除し、データベースを停止します。

2

ボリュームを停止するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] stop vol1 vol2 ...
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3

ボリュームを他のディスクに移動するか、ボリュームのバックアップを作成します。ボ
リュームを移動するには、vxdiskadm を使って複数のディスク上のボリュームをミラー
化し、続いてボリュームのもとのコピーを削除します。必要のなくなったボリュームは、
移動する代わりに削除することができます。

4

ディスク上のデータが他のディスクに移動されているか不要であることを確認します。

5

vxdiskadm のメインメニューで、［ディスクの削除（Remove a disk）］を選択します。

6

次のプロンプトで、削除するディスクのディスク名を入力します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

7

ディスク上にボリュームが存在する場合は、ディスクから退避させるかどうかを尋ねる
メッセージが VxVM より表示されます。ボリュームを保持する場合は、y を入力しま
す。それ以外の場合は、n を入力します。

8

次の確認プロンプトで、リターンキーを押して操作を続行します。
VxVM NOTICE V-5-2-284 Requested operation is to remove disk
mydg01 from group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm ユーティリティは、ディスクグループからディスクを削除し、次の成功メッ

セージを表示します。
VxVM INFO V-5-2-268 Removal of disk mydg01 is complete.

これで、ディスクを削除するか、交換用ディスクとしてシステム上に残しておくことが
できます。

9

次のプロンプトで、他のディスクを削除する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Remove another disk? [y,n,q,?] (default: n)

サブディスクのあるディスクの削除
サブディスクが定義されているディスクを削除することができます。たとえば、1 つのディス
ク上にすべてのボリュームを統合することができます。vxdiskadm プログラムを使って、
ディスクの削除を行う場合は、そのディスク外へボリュームを移動することも選択できます。
移動できないサブディスクもあります。次の理由のいずれかにより、サブディスクを移動で
きないことがあります。
■

サブディスクの属するディスクグループで残っているディスク上に、十分な領域がない
場合。
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■

ボリューム上の既存のプレックスやストライプサブディスクから異なるディスク上に、プ
レックスまたはストライプサブディスクを割り当てることができない場合。

vxdiskadm プログラムを使ってサブディスクを移動できない場合は、ディスク削除の操作

を進める前に、いくつかのディスクからプレックスを削除して空き領域を増やしてください。
p.364 の 「ボリュームの削除」 を参照してください。
p.289 の 「プレックスのオフライン化」 を参照してください。
サブディスクのあるディスクを削除するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm プログラムを実行して、メインメニューで［ディスクの削除（Remove a
disk）］を選択します。

ディスクを使っているサブディスクがある場合は、次のメッセージが表示されます。
VxVM ERROR V-5-2-369 The following volumes currently use part of
disk mydg02:
home usrvol
Volumes must be moved from mydg02 before it can be removed.
Move volumes to other disks? [y,n,q,?] (default: n)

2

y を選択すると、可能であれば、すべてのサブディスクがディスクから移動されます。

サブディスクのないディスクの削除
サブディスクを含んでいないディスクをディスクグループから削除するには、次の手順を
実行します。
◆

vxdiskadm プログラムを実行してメインメニューで［ディスクの削除（Remove a disk）］

を選択し、この例に示されているようにプロンプトに応答して mydg02 を削除します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02
VxVM NOTICE V-5-2-284 Requested operation is to remove disk mydg02 from
group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y) y
VxVM INFO V-5-2-268 Removal of disk mydg02 is complete.
Clobber disk headers? [y,n,q,?] (default: n) y
y を入力すると、ディスクは VxVM の制御下から完全に削除されます。ディスクを

VxVM の制御下から完全に削除しない場合は、n を入力してください。
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VxVM 制御下からのディスクの削除
ディスクグループからディスクを削除すると、Veritas Volume Manager の制御下からディ
スクを完全に削除できます。
警告: vxdiskunsetup コマンドは、VxVM メタデータをディスクから消去して、Veritas
Volume Manager の制御下からディスクを削除します。データが失われないようにする
には、ディスク上のデータをすべてディスクから退避させておく必要があります。
vxdiskunsetup コマンドは、Veritas Volume Manager に精通したシステム管理者の
みが十分な注意を払って使う必要があります。
VxVM 制御下からディスクを削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# /usr/lib/vxvm/bin/vxdiskunsetup sdx

ディスクの削除と交換
障害の発生したディスクと交換用ディスクの様式は同一である必要があります。つまり、セ
クタあたりのバイト数、トラックあたりのセクタ数、シリンダあたりのトラック数とセクタ数、シリ
ンダの総数、アクセス可能なシリンダの数が一致する必要があります。
メモ: 物理ディスクを取り外す前に、オペレーティングシステムまたはディスクアレイに固有
のコマンドを実行する必要があります。
ディスクに障害が発生し、まだディスク全体で損傷していない場合は、ディスクを交換で
きます。この操作では、損傷したディスクまたは障害が発生したディスクを、所属するディ
スクグループから切断し、新しいディスクと交換します。必要に応じて、ディスクの交換を
後日に延期できます。
ディスクを取り外したことでボリュームが無効になった場合、データをバックアップから復
元できるように、ボリュームを再起動します。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
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ディスクを交換するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから［ディスクの交換のための削除（Remove a disk for
replacement）］を選択します。

2

次のプロンプトで、交換するディスクのディスク名を入力します（または、ディスクの一
覧を表示するために、list を入力します）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02

3

交換のために削除するディスクを選択すると、この操作で影響の及ぶボリュームす
べてが表示されます。例を次に示します。
VxVM NOTICE V-5-2-371 The following volumes will lose mirrors
as a result of this operation:
home src
No data on these volumes will be lost.
The following volumes are in use, and will be disabled as a
result of this operation:
mkting
Any applications using these volumes will fail future
accesses. These volumes will require restoration from backup.
Are you sure you want do this? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクを交換する際に、名前が表示されているボリュームを無効にし、データを保
持せずに、ディスクを削除するには、y を入力するかリターンキーを押します。
ディスクの削除の操作を停止し、無効にされるボリュームに関連するデータのバック
アップを作成するか、データを移動するには、n または q を入力しリターンキーを押
します。
たとえば、ボリューム mkting を mydg02 以外のディスクに移動するには、次のコマ
ンドを使います。
! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist move mkting ¥!mydg02

ボリューム内のデータのバックアップの作成またはデータの移動を行った後に、手
順 1 からもう一度始めます。
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次のプロンプトで（提示された一覧から）交換用ディスクのデバイス名を選択するか、
リターンキーを押してデフォルトディスクを選択します。このプロンプトで交換用ディ
スクを選択せずに物理ディスクを交換する場合は、none を入力します。
The following devices are available as replacements:
sdb
You can choose one of these disks now, to replace mydg02.
Select none if you do not wish to select a replacement disk.
Choose a device, or select none
[<device>,none,q,?] (default: sdb)

選択一覧に表示されていても、古いディスクドライブを交換用に選択しないでくださ
い。必要に応じて、新しいディスクの初期化を選択できます。
物理ディスクを交換する場合は、none を入力します。
p.150 の 「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」 を参照してくださ
い。

5

手順 4 でディスクの交換を選択した場合は、次のプロンプトでリターンキーを押して、
この操作を確認します。
VxVM NOTICE V-5-2-285 Requested operation is to remove mydg02
from group mydg. The removed disk will be replaced with disk device
sdb. Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm によって、もとのディスクの削除中であることを示す次のようなメッセージ

が表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-265 Removal of disk mydg02 completed
successfully.
VxVM NOTICE V-5-2-260 Proceeding to replace mydg02 with device
sdb.

6

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
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7

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

8

1 つ以上のミラープレックスがディスクから移動された場合は、FastResync を使って
プレックスを再同期するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
Use FMR for plex resync? [y,n,q,?] (default: n) y
vxdiskadm displays the following success message:
VxVM NOTICE V-5-2-158 Disk replacement completed successfully.

9

次のプロンプトで、他のディスクを削除する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Remove another disk? [y,n,q,?] (default: n)

サブディスクの再配置処理を解除して、もとの交換用ディスクに配置できます。
p.474 の 「ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定」 を参照してくだ
さい。

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
次の手順は、障害が発生したディスクまたは削除したディスクを交換する方法を説明して
います。
障害が発生したディスクまたは削除したディスクと交換するディスクを指定するには、次
の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューで［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（Replace a failed or removed disk）］を選択します。

2

次のプロンプトで、交換するディスクのディスク名を入力します（または、ディスクの一
覧を表示するために、list を入力します）。
Select a removed or failed disk [<disk>,list,q,?] mydg02
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3

vxdiskadm プログラムは、交換用ディスクとして使用可能なディスクデバイスのデバ

イス名を表示します。ご使用のシステムによっては、ここに示した例とは異なるデバ
イス名が使われることがあります。ディスクのデバイス名を入力するか、リターンキー
を押してデフォルトのデバイスを選択します。
The following devices are available as replacements:
sdb sdk
You can choose one of these disks to replace mydg02.
Choose "none" to initialize another disk to replace mydg02.
Choose a device, or select "none"
[<device>,none,q,?] (default: sdb)

4

交換用ディスクがすでに初期化されているかどうかに応じて、次の手順の中から適
切なものを実行します。
■

ディスクが事前に初期化されていない場合は、次のプロンプトでリターンキーを
押してディスクを交換します。
VxVM INFO V-5-2-378 The requested operation is to initialize
disk device sdb and to then use that device to
replace the removed or failed disk mydg02 in disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

■

ディスクがすでに初期化されている場合は、次のプロンプトでリターンキーを押し
てディスクを交換します。
VxVM INFO V-5-2-382 The requested operation is to use the
initialized device sdb to replace the removed or
failed disk mydg02 in disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

5

これで、フォーマットするディスクとして、異なるオペレーティングシステム間で移動で
きる CDS ディスク、移動できない sliced ディスク、simple ディスクのいずれかを選
択できます。
Enter the desired format [cdsdisk,sliced,simple,q,?]
(default: cdsdisk)

使用目的に適した形式を入力します。多くの場合、デフォルトの cdsdisk を選択し
ます。
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6

次のプロンプトで、vxdiskadm により、デフォルトの 65536 ブロック（32 MB）をプラ
イベートリージョンサイズに使うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。リターン
キーを押して、デフォルト値の使用を確認するか、別の値を入力します（指定できる
最大値は、524288 ブロックです）。
Enter desired private region length [<privlen>,q,?]
(default: 65536)

7

この後、vxdiskadm プログラムにより、ディスクの交換処理が続行されます。処理に
成功すると、次のメッセージが返されます。
VxVM NOTICE V-5-2-158 Disk replacement completed successfully.

次のプロンプトで、他のディスクを交換する（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る
（n）かを指定します。
Replace another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのオンライン化
通常のシステム処理中に、ディスクを別のシステムに移動すると、VxVM ではそのディス
クを自動的に認識しません。ディスクデバイスのオンライン化処理では、VxVM を有効に
してディスクを認識し、このディスクがディスクグループの一部であるかどうかを確認しま
す。また、この処理では、ディスクグループのデポート処理またはディスクデバイスの無効
化（オフライン）処理により無効にされていたディスクへのアクセスを、再び有効にします。
ディスクを有効にするには

1

vxdiskadm のメインメニューで、［ディスクデバイスのオンライン化（Enable (online)
a disk device）］を選択します。

2

次のプロンプトで、有効にするディスクのデバイス名を入力します（またはデバイスの
一覧を表示するために、list を入力します）。
Select a disk device to enable [<address>,list,q,?]
sdc
vxdiskadm では、指定されたデバイスを有効にします。

3

次のプロンプトで、別のデバイスを有効にする（y）か、vxdiskadm のメインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Enable another device? [y,n,q,?] (default: n)
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ディスクデバイスのオフライン化
ディスクデバイスをオフラインにしなければならない場合があります。ディスクが破損して
いる場合は、削除する前にそのディスクを無効にする必要があります。また、物理ディス
クデバイスを別の場所に移動して別のシステムに接続する前に、そのディスクを無効にす
る必要があります。
警告: ディスクデバイスのオフライン化は、ディスクのホットスワップによる削除および挿入
をサポートしている場合のみ役立ちます。システムがディスクのホットスワップによる削除
および挿入をサポートしていない場合、システムを停止する必要があります。
ディスクをオフライン化するには

1

vxdiskadm のメインメニューで、［ディスクデバイスのオフライン化（Disable
(offline) a disk device）］を選択します。

2

次のプロンプトで、無効にするディスクのアドレスを入力します。
Select a disk device to disable [<address>,list,q,?]
sdc
vxdiskadm プログラムでは、指定されたディスクを無効にします。

3

次のプロンプトで、別のデバイスを無効にする（y）か、vxdiskadm のメインメニュー
に戻る（n）かを指定します。
Disable another device? [y,n,q,?] (default: n)

ディスク名の変更
VM ディスク名を指定しない場合は、VxVM の制御下にディスクを追加した場合に、VxVM
によりデフォルトの名前が設定されます。VM ディスク名は、VxVM がディスクの位置また
はディスクタイプを識別するために使われます。
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ディスク名を変更するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] rename old_diskname new_diskname

デフォルトでは VxVM により、サブディスクオブジェクトの配置された VM ディスクの
名前がサブディスクオブジェクトに設定されます。VM ディスクの名前を変更しても、
そのディスク上のサブディスクの名前は自動的に変更されません。
たとえば、vxdisk list の出力で次のように表示される場合、ディスク mydg03 の
名前を mydg02 に変更できます。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
sdb
auto:sliced
sdc
auto:sliced
sdd
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg03
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online

次のコマンドを使って、ディスクの名前を変更します。
# vxedit -g mydg rename mydg03 mydg02

名前が変更されていることを確認するには、再度 vxdisk list コマンドを使いま
す。
# vxdisk list
DEVICE
TYPE
sdb
auto:sliced
sdc
auto:sliced
sdd
auto:sliced

DISK
mydg01
mydg02
-

GROUP
mydg
mydg
-

STATUS
online
online
online

ディスクの予約
デフォルトでは、vxassist コマンドにより、空き領域の存在するディスクから領域が割り
当てられます。非常に遅いまたは非常に速いディスクの常用を回避する、など特別な目
的用に 1 組のディスクを予約することができます。
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ディスクを予約するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set reserve=on diskname

このコマンドを入力すると、vxassist プログラムでは、vxassist のコマンドライン上
で特にディスクが指定されない限り、選択したディスクから領域を割り当てません。た
とえば、mydg03 が予約されている場合は、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] make vol03 20m mydg03
vxassist コマンドは、予約を上書きし、mydg03 上に 20 MB のボリュームを作成

します。ただし、このコマンドを実行すると、他のディスク上に空き領域が存在しない
場合でも、mydg03 を使いません。
# vxassist -g mydg make vol04 20m

ディスクの予約を無効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set reserve=off diskname
vxedit（1M）のマニュアルページを参照してください。

ホスト LUN 設定のオンラインへの変更
場合により、システム管理者やストレージ管理者はサーバーにプロビジョニングされた
LUN のセットを変更する必要があります。ホストで再設定の再ブートを実行しないで、LUN
設定を動的に変更できます。
LUN の動的再設定では、アレイ設定コマンド、OS コマンド、Veritas Volume Manager
コマンドが必要です。処理を正確に完了するには、コマンドをホストで正しい順序で実行
する必要があります。
実行する操作は次のとおりです。
■

既存のターゲット ID からの LUN の動的削除
p.155 の 「既存のターゲット ID からの LUN の動的削除」 を参照してください。

■

新しいターゲット ID への新しい LUN の動的追加
p.157 の 「新しいターゲット ID への新しい LUN の動的追加」 を参照してください。

既存のターゲット ID からの LUN の動的削除
この場合、LUN のグループはホスト HBA ポートからマッピングが解除され、オペレーティ
ングシステムのデバイススキャンが実行されます。デバイススキャンは LUN を認識し、
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LUN を DMP 制御に追加します。それ以降 LUN をシームレスに追加するには、追加の
手順でオペレーティングシステムのデバイスツリーをクリーンアップします。
上位レベルの手順と VxVM コマンドは共通です。ただし、オペレーティングシステムのコ
マンドは Linux のバージョンによって変わることがあります。次の手順では例として Linux
Suse10 を使います。
p.155 の 「ホスト LUN 設定のオンラインへの変更」 を参照してください。
既存のターゲット ID から LUN を動的に削除するには

1

2

ホストから削除する LUN を識別します。次のいずれかを実行します。
■

ストレージアレイ管理を使い、LUN のアレイボリューム ID（AVID）を識別します。

■

アレイから AVID が報告されない場合は、LUN のインデックスを使います。

Volume Manager で LUN からデータを退避します。
vxevac（1M）のオンラインマニュアルページを参照してください。

3

ディスクグループから LUN を削除します。次のいずれかを実行します。
■

データを退避したら、次のコマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup rmdisk da-name

■

データが退避されておらず、LUN がサブディスクまたはディスクグループの一部
になっている場合は、次のコマンドを入力します。ディスクが共有ディスクグルー
プの一部ならば、-k オプションを使って強制的に削除する必要があります。
# vxdg -g diskgroup -k rmdisk da-name

4

AVID または LUN のインデックスを使う場合は、ストレージアレイ管理を使い、手順
1 で識別した LUN のマップやマスクを解除します。

5

vdisk リストから LUN を削除します。クラスタ内のすべてのノードで次のコマンドを

入力します。
# vxdisk rm da-name

この手順は必須です。この手順を実行しない場合は、DMP デバイスツリーにゴース
トパスが表示されます。

6

手順 5 で削除したデバイスの Linux SCSI デバイスツリーをクリーンアップします。
p.160 の 「LUN の削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーのクリーンアッ
プ」 を参照してください。
この手順は必須です。後から新しい LUN をホストに追加する場合は、オペレーティ
ングシステムの SCSI デバイスツリーをクリーンアップして SCSI ターゲット ID を再利
用のために解放する必要があります。
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7

オペレーティングシステムのデバイスツリーをスキャンします。
p.159 の 「LUN の追加または削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーのス
キャン」 を参照してください。

8

Volume Manager を使ってデバイススキャンを実行します。この操作はクラスタのす
べてのノードで実行する必要があります。次のいずれかのコマンドを入力します。
■ # vxdctl enable

■ # vxdisk scandisks

9

次の質問の回答により、LUN がクリーンに削除されたことを検証します。
■

デバイスツリーがクリーンであるかどうか。
オペレーティングシステムのメタノードが /sys/block ディレクトリから削除されて
いることを確認します。

■

すべての該当する LUN が削除されたかどうか。
vxdisk list コマンド出力などの DMP ディスクレポート作成ツールで、LUN
が正常にクリーンアップされたかどうかを判断します。

■ vxdisk list

出力は正しいかどうか。

vxdisk list の出力に正しい数のパスが表示されていて、ゴーストディスクが

含まれていないことを確認します。
これらの質問の回答に「いいえ」がある場合は、手順 4 に戻り、必要な手順を実行し
ます。
すべての質問の回答が「はい」である場合は、LUN は正常に削除されています。

新しいターゲット ID への新しい LUN の動的追加
この場合、新しい LUN グループが複数の HBA ポートを介してホストにマップされます。
認識する LUN に対してオペレーティングシステムのデバイススキャンが実行され、DMP
制御に追加されます。
上位レベルの手順と VxVM コマンドは共通です。ただし、オペレーティングシステムのコ
マンドは Linux のバージョンによって変わることがあります。次の手順では例として Linux
Suse10 を使います。
新しいターゲット ID に新しい LUN を動的に追加するには

1

2

ホストに追加する LUN を識別します。次のいずれかを実行します。
■

ストレージアレイ管理を使い、LUN のアレイボリューム ID（AVID）を識別します。

■

アレイから AVID が報告されない場合は、LUN のインデックスを使います。

複数のホスト上の新しいターゲット ID に対して、LUN をマップするかマスクします。
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3

オペレーティングシステムのデバイスをスキャンします。
p.159 の 「LUN の追加または削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーのス
キャン」 を参照してください。
すべての LUN が追加されたことが確認されるまで、手順 1 と手順 2 を繰り返しま
す。

4

Volume Manager を使ってデバイススキャンを実行します。この操作はクラスタのす
べてのノードで実行する必要があります。次のいずれかのコマンドを入力します。
■ # vxdctl enable

■ # vxdisk scandisks

5

次の質問の回答により、LUN が正しく追加されたことを検証します。
■

新しくプロビジョニングした LUN が vxdisk list の出力に表示されるかどうか。

■

各 LUN に複数のパスがあるかどうか。

これらの質問の回答に「いいえ」がある場合は、手順 1 に戻り、もう一度手順を開始
します。
すべての質問の回答が「はい」である場合は、LUN は正常に追加されています。こ
こで LUN をディスクグループに追加し、新しいボリュームを作成または既存のボ
リュームを拡張できます。

オペレーティングシステムのデバイスツリーがクリーンアップされていな
い場合のターゲット ID 再利用の検出について
以前有効であったオペレーティングシステムのデバイスエントリがクリーンアップされてい
ない LUN または LUN セットのプロビジョニングを再度試みると、次のメッセージが表示
されます。 また、DMP デバイススキャンと DMP の再設定の間には、DMP の再設定が一
時的に禁止されます。
p.160 の 「LUN の削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーのクリーンアップ」 を
参照してください。
VxVM vxdisk ERROR V-5-1-14519 Data Corruption Protection Activated
- User Corrective Action Needed
VxVM vxdisk INFO V-5-1-14521 To recover, first ensure that the OS
device tree is up to date (requires OS specific commands).
VxVM vxdisk INFO V-5-1-14520 Then, execute 'vxdisk rm' on the
following devices before reinitiating device discovery. <DA 名>

前のメッセージの意味は新しい LUN が古い LUN のターゲット ID の再利用を試みると
いうことです。 デバイスエントリはクリーンされていません。したがって新しい LUN はター
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ゲット ID を利用できません。DMP ではオペレーティングシステムのデバイスツリーがク
リーンアップされるまでこの処理は実行されません。

LUN の追加または削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーの
スキャン
LUN を追加または削除したら、オペレーティングシステムのデバイスツリーをスキャンし、
操作が正常に完了したことを確認します。
Linux には、SCSI バスを再スキャンし、バスにマップされているデバイスを識別するため
の方法が複数用意されています。これらには次の方法が含まれます。
■ /sys
■

ディレクトリでの SCSI スキャン機能

HBA ベンダーのユーティリティ

SCSI スキャン機能を使ってスキャンするには
◆

次のコマンドを入力します。
# echo ‘- - -’ > /sys/class/scsi_host/host$i/scan

3 つのハイフンは、チャネル、ターゲット、LUN 番号を指していて、I はホストバスア
ダプタのインスタンスです。この例では、このホストバスアダプタのインスタンス経由
で参照できるすべてのチャネル、ターゲット、LUN をスキャンします。
HBA ベンダーのユーティリティを使ってスキャンするには
◆

HBA ユーティリティのベンダーの指示に従います。次のような例があります。
■

QLogic 社は新しく追加された LUN を動的にスキャンするスクリプトを提供して
います。このスクリプトは QLogic 社の Web サイトからダウンロードできます。スク
リプトを実行するには、次のコマンドを入力します。
# ./ql-dynamic-tgt-lun-disc.sh

■

Emulex 社は HBAnywhere スクリプトを提供しています。このスクリプトは Emulex
社の Web サイトからダウンロードできます。このスクリプトには、新しく追加された
LUN を動的にスキャンする LUN スキャンユーティリティが含まれます。ユーティ
リティを実行するには、次のコマンドを入力します。
# lun_scan all
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LUN の削除後のオペレーティングシステムデバイスツリーのクリーンアッ
プ
LUN を削除した後は、オペレーティングシステムのデバイスツリーをクリーンアップする必
要があります。オペレーティングシステムのコマンドは Linux のバージョンによって変わる
ことがあります。次の手順では SuSE 10. を使います。これらの手順のいずれかで必要な
結果が得られなければ、Novell 社のサポートに連絡してください。
LUN の削除後にオペレーティングシステムのデバイスツリーをクリーンアップするには

1

オペレーティングシステムのデータベースからデバイスを削除します。次のコマンド
を入力します。
# echo 1 > /sys/block/$PATH_SYS/device/delete

PATH_SYS は削除するデバイスの名前です。

2

次のコマンドを入力したときにデバイスが表示されてはいけません。このコマンドで、
LUN が削除されたことを検証します。
# lsscsi | grep PATH_SYS

3

LUN を削除したら、デバイスをクリーンアップします。次のコマンドを入力します。
# echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host$I/scan

host$I は HBA のインスタンスです。

拡張コピーサービス
VxVM の拡張コピーサービス機能は、アレイベンダーが提供する拡張コピーエンジンと
連携して動作します。VxVM は、コピー元とコピー先のデバイスで拡張コピーが有効に
なっていることを検出すると、自動的に、コピー要求をアレイのコピーマネージャに任せま
す。
拡張コピーサービスのメリットは次のとおりです。
■

ディスク間の無停止コピー操作。コピー中もホストサーバーはオンラインのままになり、
コピーされるデータもサーバーからアクセス可能な状態のままになります。

■

サーバー不要のコピー操作。コピー操作は、アレイサブシステムとコピー先ディスクの
間で行われます。データのコピー操作によってホストサーバーの CPU または I/O リ
ソースが使われることはありません。

ディスクで拡張コピーサービス機能が有効になっているかどうかを確認するには、次の例
に示すように vxprint コマンドを使います。flags の行に ecopy_enabled エントリが表
示される場合、機能は有効になっています。
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# vxprint -l tagmastore-usp0_1b6f
Disk group: privatedg5
Disk:

tagmastore-usp0_1b6f

info:
assoc:
flags:
device:
devinfo:

diskid=1246621818.714.swlx59.vxindia.veritas.com
device=tagmastore-usp0_1b6f type=auto
autoconfig
path=/dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_1b6fs3
publen=2023168 privlen=65536

必要に応じて、vxplex att、cp、mv、snapstart コマンド、vxsd mv コマンドの呼び出
し時に、-o noecopy オプションを使って拡張コピーサービスをオフにできます。

ディスクの拡張コピーサービス操作の有効化
ディスクで拡張コピーサービス操作を有効にするには、次の手順を順番どおりに実行し
ます。
■

Hardware Assisted Copy のライセンスをインストールします。

■

アレイの拡張コピー機能を有効にします。この手順はベンダーによって異なります。

■

拡張コピー機能をサポートするベンダー ASL をインストールします。ベンダー ASL
については、ご購入先にお問い合わせください。
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日立製アレイの拡張コピーサービスの有効化
Hitachi SANRISE2800、Hitachi SANRISE2200 と Hitachi 9980V、Hitachi 9970V アレ
イで拡張コピーサービスを有効にするには、次の手順を実行します。
◆

次のコマンドを使って、ディスクの識別情報を格納する 2 つのファイル
/etc/vx/user_pwwn_file と /etc/vx/user_luid_file を作成します。
# /etc/vx/diag.d/vxwwnluid

このコマンドは、root として実行する必要があります。
user_pwwn_file ファイルには、アレイ内の各ディスクのディスクアクセス名とポート

の WWN（pwwn）が含まれます。日立製アレイの場合、コピー元とコピー先の両方
のデバイスがこのファイルにエントリを持っている必要があります。アレイ内の各ディ
スクの情報は単一の行で定義されます。ディスクアクセス名と PWWN は単一のタブ
文字で区切られます。
次に、user_pwwn_file ファイルのエントリ例を示します。
sde
sdf
sdg

50060e800404040b
50060e800404040b
50060e800404040b

user_luid_file ファイルには、アレイ内のディスクアクセス名とそれぞれに対応す

る LUN 番号が含まれます。アレイ内の各ディスクの情報は単一の行で定義されま
す。ディスクアクセス名と LUN は単一のタブ文字で区切られます。
次に、user_luid_file ファイルのエントリ例を示します。
sde
sdf
sdg

1
2
1

4
Dynamic Multipathing の管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

DMP の動作方法

■

マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化

■

マルチパス化の有効化およびデバイスの VxVM からの有効化

■

コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効化と無効化

■

DMP データベース情報の表示

■

ディスクへのパスの表示

■

DMP ノードのカスタム名の設定

■

vxdmpadm を使った DMP の管理

DMP の動作方法
Veritas Volume Manager（VxVM）の DMP（Dynamic Multipathing）機能では、パス
フェールオーバーと負荷分散を行って、可用性、信頼性、パフォーマンスを向上します。
この機能は、様々なベンダーのマルチポートディスクアレイに対応しています。
マルチポートディスクアレイは、複数のパスを介して、ホストシステムに接続することができ
ます。ディスクへの様々なパスを検出するために、DMP では、対応している各アレイタイ
プに特有の機構を使います。また、DMP では、DMP に対応していて同じホストシステム
に接続されているアレイタイプの様々なエンクロージャを識別します。
p.81 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。
DMP で使われるマルチパスポリシーは、ディスクアレイの特性によって異なります。
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DMP では、次の標準アレイタイプをサポートします。
アクティブ/アクティブ（A/A）

複数のパスを同時に使って I/O を行うことができます。
また DMP により、I/O 負荷が LUN への複数のパス
上に均等に分散されるので I/O スループットが向上し
ます。1 つのパスが失われた場合、DMP は自動的に、
そのアレイに対して使える他のパスを介して I/O を行
います。

非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）

A/A-A または非対称アクティブ/アクティブアレイは、
パフォーマンスをほとんど低下させずにセカンダリスト
レージパスからアクセスできます。通常は、A/A-A ア
レイは A/A アレイではなく A/P アレイのように動作し
ます。ただし、フェールオーバー中は、A/A-A アレイ
は A/A アレイのように動作します。

アクティブ/パッシブ（A/P）

通常の操作中に 1 つのコントローラ（アクセスポートま
たはストレージプロセッサ）上のプライマリ（アクティブ）
パス経由で LUN（論理ユニット番号。ハードウェアを
使って作成される実際のディスクまたは論理ディスク）
へのアクセスが可能です。
非明示的フェールオーバーモード（auto-trespass
モード）では、プライマリパスに障害が発生した場合、
別のコントローラ上のセカンダリ（パッシブ）パスに I/O
をスケジューリングすることによって、A/P アレイが自
動的にフェールオーバーします。このパッシブポート
は、アクティブポートに障害が発生するまで I/O には
使われません。A/P アレイでは、プライマリパスで I/O
障害が発生すると、単一の LUN でパスのフェール
オーバーが実行されます。

明示的フェールオーバーモードまたは非 LUN のセカンダリパスへのフェールオーバーを実行
auto-trespass モードのアクティブ/パッシ するには、該当するコマンドをアレイに発行する必要
ブ（A/P-F）
があります。
LUN グループフェールオーバーが設定さ LUN グループフェールオーバーが設定されたアクティ
れたアクティブ/パッシブ（A/P-G）
ブ/パッシブアレイ（A/PG アレイ）の場合、1 つのコン
トローラを介して接続されている LUN のグループは
単一のフェールオーバーエンティティとして扱われま
す。A/P アレイの場合と異なり、フェールオーバーは
個々の LUN レベルではなくコントローラレベルで実
行されます。プライマリコントローラおよびセカンダリコ
ントローラは、それぞれ別の LUN グループに接続さ
れます。プライマリコントローラの LUN グループ内の
LUN の 1 つに障害が発生した場合、そのグループ内
のすべての LUN に対して、セカンダリコントローラへ
のフェールオーバーが実行されます。
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同時アクティブ/パッシブ（A/P-C）

A/P アレイ、AP/F アレイ、A/PG アレイの一種で、1
つのコントローラに複数のプライマリパスを持つことに
明示的フェールオーバーモードまたは非
より、同時 I/O と負荷分散をサポートします。この機能
auto-trespass モードの同時アクティブ/
は、複数のポートを持つコントローラ、またはアレイとコ
パッシブ（A/PF-C）
ントローラ間に SAN ハブあるいはスイッチを挿入する
LUN グループフェールオーバーが設定さ ことによって提供されます。セカンダリ（パッシブ）パス
れた同時アクティブ/パッシブ（A/PG-C）
へのフェールオーバーは、すべてのアクティブなプラ
イマリパスに障害が発生した場合にのみ実行されま
す。

ASL（Array Support Library）では、DMP がサポートする標準タイプ以外のアレイタイ
プを DMP に定義できます。
VxVM は、DMP メタノード（DMP ノード）を使って、システムに接続されているディスクデ
バイスにアクセスします。DMP に対応しているアレイ内のディスクの場合は、DMP により
各ディスクに接続するパスセットに 1 つのノードがマップされます。さらに、DMP によりそ
のディスクアレイに適合するマルチパスポリシーがノードに関連付けられます。DMP に対
応していないアレイ内のディスクの場合は、DMP によりディスクに接続するパスそれぞれ
に、個別のノードがマップされます。ノードの raw デバイスおよびブロックデバイスは、ディ
レクトリ /dev/vx/rdmp および /dev/vx/dmp にそれぞれ作成されます。
図 4-1 では、DMP によりサポートされているディスクアレイ内のディスクにどのようにノー
ドが設定されるかについて説明しています。
DMP で、ディスクに対する複数の物理パスを 1 つのノードで表す方
法

図 4-1

VxVM
ホスト
c1

c2

DMP
によるマップ

1 つの DMP
ノード
DMP

マルチパス
マルチパス
ディスク
VxVM では、ディスクが属するアレイを識別することができるディスクデバイス名前の付け
方を導入しました。
図 4-2 には、エンクロージャ内の 1 つのディスクに 2 つのパス（sdf と sdm）が存在し、
VxVM により 1 つの DMP ノード（enc0_0）を使ってディスクにアクセスされる例が示され
ています。
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SAN 環境における、ディスクエンクロージャに対するマルチパスの例

図 4-2

ホスト
c1

VxVM

c2

enc0_0
DMP に
よるマップ

ファイバーチ
ャネルハブま
たはスイッチ

DMP

sdf

sdm

ディスクエンクロージャ

enc0
パスに応じてディスクは
sdf または sdm
p.25 の 「エンクロージャに基づく名前の付け方」 を参照してください。
p.100 の 「ディスクの名前の付け方の変更」 を参照してください。
p.81 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。

パスでの I/O を DMP で監視する方法
VxVM の以前のリリースには、エラー処理を実行するカーネルデーモン（errord）と、パ
スリストアアクティビティを実行するカーネルデーモン（restored）がありました。
リリース 5.0 からは、DMP が、エラー処理、パスリストア、統計情報収集、SCSI 要求コー
ルバックなどのタスクに使うカーネルスレッドのプールを保守します。vxdmpadm stat コ
マンドを使うと、スレッドに関する情報が提供されます。errord と restored の名前は、
下位互換性のために引き続き維持されています。
1 つのカーネルスレッドは、パスで I/O エラーが発生すると、そのパスに対応する HBA
の精査を開始することで応答します。続いて、別のスレッドが HBA からの応答に従って
適切な処理を行います。適用した処理は、そのパスでの I/O 要求を再試行することも、そ
のパスを破棄して代替パスで I/O をスケジュール設定し直すこともできます。
リストアカーネルスレッドは定期的（通常は 5 分間隔）に起動して、パスの健全性を調べ、
リストアされたパスで I/O を再開します。パスによっては断続的にエラーが起きることがあ
るため、パスが一定期間（デフォルトでは 5 分）健全であり続けた場合にのみ、このパス
で I/O を再開します。DMP ではパスのチェックに異なるポリシーを設定できます。
p.209 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。
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統計情報収集スレッドは、各 I/O 要求の開始時間と終了時間、各パスでの I/O エラー数
と再試行回数を記録します。この情報を使って、I/O 要求によって SCSI ドライバのフラッ
ドが起きないように、DMP を設定できます。この機能を I/O 調整と呼びます。
I/O 要求がミラーボリュームに関連する場合、VxVM は、FAILFAST フラグを指定します。
この場合、DMP はエラーになった I/O 要求をそのパス上で再試行する代わりに、エラー
が起きたというマークをパス上のディスクに付けます。
p.167 の 「パスフェールオーバー機構」 を参照してください。
p.168 の 「I/O 調整」 を参照してください。

パスフェールオーバー機構
マルチポートディスクアレイで VxVM の DMP 機能を使うと、システムの信頼性が向上し
ます。ディスクアレイへのパスの 1 つが失われた場合、DMP では、管理者が介入しなく
ても、I/O 要求に対して次に使用可能なパスが自動的に選択されます。
また、接続が修復または復元されたり、OS が正しくデバイスを認識している場合にシステ
ムが完全に起動した後にデバイスの追加や削除が行われると、DMP に通知されます。
必要に応じて、パスでの I/O エラーに対する DMP の応答は、個々のアレイへのパスご
とに調整できます。DMP では、I/O 要求が成功することなく一定時間が経過した場合、
またはパスでの一定回数の再試行が失敗した場合に、I/O 要求を時間切れにするように
設定できます。
p.205 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。
DMP ではパスが、一緒に失敗する可能性があるパス、またはまとめて復元できるパスを
表すサブパスフェールオーバーグループにグループ化されます。DMP は、ホストからア
レイまで同じエンドポイントを持つパスを、1 つの論理的なストレージフェールオーバーグ
ループにまとめます。DMP ではサブパスフェールオーバーグループを使って、予防的な
プローブを行います。DMP は、サブパスフェールオーバーグループ内のパス上に I/O
エラーを検出すると、そのグループの他のパスもプローブします。この動作によってパス
フェールオーバーのパフォーマンスが向上し、それによって I/O パフォーマンスも向上し
ます。
DMP のリストアデーモンは、LUN パスを定期的にプローブします。この動作は、パス上
に I/O アクティビティが存在しない場合でも、DMP がパスを最新の状態に保つのに役立
ちます。リストアデーモンがパスの状態を更新するために実行するプローブの数を最適
化するために、DMP は LIPP（Low-Impact Path Probing）を使います。LIPP のロジック
が有効になっていると、DMP はグループ内のすべてのパスをプローブする代わりに、サ
ブパスフェールオーバーグループ内の制限された数のパスのみをプローブします。DMP
は、これらの制限されたプローブの結果を使って、そのグループ内のすべてのパスの状
態を判定します。
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I/O 調整
I/O 調整を有効にし、応答動作が低下したパスでの未処理の I/O 要求数が増加した場
合、未処理の I/O 要求数が一定値に達したとき、またはそのパスで最後に I/O 要求が成
功してから一定時間が経過したときに、新しい I/O 要求をそのパスに送らないように DMP
を設定できます。調整がパスに適用されると、そのパスでの未処理の I/O 要求は、別の
使用可能なパス上にスケジュール設定されます。この調整は、パスにエラーがないと HBA
から報告があった場合、またはパスでの未処理の I/O 要求が成功した場合に、パスから
削除されます。
p.206 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。

負荷分散
DMP では、デフォルトで最少キューポリシーを使って、アクティブ/アクティブ、A/P-C、
A/PF-C、A/PG-C ディスクアレイのパス間で負荷分散が行われます。負荷分散が行われ
ると、使用可能なパスすべての総帯域幅を使って、I/O スループットが最大化されます。
I/O は未処理の I/O が最小のパスを使って送信されます。
アクティブ/パッシブディスクアレイの場合は、I/O はプライマリパスで送信されます。プラ
イマリパスに障害が発生した場合、I/O は使用可能な他のプライマリパスまたはセカンダ
リパスでの送信に切り替えられます。あるコントローラから別のコントローラへ連続して LUN
制御が移動し I/O 処理が極端に遅くなると、アクティブ/パッシブディスクアレイに対する
パスの負荷分散は、複数 I/O の同時処理をサポートしていない限り行われません。
ボリュームの作成時に複数のコントローラにまたがってミラー化するよう、ストレージ属性
を指定する場合（たとえば、vxassist make に mirror=ctlr 属性を指定してボリュー
ムを作成した場合）には、アクティブ/パッシブアレイの両パスは同一コントローラ上にある
ものと見なされます。
A/P-C、A/PF-C および A/PG-C アレイの場合、アクティブ/アクティブアレイの場合と同様
に、現在アクティブなすべてのパス間で負荷分散が行われます。
vxdmpadm コマンドを使うと、エンクロージャやディスクアレイへのパスに適用する I/O ポ

リシーを変更できます。
p.196 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

クラスタ環境における DMP
メモ: VxVM のクラスタ機能を使うには、追加ライセンスが必要です。
アクティブ/パッシブタイプのディスクアレイを複数のホストで共有するクラスタ環境では、
クラスタ内のすべてのノードが同一の物理ストレージコントローラポート経由でディスクに
アクセスする必要があります。ディスクへのアクセスに複数のパスを同時に使うと、I/O パ
フォーマンスが大幅に低下します（ピンポン効果とも呼ばれます）。単一のクラスタノード
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でパスフェールオーバーが発生した場合でも、すべてのノードが継続して同一の物理パ
スを共有できるように、クラスタ全体が調整されます。
VxVM 4.1 より前のリリースでは、クラスタ化と DMP 機能は、A/P アレイでパスがリストア
されたときに自動フェールバックを処理できず、明示的フェールオーバーモードアレイの
フェールバックもサポートしていませんでした。フェールバックは、パス障害が修復された
後に、各クラスタノードで vxdctl enable コマンドを実行することにより、手動で実行す
る必要がありました。リリース 4.1 からは、フェールバックは、マスターノードによって調整
され、クラスタ全体で自動的に実行されるようになりました。明示的フェールオーバーモー
ドアレイの自動フェールバックも、適切な下位コマンドを実行することにより処理できます。
メモ: A/P アレイの自動フェールバックサポートには、アレイに適合する ASL（必要に応じ
て APM も）を入手して、インストールすることが必要です。
アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合、すべてのディスクは、接続されたす
べての物理パスを通じて同時にアクセスできます。クラスタ環境では、すべてのノードが
同じ物理パスでディスクにアクセスする必要はありません。
p.86 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。
p.211 の 「アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定」 を参照してくださ
い。

共有ディスクグループでのコントローラの有効化と無効化
VxVM 5.0 より前のリリースでは、共有 Veritas Volume Manager ディスクグループの一
部であるディスクに接続されているパスまたはコントローラを有効または無効にすることは
できませんでした。VxVM 5.0 以降では、クラスタ内の共有 DMP ノードで、これらの操作
をサポートします。

マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効
化
VxVM DMP ドライバ（vxdmp）によってドライバがマルチパス化されないようにする、また
はデバイスを VxVM から無効にするには、次の手順を使います。
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マルチパス化を無効にして、デバイスを VxVM から無効にするには

1

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューで［VxVM が使用するデバイスのパス、

またはマルチパスの無効化（Prevent multipathing/Suppress devices from
VxVM's view）］を選択します。続行するかどうかの確認を求めるプロンプトが表示
されます。

2

次のオプションから、実行する操作を選択します。
オプション 1

VxVM から特定のコントローラ上のすべてのパスを無効にします。

オプション 2

VxVM から特定のパスを無効にします。

オプション 3

特定のベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせに一致するディスク
を VxVM から無効にします。

オプション 4

ディスクへのパスを 1 つを除いてすべて無効にします。1 つのパスの
みが VxVM で表示可能になります。

オプション 5

VxVM による特定のコントローラ上のすべてのディスクのマルチパス化
を無効にします。

オプション 6

VxVM によるディスクのマルチパス化を無効にします。指定したパスに
対応するディスクは、OTHER_DISKS カテゴリで認識され、マルチパス
化されません。

オプション 7

特定のベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせに一致するディスク
のマルチパス化を無効にします。特定のベンダー ID とプロダクト ID
の組み合わせに対応するディスクは、OTHER_DISKS カテゴリで認識
され、マルチパス化されません。

オプション 8

現在無効になっているか、マルチパス化されていないデバイスを一覧
表示します。

マルチパス化の有効化およびデバイスの VxVM からの
有効化
デバイスのマルチパス化を再び有効にする、またはデバイスを再び VxVM で表示可能
にするには、次の手順を使います。
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マルチパス化を有効にして、デバイスを VxVM で表示可能にするには

1

vxdiskadm コマンドを実行し、メインメニューで［VxVM が使用するデバイスのパス、

またはマルチパスの有効化（Allow multipathing/Unsuppress devices from
VxVM's view）］を選択します。続行するかどうかの確認を求めるプロンプトが表示
されます。

2

次のオプションから、実行する操作を選択します。
オプション 1

VxVM から特定のコントローラ上のすべてのパスを有効にします。

オプション 2

VxVM から特定のパスを有効にします。

オプション 3

特定のベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせに一致するディスク
を VxVM から有効にします。

オプション 4

パスグループの定義を削除します（パスグループでは、明示的に同じ
ディスクに対する代替パスを定義します）。いったん、パスグループを
削除すると、そのパスグループ内で定義されているすべてのパスが再
び表示可能になります。

オプション 5

特定のコントローラ上のパスを持つすべてのディスクのマルチパス化を
許可します。

オプション 6

VxVM によるディスクのマルチパス化を許可します。

オプション 7

特定のベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせに一致するディスク
のマルチパス化を許可します。

オプション 8

現在無効になっているか、マルチパス化されていないデバイスを一覧
表示します。

コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効
化と無効化
DMP を使うと、コントローラに対する、またはストレージプロセッサのアレイポートに対する
I/O を無効にして、管理上の操作が実行できるようになります。この機能は、ホスト上の
HBA コントローラの管理、または VxVM に対応しているディスクアレイに接続したアレイ
ポートの管理に使うことができます。コントローラまたはアレイポートの I/O 操作は、管理
タスクが完了した後に有効に戻すことができます。この一連の操作は、VxVM で提供さ
れている vxdmpadm コマンドを使って実行することができます。
アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合は、HBA コントローラまたはアレイポー
トを介した I/O を無効にすると、I/O は残りのパス上で継続されます。アクティブ/パッシブ
タイプのディスクアレイの場合は、HBA コントローラまたはアレイポートを介した I/O を無
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効にするとすべてのプライマリパスが無効になるため、DMP はアクティブなセカンダリパ
スにフェールオーバーし、I/O はそれらのパス上で継続されます。
操作が終了した後は、vxdmpadm を使って、そのコントローラを介したパスを再び有効に
することができます。
p.201 の 「パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の無効化」 を参照してください。
p.202 の 「パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化」 を参照してください。
p.203 の 「ディスクコントローラファームウェアのアップグレード」 を参照してください。
メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、クラスタ共有ディスクグループが設定されているディス
クアレイへのアクセスに使われているコントローラで、上記の操作はサポートされます。

DMP データベース情報の表示
vxdmpadm コマンドを使って、DMP データベース情報の一覧表示と他の管理タスクを実

行することができます。このコマンドを実行すると、ディスクに接続されているすべてのコ
ントローラおよび DMP データベースに保存されている他の関連情報を一覧表示するこ
とができます。この情報は、システムのハードウェアの配置および有効化や無効にする必
要のあるコントローラの判定に役立てることができます。
vxdmpadm コマンドでは、ディスクアレイシリアル番号や、どの DMP デバイス（ディスク）が

ディスクアレイに接続されているのか、どのパスが特定のコントローラ、エンクロージャ、ア
レイポートに接続されているのかといった、有用な情報が提供されます。
p.175 の 「vxdmpadm を使った DMP の管理」 を参照してください。

ディスクへのパスの表示
vxdisk コマンドは、特定のメタデバイスに関するマルチパス情報を表示するのに使われ

ます。メタデバイスは、システムのいずれかの HBA コントローラからの物理パスを複数持
つ特定の物理ディスクを表すデバイスです。VxVM では、システム内のすべての物理ディ
スクを、1 つ以上の物理パスを持つメタデバイスとして表します。
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システム上のマルチパス情報を表示するには
◆

vxdisk path コマンドを実行すると、次に示すように、システム上のデバイスパス、

ディスクアクセス名、ディスクメディア名、ディスクグループの関係が表示されます。
# vxdisk path
SUBPATH
sda
sdi
sdb
sdj
.
.
.

DANAME
sda
sdi
sdb
sdj

DMNAME
mydg01
mydg01
mydg02
mydg02

GROUP
mydg
mydg
mydg
mydg

STATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

この出力例では、2 つのディスク（mydg01 と mydg02）にそれぞれ 2 つのパスが存在
し、各ディスクが ENABLED 状態であることが示されています。
特定のメタデバイスのマルチパス情報を表示するには

1

次のコマンドを実行します。
# vxdisk list devicename

たとえば、sdl のマルチパス情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdisk list sdl
vxdisk list コマンドの通常の出力例は、次のとおりです。
Device:
devicetag:
type:
hostid:
disk:
group:
flags:
pubpaths:
privpaths:
version:
iosize:
public:
private:
update:
headers:
configs:

sdl
sdl
sliced
zort
name=mydg04 id=962923652.362193.zort
name=mydg id=962212937.1025.zort
online ready private autoconfig autoimport imported
block=/dev/vx/dmp/sdl3 char=/dev/vx/rdmp/sdl3
block=/dev/vx/dmp/sdl5 char=/dev/vx/rdmp/sdl5
2.2
min=512 (bytes) max=16 (blocks)
slice=3 offset=0 len=16450497
slice=5 offset=1 len=2049
time=962923719 seqno=0.7
0 248
count=1 len=1488
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logs:
count=1 len=225
Defined regions:
config
priv 000017-000247[000231]: copy=01 offset=000000
enabled
config
priv 000249-001505[001257]: copy=01 offset=000231
enabled
log
priv 000745-000854[000110]: copy=01 offset=000000
enabled
Multipathing information:
numpaths:
2
sdl
state=enabled
type=secondary
sdp
state=disabled
type=primary

この出力の［Multipathing information］セクションの［numpaths］行ではデバイ
スに 2 つのパスが存在することが示され、それに続く 2 行で 1 つのパスがアクティブ
（state=enabled）で、もう 1 つのパスでエラーが起きていること（state=disabled）
が示されています。
type フィールドは、EMC CLARiiON、日立 SANRISE1100（DF500）、SANRISE1200

（DF500F）および SANRISE9500V シリーズ、Sun StorEdge 6xxx および Sun
StorEdge T3 アレイといったアクティブ/パッシブタイプのディスクアレイ上のディスク
の場合に表示されます。このフィールドでは、ディスクへのパスがプライマリパスであ
るか、セカンダリパスであるかが表示されます。
type フィールドは、EMC Symmetirx、日立 SANRISE2000 シリーズ、Sun StorEdge

99xx シリーズおよび IBM ESS シリーズといったアクティブ/アクティブタイプのディス
クアレイ上のディスクの場合には表示されません。このタイプのディスクアレイに、プ
ライマリパスおよびセカンダリパスといった概念は存在しません。

2

また、次のコマンドを使ってマルチパス情報を表示できます。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=devicename

たとえば、emc_clariion0_893 のマルチパス情報を表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=emc_clariion0_893
vxdmpadm getsubpaths コマンドの通常の出力例は、次のとおりです。
NAME
STATE[A]
PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE
ENCLR-NAME
ATTRS
==============================================================================
sdbc
ENABLED(A) PRIMARY
c3
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdbm
ENABLED
SECONDARY
c3
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdbw
ENABLED(A) PRIMARY
c3
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdck
ENABLED(A) PRIMARY
c2
EMC_CLARiiON emc_clariion0
-
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sdcu
sdde

ENABLED
ENABLED(A)

SECONDARY
PRIMARY

c2
c2

EMC_CLARiiON
EMC_CLARiiON

emc_clariion0
emc_clariion0

-

DMP ノードのカスタム名の設定
DMP ノード名はディスクへの複数のパスを表すメタデバイス名です。DMP ノード名は
VxVM の名前の付け方に従ってデバイス名から生成されます。
p.77 の 「VxVM でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。
DMP ノードのカスタム名を指定できます。ユーザーが指定した名前は、名前の永続性が
無効になっても永続的に保持されます。
DMP のノードのカスタム名を指定するには
◆

次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr dmpnode dmpnodename name=name

名前は入力ファイルから割り当てることもできます。これにより、意味のある名前を使って
システムの DMP ノードをカスタマイズできます。
ファイルから DMP ノードを割り当てるには

1

スクリプト vxgetdmpnames を使って、設定内のデバイスからポピュレートされたサン
プルファイルを取得します。サンプルファイルは必要な形式を示し、カスタム名を指
定するためのテンプレートとして機能します。

2

名前を割り当てるには、次のコマンドを使います。
# vxddladm assign names file=pathname

カスタム名を消去するには
◆

名前を消去し、デフォルトの OSN 名または EBN 名を使うには、次のコマンドを使い
ます。
# vxddladm -c assign names

vxdmpadm を使った DMP の管理
vxdmpadm ユーティリティは、VxVM の DMP 機能へのコマンドライン管理インターフェー

スです。
vxdmpadm ユーティリティを使って、次のタスクを実行できます。
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■

特定のパスに対する DMP デバイス名の取得

■

LUN グループのメンバーの表示

■

DMP デバイスノード、HBA コントローラ、アレイポート下のすべてのパスの一覧表示

■

ホスト上の HBA コントローラに関する情報の表示

■

エンクロージャに関する情報の表示

■

エンクロージャのストレージプロセッサに接続したアレイポートに関する情報の表示

■

他社のマルチパス化ドライバにより制御されるデバイスに関する情報の表示

■

DMP ノード、エンクロージャ、パス、コントローラの I/O 統計情報の収集

■

エンクロージャへのパスに関する属性の設定

■

エンクロージャへのパスに対して使われる I/O ポリシーの設定

■

システム上のパス、HBA コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化または無効
化

■

ディスクコントローラファームウェアのアップグレード

■

エンクロージャ名の変更

■

I/O 要求エラーに対する DMP の応答方法の設定

■

I/O 調整機構の設定

■

DMP パスリストアスレッドの動作の制御

■

DMP で使われる各種のチューニングパラメータの値の取得または設定

以降の項では、出力例を示してこれらのタスクを詳しく説明します。
p.549 の 「チューニングパラメータ値の変更」 を参照してください。
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

DMP ノードに関する情報の取得
次のコマンドを実行すると、指定した物理パスを制御する DMP ノードが表示されます。
# vxdmpadm getdmpnode nodename=sdbc
nodename 属性には物理パスを指定できます。この物理パスは /dev ディレクトリに一覧

表示された有効なパスである必要があります。
このコマンドの出力は、次のようになります。
NAME
STATE
ENCLR-TYPE
PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
==========================================================================
emc_clariion0_893 ENABLED EMC_CLARiiON 6
6
0
emc_clariion0
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LUN のシリアル番号とアレイのボリューム ID を表示するには、-v オプションを使います。
# vxdmpadm -v getdmpnode nodename=sdbc
NAME

STATE

ENCLR-TYPE

PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

SERIAL-NO

ARR

==============================================================================================
emc_clariion0_893 ENABLED EMC_CLARiiON 6
6
0
emc_clariion0 600601601A141B001D4A32F

指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、getdmpnode で
enclosure 属性を使います。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=enc0
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
===============================================================
sdm
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdn
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdo
ENABLED ACME
2
2
0
enc0
sdp
ENABLED ACME
2
2
0
enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、getdmpnode で dmpnodename 属性
を使います。
# vxdmpadm getdmpnode dmpnodename=emc_clariion0_158
NAME
STATE
ENCLR-TYPE
PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
======================================================================
emc_clariion0_158 ENABLED EMC_CLARiiON 1
1
0
emc_clariion0

DMP ノードについての統合された情報の表示
vxdmpadm list dmpnode コマンドは DMP のノードの詳細情報を表示します。情報に

は、エンクロージャ名、LUN シリアル番号、ポート ID 情報、デバイス属性などが含まれま
す。
次のコマンドは、システムのすべての DMP ノードに関する統合された情報を表示します。
# vxdmpadm list dmpnode all

指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、list dmpnode
で enclosure 属性を使います。
# vxdmpadm list dmpnode enclosure=enclosure name

たとえば、次のコマンドを実行すると、enc0 エンクロージャ内のすべての DMP ノードに
関する統合された情報が表示されます。
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#vxdmpadm list dmpnode enclosure=enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、list dmpnode で dmpnodename 属
性を使います。DMP ノードは名前またはパス名で指定できます。指定した DMP ノードの
詳細情報には、一覧表示された DMP ノードの各サブパスについてのパス情報が含まれ
ています。
パスの状態は、障害により無効になったパスと、管理上の目的で手動で無効にされたパ
スでは異なります。vxdmpadm disable コマンドを使って手動で無効にされたパスは、
disabled(m) として表示されます。
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=dmpnodename

たとえば、次のコマンドを実行すると、DMP ノード emc_clariion0_158 についての統合
された情報が表示されます。
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=emc_clariion0_158
dmpdev
state
enclosure
cab-sno
asl
vid
pid
array-name
array-type
iopolicy
avid
lun-sno
udid
dev-attr
###path
path
path
path
path
path
path

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

emc_clariion0_158
enabled
emc_clariion0
CK200070400359
libvxCLARiiON.so
DGC
DISK
EMC_CLARiiON
CLR-A/PF
MinimumQ
158
600601601A141B001D4A32F92B49DE11
DGC%5FDISK%5FCK200070400359%5F600601601A141B001D4A32F92B49DE11
lun
name state type transport ctlr hwpath aportID aportWWN attr
sdck enabled(a) primary FC c2 c2 A5 50:06:01:61:41:e0:3b:33 sdde enabled(a) primary FC c2 c2 A4 50:06:01:60:41:e0:3b:33 sdcu enabled secondary FC c2 c2 B4 50:06:01:68:41:e0:3b:33 sdbm enabled secondary FC c3 c3 B4 50:06:01:68:41:e0:3b:33 sdbw enabled(a) primary FC c3 c3 A4 50:06:01:60:41:e0:3b:33 sdbc enabled(a) primary FC c3 c3 A5 50:06:01:61:41:e0:3b:33 -

LUN グループのメンバーの表示
次のコマンドを実行すると、指定した DMP ノードと同じ LUN グループに属する DMP
ノードが表示されます。
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# vxdmpadm getlungroup dmpnodename=sdq
NAME
STATE
ENCLR-TYPE PATHS
ENBL
DSBL
ENCLR-NAME
===============================================================
sdo
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdp
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdq
ENABLED ACME
2
2
0
enc1
sdr
ENABLED ACME
2
2
0
enc1

DMP ノード、コントローラ、エンクロージャ、アレイポートによって制御され
るパスの表示
vxdmpadm getsubpaths コマンドを実行すると、DMP が認識するすべてのパスが一覧

表示されます。vxdmpadm getsubpaths コマンドには、特定の DMP ノード、コントロー
ラ、エンクロージャ、またはアレイポート上のサブパスを一覧表示するオプションもありま
す。アレイポート上のパスを一覧表示するには、エンクロージャ名とアレイポート ID の組
み合わせ、またはアレイポート WWN を指定します。
DMP が認識するすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths
NAME
STATE[A]
PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME
CTLR
ATTRS
=============================================================================
sdaf
ENABLED(A) PRIMARY
ams_wms0_130 ams_wms0
c2
sdc
ENABLED
SECONDARY
ams_wms0_130 ams_wms0
c3
sdb
ENABLED(A)
disk_24
disk
c0
sda
ENABLED(A)
disk_25
disk
c0
sdav
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3
sdbf
ENABLED
SECONDARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3
vxdmpadm getsubpaths コマンドを dmpnodename 属性と組み合わせると、指定した

DMP ノード名によって制御される、/dev/vx/rdmp ディレクトリから LUN までのすべての
パスが表示されます。
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=sdu
NAME
STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS
====================================================================
sdu
ENABLED(A) PRIMARY
c2
ACME
enc0
sdt
ENABLED
PRIMARY
c1
ACME
enc0
-

A/A アレイの場合、I/O に使える有効パスはすべて ENABLED(A) として表示されます。
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I/O ポリシーが singleactive に設定されている A/P アレイの場合、1 つのパスのみが
ENABLED(A) として表示されます。その他のパスは ENABLED でも使えません。I/O ポリ
シーが singleactive に設定されていない場合、DMP は、状態が ENABLED(A) と表示
されているパスのグループ（すべてプライマリまたはすべてセカンダリ）を使えます。
p.196 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
DISABLED 状態のパスは I/O 操作には使えません。
システム管理者によって手動で無効にされたパスは DISABLED(M) と表示されます。障
害が起きたパスは DISABLED と表示されます。
getsubpaths を使うと、特定の HBA コントローラに接続しているすべてのパスに関する

情報を入手できます。
# vxdmpadm getsubpaths ctlr=c2
NAME
STATE[-] PATH-TYPE[-] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS
====================================================================
sdk
ENABLED PRIMARY
sdk
ACME
enc0
sdl
ENABLED PRIMARY
sdl
ACME
enc0
sdm
DISABLED SECONDARY
sdm
ACME
enc0
sdn
ENABLED SECONDARY
sdn
ACME
enc0
-

また、getsubpaths を使うと、アレイ上のポートに接続しているすべてのパスに関する情
報を入手できます。アレイポートは、エンクロージャの名前とアレイポート ID で指定する
ことも、アレイポートの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=emc_clariion0 portid=A5
NAME
STATE[A]
PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME
CTLR
ATTRS
================================================================================
sdav
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3
sdcd
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c2
sdau
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3
sdcc
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c2
# vxdmpadm getsubpaths pwwn=50:06:01:61:41:e0:3b:33
NAME
STATE[A]
PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE
ENCLR-NAME
ATTRS
================================================================================
sdav
ENABLED(A) PRIMARY
c3
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdcd
ENABLED(A) PRIMARY
c2
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdau
ENABLED(A) PRIMARY
c3
EMC_CLARiiON emc_clariion0
sdcc
ENABLED(A) PRIMARY
c2
EMC_CLARiiON emc_clariion0

-
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getsubpaths を使うと、エンクロージャのすべてのサブパスに関する情報を入手できま

す。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=enclosure_name [ctlr=ctlrname]

エンクロージャ上のすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=emc_clariion0
NAME
STATE[A]
PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME
CTLR
ATTRS
================================================================================
sdav
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3
sdbf
ENABLED
SECONDARY
emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3
sdau
ENABLED(A) PRIMARY
emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3
sdbe
ENABLED
SECONDARY
emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3
-

エンクロージャ上のコントローラのすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンド
を実行します。
# vxdmpadm getsubpaths enclosure=Disk ctlr=c1

デフォルトでは、vxdmpadm getsubpaths コマンドの出力は、エンクロージャ名、DMP
ノード名によってソートされ、さらにその中ではパス名でソートされます。パス名、DMP ノー
ド名、エンクロージャ名、またはホストコントローラ名に基づいて出力をソートするには、-s
オプションを使います。
サブパスの情報をソートするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -s {path | dmpnode | enclosure | ctlr} getsubpaths ¥
[all | ctlr=ctlr_name | dmpnodename=dmp_device_name | ¥
enclosure=enclr_name [ctlr=ctlr_name | portid=array_port_ID] | ¥
pwwn=port_WWN | tpdnodename=tpd_node_name]

コントローラに関する情報の表示
次のコマンドを実行すると、システム上のすべての HBA コントローラの属性が一覧表示
されます。
# vxdmpadm listctlr all
CTLR-NAME
ENCLR-TYPE
STATE
ENCLR-NAME
===============================================================
c1
OTHER
ENABLED
other0
c2
X1
ENABLED
jbod0
c3
ACME
ENABLED
enc0
c4
ACME
ENABLED
enc0
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この出力では、コントローラ c1 はエンクロージャタイプが OTHER であるため、認識される
DMP カテゴリに含まれないディスクに接続されていることがわかります。
その他のコントローラは、認識される DMP カテゴリに含まれるディスクに接続されていま
す。
すべてのコントローラが、I/O 操作に利用可能であることを示す ENABLED 状態になって
います。
状態が DISABLED であれば、コントローラが I/O 操作に利用不能であるという意味です。
利用不能の場合は、ハードウェア障害が起きているか、vxdmpadm disable コマンドを
使ってそのコントローラ上での I/O 操作が無効にされている可能性があります。
この形式のコマンドを実行すると、特定のエンクロージャまたは特定のエンクロージャタイ
プに属するコントローラが一覧表示されます。
# vxdmpadm listctlr enclosure=enc0

または
# vxdmpadm listctlr type=ACME
CTLR-NAME
ENCLR-TYPE
STATE
ENCLR-NAME
===============================================================
c2
ACME
ENABLED
enc0
c3
ACME
ENABLED
enc0
vxdmpadm getctlr コマンドを実行すると、HBA ベンダーの詳細とコントローラ ID が表

示されます。iSCSI デバイスでは、コントローラ ID は IQN または IEEE 形式に基づく名前
になります。FC デバイスの場合、コントローラ ID は WWN です。WWN は ESD から取
得されます。したがって、ESD が動作していなければこのフィールドはブランクになりま
す。ESD は、イベントの発生を DDL に通知するために使われるデーモンプロセスです。
「コントローラ ID」として表示される WWN は、ホストコントローラに関連付けられた HBA
ポートの WWN にマップされます。
# vxdmpadm getctlr c5
LNAME
PNAME HBA-VENDOR CTLR-ID
============================================================================
c5
c5
qlogic 20:07:00:a0:b8:17:e1:37
c6
c6 qlogic iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80

エンクロージャに関する情報の表示
特定のエンクロージャの属性（エンクロージャタイプ、エンクロージャシリアル番号、状態、
アレイタイプ、LUN 数など）を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm listenclosure enc0
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ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO
STATUS ARRAY_TYPE
LUN_COUNT
=============================================================================
enc0
A3
60020f20000001a90000 CONNECTED A/P
30

次のコマンドを実行すると、システム内のすべてのエンクロージャの属性が一覧表示され
ます。
# vxdmpadm listenclosure all
ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO
STATUS
ARRAY_TYPE
LUN_COUNT
=================================================================================
Disk
Disk
DISKS
CONNECTED
Disk
6
ANA0
ACME
508002000001d660
CONNECTED
A/A
57
enc0
A3
60020f20000001a90000 CONNECTED
A/P
30

アレイポートに関する情報の表示
パス、DMP ノード、HBA コントローラを介してアクセス可能なアレイポートの属性を表示
するには、次のいずれかのコマンドを使います。
# vxdmpadm getportids path=path-name
# vxdmpadm getportids dmpnodename=dmpnode-name
# vxdmpadm getportids ctlr=ctlr-name

アレイポートに関して表示される情報には、そのエンクロージャの名前、ID、WWN 識別
子が含まれます。
次のコマンド形式を実行すると、特定のエンクロージャ内のすべてのアレイポートに関す
る情報を表示します。
# vxdmpadm getportids enclosure=enclr-name

次の例では、DMP ノード sdg を介してアクセス可能なアレイポートに関する情報が表示
されます。
# vxdmpadm getportids dmpnodename=sdg
NAME
ENCLR-NAME ARRAY-PORT-ID pWWN
==============================================================
sdg
HDS9500V0
1A
20:00:00:E0:8B:06:5F:19

TPD 制御デバイスに関する情報の表示
サードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視機能を残したまま、サー
ドパーティ製マルチパス化ドライバによって制御されている I/O に DMP をバイパスさせ
ることができます。次のコマンドは、指定した TPD デバイスに対して、DMP が検出したパ
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スを表示するコマンドおよび指定した TPD 制御ノードに対して DMP が検出した対応す
る TPD デバイスを表示するコマンドです。
# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=TPD_node_name
# vxdmpadm gettpdnode nodename=TPD_path_name

p.102 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。
たとえば、EMC Symmetrix アレイ内の PowerPath によって制御され、かつ、DMP にも
認識される次のようなディスクを想定します。
# vxdisk list
DEVICE
emcpower10
emcpower11
emcpower12
emcpower13
emcpower14
emcpower15
emcpower16
emcpower17
emcpower18
emcpower19

TYPE
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced
auto:sliced

DISK
disk1
disk2
disk3
disk4
disk5
disk6
disk7
disk8
disk9
disk10

GROUP
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg
ppdg

STATUS
online
online
online
online
online
online
online
online
online
online

次のコマンドを実行すると、DMP が PowerPath 制御のノード emcpower10 に対応する
パスを検出し、表示します。
# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=emcpower10
NAME
TPDNODENAME PATH-TYPE[-]DMP-NODENAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME
===================================================================
sdq
emcpower10s2 emcpower10
EMC
EMC0
sdr
emcpower10s2 emcpower10
EMC
EMC0

逆に次のコマンドは、DMP が、パス sdq に対応する PowerPath ノードを検出し、
PowerPath ノードに関する情報を表示します。
# vxdmpadm gettpdnode nodename=sdq
NAME
STATE
PATHS ENCLR-TYPE
ENCLR-NAME
===================================================================
emcpower10s2 ENABLED 2
EMC
EMC0
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拡張デバイス属性の表示
デバイス検出層（DDL）拡張属性は、DDL によって検出される VxVM LUN/ディスクに対
応する属性またはフラグです。これらの属性によって、LUN が特定のハードウェアカテゴ
リに識別されます。
これらのカテゴリの一覧には、次のものが含まれます。
ハードウェア RAID の種類

LUN が属するストレージ RAID グループの種類を表
示します。

シンプロビジョニングの検出と再生

LUN のシン/再生機能を表示します。

デバイスメディアの種類

メディアの種類、つまり SSD（半導体ディスク）かどうか
を表示します。

ストレージベースのスナップショット/クロー LUN がプライマリ LUN のスナップショットまたはクロー
ン
ンのどちらであるかを表示します。
ストレージベースのレプリケーション

LUN が、リモートサイト全体にわたってレプリケートさ
れるグループの一部であるかどうかを表示します。

トランスポート

この LUN への接続に使われる HBA の種類（FC、
SATA、iSCSI）を表示します。

各 LUN では、デバイス検出中にこれらの属性の 1 つ以上が検出される可能性がありま
す。ASL はプロパティ DDL_DEVICE_ATTR を通して DDL にこの情報を供給します。
vxdisk -p list コマンドを実行すると、DDL 拡張属性が表示されます。たとえば、次
のコマンドを実行すると、この LUN の「std」、「fc」、「RAID_5」属性が表示されます。
# vxdisk -p list
DISK
:
DISKID
:
VID
:
UDID
:
REVISION
:
PID
:
PHYS_CTLR_NAME :
LUN_SNO_ORDER :
LUN_SERIAL_NO :
LIBNAME
:
HARDWARE_MIRROR:
DMP_DEVICE
:
DDL_THIN_DISK :
DDL_DEVICE_ATTR:
CAB_SERIAL_NO :
ATYPE
:

tagmastore-usp0_0e18
1253585985.692.rx2600h11
HITACHI
HITACHI%5FOPEN-V%5F02742%5F0E18
5001
OPEN-V
0/4/1/1.0x50060e8005274246
411
0E18
libvxhdsusp.sl
no
tagmastore-usp0_0e18
thick
std fc RAID_5
02742
A/A
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ARRAY_VOLUME_ID:
ARRAY_PORT_PWWN:
ANAME
:
TRANSPORT
:

0E18
50:06:0e:80:05:27:42:46
TagmaStore-USP
FC

vxdisk -x attribute -p list コマンドを実行すると、プロパティリストと属性の 1 行

リストが表示されます。次の例は、hdprclm 属性を使ってシン再生をサポートする 2 つの
日立製 LUN を示しています。
# vxdisk -x DDL_DEVICE_ATTR -p list
DEVICE
tagmastore-usp0_0a7a
tagmastore-usp0_065a
tagmastore-usp0_065b

DDL_DEVICE_ATTR
std fc RAID_5
hdprclm fc
hdprclm fc

ユーザーは、同じコマンド内に複数の -x オプションを指定することによって複数のエント
リを表示できます。次に例を示します。
# vxdisk -x DDL_DEVICE_ATTR -x VID -p list
DEVICE
tagmastore-usp0_0a7a
tagmastore-usp0_0a7b
tagmastore-usp0_0a78
tagmastore-usp0_0a79
tagmastore-usp0_065a
tagmastore-usp0_065b
tagmastore-usp0_065c
tagmastore-usp0_065d

VID
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI

DDL_DEVICE_ATTR
std fc RAID_5
std fc RAID_5
std fc RAID_5
std fc RAID_5
hdprclm fc
hdprclm fc
hdprclm fc
hdprclm fc

vxdisk -e list コマンドを使うと、ATTR という名前の最後の列に DLL_DEVICE_ATTR

プロパティが表示されます。
# vxdisk -e list
DEVICE
tagmastore-usp0_0a7a
tagmastore-usp0_0a7b
tagmastore-usp0_0a78
tagmastore-usp0_0655
tagmastore-usp0_0656
tagmastore-usp0_0657

TYPE
auto
auto
auto
auto
auto
auto

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online
online
online
online
online

OS_NATIVE_NAME
c10t0d2
c10t0d3
c10t0d0
c13t2d7
c13t3d0
c13t3d1

ATTR
std fc RAID_5
std fc RAID_5
std fc RAID_5
hdprclm fc
hdprclm fc
hdprclm fc

拡張属性をサポートする ASL の一覧およびこれらの属性の説明については、次の URL
にあるハードウェア互換性リストを参照してください。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/330441.htm
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VxVM または DMP 制御からのデバイスの除外と追加
vxdmpadm exclude コマンドを実行すると、指定する基準に基づいてデバイスが VxVM

制御から除外されます。デバイスは、vxdmpadm include コマンドを使って VxVM 制御
に再び追加できます。デバイスは、VID:PID の組み合わせ、パス、コントローラ、または
ディスクに基づいて追加または除外できます。感嘆符（!）を使えば、指定したもの以外の
パスまたはコントローラを除外または追加できます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の構文は、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示しています。
# vxdmpadm exclude [vxvm | vxdmp] { all | product=VID:PID |
ctlr=[¥!]ctlr | dmpnodename=diskname [ path=¥!pathname] }
# vxdmpadm include [vxvm | vxdmp] { all | product=VID:PID |
ctlr=[¥!]ctlr | dmpnodename=diskname [ path=¥!pathname] }

各オプションの説明
all - すべてのデバイス
product=VID:PID - 指定した VID:PID を持つすべてのデバイス
ctlr=ctlr - 指定したコントローラ上のすべてのデバイス
dmpnodename=diskname - DMP ノード下のすべてのデバイス
dmpnodename=diskname path=¥!pathname - 指定したものを除く、DMP ノード下の
すべてのデバイス

I/O 統計情報の収集と表示
vxdmpadm iostat コマンドを使って、指定した DMP ノード、エンクロージャ、パス、コン

トローラについての I/O 統計情報を収集および表示することができます。
統計情報の収集を有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat start [memory=size]

I/O のカウンタを 0 にリセットするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat reset
memory 属性を使うと、各 CPU の I/O 統計情報の記録に使うメモリの最大サイズを制限

できます。デフォルトでは、各 CPU に対して 32k（32 KB）に制限されます。
収集した統計情報を一定の間隔で表示するには、次のコマンドを入力します。
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# vxdmpadm iostat show {all | dmpnodename=dmp-node | ¥
enclosure=enclr-name | pathname=path-name | ctlr=ctlr-name} ¥
[interval=seconds [count=N]]

このコマンドを実行すると、すべてのパス（all）についての I/O 統計情報か、指定した
DMP ノード、エンクロージャ、パス、コントローラについての I/O 統計情報が表示されま
す。表示される統計情報は、統計情報の収集に使われた CPU ごとの CPU 使用率とメモ
リサイズ、読み取り操作および書き込み操作の数、読み取りおよび書き込みが行われた
KB 数、読み取りまたは書き込みが行われた KB あたりの平均時間（ミリ秒）です。
interval 属性および count 属性を使うと、I/O 統計情報を表示する間隔（秒）と表示す

る行数をそれぞれ指定できます。統計情報の記録に使えるメモリが十分でない場合は、
指定した値よりも間隔が短くなることがあります。
統計情報の収集を無効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat stop

vxdmpadm iostat コマンドの使用例
次に、vxdmpadm iostat コマンドを使ったセッション例を示します。最初に次のコマンド
を実行すると I/O 統計情報の収集が有効になります。
# vxdmpadm iostat start

続いて次のコマンドを実行すると、読み取りおよび書き込み操作の総数、読み取りおよび
書き込みが行われたキロバイト数など、すべてのパスに関する現在の統計情報が表示さ
れます。
# vxdmpadm iostat show all
cpu usage = 7952us
per cpu memory = 8192b
OPERATIONS
KBYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdk
0
0
0
0
0.00
0.00
sdg
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdl
0
0
0
0
0.00
0.00
sdh
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdm
0
0
0
0
0.00
0.00
sdi
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdn
0
0
0
0
0.00
0.00
sdj
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdo
0
0
0
0
0.00
0.00
sdj
87
0
44544
0
0.00
0.00
sdp
0
0
0
0
0.00
0.00
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次のコマンドを実行すると、vxdmpadm で統計情報の収集に使われるメモリのサイズが
変更されます。
# vxdmpadm iostat start memory=4096

統計情報は、次のようにパス名、DMP ノード名およびエンクロージャ名ごとにフィルタし
て表示することができます（各 CPU のメモリサイズは前のコマンドに従って変更されてい
ます）。
# vxdmpadm iostat show pathname=sdk
cpu usage = 8132us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdk
0
0
0
0
0.00
0.00
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdf
cpu usage = 8501us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
1088
0
557056
0
0.00
0.00
# vxdmpadm iostat show enclosure=Disk
cpu usage = 8626us
per cpu memory = 4096b
OPERATIONS
BYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdf
1088
0
557056
0
0.00
0.00

統計情報を表示する回数および間隔を指定することもできます。次のコマンドを実行す
ると、特定のパスについての統計情報の増分が表示されます。この例では、回数は 2 回、
間隔は 2 秒と指定しています。
# vxdmpadm iostat show pathname=sdk interval=2 count=2
cpu usage = 9621us
per cpu memory = 266240b
OPERATIONS
BLOCKS
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdk
0
0
0
0
0.00
0.00
sdk

0

0

0

0

0.00

0.00

キューに入れられた I/O または無効な I/O の統計の表示
指定した DMP ノード、または指定したパスまたはコントローラについて、DMP 内のキュー
に入れられた I/O を表示するには、-q オプションを付けた vxdmpadm iostat show コ
マンドを使用します。DMP ノードの場合、-q オプションを付けると、基盤となるレイヤーに
送信された、指定した DMP ノード上の I/O が表示されます。パスまたはコントローラを指
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定した場合、-q オプションを付けると、指定したパスまたはコントローラに送信され、DMP
にまだ返されていない I/O が表示されます。
vxdmpadm iostat コマンドの詳細については、vxdmpadm（1m）マニュアルページを参

照してください。
DMP ノード上のキューに入れられた I/O 件数を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -q iostat show [filter]
[interval=n [count=m]]

次に例を示します。
# vxdmpadm -q iostat show dmpnodename=emc_clariion0_352
cpu usage = 338us
QUEUED I/Os
DMPNODENAME
emc_clariion0_352

per cpu memory = 102400b
PENDING I/Os
READS
WRITES
0
0
0

DMP ノード、パスまたはコントローラ上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、
次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -e iostat show [filter]
[interval=n [count=m]]

たとえば、パス上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、次のようなコマンドを
使います。
# vxdmpadm -e iostat show pathname=sdo
cpu usage = 637us
PATHNAME
sdo

0

per cpu memory = 102400b
ERROR I/Os
READS
WRITES
0

累積 I/O 統計情報の表示
累積 I/O 統計情報を DMP ノード、コントローラ、アレイポート ID、またはホストアレイコン
トローラのペアとエンクロージャごとに表示するには、vxdmpadm iostat コマンドの
groupby 節を使います。groupby 節を指定しない場合、統計はパスごとに表示されま
す。
DMP ノードでグループ化するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm iostat show groupby=dmpnode [all | dmpnodename=dmpnodename
| enclosure=enclr-name]
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コントローラでグループ化するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm iostat show groupby=ctlr [ all | ctlr=ctlr ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=ctlr ctlr=c5

CTLRNAME
c5

OPERATIONS
READS
WRITES
224
14

BLOCKS
READS WRITES
54
7

AVG TIME(ms)
READS
WRITES
4.20
11.10

アレイポートでグループ化するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm iostat show groupby=arrayport [ all | pwwn=array port wwn
| enclosure=enclr portid=array-port-id ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=arrayport enclosure=HDS9500-ALUA0 portid=1A

PORTNAME
1A

OPERATIONS
READS
WRITES
224
14

BLOCKS
READS WRITES
54
7

AVG TIME(ms)
READS
WRITES
4.20
11.10

エンクロージャでグループ化するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm iostat show groupby=enclosure [ all | enclosure=enclr ]

次に例を示します。
# vxdmpadm iostat show groupby=enclosure enclosure=EMC_CLARiiON0
OPERATIONS
ENCLRNAME
READS WRITES
EMC_CLARiiON 0
0

BLOCKS
READS WRITES
0
0

AVG TIME(ms)
READS
WRITES
0.00
0.00

すべてのデータエントリがゼロであるエンティティはフィルタで除外することもできます。こ
のオプションは多くのフェールオーバーデバイスを含んでいるクラスタ環境に特に有用で
す。アクティブパスの統計のみを表示できます。
iostat show コマンドの出力からすべてがゼロのエントリをフィルタ処理するには、次の

コマンドを使います。
# vxdmpadm -z iostat show [all|ctlr=ctlr_name |
dmpnodename=dmp_device_name | enclosure=enclr_name [portid=portid] |
pathname=path_name|pwwn=port_WWN][interval=seconds [count=N]]

次に例を示します。
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# vxdmpadm -z iostat show dmpnodename=emc_clariion0_893
cpu usage = 9852us
per cpu memory = 266240b
OPERATIONS
BLOCKS
AVG TIME(ms)
PATHNAME READS WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdbc
sdbw
sdck
sdde

32
27
8
11

0
0
0
0

258
216
57
81

0
0
0
0

0.04
0.03
0.04
0.15

0.00
0.00
0.00
0.00

統計データの表示単位を指定できるようになりました。デフォルトでは、読み書き時間は
ミリ秒単位で小数点以下 2 桁まで表示されます。スループットデータは「ブロック」単位で
表示され、その出力は拡大縮小されます。つまり、有効数字を一定に保ったまま、小さい
値は小さい単位で表示され、大きい値は大きい単位で表示されます。-u オプションには
次のオプションを指定できます。
k

スループットをキロブロック単位で表示します。

m

スループットをメガブロック単位で表示します。

g

スループットをギガブロック単位で表示します。

bytes

スループットを正確なバイト数で表示します。

us

読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示します。

たとえば、読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示するには、次のコマン
ドを実行します。
# vxdmpadm -u us iostat show pathname=sdck
cpu usage = 9865us
per cpu memory = 266240b
OPERATIONS
BLOCKS
AVG TIME(us)
PATHNAME
READS
WRITES READS
WRITES
READS
WRITES
sdck
8
0
57
0
43.04
0.00

エンクロージャへのパスに関する属性の設定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、エンクロージャまたはディスクアレイへのパスに関

する属性を設定できます。
設定できる属性は次のとおりです。
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active

スタンバイ（フェールオーバー）パスをアクティブパスに変更します。ア
レイへのアクティブパスを指定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sde pathtype=active

nomanual

パスのもとのプライマリ属性またはセカンダリ属性を復元します。JBOD
ディスクへのパスを復元するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sdm ¥
pathtype=nomanual

nopreferred

パスの通常の優先順位を復元します。パスに対するデフォルトの優先
順位を復元するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr path sdk ¥
pathtype=nopreferred

preferred
[priority=N]

特定のパスを優先パスとして指定し、オプションで優先順位番号を割
り当てます。優先順位番号を指定する場合は、1 以上の整数にする必
要があります。パスの優先順位の高さは、I/O 負荷の伝送能力の高さ
を表します。
p.196 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。
アクティブ/アクティブディスクアレイの I/O ポリシーに priority 属性
を設定し、パスの優先順位を 2 に指定するには、次のコマンドを実行
します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=priority
# vxdmpadm setattr path sdk pathtype=preferred ¥
priority=2

primary

特定のパスを JBOD ディスクアレイのプライマリパスとして定義します。
JBOD ディスクアレイのプライマリパスを指定するには、次のコマンドを
実行します。
# vxdmpadm setattr path sdm pathtype=primary

secondary

特定のパスを JBOD ディスクアレイのセカンダリパスとして定義します。
JBOD ディスクアレイのセカンダリパスを指定するには、次のコマンドを
実行します。
# vxdmpadm setattr path sdn pathtype=secondary
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standby

通常の I/O スケジュールには使わないスタンバイパスを設定します。こ
のパスは、I/O に使えるアクティブパスが存在しない場合に使われま
す。A/P-C アレイのスタンバイパスを指定するには、次のコマンドを実
行します。
# vxdmpadm setattr path sde pathtype=standby

デバイスまたはエンクロージャの冗長レベルの表示
必要な冗長レベルを下回っているデバイスを一覧表示するには、vxdmpadm getdmpnode
コマンドを使います。
指定するエンクロージャで、アクティブパス数が特定の値よりも少ないデバイスを一覧表
示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=encl_name redundancy=value

たとえば、アクティブパス数が 3 つよりも少ないデバイスを一覧表示するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxdmpadm getdmpnode enclosure=EMC_CLARiiON0 redundancy=3
NAME
STATE
ENCLR-TYPE
PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME
=====================================================================
emc_clariion0_162 ENABLED EMC_CLARiiON 6
5
1
emc_clariion0
emc_clariion0_182 ENABLED EMC_CLARiiON 6
6
0
emc_clariion0
emc_clariion0_184 ENABLED EMC_CLARiiON 6
6
0
emc_clariion0
emc_clariion0_186 ENABLED EMC_CLARiiON 6
6
0
emc_clariion0

特定のデバイスの最小冗長レベルを表示するには、次のように vxdmpadm getattr コ
マンドを使います。
# vxdmpadm getattr enclosure|arrayname|arraytype component-name redundancy

たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを表示するには、次のコ
マンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy
ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT
=============================================
HDS9500-ALUA0
0
4
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アクティブパスの最小数の指定
デバイスまたはエンクロージャの最小冗長レベルを設定できます。最小冗長レベルは、
デバイスまたはエンクロージャに対してアクティブにする必要のあるパスの最小数です。
パス数がエンクロージャの最小冗長レベルを下回ると、メッセージがシステムコンソール
に送信され、DMP ログファイルにも記録されます。また、通知が vxnotify クライアントに
送信されます。
最小冗長レベルに設定した値は dmppolicy.info ファイルに格納され、永続的に保持
されます。最小冗長レベルを設定しない場合、デフォルト値は 0 です。
最小冗長レベルを設定するには、vxdmpadm setattr コマンドを使うことができます。
アクティブパスの最小数を指定するには
◆

次のように、redundancy 属性を使って vxdmpadm setattr コマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure|arrayname|arraytype component-name
redundancy=value

value はアクティブパス数です。
たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを設定するには、
次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy=2

I/O ポリシーの表示
エンクロージャ、アレイまたはアレイタイプに現在設定されている I/O ポリシーおよびデ
フォルトで設定される I/O ポリシーを表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使い
ます。
たとえば、JBOD ディスクに設定されているデフォルトおよび現在の I/O ポリシー
（iopolicy）を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure Disk iopolicy
ENCLR_NAME
DEFAULT
CURRENT
--------------------------------------Disk
MinimumQ
Balanced

分散 I/O ポリシーでパーティションサイズ 2 MB に設定されているエンクロージャ enc0
のパーティションサイズ（partitionsize）を表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm getattr enclosure enc0 partitionsize
ENCLR_NAME

DEFAULT

CURRENT
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--------------------------------------enc0
512
4096

I/O ポリシーの指定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、ディスクアレイまたはエンクロージャへの複数の

パスに I/O 負荷を分散する I/O ポリシーを変更することができます。ポリシーは、特定の
エンクロージャ（HDS01 など）、特定のタイプのすべてのエンクロージャ（HDS など）、また
は特定のアレイタイプのすべてのエンクロージャ（アクティブ/アクティブの場合は A/A、ア
クティブ/パッシブの場合は A/P など）に対して設定できます。
警告: VxVM のリリース 4.1 から、I/O ポリシーは /etc/vx/dmppolicy.info ファイルに
記録され、システムを再ブートしても保持されます。
このファイルは編集しないでください。
設定できるポリシーは次のとおりです。
adaptive

I/O をパスに動的にスケジュールしてディスクに対する全体的な I/O スルー
プットを最大化するためのポリシーです。このポリシーは、I/O 負荷が場合に
よって異なるような環境で使うと便利です。たとえば、I/O 転送が長い場合
（テーブルのスキャン）や短い場合（無作為検索）があるデータベースなどで
使います。また、このポリシーはパスによってホップ数が異なる SAN 環境で
も有効です。このポリシーは DMP で自動的に管理されるため、設定を変更
することはできません。
たとえば、エンクロージャ enc1 に対して I/O ポリシーを adaptive に設定す
るには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc1 ¥
iopolicy=adaptive
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balanced
ディスクドライブおよび RAID コントローラでのキャッシュ処理を最適化する
[partitionsize=size] ためのポリシーです。キャッシュのサイズは通常 120 から 500 KB 以上で、
各ハードウェアの特性によって異なります。通常の処理時は、ディスク（LUN）
は複数の領域（パーティション）に論理的に分割され、指定した領域に対す
る I/O が 1 つのアクティブパスにのみ送出されます。そのパスに障害が発
生した場合は、作業負荷は自動的に別のアクティブパスに分散されます。
partitionsize 属性に size 引数を使って、パーティションサイズを指定する
ことができます。パーティションサイズのブロック数は、2 の累乗の値（2 から
231）に調整できます。2 の累乗以外の値は、自動的に適切な値に切り下げ
られます。
0 のパーティションサイズを指定することは、デフォルトのパーティションサイ
ズを指定することと同じです。
パーティションサイズのデフォルト値は 512 ブロック（256 KB）です。パーティ
ションサイズに 0 を指定すると、デフォルトのパーティションサイズである 512
ブロック（256 KB）が使われます。

メモ: キャッシュサイズより大きい値を設定する場合には、このポリシーを使
う利点はありません。
たとえば、日立製 SANRISE2800 A/A アレイの推奨パーティションサイズ
は、I/O 処理パターンが主に順次読み取りまたは書き込みである場合、
32,768 から 131,072 ブロック（16 MB から 64 MB）です。
たとえば、パーティションサイズが 4096 ブロック（2 MB）のエンクロージャ
enc0 の balanced I/O ポリシーを設定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=balanced partitionsize=4096

minimumq

LUN のキューに残っている未処理の I/O 要求の数が最も少ないパスに I/O
を送出するポリシーです。キューが最も短いパスは DMP で自動的に判別さ
れるため、設定を変更することはできません。
たとえば、JBOD に対して I/O ポリシーを minimumq に設定するには、次の
コマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr enclosure Disk ¥
iopolicy=minimumq
これはすべてのアレイでデフォルトの I/O ポリシーです。
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priority

SAN 内のパスによって処理効率が異なるため負荷分散を手動で強制的に
行う場合に便利なポリシーです。使用可能なパスの設定や処理効率特性、
およびシステムのその他の要素にも考慮して、各パスに優先順位を割り当
てることができます。
p.192 の 「エンクロージャへのパスに関する属性の設定」 を参照してくださ
い。
たとえば、すべての SENA アレイに対して I/O ポリシーを priority に設
定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arrayname SENA ¥
iopolicy=priority

round-robin

I/O をラウンドロビンシーケンスのパス間で同等に共有するポリシーです。た
とえば、3 つのパスが存在する場合、最初の I/O 要求で 1 つのパスが使わ
れると、2 番目では別のパス、3 番目では残っている 3 つ目のパスが使わ
れ、4 番目の I/O 要求では再度最初のパスというように割り当てられていき
ます。このポリシーは DMP で自動的に管理されるため、設定を変更するこ
とはできません。
たとえば、すべてのアクティブ/アクティブアレイに対して I/O ポリシーを
round-robin に設定するには、次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A ¥
iopolicy=round-robin

singleactive

I/O を単一のアクティブパスに送信するポリシーです。このポリシーは、1 つ
のコントローラに 1 つのアクティブパスが存在し、他のパスはフェールオー
バーを実行する場合に使われる、A/P アレイ用に設定できます。A/A アレイ
用に設定した場合、パス間での負荷分散は実行されず、代替パスは高可用
性（HA）を得る場合にのみ使われます。現在のアクティブパスに障害が発生
した場合、I/O は代替アクティブパスに切り替えられます。単一のアクティブ
パスは DMP で選択されるため、設定を変更することはできません。
たとえば、JBOD ディスクに I/O ポリシー singleactive を設定するには、
次のコマンドを実行します。
# vxdmpadm setattr arrayname Disk ¥
iopolicy=singleactive

非対称アクティブ/アクティブアレイのパスでの I/O のスケジュール
設定
adaptive、balanced、minimumq、priority、round-robin I/O ポリシーとともに
use_all_paths 属性を指定して、I/O 要求が、非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）ア

レイのプライマリパスに加え、セカンダリパスでもスケジュール設定するかどうかを指定で
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きます。アレイの特性によっては、負荷分散の向上の結果として、総 I/O スループットが
増加することがあります。ただし、この機能は、アレイベンダーが推奨している場合に限り
有効にしてください。A/A-A 以外のアレイタイプには効果がありません。
たとえば、次のコマンドでは、パーティションサイズが 4096 ブロック（2 MB）のエンクロー
ジャ enc0 の balanced I/O ポリシーを設定し、セカンダリパスで I/O 要求をスケジュー
ル設定できるようにしています。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 iopolicy=balanced ¥
partitionsize=4096 use_all_paths=yes

この属性のデフォルト設定は use_all_paths=no です。
エンクロージャ、アレイ名またはアレイタイプに対する use_all_paths の現在の設定を
表示できます。これを行うには、use_all_paths オプションを vxdmpadm gettattr コ
マンドに指定します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 use_all_paths
ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT
===========================================
HDS9500-ALUA0 no
yes
use_all_paths 属性が適用されるのは A/A-A アレイのみです。他のアレイの場合、上

記コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。
Attribute is not applicable for this array.

SAN 環境における負荷分散の適用例
この例では、複数の SAN スイッチを経由した、アクティブ/パッシブデバイスへのプライマ
リパスが複数ある SAN 環境において負荷分散を設定する方法について説明します。
vxdisk list コマンドによる次のサンプル出力からわかるように、デバイス sdm には 8
つのプライマリパスがあります。
# vxdisk list sdq
Device: sdq
.
.
.
numpaths: 8
sdj state=enabled
sdk state=enabled
sdl state=enabled
sdm state=enabled

type=primary
type=primary
type=primary
type=primary
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sdn
sdo
sdp
sdq

state=enabled
state=enabled
state=enabled
state=enabled

type=primary
type=primary
type=primary
type=primary

さらに、このデバイスはエンクロージャ ENC0 内にあり、ディスクグループ mydg に属し、単
純な連結ボリューム myvol1 を含んでいます。
まず、次のコマンドを入力して、DMP 統計情報の収集を有効にします。
# vxdmpadm iostat start

次に dd コマンドを使って、ボリュームからの入力作業負荷を適用します。
# dd if=/dev/vx/rdsk/mydg/myvol1 of=/dev/null &

デバイスの DMP 統計情報を表示する vxdmpadm iostat コマンドを実行すると、すべ
ての I/O が 1 つのパス sdq に対して行われていることがわかります。
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2
.
.
.
cpu usage = 11294us per cpu memory = 32768b
OPERATIONS
KBYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdj
0
0
0
0
0.00
0.00
sdk
0
0
0
0
0.00
0.00
sdl
0
0
0
0
0.00
0.00
sdm
0
0
0
0
0.00
0.00
sdn
0
0
0
0
0.00
0.00
sdo
0
0
0
0
0.00
0.00
sdp
0
0
0
0
0.00
0.00
sdq
10986
0
5493
0
0.41
0.00

次の vxdmpadm コマンドを使って、このデバイスを含むエンクロージャの I/O ポリシーを
表示します。
# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy
ENCLR_NAME
DEFAULT
CURRENT
============================================
ENC0
Round-Robin
Single-Active

この出力から、このエンクロージャのポリシーが singleactive に設定されており、その
結果、すべての I/O が 1 つのパスで行われていることがわかります。
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I/O 負荷を複数のプライマリパスに分散するために、次のようにポリシーを round-robin
に設定します。
# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=round-robin
# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy
ENCLR_NAME
DEFAULT
CURRENT
============================================
ENC0
Round-Robin
Round-Robin

次に DMP 統計情報をリセットします。
# vxdmpadm iostat reset

作業負荷をかけたままの状態にして、I/O ポリシーを複数のプライマリパスへの負荷分散
に変更した効果を確認することができます。
# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2
.
.
.
cpu usage = 14403us per cpu memory = 32768b
OPERATIONS
KBYTES
AVG TIME(ms)
PATHNAME
READS
WRITES
READS
WRITES
READS
WRITES
sdj
2041
0
1021
0
0.39
0.00
sdk
1894
0
947
0
0.39
0.00
sdl
2008
0
1004
0
0.39
0.00
sdm
2054
0
1027
0
0.40
0.00
sdn
2171
0
1086
0
0.39
0.00
sdo
2095
0
1048
0
0.39
0.00
sdp
2073
0
1036
0
0.39
0.00
sdq
2042
0
1021
0
0.39
0.00

次のコマンドを入力すると、エンクロージャを single active I/O ポリシーに戻すことがで
きます。
# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=singleactive

次に dd コマンドを使って、ボリュームからの入力作業負荷を適用します。

パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の無効化
パス、HBA コントローラ、アレイポートを介した I/O を無効にすると、DMP は、指定したパ
スを介して、または指定のコントローラまたはアレイポートに接続したパスを介して I/O 要
求を発行できなくなります。それらのパスから発行された保留中の I/O 要求が完了するま
で、コマンドはブロックされます。要求が終了するまで、ブロックされます。
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メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、この操作は、クラスタ共有ディスクグループが設定さ
れているディスクアレイへのアクセスに使われているコントローラでサポートされます。
パスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm [-c|-f] disable path=path_name

複数のパスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm [-c|-f] disable path=path_name1,path_name2,path_nameN

HBA コントローラに接続したパスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdmpadm [-c|-f] disable ctlr=ctlr_name

アレイポートに接続したパスに対する I/O を無効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。
# vxdmpadm [-c|-f] disable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID
# vxdmpadm [-c|-f] disable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
次に、アレイポートで I/O を無効にするコマンドの使用例を示します。
# vxdmpadm disable enclosure=HDS9500V0 portid=1A
# vxdmpadm disable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

-c オプションを使うと、ディスクへの有効なパスが 1 つだけであるかどうかを確認できま
す。この場合、-f オプションを使ってそのパスを強制的に無効にしない限りは、disable
コマンドの実行はエラーになり、エラーメッセージが表示されます。
disable 操作が単一のパスを介してルートディスクに接続されたコントローラに対して発

行され、代替パス上に設定されたルートディスクミラーがない場合、その操作は失敗しま
す。そのようなミラーが存在する場合は、コマンドは成功します。

パス、コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化
コントローラを有効にすると、以前に無効にされたパス、HBA コントローラ、アレイポートで
I/O を再び受け入れられるようになります。この操作は、パス、コントローラ、アレイポート
がホストにアクセス可能であり、このホスト上で I/O を実行できる場合にのみ成功します。
アクティブ/パッシブディスクアレイを接続している場合に、enable 操作を行うと、プライマ
リパスに対する I/O のフェールバックが実行されます。同様にして、以前に切断されたシ
ステムボード上のコントローラに対する I/O を行うこともできるようになります。
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メモ: VxVM のリリース 5.0 からは、この操作は、クラスタ共有ディスクグループが設定さ
れているディスクアレイへのアクセスに使われているコントローラでサポートされます。
パスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm enable path=path_name

複数のパスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm enable path=path_name1,path_name2,path_nameN

HBA コントローラに接続したパスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdmpadm enable ctlr=ctlr_name

アレイポートに接続したパスに対する I/O を有効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。
# vxdmpadm enable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID
# vxdmpadm [-f] enable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。
次に、アレイポートで I/O を有効にするコマンドの使用例を示します。
# vxdmpadm enable enclosure=HDS9500V0 portid=1A
# vxdmpadm enable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

ディスクコントローラファームウェアのアップグレード
システムの再起動または VxVM ドライバのロード解除を行わずに、ディスクコントローラ
ファームウェアをアップグレードできます。
まず、ディスクドライブベンダーから適切なファームウェアアップグレードを入手します。通
常は、ベンダーのサポート Web サイトから、適切なファイルとマニュアルをダウンロードで
きます。
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ディスクコントローラファームウェアをアップグレードするには

1

ディスクデバイスに関連付けされたプレックスを無効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxplex -g diskgroup det plex

（この例では、1 つの HBA 上の 2 つのコントローラにわたってミラー化されているボ
リュームを使います。）

2

HBA の一方のコントローラを通じてすべてのディスクへの I/O を停止します。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm disable ctlr=first_cntlr

HBA のもう一方のコントローラに対して、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm -f disable ctlr=second_cntlr

3

ディスクドライブベンダーから入手した手順を使って、コントローラが無効にされてい
るディスク上でファームウェアをアップグレードします。

4

アップグレードの実行後、すべてのコントローラを再度有効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm enable ctlr=first_cntlr
# /opt/VRTS/bin/vxdmpadm enable ctlr=second_cntlr

5

デバイスに関連付けされたプレックスを再度有効にします。
# /opt/VRTS/bin/vxplex -g diskgroup att volume plex

このコマンドの実行は、ミラーセットのサイズに応じて時間がかかります。

エンクロージャ名の変更
vxdmpadm setattr コマンドを使って、既存のエンクロージャに意味のある名前を設定

することができます。例を次に示します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 name=GRP1

この例では、エンクロージャ名を enc0 から GRP1 に変更しています。
メモ: エンクロージャ名の接頭辞の長さは、最大 25 文字です。
次のコマンドは、変更された名前を表示します。
# vxdmpadm listenclosure all
ENCLR_NAME

ENCLR_TYPE

ENCLR_SNO

STATUS
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============================================================
other0
OTHER
OTHER_DISKS
CONNECTED
jbod0
X1
X1_DISKS
CONNECTED
GRP1
ACME
60020f20000001a90000
CONNECTED

I/O エラーに対する応答の設定
指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、またはアレイタイプへのパスでエラーの発生
した I/O 要求に対して DMP がどのように応答するかを設定できます。デフォルトでは、
DMP は、エラーになった I/O 要求を単一のパスに対し最大 5 回再試行する設定になっ
ています。
エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使います。
p.208 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。
DMP がパス上で I/O 要求の送信を再試行する回数について制限を設定するには、次
のコマンドを使います。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=fixedretry retrycount=n
retrycount に対する引数の値には、DMP が別の利用可能なパスで I/O 要求を再度

スケジュール設定するまで、またはすべての要求を失敗するまでに再試行する回数を指
定します。
次のバージョンのコマンドを実行すると、固定した試行回数を指定する代わりに、DMP が
パス上で I/O 要求を再試行できる期間を指定できます。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=timebound iotimeout=seconds
iotimeout に対する引数の値には、DMP が別の使用可能なパスで要求を再度スケ

ジュール設定するか、I/O 要求をすべて失敗する前に、未処理の I/O 要求が成功する
のを待機する秒数を指定します。効果的な再試行回数は、1 回の再試行にかかる時間
の和で iotimeout を割った値になります。次の再試行を行えば経過時間が指定した期
限を超えると予想した場合、DMP はこの期限が来る前に I/O 要求の送信の再試行を中
止します。
iotimeout のデフォルト値は、10 秒です。Oracle などの一部のアプリケーションでは、
iotimeout をもっと大きい値（60 秒など）に設定する方が望ましい場合があります。

メモ: fixedretry 設定と timebound 設定は相互に排他的です。
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次の例では、エンクロージャ enc0 に対するリカバリを期限付きで設定し、iotimeout の
値を 60 秒に設定します。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=timebound ¥
iotimeout=60

次の例では、すべてのアクティブ/アクティブアレイへのパスに対して固定再試行限度を
10 回に設定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=fixedretry ¥
retrycount=10
recoveryoption=default を指定すると、DMP を recoveryoption=fixedretry
retrycount=5 に対応するデフォルト設定にリセットします。次に例を示します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default

上記のコマンドを実行すると、I/O 調整がデフォルト設定されるという影響もあります。
p.206 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。
メモ: I/O エラーへの応答の設定はシステムの再起動後にも保持されます。

I/O 調整機構の設定
デフォルトでは、DMP はすべてのパスの I/O 調整がオフになるように設定されます。エ
ンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 調整の現在の設定
を表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使います。
p.208 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。
I/O 調整を有効にすると、統計情報収集デーモンのアクティビティのために、CPU とメモ
リに対して少しのオーバーヘッドがかかります。I/O 調整を無効にすると、デーモンは統
計情報を収集せず、I/O 調整が再度有効になるまで活動なしのままになります。
I/O 調整をオフにするには、vxdmpadm setattr コマンドを次の形式で使います。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption=nothrottle

次の例は、エンクロージャ enc0 へのパスに対して I/O 調整を無効にする方法を示しま
す。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=nothrottle
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vxdmpadm setattr コマンドを使うと、指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、アレイ

タイプへのパスで I/O 調整を有効にできます。
# vxdmpadm setattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type}¥
recoveryoption=throttle {iotimeout=seconds|queuedepth=n}
iotimeout 属性が指定されている場合、その引数は、DMP がそのパス上の I/O 調整を

呼び出すまでに未処理の I/O 要求の成功を待機する時間を秒単位で指定します。
iotimeout のデフォルト値は、10 秒です。iotimeout をもっと大きい値に設定すると、
I/O 調整が呼び出される前に、潜在的に SCSI ドライバ内でより多くの I/O 要求がキュー
に入れられる原因になります。
queuedepth 属性が指定されている場合、その引数は、DMP が I/O 調整を呼び出すま

でに、パスで未処理にしておける I/O 要求の数を指定します。queuedepth のデフォル
ト値は 20 です。queuedepth にこれより大きい値を設定すると、I/O 調整が呼び出される
までに、SCSI ドライバでより多くの I/O 要求をキューに入れることができます。
メモ: iotimeout 属性と queuedepth 属性は相互に排他的です。
たとえば次の例では、エンクロージャ enc0 に対して、iotimeout の値を 60 秒に設定し
ます。
# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=throttle ¥
iotimeout=60

次のコマンドは、すべてのアクティブ/アクティブアレイへのパスに対して、queuedepth
の値を 30 に設定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=throttle ¥
queuedepth=30

I/O 調整をデフォルト設定にリセットするには、次のように recoveryoption=default を
指定します。
# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default

上記のコマンドは、recoveryoption=nothrottle に対応するデフォルトの動作を設定
します。上記のコマンドは、I/O エラーに対する応答のデフォルト動作も設定します。
p.205 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。
メモ: I/O 調整設定はシステムの再起動後にも保持されます。
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リカバリオプション値の表示
エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm getattr ¥
{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥
recoveryoption

次の例では、vxdmpadm getattr コマンドを使って、エンクロージャで設定された
recoveryoption オプション値を表示します。
# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 recoveryoption
ENCLR-NAME
RECOVERY-OPTION DEFAULT[VAL]
CURRENT[VAL]
===============================================================
HDS9500-ALUA0 Throttle
Nothrottle[0] Queuedepth[60]
HDS9500-ALUA0 Error-Retry
Fixed-Retry[5] Timebound[20]

これは、デフォルトと現在のポリシーオプションとその値を示します。
表 4-1 に、エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。
表 4-1

エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプション

リカバリオプション

使用可能な設定

説明

recoveryoption=fixedretry

Fixed-Retry (retrycount)

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定回数再試行します。

recoveryoption=timebound

Timebound (iotimeout)

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定時間（秒単位）再試行
します。

表 4-2 に、I/O 調整に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。
表 4-2

I/O 調整に関するリカバリオプション

リカバリオプション

使用可能な設定

説明

recoveryoption=nothrottle

なし

I/O 調整は使われません。

recoveryoption=throttle

Queuedepth (queuedepth)

キューに入れられた I/O 要求数
が指定数を超えた場合、DMP
はパスを調整します。
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リカバリオプション

使用可能な設定

説明

recoveryoption=throttle

Timebound (iotimeout)

指定時間（秒単位）以内に I/O
要求が戻らない場合、DMP は
パスを調整します。

DMP パスリストアポリシーの設定
DMP は、指定した時間間隔に基づきパスの状態を監視するカーネルスレッドを保守しま
す。パスに対して実行される分析の種類は、設定されたチェックポリシーに応じて変わり
ます。
メモ: DMP パスリストアスレッドでは、vxdmpadm disable を使って無効にしたコントロー
ラを介するパスに対する無効化の状態は変更されません。
DMP パスリストアポリシーを設定する場合は、パスリストアスレッドを停止してから、新しい
属性でそのスレッドを再起動する必要があります。
p.210 の 「DMP パスリストアスレッドの停止」 を参照してください。
次のいずれかのリストアポリシーを設定するには、vxdmpadm start restore コマンド
を使います。ポリシーは、リストアスレッドが停止されるか、または vxdmpadm settune コ
マンドを使ってこれらの値が変更されるまで有効なままです。
■ check_all

パスリストアスレッドは、システム上のすべてのパスを分析し、オンライン状態に戻って
いるパスを有効にするとともに、アクセスできないパスを無効にします。このポリシーを
設定するコマンドは、次のとおりです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] policy=check_all
■ check_alternate

パスリストアスレッドは、オンラインに戻っているパスを有効にするとともに、少なくとも
1 つの代替パスが正常であるかどうかをチェックします。この条件が満たされない場合
は、通知が生成されます。このポリシーを使うと、正常なすべてのパスで inquiry コマ
ンドを実行する必要がないため、使用可能なパスが多数存在する場合には、
check_all に比べて無駄が少なくなります。各 DMP ノードのパスが 2 つのみの場
合、このポリシーは check_all と同じです。このポリシーを設定するコマンドは、次の
とおりです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] ¥
policy=check_alternate
■ check_disabled
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デフォルトのパスリストアポリシーです。パスリストアスレッドは、ハードウェアの故障が
原因で以前に無効にされたパスの状態をチェックし、オンライン状態に戻っている場
合はそれらのパスを再び有効にします。このポリシーを設定するコマンドは、次のとお
りです。
# vxdmpadm start restore [interval=seconds] ¥
policy=check_disabled
■ check_periodic

パスリストアスレッドは、特定のサイクル数ごとに 1 回 check_all を実行し、残りのサ
イクルで check_disabled を実行します。使用可能なパスが多数存在する場合にこ
のポリシーを使うと、check_all の実行に伴って周期的に処理速度が低下すること
があります。このポリシーを設定するコマンドは、次のとおりです。
# vxdmpadm start restore interval=seconds ¥
policy=check_periodic [period=number]

このポリシーを使う場合は、interval 属性を指定する必要があります。check_all
ポリシーの実行間隔のデフォルト値は 10 サイクルです。
interval 属性値には、パスリストアスレッドがパスを調べる頻度を指定します。たとえば、
パスリストアスレッドを停止して次のコマンドを実行すると、ポーリング間隔が 400 秒に設
定されます。
# vxdmpadm start restore interval=400

5.0MP3 リリースからは、vxdmpadm settune コマンドでもリストアポリシー、リストア間隔、
リストア期間を変更できます。この方法では、これらの引数の値が DMP チューニングパ
ラメータとして保存されます。これらの設定はすぐに適用され、再ブート後も保持されま
す。現在の設定を表示するには、vxdmpadm gettune を使います。
p.558 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。
ポリシーまたは間隔を指定せずに vxdmpadm start restore コマンドを実行すると、パ
スリストアスレッドは、以前管理者が vxdmpadm settune コマンドを使って設定したポリ
シーと間隔の永続的な設定で起動します。管理者がポリシーまたは間隔を設定していな
い場合は、システムのデフォルト値が使われます。システムのデフォルトリストアポリシー
は、check_disabled です。システムのデフォルト間隔は 300 秒です。
警告: システムのデフォルト値よりも短い間隔を指定すると、システムパフォーマンスに悪
影響を与える可能性があります。

DMP パスリストアスレッドの停止
DMP パスリストアスレッドを停止するには次のコマンドを使います。
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# vxdmpadm stop restore

警告: パスリストアスレッドを停止すると、自動パスフェールバックは停止します。

DMP パスリストアスレッドの状態の表示
自動パスリストアカーネルスレッドの状態、ポーリング間隔、パスの状態のチェックに使う
ポリシーを表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm stat restored

このコマンドの出力は次のようになります。
The number of daemons running : 1
The interval of daemon: 300
The policy of daemon: check_disabled

DMP エラー処理スレッドに関する情報の表示
DMP エラーを処理するカーネルスレッドに関する情報を表示するには、次のコマンドを
使います。
# vxdmpadm stat errord

1 つのデーモンが実行中と表示されます。

アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定
アレイポリシーモジュール（APM）は、アレイと組み合わせて使う、動的にロード可能なカー
ネルモジュール（DMP のプラグイン）です。APM では、次の操作を行うためのアレイ固有
の手順とコマンドが定義されます。
■

アレイ内のディスクへの複数のパスが有効な場合に I/O パスを選択する。

■

パスフェールオーバー機構を選択する。

■

パスに障害が発生した場合の代替パスを選択する。

■

パスの変更を有効にする。

■

SCSI 予約または予約解除要求に応答する。

DMP には、アレイを登録する際、これらの機能のデフォルトが設定されています。APM
では、DMP または APM ベンダーによって提供される既存の設定値の一部または全部
を変更できます。
次のコマンドを使って、システムに設定されたすべての APM を表示することができます。
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# vxdmpadm listapm all

このコマンドの出力には各モジュールのファイル名、サポートされるアレイタイプ、APM
名、APM のバージョン、モジュールが現在ロードされ使われているかどうかが含まれま
す。各モジュールの詳細情報を確認するには、モジュール名をコマンドの引数として指
定します。
# vxdmpadm listapm module_name

APM を追加および設定するには、次のコマンドを使います。
# vxdmpadm -a cfgapm module_name [attr1=value1 ¥
[attr2=value2 ...]]

オプションの設定属性およびその値は、各アレイの APM に特有のものです。詳しくは、
アレイベンダーが提供するドキュメントを参照してください。
メモ: デフォルトでは、DMP は最新の APM を使います。DMP で以前の APM のバージョ
ンを強制的に使うには、-a オプションの代わりに -u オプションを指定します。APM の最
新バージョンが使用中でなければ、以前のバージョンに切り替わります。
-r オプションを指定すると、現在ロードされていない APM を削除することができます。
# vxdmpadm -r cfgapm module_name
vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

5
ディスクグループの作成と管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクグループについて

■

ディスク情報の表示

■

ディスクグループの作成

■

ディスクグループへのディスクの追加

■

ディスクグループからのディスクの削除

■

ディスクグループ間のディスク移動

■

ディスクグループのデポート

■

ディスクグループのインポート

■

マイナー番号の競合の処理

■

システム間のディスクグループ移動

■

複製した識別子を持つクローンディスクの扱い方

■

ディスクグループ名の変更

■

競合する設定コピーの扱い方

■

ディスクグループの内容の再編成

■

ディスクグループの無効化

■

ディスクグループの破棄
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■

ディスクグループのアップグレード

■

VxVM の設定デーモンの管理

■

ディスクグループ設定データのバックアップとリストア

■

vxnotify による設定の変更の監視

■

ISP ディスクグループの使用

ディスクグループについて
ディスクグループはディスクの集合に名前を付けたものであり、共通の設定情報を共有し
ます。ボリュームはディスクグループ内で作成され、そのディスクグループ内のディスクの
みを使います。
特定のアプリケーションセットまたは特定のユーザーグループに関連するデータに、別の
システムからアクセスできるようにする必要が生じることがあります。これには次の状況が
含まれます。
■

システムに障害が発生し、そのシステムのデータを他のシステムに移動する必要があ
る場合。

■

作業負荷を多数のシステムに分散する必要がある場合。

ディスクを VxVM のボリュームに使うには、そのディスクを 1 つ以上のディスクグループ
に配置しておく必要があります。特定のアプリケーションまたはユーザーに関連するデー
タを、識別可能な一連のディスクに配置することが重要です。これにより、ディスクの移動
が必要になった場合に、移動する必要のあるアプリケーションまたはユーザーに関する
データのみを移動することが可能になります。ディスクグループは、ディスクグループ内の
すべてのオブジェクトを個別に指定する代わりに移動する単一のオブジェクトでもありま
す。
システム管理者は、追加のディスクグループを作成して、システムのディスクを目的ごとに
分類することができます。システム内に大量のディスクが存在する場合を除き、通常は 1
つのシステムでは 1 つのディスクグループしか使いません。ディスクの初期化、予約およ
びディスクグループへの追加は任意の時点で実行できます。ディスクは、VxVM オブジェ
クトの作成に必要になるまでディスクグループに追加する必要はありません。
Veritas Volume Manager の CDS（Cross-platform Data Sharing）機能を使うと、異な
るオペレーティングシステムが稼動するマシン間で VxVM のディスクやオブジェクトを移
動できます。ディスクグループは CDS と互換性を持つように作成されます。
『Veritas Storage Foundation Cross-platform Data Sharing 管理者ガイド』を参照し
てください。
ディスクグループにディスクを追加するとき、そのディスクに名前を付けます（たとえば、
mydg02）。この名前によって、ボリュームの作成やミラー化といった操作の対象となるディ
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スクが識別されます。この名前は、下位の物理ディスクにも直接関連付けられます。物理
ディスクを別のターゲットアドレスまたは別のコントローラに移動しても、ディスク名 mydg02
は引き続きその物理ディスクを参照します。ディスクを交換するには、まず、交換するディ
スクの名前を別の物理ディスクに関連付け、もとのディスクに格納されていたすべてのボ
リュームデータを（ミラーまたはバックアップコピーから）修復します。
ディスクグループのサイズが大きいと、VxVM オブジェクトによってプライベートリージョン
が一杯になることがあります。ディスクグループに数百以上のディスクや VxVM オブジェ
クトが含まれる場合は、ディスクのプライベートリージョンを大きめに設定してください。プ
ライベートリージョンの大部分は、ディスクグループの設定データベース用の領域として
使われます。この設定データベースには、ディスクグループ内の各 VxVM オブジェクトの
レコードが格納されます。1 件の設定レコードは約 256 バイトであるため、ディスクグルー
プ内に作成できるレコード数は設定データベースのコピーサイズから概算できます。コ
ピーサイズ（ブロック数）は、vxdg list diskgroup コマンドの出力から取得できます。
「config:」で始まる行の permlen パラメータの値がそのサイズです。この値は、ディスク
グループの設定データベースの全コピーに対する len の最小値です。設定データベー
ス内に残っている空き領域の量は、free パラメータの値で示されます。
p.218 の 「ディスク情報の表示」 を参照してください。
空き領域不足の問題を解決する 1 つの方法は、関係するディスクグループを 2 つの別々
のディスクグループに分割することです。
p.250 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
p.269 の 「ディスクグループ設定データのバックアップとリストア」 を参照してください。
Veritas Volume Manager (VxVM) 4.0 の前には、VxVM でインストールされたシステム
はデフォルトのディスクグループ rootdg で設定されました。このグループには少なくとも
1 つのディスクを含める必要がありました。デフォルトでは、各操作は rootdg ディスクグ
ループに対して実行されていました。リリース 4.0 以降では、ディスクグループが 1 つも
設定されていない状態でも VxVM は正常に機能します。最初のディスクを VxVM の制
御下に置くまでは、ディスクグループを設定する必要はありません。そのため、どのディス
クグループにも rootdg という名前を付ける必要がありません。ディスクグループの名前
を rootdg にした場合、この名前のためにそのグループが特別なプロパティを持つことは
ありません。
p.216 の 「コマンドに対するディスクグループの仕様」 を参照してください。
メモ: 大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。
また、VxVM 4.0 より前のリリースでは、インポートされたすべてのディスクグループの中
のすべてのディスクグループ内でオブジェクト名が重複しないように定義されている場合
は、vxdisk などのコマンドではディスクグループを推測していました。4.0 以上のリリース
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では、どのコマンドを使っても、この方法でディスクグループの名前を解決することはでき
ません。

コマンドに対するディスクグループの仕様
多くの VxVM コマンドでは、-g オプションを使ってディスクグループを指定できます。た
とえば、ディスクグループ mktdg 内にボリュームを作成するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g mktdg make mktvol 5g

このボリュームに対応するブロック型特殊デバイスは、/dev/vx/dsk/mktdg/mktvol で
す。

システム全体で予約済みのディスクグループ名
次のディスクグループ名は予約済みであるため、新しく作成するディスクグループの名前
として使うことはできません。
bootdg

ブートディスクグループを示します。これは、システムのブートに使うボリュー
ムが含まれるディスクグループのエイリアスです。ルートディスクが制御下に
入ると、VxVM は該当するディスクグループを bootdg に設定します。それ
以外の場合、bootdg は nodg（ディスクグループなし）に設定されます。

defaultdg

デフォルトのディスクグループを示します。これは、コマンドに -g オプション
が指定されていない場合または VXVM_DEFAULTDG 環境変数が定義され
ていない場合に使うディスクグループ名のエイリアスです。デフォルトでは、
defaultdg は nodg（ディスクグループなし）に設定されます。

nodg

操作に対してディスクグループが定義されていないことを示します。たとえ
ば、ルートディスクが VxVM の制御下にない場合、bootdg は nodg に設
定されます。

警告: bootdg に割り当てられた値は変更しないでください。この値を変更すると、システ
ムが起動しなくなる場合があります。
システムをアップグレードした後でも、デフォルトのディスクグループ（defaultdg）として
rootdg という名前のディスクグループを設定すると便利な場合があります。defaultdg
と bootdg が同じディスクグループを参照する必要はありません。また、デフォルトのディ
スクグループやブートディスクグループに rootdg という名前を付ける必要もありません。
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デフォルトのディスクグループの名前の付け方
-g オプションを使える VxVM コマンドには、このオプションを使ってディスクグループを

指定してください。ディスクグループを指定しない場合、VxVM は次の順序でルールを
適用してディスクグループの名前を決定します。
■

環境変数 VXVM_DEFAULTDG で指定されたデフォルトのディスクグループ名を使いま
す。この変数を、システム全体で予約済みのディスクグループ名、bootdg、
defaultdg、nodg のいずれかに設定することもできます。この変数が定義されてい
ない場合には、次のルールが適用されます。

■

システム全体でデフォルトのディスクグループのエイリアスである defaultdg に割り
当てられたディスクグループを使います。このエイリアスが設定されていない場合に
は、次のルールが適用されます。
p.217 の 「システム全体のデフォルトのディスクグループの表示と指定」 を参照してく
ださい。

■

ディスクアクセスレコードの編集操作など、ディスクグループ名が不明でも操作を実行
できる場合は、そのまま操作を実行します。

前述のルールが 1 つも該当しない場合、要求した操作は実行できません。
警告: VxVM 4.0 より前のリリースでは、あるコマンドの操作対象となっているオブジェクト
名を検索して、そのディスクグループの決定を試みるコマンド群がありました。4.0 以上で
はこの機能はサポートされません。オブジェクト名からのディスクグループの決定に依存
しているスクリプトを実行すると、失敗することがあります。

システム全体のブートディスクグループの表示
現在定義されているシステム全体のブートディスクグループを表示するには、次のコマン
ドを入力します。
# vxdg bootdg
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

システム全体のデフォルトのディスクグループの表示と指定
現在定義されているシステム全体のデフォルトのディスクグループを表示するには、次の
コマンドを入力します。
#

vxdg defaultdg

デフォルトのディスクグループが定義されていない場合は、nodg と表示されます。また、
次のコマンドを使ってデフォルトのディスクグループを表示することもできます。
# vxprint -Gng defaultdg 2>/dev/null
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この場合には、デフォルトのディスクグループが定義されていないと、何も表示されませ
ん。
defaultdg によってエイリアスが設定されているディスクグループの名前を指定するに

は、次のコマンドを使います。
# vxdctl defaultdg diskgroup

このコマンドの引数として bootdg を指定すると、デフォルトのディスクグループは現在定
義されているシステム全体のブートディスクグループと同じディスクグループに設定され
ます。
vxdctl defaultdg コマンドの引数として nodg を指定すると、デフォルトのディスクグ

ループは未定義になります。
指定したディスクグループが、システム上に存在する必要はありません。
vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスク情報の表示
既存のディスクグループに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list
NAME
rootdg
newdg

STATE
enabled
enabled

ID
730344554.1025.tweety
731118794.1213.tweety

特定のディスクグループについて、より詳細な情報を表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg list diskgroup

このコマンドを mydg という名前のディスクグループに適用した場合は、次のように出力さ
れます。
# vxdg list mydg
Group: mydg
dgid: 962910960.1025.bass
import-id: 0.1
flags:
version: 150
local-activation: read-write
alignment: 512 (bytes)
ssb: on
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detach-policy: local
copies: nconfig=default nlog=default
config: seqno=0.1183 permlen=3448 free=3428 templen=12 loglen=522
config disk sda copy 1 len=3448 state=clean online
config disk sdb copy 1 len=3448 state=clean online
log disk sdc copy 1 len=522
log disk sdd copy 1 len=522

特定のディスクに（たとえば、ディスクグループをインポートするため）関連付けられている
ディスクグループ ID およびディスクグループ名を確認するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdisk -s list devicename

このコマンドの出力には、指定したディスクに関する次の情報が表示されます。たとえば、
ディスク sdc に対する出力は次のようになります。
Disk: sdc
type:
simple
flags: online ready private autoconfig autoimport imported
diskid: 963504891.1070.bass
dgname: newdg
dgid:
963504895.1075.bass
hostid: bass
info:
privoffset=128

ディスクグループの空き領域の表示
ボリュームおよびファイルシステムをシステムに追加する前に、必要な空きディスク領域が
存在することを確認します。
システムの空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg free

出力例を次に示します。
GROUP
mydg
mydg
newdg
newdg
oradg

DISK
mydg01
mydg02
znewdg01
newdg02
oradg01

DEVICE
sda
sdb
sdc
sdd
sde

TAG
sda
sdb
sdc
sdd
sde

OFFSET
0
0
0
0
0

LENGTH
4444228
4443310
4443310
4443310
4443310

FLAGS
-

ディスクグループの空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
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# vxdg -g diskgroup free

ここで、-g diskgroup は、ディスクグループを指定するオプションです。
たとえば、ディスクグループ mydg の空き領域を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -g mydg free

次の出力例では、空き領域の長さがセクタ単位で示されています。
DISK
DEVICE
mydg01 sda
mydg02 sdb

TAG
sda
sdb

OFFSET
0
0

LENGTH
4444228
4443310

FLAGS
-

ディスクグループの作成
ディスクグループは、少なくとも 1 つのディスクに関連付ける必要があります。vxdiskadm
コマンドのメインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or
initialize one or more disks）］を選択してディスクを VxVM の制御に追加する
と、新しいディスクグループを作成できます。ディスクグループに追加するディスクは、既
存のディスクグループに所属していないディスクである必要があります。
また、vxdiskadd コマンドを使って新規ディスクグループを作成することもできます。
# vxdiskadd sdd

ここで、sdd は現在ディスクグループに割り当てられていないディスクのデバイス名です。
コマンドダイアログは、vxdiskadm コマンドを実行した場合と同じです。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。
次の vxdg init コマンドを使ってディスクグループを作成することもできます。
# vxdg init diskgroup [cds=on|off] diskname=devicename

たとえば、デバイス sdc 上に mktdg という名前のディスクグループを作成するには、次の
ように入力します。
# vxdg init mktdg mktdg01=sdc

デバイス名 sdc で指定するディスクは、vxdiskadd または vxdiskadm を使って事前に
初期化されている必要があります。このディスクは、現在ディスクグループに所属していな
いディスクである必要があります。
vxdg init コマンドとともに cds 属性を使って、新しいディスクグループが CDS

（Cross-platform Data Sharing）機能と互換性があるかどうかを確認できます。Veritas
Volume Manager 4.0 以降のリリースでは、新規に作成されたディスクグループはデフォ
ルトで CDS と互換性があります（cds=on の指定と同等）。この設定を変更する場合、ファ
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イル /etc/default/vxdg を編集し、新規ディスクグループを作成する前にこのファイル
内で属性値を cds=off に設定してください。
この属性は、次のコマンドを使ってディスクグループに対して設定することもできます。
# vxdg -g diskgroup set cds=on|off

ディスクグループへのディスクの追加
既存のディスクグループにディスクを追加するには、vxdiskadm コマンドのメインメニュー
から［1 つ以上のディスクの追加または初期化（Add or initialize one or more
disks）］を選択します。
また、vxdiskadd コマンドを使ってディスクグループにディスクを追加することもできます。
次のように入力します。
# vxdiskadd sde

ここで、sde は現在ディスクグループに割り当てられていないディスクのデバイス名です。
コマンドダイアログは、vxdiskadm コマンドを実行した場合と同じです。
# vxdiskadm sde

p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

ディスクグループからのディスクの削除
ディスクグループから最後のディスクを削除する前に、ディスクグループを無効にする必
要があります。
p.263 の 「ディスクグループの無効化」 を参照してください。
ディスクグループを無効にする代わりに、ディスクグループを破棄することができます。
p.263 の 「ディスクグループの破棄」 を参照してください。
ディスクにサブディスクが含まれていない場合は、次のコマンドを使って、所属するディス
クグループからそのディスクを削除できます。
# vxdg [-g diskgroup ] rmdisk diskname

たとえば、ディスクグループ mydg から mydg02 を削除するには、次のように入力します。
# vxdg -g mydg rmdisk mydg02

削除しようとしたディスクにサブディスクがある場合は、次のエラーメッセージが表示され
ます。
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VxVM vxdg ERROR V-5-1-552 Disk diskname is used by one or more
subdisks
Use -k to remove device assignment.
-k オプションを使うと、サブディスクが存在する場合でもディスクを削除できます。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

警告: vxdg の -k オプションを使うと、データが失われることがあります。
所属するディスクグループからディスクを削除した後、（オプションで）VxVM の制御下か
らそのディスクを完全に削除できます。次のように入力します。
# vxdiskunsetup devicename

たとえば、VxVM の制御下からディスク sdc を削除するには、次のように入力します。
# vxdiskunsetup sdc

ボリュームのサブディスクが定義されているディスクを削除することができます。たとえば、
1 つのディスク上にすべてのボリュームを統合することができます。vxdiskadm を使って
ディスクを削除する場合は、そのディスク上のボリュームを他のディスクに移動するよう選
択することができます。そのためには、vxdiskadm を実行して、メインメニューから［ディス
クの削除（Remove a disk）］ を選択します。
ディスクがボリュームで使われている場合は、次のメッセージが表示されます。
VxVM ERROR V-5-2-369 The following volumes currently use part of
disk mydg02:
home usrvol
Volumes must be moved from mydg02 before it can be removed.
Move volumes to other disks? [y,n,q,?] (default: n)

y を選択した場合は、可能であれば、すべてのボリュームがディスクから移動されます。

移動できないボリュームもあります。ボリュームを移動できない最も一般的な理由は、次の
とおりです。
■

残りのディスクに十分な領域が存在しない。

■

ボリューム上の既存のプレックスやストライプサブディスクから異なるディスク上に、プ
レックスまたはストライプサブディスクを割り当てることができない場合。

vxdiskadm で移動できないボリュームがある場合は、ディスク削除の操作を進める前に、

いくつかのディスクからプレックスを削除して空き領域を増やしてください。
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ディスクグループ間のディスク移動
未使用のディスクをディスクグループ間で移動するには、ディスクをあるディスクグループ
から削除して、そのディスクを他のディスクグループに追加します。たとえば、（salesdg04
というディスク名で接続されている）物理ディスク sdc を、ディスクグループ salesdg から
移動して、ディスクグループ mktdg に追加するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -g salesdg rmdisk salesdg04
# vxdg -g mktdg adddisk mktdg02=sdc

警告: この手順では、ディスク上の設定情報もデータも保持されません。
また、vxdiskadm コマンドを使ってディスクを移動することもできます。メインメニューから
［ディスクの削除（Remove a disk）］を選択してから、［ディスクの追加または初期化（Add
or initialize a disk）］を選択します。
ディスクを移動し、これらのディスク上のデータをボリュームなどの VxVM オブジェクトと
共に保持するには
p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

ディスクグループのデポート
ディスクグループをデポートすると、システムによってアクセスが有効化（インポート）され
ているディスクグループへのアクセスを無効にできます。ディスクグループ内のディスクを
別のシステム上に移動する場合は、ディスクグループをデポートします。
ディスクグループをデポートするには、次の手順を実行します。

1

デポートするディスクグループに設定されているボリュームに対して行われる、アプ
リケーションの動作をすべて停止します。ボリューム上に設定されているファイルシ
ステムのマウントを解除し、データベースを停止します。
対象のディスクグループに（たとえば、マウントされているファイルシステムやデータ
ベースが）使用中のボリュームが含まれている場合は、デポートが失敗します。

2

ディスクグループ内のボリュームを停止するには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g diskgroup stopall

3

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクグループのデポート（Remove access
to（deport）a disk group）］を選択します。
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4

プロンプトで、デポートするディスクグループの名前を入力します。次の例では、newdg
になっています。
Enter name of disk group [<group>,list,q,?] (default: list)
newdg

5

このディスクグループ内のディスクを削除する場合は、次のプロンプトで y を入力し
ます。
Disable (offline) the indicated disks? [y,n,q,?]

6

(default: n) y

次のプロンプトで、リターンキーを押して操作を続行します。
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

ディスクグループをデポートすると、vxdiskadm ユーティリティによって次のメッセー
ジが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-269 Removal of disk group newdg was
successful.

7

次のプロンプトで、他のディスクグループを無効にする（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Disable another disk group? [y,n,q,?] (default: n)

次の vxdg コマンドを使ってディスクグループをデポートできます。
# vxdg deport diskgroup

ディスクグループのインポート
ディスクグループをインポートすると、システムによるディスクグループへのアクセスが有
効にされます。あるシステムから別のシステムにディスクグループを移動するには、まずも
とのシステム上のディスクグループを無効化（デポート）し、そのディスクをシステム間で移
動して、ディスクグループを有効化（インポート）します。
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ディスクグループをインポートするには、次の手順を実行します。

1

デポートしたディスクグループ内のディスクが online 状態であることを確認するに
は、次のコマンドを使います。
# vxdisk -s list

2

vxdiskadm のメインメニューから、［ディスクグループのインポート（Enable access
to（import）a disk group）］を選択します。

3

次のプロンプトで、インポートするディスクグループの名前（この例では newdg）を入
力します。
Select disk group to import [<group>,list,q,?] (default: list)
newdg

ディスクグループのインポートが完了すると、vxdiskadm ユーティリティによって次の
メッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-374 The import of newdg was successful.

4

次のプロンプトで、他のディスクグループをインポートする（y）か、vxdiskadm メイン
メニューに戻る（n）かを指定します。
Select another disk group? [y,n,q,?] (default: n)

また、次の vxdg コマンドを使ってディスクグループをインポートすることもできます。
# vxdg import diskgroup

マイナー番号の競合の処理
インポートするディスクグループ内のボリュームデバイスのマイナー番号が、既存のボリュー
ムデバイスと競合する場合があります。5.1 より前の VxVM のリリースでは、この競合に
よってエラーが起きました。つまり、インポートしたディスクグループでエラーが起きるか、
またはスレーブノードが共有ディスクグループに参加できませんでした。この状態が発生
すると、vxdg reminor コマンドを手動で実行して、マイナー番号の競合を解決する必要
がありました。
リリース 5.1 以降では、VxVM でマイナー番号の競合を自動的に解決できます。ディスク
グループのインポート時にマイナー番号の競合が存在する場合は、そのディスクグルー
プに新しいベースマイナーが自動的に割り当てられ、その新しいベースマイナーに基づ
いてディスクグループ内のボリュームへのマイナー番号の再割り当てが実行されます。
vxdg reminor コマンドを実行してマイナー番号の競合を解決する必要はありません。
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共有ディスクグループと専用ディスクグループの間の競合を回避するために、マイナー番
号は共有プールと専用プールに分けられています。共有ディスクグループのマイナー番
号は共有プールからのみ割り当てられ、専用ディスクグループのマイナー番号は専用
プールからのみ割り当てられます。専用ディスクグループを共有ディスクグループとして、
またはその逆にインポートすると、デバイスマイナー番号は正しいプールから再度割り当
てられます。ディスクグループへのマイナー番号の再割り当ては動的に実行されます。
デフォルトでは、専用マイナー番号は 0 から 32999 の範囲であり、共有マイナー番号は
33000 から始まります。この区切りは、必要に応じて変更できます。たとえば、共有ディス
クグループに割り当てるマイナー番号を増やし、専用ディスクグループに割り当てるマイ
ナー番号を減らすために、共有マイナー番号の範囲をより小さい番号から開始するよう
に設定できます。
通常、専用プールと共有プールのマイナー番号の数は十分にあるため、区切りを変更す
る必要はありません。
メモ: 新しい区切りを有効にするには、デフォルトファイル内のチューニングパラメータが
変更された後、vxdctl enable または vxconfigd restart を実行する必要がありま
す。ノードの結合、ボリュームの作成、ディスクグループのインポート操作でのノード障害
を防止するために、すべてのクラスタノード上の区切りが正確に同じである必要がありま
す。
共有マイナー番号と専用マイナー番号の間の区切りを変更するには

1

デフォルトファイル /etc/default/vxsf にチューニングパラメータ
sharedminorstart を追加します。たとえば、共有マイナー番号の範囲が 20000
から始まるように変更するには、/etc/default/vxsf ファイル内に次の行を設定し
ます。
sharedminorstart=20000

共有マイナー番号を 1000 未満の番号から始まるように設定することはできません。
sharedminorstart が 0 から 999 の値に設定されている場合、専用マイナー番号
と共有ディスクグループのマイナー番号の区切りは 1000 に設定されます。0 の値を
指定すると、番号の動的な再割り当ては無効になります。

2

次のコマンドを実行します。
# vxdctl enable

特定のシナリオでは、共有マイナー番号と専用マイナー番号の間の区切りを無効にする
ことが必要になる場合があります。たとえば、VxVM 5.1 へのアップグレード時に、デバイ
スマイナー番号が変更されないようにする場合が挙げられます。この場合は、新しい
VxVM パッケージをインストールする前に、マイナー番号の動的な再割り当てを無効に
します。
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共有マイナー番号と専用マイナー番号の間の区切りを無効にするには

1

デフォルトファイル /etc/default/vxsf のチューニングパラメータ
sharedminorstart を 0（ゼロ）に設定します。/etc/default/vxsf ファイル内に
次の行を設定します。
sharedminorstart=0

2

次のコマンドを実行します。
# vxdctl enable

システム間のディスクグループ移動
ディスクグループの重要な機能の 1 つとして、システム間での移動が可能であることが挙
げられます。あるシステムから別のシステムにディスクグループ内のすべてのディスクを移
動すると、移動先のシステムでそのディスクグループを使えるようになります。設定情報を
指定しなおす必要はありません。
システム間でディスクグループを移動するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループ内のすべてのディスクがターゲットシステムで表示されることを確認
します。これには、マスキングとゾーン化の変更が必要になることがあります。

2

ソースシステム上で、ディスクグループ内のボリュームすべてを停止し、次のコマンド
を使ってディスクグループをデポート（ローカルアクセスを無効化）します。
# vxdg deport diskgroup

3

すべてのディスクをターゲットシステムに移動して、ターゲットシステムと VxVM に新
しいディスクを認識させるために必要な手順（システムに依存）を実行します。
場合によっては再ブートが必要です。システムを再起動すると vxconfigd デーモ
ンが再起動され、新しいディスクが認識されます。再ブートしない場合、VxVM が
ディスクを認識できるように、vxdctl enable コマンドを使って vxconfigd プログラ
ムを再起動します。
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4

次のコマンドを使って、ターゲットシステム上のディスクグループをインポート（ローカ
ルアクセスを有効化）します。
# vxdg import diskgroup

警告: ディスクグループ内のすべてのディスクを他のシステムに移動する必要があり
ます。すべてのディスクを移動しなかった場合、インポートは失敗します。

5

ディスクグループをインポートしたら、次のコマンドを使ってディスクグループ内のす
べてのボリュームを起動します。
# vxrecover -g diskgroup -sb

また、クラッシュしたシステムからディスクを移動することもできます。この場合には、
ディスクグループをソースシステムからデポートすることはできません。システムにディ
スクグループを作成またはインポートすると、そのディスクグループ内のすべてのディ
スクにロックが書き込まれます。
警告: ロックの目的は、SAN 経由でアクセスされるディスクが両方のシステムで同時
に使われないようにすることです。2 つのシステムから同時に同じディスクにアクセス
する場合は、VxVM のクラスタ機能などのソフトウェアを使って管理する必要があり
ます。そうしないと、ディスク上に保存されているデータや設定情報が破壊され、使
えなくなることがあります。

ディスクのインポート時に発生するエラーの処理
クラッシュしたシステムまたはディスクグループが見つからないシステムからディスクを移
動する場合は、ディスク上に保存されているロックを解除する必要があります。ロックが解
除されていない場合、次のエラーメッセージが返されます。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 disk group groupname: import failed:
Disk is in use by another host

次のメッセージは、ディスクグループに有効なディスクが含まれていないことを示していま
す（ディスクがまったく含まれていないことを示しているのではありません）。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
No valid disk found containing disk group

設定コピー内のホスト ID と /etc/vx/volboot ファイルに格納されているホスト ID が一
致していないために、無効なディスクと見なされている可能性があります。
一連のデバイスを指定してロックを解除するには、次のコマンドを使います。
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# vxdisk clearimport devicename ...

インポート時にロックを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxdg -C import diskgroup

警告: 同じディスクを SAN 経由で参照しているシステムで vxdisk clearimport コマン
ドまたは vxdg -C import コマンドを使う場合は、注意が必要です。ロックを解除すると、
それらのディスクに複数のホストから同時にアクセスできるようになり、その結果、データが
破損されることがあります。
ディスクグループが最後にインポートされたときに表示できたすべてのディスクにアクセス
できる場合、そのディスクグループを正常にインポートできます。ただし、一部のディスク
を使用できない場合、-f オプションを指定してディスクグループを強制的にインポートす
る必要があります。import 操作に失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。
次のエラーメッセージは致命的なエラーを示します。このメッセージが表示された場合は、
ハードウェアの修復、新規ディスクグループの作成およびディスクグループ設定情報と
データのリカバリが必要です。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
Disk group has no valid configuration copies

次のエラーメッセージは、リカバリが可能なエラーであることを示します。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group groupname: import failed:
Disk for disk group not found

ディスクグループの一部のディスクに障害が起きた場合は、vxdg import コマンドに-f
オプションを指定すると、ディスクグループを強制的にインポートできます。
# vxdg -f import diskgroup

警告: -f オプションを使う場合は注意が必要です。このオプションを指定すると、別々の
ディスクセットから同じディスクグループが 2 回インポートされます。これによって、ディス
クグループ設定に不整合が起きる可能性があります。
p.244 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。
-f オプションを使って、不完全なディスクグループのインポートを強制的に正常なイン

ポートとして処理するため、以降のインポートでこのオプションを指定しない場合でも、不
完全なディスクグループがインポートされることがあります。これは、ユーザーの望む処理
ではない可能性があります。
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これらの操作は、vxdiskadm ユーティリティを使って実行することもできます。vxdiskadm
を使ってディスクグループをデポートするには、メインメニューから［ディスクグループのデ
ポート（Remove access to（deport）a disk group）］を選択します。ディスクグループ
をインポートするには、［ディスクグループのインポート（Enable access to（import）a
disk group）］を選択します。vxdiskadm によるインポート操作では、ホストインポートロッ
クがチェックされ、検出されたホストインポートロックを解除するかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。この操作では、ディスクグループ内のボリュームも起動されます。

ディスクグループのマイナー番号の予約
デバイスマイナー番号は、デバイスを制御するデバイスドライバに対してデバイスの一定
の特性を重複しないように識別します。多くの場合、個々のデバイスの一定の特性モー
ドを識別したり、1 つのコントローラの制御下に置かれている各デバイスを識別するため
に使われます。VxVM で管理するオブジェクト（ボリューム、プレックス、サブディスク、ディ
スクまたはディスクグループ）には、それぞれ重複のないデバイスマイナー番号が割り当
てられます。
ディスクグループをシステム間で移動する際には、以前のシステムで使われていたマイ
ナー番号が、新しいシステム上の VxVM で認識されているオブジェクトのマイナー番号
と重なる可能性があります。この問題を回避するには、各ディスクグループのマイナー番
号に重複しない範囲を割り当てる必要があります。VxVM は、ディスクグループのディス
クからボリュームオブジェクトが作成されるときに指定された範囲のマイナー番号を使いま
す。再ブートまたは再設定を行っても、各ボリュームのマイナー番号は変わりません。した
がって、マシン間でディスクグループを移動する際にデバイス番号の衝突が発生するこ
とはなくなります。
VxVM は、このディスクグループから作成されたオブジェクトに対して、ベースマイナー番
号 base_minor から始まるマイナーデバイス番号を選択します。マイナー番号は、この値
から 65,535（2.6 以上のカーネルの場合）までの範囲の値を取ることができます。万が一
デバイスマイナー番号の競合が発生したときに一時デバイス番号の再マッピングに使え
るように、この範囲の先頭近くに、ある程度のマイナー番号を未割り当てのまま残してお
くことをお勧めします。
VxVM では、マイナー番号の 0 - 999 が予約済となり、ブートディスクグループ内のボ
リューム用に使われます。たとえば、rootvol ボリュームには常にマイナー番号 0 が割り
当てられます。
ディスクグループのマイナー番号範囲のベースを指定しない場合は、VxVM が無作為
に 1 つ選択します。選択される番号は 1000 以上の 1000 の倍数であり、1000 個のデ
バイス番号を含む範囲が使用可能になります。また、選択される番号は現在インポートさ
れているどのディスクグループに対する 1000 単位の範囲とも重複せず、現在割り当てら
れているどのボリュームデバイス番号とも重複しません。
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メモ: デフォルトのポリシーを用いることで、少数のディスクグループはひとまとまりのマシ
ン間で正常に認識されます。ただし、ディスクグループがフェールオーバー機構を使って
自動的に認識される場合には、マイナー番号の衝突を回避するため使う範囲を指定しま
す。
既存のディスクグループのベースマイナー番号を表示するには、vxprint コマンドを使
います。ディスクグループ mydg の例を次に示します。
# vxprint -l mydg | grep minors
minors: >=45000
# vxprint -g mydg -m | egrep base_minor
base_minor=45000

作成するディスクグループにボリュームデバイスのベースマイナー番号を設定するには、
次のコマンドを使います。
# vxdg init diskgroup minor=base_minor disk_access_name ...

たとえば、次のコマンドを実行すると、指定したディスクを含むディスクグループ newdg が
作成され、ベースマイナー番号が 30000 に設定されます。
# vxdg init newdg minor=30000 sdc sdd

ディスクグループがすでに存在する場合は、vxdg reminor コマンドを使って、ベースマ
イナー番号を変更できます。
# vxdg -g diskgroup reminor new_base_minor

たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg のベースマイナー番号が
30000 に変更されます。
# vxdg -g mydg reminor 30000

ボリュームが起動している場合、システムを再ブートするかディスクグループをデポートし
て再インポートするまでは古いデバイス番号が有効になっています。起動しているボリュー
ムを停止すると、vxdg reminor を再度実行して、再ブートまたは再インポートを行わな
くても番号を付け直すことができるようになります。
ベースマイナー番号を変更する必要があるディスクグループの一例としては、クラスタ共
有ディスクグループが挙げられます。共有ディスクグループ内のボリュームは、すべての
ノードで同じマイナー番号が設定されている必要があります。ノードをクラスタに結合しよ
うとした場合にマイナー番号に矛盾があると、結合は失敗します。この矛盾を解消するに
は、クラスタ内にあるノードで reminor 操作を実行します。2 つ以上のノードが結合され
たクラスタでは、すべてのノードで矛盾がないベースマイナー番号を使ってください。
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vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: vxdg init と vxdg reminor のベースマイナー値は正しい範囲内にある必要が
あります。専用ディスクグループの場合、プライベートプールの範囲内（デフォルトでは 0
から 32999）のみが正しい値です。共有ディスクグループの場合、共有プールの範囲内
（デフォルトでは 33000 より大きい値）のみが正しい値です。
p.225 の 「マイナー番号の競合の処理」 を参照してください。

プラットフォーム間でのディスクグループの互換性
ディスクグループでクロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）機能を使う場合、AIX、
HP-UX、Linux（カーネル 2.6 以上）および Solaris では、オペレーティングシステム間の
互換性を保つために、マイナー番号の上限が 65,535 に制限されます。
カーネル 2.6 より前の Linux では、マイナー番号の数が 256 に制限されます（ベースは
0）。すなわち、システム全体でサポートできるボリュームおよびディスクの数が、他のオペ
レーティングシステムプラットフォームで許可されているよりも少ない数に制限されます。
カーネル 2.6 より前の Linux でサポートされるディスクの数は、通常は数百に制限されま
す。Linux 上の VxVM 4.0 で拡張メジャー番号体系が実装されている場合、15 個の拡
張メジャー番号の連続したブロックが使用可能であれば、設定できるボリュームの最大数
は 4079 でした。
VxVM 4.1 以降のリリースは 2.6 バージョンの Linux カーネルで動作します。このカーネ
ルでは、メジャーデバイス番号ごとに設定できるマイナーデバイスの最大数が、256 から
65,536 に増加しています。これにより、多数のボリュームおよびディスクデバイスをシステ
ム上で設定できます。そのようなシステムで設定できる DMP 数およびボリュームデバイス
数の理論上の制限は、それぞれ 65,536 および 1,048,576 です。ただし、実際には 1 つ
のディスクグループで設定できる VxVM デバイスの数は、プライベートリージョンのサイ
ズによって制限されます。
CDS と互換性があるディスクグループをカーネル 2.6 より前の Linux システムにインポー
トした場合は、VxVM によってマイナー番号が再度割り当てられます。
CDS と互換性があるディスクグループをカーネル 2.6 より前の Linux などのオペレーティ
ングシステム間で移動できるようにするには、次のコマンドを使って、ディスクグループで
maxdev 属性を設定します。
# vxdg -g diskgroup set maxdev=4079

メモ: この属性を設定したディスクグループでも、ボリュームに割り当てられるシステム上の
マイナー番号の数が 4079 を超えたり、使用可能な拡張メジャー番号の数が 15 未満だ
と、カーネル 2.6 より前の Linux にはインポートできない場合があります。
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次のコマンドを使って、Linux ホスト上の VxVM でサポートされている最大ボリューム数
を確認することができます。
# cat /proc/sys/vxvm/vxio/vol_max_volumes
4079
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

複製した識別子を持つクローンディスクの扱い方
dd または同様のコマンドを使ってディスクを複製するか、削除済みの LUN が以前使っ

ていた領域から新しい LUN を作成すれば、ハードウェアスナップショット（EMC BCV™ や
Hitachi ShadowCopy™ など）またはクローンによるディスクのコピーを行えます。ディス
ク ID が重複する状態を避けるため、VxVM のデフォルトの処理では、そのような方法で
複製したディスクはインポートできないようになっています。
高度なディスクアレイには、VxVM の制御下にない既存のディスクのクローンを作成する
ためのハードウェアツールが用意されています。たとえば、ディスクグループ内にある既
存のディスクのハードウェアスナップショットまたはミラーとして、ディスクが作成されている
ことがあります。この結果、VxVM プライベートリージョンもクローンディスク上に複製され
ます。その後、もとのディスクを含んだディスクグループがインポートされると、VxVM は、
プライベートリージョンに定義されているディスク識別子と同じ識別子を持つディスクを複
数検出します。5.0 より前のリリースでは、VxVM は、どれがもとのディスクであったかを判
断できない場合、このようなディスクをディスクグループへインポートしません。複製した
ディスクをインポートするには、あらかじめこれらのディスクを再初期化する必要がありま
す。
リリース 5.0 からは、ディスクが初期化されるとき、またはディスクがディスクグループにイ
ンポートされるときに、重複のないディスク識別子（UDID）がディスクのプライベートリー
ジョンに追加されます（この識別子がまだ存在しない場合）。ディスクがオンラインになる
と、DDL（Device Discovery Layer）で把握している現在の UDID 値が、ディスクのプラ
イベートリージョンで設定されている UDID と比較されます。UDID 値が一致しない場合、
そのディスク上に udid_mismatch フラグが設定されます。このフラグは、vxdisk list
コマンドを使って確認できます。これにより、LUN スナップショットをもとの LUN と同じホ
ストでインポートできます。また、同じ LUN の複数のスナップショットを同時に単一のサー
バーでインポートできます。これは、オフホストのバックアップと処理に有用な場合があり
ます。
このようなディスクを扱うために、vxdisk と vxdg の新しいコマンドが用意されており、
UDID の DDL 値をディスクのプライベートリージョンに書き込むか、ディスクにタグを付け
て、vxdg import コマンドに対してそのディスクがクローンディスクであることを指定しま
す。
次に、vxdisk list コマンドの出力例を示します。これは、ディスク sdg、sdh、sdi に
udid_mismatch フラグのマークが付いていることを示しています。
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# vxdisk list
DEVICE
sda
sdb
.
.
.
sde
sdf
sdg
sdh
sdi

TYPE
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
-

STATUS
online
online

auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

-

-

online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online udid_mismatch

ディスクへの新しい UDID の書き込み
次のコマンドを使って、1 つ以上のディスクに対し重複のないディスク識別子（UDID）を
更新できます。これは、たとえば、削除済みの LUN が以前使っていた領域から新しい
LUN を作成する場合に有効です。
# vxdisk [-f] [-g diskgroup ] updateudid disk ...

このコマンドは、DDL データベースに格納されている現在の UDID 値を使ってプライベー
トリージョンの値を訂正します。VxVM がディスクに対して udid_mismatch フラグを設定
していない場合は、-f オプションを指定する必要があります。
たとえば、次のコマンドはディスク sdg と sdh の UDID を更新します。
# vxdisk updateudid sdg sdh

クローンディスクを含むディスクグループのインポート
デフォルトでは、udid_mismatch フラグまたは clone_disk フラグが設定されているディ
スクは、ディスクグループのすべてのディスクでこれらのフラグの少なくとも一方が設定さ
れ、ディスク間で UDID が重複していない場合を除き、vxdg import コマンドではイン
ポートされません。この例に示すように、vxdg import コマンドに -o useclonedev=on
オプションを指定すれば、クローンディスクをインポートできます。
# vxdg -o useclonedev=on [-o updateid] import mydg

このコマンド形式を実行すると、クローンディスクのみをインポートできます。クローン以外
のすべてのディスクはインポートされません。
ディスクに clone_disk フラグが設定されている場合は、以前にそのディスクが
udid_mismatch フラグを設定されてディスクグループにインポートされたことを示します。
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-o updateid オプションを指定すると、新しい識別属性をディスクに書き込み、ディスク

に clone_disk フラグを設定できます（フラグの設定には、vxdisk set clone=on コマ
ンドも使えます）。ただし、1 つ以上のクローンディスクのコピーが複数存在する場合、イ
ンポートは失敗します。この場合、次のコマンドを使ってディスクグループ内のインポート
するすべてのディスクにタグを付けます。
# vxdisk [-g diskgroup ] settag tagname disk ...

ここで、tagname は最大 128 文字の文字列であり、スペースやタブは含められません。
たとえば次のコマンドは、 というタグを、同時にインポートする複数のディスクに設定しま
す。
# vxdisk settag my_tagged_disks sdg sdh

代わりに、クローンディスクの UDID を更新することもできます。
p.234 の 「ディスクへの新しい UDID の書き込み」 を参照してください。
どのディスクにタグが付いているかを調べるには、vxdisk listtag コマンドを使います。
# vxdisk listtag
DANAME
sda
sdb
.
.
.
sde
sdf
sdg
sdh
sdi

DMNAME
mydg01
mydg02

mydg05
mydg06
mydg07
mydg08
mydg09

NAME
-

my_tagged_disks
my_tagged_disks
my_tagged_disks
my_tagged_disks
-

VALUE
-

-

VM ディスクのプライベートリージョン内の設定データベースには、ディスクグループ内の
オブジェクトに関する永続的な設定データ（メタデータ）が含まれます。このデータベース
は、ディスクグループのインポート時に VxVM によって参照されます。インポートするク
ローンディスクの少なくとも 1 つが、プライベートリージョン内に現在の設定データベース
のコピーを保持している必要があります。
次のコマンドを使うと、ディスクグループの配置ポリシーに関係なく、ディスクにメタデータ
のコピーを配置できます。
# vxdisk [-g diskgroup] set disk keepmeta=always

また、次のコマンドを使うと、ディスクグループ内の指定したタグを共有するすべてのディ
スクに設定データベースとカーネルログのコピーを配置できます。
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# vxdg [-g diskgroup] set tagmeta=on tag=tagname nconfig=all ¥
nlog=all

ディスクグループ内でこの設定情報のコピーを保持しているディスクを確認するには、
vxdg listmeta コマンドを使います。
# vxdg [-q] listmeta diskgroup
-q オプションを指定すると、詳細な設定情報の表示を抑止できます。
vxdg import コマンドに対して -o useclonedev=on オプションの他にタグも指定すれ

ば、ディスクグループ内のタグの付いたディスクをインポートできます。
#

vxdg -o useclonedev=on -o tag=my_tagged_disks import mydg

ディスクグループ内のクローンディスク以外のディスクをすでにインポートしている場合は、
-n と -t オプションを使って、クローンディスクを含むディスクグループの一時的な名前を
指定できます。
# vxdg -t -n clonedg -o useclonedev=on -o tag=my_tagged_disks ¥
import mydg

p.242 の 「ディスクグループ名の変更」 を参照してください。
ディスクからタグを削除するには、次の例に示すように、vxdisk rmtag コマンドを使いま
す。
#

vxdisk rmtag tag=my_tagged_disks sdh

vxdco（1M）マニュアルページと vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

クローンディスクに対する操作の例
ここでは、クローンディスクで使える操作の例について説明します。
p.236 の 「タグが設定されたディスクでの設定データベースコピーの有効化」 を参照して
ください。
p.238 の 「タグが設定されていないクローンディスクのインポート」 を参照してください。
p.240 の 「タグが設定されたクローンディスクのインポート」 を参照してください。

タグが設定されたディスクでの設定データベースコピーの有効化
この例では、次のコマンドを使って、日立 TagmaStore アレイ内の一部のディスクにタグ
が設定されています。
# vxdisk settag TagmaStore-USP0_28 t1=v1
# vxdisk settag TagmaStore-USP0_28 t2=v2
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# vxdisk settag TagmaStore-USP0_24 t2=v2
# vxdisk settag TagmaStore-USP0_25 t1=v1

このタグは、vxdisk listtag コマンドを使って表示できます。
# vxdisk listtag
DEVICE
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_28
TagmaStore-USP0_28

NAME
t2
t1
t1
t2

VALUE
v2
v1
v1
v2

次のコマンドを使って、設定データベースのコピーとカーネルログのコピーが、t1 のタグ
が設定されたディスクグループ mydg にあるすべてのディスクに対して確実に維持される
ようにします。
# vxdg -g mydg set tagmeta=on tag=t1 nconfig=all nlog=all

このようなメタデータが維持されているディスクは、次のコマンドを使って確認できます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_10
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_26
TagmaStore-USP0_27
TagmaStore-USP0_28

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

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online tagmeta
online
online
online tagmeta

また、次のコマンドを使って、メタデータのコピーがディスクで確実に維持されるようにす
ることができます。
# vxdisk set TagmaStore-USP0_25 keepmeta=always
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_10
TagmaStore-USP0_22
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_24
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_28

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

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
mydg
mydg
mydg

STATUS
online
online
online
online
online keepmeta
online
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タグが設定されていないクローンディスクのインポート
最初の例では、日立 TagmaStore アレイからのクローンディスク（ShadowImage™ デバ
イス）をインポートします。プライマリ（クローンではない）ディスク mydg01、mydg02、mydg03
はすでにインポートされていて、クローンディスクにタグは設定されていません。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

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

DISK
mydg02
mydg03
mydg01

GROUP
(mydg)
mydg
mydg
(mydg)
(mydg)
mydg

STATUS
online udid_mismatch
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online

クローンディスクをインポートするには、そのディスクに新しいディスクグループ名を割り当
て、その UDID を更新する必要があります。
# vxdg -n snapdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

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

DISK
mydg03
mydg02
mydg03
mydg02
mydg01
mydg01

GROUP
snapdg
mydg
mydg
snapdg
snapdg
mydg

STATUS
online clone_disk
online
online
online clone_disk
online clone_disk
online

インポートされたクローンディスクの状態が online udid_mismatch から online
clone_disk に変更されました。
次の例では、クローンディスクもクローン以外のディスクもインポートされていません。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

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

DISK
-

GROUP
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)

STATUS
online udid_mismatch
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online
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クローンディスクのみを mydg ディスクグループにインポートするには、次のコマンドを使
います。
# vxdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
TagmaStore-USP0_3
TagmaStore-USP0_23
TagmaStore-USP0_25
TagmaStore-USP0_30
TagmaStore-USP0_31
TagmaStore-USP0_32

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

DISK
GROUP
mydg03 mydg
(mydg)
(mydg)
mydg02 mydg
mydg01 mydg
(mydg)

STATUS
online clone_disk
online
online
online clone_disk
online clone_disk
online

次の例では、EMC Symmetrix DMX アレイからのクローンディスク（BCV デバイス）をイ
ンポートします。クローンディスク EMC0_27 をディスクグループから分割する前に、vxdisk
list コマンドではディスクが error udid_mismatch 状態にあることが表示されます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_1
EMC0_27

TYPE
DISK
auto:cdsdisk EMC0_1
auto
-

GROUP
mydg
-

STATUS
online
error udid_mismatch

BCV デバイスの分割には、symmir コマンドを使います。
# /usr/symcli/bin/symmir -g mydg split DEV001
vxdisk scandisks コマンドを実行してディスクに関する VxVM 情報を更新したら、ク

ローンディスクは online udid_mismatch 状態になります。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_1
EMC0_27

TYPE
DISK
auto:cdsdisk EMC0_1
auto:cdsdisk -

GROUP
mydg
-

STATUS
online
online udid_mismatch

次のコマンドは、クローンディスクを新しいディスクグループ newdg にインポートし、ディス
クの UDID を更新します。
# vxdg -n bcvdg -o useclonedev=on -o updateid import mydg

このとき、クローンディスクの状態は online clone_disk と表示されます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_1
EMC0_27

TYPE
DISK
auto:cdsdisk EMC0_1
auto:cdsdisk EMC0_1

GROUP
mydg
bvcdg

STATUS
online
online clone_disk
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タグが設定されたクローンディスクのインポート
この例では、EMC Symmetrix DMX アレイからのクローンディスク（BCV デバイス）をイン
ポートします。プライマリ（クローンではない）ディスク mydg01、mydg02、mydg03 はすでに
インポートされていて、タグ t1 が設定されたクローンディスクをインポートします。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

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

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
(mydg)
(mydg)
mydg03 mydg
(mydg)

STATUS
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online
online udid_mismatch

ディスクのタグは、次のように設定されています。
# vxdisk listtag
DEVICE
EMC0_4
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24
EMC0_24

NAME
t2
t1
t2
t1
t2
t1
t1
t2

VALUE
v2
v1
v2
v1
v2
v1
v1
v2

タグ t1 が設定されたクローンディスクをインポートするには、そのディスクに新しいディス
クグループ名を割り当て、その UDID を更新する必要があります。
# vxdg -n bcvdg -o useclonedev=on -o tag=t1 -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

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

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
mydg03 bcvdg
(mydg)
mydg03 mydg
mydg01 bcvdg

STATUS
online
online
online clone_disk
online udid_mismatch
online
online clone_disk

第 5 章 ディスクグループの作成と管理
複製した識別子を持つクローンディスクの扱い方

クローンディスク EMC0_15 には、タグ t1 が設定されていないため、このディスクはイン
ポートされません。インポートされたクローンディスクの状態が online udid_mismatch
から online clone_disk に変更されました。
デフォルトでは、インポートされたクローンディスクの状態は、online clone_disk と表
示されます。これは、次のように vxdisk set コマンドを使って削除できます。
# vxdisk set EMC0_8 clone=off
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

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

DISK
GROUP
mydg01 mydg
mydg02 mydg
mydg03 bcvdg
(mydg)
mydg03 mydg
mydg01 bcvdg

STATUS
online
online
online
online udid_mismatch
online
online clone_disk

次の例では、クローンディスクもクローン以外のディスクもインポートされていません。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

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

DISK
-

GROUP
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)
(mydg)

STATUS
online
online
online udid_mismatch
online udid_mismatch
online
online udid_mismatch

タグ t1 が設定されたクローンディスクのみを mydg ディスクグループにインポートするに
は、次のコマンドを使います。
# vxdg -o useclonedev=on -o tag=t1 -o updateid import mydg
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
EMC0_4
EMC0_6
EMC0_8
EMC0_15
EMC0_18
EMC0_24

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

DISK
mydg03
mydg01

GROUP
(mydg)
(mydg)
mydg
(mydg)
(mydg)
mydg

STATUS
online
online
online clone_disk
online udid_mismatch
online
online clone_disk
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前の例と同様に、クローンディスク EMC0_15 には、タグ t1 が設定されていないため、こ
のディスクはインポートされません。

EMC CLARiiON のスナップショット LUN を使う場合の注意事項
元の LUN と同じホストにプライマリ LUN のスナップショット LUN をインポートする必要が
ある場合は、次の制限があることに注意してください。
アレイボリューム ID（AVID）が有効な状態でエンクロージャに基づく命名（EBN）を使う場
合は、もとのホストにスナップショット LUN をインポートする前に、デバイス検出中の名前
の永続性を無効にします。
名前の永続性を無効にするには、次のコマンドを使います。
# vxddladm set namingscheme=ebn persistence=no use_avid=yes

DDL が LUN を認識した後、次のコマンドを使って名前の永続性を有効にします。
# vxddladm set namingscheme=ebn persistence=yes use_avid=yes

ディスクグループ名の変更
ディスクグループの名前はシステム内で重複していないことが必要です。ターゲットシス
テムに同じ名前のディスクグループがすでに存在する場合は、ディスクグループをイン
ポートまたはデポートすることはできません。この問題を回避するために、VxVM ではイ
ンポートまたはデポートの際にディスクグループ名を変更することができます。
インポート時にディスクグループ名を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-t] -n newdg import diskgroup
-t オプションを指定すると、そのインポートは一時的なものとなり、再起動すると無効にな

ります。この場合には、もとのホストで設定したディスクグループ名は変更されずに残りま
すが、インポートするホスト側ではこのディスクグループは一時的に newdg で指定された
名前として認識されます。-t オプションを指定しないと、名前の変更は永続的になりま
す。
たとえば、次のコマンドを使うと、インポート時にディスクグループ mydg の名前が一時的
に mytempdg に変更されます。
# vxdg -t -n mytempdg import mydg

デポート時にディスクグループの名前を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-h hostname] -n newdg deport diskgroup
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デポート時に名前を変更する場合は、-h hostname オプションを指定して、オフホストに
ロックを割り当てることができます。この操作により、オフホストの再起動時に必ず当該ディ
スクグループが自動的にインポートされます。
たとえば、次のコマンドを使うと、ディスクグループ mydg の名前が myexdg に変更され、
ホスト jingo にデポートされます。
# vxdg -h jingo -n myexdg deport mydg

ブートディスクグループの場合は、マウントされているディスクグループが使用中のボリュー
ム（/ など）が含まれているため、この方法で名前を変更することはできません。ブートディ
スクグループの名前を変更するには、まずルートディスクのミラー化およびカプセル化を
解除し、次に別のディスクグループで再度ミラー化およびカプセル化を実行する必要が
あります。このディスクグループが新しいブートディスクグループになります。
p.121 の 「ルータビリティ」 を参照してください。
bootdg ブートディスクグループを（ルートボリュームの修復作業などのため）あるホスト

から別のホストに一時的に移動し、また、作業後にもとに戻すには、次の手順を実行し
ます。

1

もとのホスト上で次のコマンドを実行し、インポートするディスクグループ bootdg の
ディスクグループ ID を確認します。
# vxdisk -g bootdg -s list
dgname: rootdg
dgid: 774226267.1025.tweety

この例では、管理者がブートディスクグループ名を rootdg としています。このディス
クグループの ID は 774226267.1025.tweety です。
この手順は、ブートディスクグループ内のすべてのディスクに両方のホストからアクセ
スできることを前提としています。

2

もとのホストを停止します。
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3

インポート側のホスト上で次のコマンドを実行し、ディスクグループ rootdg のイン
ポートおよび名前の変更を行います。
# vxdg -tC -n newdg import diskgroup
-t オプションはインポート時に一時的なディスクグループ名を使うことを示し、-C オ

プションはインポートロックを解除することを示します。-n オプションは、インポートす
る rootdg に代替名を設定して、既存の rootdg と競合しないようにします。diskgroup
は、インポートするディスクグループのディスクグループ名またはディスクグループ
ID（例: 774226267.1025.tweety）を指定します。
この時点で再起動またはクラッシュが発生すると、一時的にインポートされたディスク
グループのインポートが解除され、再インポートが必要になります。

4

インポートしたディスクグループに対して必要な作業を完了したら、次のコマンドを実
行してデポートし、もとのホストに戻します。
# vxdg -h hostname deport diskgroup

ここで、hostname は、rootdg が返されるシステムの名前です（システム名は uname
-n コマンドで確認できます）。
このコマンドは、インポートしたディスクグループをインポート側のホストから削除し、
もとのホストにロックを返します。もとのホストは、次回の再起動時に自動的にこのブー
トディスクグループをインポートします。

競合する設定コピーの扱い方
不完全なディスクグループを複数の異なるシステムにインポートすると、ディスクグループ
の設定コピーに不整合が発生することがあります。この状態は手動で解消する必要があ
ります。この項と次の項では、このような状態が発生するしくみと、この状態を修正する方
法について説明します（分割したクラスタで生じるこのような状態のことを、一般にシリアル
スプリットブレイン（Serial Split Brain）状態と呼びます）。

クラスタでのシリアルスプリットブレイン条件の例
この項では、クラスタ内の共有ディスクグループにシリアルスプリットブレイン条件がどのよ
うに発生するかについて説明します。別のシステムにディスクグループの一部をインポー
トした場合には、クラスタまたは非クラスタ設定の専用ディスクグループでも設定コピーに
矛盾が生じることがあります。
通常、キャンパスクラスタ（別名ストレッチクラスタまたはリモートミラー設定）は、2 ノードク
ラスタで構成され、クラスタの各コンポーネント（サーバー、スイッチ、ストレージ）は別々の
建物内に配置されます。
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図 5-1 は、建物 A にノード 0、ファイバーチャネルスイッチ、ディスクエンクロージャ enc0、
建物 B にノード 1、もう 1 つのスイッチ、エンクロージャ enc1 を配置した 2 ノードクラスタ
を示しています。
2 ノードキャンパスクラスタの代表的な構成

図 5-1

ノード 0

ノード 1
冗長性のあるプライベー
トネットワーク

ファイバー
チャネルスイッチ

ディスク
エンクロージャ

enc0

enc1

建物 A

建物 B

各ノードと各エンクロージャの間の冗長ループアクセスを実現するために、ファイバーチャ
ネル接続は多重冗長型になっています。また、2 つのノードは冗長性のあるプライベート
ネットワークでも接続されています。
シリアルスプリットブレイン条件が起きるのは、ノード 1 がノード 0 のフェールオーバーノー
ドとして設定されたクラスタで、ノード 0 に専有（非共有）ディスクグループがインポートさ
れた場合です。
ノード間のネットワーク接続が切断されると、両方のノードはそれぞれ他方のノードに障害
が発生したものと認識します（これは、クラスタ環境でスプリットブレイン条件が生じる一般
的な原因です）。1 つのディスクグループが 2 つのエンクロージャ、enc0 と enc1 の間で
分割されると、各部とディスクグループの他の部分との接続が失われます。ノード 0 はア
クセス可能なディスクグループ各部にあるディスクへの更新を続け、フェールオーバー
ノードとして機能するノード 1 は（-f オプションが設定されているため）ディスクグループ
の他の部分をインポートして、認識できるディスクの更新を開始します。
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この状態でネットワークリンクが復元された場合、ノード 0 上のディスクグループに存在し
ないディスクを再接続したり、どちらかのノードにディスクグループ全体をインポートしよう
としても、操作は失敗します。このようなシリアルスプリットブレイン条件が発生するのは、
インポートされた各ディスクのディスクメディアレコードのシリアル ID が、これらのディスク
上のすべてのディスクグループ設定データベースとインポートされた各ディスクのプライ
ベートリージョンで VxVM によって順に増分されていくためです。設定データベースに保
存される値は、ディスクグループに順に割り当てられていくシリアル ID であるのに対して、
ディスクのプライベートリージョンに保存されるシリアル ID は、実際の値と見なされます。
（物理的な切断や停電などによって）ディスクグループから一部のディスクが失われた後、
別のホストによってこれらのディスクがインポートされると、設定データベースに保存され
たディスクのコピーのシリアル ID と各ディスクのプライベートリージョンのシリアル ID は同
じホスト上で別々に更新されます。この後でもとの共有ディスクグループにディスクを再イ
ンポートすると、ディスクの実際のシリアル ID とディスクグループ内の他のディスクの設定
コピーの期待値が一致しないという状態が生じます。
このような設定データベース間の不整合を解消するには、分割されたディスクグループの
各部で何が起こったかに応じて 2 つの方法が考えられます。
■

ディスクグループの他方のディスクが別のホストにインポートされていない場合、VxVM
は最も大きい更新済み ID（vxdg list diskgroup コマンドの出力の update_tid）
の値を持つディスクの設定データベースのバージョンを使って、シリアル ID の矛盾
する値を調整します。
図 5-2 に、VxVM による自動的な解消が可能なシリアルスプリットブレイン条件の例
を示します。
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自動的な解消が可能なシリアルスプリットブレイン条件の例

図 5-2

ホスト X にインポート
された不完全なディス
クグループ

インポートされていない
ディスク B

ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B=0

設定データベース

設定データベース

期待値 A=1
期待値 B=0

期待値 A=0
期待値 B=0

1. ディスク A は別のホストにインポ
ートされている。ディスク B はイン
ポートされていない。実際のシリアル
ID と期待されるシリアル ID はディス
ク A でのみ更新される。

インポートされた共有ディスクグループ

■

ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B=0

設定データベース

設定データベース

期待値 A=1
期待値 B=0

期待値 A=1
期待値 B=0

2. クラスタにディスクグループが再
インポートされる。ディスク A の更
新された ID の実際値が最も大きいた
め、ディスク A の設定コピーを使っ
てディスク B の設定コピーが修正さ
れる。

他方のディスクも別のホストにインポートされている場合、2 つのディスクの設定デー
タベースはいずれも信頼できないものと見なされます。
図 5-3 に、VxVM により自動的に解消できない、真のシリアルスプリットブレイン条件
の例を示します。
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自動的に解消できない真のシリアルスプリットブレイン条件の例

図 5-3

ホスト X にインポート
された不完全な
ディスクグループ

ホスト Y にインポート
された不完全な
ディスクグループ

ディスク A

ディスク B

ディスク A=1

ディスク B = 1

設定データベース

設定データベース

期待値 A = 1
期待値 B = 0

期待値 A = 0
期待値 B = 1

1. ディスク A とディスク B はそれぞ
れ別々のホストにインポートされてい
る。実際のシリアル ID と期待される
シリアル ID は各ディスクで別個に更
新される。

共有ディスクグループのインポートが失敗する
ディスク A

ディスク B

ディスク A = 1

ディスク B = 1

設定データベース

設定データベース

期待値 A = 1
期待値 B = 0

期待値 A = 0
期待値 B = 1

2. クラスタにディスクグループを再イン
ポートできない。これは、実際のシリア
ル ID と期待されるシリアル ID が 2 つ
のデータベース間で矛盾するためであ
る。どちらの設定データベースを使うか
を選択する必要がある。

この場合には、ディスクグループのインポートは失敗し、vxdg ユーティリティの終了前に
次のようなエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigd NOTICE V-5-0-33 Split Brain. da id is 0.1, while dm id
is 0.0 for DM mydg01
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group newdg: import failed: Serial Split Brain
detected. Run vxsplitlines
vxdg コマンドに -f フラグを指定しても、インポートは失敗します。

この場合でも、設定 ID（vxdg list diskgroup| grep config コマンドの出力の seqno
の値として表示される）が最も大きい設定データベースを使うと、矛盾を解消できる場合
があります。ただし、すべての状況で有効とは限りません。
p.248 の 「競合する設定情報の修正」 を参照してください。

競合する設定情報の修正
設定情報の競合を解消するには、どちらのディスクのディスクグループ設定データベー
スが正しいかを判断する必要があります。これには、vxsplitlines コマンドを実行し、
ディスクグループの各ディスクの実際のシリアル ID と設定データベースの期待されるシ
リアル ID を表示します。このコマンドを実行すると、それぞれのディスクについて実行可
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能な vxdg コマンドが表示されます。ディスクグループをインポートするために使う適切な
コピーとなる設定データベースを選択するには、このコマンドを実行する必要があります。
メモ: ディスクグループのバージョン番号は、最低でも 110 である必要があります。
newdg ディスクグループで vxsplitlines コマンドを実行した場合の出力例を次に示し

ます。
# vxsplitlines -g newdg
The following splits were found in disk group newdg
They are listed in da(dm) name pairs.
Pool 0.
sdd ( sdd ), sde ( sde ),
The configuration from any of the disks in this split should appear to be the same.
To see the configuration from any of the disks in this split, run:
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sdd
To import the dg with the configuration from this split, run:
/usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.32.olancha import newdg
To get more information about this particular configuration, run:
/usr/sbin/vxsplitlines -g newdg -c sdd
Split 1.
sdf ( sdf ), sdg ( sdg ),
The configuration from any of the disks in this split should appear to be the same.
To see the configuration from any of the disks in this split, run:
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sdf
To import the dg with the configuration from this split, run:
/usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.33.olancha import newdg
To get more information about this particular configuration, run:
/usr/sbin/vxsplitlines -g newdg -c sdf

この例では、ディスクグループに 4 つのディスクがあり、2 つのディスクがスプリット状態に
なっています。
vxsplitlines コマンドに -c オプションを指定して、ディスクアクセス名で指定されるディ

スクの設定コピーから各ディスク ID についての詳細情報を表示できます。
# vxsplitlines

-g newdg -c sde

DANAME(DMNAME) || Actual SSB
sdd( sdd ) || 0.1
sde( sde ) || 0.1

|| Expected SSB
|| 0.0 ssb ids don’t match
|| 0.1 ssb ids match
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sdf( sdf ) || 0.1
sdg( sdg ) || 0.1

|| 0.1 ssb ids match
|| 0.0 ssb ids don’t match

Please note that even though some disks ssb ids might match
that does not necessarily mean that those disks’ config copies
have all the changes. From some other configuration copies, those disks’ ssb ids might not match.
To see the configuration from this disk, run
/etc/vx/diag.d/vxprivutil dumpconfig /dev/vx/dmp/sde

前述のシリアルスプリットブレイン条件が発生する仕組みを考慮して、ディスクグループを
インポートするために使うディスク設定を 1 つ選択する必要があります。たとえば、スプリッ
ト状態の 0 側にある設定コピーを使ってディスクグループをインポートするには、次のコ
マンドを実行します。
# /usr/sbin/vxdg -o selectcp=1045852127.32.olancha import newdg

設定コピーを選択し、その設定を使ってディスクグループをインポートすると、VxVM に
よってインポートされたディスクのシリアル ID が 0 にリセットされます。この時点でインポー
トされていないディスクグループのディスクでは、実際のシリアル ID と期待されるシリアル
ID はそのまま変わることはありません。

ディスクグループの内容の再編成
次のような場合には、既存のディスクグループの内容を再編成することができます。
■

組織のニーズの変化に応じて、ボリュームやディスクのグループを変更する。たとえ
ば、部門の境界に合わせてディスクグループを分割したり、部門の合併に伴いディス
クグループを結合することができます。

■

ディスクグループからボリュームまたはディスクを切り離し、同じホストまたは別のホス
トで個々に処理する。これにより、バックアップまたは意思決定支援システムのため
に、オフホスト処理を実装できます。
p.449 の 「オフホスト処理ソリューションについて」 を参照してください。

■

プライベートリージョンの空き領域がほとんどなくなった場合に、ディスクグループを統
合して設定データベースのサイズを縮小する。これは、プライベートリージョンを増や
すよりはるかに簡単な解決法です。

■

オンラインメンテナンスとアップグレードの目的で分割し、再結合できる耐障害性のあ
るシステムで、オンラインメンテナンスとアップグレードを実行する。

ディスクグループを再編成するには、vxdg コマンドを使います。
vxdg コマンドでは、ディスクグループの再編成に必要な次の操作を実行できます。
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■ move は、インポート済みディスクグループ間で、ひとまとまりの自己完結型 VxVM オ

ブジェクトを移動します。この操作によってソースディスクグループのディスクがすべて
削除される場合、操作は失敗します。ボリュームの状態は移動後も保持されます。
図 5-4 に、move 操作を示します。
図 5-4

ディスクグループの移動操作

ソースディスクグループ

ターゲットディスクグループ

移動

ソースディスクグループ

移動後

ターゲットディスクグループ

は、インポート済みディスクグループからひとまとまりの自己完結型 VxVM オ
ブジェクトを分割し、新しく作成したターゲットディスクグループに移動します。この操
作によってソースディスクグループのディスクがすべて削除される場合またはインポー
ト済みディスクグループの名前がターゲットディスクグループと同一である場合、操作
は失敗します。デポートされている既存のディスクグループの名前がターゲットディス
クグループと同一の場合、既存のディスクグループは（vxdg init コマンドを実行し
た場合と同様に）破棄されます。

■ split

図 5-5 に、split 操作を示します。
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図 5-5

ディスクグループの分割操作

ソースディスクグループ

新規ディスクグループに
分割するディスク

ソースディスクグループ

分割後

新規ターゲット
ディスクグループ

は、インポート済みディスクグループから VxVM オブジェクトをすべて削除し、
インポート済みターゲットディスクグループに結合します。ソースディスクグループは、
結合が完了すると削除されます。
図 5-6 に、join 操作を示します。

■ join
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図 5-6

ディスクグループの結合操作

ソースディスクグループ

ターゲットディスクグループ

結合

結合後

ターゲットディスクグループ

これらの操作はディスクやトップレベルのボリュームなどの VxVM オブジェクトで実行さ
れ、サブボリューム、プレックス、サブディスクといったすべてのコンポーネントオブジェク
トが対象となります。移動するオブジェクトは、自己完結型のオブジェクトである必要があ
ります。つまり、移動するディスクに移動対象外のオブジェクトが含まれないようにする必
要があります。
移動するディスクを 1 つ以上指定すると、それらのディスク上の VxVM オブジェクトがす
べて移動されます。-o expand オプションを使うと、指定したオブジェクトが設定されてい
るディスクがすべて vxdg によって移動されます。常に期待どおりの結果になるとは限ら
ないため、この操作を実行する場合は注意が必要です。vxdg の listmove 操作を使う
と、指定した一連のオブジェクトに対応するひとまとまりの自己完結型オブジェクトの確認
に役立つ情報を取得することができます。
警告: ディスクグループ間でボリュームを移動する前に、そのボリュームにアクセスしてい
るアプリケーションをすべて停止し、ボリュームに設定されているすべてのファイルシステ
ムのマウントを解除する必要があります。
システムがクラッシュするかハードウェアのサブシステムに障害が発生した場合、システム
の再起動時またはハードウェアのサブシステムの修復時に、VxVM は未完了のディスク
グループの再設定を完了するか、元に戻そうと試みます。どちらの処理が実行されるか
は、再設定の進行状況によって決まります。別のホストにインポートされたため、またはす
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でに存在しないためにディスクグループの 1 つが使えなくなっている場合は、手作業で
ディスクグループのリカバリを行う必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ディスクグループの分割と結合に関する制限
ディスクグループの分割および結合機能には、次の制限があります。
■

移動、分割または結合に関係するディスクグループは、バージョン 90 またはそれ以
上のバージョンである必要があります。
p.264 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

■

再設定は、物理ディスクを示す整数に基づいて実行されます。

■

移動するオブジェクトには、起動しているボリュームが含まれないようにしてください。

■

CDS 互換ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でディスクを移動することは
できません。

■

ディスクグループの移動、分割、結合を行うと、移動されたボリュームは DISABLED
状態に設定されます。ボリュームを修復して再起動するには、vxrecover -m および
vxvol startall コマンドを使います。

■

永続 FastResync の関連付けが解除されたデータ変更オブジェクト（DCO）とスナッ
プオブジェクトを、ディスクグループ間で移動することはできません。

■

Veritas Volume Replicator（VVR）オブジェクトをディスクグループ間で移動するこ
とはできません。

■

ディスクグループの移動を問題なく終了するには、移動後に設定データベースのコ
ピーを格納できるディスクが、ソースディスクグループに少なくとも 1 つ含まれている
必要があります。

■

ディスクグループの分割を問題なく終了するには、分割後に設定データベースのコ
ピーを格納できるディスクが、ソースディスクグループとターゲットディスクグループの
両方に少なくとも 1 つ含まれている必要があります。

■

ディスクグループの移動または結合を問題なく終了するには、移動後のディスクグ
ループ内にあるすべてのオブジェクトに関する情報がターゲットディスクグループの
設定データベースに格納される必要があります。

■

ボリュームを別のディスクグループに分割したり、別のディスクグループに移動すると、
ボリュームレコード ID が変更されます。

■

この操作は、ソースディスクグループまたはターゲットディスクグループが共有ディス
クグループである場合に、クラスタのマスターモードでのみ実行できます。

■

クラスタ環境では、移動または結合に関係するディスクグループは、両方とも専有あ
るいは両方とも共有である必要があります。
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■

分割または移動するキャッシュオブジェクトまたはボリュームが ISP ボリュームを使っ
ている場合は、それらのボリュームを含むストレージプールも指定する必要がありま
す。

移動により影響を受ける可能性のあるオブジェクトの一覧表示
リスト形式でオブジェクトを指定して、移動される VxVM オブジェクトを表示するには、次
のコマンドを使います。
# vxdg [-o expand] listmove sourcedg targetdg object ...

次の例では、ボリューム vol1 をディスクグループ mydg から newdg に移動することによっ
て影響を受けるオブジェクトが一覧表示されます。
# vxdg listmove mydg newdg vol1
mydg01 sda mydg05 sde vol1 vol1-01 vol1-02 mydg01-01 mydg05-01

ただし、次のコマンドを実行すると、ディスク mydg01 に設定されているのはボリューム
vol1 の一部に過ぎないためエラーが起きます。
# vxdg listmove mydg newdg mydg01
VxVM vxdg ERROR V-5-2-4597 vxdg listmove mydg newdg failed
VxVM vxdg ERROR V-5-2-3091 mydg05 : Disk not moving, but
subdisks on it are

次のように -o expand オプションを指定すると、移動するオブジェクトの一覧に、vol1 に
設定される他のディスク（この場合は mydg05）も含まれるようになります。
# vxdg -o expand listmove mydg newdg mydg01
mydg01 sda mydg05 sde vol1 vol1-01 vol1-02 mydg01-01
mydg05-01

ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動
親ボリューム（スナップショットボリュームなど）を別のディスクグループに移動する場合は、
DCO ボリュームも親ボリュームに付随している必要があります。vxassist addlog、vxmake
または vxdco コマンドを使って DCO を設定した場合は、親ボリュームの移動時に、DCO
ボリュームのプレックスを含むディスクが親ボリュームに付随しているかどうかを確認する
必要があります。vxprint コマンドを使って、ボリュームに関連付けられている DCO ボ
リュームの設定情報を確認してください。
vxassist コマンドを使ってボリュームとその DCO を作成するか、または vxsnap prepare

コマンドを使ってボリュームに DCO を追加した場合、DCO プレックスは自動的に親ボ
リュームのデータプレックスとは異なるディスク上に配置されます。以前のリリースでは、
バージョン 0 の DCO プレックスは、ディスクグループの分割または移動操作を実行する
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際の利便性を高めるため、データプレックスと同じディスク上に配置されていました。バー
ジョン 20 の DCO の場合は、永続 FastResync に加えて DRL（dirty region logging）も
サポートしているため、DCO プレックスはデータプレックスと切り離しておくことをお勧めし
ます。これにより、ボリュームに対する I/O の処理効率が向上し、DRL ログに障害許容力
が備わります。
図 5-7 に、ディスクグループのディスク上の DCO プレックスの位置が原因でディスクグ
ループを分割できないケースを示します。
p.436 の 「バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
p.353 の 「バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
p.58 の 「ボリュームスナップショット」 を参照してください。
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分割できるディスクグループと分割できないディスクグループの例

図 5-7
ボリューム
データ
プレックス

スナップショッ
トプレックス

DCO
プレックスが専用のディスク上にあり、ボリ
ュームデータを含むディスクに付随して移動
できるため、このディスクグループは分割で
きる。

分割

ボリューム DCO
プレックス

スナップ
ショット DCO
プレックス

ボリューム
データ
プレックス

スナップショッ
トプレックス

ボリューム
DCO
プレックス

ボリューム DCO
プレックス
スナップ
ショット DCO
プレックス
ボリューム
データ
プレックス

DCO
プレックスをボリュームに付随して移動
できないため、このディスクグループは
分割できない。1 つの解決策は、DCO
プレックスを再配置すること。この例で
は、再配置が必要な DCO プレックスを
スワップする際に、ディスクグループ内
の別のディスクを媒介として使う。ある
いは、DRL の処理効率と障害許容力を
向上させるために、DCO プレックスを
専用のディスクに割り当てる。

スナップショッ
トプレックス

?

分割

DCO
プレックスをボリュームに付随して移動
できるため、このディスクグループは分
割できる。ただし、「?」マークの付いた
ディスク部分のデータも同時に移動され
るため、あまり望ましくない。

?

ボリューム DCO
プレックス

スナップ
ショット DCO
プレックス
ボリューム 2
データプレック
ス

ボリューム 1
データプレックス

スナップショッ
トプレックス

?

?
スナップショッ
ト DCO
プレックス

ボリューム 1
DCO プレックス

このディスクグループを分割す
るとボリューム 2
のデータプレックスを格納して
いるディスクが切り離されるた
め、このディスクグループは分
割できない。考えられる解決策
は、スナップショットプレック
スを格納しているディスク、ま
たは移動できる別の適切なディ
スクにスナップショット DCO
プレックスを再配置すること。

ディスクグループ間のオブジェクト移動
一連の自己完結型 VxVM オブジェクトを、インポート済みソースディスクグループからイ
ンポート済みターゲットディスクグループに移動するには、次のコマンドを使います。
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# vxdg [-o expand] [-o override|verify] move sourcedg targetdg ¥
object ...
-o expand オプションを使うと、指定したオブジェクトまたはそれらが格納するオブジェク

トに関連付けられているサブディスクを格納する他のディスクもすべて移動対象になりま
す。
EMC 社のアレイ内のライセンスされているディスクを移動する場合、vxdg は、移動に関
係する各ディスクについてデフォルトで EMC ディスクの互換性検査を実行します。互換
性検査が問題なく終了すると、移動処理が実行されます。その後、vxdg が再び検査を
行い、互換性検査の実行後に設定が変更されていないことを確認します。設定が変更さ
れていた場合は、vxdg によって移動処理全体が再度実行されます。
メモ: -o override オプションと -o verify オプションは、EMC アレイを有効な
timefinder ライセンスで使っている場合にのみ使ってください。これらのいずれかのオプ
ションを指定したときに、アレイとライセンスの必要条件を満たしていない場合は、警告メッ
セージが表示され、操作は無視されます。
-o override オプションを指定すると、この検査をまったく行わずに移動処理を実行す

ることができます。
-o verify オプションを指定すると、移動するディスクのアクセス名が返されます。移動

処理は実行されません。
次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg と mydg の内容を示しています。
出力は 2 つのユーティリティフィールド、TUTIL0 と PUTIL0 を含んでいます。VxVM は
異なるコマンドとシマンテック製品の間のオブジェクトと通信を管理するためにこれらの
フィールドを作成します。TUTIL0 の値は一時的です。これらは再ブートで維持されませ
ん。PUTIL0 の値は永続的です。これらは再ブートで維持されます。
p.281 の 「サブディスクの属性変更」 を参照してください。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
csdd
dm rootdg06
sdf

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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dm
dm
dm
dm
v
pl
sd
pl
sd

mydg01
mydg05
mydg07
mydg08
vol1
vol1-01
mydg01-01
vol1-02
mydg05-01

sda
sde
sdg
sdh
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

次のコマンドは、ディスク mydg01 を指定することによって間接的に指定される一連の自
己完結型オブジェクトを、ディスクグループ mydg から rootdg に移動します。
# vxdg -o expand move mydg rootdg mydg01

移動を行うと、移動されたボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコマ
ンドを使って、ターゲットディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を行い
ます。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall

移動後の vxprint の出力は、mydg01 だけでなくボリューム vol1 および mydg05 も
rootdg に移動され、ディスクグループ mydg 内には、mydg07 および mydg08 のみが残っ
ていることを示しています。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm mydg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm mydg05
sde
dm rootdg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd mydg05-01
vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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dm mydg07
dm mydg08

sdg
sdh

-

17678493
17678493

-

-

-

-

また、次のコマンドを実行しても、同じ結果を得ることができます。
# vxdg move mydg rootdg mydg01 mydg05
# vxdg move mydg rootdg vol1

p.512 の 「共有ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

ディスクグループの分割
一連の自己完結型 VxVM オブジェクトを、インポート済み分割元のディスクグループか
ら新しいディスクグループに分割するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-o expand] [-o override|verify] split sourcedg targetdg ¥
object ...

p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。
次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg の内容を示しています。
出力は 2 つのユーティリティフィールド、TUTIL0 と PUTIL0 を含んでいます。VxVM は
異なるコマンドとシマンテック製品の間のオブジェクトと通信を管理するためにこれらの
フィールドを作成します。TUTIL0 の値は一時的です。これらは再ブートで維持されませ
ん。PUTIL0 の値は永続的です。これらは再ブートで維持されます。
p.281 の 「サブディスクの属性変更」 を参照してください。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm rootdg05
sde
dm rootdg06
sdf
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd rootdg01-01 vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd rootdg05-01 vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-
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次のコマンドは、ディスク rootdg07 および rootdg08 を rootdg から削除して、新しい
ディスクグループ mydg を形成します。
# vxdg -o expand split rootdg mydg rootdg07 rootdg08

分割を行うと、移動したボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコマン
ドを使って、新しく分割されたディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を
行います。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall

分割処理後の vxprint の出力には、新しいディスクグループ mydg が表示されます。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm rootdg05
sde
dm rootdg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd rootdg01-01 vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd rootdg05-01 vol1-02
Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

p.512 の 「共有ディスクグループの分割」 を参照してください。

ディスクグループの結合
すべての VxVM オブジェクトを、インポート済み結合操作元のディスクグループからイン
ポート済みディスクグループに結合するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-o override|verify] join sourcedg targetdg

p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。
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メモ: join 操作では、rootdg をソースディスクグループとして指定することはできません。
次に示す vxprint の出力は、ディスクグループ rootdg と mydg の内容を示しています。
出力は 2 つのユーティリティフィールド、TUTIL0 と PUTIL0 を含んでいます。VxVM は
異なるコマンドとシマンテック製品の間のオブジェクトと通信を管理するためにこれらの
フィールドを作成します。TUTIL0 の値は一時的です。これらは再ブートで維持されませ
ん。PUTIL0 の値は永続的です。これらは再ブートで維持されます。
p.281 の 「サブディスクの属性変更」 を参照してください。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY NAME
ASSOC
dg rootdg
rootdg
dm rootdg01
sda
dm rootdg02
sdb
dm rootdg03
sdc
dm rootdg04
sdd
dm rootdg07
sdg
dm rootdg08
sdh

KSTATE
-

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

Disk group: mydg
TY NAME
ASSOC
dg mydg
mydg
dm mydg05
sde
dm mydg06
sdf
v vol1
fsgen
pl vol1-01
vol1
sd mydg01-01
vol1-01
pl vol1-02
vol1
sd mydg05-01
vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

次のコマンドは、ディスクグループ mydg を rootdg に結合します。
# vxdg join mydg rootdg

結合処理を行うと、移動したボリュームは DISABLED 状態に初期設定されます。次のコ
マンドを使って、ターゲットディスクグループ内のボリュームのリカバリおよび再起動を行
います。
# vxrecover -g targetdg -m [volume ...]
# vxvol -g targetdg startall
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結合処理後の vxprint の出力では、ディスクグループ mydg は結合され、削除されてい
ます。
# vxprint
Disk group: rootdg
TY
dg
dm
dm
dm
dm
dm
dm
dm
dm
v
pl
sd
pl
sd

NAME
rootdg
mydg01
rootdg02
rootdg03
rootdg04
mydg05
rootdg06
rootdg07
rootdg08
vol1
vol1-01
mydg01-01
vol1-02
mydg05-01

ASSOC
rootdg
sda
sdb
sdc
sdd
sde
sdf
sdg
sdh
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
17678493
2048
3591
3591
3591
3591

PLOFFS
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

p.513 の 「共有ディスクグループの結合」 を参照してください。

ディスクグループの無効化
ディスクグループを無効にするには、ディスクグループ内のすべてのボリュームのマウン
トを解除して停止し、次のコマンドを使ってディスクグループをデポートします。
# vxdg deport diskgroup

ディスクグループを無効にしても、ディスクグループは実際には削除されません。この操
作では、システムによるディスクグループの使用が無効にされます。デポートされたディス
クグループ内のディスクは再使用または再初期化することができ、また、他のディスクグ
ループに追加したり、他のシステムにインポートして使うことも可能です。ディスクグルー
プへのアクセスを再び有効にするには、vxdg import コマンドを使います。

ディスクグループの破棄
vxdg コマンドには、システムからディスクグループを削除して、そのディスクグループ内

のディスクを再初期化のために解放する destroy オプションがあります。
# vxdg destroy diskgroup
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警告: このコマンドは、ディスク上のすべてのデータを破棄します。
ディスクグループを破棄すると、解放されたディスクを他のディスクグループで再び使え
るようになります。

破棄されたディスクグループのリカバリ
ディスクグループが誤って破棄された場合、ディスクグループのディスクが他で変更また
は再利用されていなければ、リカバリできます。
破棄されたディスクグループをリカバリするには

1

次のコマンドを入力して、ディスクグループ内のいずれかのディスクのグループ ID
（dgid）を確認します。
# vxdisk -s list disk_access_name

ディスクは、sdc などのディスクアクセス名で指定する必要があります。コマンドの出
力で、ディスクグループ ID を示す次のような行を探します。
dgid:

2

963504895.1075.bass

そのディスクグループ ID を使ってディスクグループをインポートします。
# vxdg import dgid

ディスクグループのアップグレード
Veritas Volume Manager 3.0 より前のリリースでは、ディスクグループのバージョンは
ディスクグループのインポート時に（必要に応じて）自動的にアップグレードされていまし
た。
メモ: プラットフォームによっては、最初のリリースは Veritas Volume Manager 3.0 また
は 3.2 です。
Veritas Volume Manager のリリース 3.0 からは、ディスクグループのインポートとその
バージョンのアップグレードの 2 つの操作は分離されています。旧バージョンからディス
クグループをインポートして、アップグレードせずに使うことができます。
新しい機能を使う場合は、ディスクグループをアップグレードすることができます。アップ
グレードは明示的な操作です。いったんアップグレードを行うと、そのディスクグループ
は、新しいバージョンをサポートしていない VxVM の旧リリースとの互換性がなくなりま
す。
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ディスクグループがアップグレードされるまで、引き続き、インポート元のリリースにデポー
トされる可能性があります。
最新バージョンの機能を使おうとしない限り、アップグレードが完了するまではディスクグ
ループを「そのまま」使えます。「ダウングレード」機能はありません。フェールオーバーま
たはオフホスト処理のために複数のサーバー間で共有されるディスクグループの場合は、
そのディスクグループを使う可能性のあるすべてのホスト上の VxVM リリースが、アップ
グレードしようとしているディスクグループのバージョンをサポートしていることを確認しま
す。
ディスクグループのインポート元のバージョンにはない最新バージョンの機能を使おうと
すると、次のようなエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxedit ERROR V-5-1-2829 Disk group version doesn't support
feature

新しい機能を使うには、vxdg upgrade コマンドを実行して、それらの機能をサポートす
るバージョンにディスクグループを明示的にアップグレードする必要があります。
各ディスクグループには、バージョン番号が関連付けられています。Veritas Volume
Manager の各リリースでは、それぞれ特定のディスクグループバージョンがサポートされ
ます。VxVM は、該当するバージョンのディスクグループをインポートして各種操作を実
行できます。実行できる操作は、そのディスクグループバージョンでサポートされている機
能および操作によって制限されます。
表 5-1 に、Veritas Volume Manager の各リリースで導入およびサポートされているディ
スクグループバージョンを示します。
表 5-1

ディスクグループバージョンの割り当て

VxVM リリース

導入されているディスクグループ サポートされているディスクグ
バージョン
ループバージョン

1.2

10

10

1.3

15

15

2.0

20

20

2.2

30

30

2.3

40

40

2.5

50

50

3.0

60

20-40, 60

3.1

70

20-70

3.1.1

80

20-80
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VxVM リリース

導入されているディスクグループ サポートされているディスクグ
バージョン
ループバージョン

3.2, 3.5

90

20-90

4.0

110

20-110

4.1

120

20-120

5.0

140

20-140

5.1

150

20-150

旧バージョンのディスクグループをアップグレードせずに Veritas Volume Manager シ
ステムにインポートした場合、そのバージョンのリリース以降に導入された機能は使えま
せん。
表 5-2 に、ディスクグループバージョン 20 から 150 でサポートされる機能の概略を示し
ます。
表 5-2

各ディスクグループバージョンでサポートされる機能

ディスクグループ サポートされる新機能
バージョン

サポートされる旧バージョンの機
能

150

SSD デバイスのサポート、ISP dg の 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110,
移行
120, 130, 140

140

データ移行、リモートミラー、コーディ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110,
ネータディスクグループ（VCS で使わ 120, 130
れる）、リンクボリューム、スナップショッ
ト LUN のインポート

130

■

120

■

VVR の拡張

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110,
120

A/P アレイのクラスタ全体の自動 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110
フェールバック
■ 永続 DMP ポリシー
■

共有ディスクグループ障害ポリ
シー
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ディスクグループ サポートされる新機能
バージョン
110

サポートされる旧バージョンの機
能

クロスプラットフォームデータシェ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
アリング（CDS）
■ デバイス検出層（DDL）2.0
■

ディスクグループ設定のバックアッ
プとリストア
■ 特殊ディスクグループとしての
rootdg の排除
■

フルサイズインスタントスナップ
ショットおよび領域最適化インスタ
ントスナップショット
■ インテリジェントストレージプロビ
ジョニング（ISP）
■ シリアルスプリットブレイン検出
■

■

90

ボリュームセット（複数のデバイス
ファイルシステムのサポート）

クラスタにおける Oracle データ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
ベースリシルバリングのサポート
■ ディスクグループの移動、分割お
よび結合
■ デバイス検出層（DDL）1.0
■

クラスタにおける階層化ボリュー
ムのサポート
■ 順次ディスク割り当て
■

OS に依存しないデバイス名前の
付け方のサポート
■ 永続 FastResync
■

80

■

VVR の拡張

20, 30, 40, 50, 60, 70

70

■

非永続 FastResync

20, 30, 40, 50, 60

■

シーケンシャル DRL

■

再配置の解除

■

VVR の拡張

■

オンライン再レイアウト

■

RAID 5 サブディスクの安全な移
動

■

SRVM（現在は Veritas Volume 20, 30, 40
Replicator または VVR と呼ばれ
る）

60

50

20, 30, 40
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ディスクグループ サポートされる新機能
バージョン

サポートされる旧バージョンの機
能

40

■

ホットリロケーション

20, 30

30

■

VxSmartSync Recovery
Accelerator

20

20

■

DRL（dirty region logging）

ディスクグループ設定コピーの制
限
■ ミラーボリュームログ
■

■

新スタイルのストライプ

■

RAID 5 ボリューム

■

リカバリのチェックポインティング

ディスクグループのバージョンを表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list dgname

また、vxprint コマンドの -l フォーマットオプションを使ってディスクグループのバージョ
ンを判定することもできます。
現在稼動している VxVM のリリースがサポートしている最も新しいバージョンにディスクグ
ループをアップグレードするには、次のコマンドを使います。
# vxdg upgrade dgname

デフォルトでは、VxVM は、そのリリースがサポートしている最も新しいバージョンのディ
スクグループを作成します。たとえば、Veritas Volume Manager 5.1 は、ディスクグルー
プをバージョン 150 で作成します。
時には、古いバージョンのディスクグループを作成する必要が生じることがあります。
Veritas Volume Manager 5.1 が稼動しているシステムで作成されるディスクグループの
デフォルトのディスクグループバージョンは 150 です。Veritas Volume Manager 4.1 が
稼動しているシステムの場合、そのリリースではバージョン 120 までしかサポートされてい
ないため、このディスクグループをインポートすることはできません。このため、Veritas
Volume Manager 5.1 が稼動しているシステムで作成したディスクグループを Veritas
Volume Manager 4.1 が稼動しているシステムにインポートできるようにするには、バー
ジョン 120 以前のディスクグループを作成する必要があります。
旧バージョンのディスクグループを作成するには、vxdg init コマンドに -T version
オプションを指定します。
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VxVM の設定デーモンの管理
VxVM 設定デーモン（vxconfigd）は、VxVM コマンドとカーネルデバイスドライバ間の
インターフェースを提供します。vxconfigd は VxVM ユーティリティからの設定変更要
求を処理し、その変更要求を VxVM カーネルに伝え、ディスクに保存されている設定情
報を変更します。また、システムの起動時に VxVM を初期化します。
vxdctl コマンドは、vxconfigd デーモンに対するコマンドラインインターフェースです。

vxdctl は、次の目的に使えます。
■ vxconfigd
■

デーモンの動作の制御

システム全体でのデフォルトのディスクグループ定義の変更

VxVM 4.0 以降のリリースでは、ディスクアクセスレコードは /etc/vx/volboot ファイル
に保存されません。非永続ディスクアクセスレコードは、システムの起動時にディスクをス
キャンして作成されます。simple および nopriv ディスクの永続ディスクアクセスレコー
ドは、root ファイルシステムの /etc/vx/darecs ファイルに保存されます。vxconfigd
デーモンは、このファイルの内容を読み取って、そのディスクグループのディスクと設定
データベースを検索します
/etc/vx/darecs ファイルには、自動設定できない外部デバイスの定義も保存されます。

これらのエントリを追加するには、vxddladm addforeign コマンドを使います。
vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。

システムが DMP を使うように設定されている場合は、vxdctl コマンドを次の目的にも使
えます。
■

DMP データベースを再設定して、システムに新たに接続されたディスクデバイスまた
は削除されたディスクデバイスを含める。

■ /dev/vx/dmp
■

と /dev/vx/rdmp ディレクトリに DMP デバイスノードを作成する。

アクティブ/パッシブディスクアレイのパス型の変更を DMP データベースに反映する。
プライマリとセカンダリ間のパス型の変更には、ディスクアレイのベンダーが提供する
ユーティリティを使います。

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクグループ設定データのバックアップとリストア
ディスクグループ設定のバックアップとリストアの機能を実行すると、ディスクグループと、
ディスクグループ内に設定されたボリュームなどの VxVM オブジェクトの設定データすべ
てをバックアップおよび復元できます。vxconfigbackupd デーモンは、VxVM 設定の変
更を監視し、設定が変更されると自動的に設定変更を記録します。ディスクグループの
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VxVM 設定のバックアップおよびリストア用に、vxconfigbackup と vxconfigrestore
という 2 つのユーティリティが用意されています。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
vxconfigbackup（1M）マニュアルページを参照してください。
vxconfigrestore（1M）マニュアルページを参照してください。

vxnotify による設定の変更の監視
vxnotify ユーティリティを使って、ディスクに関連するイベントや、vxconfigd 設定デー

モンで管理される設定の変更を監視することができます。VxVM クラスタ機能が有効なシ
ステムで vxnotify を実行すると、そのシステムのクラスタ状態の変更に関連するイベン
トが表示されます。vxnotify ユーティリティでは、要求されたイベントタイプの表示を、強
制終了されるか、指定された数のイベントを受け取るか、または指定された期間が経過す
るまで続けます。
検出される設定イベントは、コントローラ、パスおよび DMP ノードの有効化と無効化、
RAID 5 ボリュームの縮退モードへの移行、ディスク、プレックスおよびボリュームの切断、
ノードとクラスタの結合と切断などです。
たとえば、ディスク、プレックスおよびボリュームが切断された場合にそれらに関する情報
をすべて表示するには、次の vxnotify コマンドを実行します。
# vxnotify -f

共有ディスクグループのインポートとデポートなど、クラスタ設定の変更に関する情報を表
示するには、次のコマンドを実行します。
# vxnotify -s -I
vxnotify（1M）マニュアルページを参照してください。

ISP ディスクグループの使用
ISP（Intelligent Storage Provisioning）機能は 5.0 MP3 までサポートされており、VxVM
5.1 リリースからは推奨されていません。ISP ディスクグループがある場合には、次のコマ
ンドを使ってそれらをインポートできます。
# vxdg import ISP_diskgroup

ディスクグループが ISP ディスクグループかどうか調べるには、次のコマンドを使ってスト
レージプールの存在を確認する必要があります。
# vxprint
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サンプル出力:
Disk group: mydg
TY NAME
dg mydg

ASSOC
mydg

KSTATE
-

LENGTH
-

PLOFFS STATE
TUTIL0 PUTIL0
ALLOC_SUP -

dm mydg2
dm mydg3

ams_wms0_359 ams_wms0_360 -

4120320 4120320 -

-

-

-

st mypool
dm mydg1

ams_wms0_358 -

4120320 -

DATA
-

-

-

v myvol0
fsgen
pl myvol0-01 myvol0
sd mydg1-01 myvol0-01

ENABLED 20480
ENABLED 20480
ENABLED 20480

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

v myvol1
fsgen
pl myvol1-01 myvol1
sd mydg1-02 myvol1-01

ENABLED 20480
ENABLED 20480
ENABLED 20480

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

出力例では、st mypool が、mydg は ISP ディスクグループであることを示しています。
ディスクグループ内の ISP ボリュームは、アップグレードされるまですべての設定変更が
許可されません。ISP ボリュームに対して拡張/縮小、ミラーの追加、ディスクグループの
分割/結合などの操作を試みると、次のエラーが表示されます。
This disk group is a ISP disk group. Dg needs to be migrated to
non-ISP dg to allow any configuration changes. Please upgrade
the dg to perform the migration.

メモ: ISP ディスクグループ内の非 ISP ボリュームや VxVM ボリュームは影響を受けませ
ん。
ディスクグループは次のコマンドを使ってアップグレードできます。
# vxdg upgrade ISP_diskgroup

ISP ディスクグループをアップグレードした後、すべての ISP ボリュームは非 ISP ボリュー
ムに変換され、ISP 専用のオブジェクトは削除されます。st プール、ボリュームテンプレー
ト、ケイパビリティ、ルールなどが ISP 専用のオブジェクトです。この操作は非 ISP ボリュー
ムには影響を与えません。
アップグレードしないで ISP ディスクグループに対してまだ機能する操作は次のとおりで
す。

272

第 5 章 ディスクグループの作成と管理
ISP ディスクグループの使用

■

ボリュームタグの設定、削除、置換。
p.332 の 「ボリューム管理について」 を参照してください。

■

ボリューム、dg、プレックスなどの VxVM オブジェクトの名前変更。

■

プレックスの接続と切断。

■

インテント情報は失われますが vxconfigbackup と vxconfigrestore のコマンドを
使えます。

メモ: ISP ディスクグループをアップグレードすることで、インテントとストレージプールの情
報がすべて失われます。この条件を許容できる場合のみ、ディスクグループをアップグ
レードしてください。

6
サブディスクとプレックスの
作成と管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

サブディスクについて

■

サブディスクの作成

■

サブディスク情報の表示

■

サブディスクの移動

■

サブディスクの分割

■

サブディスクの結合

■

サブディスクとプレックスの関連付け

■

ログサブディスクの関連付け

■

サブディスクとプレックスの関連付けの解除

■

サブディスクの削除

■

サブディスクの属性変更

■

プレックスについて

■

プレックスの作成

■

ストライプ化プレックスの作成

■

プレックス情報の表示

■

プレックスの接続および関連付け
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■

プレックスのオフライン化

■

プレックスの関連付け解除

■

プレックスの再接続

■

プレックスの移動

■

プレックスへのボリュームのコピー

■

プレックスの関連付け解除と削除

■

プレックスの属性変更

サブディスクについて
サブディスクは Veritas Volume Manager（VxVM）設定における低レベルの構成要素
であり、プレックスやボリュームの作成に必要です。
サブディスクは、vxassist コマンドを使うと自動的に作成されます。
p.301 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。
メモ: 大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。

サブディスクの作成
サブディスクなどの VxVM オブジェクトの作成には、vxmake コマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] sd subdisk diskname,offset,length

ここで、subdisk はサブディスク名、diskname はディスク名、offset はディスク内におけ
るサブディスクの開始点（オフセット）、length はサブディスクのサイズです。
たとえば、ディスク mydg02 の先頭から開始し、サイズが 8000 セクタのサブディスク
mydg02-01 をディスクグループ mydg 内に作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg sd mydg02-01 mydg02,0,8000

メモ: VxVM コマンドのデフォルトサイズの単位はいずれも s（セクタ）です。サイズ単位を
変更するには、接尾辞（KB は k、MB は m、ギガバイトは g など）を追加します。たとえば、
500m は 500 MB を表します。
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新しいサブディスクを使ってボリュームを構築する場合は、サブディスクをプレックスに関
連付ける必要があります。
p.277 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
サブディスクは、すべてのプレックスレイアウト（連結、ストライプ、RAID 5）で同様に作成
されます。

サブディスク情報の表示
vxprint コマンドを実行すると、VxVM オブジェクトの情報が表示されます。すべてのサ

ブディスクの一般情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -st
-s オプションを指定すると、サブディスクに関する情報が表示されます。-t オプションを

指定すると、リストするオブジェクトのタイプに応じて 1 行の出力レコードが表示されます。
出力例を次に示します。
SD
SV
sd
sd

NAME
PLEX
NAME
PLEX
mydg01-01 vol1-01
mydg02-01 vol2-01

DISK
DISKOFFS LENGTH [COL/]OFF DEVICE
MODE
VOLNAME NVOLLAYR LENGTH [COL/]OFF AM/NM
MODE
mydg01 0
102400 0
sdc ENA
mydg02 0
102400 0
sdd ENA

特定のサブディスクの詳細情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -l subdisk

たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg 内のサブディスク mydg02-01
に関する情報がすべて表示されます。
# vxprint -g mydg -l mydg02-01

このコマンドの出力は次のようになります。
Disk group: mydg
Subdisk:
info:
assoc:
flags:
device:

mydg02-01
disk=mydg02 offset=0 len=205632
vol=mvol plex=mvol-02 (offset=0)
enabled
device=sdd path=/dev/vx/dmp/sdd diskdev=32/68
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サブディスクの移動
サブディスクを移動すると、サブディスクのディスク領域の内容が 1 つ以上の別のサブ
ディスクへコピーされます。移動するサブディスクがプレックスと関連付けられている場合、
もとのサブディスクに格納されているデータは新しいサブディスクへコピーされます。古い
サブディスクとプレックスの関連付けは解除され、新しいサブディスクがそのプレックスと
関連付けられます。関連付けはもとのサブディスクと同じプレックス内のオフセットで行わ
れます。サブディスクを移動するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] mv old_subdisk new_subdisk [new_subdisk ...]

たとえば、ディスクグループ mydg 内の mydg03 を退避する場合、mydg12 の 2 つのサブ
ディスクに十分な余裕があるときは、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg mv mydg03-01 mydg12-01 mydg12-02

サブディスクの移動を正しく行うためには、次の条件を満たす必要があります。
■

移動元と移動先のサブディスクが同じサイズであること。

■

移動元のサブディスクが ACTIVE 状態の（ENABLED カーネル状態の）ボリュームの
ACTIVE 状態のプレックスの一部であること。

■

移動先のサブディスクがどのプレックスとも関連付けられていないこと。

サブディスクは、ホットリロケーション後に手動でも移動できます。
p.474 の 「再配置されたサブディスクの移動」 を参照してください。

サブディスクの分割
サブディスクの分割とは、既存のサブディスクを 2 つの異なるサブディスクに分けることを
指します。サブディスクを分割するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -s size split subdisk newsd1 newsd2

ここで、subdisk はもとのサブディスクの名前、newsd1 は作成する 2 つのサブディスクの
うち 1 つ目のサブディスクの名前、newsd2 は作成する 2 つ目のサブディスクの名前で
す。
-s オプションには、作成する 2 つのサブディスクのうち、1 つ目のサブディスクのサイズ

を指定する必要があります。2 つ目のサブディスクは、もとのサブディスクが使っていた領
域の残りの部分を占有します。
もとのサブディスクがタスクの実行前にプレックスと関連付けられている場合、作成された
サブディスクは両方とも、分割の完了時に同じプレックスと関連付けられます。
もとのサブディスクを 3 つ以上のサブディスクに分割する場合は、作成されたサブディス
クに対して必要な回数だけコマンドを繰り返します。
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たとえば、2000 MB のサブディスク mydg03-02 を、ディスクグループ mydg 内のサブディ
スク mydg03-02、mydg03-03、mydg03-04 および mydg03-05 に分割し、各サイズを 500
MB にするには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg -s 1000m split mydg03-02 mydg03-02 mydg03-04
# vxsd -g mydg -s 500m split mydg03-02 mydg03-02 mydg03-03
# vxsd -g mydg -s 500m split mydg03-04 mydg03-04 mydg03-05

サブディスクの結合
サブディスクの結合とは、2 つ以上の既存のサブディスクをまとめて 1 つのサブディスク
を作成することを指します。サブディスクを結合するには、サブディスクが同じディスク上
で連続している必要があります。選択したサブディスクに関連付けが設定されている場合
は、各サブディスクが同じプレックスと関連付けられており、そのプレックス内で連続して
いる必要があります。複数のサブディスクを結合するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] join subdisk1 subdisk2 ... new_subdisk

たとえば、連続するサブディスク mydg03-02、mydg03-03、mydg03-04 および mydg03-05
を、ディスクグループ mydg 内のサブディスク mydg03-02 として結合するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxsd -g mydg join mydg03-02 mydg03-03 mydg03-04 mydg03-05 ¥
mydg03-02

サブディスクとプレックスの関連付け
サブディスクをプレックスと関連付けると、プレックス内の特定のオフセットに、サブディス
クに応じた一定量のディスク領域が配置されます。サブディスクの占有領域は、完全に別
のサブディスクの占有領域と重ならないようにする必要があります。サブディスクをプレッ
クスと関連付ける方法は、設定全体の状態によって異なります。
特定のプレックスに必要なサブディスクがすべて作成済みである場合、プレックス作成時
にサブディスクを関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk,...

たとえば、プレックス home-1 を作成し、ディスクグループ mydg 内のサブディスク
mydg02-01、mydg02-00、mydg02-02 をプレックス home-1 と関連付けるには、次のコマ
ンドを使います。
# vxmake -g mydg plex home-1 sd=mydg02-01,mydg02-00,mydg02-02

サブディスクは、オフセット 0 から順に関連付けられます。このタイプのコマンドを使うと、
複数のコマンドを指定してプレックスを作成し、さらにそのプレックスと各サブディスクを関
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連付ける操作が必要なくなります。この例では、サブディスクは（sd= の右側に）リストした
順番でプレックスと関連付けられます。mydg02-01 として定義されたディスク領域が 1 番
目、mydg02-00 が 2 番目、mydg02-02 が 3 番目です。初回設定時には、この方法でサ
ブディスクを関連付けると便利です。
サブディスクは既存のプレックスと関連付けることもできます。1 つ以上のサブディスクを
既存のプレックスと関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] assoc plex subdisk1 [subdisk2 subdisk3 ...]

たとえば、サブディスク mydg02-01、mydg02-00、mydg02-02 を、プレックス home-1 と関
連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg assoc home-1 mydg02-01 mydg02-00 mydg02-01

プレックスが空でない場合は、コマンドに -l オプションを指定した場合を除き、プレックス
と関連付けられているサブディスクの後に新しいサブディスクが追加されます。-l オプ
ションを指定した場合は、プレックス内の特定のオフセットにサブディスクが関連付けられ
ます。
-l オプションが必要となるのは、特定ボリューム用の既成のスパースプレックス（サブディ

スクにマップされないアドレス領域が存在するプレックス）を完全なプレックスにする場合
です。プレックスを完全にするには、スパースプレックスの空白部分と正確に一致するサ
イズのサブディスクを作成する必要があります。次に、プレックス内の空白部分の先頭を
offset に指定し、次のコマンドを使ってサブディスクとプレックスを関連付けます。
# vxsd [-g diskgroup] -l offset assoc sparse_plex exact_size_subdisk

たとえば、次のコマンドは、サブディスク mydg15-01 をプレックス vol10-01 に、4096 ブ
ロックのオフセットから挿入します。
# vxsd -g mydg -l 4096b assoc vol10-01 mydg15-01

メモ: サブディスクは、正確なサイズになっている必要があります。VxVM では、2 つのサ
ブディスクに定義した領域をプレックス内で重複させることはできません。
ストライプ化プレックスや RAID 5 プレックスの場合、サブディスクを追加するカラム番号
やカラムオフセットを指定するには、次のコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -l column_#/offset assoc plex subdisk ...

ストライプ化プレックスで、-l オプションに指定されている数字が 1 つのみの場合、この
数字はカラム番号と解釈され、サブディスクはそのカラムの末尾に関連付けられます。
たとえば、次のコマンドは、サブディスク mydg11-01 をプレックス vol02-01 のカラム 1
の末尾に追加します。

第 6 章 サブディスクとプレックスの作成と管理
ログサブディスクの関連付け

# vxsd -g mydg -l 1 assoc vol02-01 mydg11-01

ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュームにおいて N 個の各カラムの末尾に M 個の
サブディスクを追加する場合は、次の形式で vxsd コマンドを使うこともできます。
# vxsd [-g diskgroup] assoc plex subdisk1:0 ... subdiskM:N-1

次の例は、ディスクグループ mydg 内のストライプ化プレックス vol-01 において 3 つの
カラムの末尾に 3 つのサブディスクを追加する方法を示しています。
# vxsd -g mydg assoc vol01-01 mydg10-01:0 mydg11-01:1 mydg12-01:2

サブディスクがプレックス内の空白部分を満たしている（ボリュームの論理アドレス領域を
サブディスクがマップしている）処理中、そのサブディスクは無効と見なされます。ボリュー
ムが有効な場合は、関連付け操作によってサブディスク上のデータが再生成されます。
ボリュームが有効でない場合は、サブディスクは無効とマークされ、ボリュームの起動時
に修復されます。

ログサブディスクの関連付け
ログサブディスクは、DRL（dirty region logging）が有効になっているボリュームを構成
するプレックスの 1 つとして定義され、追加されます。DRL は、ボリュームがミラーボリュー
ムであり、1 つ以上のサブディスクを保有する場合に有効になります。
警告: 1 つのプレックスと関連付けられるログサブディスクは 1 つのみです。このログサブ
ディスクには頻繁に書き込みが行われるため、使用頻度の高くないディスクに配置するよ
う注意が必要です。使用頻度の高いディスク上にログサブディスクを配置するとシステム
の処理効率が低下する場合があります。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。
p.506 の 「クラスタ環境での DRL」 を参照してください。
ログサブディスクは、通常のプレックスポリシーに関しては無視され、DRL の保持にのみ
使われます。
警告: バージョン 20 の DCO ボリュームのレイアウト内には DRL の領域が含まれます。
バージョン 20 の DCO ボリュームが関連付けられたボリュームのあるログサブディスクを
操作するための手順は実行しないでください。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ログサブディスクを既存のプレックスに関連付けるには、次のコマンドを使います。
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# vxsd [-g diskgroup] aslog plex subdisk

ここで subdisk は、ログサブディスクに使う名前です。プレックスは、DRL（dirty region
logging）が有効になる前にミラーボリュームと関連付けておく必要があります。
たとえば、ログサブディスク mydg02-01 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01
にすでに関連付けられているプレックス vol01-02 と関連付けるには、次のコマンドを使
います。
# vxsd -g mydg aslog vol01-02 mydg02-01

次のコマンドを使って、ログサブディスクを既存のボリュームに追加することもできます。
# vxassist [-g diskgroup] addlog volume disk

このコマンドを実行すると、指定ボリュームの指定ディスク上のログプレックス内に、ログサ
ブディスクが自動的に作成されます。

サブディスクとプレックスの関連付けの解除
サブディスクと、サブディスクが属するプレックスの間に形成された関係を絶つには、サブ
ディスクとプレックスの関連付けを解除します。サブディスクを削除したり別のプレックスで
使うと、そのサブディスクの関連付けは解除されます。サブディスクの関連付けを解除す
るには
# vxsd [-g diskgroup] [-o force] dis subdisk

たとえば、サブディスク mydg02-01 に対して、ディスクグループ mydg 内の、現在関連付
けられているプレックスとの関連付けを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxsd -g mydg dis mydg02-01

さらに、関連付けを解除したサブディスクを VxVM の制御下から削除するには、次の形
式でコマンドを使います。
# vxsd [-g diskgroup] -o rm dis subdisk

警告: サブディスクがボリュームのアドレス領域をマップしているときに、関連付けを解除
するとボリュームが DEGRADED モードになる場合があります。この場合、vxsd dis コマ
ンドを実行すると警告が表示され、操作を完了するには -o force オプションを使って強
制的に実行する必要があります。他に同じストライプ上の別のサブディスクが使用不可で
あるか見つからず、ボリュームが空かつ DISABLED カーネル状態でないためにサブディ
スクを削除するとボリュームが使えなくなる場合もあります。この操作は実行できません。
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サブディスクの削除
サブディスクを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] rm subdisk

たとえば、サブディスク mydg02-01 をディスクグループ mydg から削除するには、次のコ
マンドを使います。
# vxedit -g mydg rm mydg02-01

サブディスクの属性変更
警告: データの損失を回避するには、細心の注意を払ってサブディスクの属性を変更し
てください。
vxedit コマンドは、サブディスクとその他の VxVM オブジェクトの属性を変更します。サ

ブディスクの属性を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set attribute=value ... subdisk ...
vxedit コマンドを使って変更できるサブディスクのフィールドには次のものが含まれま

す。
name

サブディスクの名前。

putiln

異なるコマンドとシマンテック製品の間でオブジェクトと通信の管理に使われる永続的
なユーティリティフィールド。
putiln フィールドの属性は再ブート後も保持されます。putiln フィールドは次のよ
うに編成されています。
■

putil0 は VxVM によって設定されます。

putil1 は、Storage Foundation Manager（SFM）や Veritas Enterprise
Administrator（VEA）コンソールなど、他のシマンテック製品によって設定されま
す。
■ putil2 は、ユーザーがサイト固有の目的の設定に使えます。
■

コマンドが操作の途中で停止した場合は、これらのフィールドをクリーンアップする必要
がある場合もあります。
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tutiln

異なるコマンドとシマンテック製品の間でオブジェクトと通信の管理に使われる非永続
的（一時的）なユーティリティフィールド。
tutiln フィールドの属性は再ブート後も保持されます。tutiln フィールドは次のよ
うに編成されています。
■

tutil0 は VxVM によって設定されます。

tutil1 は Veritas Enterprise Administrator（VEA）などの他のシマンテック製
品によって設定されます。
■ tutil2 は、ユーザーがサイト固有の目的の設定に使えます。
■

コマンドが操作の途中で停止した場合は、これらのフィールドをクリーンアップする必要
がある場合もあります。
len

サブディスクのサイズ。この値は、Veritas Volume Manager の標準サイズの数値で
す。
vxintro（1M）マニュアルページを参照してください。
サブディスクのサイズを変更できるのはサブディスクの関連付けが解除された場合のみ
です。ディスクの終わりを越える超えるポイントや、別のディスクの予約済みディスク領
域と重なるポイントまでサブディスクのサイズを拡大することはできません。

comment コメント。

たとえば、ディスクグループ mydg 内のサブディスク mydg02-01 の comment フィールド
を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit -g mydg set comment="subdisk comment" mydg02-01

特定のサブディスクがプレックスと関連付けられないようにするには、次のコマンドのよう
に、putil0 フィールドに null でない文字列を設定します。
# vxedit -g mydg set putil0="DO-NOT-USE" mydg02-01
vxedit（1M）のマニュアルページを参照してください。

プレックスについて
プレックスとは、物理ディスクサイズなどの制約を受けないディスク領域エリアを作成する
論理サブディスク群です。ディスクデータの複製（ミラー）は、1 つのボリュームに複数の
データプレックスを作成することによって設定されます。ミラーボリューム内の各データプ
レックスには、ボリュームデータと同一のコピーが格納されます。各データプレックスは他
のプレックスとは別のディスクに存在する必要があるため、ミラー化によって複製を作成す
ると、ディスクサブシステムの障害が 1 か所で起きる場合に、データの損失を回避するこ
とができます。複数のデータプレックスの場合も、データの統合性や信頼性が向上しま
す。
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プレックスは、vxassist コマンドを使ってボリュームを作成すると、自動的に作成されま
す。
p.274 の 「サブディスクについて」 を参照してください。
p.301 の 「ボリュームの作成」 を参照してください。
メモ: 大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。

プレックスの作成
プレックスなどの VxVM オブジェクトの作成には、vxmake コマンドを使います。プレック
スを作成するときには、プレックスに関連付けるサブディスクを指定する必要があります。
既存のサブディスクからプレックスを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk1[,subdisk2,...]

たとえば、ディスクグループ mydg 内の既存の 2 つのサブディスク mydg02-01 と
mydg02-02 を使って、コンカチネイテッドプレックス vol01-02 を作成するには、次のコ
マンドを使います。
# vxmake -g mydg plex vol01-02 sd=mydg02-01,mydg02-02

ストライプ化プレックスの作成
ストライプ化プレックスを作成するには、属性を追加して指定する必要があります。たとえ
ば、ディスクグループ mydg に、ストライプ幅が 32 セクタ、2 カラムのストライプ化プレック
ス pl-01 を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg plex pl-01 layout=stripe stwidth=32 ncolumn=2 ¥
sd=mydg01-01,mydg02-01

プレックスを使ってボリュームを構築するには、プレックスとボリュームを関連付ける必要
があります。
p.288 の 「プレックスの接続および関連付け」 を参照してください。

プレックス情報の表示
プレックスを一覧表示するとボリュームの構築に使える空きプレックスを確認できます。す
べてのプレックスについての情報を一覧表示するには、vxprint コマンドにプレックス（p）オプションを使います。
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システムのすべてのプレックスに関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxprint -lp

特定のプレックスに関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -l plex
-t オプションは、プレックスに関する情報を 1 行で出力します。空きプレックスを一覧表

示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -pt

次の項では、vxprint 出力の［状態（STATE）］フィールドに表示される可能性のある各
種プレックス状態が示す内容を説明します。

プレックス状態
プレックス状態は、プレックスが完全であるかどうか、またボリュームの内容と同一のコピー
（ミラー）であるかどうかを表します。VxVM ユーティリティは、プレックス状態を自動的に
管理します。ただし、変更したボリュームの内容が書き込みできない場合や、プレックスが
そのボリュームと関連付けられている場合、ユーザーはプレックスの状態を変更できます。
たとえば、あるプレックスを配置したディスク上で障害が発生し始めた場合、そのプレック
スを一時的に無効にすることができます。
プレックスをあらかじめボリュームに関連付ける必要はありません。プレックスは、vxmake
plex コマンドで作成してから、後でボリュームに接続できます。
VxVM ユーティリティではプレックス状態を次の目的で使います。
■

ボリュームの内容が初期化され認識されている状態になっているかどうか示す

■

プレックスにボリュームの内容の有効なコピー（ミラー）が含まれているかどうかを判別
する

■

システム障害時に使われていたプレックスを追跡する

■

プレックスに対する操作を監視する

この項では、個別のプレックス状態を詳しく説明します。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
表 6-1 に、プレックスに関連付けられる状態を示します。
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表 6-1

プレックス状態

状態（State）

説明

ACTIVE

プレックスが ACTIVE 状態になるのは、次の場合があります。
ボリュームが起動しており、プレックスが通常のボリューム入出力に完全
に関与している（ボリュームの内容が変更されるとプレックスの内容が変
更される）場合
■ システムクラッシュの結果ボリュームが停止しており、クラッシュ時にプレッ
クスが ACTIVE だった場合
■

後者の場合、システム障害によりプレックスの内容は不整合な状態のまま残
ります。ボリュームの起動時に、VxVM はリカバリ作業を行い、ACTIVE と設
定されたプレックスの内容が同じになるようにします。
システムが正常に実行されている場合、ACTIVE はあらゆるボリュームおよ
びプレックスで最もよく目にする状態です。
CLEAN

プレックスが CLEAN 状態になるのは、プレックスにボリュームの内容と同一
のコピー（ミラー）が含まれていることがわかっており、ボリュームが何らかの
操作により無効になっている場合です。その結果、ボリュームのすべてのプ
レックスが CLEAN 状態である場合、ボリュームの起動時にすべてのプレッ
クスを一致させるための操作は不要です。

DCOSNP

この状態は、ボリュームに接続しているデータ変更オブジェクト（DCO）プレッ
クスをスナップショットプレックスが使うことにより、スナップショット操作中に
DCO ボリュームを作成していることを表します。

EMPTY

ボリュームを作成すると、ボリュームに関連付けられたプレックスはすべて
EMPTY 状態に設定され、プレックスが初期化されていないことが示されま
す。

IOFAIL

IOFAIL プレックス状態は永続状態ログと関連付けられています。
vxconfigd デーモンでは、修正不可能な I/O 障害を ACTIVE プレックス
上で検出すると、このプレックスを IOFAIL 状態にし、ボリューム起動時のリ
カバリ選択プロセスでそのプレックスが選択されないようにします。
この状態は、プレックスの内容がボリュームと同期しておらず、完全なリカバ
リが必要であることを表します。このプレックスと関連付けられている 1 つ以
上のディスクを交換する必要がある可能性があります。

LOG

DRL（dirty region logging）プレックスまたは RAID 5 ログプレックスは常に
LOG に設定されます。
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状態（State）

説明

OFFLINE

vxmend off タスクは、プレックスを OFFLINE 状態に設定して、ボリューム
からプレックスを完全に切断します。切断したプレックスはボリュームとの関
連付けを保持したままですが、ボリュームに変更が加えられても OFFLINE
プレックスは更新されません。プレックスがオンラインになり vxplex att
で再接続されるまで、そのプレックスは更新されません。プレックスがオンラ
インになり、再接続されると、そのプレックスは STALE 状態になり、次に
vxvol start 操作を実行する際にプレックスの内容のリカバリが実行され
ます。

SNAPATT

この状態は、snapstart 操作による接続処理中のスナップショットプレックス
を表します。接続が完了すると、プレックスの状態は SNAPDONE になりま
す。接続が完了する前にシステム障害が発生した場合、プレックスとそのサ
ブディスクはすべて削除されます。

SNAPDIS

この状態は、接続処理が完了したスナップショットプレックスを表します。この
状態のプレックスは、vxplex snapshot コマンドでスナップショットボリュー
ムに変更することができます。接続が完了する前にシステム障害が発生した
場合、プレックスとボリュームの関連付けは解除されます。
vxplex（1M）マニュアルページを参照してください。

SNAPDONE

SNAPDONE プレックス状態は、スナップショットプレックスが vxassist
snapshot を使ってスナップショットを実行する準備ができていることを表し
ます。

SNAPTMP

SNAPTMP プレックス状態は、ボリュームでスナップショットの準備ができて
いるときに vxassist snapstart 操作が実行中であることを表します。

STALE

プレックスが保持するボリューム内容が不完全または最新のものではない可
能性がある場合、このプレックスは STALE 状態になります。プレックス上で
I/O エラーが発生した場合も、カーネルによってそのプレックスの内容の使
用および更新が停止され、プレックスは STALE 状態に設定されます。
vxplex att 操作では、ACTIVE プレックスから STALE プレックスの内容
が修復されます。原子コピー操作では、ボリュームの内容が STALE プレッ
クスにコピーされます。システム管理者は、vxplex det 操作により、プレッ
クスを強制的に STALE 状態に設定することができます。
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状態（State）

説明

TEMP

プレックスを TEMP 状態に設定すると、原子操作を正しく実行できない一定
のプレックス操作が容易になります。たとえば、あるプレックスを有効なボ
リュームに接続するには、プレックスが完全に接続される前に、ボリューム内
容をプレックスにコピーする必要が生じる場合があります。
ユーティリティによって、このような操作の開始時にはプレックスが TEMP 状
態に設定され、操作終了時には適切な状態に設定されます。何らかの理由
でシステムに障害が発生した場合、TEMP プレックス状態により操作が未完
了であることが示されます。後で、vxvol start を実行すると、TEMP 状
態のプレックスの関連付けは解除されます。

TEMPRM

TEMPRM プレックス状態は、TEMP 状態と似ていますが、操作が完了する
と、TEMPRM プレックスは削除されます。サブディスク操作には、一時プレッ
クスが必要なものもあります。たとえば、あるサブディスクをプレックスと関連
付けると、実際にサブディスクを関連付ける前に、サブディスクをボリューム
内容に合わせて更新することが必要な場合があります。更新する際には、操
作が完了し、TEMPRM プレックスが削除されるまで、サブディスクを
TEMPRM 状態の一時プレックスと関連付ける必要があります。
何らかの理由でシステムに障害が発生した場合、TEMPRM 状態で操作が
正常に完了しなかったことが示されます。後の操作により、TEMPRM プレッ
クスは関連付けが解除され、削除されます。

TEMPRMSD

TEMPRMSD プレックス状態は、新しいデータプレックスをボリュームに接続
するときに vxassist によって使われます。同期化の操作が完了しない場
合、プレックスとそのサブディスクは削除されます。

プレックス状態フラグ
表 6-2 に、vxprint により STATE フィールドに表示されるプレックス状態フラグを示しま
す。
表 6-2

プレックス状態フラグ

状態フラグ

説明

IOFAIL

通常のボリューム入出力時に入出力障害が検出されたため、プレックスが切
断されています。このプレックスの内容はボリュームと同期していないため、
完全なリカバリ処理が必要です。この状態が検出されると、多くの場合は、
システムに存在するディスクをいずれか 1 つ交換する必要があります。

NODAREC

プレックス内のいずれかのサブディスクに対応する物理ディスクが見つかり
ません。これは、物理ディスクに障害が発生して認識できなくなったか、物理
ディスクが既知のアクセスパスに接続されていないことを意味します。この場
合プレックスは、状況が解決するか、影響を受けたサブディスクの関連付け
が解除されるまで、使えません。
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状態フラグ

説明

NODEVICE

プレックスに関連付けられているサブディスクのディスクメディアレコードで、
ディスク ID に対応する物理デバイスが見つかりません。この場合プレックス
は、状況が解決するか、影響を受けたサブディスクの関連付けが解除される
まで、使えません。

RECOVER

ディスクメディアレコードの 1 つに対応するディスクを交換したか、再接続が
遅かったため、ボリュームとプレックスの内容が同期していません。このプレッ
クスを同じボリュームの別のプレックスから完全に修復して内容を同期化す
る必要があります。

REMOVED

プレックスに関連付けられたサブディスクの 1 つが削除された場合に、ディ
スクメディアレコードに設定されます。この場合プレックスは、状況が解決す
るか、影響を受けたサブディスクの関連付けが解除されるまで、使えません。

プレックスカーネル状態
プレックスカーネル状態は、プレックスを監視するボリュームドライバがプレックスディスク
にアクセス可能であることを表します。
これらの状態の設定にはユーザーの操作は不要であり、状態は内部的に保守されます。
正常に動作しているシステム上では、すべてのプレックスが有効です。
表 6-3 に、プレックスカーネル状態を示します。
表 6-3

プレックスカーネル状態

カーネル状態

説明

DETACHED

プレックスデバイスが保守のために実行されています。ボリュームに対する
書き込み要求はすべて、プレックスには反映されません。ボリュームからの
読み取り要求は、プレックスでは受け入れられません。プレックス操作および
ioctl 関数呼び出しは受け入れられます。

DISABLED

プレックスデバイスはオフラインであり、アクセスできません。

ENABLED

プレックスデバイスはオンラインです。ボリュームに対する書き込み要求はプ
レックスに反映されます。ボリュームからの読み取り要求は、プレックスで受
け入れられます。プレックスがスパースである場合、これは SPARSE 修飾子
が vxprint -t コマンドの出力に表示されることで示されます。

プレックスの接続および関連付け
プレックスをボリュームに接続すると、そのボリュームに対して有効なプレックスになります
（プレックスを接続すると、プレックスとボリュームが関連付けられ、プレックスが使用可能
になります）。プレックスを既存のボリュームと接続するには、次のコマンドを使います。
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# vxplex [-g diskgroup] att volume plex

たとえば、プレックス vol01-02 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 に接
続するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg att vol01 vol01-02

ボリュームが存在しない場合、次のコマンドでボリュームを作成すると、1 つ（あるいは複
数の）プレックスをボリュームと関連付けることができます。
# vxmake [-g diskgroup] -U usetype vol volume plex=plex1[,plex2...]

たとえば、ミラー化された fsgen-type ボリュームの home を作成し、既存の 2 つのプ
レックス home-1 と home-2 を home と関連付けるには、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg -U fsgen vol home plex=home-1,home-2

データプレックスを既存のボリュームのミラーとして追加するには、コマンド vxassist
mirror volume を使うこともできます。

プレックスのオフライン化
いったんボリュームが作成され、オンライン ENABLED 状態に設定されると、VxVM ではプ
レックスをそのボリュームから一時的に切断できます。これは、たとえば、プレックスの存在
するハードウェアを修理する必要がある場合や、ボリュームが起動不可能であり、このボ
リュームを復旧させるためソースプレックスを手動で選択する必要がある場合などに便利
です。
ディスクやシステム障害の解決には、ボリュームをオフライン化したり、プレックスを接続お
よび切断する作業が含まれます。ディスク障害を解決するのに使うコマンドは vxmend お
よび vxplex の 2 つです。
プレックスのサブディスクが格納されている物理ディスク上で、修復や保守を実行するた
めにプレックスを OFFLINE 状態にするには、次のコマンドを使います。
# vxmend [-g diskgroup] off plex

ディスクに障害が発生した（たとえば、ディスクのヘッドがクラッシュした）場合は、vxmend
コマンドを使って、影響のあるディスク上にあるサブディスクに関連付けられているすべて
のプレックスをオフラインにします。たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス
vol01-02 および vol02-02 が修理が必要なドライブ上にサブディスクを保有している場
合、次のコマンドによりプレックスをオフラインに設定します。
# vxmend -g mydg off vol01-02 vol02-02
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このコマンドにより vol01-02 および vol02-02 は OFFLINE 状態になり、変更されるまで
この状態のままになります。プレックスはシステムの再起動時に自動的に修復されませ
ん。

プレックスの関連付け解除
ミラーボリューム内のデータプレックス 1 つを一時的に切断するには、次のコマンドを使
います。
# vxplex [-g diskgroup] det plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 を一時的に切断して保守
モードにするには、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg det vol01-02

このコマンドでは、プレックスを一時的に切断しますが、プレックスとボリュームの関連付
けは維持されます。ただし、プレックスは、I/O 操作には使われません。前述のコマンドで
切断されたプレックスは、システムの再起動時に修復されます。プレックスは、STALE 状
態に設定されます。その結果、該当するボリューム上で vxvol start コマンドを（たとえ
ば、システム再起動時に）実行した場合、プレックスの内容は修復され、プレックスは
ACTIVE 状態に設定されます。
プレックスが再びボリュームの有効な部分になる準備が整った後、ボリュームに再接続で
きます。
p.290 の 「プレックスの再接続」 を参照してください。

プレックスの再接続
この項では、自動再接続機能が無効になっている場合に、プレックスを手動で再接続す
る方法について説明します。この手順はまた、自動的に再接続されないデバイスに必要
になることがあります。たとえば、VxVM では、サイトの一貫性が設定されたボリューム上
のプレックスは自動的に再接続されません。
ディスクの修復や交換が完了し、再度使えるようになったら、プレックスを再びオンライン
に設定（プレックスを ACTIVE 状態に設定）する必要があります。プレックスを ACTIVE 状
態に設定するには、ボリュームの状態に応じて次の手順のいずれかを使います。
■

ボリュームが現在 ENABLED カーネル状態である場合、次のコマンドを使ってプレック
スを再接続します。
# vxplex [-g diskgroup] att volume plex ...

たとえば、プレックス vol01-02 を、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 に
接続するには、次のコマンドを使います。
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# vxplex -g mydg att vol01 vol01-02
OFFLINE 状態のプレックスが再び ACTIVE 状態になると、このコマンドによりプレック

スの内容のリカバリが開始され、リカバリが完了すると、プレックスは ACTIVE 状態に設
定されます。
■

ボリュームが使われていない（ENABLED カーネル状態ではない）場合、次のコマンド
を使ってプレックスが使えるように再度有効にします。
# vxmend [-g diskgroup] on plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 を再度有効にするには、
次のように入力します。
# vxmend -g mydg on vol01-02

この場合、vol01-02 は STALE 状態に設定されます。ボリュームを次回起動するとき
には、プレックス上のデータが別のプレックスから修復され、プレックスが ACTIVE 状
態に設定された状態でボリュームに組み込まれます。
vxinfo コマンドによりボリュームが Unstartable と表示された場合、次のコマンドを
使ってプレックスのいずれかを CLEAN 状態に設定します。
# vxmend [-g diskgroup] fix clean plex

次のコマンドを使ってボリュームを起動します。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

プレックスの自動再接続
ミラープレックスで回復不能なエラーが起きた場合、Veritas Volume Manager（VxVM）
はミラーボリュームからプレックスを切断します。デフォルトでは、VxVM は障害が発生し
た下位のディスクまたは LUN が認識可能になったときに影響があるミラープレックスを自
動的に再接続します。デバイスがオンラインであることを VxVM が検出すると、関係する
LUN 上の VxVM ボリュームコンポーネントが自動的にリカバリされ、ミラーが使用可能に
なります。
VxVM は障害が発生した LUN の DMP プローブを使って、デバイスがいつオンラインに
なったかを検出します。再接続のタイミングは、チューニングパラメータである
dmp_restore_interval によって決まります。再接続した LUN の数は、プレックスが再
接続されるのに必要な時間にも影響することがあります。
VxVM では、サイトの一貫性が設定されたボリューム上のプレックスは自動的に再接続さ
れません。
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VxVM がインストールされるか、システムが再ブートされると、VxVM は vxattachd デー
モンを起動します。vxattachd デーモンはプレックスとサイト両方の自動再接続を処理
します。vxattachd デーモンはプレックスの再同期プロセスも開始します。プレックスが
正常に再接続されると、vxattachd が root への通知を行います。
プレックスの自動接続を無効にするには、起動スクリプトから vxattachd の記述を削除
します。vxattachd を無効にすると、プレックスとサイト両方の自動再接続機能が無効に
なります。
Cluster Volume Manager（CVM）では、次の注意事項があります。
■

グローバル切断ポリシーが設定されている場合、任意のノードでストレージの障害が
起きると、そのストレージにあるすべてのプレックスが一括で切断されます。ストレージ
が任意のノードに再接続されたときに vxattachd デーモンが再接続を開始するの
は、マスターノードのプレックスのみです。

■

自動再接続機能はノードに対してローカルです。この機能がノードで有効にされると、
そのノードでインポートされたすべてのディスクグループが監視されます。自動再接
続機能がマスターノードで無効にされると、マスターノードでインポートされたすべて
の共有ディスクグループと専用ディスクグループで機能が無効になります。

p.536 の 「サイトの自動再接続」 を参照してください。

プレックスの移動
プレックスを移動すると、データの内容がもとのプレックスから新しいプレックスへコピーさ
れます。プレックスを移動するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] mv original_plex new_plex

移動タスクを正しく行うためには、次の条件を満たす必要があります。
■

移動元のプレックスが ACTIVE 状態（ENABLED カーネル状態）ボリュームの有効な部
分の 1 つであること。

■

移動先のプレックスが移動元のプレックス以上のサイズであること。

■

移動先のプレックスが別のボリュームと関連付けられていないこと。

プレックスのサイズによって、次のような影響が発生します。
■

移動先のプレックスが移動元のプレックスより小さいか、より空白が多い場合、移動元
のプレックス上のデータの不完全なコピーが作成されます。不完全なコピーが必要な
場合は、vxplex に -o force オプションを使います。

■

移動先のプレックスが移動元のプレックスより長いか、より空白が少ない場合、移動元
のプレックスのデータは移動先のプレックスへコピーされます。移動元のプレックス上
に存在せず、移動先のプレックスに表示される領域には、同じボリュームに関連付け
られている別の完全なプレックスがコピーされます。
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■

移動先のプレックスがボリューム自体より長い場合、移動先のプレックスの領域で、ボ
リュームのサイズを超えた残りの領域は初期化されず、未使用のままになります。

プレックスへのボリュームのコピー
このタスクではボリュームの内容が指定したプレックスへコピーされます。コピーするボ
リュームは有効な状態ではない必要があります。プレックスは別のボリュームと関連付け
ることはできません。プレックスをコピーするには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] cp volume new_plex

コピータスクを完了しても、new_plex は指定したボリューム volume と関連付けられてい
ません。プレックスには、ボリュームデータの完全なコピーが格納されています。コピーさ
れるプレックスは、ボリュームと同じか、それより大きいサイズである必要があります。コピー
されるプレックスがボリュームよりも大きい場合、データの不完全なコピーが作成されます。
同様の理由で、new_plex にはスパースプレックスを指定できません。

プレックスの関連付け解除と削除
プレックスが必要でなくなった場合、プレックスとボリュームの関連付けを解除し、プレック
スを VxVM から削除することができます。プレックスの削除が必要な場合として、次の理
由が考えられます。
■

空きディスク領域を確保するため。

■

ボリューム内のミラー数を減らして、別のミラーやミラーに関連付けられているボリュー
ムのサイズを大きくするため。プレックスやサブディスクを削除すると、その結果生じた
領域は別のボリュームに追加できます。

■

バックアップのために作成し、現在は不要になっている一時ミラーを削除するため。

■

プレックスのレイアウトを変更するため。

削除するプレックス上のデータを保存するには、プレックスの設定を認識しておく必要が
あります。その設定のパラメータ（ストライプユニットサイズやサブディスクの順番）は、同じ
データを含む新しいプレックスを作成する上で重要です。プレックスを削除する前に、プ
レックスの設定を記録しておいてください。
p.283 の 「プレックス情報の表示」 を参照してください。 ”
関連付けられたボリュームからプレックスの関連付けを解除し、VxVM からオブジェクトと
してプレックスを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内のプレックス vol01-02 の関連付けを解除して削除
するには、次のコマンドを使います。
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# vxplex -g mydg -o rm dis vol01-02

このコマンドでは、プレックス vol01-02 および関連付けられたすべてのサブディスクが
削除されます。
先にプレックスやサブディスクの関連付けを解除し、その後で次のコマンドを使ってプレッ
クスやサブディスクを削除することもできます。
# vxplex [-g diskgroup] dis plex
# vxedit [-g diskgroup] -r rm plex

これらのコマンドを一緒に使うと、vxplex -o rm dis コマンドと同じ結果が得られます。
vxedit rm に -r オプションを指定すると、指定したオブジェクトから下方向へすべての
オブジェクトが再帰的に削除されます。このようにして、プレックスや関連付けられたサブ
ディスクを 1 つの vxedit コマンドで削除することができます。

プレックスの属性変更
警告: データの損失を回避するには、細心の注意を払ってプレックスの属性を変更してく
ださい。
vxedit コマンドは、プレックスや他の Volume Manager オブジェクトの属性を変更しま

す。プレックスの属性を変更するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set attribute=value ... plex

vxedit コマンドを使って変更できるプレックスフィールドは次のとおりです。
■ name
■ putiln
■ tutiln
■ comment

putiln フィールドの属性は再ブート後も保持されます。tutiln フィールドは一時的で

あり、再ブート時に保持されません。putil0 および tutil0 ユーティリティフィールドは、
VxVM によって設定されます。Storage Foundation Manager（SFM）など、他のシマン
テック製品では、putil1 フィールドおよび tutil1 フィールドが設定されます。putil2 と
tutil2 は、ユーザーが独自の目的に使えます。
次の例に示されているコマンドでは［コメント（comment）］フィールドが設定され、tutil2
が設定されてサブディスクが使用中であることを示しています。
# vxedit -g mydg set comment="plex comment" tutil2="u" vol01-02
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特定のプレックスがボリュームと関連付けられないようにするには、次のコマンドのように、
putil0 フィールドに null でない文字列を設定します。
# vxedit -g mydg set putil0="DO-NOT-USE" vol01-02
vxedit（1M）のマニュアルページを参照してください。
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7
ボリュームの作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームの作成について

■

ボリュームレイアウトのタイプ

■

ボリュームの作成

■

vxassist の使用

■

ボリュームの最大サイズの確認

■

ボリューム上のディスクグループアラインメントの制約

■

任意のディスクにおけるボリュームの作成

■

指定したディスクにおけるボリュームの作成

■

ミラーボリュームの作成

■

バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成

■

バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成

■

DRL が有効なボリュームの作成

■

ストライプボリュームの作成

■

ターゲット、コントローラまたはエンクロージャにわたるミラーの作成

■

異なるメディアタイプ（SSD と HDD）間でのミラー化

■

RAID 5 ボリュームの作成

■

タグ付きボリュームの作成

■

vxmake を使ったボリュームの作成
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■

ボリュームの初期化と起動

■

ボリュームヘのアクセス

ボリュームの作成について
ボリュームとは、データ管理システムからは物理ディスクパーティションデバイスのように見
える論理デバイスです。ボリュームを使うことにより、ハードウェア障害からのリカバリ、デー
タの可用性、処理効率およびストレージ設定を強化することができます。
ボリュームは、VxVM の仮想ディスクの概念を利用して作成されます。ファイルシステム
をボリュームに配置して、ディスク領域をファイルとディレクトリで編成できます。さらに、
データベースなどのアプリケーションを設定して、ボリューム上のデータを編成できます。
ボリュームを作成するには、そのボリュームのディスクやディスクグループを初期化し、
VxVM に定義する必要があります。
p.76 の 「ディスク管理について」 を参照してください。
p.214 の 「ディスクグループについて」 を参照してください。

ボリュームレイアウトのタイプ
VxVM は、次のレイアウトでボリュームを作成できます。
連結

サブディスクがプレックス内で順番に連続して配列されているボリュー
ム。1 つのディスク領域ではボリュームのための領域が足りない場合、
連結により 1 つまたは複数のディスクの複数の領域からボリュームを作
成できます。単一の LUN またはディスクが複数のサブディスクに分割
され、各サブディスクが重複のないボリュームに属している場合は、これ
をカービングと呼びます。
p.35 の 「連結、分散、およびカービング」 を参照してください。

ストライプ

データを複数のディスクに均等に分散したボリューム。ストライプは、1
つのプレックスの複数のサブディスクに交互に均等に割り当てられる同
じサイズの断片です。ストライプ化プレックスには少なくとも 2 つのサブ
ディスクが含まれ、それぞれが別のディスクに存在する必要があります。
ストライプ化プレックスに使うディスク数が多いほど、スループットが向上
します。ストライプ化は、特定のサブディスクにトラフィック量が高い領域
が存在する場合に、I/O 負荷を分散させる役割も持っています。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
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ミラー化

ボリュームに含まれる情報を複製する複数のデータプレックスを持つボ
リューム。ボリューム内のデータプレックスは 1 つでもかまいませんが、
真の意味でのミラー化を実現し、データの冗長性を確保するには、少な
くとも 2 つのデータプレックスが必要です。冗長性を有効に利用するに
は、各データプレックスが異なるディスクのディスク領域で構成されてい
る必要があります。
p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

RAID 5

ストライプ化を使ってアレイ内の複数のディスクにデータとパリティを均
等に分散したボリューム。各ストライプには、パリティストライプユニットと
データストライプユニットが含まれています。ディスクの 1 つに障害が発
生しても、パリティを使ってデータを復元することができます。データ変
更が発生するたびにパリティ情報を更新する必要があるため、RAID 5
ボリュームの書き込みスループットはストライプボリュームの処理効率に
比べて低くなります。ただし、データの冗長性の実装にパリティを使うた
め、ミラーボリュームに比べて必要なディスク領域は少なくなります。
p.43 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。

ミラー化ストライプ

ストライプ化プレックスと、それをミラー化した別のプレックスで設定され
るボリューム。このレイアウトでは、少なくとも 2 つのストライプ化用ディス
クと、1 つまたは複数のミラー化用ディスク（プレックスが単一プレックス
かストライプ化プレックスかによる）が必要です。このレイアウトの利点は、
データを複数のディスクに分散させることにより処理効率が向上し、か
つデータの冗長性が確保されることです。
p.41 の 「ストライプ化 + ミラー化（ミラー化ストライプ、RAID 0+1）」 を参
照してください。
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階層化ボリューム

別のボリュームで構成されるボリューム。非階層化ボリュームは、サブ
ディスクを VM ディスクにマッピングすることによって構成されます。階
層化ボリュームは、サブディスクをより下位のボリューム（ストレージボ
リューム）にマッピングすることによって、より複雑な形式の論理レイアウ
トを構成できます。階層化ボリュームの例としては、ストライプ化ミラーボ
リュームと連結ミラーボリュームがあります。
「階層化ボリューム」を参照してください。
ストライプ化ミラーボリュームは、複数のミラーボリュームをストライプボ
リュームのカラムとして設定することによって作成されます。このレイアウ
トには、非階層化ミラー化ストライプボリュームと同じ利点があります。さ
らに、このレイアウトでは、1 つのディスクに障害が発生してもストライプ
化プレックス全体がオフラインになるわけではないため、リカバリ時間が
短縮されます。
「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID
10）」を参照してください。
連結ミラーボリュームは、複数のミラーボリュームを連結して作成されま
す。このレイアウトでは、1 つのディスクに障害が発生してもミラー全体
がオフラインになるわけではないため、リカバリ時間が短縮されます。

ボリュームでサポートされるログとマップ
Veritas Volume Manager では、次のタイプのログとマップをボリュームで使えます。
■

FastResync マップを使うと、ミラーを迅速かつ効率的に再同期できます。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
このマップは、メモリ（非永続 FastResync）または DCO ボリュームに属するディスク
（永続 FastResync）でサポートされます。サポートされる DCO ボリュームのタイプは
次の 2 つです。
■

バージョン 0 の DCO ボリュームでは、従来のサードミラーブレークオフタイプのボ
リュームスナップショットに対する永続 FastResync のみがサポートされます。
p.63 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.315 の 「バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してく
ださい。

■

VxVM 4.0 で導入されたバージョン 20 の DCO ボリュームでは、フルサイズインス
タントボリュームスナップショットおよび領域最適化インスタントボリュームスナップ
ショットに対する DRL ログ（次の項目を参照）と永続 FastResync がサポートされ
ます。
p.64 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してく
ださい。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
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■

DRL（Dirty Region Log）を使うと、システムクラッシュ後にミラーボリュームを迅速にリ
カバリできます。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。
このログは、DRL ログプレックス、またはバージョン 20 の DCO ボリュームの一部とし
てサポートされます。DRL が有効なボリュームを作成する方法については、次の項を
参照してください。
p.318 の 「DRL が有効なボリュームの作成」 を参照してください。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してくだ
さい。

■

RAID 5 ログを使うと、RAID 5 ボリュームのリカバリ時のデータの破損を防止すること
ができます。
p.48 の 「RAID 5 ログ」 を参照してください。
このログは、RAID 5 ボリュームのカラムに使われるプレックス以外の、ディスク上のプ
レックスとして設定されます。
p.323 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参照してください。

ボリュームの作成
汎用型アプローチまたは支援型アプローチを使ってボリュームを作成できます。これらの
アプローチではそれぞれ異なるツールを使いますが、汎用型アプローチと支援型アプ
ローチは自由に切り替えることができます。
メモ: 大多数の VxVM コマンドは、実行にあたりスーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。

汎用型アプローチ
汎用型アプローチは複数のコマンドで構成され、通常は詳細な入力が必要です。これら
のコマンドはビルディングブロックアプローチを使っており、特定の処理の実行に必要な
コマンドを手動で実行するためには、基礎となる構造やコンポーネントに関する専門的な
概念の知識が必要です。汎用型の操作は、複数の VxVM コマンドを使って実行されま
す。
汎用型アプローチを使ってボリュームを作成するには、次の手順を指定された順序で実
行します。
■ vxmake sd

を使ってサブディスクを作成します。

p.274 の 「サブディスクの作成」 を参照してください。
■ vxmake plex

を使ってプレックスを作成し、サブディスクと関連付けます。

p.283 の 「プレックスの作成」 を参照してください。
p.277 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
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■ vxmake vol

を使って、プレックスをボリュームに関連付けます。

■ vxvol start

または vxvol init zero を使って、ボリュームを初期化します。

p.329 の 「vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
ボリューム説明ファイルと vxmake コマンドを使って、サブディスクとプレックスを作成する
手順と、プレックスをボリュームに関連付ける手順を組み合わせて実行できます。
p.327 の 「vxmake 設定ファイルを使ったボリュームの作成」 を参照してください。
p.325 の 「vxmake を使ったボリュームの作成」 を参照してください。

支援型アプローチ
支援型アプローチでは、実行する内容に関する情報の入力に基づいて必要な処理が実
行されます。このアプローチでは、ユーザーは最小限の入力しか要求されませんが、詳
細な指定をすることもできます。
支援型の操作は、主として vxassist コマンドを介して実行されます。vxassist と Storage
Foundation Manager（SFM）では、目的のボリュームの基本属性を入力するだけで、必
要なプレックスとサブディスクを作成できます。また、既存のボリュームの変更に伴い、下
位のオブジェクトまたは関連付けられたオブジェクトを自動的に変更することもできます。
vxassist と SFM はいずれも、ユーザーが特定の値を指定しない限り、多くのボリューム

属性に対しデフォルト値を使います。vxassist や SFM は、VxVM の基礎となる概念を
完全に理解していなくても使えます。他の VxVM コマンドと競合したり、その使用を妨げ
ることはありません。vxassist や SFM で作成されたオブジェクトには、VxVM の他のコ
マンドやインターフェースで作成されたオブジェクトとの互換性、相互運用性があります。

vxassist の使用
vxassist ユーティリティを使うと、ボリュームの作成と変更を行えます。ボリュームの作成

や変更に関する基本必要条件を指定すると、vxassist によって必要な処理が実行され
ます。
汎用型アプローチではなく vxassist を使う場合、次の利点があります。
■

大多数のアクションは、1 つのコマンドを入力するだけで実行できます。

■ vxassist に指定するのは、最小限の情報のみです。必要に応じて、追加のパラメー

タを指定してアクションを変更したり、制御することができます。
■

各操作による一連の設定変更の成否は、個々にではなくグループ単位で決まります。
システムクラッシュなどの割り込みが発生しても、クリーンアップが必要な中間状態の
ままになることはありません。vxassist は、エラーまたは例外条件を検出すると、操
作を実行する前の状態にシステムを戻してから終了します。

vxassist ユーティリティは、次の処理の実行を支援します。
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■

ボリュームの作成

■

既存ボリュームのミラーの作成

■

既存ボリュームの拡張または縮小

■

ボリュームのオンラインバックアップ

■

ボリュームレイアウトのオンライン再設定

vxassist は、必要な情報の大部分をユーザー入力以外のソースから取得します。既存

のオブジェクトやそれらのレイアウトに関する情報は、オブジェクト自体から取得します。
新しいディスク領域を必要とする処理の場合、vxassist は使用可能なディスク領域を検
索します。その領域は、レイアウト指定に適合し、かつ空き領域を最大限に活用する設定
で割り当てられます。
vxassist コマンドの形式は次のとおりです。
# vxassist [options] keyword volume [attributes...]

ここで、keyword には実行する処理を指定します。vxassist キーワードの直後の引数
volume にはボリューム名を指定し、続いて必要なボリューム属性を指定します。たとえ
ば、キーワードとして make を指定すると、新規ボリュームを作成できます。
# vxassist [options] make volume length [attributes]

ボリュームのサイズは、接尾辞 s、k、m、g を使ってセクタ、KB、MB、GB の単位で指定で
きます。接尾辞が指定されていない場合、サイズの単位はセクタと見なされます。
vxintro（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの特性に応じて、適宜、追加属性を指定できます。たとえば、ストライプユニッ
トサイズ（ストライプ幅）、RAID 5 またはストライプボリュームのカラム数、ミラー数、ログ数、
ログタイプを指定できます。
vxassist コマンドは、デフォルトでは、一連のルールに従ってデフォルトのディスクグ

ループにボリュームを作成します。
p.217 の 「デフォルトのディスクグループの名前の付け方」 を参照してください。
別のディスクグループを使うには、vxassist に -g diskgroup オプションを指定します。
多数の vxassist キーワードと属性を利用できます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

最も簡単なボリュームの作成方法はデフォルトの属性を使う方法です。
「任意のディスクにおけるボリュームの作成」
属性を指定して、vxassist による使用可能なストレージ領域の使い方を制御することに
よって、複雑なボリュームを作成できます。
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p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。

vxassist のデフォルト値の設定
vxassist コマンドが使うデフォルト値は、ファイル /etc/default/vxassist で指定で

きます。このファイルに記述されているデフォルト値は、コマンドラインまたは -d オプショ
ンを使って指定した別のデフォルトファイルで上書きされない限り有効です。デフォルト値
は、コマンドラインで指定された値が常に優先されます。また、vxassist には、他で指定
した値が見つからない場合に使う一連のデフォルト値も組み込まれています。
/etc/default ディレクトリと vxassist デフォルトファイルがシステムに存在していない

場合は、新たに作成する必要があります。
デフォルトファイルのエントリの形式は、改行で区切られた属性値ペアのリストです。これ
らの属性値ペアは、vxassist コマンドラインでオプションとして指定したものと同じです。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
/etc/default/vxassist ファイルに指定されているデフォルト属性を表示するには、

次の形式の vxassist コマンドを使います。
# vxassist help showattrs

次に、vxassist デフォルトファイルの例を示します。
#
#
#
#
#

By default:
create unmirrored, unstriped volumes
allow allocations to span drives
with RAID-5 create a log, with mirroring don’t create a log
align allocations on cylinder boundaries
layout=nomirror,nostripe,span,nocontig,raid5log,noregionlog,
diskalign

#

use the fsgen usage type, except when creating RAID-5 volumes
usetype=fsgen
allow only root access to a volume
mode=u=rw,g=,o=
user=root
group=root

#

#
#
#

when mirroring, create two mirrors
nmirror=2
for regular striping, by default create between 2 and 8 stripe
columns
max_nstripe=8
min_nstripe=2
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#

for RAID-5, by default create between 3 and 8 stripe columns
max_nraid5stripe=8
min_nraid5stripe=3

#

by default, create 1 log copy for both mirroring and RAID-5 volumes
nregionlog=1
nraid5log=1

#

by default, limit mirroring log lengths to 32Kbytes
max_regionloglen=32k

#

use 64K as the default stripe unit size for regular volumes
stripe_stwid=64k

#

use 16K as the default stripe unit size for RAID-5 volumes
raid5_stwid=16k

プレックス接続時の SmartMove™ 機能の使用
VxVM ボリュームに VxFS ファイルシステムがマウントされている特定のケースでは、
SmartMove™ 機能を使うと、既存の VxVM のボリュームにプレックスを接続または再接
続するために必要な時間と I/O が削減されます。SmartMove 機能では、VxFS 情報を
使って空きエクステントが検出され、空きエクステントがコピーされません。
SmartMove 機能を有効にするには、ファイル /etc/default/vxsf に
usefssmartmove=all を指定します。このチューニングパラメータはシステムレベルであ
り永続的です。したがって、サーバーごとに一度設定するだけで済みます。SmartMove
機能はデフォルトでは無効になっています。
SmartMove 機能は、vxplex、vxsd、または vxassist コマンドを使ってプレックスが接
続または再接続されるときに効果を発揮します。
メモ: SmartMove™ 機能の利点を得るには、ファイルシステムがマウントされている必要
があります。
SmartMove 機能が有効になっている場合、ホストとストレージネットワークを経由してディ
スクまたは LUN に送信される I/O は減少します。SmartMove 機能を使えば、プレックス
の作成やアレイの移行を短時間で行うことができます。
SmartMove 機能は、従来の LUN からシンプロビジョニングされた LUN への移行や、
プロセス内での未使用スペースの削除を可能にします。
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詳しくは、『Veritas Storage Foundation™ 拡張機能管理者ガイド』のシンプロビジョニン
グへの移行のセクションを参照してください。

ボリュームの最大サイズの確認
ディスクグループ内に作成できるボリュームの最大サイズを確認するには、次の形式の
vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] maxsize layout=layout [attributes]

たとえば、ディスクグループ dgrp 内に、5 つのカラムと 2 つのログを持つ RAID 5 ボリュー
ムを作成する場合の最大サイズを確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxassist -g dgrp maxsize layout=raid5 nlog=2

ボリューム作成時に vxassist コマンドが使うディスクを制限する場合は、ストレージ属性
を使います。
p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
作成可能な VxVM ボリュームの最大サイズは 256 TB です。

ボリューム上のディスクグループアラインメントの制約
ボリュームサイズとボリュームに適用されるサイズ属性の数値に対して、特定の制約が適
用されます。CDS（Cross-platform Data Sharing）機能との互換性を持つディスクグルー
プにボリュームを作成する場合は、ボリュームのサイズと、ログやストライプユニットなどの
オブジェクトのサイズを定義するボリューム属性の値を、アラインメント値 16 ブロック（8
KB）の整数倍にする必要があります。ディスクグループに CDS 機能との互換性がない場
合は、ボリュームのサイズおよびサイズの属性値を 1 ブロック（512 バイト）の倍数にする
必要があります。
ディスクグループ上に設定されたアラインメントのブロック単位の値を確認するには、次の
コマンドを使います。
# vxprint -g diskgroup -G -F %align

デフォルトでは、vxassist を使うと、自動的にボリュームサイズおよびサイズの属性値が
アラインメント値の倍数に切り上げられます（vxassist コマンドの追加の引数として
dgalign_checking=round 属性を指定した場合と同じになります）。
vxassist に dgalign_checking=strict 属性を指定する際、指定したボリュームのサ

イズまたはサイズの属性値がディスクグループのアラインメント値の倍数でない場合、コマ
ンドは失敗しエラーが表示されます。
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任意のディスクにおけるボリュームの作成
vxassist make コマンドは、デフォルトではディスク領域の 1 つまたは複数のセクション

を使う連結ボリュームを作成します。断片化されたディスク上で、使用可能な空きディスク
領域の個々のセクションよりも大きいボリュームを結合することができます。
デフォルトのレイアウトを変更するには、/etc/default/vxassist ファイルで定義され
た layout 属性の定義を編集します。
1 つのディスク上に十分な領域がない場合、vxassist は、スパンボリュームを作成しま
す。スパンボリュームは、複数のディスクに分散したディスク領域のセクションを持つ連結
ボリュームです。スパンボリュームは、複数のディスクの領域を使うため、システムのどの
ディスクよりも大きくすることができます。
デフォルトの連結ボリュームを作成するには、次の形式の vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、デフォルトディスクグループに 10 GB の連結ボリューム voldefault を作成す
るには、次のように指定します。
# vxassist -b make voldefault 10g

指定したディスクにおけるボリュームの作成
VxVM は、ユーザーが別途指定しない限り、各ボリュームを作成するディスクを自動的に
選択します。指定したディスク上にボリュームを作成する場合は、それらのディスクを VxVM
に指定する必要があります。このとき、複数のディスクを指定することができます。
指定したディスクにボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
[layout=layout] diskname ...

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスク mydg03 と mydg04 上に 5 GB のボリューム volspec を作成するには、
次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volspec 5g mydg03 mydg04
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vxassist コマンドでは、ストレージ属性を指定できます。ストレージ属性を指定すること

により、vxassist がボリュームの設定に使うディスクやコントローラなどのデバイスを制御
できます。たとえば、次のように指定してディスク mydg05 を除外することができます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -b -g mydg make volspec 5g ¥!mydg05

次の例では、c2 コントローラ上のすべてのディスクが除外されます。
# vxassist -b -g mydg make volspec 5g ¥!ctlr:c2

特定のディスクグループのディスクのみを使ってボリュームを作成する場合は、次の例の
ように vxassist に -g オプションを指定します。
# vxassist -g bigone -b make volmega 20g bigone10 bigone11

または、diskgroup 属性を使うこともできます。
# vxassist -b make volmega 20g diskgroup=bigone bigone10 ¥
bigone11

ストレージ属性で指定されるディスクは、ディスクグループに属している必要があります。
ディスクグループに属していない場合、vxassist はその指定されたディスクを使わずに
ボリュームを作成します。
ストレージ属性を使って、ボリュームの最大サイズを計算したり、ボリュームを拡張したり、
ボリュームからミラーやログを削除する場合などに vxassist が使うディスクを制御するこ
ともできます。次の例では、vxassist がディスクグループ dgrp 内のディスクを使って作
成できる RAID 5 ボリュームの最大サイズを計算する際に、ディスク dgrp07 と dgrp08 が
除外されます。
# vxassist -b -g dgrp maxsize layout=raid5 nlog=2 ¥!dgrp07 ¥!dgrp08

指定したストレージ上のボリュームのレイアウトも制御できます。
p.310 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

SSD デバイスでのボリュームの作成
この項では、ソリッドステートディスク（SSD）デバイスにボリュームを作成する方法につい
て説明します。
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SSD サポートのため、ディスクグループをバージョン 150 にアップグレードする必要があ
ります。ディスクグループをアップグレードするには、次のコマンドを実行します。
# vxdg upgrade diskgroup
diskgroup はディスクが属するディスクグループの名前です。

ディスクグループ内に SSD デバイスが存在すると vxassist の割り当て動作が変わりま
す。
メモ: ディスクグループのバージョンが 150 未満の場合、vxassist は割り当てを行うため
にデバイスのメディアタイプを考慮に入れません。
vxassist コマンドでは、mediatype 属性を使って、割り当てのためにハードディスクディ

スクドライブ（HDD）または SSD デバイスを指定できます。たとえば、mydg 内の SSD にサ
イズ 1 GB のボリューム myvol を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg make myvol 1g mediatype:ssd

たとえば、mydg 内の HDD にサイズ 1 GB のボリューム myvol を作成するには、次のコ
マンドを使います。
# vxassist -g mydg make myvol 1g mediatype:hdd
mediatype:hdd と mediatype:ssd のどちらも指定されていない場合、mediatype:hdd

がデフォルトで選択されるタイプと見なされます。つまり、ディスクグループ内に存在する
HDD デバイスのみが割り当て用に考慮されます。
SSD デバイスと HDD デバイスが混在して指定された場合、mediatype:ssd を明示的に
指定しないと、割り当ては HDD デバイスでのみ行われます。次に例を示します。
enclr1 : enclosure having all SSD devices
enclr2 : enclosure having all HDD devices
enclr3 : enclosure having mix of SSD and HDD devices

次のコマンドでは、サイズ 1 GB のボリューム myvol は enclr2 アレイ（HDD デバイスの
み）のデバイスで割り当てられます。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr1 enclr:enclr2
enclr1 エンクロージャの SSD デバイスでボリュームを作成するには、次のコマンドを使

う必要があります。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr1 mediatype:ssd
enclr3 のみが指定されると、enclr3 に存在する HDD デバイスのみが割り当て用に考

慮されます。
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次の 2 つのコマンドでは、サイズ 1 GB のボリューム myvol は enclr3 アレイの HDD デ
バイスで割り当てられます。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr3 mediatype:hdd
# vxasisst -g mydg make myvol 1G enclr:enclr3

enclr3 エンクロージャの SSD デバイスでボリュームを割り当てるには、次のコマンドを使
う必要があります。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr3 mediatype:ssd

次の 2 つの方法のいずれかでコマンドが指定されると、割り当ては失敗します。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr1 mediatype:hdd

上の場合、enclr1 エンクロージャ内には HDD デバイスがないためボリューム myvol を
作成できません。
# vxassist -g mydg make myvol 1G enclr:enclr2 mediatype:ssd

上の場合、enclr2 エンクロージャ内には SSD デバイスがないためボリューム myvol を
作成できません。

ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て
順次ディスク割り当てを行うと、領域の割り当てを完全に制御できます。この操作を実行
する場合、vxassist コマンドに指定するディスク数は、ボリュームの作成に必要なディス
ク数と一致させる必要があります。また、vxassist に指定するディスクの順番も重要で
す。
ボリューム作成時に、vxassist に -o ordered オプションを指定すると、指定したスト
レージが次の順序で割り当てられます。
■

ディスクの連結

■

カラムの形成

■

ミラーの形成

たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg 内の 6 つのディスク上に 3
つのカラムと 2 つのミラーを持つミラー化ストライプボリュームが作成されます。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make mirstrvol 10g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04 mydg05 mydg06

このコマンドは、最初のミラーのカラム 1、2、3 をディスク mydg01、mydg02、mydg03 に、
2 番目のミラーのカラム 1、2、3 をディスク mydg04、mydg05、mydg06 にそれぞれ配置し
ます。
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図 7-1 に、順次ディスク割り当てを使ったミラー化ストライプボリュームの作成例を示しま
す。
順次ディスク割り当てを使ったミラー化ストライプボリュームの作成例

図 7-1
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プレックス

ミラー
カラム 1
mydg04-01

カラム 2
mydg05-01

カラム 3
ストライプ化
mydg06-01
プレックス

階層化ボリュームに対しても、vxassist は、非階層化ボリュームと同じルールを適用し
てストレージを割り当てます。たとえば、次のコマンドは、2 つのカラムを持つストライプ化
ミラーボリュームを作成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make strmirvol 10g ¥
layout=stripe-mirror ncol=2 mydg01 mydg02 mydg03 mydg04

このコマンドは、カラム 1 のミラーをディスク mydg01 と mydg03 をまたがって作成し、カラ
ム 2 のミラーをディスク mydg02 と mydg04 をまたがって作成します。
図 7-2 に、順次ディスク割り当てを使ったストライプ化ミラーボリュームの作成例を示しま
す。
順次ディスク割り当てを使ったストライプ化ミラーボリュームの作成例

図 7-2

階層化ミラーボリューム
ミラー化
ストライプボリューム
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カラム 2
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ミラー

ストライプ化プレックス

さらに、col_switch 属性を使って、ディスク上の領域をカラムに連結する方法を指定で
きます。たとえば、次のコマンドは、2 つのカラムを持つミラー化ストライプボリュームを作
成します。
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# vxassist -b -g mydg -o ordered make strmir2vol 10g ¥
layout=mirror-stripe ncol=2 col_switch=3g,2g ¥
mydg01 mydg02 mydg03 mydg04 mydg05 mydg06 mydg07 mydg08

このコマンドは、mydg01 の 3 ギガバイトと mydg02 の 2 ギガバイトをカラム 1 に割り当て、
mydg03 の 3 ギガバイトと mydg04 の 2 ギガバイトをカラム 2 に割り当てます。これらのカ
ラムのミラーも同じように mydg05 から mydg08 までに形成されます。
図 7-3 に、連結ディスク領域を使ったミラー化ストライプボリュームの作成例を示します。
連結ディスク領域を使ったミラー化ストライプボリュームの作成例

図 7-3
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コントローラ、エンクロージャ、ターゲットおよびトレイ用の他のストレージ指定クラスも順次
ディスク割り当てと同時に使えます。たとえば、次のコマンドは、指定のコントローラ間に
3 つのカラムを持つミラー化ストライプボリュームを作成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make mirstr2vol 80g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 ¥
ctlr:c1 ctlr:c2 ctlr:c3 ctlr:c4 ctlr:c5 ctlr:c6

このコマンドは、コントローラ c1 上のディスクの領域をカラム 1 に、コントローラ c2 上の
ディスクの領域をカラム 2 に、というように割り当てていきます。
図 7-4 に、ストレージ指定属性を使った、複数のコントローラ間でのミラー化ストライプボ
リュームの作成例を示します。
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ストレージ指定属性を使った、複数のコントローラ間でのミラー化ス
トライプボリュームの作成例

図 7-4
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別の方法でも、複数のコントローラ間でのミラーボリュームのレイアウトに関して vxassist
を制御できます。
p.321 の 「ターゲット、コントローラまたはエンクロージャにわたるミラーの作成」 を参照して
ください。

ミラーボリュームの作成
ミラーボリュームは、複数のデータコピーを保持することにより、データの冗長性を確保し
ます。それぞれのコピー（すなわちミラー）は、ボリュームのもとのコピーや他のミラーとは
別のディスクに保管されます。ボリュームをミラー化しておくと、コンポーネントミラー内の
いずれかのディスクに障害が発生しても、データは消失しません。
ミラーボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内のミ
ラー数と同じ数のディスク上に使用可能な領域が存在する必要があります。
layout=mirror を指定すると、vxassist によって、ミラーボリュームの最良のレイアウト

が決定されます。レイアウトの利点がボリュームのサイズと関連しているので、vxassist
はボリュームのサイズに基づいてレイアウトを選択します。より小さいボリュームの場合、
vxassist は、より単純なミラー化された連結（ミラー化連結）のレイアウトを使います。よ
り大きいボリュームの場合、vxassist は、より複雑な連結されたミラー（連結ミラー）のレ
イアウトを使います。属性 stripe-mirror-col-split-trigger-pt によって、この選択が制御
されます。stripe-mirror-col-split-trigger-pt よりも小さいボリュームはミラー化連結とし
て作成され、それよりも大きいボリュームは連結ミラーとして作成されます。デフォルトで
は、属性 stripe-mirror-col-split-trigger-pt は 1 GB に設定されています。この値
は、/etc/default/vxassist で設定できます。特定のレイアウトを実装する理由があ
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れば、望ましいレイアウトを実装するために layout=mirror-concat か
layout=concat-mirror を指定できます。
新規ミラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror [nmirror=number] [init=active]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg にミラーボリューム volmir を作成するには、次のコマ
ンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror

2 つ（デフォルト）ではなく 3 つのミラーを保持するボリュームを作成するには、次のように
コマンドを変更します。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror nmirror=3

ミラー化連結ボリュームの作成
ミラー化連結ボリュームは、複数のコンカチネイテッドプレックスをミラー化します。連結ミ
ラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror-concat [nmirror=number]

ボリュームをただちに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
または、まず連結ボリュームを作成し、次にそれをミラー化することもできます。
p.348 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を参照してください。

連結ミラーボリュームの作成
連結ミラーボリュームは、下位の複数のミラーボリュームを結合した階層化ボリュームの一
種です。連結ミラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=concat-mirror [nmirror=number]

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
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バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作
成
データ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームをボリュームに関連付けると、このボ
リュームで永続 FastResync を使えるようになります。
p.65 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
バージョン 0 の DCO と DCO ボリュームレイアウトは、VxVM 3.2 で導入されました。バー
ジョン 0 のレイアウトでは、従来の（サードミラー）スナップショットはサポートされますが、
フルサイズインスタントスナップショット、領域最適化インスタントスナップショット、DCO ボ
リューム内に設定された DRL はサポートされません。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
p.63 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.64 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
システムクラッシュまたは再ブート後にミラーの高速再同期を実行するには、ミラーボリュー
ムで DRL（dirty region logging）も有効にする必要があります。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
メモ: 永続 FastResync 機能を使うにはライセンスが必要です。ライセンスがない場合は、
DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェクトをもとのボリュー
ムやスナップショットボリュームに関連付けることができます。ただし、ライセンスがない場
合は、全体の再同期しか実行できません。
p.65 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
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バージョン 0 の DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームが関連付けられたボリュームを
作成するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループが少なくともバージョン 90 にアップグレードされていることを確認し
ます。ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.264 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

次のコマンドを使って、ボリュームを作成します（ボリュームに特定の特性を持たせる
ために、追加属性の指定が必要になる場合があります）。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=dco [ndcomirror=number] [dcolen=size] ¥
[fastresync=on] [other attributes]

非階層化ボリュームの場合、ミラー化された DCO ボリュームのデフォルトのプレック
ス数は、データボリューム内のプレックス数または 2 のうち、いずれか少ない方に等
しくなります。階層化ボリュームの場合、デフォルトの DCO プレックス数は常に 2 で
す。必要であれば、ndcomirror 属性を使って、別の数を指定することもできます。
ボリューム内のデータプレックスと同じ数の DCO プレックスを設定することをお勧め
します。たとえば、3 面ミラーボリュームを作成する場合は、ndcomirror=3 と指定し
ます。
dcolen 属性を使って別のサイズを指定しない限り、各プレックスのサイズはデフォ

ルトで 132 ブロックになります。プレックスのサイズは 33 以上 2112 以下の 33 の倍
数で指定します。
デフォルトでは、新しく作成したボリュームでは FastResync は有効になっていませ
ん。ボリュームで FastResync を有効にする場合は、fastresync=on 属性を指定し
ます。DCO オブジェクトと DCO ボリュームがボリュームと関連付けられている場合は
永続 FastResync が有効になり、それ以外の場合は非永続 FastResync が有効に
なります。
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3

新規に作成されたボリュームで DRL またはシーケンシャル DRL のログを有効にす
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set logtype=drl|drlseq volume

特定のストレージにミラーボリュームを作成する際に順次ディスク割り当てを使う場
合、オプションの logdisk 属性を使って、専用のログプレックスを作成するディスク
を指定できます。ログの領域を割り当てるディスクを指定するには、次の形式の
vxassist コマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] -o ordered make volume length ¥
layout=mirror logtype=log_type logdisk=disk[,disk,...] ¥
storage_attributes
logdisk 属性を指定しない場合、ログはボリュームのデータプレックスと同じディス

ク上に配置されます。
「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxvol（1M）マニュアルページを参照してください。
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バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作
成
バージョン 20 の DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームが関連付けられたボリューム
を作成するには

1

ディスクグループが最新バージョンにアップグレードされていることを確認します。
ディスクグループのバージョンを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.264 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

次のコマンドを使って、ボリュームを作成します（ボリュームに特定の特性を持たせる
ために、追加属性の指定が必要になる場合があります）。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=dco dcoversion=20 [drl=on|sequential|off] ¥
[ndcomirror=number] [fastresync=on] [other attributes]

ボリュームで DRL（dirty region logging）を使う場合は、drl 属性の値を on に設定
します（これはデフォルトの設定です）。データベースログボリュームのように、ボリュー
ムへの書き込みが連続的に行われる場合は、この値を sequential に設定してシー
ケンシャル DRL を有効にします。DRL ログが DCO ボリューム内に作成されます。ロ
グの冗長性は、ndcomirror 属性で指定したミラー数で決まります。
新規に作成されたボリュームの永続 FastResync は、デフォルトでは有効ではありま
せん。ボリュームで永続 FastResync を有効にする場合は、fastresync=on 属性
を指定します。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

DRL が有効なボリュームの作成
DRL（dirty region logging）を有効にすると、システムクラッシュ後のミラーボリュームの
リカバリが高速化されます。バージョン番号 20 から 100 のディスクグループ内に作成さ
れたボリュームで DRL を有効にするには、次の例に示すように vxassist make コマン
ドに logtype=drl 属性を指定します。
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# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=drl [nlog=n] [loglen=size] [other attributes]
nlog 属性を使うと、追加するログプレックスの数を指定できます。デフォルトでは、ログプ

レックスが 1 つ追加されます。loglen 属性には、ログのサイズを指定します。各ビットは
ボリューム内の 1 つの領域を表します。たとえば、64 KB の領域のサイズを持つ 10 GB
のボリュームを作成する場合は、ログのサイズを 20 K にする必要があります。
たとえば、ディスクグループ mydg に 2 つのログプレックスを保有する 10 GB のミラーボ
リューム vol02 を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg make vol02 10g layout=mirror logtype=drl ¥
nlog=2 nmirror=2

シーケンシャル DRL は、データベース REDO ログなど、データの逐次書き込みが行わ
れるボリュームに対してはダーティリージョン数を制限すると効果的です。バージョン番号
70 から 100 のディスクグループ内に作成されたボリュームでシーケンシャル DRL を有効
にするには、vxassist make コマンドに logtype=drlseq 属性を指定します。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=layout ¥
logtype=drlseq [nlog=n] [other attributes]

このボリュームで永続 FastResync の使用を有効にすることもできます。
p.315 の 「バージョン 0 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
メモ: 旧形式の DRL ログプレックスでの操作は通常、バージョン番号が 110 未満のディ
スクグループ内に作成されたボリュームに適用されます。バージョン番号 110 以上のディ
スクグループ内に作成されたボリュームで DRL またはシーケンシャル DRL を有効にした
場合は、DRL ログは通常バージョン 20 の DCO ボリュームのプレックス内に作成されま
す。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。

ストライプボリュームの作成
ストライプボリュームは、2 台以上の物理ディスク上に配置された 2 つ以上のサブディス
クからなる 1 つ以上のプレックスで構成されます。ストライプボリュームを作成するには、
ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内のカラム数と同じ数のディスク上に使
用可能な領域が存在する必要があります。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。
ストライプボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length layout=stripe
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ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg に 10 GB のストライプボリューム volzebra を作成する
には、次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volzebra 10g layout=stripe

このコマンドを実行すると、デフォルトのストライプユニットサイズ（64 KB）とデフォルトのス
トライプ数（2）でストライプボリュームが作成されます。
コマンドラインにディスク名を挿入して、ボリュームを作成するディスクを指定できます。た
とえば、3 つの特定のディスク mydg03、mydg04、mydg05 上に 30 GB のストライプボリュー
ムを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make stripevol 30g layout=stripe ¥
mydg03 mydg04 mydg05

カラム数を変更する場合やストライプユニットサイズ（ストライプ幅）を変更する場合は、修
飾子 ncolumn または stripeunit を指定して vxassist を実行します。たとえば、次の
コマンドを実行すると、カラム数が 5 でストライプサイズが 32 KB のストライプボリュームが
作成されます。
# vxassist -b -g mydg make stripevol 30g layout=stripe ¥
stripeunit=32k ncol=5

ミラー化ストライプボリュームの作成
ミラー化ストライプボリュームは、複数のストライプデータプレックスをミラー化したもので
す。ミラー化ストライプボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくとも
ボリューム内のミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスク上に使用可能な領域が
存在する必要があります。
ストライプ化ミラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=mirror-stripe [nmirror=number_of_mirrors] ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size]

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
または、まずストライプボリュームを作成し、次にそれをミラー化することもできます。その
場合、追加のデータプレックスは、ストライプ化プレックスまたはコンカチネイテッドプレッ
クスのいずれかになります。
p.348 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を参照してください。
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ストライプ化ミラーボリュームの作成
ストライプ化ミラーボリュームは、下位の複数のミラーボリュームをストライプ化した階層化
ボリュームの一種です。ストライプ化ミラーボリュームを作成するには、ディスクグループに
おいて、少なくともボリューム内のミラー数にカラム数をかけたものと同数のディスク上に
使用可能な領域が存在する必要があります。
ストライプ化ミラーボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=stripe-mirror [nmirror=number_of_mirrors] ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size]

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
各カラムのサイズが vxassist デフォルトファイルで定義された
stripe-mirror-col-split-trigger-pt 属性の値よりも大きい場合、VxVM は、デ
フォルトでは、カラムではなくサブディスク単位でミラー化して下位のボリュームを作成し
ようとします。
1 つのカラムに複数のサブディスクが存在する場合は、各カラムの代わりに各サブディス
クを個別にミラー化できます。サブディスク単位でのミラー化を明示的に指定するには、
レイアウトを stripe-mirror ではなく、stripe-mirror-sd と指定します。一方、カラム
単位でのミラー化を明示的に指定するには、レイアウトを stripe-mirror ではなく、
stripe-mirror-col と指定します。

ターゲット、コントローラまたはエンクロージャにわたるミ
ラーの作成
複数のコントローラ上にミラーデータプレックスを持つボリュームを作成（ディスクの二重
化）したり、複数のエンクロージャ内に同様のボリュームを作成するには、この項で示すよ
うに vxassist コマンドを使います。
次のコマンドの mirror=target 属性は、異なるコントローラ上にあるターゲット間でボ
リュームをミラー化することを指定しています。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=layout mirror=target [attributes]

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
mirror=ctlr 属性は、ミラーのディスクを、同じボリューム内の他のミラーのディスクと同

じコントローラに配置しないように指定します。

321

322

第 7 章 ボリュームの作成
異なるメディアタイプ（SSD と HDD）間でのミラー化

# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length ¥
layout=layout mirror=ctlr [attributes]

メモ: 複数のコントローラにまたがってミラー化する場合、アクティブ/パッシブアレイの両
パスは同一コントローラ上にあるものと見なされます。
次のコマンドを実行すると、ディスクグループ mydg 内に 2 つのデータプレックスを持つミ
ラーボリュームが作成されます。
# vxassist -b -g mydg make volspec 10g layout=mirror nmirror=2 ¥
mirror=ctlr ctlr:c2 ctlr:c3

一方のデータプレックスのディスクはすべてコントローラ c2 に、もう一方のデータプレック
スのディスクはすべてコントローラ c3 に接続されます。これにより、いずれかのコントロー
ラに障害が発生しても、ボリュームをそのまま使えます。
mirror=enclr 属性は、ミラーのディスクを、同じボリューム内の他のミラーにあるディス

クと同じエンクロージャに配置しないように指定します。
次のコマンドを実行すると、2 つのデータプレックスを持つミラーボリュームが作成されま
す。
# vxassist -b make -g mydg volspec 10g layout=mirror nmirror=2 ¥
mirror=enclr enclr:enc1 enclr:enc2

一方のデータプレックスのディスクはすべてエンクロージャ enc1 を、もう一方のデータプ
レックスのディスクはすべてエンクロージャ enc2 を使います。これにより、いずれかのエ
ンクロージャに障害が発生しても、ボリュームをそのまま使えます。
他の方法でも、指定したストレージ上のボリュームのレイアウトを制御できます。
p.310 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。

異なるメディアタイプ（SSD と HDD）間でのミラー化
この項では、異なるメディアタイプ（SSD と HDD）間でミラー化を行う方法について説明し
ます。
HDD プレックスと SSD プレックスを使ってボリュームを作成するには

1

メディアタイプが HDD のボリュームを作成します。
# vxassist -g mydg make myvol 1G mediatype:hdd

2

メディアタイプが SSD のボリュームにミラーを追加します。
# vxassist -g mydg mirror myvol mediatype:ssd
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メモ: mirror=mediatype はサポートされていません。

RAID 5 ボリュームの作成
RAID 5 ボリュームを作成するには、ディスクグループにおいて、少なくともボリューム内
のカラム数と同じ数のディスク上に使用可能な領域が存在する必要があります。RAID 5
ログを作成する場合は、それ以上のディスクが必要になります。
メモ: VxVM では、専用ディスクグループでの RAID 5 ボリュームの作成をサポートしてい
ますが、クラスタ環境の共有ディスクグループでの作成はサポートしていません。
vxassist コマンド（推奨）または vxmake コマンドを使って RAID 5 ボリュームを作成で

きます。それぞれの方法については後述します。
RAID 5 ボリュームには、3 台以上の物理ディスクに配置されている 3 つ以上のサブディ
スクで構成された RAID 5 データプレックスがあります。各ボリュームの RAID 5 データプ
レックスは 1 つのみです。RAID 5 ボリュームには、ボリュームに書き込まれるデータとパ
リティに関するログ情報を作成する 1 つまたは複数の RAID 5 ログプレックスも作成する
ことができます。
p.43 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。
警告: 複数のディスクで障害が発生するとボリュームがリカバリ不能になるため、8 個を超
えるカラムを持つ RAID 5 ボリュームは作成しないでください。
RAID 5 ボリュームを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] make volume length layout=raid5 ¥
[ncol=number_of_columns] [stripewidth=size] [nlog=number] ¥
[loglen=log_length]

ボリュームをすぐに使用可能にする必要がある場合は、-b オプションを指定します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg に 2 つの RAID 5 ログを持つ RAID 5 ボリューム volraid
を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg make volraid 10g layout=raid5 nlog=2

これにより、デフォルトのストライプユニットサイズの RAID 5 ボリュームがデフォルト数の
ディスク上に作成されます。さらに、デフォルトの 1 つのログではなく、2 つの RAID 5 ロ
グが作成されます。
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RAID 5 ログにディスクを割り当てる必要がある場合、ログプレックスで使うディスクを指定
するには、logdisk 属性を使う必要があります。
RAID 5 ログはコンカチネイテッドプレックスやストライプ化プレックスにすることができ、
RAID 5 ボリュームに関連付けられた各 RAID 5 ログには、ボリュームのログ情報の全コ
ピーが含まれます。RAID 5 アレイへの同時アクセスをサポートするには、ログのサイズ
は、RAID 5 プレックスのストライプサイズよりも数倍大きくする必要があります。
すなわち、RAID 5 ボリュームごとに少なくとも 2 つの RAID 5 ログプレックスを設定する
必要があります。これらのログプレックスは、それぞれ別のディスクに配置します。各 RAID
5 ボリュームに 2 つのログプレックスを設定することにより、1 つのディスクに障害が発生
してもログ情報の消失を防止できます。
特定のストレージに RAID 5 ボリュームを作成するときに、順次ディスク割り当てを使う場
合、オプションの logdisk 属性を使って、RAID 5 ログプレックスを作成するディスクを指
定できます。ログの領域を割り当てるディスクを指定するには、次の形式の vxassist コ
マンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] -o ordered make volume length ¥
layout=raid5 [ncol=number_columns] [nlog=number] ¥
[loglen=log_length] logdisk=disk[,disk,...] ¥
storage_attributes

たとえば、次のコマンドは、カラム数が 3 でデフォルトのストライプユニットサイズの RAID
5 ボリュームを mydg04、mydg05 および mydg06 に作成します。さらに、2 つの RAID 5 ロ
グをディスク mydg07 と mydg08 上に作成します。
# vxassist -b -g mydg -o ordered make volraid 10g layout=raid5 ¥
ncol=3 nlog=2 logdisk=mydg07,mydg08 mydg04 mydg05 mydg06

ログの数は、logdisk に指定したディスク数と一致する必要があります。
p.310 の 「ボリュームのストレージに対する順次ディスク割り当て」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

後から RAID 5 ボリュームにログを追加することもできます。
p.376 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

タグ付きボリュームの作成
ボリュームタグは、Storage Foundation ソフトウェアの DST（Dynamic Storage Tiering）
機能を実装するために使います。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
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vxassist make コマンドで tag 属性を使って、ボリュームに名前付きタグとオプションの

タグ値を設定できます。次に例を示します。
# vxassist -b -g mydg make volmir 5g layout=mirror tag=mirvol=5g

ボリュームに関連付けられているタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] listtag volume

ボリューム名を指定しないと、ディスクグループ内にあるすべてのボリュームとボリューム
セットのタグが一覧表示されます。
listtag の出力の例を次に示します。
# vxassist -g dgl listtag vol
TY NAME
DISKGROUP
TAG
=================================================
v
vol
dg1
Symantec

指定したタグ名が設定されたボリュームを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] list tag=tagname

タグの名前と値は、256 文字までの大文字と小文字を区別する文字列です。タグ名には、
ASCII 文字セットからの英字（A から Z、a から z）、数字（0 から 9）、ハイフン（-）、下線文
字（_）、ピリオド（.）を使えます。タグ名は、英字または下線文字から始める必要がありま
す。タグ値には、ASCII 文字セットの任意の文字と 32 から 127 までの 10 進値を使えま
す。タグ値にスペースがある場合、vxassist settag コマンドを使って、新しく作成した
ボリュームにタグを設定します。
ドット区切りのタグ階層は、list 操作を使って確認できます。たとえば、tag=a.b のリスト
には、a.b で始まるタグ名が設定されたボリュームがすべて含まれます。
タグ名 site、udid、vdid は予約されているため、使わないでください。今後の製品機能
との競合を防ぐため、asl、be、isp、nbu、sf、symc、vx で始まるタグ名を使わないことを
お勧めします。
「ボリュームでのタグ設定」を参照してください。

vxmake を使ったボリュームの作成
vxassist を使う代わりに、vxmake コマンドを使って、既存のサブディスクをプレックスに

配置し、それらのプレックスをボリュームに形成できます。
p.274 の 「サブディスクの作成」 を参照してください。
この項では、vxmake を使った RAID 5 ボリュームの作成例を示します。
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RAID 5 ボリュームに RAID 5 プレックスを作成する手順は、ストライプ化プレックスの作
成手順に似ていますが、layout 属性を raid5 に設定する点が異なります。サブディス
クは、ストライプ化プレックスと同じように間接的に関連付けることができます。たとえば、
カラム数が 4 でストライプユニットサイズが 32 セクタの RAID 5 プレックスを作成するに
は、次のコマンドを使います。
# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 stwidth=32 ¥
sd=mydg00-01,mydg01-00,mydg02-00,mydg03-00

4 つのサブディスクが指定され、カラム数が指定されていないため、vxmake コマンドでは
4 カラムの RAID 5 プレックスと見なされ、各カラムに 1 つのサブディスクが配置されます。
ストライプ化プレックスも同じ方法で作成しますが、レイアウトは stripe と指定します。サ
ブディスクを作成し、後で追加する場合は、次のコマンドを使ってプレックスを作成しま
す。
# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 ncolumn=4 stwidth=32

サブディスクを指定しない場合は、ncolumn 属性を指定する必要があります。vxsd assoc
コマンドを使って、サブディスクを後でプレックスに追加できます。
p.277 の 「サブディスクとプレックスの関連付け」 を参照してください。
RAID 5 プレックスの各カラムを、複数の物理ディスクに分散する複数のサブディスクから
作成する場合、各サブディスクを追加するカラムを指定できます。たとえば、6 つのサブ
ディスクを使って 3 つのカラムの RAID 5 プレックスを作成するには、次の形式の vxmake
コマンドを使います。
# vxmake -g mydg plex raidplex layout=raid5 stwidth=32 ¥
sd=mydg00-00:0,mydg01-00:1,mydg02-00:2,mydg03-00:0, ¥
mydg04-00:1,mydg05-00:2

このコマンドは、サブディスク mydg00-00 と mydg03-00 を連続してカラム 0 に、サブディ
スク mydg01-00 と mydg04-00 を連続してカラム 1 に、サブディスク mydg02-00 と
mydg05-00 をカラム 2 に設定します。オフセットを指定して、RAID 5 スパースプレックス
を、ストライプ化プレックス用として作成することもできます。
たとえば、レイアウトを指定せずに、ログプレックスをデフォルトのコンカチネイテッドプレッ
クスとして作成できます。
# vxmake -g mydg plex raidlog1 sd=mydg06-00
# vxmake -g mydg plex raidlog2 sd=mydg07-00

次のコマンドを実行すると、RAID 5 ボリュームが作成され、準備された RAID 5 プレック
スと RAID 5 ログプレックスが関連付けられます。
# vxmake -g mydg -Uraid5 vol raidvol ¥
plex=raidplex,raidlog1,raidlog2

第 7 章 ボリュームの作成
vxmake を使ったボリュームの作成

各 RAID 5 ボリュームは、データとパリティを格納する RAID 5 プレックスを 1 つ保有しま
す。ボリュームに関連付けられる他のプレックスも、ボリュームに書き込まれるデータとパリ
ティに関する情報を記録する RAID 5 ログプレックスとして使われます。
vxmake を使ってボリュームを作成したら、それを使う前に初期化する必要があります。

p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参照してください。

vxmake 設定ファイルを使ったボリュームの作成
vxmake コマンドを使って、新規ボリューム、プレックスまたはサブディスクを VxVM で管

理されるオブジェクトセットに追加できます。vxmake は、各新規オブジェクトのレコードを
VxVM 設定データベースに追加します。コマンドラインで vxmake にパラメータを指定す
るか、またはテキスト形式のオブジェクト設定ファイルを使って、レコードを作成できます。
このファイルには、タスクリストを実行するコマンドを記述することもできます。vxmake に対
して標準入力からファイルの読み取りを指示するには、次の形式のコマンドを使います。
# vxmake [-g diskgroup] < description_file

または、vxmake の -d オプションでファイルを指定することもできます。
# vxmake [-g diskgroup] -d description_file

次に示す設定ファイルの例は、2 つのプレックス db-01 と db-02 を保有するボリューム
db を定義しています。
#rty
sd
sd
sd
sd
sd
plex

#name
mydg03-01
mydg03-02
mydg04-01
mydg04-02
mydg04-03
db-01

#options
disk=mydg03 offset=0 len=10000
disk=mydg03 offset=25000 len=10480
disk=mydg04 offset=0 len=8000
disk=mydg04 offset=15000 len=8000
disk=mydg04 offset=30000 len=4480
layout=STRIPE ncolumn=2 stwidth=16k
sd=mydg03-01:0/0,mydg03-02:0/10000,mydg04-01:1/0,
mydg04-02:1/8000,mydg04-03:1/16000
sd
ramd1-01
disk=ramd1 len=640
comment="Hot spot for dbvol"
plex db-02
sd=ramd1-01:40320
vol db
usetype=gen plex=db-01,db-02
readpol=prefer prefname=db-02
comment="Uses mem1 for hot spot in last 5m"

プレックス db-01 に関するサブディスクの定義は 1 行で指定する必要があります。ここに
示した例では、スペースの関係上 2 行に分割されています。
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最初のプレックス db-01 はストライプ化され、2 つの物理ディスク mydg03 と mydg04 上に
5 つのサブディスクを保有します。2 番目のプレックス db-02 はミラーの優先プレックスで
あり、揮発性メモリディスク上に 1 つのサブディスク ramd1-01 を保有します。
vxmake の使用方法については、vxmake（1M） マニュアルページを参照してください。
vxmake を使ってボリュームを作成したら、それを使う前に初期化する必要があります。

p.329 の 「vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動」 を参照してください。

ボリュームの初期化と起動
vxassist コマンドを使ってボリュームを作成する場合、init=none 属性を指定しない

と、vxassist は、自動的にそのボリュームを初期化して起動します。
ボリュームの作成時、次に示すように vxassist コマンドに -b オプションを指定すると、
ボリュームをすぐに使用可能にすることができます。
# vxassist -b [-g diskgroup] make volume length layout=mirror
-b オプションを指定すると、必要な初期化処理はすべてバックグラウンドタスクとして実

行されます。複数のカラムが並行して初期化されるため、ストライプボリュームの作成時間
も大幅に短縮されます。
-b オプションの代わりに init=active 属性を指定すると、新規ボリュームがすぐに使用

可能になります。この例では、init=active を指定して、新しいミラーボリュームの空の
データプレックスが VxVM で同期されないようにしています。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=mirror ¥
init=active

警告: init=active 属性を指定すると、ごくまれにエラーが場合があります。書き込まれ
たブロックの整合性は保証されますが、万一 fsck でファイルシステム内の未初期化領
域の検証が試みられたり、システムクラッシュ後にファイルが未初期化状態のままになっ
ていると、読み取りエラーが可能性があります。判断に迷う場合は、vxassist の -b オプ
ションを使ってください。
このコマンドを実行すると、ボリューム全体とそのログプレックスすべてにゼロが書き込ま
れます。その後、ボリュームはアクティブになります。次の例に示すように、vxassist で
init=zero 属性を指定してボリュームをゼロクリアすることもできます。
# vxassist [-g diskgroup] make volume length layout=raid5 ¥
init=zero
-b オプションを指定してこの操作をバックグラウンドタスクにすることはできません。
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vxmake を使って作成したボリュームの初期化と起動
vxmake で作成したボリュームでまだ初期化していないものや、未初期化状態に設定さ

れているボリュームは、vxvol コマンドを使って初期化できます。
ボリュームを初期化して起動するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] start volume

次のコマンドを使うと、ボリュームを初期化せずに有効にできます。
# vxvol [-g diskgroup] init enable volume

これにより、次のコマンドを使ってボリューム全体をアクティブにする前に、バックアップか
らボリュームのデータを復元できます。
# vxvol [-g diskgroup] init active volume

ボリューム全体の内容をゼロクリアするには、次のコマンドを使ってボリュームを初期化し
ます。
# vxvol [-g diskgroup] init zero volume

ボリュームヘのアクセス
作成および初期化が完了すると、オペレーティングシステムはこれを仮想ディスクパー
ティションとして使ってファイルシステムを作成できるようになります。また、リレーショナル
データベースや他のデータ管理ソフトウェアなどのアプリケーションプログラムでの使用も
可能になります。
ディスクグループにボリュームを作成すると、ボリュームのアクセスに使えるブロックデバイ
スファイルおよびキャラクタ（raw）デバイスファイルが設定されます。
/dev/vx/dsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のブロックデバイスファ
イル

/dev/vx/rdsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のキャラクタデバイス
ファイル

パス名には、ディスクグループ名を示すディレクトリが含まれます。それぞれの場合に適
したデバイスノードを使って、ファイルシステムの作成、マウント、修復や、raw パーティ
ションを必要とするデータベースのレイアウトを実行します。
ディスクグループ rootdg が特別な意味を持たなくなったため、VxVM で
は、/dev/vx/dsk/rootdg ディレクトリと /dev/vx/rdsk/rootdg ディレクトリにのみ、こ
のディスクグループのボリュームデバイスノードが作成されます。今後、ディスクグループ
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rootdg の /dev/vx/dsk ディレクトリまたは /dev/vx/rdsk ディレクトリには、VxVM の

ボリュームデバイスノードは作成されません。

8
ボリュームの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリューム管理について

■

ボリューム情報の表示

■

タスクの監視と制御

■

シンプロビジョニングの使用

■

マウント解除された VxFS シンボリュームに対する管理操作

■

シンプロビジョニングでの SmartMove の使用

■

ボリュームの停止

■

ボリュームの起動

■

ボリュームのサイズ変更

■

ボリュームへのミラーの追加

■

ミラーの削除

■

ボリュームへのログとマップの追加

■

DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備

■

ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加

■

バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード

■

ボリュームでのタグ設定

■

ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更

■

ボリュームの削除
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■

VM ディスクからのボリュームの退避

■

ボリュームに対する FastResync の有効化

■

オンライン再レイアウトの実行

■

vxtask コマンドを使ったシン再生の監視

■

階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換

■

RAID 5 ログの追加

ボリューム管理について
Veritas Volume Manager（VxVM）では、ボリュームに関する共通管理タスクを実行で
きます。これらは次を含んでいます。
■

ボリューム情報の表示

■

タスクの監視

■

ボリュームのサイズの変更

■

ログの追加と削除

■

ミラーの追加と削除

■

ボリュームの削除

■

ボリュームレイアウトの変更（オフラインにはしない）

メモ: VxVM コマンドを使うには、ほとんどの場合スーパーユーザー権限または同等の権
限が必要です。

ボリューム情報の表示
vxprint コマンドを使って、ボリュームの設定状態に関する情報を表示できます。

システム内のすべてのボリュームについて、ボリューム、プレックスおよびサブディスクの
レコード情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -hvt

また、vxprint コマンドを 1 つのディスクグループに適用することもできます。
# vxprint -g mydg -hvt

この例では、次の出力が生成されます。
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V
PL
SD
SV
SC
DC
SP

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

v
pl
sd
v
pl
sd

RVG/VSET/CO
VOLUME
PLEX
PLEX
PLEX
PARENTVOL
SNAPVOL

KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
CACHE
LOGVOL
DCO

STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF
[COL/]OFF

PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM
DEVICE

UTYPE
MODE
MODE
MODE
MODE

pubs
pubs-01
pubs
mydg11-01 pubs-01

ENABLED
ENABLED
mydg11

ACTIVE
ACTIVE
0

22880
22880
22880

SELECT
CONCAT
0

sdg

fsgen
RW
ENA

voldef
voldef-01 voldef
mydg12-02 voldef-0

ENABLED
ENABLED
mydg12

ACTIVE
ACTIVE
0

20480
20480
20480

SELECT
CONCAT
0

sdh

fsgen
RW
ENA

ここで、v はボリューム、pl はプレックス、sd はサブディスクです。初めの数行はヘッダー
を示し、このヘッダーは後に表示される各出力行のタイプと一致しています。各ボリュー
ムは、関連付けられたプレックスやサブディスクとともに一覧表示されます。
サブボリューム（SV）、ストレージキャッシュ（SC）、データ変更オブジェクト（DCO）、スナップ
ショット（SP）については、この出力例では無視してかまいません。それらのオブジェクトは
表示されるボリュームに関連付けられていません。
特定のボリュームに関するボリューム関連情報を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -t volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム voldef に関する情報を表示するには、
次のコマンドを使います。
# vxprint -g mydg -t voldef

この例では、次の出力が生成されます。
V

NAME

RVG/VSET/CO KSTATE

STATE

LENGTH

READPOL

PREFPLEX

UTYPE

v

voldef

-

ACTIVE

20480

SELECT

-

fsgen

ENABLED

エンクロージャに基づく名前の付け方を有効にした場合、vxprint では OS に基づいた
名前ではなく、エンクロージャに基づいたディスクデバイス名が表示されます。
vxprint コマンドの出力には、ボリューム状態についての情報が含まれます。

p.334 の 「ボリューム状態」 を参照してください。
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ボリューム状態
表 8-1 に、vxprint などの VxVM コマンドで表示されるボリューム状態を示します。
表 8-1

ボリューム状態

ボリューム状態

説明

ACTIVE

このボリュームは、起動されている（ENABLED カーネル状態）か、マシンが
起動時に使用（ENABLED カーネル状態）したことを示しています。
ENABLED カーネル状態である場合（ボリュームは使用中であるため）この
ボリュームのプレックスの状態はいつも一定ではありません。DISABLED カー
ネル状態である場合、プレックスの整合性は保証できませんが、ボリューム
の起動時に整合性が確保されます。
RAID 5 ボリュームの場合は、DISABLED カーネル状態にあると、パリティが
同期化されることは保証できません。

CLEAN

ボリュームが起動しておらず（DISABLED カーネル状態）、ボリュームのプ
レックスは同期化されています。RAID 5 ボリュームの場合、プレックスストラ
イプは整合化しており、パリティは同期化されています。

EMPTY

ボリュームの内容は初期化されていません。ボリュームが EMPTY 状態の場
合、常に DISABLED カーネル状態です。

INVALID

インスタントスナップショットボリュームの内容が、もとのボリュームの正確なポ
イントインタイムイメージと一致しなくなっています。

NEEDSYNC

次回の起動時に、ボリュームを再同期化する必要があります。RAID 5 ボ
リュームにはパリティの再同期が必要です。

REPLAY

ボリュームは一時的にログ再生中の状態にあります。ログの再生は、ログが
作成されたパリティおよびデータを使う必要がある場合にのみ発生します。
この状態は RAID 5 ボリュームにのみ適用されます。

SYNC

このボリュームは、読み取り - ライトバックリカバリモード（ENABLED カーネ
ル状態）であるか、マシンの再ブート時に読み取り - ライトバックモード
（DISABLED カーネル状態）でした。読み取り - ライトバックリカバリを指定す
ると、プレックスの整合性は、1 つのプレックスのブロックからデータを読み取
り、他のすべての書き込み可能プレックスにデータを書き込むことによって
回復します。ENABLED カーネル状態である場合、プレックスは読み取り ライトバックリカバリによって再同期化されています。DISABLED カーネル状
態である場合、プレックスはマシンの再ブート時に読み取り - ライトバックに
よって再同期化されていたため、さらに同期化が必要になります。
RAID 5 ボリュームの場合、このボリュームのパリティが再同期化中（ENABLED
カーネル状態）であるか、マシンの再ブート時にパリティが再同期化されまし
た（DISABLED カーネル状態）。
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ボリューム状態フラグ（たとえば、DIRTY もしくは CLEAN フラグ）は、ボリューム起動時の
状態の解釈によって変更されます。CLEAN フラグが設定されている場合、ACTIVE 状態
のボリュームはどのような起動処理によっても書き込まれることはなく、システムの再ブー
ト時にログの再生が処理されることもありません。したがって、このボリュームは CLEAN で
あると見なすことができます。いずれの場合も、ボリュームが CLEAN と設定されている場
合は、常に CLEAN フラグが設定されます。

ボリュームカーネル状態
ボリュームカーネル状態は、ボリュームデバイスへのアクセス可能性を示します。ボリュー
ムカーネル状態によって、ボリュームデバイスは、オフライン（DISABLED 状態）、保守
（DETACHED 状態）、オンライン（ENABLED 状態）の操作モードを利用できます。
これらの状態は、ユーザーが設定するのではなく、内部的に保守されます。正常に動作
しているシステム上では、すべてのボリュームが有効です。
表 8-2 に、定義可能なボリュームカーネル状態を示します。
表 8-2

ボリュームカーネル状態

ボリュームカーネル状態

説明

DETACHED

ボリューム上で保守操作が実行されています。ボリュームは、読
み取り、書き込みはできませんが、特定のプレックス操作および
ioctl 呼び出しは受け入れられます。

DISABLED

ボリュームはオフラインであり、アクセスできません。

ENABLED

ボリュームはオンラインであり、読み取りや書き込みができます。

タスクの監視と制御
VxVM タスクモニタは、タスクの作成、管理、完了を監視することによって、システムリカ
バリの進行状況を追跡します。タスクモニタによって、タスクの進行状況を監視し（たとえ
ば、システム処理効率への影響を軽減するために）一時停止やリカバリ速度などのタスク
の特性を変更できます。
メモ: VxVM は、この機能を専用ディスクグループに対してのみサポートしており、CVM
環境の共有ディスクグループに対してはサポートしていません。

タスクタグの指定
各タスクには一意のタスク ID が指定されています。これは、各タスクに対応する数字の
ID であり、特に 1 つのタスクを識別するために vxtask ユーティリティに対して指定でき
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ます。いくつかの VxVM ユーティリティでは、-t オプションを使って、最長 16 文字の英
数字のタグを指定することもできます。この機能によって、複数のタスクを同じタグで関連
付け、グループ化することができます。
次のユーティリティは -t オプションを受け入れます。
■ vxassist
■ vxevac
■ vxmirror
■ vxplex
■ vxrecover
■ vxrelayout
■ vxresize
■ vxsd
■ vxvol

たとえば、vxrecover コマンドを実行し、タスクタグ myrecovery を持つグループとして
生じるタスクを追跡するには、次のコマンドを使います。
# vxrecover -g mydg -t myrecovery -b mydg05

結果として得られるタスクを追跡するには、次のコマンドを使います。
# vxtask monitor myrecovery
vxrecover で呼び出したユーティリティによって起動されたタスクは、タスク ID およびタ

スクタグを継承するため、親子のタスク関係が確立されます。
タスクタグをサポートするユーティリティの詳細については、各マニュアルページを参照し
てください。

vxtask を使ったタスクの管理
vxtask コマンドを使うと、VxVM タスクに対する操作を管理できます。操作には、タスク

の一覧表示、タスク状態（一時停止、再開、中止）の変更、タスクの進行速度の変更など
が含まれます。
VxVM タスクは、システムで進行中の長期操作を表します。各タスクによって、操作開始
時の情報や、操作の範囲や進行状況、操作の進行状態や進行速度に関する情報がわ
かります。タスクの状態を変更し、操作の進行に関して大まかな制御を行うことができま
す。この機能をサポートするこのような操作では、タスクの進行速度を変更して、タスクに
対してきめ細やかな制御を行うことができます。
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新しいタスクの設定には時間がかかるため、コマンドを呼び出した直後は使えないことが
あります。タスクを処理する各スクリプトで新しいタスクの有無を確認する必要があります。
vxtask（1M）マニュアルページを参照してください。

vxtask 操作
vxtask コマンドでは次の操作をサポートします。
abort

指定のタスクを停止します。通常は、I/O エラーが発生した場合と同様に操
作が取り消され、その時点までに実行された処理が可能な限り元に戻され
ます。

list

システムで実行されているタスクをそれぞれ 1 行にまとめて表示します。-l
オプションを指定すると、タスクが長い形式で表示されます。-h オプション
を指定すると、親タスクの後に子タスクというように、タスクが階層的に表示さ
れます。デフォルトでは、システムで実行されているタスクがすべて表示され
ます。taskid 引数を含めた場合、出力されるタスクはその taskid または
タスクタグが taskid と一致するものに制限されます。残りの引数はタスクを
フィルタ処理し、一覧表示するタスクを限定します。
このリリースでは、vxtask list コマンドは SmartMove とシン再生操作
をサポートします。
SmartMove を使ってボリューム、プレックス、サブディスクの再同期また
は同期を行う場合、vxtask list では、その操作が SmartMove を
使っているかどうかが表示されます。
■ LUN レベルの再生では、vxtask list コマンドにより、各 LUN で実
行される再生量の情報が提供されます。
■ シンボリュームに対して init=zero を指定すると、シンボリュームで再
生がトリガされる可能性があり、進行状況は vxtask list コマンドで
参照されます。
■

monitor

タスク情報が変更されると、タスクやタスクグループに関する情報を継続的
に表示します。これで、タスクの進行状況を追跡できます。-l を指定すると、
長い形式で表示されます。デフォルトでは、1 行にまとめられたリストが表示
されます。タスク状態が変更されるとタスク情報が表示され、さらに、タスク完
了時にも出力が生成されます。この場合、タスクの状態は EXITED と表示さ
れます。

pause

実行中のタスクを一時停止し、操作を中断します。

resume

一時停止していたタスクの操作を再開します。
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set

タスクの変更可能なパラメータを変更します。現在修正可能な唯一のパラ
メータは slow[=iodelay] です。これを使って、コピー操作によるシステ
ムパフォーマンスへの影響を削減できます。 slow を指定すると、このような
操作の間に iodelay のデフォルト値である 250 ミリ秒の遅延が発生しま
す。iodelay に指定した値が大きくなるほどタスクの進行が遅くなり、一定
時間内に消費できるシステムリソースが減少します（vxplex、vxvol、
vxrecover の各コマンドでは、slow 属性も受け入れられます）。

vxtask コマンドの使用
システム上で実行されているすべてのタスクを一覧表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxtask list

親タスクの後に子タスクというように、タスクを階層的に表示するには、次のように -h オプ
ションを指定します。
# vxtask -h list

ディスクグループ mydg 内の一時停止中のすべてのタスク、およびタグ sysstart の付
いたすべてのタスクをトレースするには、次のコマンドを使います。
# vxtask -g mydg -p -I sysstart list

一時停止中のすべてのタスクを一覧表示するには、vxtask -p list コマンドを使いま
す。実行を継続するには（タスクはタスク ID やタスクタグで指定できます）、vxtask resume
を使います。
# vxtask -p list
# vxtask resume 167

タグ myoperation の付いたすべてのタスクを監視するには、次のコマンドを使います。
# vxtask monitor myoperation

タグ recovall の付いたタスクをすべて中断するには、次のコマンドを使います。
# vxtask abort recovall

このコマンドを実行すると、VxVM はこれまでの操作の進行を元に戻そうとします。たとえ
ば、オンライン再レイアウトを中止すると、VxVM はボリュームをもとのレイアウトに戻しま
す。
p.374 の 「オンライン再レイアウトの進行状況の制御」 を参照してください。
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シンプロビジョニングの使用
この項では、シンストレージ LUN で VxVM ボリュームを使う方法について説明します。

シンプロビジョニングについて
シンプロビジョニングは、ストレージのプロビジョニングを自動化することでストレージの使
用を最適化するストレージアレイの機能です。管理者は、アプリケーションが必要とする
ストレージ容量を見積もる必要がありません。代わりにシンプロビジョニングを使うと、大規
模のシン LUN または再生可能なシン LUN をホストにプロビジョニングできます。物理ス
トレージ容量は、アプリケーション I/O の書き込み後に初めて、シンプールからシン LUN
または再生可能なシン LUN に割り当てられます。

シン再生について
データの削除が起きると、VxFS または CFS ファイルシステムでファイルが削除されるか、
データベースファイルが縮小され、シンストレージや再生利用可能なシンストレージで領
域の再生利用が自動的に起動されるわけではありません。たとえば、ホストが 200 GB の
データを、大規模のシン LUN または再生利用可能なシン LUN がサポートするファイル
システムに書き込むと、大規模のシン LUN または再生利用可能なシン LUN の背後で
少なくとも 200 GB の物理ディスク容量が割り当てられます。それと同じ VxFS ファイルシ
ステムから、ストレージ管理者が 200 GB のファイルを削除したり、DBA がデータ 200 GB
分だけデータベースファイルを縮小しても、大規模のシン LUN または再生利用可能な
シン LUN の背後にある物理ストレージの容量は変わりません。この場合、大規模のシン
LUN または再生利用可能なシン LUN の背後に 200 GB 以上の物理ディスク領域が存
在し、この時点では未使用になっています。
Storage Foundation のシン再生機能は、Veritas File System（VxFS）が把握している
ファイルシステムレベルでの使用および未使用のブロック範囲の情報を利用します。シン
再生を使用すれば、管理者は、シン再生をサポートするストレージアレイ内の未使用シン
ストレージのオンライン再生を起動できます。シン再生は、ファイルシステム、ディスクセッ
ト（LUN）、ディスクグループ、ストレージエンクロージャで起動できます。シン再生は、再
生した領域をアレイ内で空きストレージプールに解放し、ストレージプール内で他のシン
LUN が領域を使用できるようにします。
シン再生をサポートするストレージアレイの一覧について詳しくは、シマンテック社のハー
ドウェア互換性リスト（HCL）を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/330441

ディスク、ディスクグループ、またはエンクロージャのシン再生
1 つ以上のディスク、ディスクグループ、またはエンクロージャ上でオンラインシン再生を
トリガするときは、vxdisk reclaim コマンドを使います。次の例では、LUN disk1 と
disk2、ディスクグループ oradg、Enclosure=EMC_Clariion0 上で再生をトリガします。
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ディスクの場合:
# vxdisk reclaim disk1 disk2

ディスクグループの場合:
# vxdisk reclaim oradg

エンクロージャの場合:
# vxdisk reclaim

EMC_CLARiiON0

シン再生は、thin_rclm 属性またはフラグが設定されている LUN でのみ実行できます。
シン再生をサポートする LUN は、シン再生対応ストレージアレイから自動的に検出され
ます。ホスト上でシン（thin_rclm）と設定されているデバイスのリストを表示するには、
vxdisk -o thin list コマンドを使います。次に例を示します。
# vxdisk -o thin list
DEVICE
SIZE(mb)
tagmastore-usp0_065a 10000
tagmastore-usp0_065b 10000
tagmastore-usp0_065c 10000
tagmastore-usp0_065d 10000
tagmastore-usp0_065e 10000
tagmastore-usp0_065f 10000
tagmastore-usp0_0652 10000
tagmastore-usp0_0653 10000
tagmastore-usp0_0654 10000
tagmastore-usp0_0655 10000
tagmastore-usp0_0656 10000
tagmastore-usp0_0657 10000
tagmastore-usp0_0658 10000
tagmastore-usp0_0659 10000
tagmastore-usp0_0660 10000

PHYS_ALLOC(mb)
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
672

GROUP
thindiskgroup

TYPE
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm

シン再生は、マウントされている VxFS ファイルシステム上の VxVM ボリュームにのみ実
行できます。
VxFS ファイルシステム上でシン再生をトリガする方法について詳しくは、『Veritas File
System 管理者ガイド』を参照してください。
大量の LUN、エンクロージャ、またはディスクグループに対してシンストレージを再生す
るときは、シン再生にかなりの時間がかかります。
p.375 の 「vxtask コマンドを使ったシン再生の監視」 を参照してください。
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領域再生利用の起動
この項では、領域再生利用を起動する方法について説明します。
領域再生利用を起動するには

1

VxFS ファイルシステムがマウントされていることを確認します。
mount（1M）マニュアルページを参照してください。

VxFS ファイルシステムをマウントする必要がある場合は、mount_vxfs（1M）マニュ
アルページを参照してください。

2

fsadm コマンドを使って領域再生利用を起動します。
# /opt/VRTS/bin/fsadm -t vxfs -R /<VxFS_mount_point>

ここで、<VxFS_mount_point> は VxFS ファイルシステムのマウントポイントの名前
です。
メモ: VxFS ファイルシステムがマウントされていない場合は、エラーメッセージが表示され
ます。 For example: Disk 3pardata0_110 : Skipped. No VxFS file system found.
VxFS ファイルシステムでシン再生を起動する方法について詳しくは、『Veritas File
System 管理者ガイド』を参照してください。

マウント解除された VxFS シンボリュームに対する管理
操作
シンボリュームは 1 つ以上のシン LUN から構成されるボリュームです。シンボリュームが
VxFS ファイルシステムにマウントされていない場合は、ボリューム、プレックス、サブディ
スクのいずれかに対して再同期、同期、更新操作を行うと完全同期が実行され、ボリュー
ムの未使用領域でストレージが割り当てられます。シンボリュームに対する最適化された
管理操作に役立つ SmartMove を使えるのは、マウントされた VxFS ファイルシステムの
みです。
デフォルトでは、プレックスのミラー化、スナップショットの作成、接続を行うコマンドは、エ
ラーメッセージを表示して失敗することがあります。
コマンドを強制実行する場合、-f オプションを使うコマンドと、-o force オプションを使
うコマンドがあります。使う必要のある強制オプションについて詳しくは、コマンドのマニュ
アルページを参照してください。
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メモ: 通常の新しいプレックスやボリュームは、シン LUN 上で物理ストレージを割り当てま
す。シンストレージに最適化された操作は行われません。

シンプロビジョニングでの SmartMove の使用
この項では、シンプロビジョニングで、同期パフォーマンスを向上させてシンストレージを
効率的に使う SmartMove を使う方法について説明します。
シンプロビジョニングで SmartMove を使うには

1

ボリュームを VxFS ファイルシステムタイプとしてマウントします。次に例を示します。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/oradg/oravol1 /oravol1

2

次のコマンドを実行します。
# sync

3

ボリュームをミラー化します。次に例を示します。
# vxassist -g oradg add mirror oravol1

シンプロビジョニングと SmartMove について詳しくは、『Veritas Storage Foundation
拡張機能管理者ガイド』を参照してください。

ボリュームの停止
ボリュームを停止するとユーザーはそのボリュームを使えなくなり、ボリュームのカーネル
状態は ENABLED 状態または DETACHED 状態から DISABLED 状態に遷移します。
ボリュームを無効にできない場合は、現在の状態のままになります。ボリュームを停止す
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] [-f] stop volume ...

指定したディスクグループにあるすべてのボリュームを停止するには、次のコマンドを使
います。
# vxvol [-g diskgroup] [-f] stopall

警告: -f オプションを使って、現在アプリケーションで開いているボリュームを強制的に
無効にした場合、ボリュームは起動したままで、内容にアクセスできなくなります。そのボ
リュームに対する I/O 操作に失敗し、これによりデータが失われることがあります。ディス
クグループはボリュームがすべて閉じられるまでデポートできません。
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閉じているボリュームが開かれないようにする場合は、次の項の説明に従って、vxvol
maint コマンドを使います。

ボリュームの保守モードへの設定
あるボリュームのミラーがすべて STALE 状態になった場合、このボリュームを保守モード
に設定できます。ボリュームを保守モードにする前に、ボリュームが停止しているか、また
は DISABLED 状態にあることを確認します。これによって、ボリュームが DETACHED カー
ネル状態のときにはプレックスを参照でき、他のプレックスの復旧にどのプレックスを使う
かを決定できます。ボリュームを保守モードに設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] maint volume

復旧させるソースプレックスの選択を容易にするため、vxprint を使って停止中のボリュー
ムおよびそのプレックスを一覧表示します。
プレックス（この例ではディスクグループ mydg 内の vol01-02）をオフラインにするには、
次のコマンドを使います。
# vxmend -g mydg off vol01-02

復旧に使うプレックスを除くすべてのプレックスがオフラインであることを確認します。ボ
リュームを復旧させるプレックスは STALE 状態にしておく必要があります。vxmend on コ
マンドを使うと、DISABLED カーネル状態のボリュームのプレックスを OFFLINE 状態から
STALE 状態に変更できます。たとえば、プレックス vol101-02 を STALE 状態にするに
は、次のコマンドを使います。
# vxmend -g mydg on vol101-02

ボリューム上で vxvol start コマンドを実行すると、指定したプレックスを使ってボリュー
ムが復旧されます。無効のプレックスからボリュームを起動しようとしているため、force オ
プション（-f）を指定する必要があります。
上の手順を使うことで、各プレックスを使ってボリュームを有効にでき、ボリュームの復旧
にどのプレックスを使うかを決定できます。
復旧用のプレックスを指定したら、上の手順に従い、指定のプレックスを使ってボリューム
を有効にします。そして vxmend on コマンドを使って、ボリュームを DISABLED 状態に戻
し、他のプレックスをすべて STALE 状態にします。これでボリュームのリカバリを実行でき
ます。
p.344 の 「ボリュームの起動」 を参照してください。
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ボリュームの起動
ボリュームを起動すると、そのボリュームは使用可能になり、ボリュームのカーネル状態が
DISABLED カーネル状態または DETACHED カーネル状態から ENABLED カーネル
状態に遷移します。DISABLED または DETACHED カーネル状態のボリュームを起動
するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] start volume ...

ボリュームを有効にできない場合は、現在の状態のままになります。
ディスクグループ内の DISABLED または DETACHED カーネル状態のボリュームをす
べて起動するには、次のように入力します。
# vxvol -g diskgroup startall

DISABLED カーネル状態のボリュームを起動するには、次のように入力します。
# vxrecover -g diskgroup -s volume ...

DISABLED カーネル状態のボリュームをすべて起動するには、次のように入力します。
# vxrecover -s

ボリューム上でどのようなリカバリ操作も行われないようにするには、さらに vxrecover に
-n オプションを指定します。

ボリュームのサイズ変更
ボリュームのサイズ変更では、そのボリュームのサイズが変更されます。たとえば、格納が
必要なデータ量に対してボリュームが小さすぎる場合は、そのサイズを大きくすることがで
きます。ボリュームのサイズを変更するには、vxresize（推奨）、vxassist、または vxvol
のいずれかのコマンドを使います。また、グラフィカルな Veritas Enterprise
Administrator（VEA）を使ってボリュームのサイズを変更することもできます。
メモ: VxVM コマンド、Storage Foundation Manager（SFM）、または VEA を使って、カ
プセル化されたルートディスク上のボリュームとそのファイルシステムのサイズを変更する
ことはできません。これは、下位のディスクパーティションについても再設定が必要である
ためです。ルートディスク上のボリュームのサイズを変更する必要がある場合は、先にルー
トディスクのカプセル化を解除する必要があります。
ボリュームのサイズを拡大する場合は、vxassist コマンドで使用可能なディスク領域の
位置を自動的に探します。vxresize コマンドでは、ボリュームのサイズを拡大するため
に使う LUN またはディスクをオプションとして指定できます。vxvol コマンドを実行する
には、サイズを拡大するボリュームのプレックスに、使用可能な領域が十分存在すること
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をあらかじめ確認しておく必要があります。vxassist コマンドおよび vxresize コマンド
では、ディスクグループで使えるように、未使用の領域が解放されます。vxvol コマンド
の場合、この操作を手動で行う必要があります。ボリュームを拡大できる量を確認するに
は、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] maxgrow volume

ボリュームのサイズを変更する場合、新しいボリュームのサイズを、セクタ、KB、MB、GB
の各単位で指定できます。使う単位は、サイズに接尾辞（s、m、k または g）として追加し
ます。単位を指定しない場合は、セクタが使われます。vxassist コマンドでも、ボリュー
ムのサイズ変更に使う単位を指定できます。
警告: vxassist や vxvol を使ってボリュームサイズを変更する場合、そのボリューム上
のファイルシステムよりも小さいサイズにボリュームを縮小することはできません。最初に
ファイルシステムを縮小しないと、リカバリ不能なデータ損失が発生する危険があります。
VxFS ファイルシステムが構成されている場合は、ファイルシステムを先に縮小してから、
ボリュームを縮小します。他のファイルシステムでは、後でファイルシステムを再作成し、
データをリストアできるように、データのバックアップが必要になる場合があります。

vxresize を使ったボリュームのサイズ変更
ファイルシステムを含むボリュームのサイズを変更するには、vxresize コマンドを使いま
す。他のコマンドを使ってもファイルシステムを含むボリュームのサイズ変更はできます
が、vxresize コマンドには、ボリュームだけでなく特定のタイプのファイルシステムのサ
イズを自動的に変更するという利点があります。
表 8-3 には、許可されている操作と、ファイルシステムのサイズを変更する前にファイル
システムをマウント解除する必要があるかどうかについて記載しています。
表 8-3

ファイルシステムで許可されているサイズ変更操作
Full-VxFS

ext2、ext3、reiserfs

マウントされたファイルシステム 拡大と縮小

不可

マウント解除されたファイルシス 不可
テム

拡大と縮小

たとえば、次のコマンドは、ボリュームのサイズを 1 GB から 10 GB に変更します。ボリュー
ムはディスクグループ mydg 内の homevol であり、VxFS ファイルシステムを含んでいま
す。このコマンドは、スペアディスク mydg10 と mydg11 を使っています。
# vxresize -g mydg -b -F vxfs -t homevolresize homevol 10g mydg10 mydg11

346

第 8 章 ボリュームの管理
ボリュームのサイズ変更

-b オプションを使うと、この操作がバックグラウンドで実行されるように指定されます。この

進行状況を監視するには、vxtask コマンドにタスクタグ homevolresize を指定します。
vxresize を使う場合は、次の制限に注意してください。
■

vxresize コマンドは、VxFS、ext2、ext3、reiserfs ファイルシステムでのみ動作し
ます。その他のファイルシステムタイプ、またはボリュームでファイルシステムが設定さ
れていない場合は、動作しません。

■

状況によっては、vxresize コマンドで大規模なボリュームをサイズ変更する際に、完
了までに時間がかかる場合があります。

■

FSGEN または RAID5 以外の usetype 属性を付けてボリュームをサイズ変更すると、
データを失う可能性があります。このような操作が必要な場合は、-f オプションを使っ
て、ボリュームのサイズ変更を強制的に行います。

■

異なるレイアウトタイプのプレックスを含むボリュームのサイズは変更できません。この
ような操作を行おうとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
VxVM vxresize ERROR V-5-1-2536 Volume volume has different
organization in each mirror

このようなボリュームのサイズを変更するには、サイズ変更の前にボリュームを再設定
して各データプレックスのレイアウトを同じにする必要があります。
vxresize コマンドに関する詳細については、vxresize(1M) マニュアルページを参照

してください。

vxassist を使ったボリュームのサイズ変更
次の修飾子は、ボリュームのサイズを変更するときに vxassist コマンドに付けて使いま
す。
growto

指定したサイズにボリュームサイズを拡大

growby

指定した量だけボリュームサイズを拡大

shrinkto

指定したサイズにボリュームサイズを縮小

shrinkby

指定した量だけボリュームサイズを縮小

任意のサイズへの拡大
ボリュームを特定のサイズに拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] growto volume length
-b オプションを指定すると、ボリュームの拡大はバックグラウンドタスクになります。
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たとえば、volcat を 2000 セクタに拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg growto volcat 2000

当該ボリュームで以前に再レイアウトを実行している場合、連続したディスク領域を使って
サブディスクを拡大するには、growto コマンドに属性 layout=nodiskalign も指定し
ます。

任意のサイズ分の拡大
ボリュームを特定のサイズだけ拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] growby volume length
-b オプションを指定すると、ボリュームの拡大はバックグラウンドタスクになります。

たとえば、volcat を 100 セクタ分だけ拡大するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg growby volcat 100

当該ボリュームで以前に再レイアウトを実行している場合、連続したディスク領域を使って
サブディスクを拡大するには、growby コマンドに属性 layout=nodiskalign も指定し
ます。

任意のサイズへの縮小
ボリュームを特定のサイズに縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] shrinkto volume length

たとえば、volcat を 1300 セクタに縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg shrinkto volcat 1300

警告: ボリュームを使っている現在のファイルシステムやデータベースのサイズより小さく
なるサイズに、ボリュームを縮小することはできません。vxassist shrinkto コマンドは
空のボリュームに対しては安全に使えます。

任意のサイズ分の縮小
ボリュームを特定のサイズだけ縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] shrinkby volume length

たとえば、volcat を 300 セクタ分だけ縮小するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg shrinkby volcat 300
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警告: ボリュームを使っている現在のファイルシステムやデータベースのサイズより小さく
なるサイズに、ボリュームを縮小することはできません。vxassist shrinkby コマンドは
空のボリュームに対しては安全に使えます。

vxvol を使ったボリュームのサイズ変更
ボリュームのサイズを変更するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set len=length volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 のサイズを 100000 セクタに変
更するには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg set len=100000 vol01

メモ: vxvol set len コマンドを使ってボリュームのサイズを拡大するには、ボリュームの
プレックス内で必要領域が使える必要があります。vxvol set len コマンドを使ってボ
リュームのサイズを縮小すると、空きになった領域はディスクグループの空き領域プール
に解放されません。
アクティブなボリュームでサイズを縮小する場合は、vxvol で -o force オプションを使っ
て強制的に実行する必要があります。この対策により、ボリュームを使っているアプリケー
ションによって領域が偶発的に削除されないようにできます。
次のコマンドを使ってログのサイズを変更できます。
# vxvol [-g diskgroup] set loglen=length log_volume

警告: スパースログプレックスは有効ではありません。スパースログプレックスはログ全体
のサイズにマップする必要があります。ログサイズの拡大によって無効になるログがある
場合、その操作は許可されません。また、ボリュームが有効ではなくダーティの場合（たと
えば、正常に停止されなかった場合）、ログサイズは変更できません。ログサイズを縮小
する場合はこの機能によって、ログの内容の損失が回避されます。ログサイズを拡大する
場合は、ログへのランダムデータの挿入が回避されます。

ボリュームへのミラーの追加
次のように vxassist コマンドを使って、ボリュームにミラーを追加できます。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] mirror volume
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-b オプションを指定すると、追加されたミラーの同期処理はバックグラウンドタスクとして

実行されます。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム voltest のミラーを作成するには、次
のコマンドを使います。
# vxassist -b -g mydg mirror voltest

また、次のコマンドを使い、プレックスを作成してからボリュームに接続することによって、
ボリュームをミラー化できます。
# vxmake [-g diskgroup] plex plex sd=subdisk ...
# vxplex [-g diskgroup] att volume plex

すべてのボリュームのミラー化
ディスクグループ内のすべてのボリュームを使用可能なディスク領域にミラー化するには、
次のコマンドを使います。
# /etc/vx/bin/vxmirror -g diskgroup -a

デフォルトでミラーボリュームを作成するように VxVM を設定するには、次のコマンドを使
います。
# vxmirror -d yes

このような変更を行っても、vxassist コマンドに nmirror=1 を属性として指定すること
によって、非ミラーボリュームを作成することができます。たとえば、20 GB の非ミラーボ
リューム nomirror をディスクグループ mydg 内に作成するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist -g mydg make nomirror 20g nmirror=1

VM ディスク上でのボリュームのミラー化
ボリュームをミラー化すると、ボリュームの 1 つ以上のコピーが別のディスク上に作成され
ます。ボリュームのミラーコピーを作成することによって、ディスクに障害が発生した場合
にデータ損失からボリュームを保護します。
このタスクをルートディスク上で使って、代替起動ボリュームを別のディスク上に構成する
ことができます。ルートディスクで障害が発生している場合でも、このようにしておくとシス
テムを起動できます。
メモ: このタスクでは、連結ボリュームのミラー化のみ行われます。すでにミラー化されてい
るボリュームや、複数のディスクにサブディスクが存在するボリュームについては無視され
ます。
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ディスク上でボリュームをミラー化するには、次の手順を実行します。

1

ターゲットディスクにソースディスク以上の領域があることを確認します。

2

vxdiskadm メインメニューから、［ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror
volumes on a disk）］を選択します。

3

プロンプトで、ミラー化するディスクのディスク名を入力します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg02

4

プロンプトで、ターゲットディスク名を入力します（このディスクはもとのディスク以上の
サイズである必要があります）。
Enter destination disk [<disk>,list,q,?] (default: any) mydg01

5

プロンプトで、Return キーを押してミラーを作成します。
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)
vxdiskadm プログラムによって、次のようにミラー操作の状態が表示されます。
VxVM vxmirror INFO V-5-2-22 Mirror volume voltest-bk00
.
.
.
VxVM INFO V-5-2-674 Mirroring of disk mydg01 is complete.

6

プロンプトで、ボリュームを他のディスク上にミラー化する（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Mirror volumes on another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ミラーの削除
ミラーが不要になった場合は、そのミラーを削除してディスク領域を解放できます。
メモ: VxVM では、ボリュームに関連付けられている最後の有効なプレックスを削除でき
ません。
ボリュームからミラーを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] remove mirror volume
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ストレージ属性を使って、削除するストレージを指定することもできます。たとえば、ディス
ク mydg01 上のミラーをボリューム vol01 から削除するには、次のように入力します。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg remove mirror vol01 ¥!mydg01

p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
また、ボリュームとミラーの関連付けを解除してミラーを削除する場合は、次のコマンドを
使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis mirror

たとえば、ディスクグループ mydg からミラー vol01-02 の関連付けを解除して削除する
には、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg -o rm dis vol01-02

このコマンドでは、ミラー vol01-02 および関連付けられたすべてのサブディスクが削除
されます。次のコマンドを別々に入力しても同じ結果が得られます。
# vxplex -g mydg dis vol01-02
# vxedit -g mydg -r rm vol01-02

ボリュームへのログとマップの追加
Veritas Volume Manager では、次のタイプのボリュームログとマップをサポートします。
■

FastResync マップは処理効率を向上させ、ミラー再同期中の I/O を減らします。こ
のマップは、メモリ上（非永続）または DCO ボリュームに属するディスク上（永続）のい
ずれかに存在します。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
サポートされる DCO ボリュームのタイプは次の 2 つです。
■

バージョン 0 の DCO ボリュームでは、従来のサードミラーブレークオフタイプのボ
リュームスナップショットに対する永続 FastResync のみがサポートされます。
p.63 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してくださ
い。

■

VxVM 4.0 で導入されたバージョン 20 の DCO ボリュームでは、フルサイズインス
タントボリュームスナップショットおよび領域最適化インスタントボリュームスナップ
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ショットに対する DRL ログ（次の項目を参照）と永続 FastResync が組み合わせ
られます。
p.64 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」
を参照してください。
■

DRL（Dirty Region Log）により、システムクラッシュ後にミラーボリュームを迅速にリカ
バリできます。このログは、DRL ログプレックス、またはバージョン 20 の DCO ボリュー
ムの一部です。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。
p.358 の 「ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加」 を参照してください。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参
照してください。

■

RAID 5 ログでは、RAID 5 ボリュームのリカバリ時のデータの破損を防止できます。こ
のログは、RAID 5 ボリュームのカラムに使われるプレックス以外の、ディスク上のプ
レックスとして設定されます。
p.48 の 「RAID 5 ログ」 を参照してください。
p.376 の 「RAID 5 ログの追加」 を参照してください。

DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボ
リュームの準備
ディスクグループのバージョン番号が 110 以上の場合は、バージョン 20 のデータ変更
オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームを既存のボリュームに追加できます。また、ディスク
グループバージョンが 110 以上の場合は、新しいボリューム、DCO と DCO ボリュームを
同時に作成して、DRL を有効にすることもできます。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してください。
p.359 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を参照
してください。
メモ: DRL と FastResync 機能を使うには、ライセンスキーが必要です。ライセンスキーが
ない場合は、DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェクトを
もとのボリュームやスナップショットボリュームに関連付けることができます。ただし、ライセ
ンスキーがない場合は、全体の再同期しか実行できません。
p.65 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
バージョン 20 の DCO と DCO ボリュームをボリュームに追加するには、次のコマンドを使
います。
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# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=on|sequential|off] ¥
[storage_attribute ...]
ndcomirs 属性には、DCO ボリュームに作成する DCO プレックスの数を指定します。ボ

リューム内に存在するデータプレックスやスナップショットプレックスと同数の DCO プレッ
クスを設定してください。DCO プレックスは、次にスナップショットプレックスから作成する
スナップショットボリュームに DCO ボリュームを設定するのに使われます。たとえば、3 つ
のデータプレックスと 2 つのスナップショットプレックスを持つボリュームの場合は、
ndcomirs=5 と指定します。
regionsize 属性の値は、追跡の対象となるボリューム内の領域のサイズを表します。変

更マップにビットを設定すると、領域への書き込みが追跡されます。デフォルト値は 64k
（64 KB）です。値を小さくすると変更マップに必要なディスク領域が増えますが、細分化
すればするほど再同期が速くなります。
ボリュームで DRL ログを有効にするには、drl=on と指定します（これがデフォルト値で
す）。シーケンシャル DRL の場合は、drl=sequential と指定します。DRL が不要な場
合は、drl=off と指定します。
vxassist 形式のストレージ属性を指定して、DCO ボリュームのプレックスを配置できる

ディスクと配置できないディスクを定義することもできます。
p.353 の 「バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。
vxsnap prepare コマンドを実行すると、ボリュームの永続 FastResync が自動的に有

効になります。永続 FastResync が有効になっているボリュームからスナップショットを生
成した場合は、そのスナップショットでも永続 FastResync が自動的に設定されます。
RAID 5 ボリュームは、インスタントスナップショットおよび永続 FastResync の使用が可
能な階層化ボリュームに変換されます。
p.354 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してくださ
い。
デフォルトでは、バージョン 20 の DCO ボリュームは 32 のボリュームあたりマップ（汎用
マップ）を格納します。それよりも多くのマップが必要な場合は、vxsnap addmap コマン
ドを使って追加できます。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

バージョン 20 の DCO プレックスのストレージの指定
ボリュームとそのスナップショットを格納しているディスクを別のディスクグループに移動す
る場合は、DCO プレックスを格納しているディスクも一緒に移動できるかどうかを確認す
る必要があります。ストレージ属性を使うと、DCO プレックスを配置するディスクを指定で
きます（ボリュームで DRL（dirty region logging）を使わない場合は、ボリュームが設定
されているのと同じディスクを指定できます。ただし、そのディスクに使用可能な領域が存
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在することが前提となります）。たとえばボリューム myvol に、disk05 および disk06 上
のプレックスから成る DCO オブジェクトおよびミラー化された DCO ボリュームを追加する
には、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg prepare myvol ndcomirs=2 alloc=disk05,disk06

ボリュームに関連付けられた DCO オブジェクトと DCO ボリュームの詳細を表示するには、
vxprint コマンドを使います。ボリューム vol1 についての vxprint -vh の出力例を次
に示します（簡潔にするため、TUTIL0 カラムと PUTIL0 カラムは省略しています）。
TY
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

NAME
vol1
vol1-01
disk01-01
foo-02
disk02-01
vol1_dco
vol1_dcl
vol1_dcl-01
disk03-01
vol1_dcl-02
disk04-01

ASSOC
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02
vol1
gen
vol1_dcl
vol1_dcl-01
vol1_dcl
vol1_dcl-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
1024
1024
1024
1024
1024
132
132
132
132
132

PLOFFS
0
0
0
0

STATE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

...

この出力では、DCO オブジェクトは vol1_dco と表示されています。DCO ボリューム
vol1_dcl は 2 つのプレックス vol1_dcl-01 および vol1_dcl-02 と表示されています。
DCO プレックスを別のディスクに再配置する必要がある場合は、vxassist move コマン
ドを使えます。次のコマンドを使うと、ボリューム vol1 の DCO ボリューム vol1_dcl のプ
レックスを disk03 と disk04 から disk07 と disk08 に移動できます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg move vol1_dcl ¥!disk03 ¥!disk04 disk07 disk08

p.255 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用
DCO と DCO ボリュームを RAID 5 ボリュームに追加できます。これにより、ボリューム上で
永続 FastResync を使って、スナップショットをもとのボリュームに戻すときのスナップショッ

第 8 章 ボリュームの管理
DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備

トの再同期を高速に実行できるようになります。そのため、RAID 5 ボリュームが特殊なタ
イプの階層化ボリュームに変換されてしまうという側面もあります。このようなボリュームの
領域最適化インスタントスナップショットを作成したり、フルサイズインスタントスナップショッ
トとして切り離し可能なミラーを追加できます。純粋な RAID 5 ボリュームに戻さない限り、
このボリュームを再レイアウトまたはサイズ変更することはできません。
ボリュームを RAID 5 ボリュームに戻すには、ボリュームからすべてのスナップショットプ
レックスを削除し、階層化ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除しま
す。この結果、RAID 5 ボリュームは非階層化ボリュームになり、再レイアウト操作および
サイズ変更操作を実行できるようになります。
p.357 の 「ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削除」 を
参照してください。
永続 FastResync を RAID 5 ボリュームで再度使えるようにするには、DCO と DCO ボ
リュームを再度関連付けます。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
警告: ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除すると、ボリュームの
FastResync が無効になります。残りのスナップショットをスナップバックする場合は、全体
を再同期する必要があります。

DCO バージョン番号の確認
インスタントスナップショットや、DRL が有効になっている DCO の機能を使うには、バー
ジョン 0 の DCO ではなく、バージョン 20 の DCO を使う必要があります。
ボリュームに関連付けられている DCO のバージョン番号を確認するには、次の手順を
実行します。

1

ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認しま
す。次のように入力します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

2

DCO に対して vxprint コマンドを実行し、DCO のバージョン番号を確認します。次
のように入力します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%version $DCONAME
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DRL がボリューム上で有効かどうかの確認
（バージョン 20 の DCO を使って設定した）DRL がボリューム上で有効かどうかを確認す
るには、次の手順を実行します。

1

ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DCO ボリュームの名前を確認しま
す。次のように入力します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`

2

DRL がボリューム上で有効かどうかを確認するには、ボリュームの DCO を指定して
次のコマンドを入力します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%drl $DCONAME

このコマンドを実行して on と表示された場合は、DRL は有効になっています。

3

DRL が有効な場合は、DCO を指定して次のコマンドを入力し、シーケンシャル DRL
が有効かどうかを確認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%sequentialdrl $DCONAME

このコマンドを実行して on と表示された場合は、シーケンシャル DRL は有効になっ
ています。
ボリュームを指定して次のコマンドを実行することもできます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%log_type volume

このコマンドを実行すると、ログタイプが DRL の場合は REGION、シーケンシャル DRL
の場合は DRLSEQ、DRL が有効でない場合は NONE と表示されます。
ボリューム内にある有効なミラーの数が 2 つ未満の場合は、ボリューム上で DRL が
有効になっている場合でも DRL ログは実行されません。
p.357 の 「DRL ログがボリューム上で有効かどうかの確認」 を参照してください。
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DRL ログがボリューム上で有効かどうかの確認
（バージョン 20 の DCO を使って設定した）DRL ログがミラーボリューム上で有効かどう
かを確認するには、次の手順を実行します。

1

次の vxprint コマンドを使って、ボリュームの DCO ボリュームの名前を確認します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name volume`
# DCOVOL=`vxprint [-g diskgroup] -F%parent_vol $DCONAME`

2

DCO ボリュームに対して vxprint コマンドを実行し、DRL ログが有効かどうかを確
認します。
# vxprint [-g diskgroup] -F%drllogging $DCOVOL

このコマンドを実行すると、DRL ログが有効な場合は on が返されます。

DRL の無効化および再有効化
（バージョン 20 の DCO を使って設定した）DRL をボリューム上で無効にするには、次の
ように入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=off volume

ボリューム上で DRL を再度有効にするには、次のように入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=on volume

ボリューム上でシーケンシャル DRL を再度有効にするには、次のように入力します。
# vxvol [-g diskgroup] set drl=sequential volume

これらのコマンドを使って DRL を一度無効にしてから再度有効にすることによって、必要
に応じてボリュームの DRL ポリシーを変更することもできます。（Veritas Volume
Replicator で使われる）データ変更マップ（DCM）がボリュームに接続されている場合は、
DRL は自動的に無効になります。

ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削
除
ボリュームから DRL およびインスタントスナップショット操作のサポートを削除するには、
次のコマンドを使って、ボリュームに関連付けられている DCO および DCO ボリュームを
削除します。
#

vxsnap [-g diskgroup] unprepare volume

このコマンドを使うと、ボリュームの FastResync による追跡も無効になります。
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メモ: このコマンドは、ボリュームがスナップショット階層の一部である場合は失敗します。

ミラーボリュームへの旧形式の DRL ログの追加
旧形式の DRL ログは、DRL プレックス内に設定されています。バージョン 20 の DCO ボ
リュームを DRL プレックスと組み合わせて使うことはできません。バージョン 20 の DCO
ボリュームのレイアウト内には DRL ログの領域が含まれます。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ミラーボリュームに対して DRL（dirty region logging）を有効にするには、そのボリュー
ムにログサブディスクを追加する必要があります。各プレックスに配置できるログサブディ
スクは 1 つのみです。
DRL ログを既存のボリュームに追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] addlog volume logtype=drl ¥
[nlog=n] [loglen=size]
-b オプションを指定すると、新しいログの追加はバックグラウンドタスクとして実行されま

す。
nlog 属性には、追加するログプレックスの数を指定します。デフォルトでは、ログプレック

スが 1 つ追加されます。loglen 属性には、ログのサイズを指定します。各ビットはボリュー
ム内の 1 つの領域を表します。たとえば、領域のサイズが 64 KB の 10 GB のボリューム
には 20 KB のログが必要です。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol03 に 1 つのログプレックスを追加
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog vol03 logtype=drl
vxassist コマンドを使ってログサブディスクをボリュームに追加する場合、デフォルトで

は、ログサブディスクを含むログプレックスが作成されます。ログプレックスが不要な場合
は、レイアウトの指定にキーワード nolog を含めます。
データベースログボリュームのように、ボリュームへの書き込みが連続的に行われる場合
は、次の logtype=drlseq 属性を使ってシーケンシャル DRL が使われるように指定し
ます。
# vxassist -g mydg addlog volume logtype=drlseq [nlog=n]

ログサブディスクを含むプレックスを作成した後は、それを通常のプレックスとして扱えま
す。ログプレックスにサブディスクを追加できます。必要な場合は、ログプレックスとログサ
ブディスクを削除できます。
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p.359 の 「旧形式の DRL ログの削除」 を参照してください。

旧形式の DRL ログの削除
vxassist remove log コマンドを使って、DRL プレックス内で設定されている旧形式の

DRL ログを削除できます。このコマンドでは、バージョン 20 の DCO 内で設定されている
DRL ログは削除されません。
旧形式の DRL ログを削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=drl [nlog=n]

デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。オプションの属
性 nlog=n を使って、操作の完了後に残しておくログの数を指定します。
ストレージ属性を使って、ログを削除するストレージを指定できます。たとえば、ディ
スク mydg10 上のログをボリューム vol01 から削除するには、次のコマンドを入力し
ます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文
字をエスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg remove log vol01 ¥!mydg10 logtype=drl

バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームの
アップグレード
インスタントスナップショットや、DCO ボリューム内に設定された DRL ログなどの新機能を
利用するために、VxVM 4.0 より前に作成されたボリュームをアップグレードできます。
ディスクグループのバージョンをアップグレードし、スナップショットおよびディスクグルー
プ内のボリュームに関連付けられたバージョン 0 の DCO を削除し、さらにバージョン 20
の DCO が関連付けられたボリュームを設定する必要があります。
メモ: DCO ボリュームのプレックスでは、ディスク上の永続ストレージ領域が使える状態に
ある必要があります。DCO プレックスで使う領域を用意するために、ディスクグループに
さらにディスクを追加するか、ボリュームを再設定しディスクグループ内の領域を解放す
る必要がある場合があります。また、ディスクグループの移動機能を使って別のディスクグ
ループからスペアディスクを持ってくることによって、ディスク領域を追加することもできま
す。
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p.250 の 「ディスクグループの内容の再編成」 を参照してください。
vxsnap prepare コマンドを使うと、ボリュームおよびボリュームから生成されるすべての

スナップショットで FastResync が自動的に有効になります。
RAID 5 ボリュームは、スナップショットおよび FastResync の使用が可能な階層化ボリュー
ムに変換されます。
既存のディスクグループとそれに含まれるボリュームをアップグレードするには、次の手
順を実行します。

1

この項で説明する後の手順を実行する前に、ボリュームを含むディスクグループを
最新バージョンにアップグレードします。ディスクグループのバージョンを確認するに
は、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.264 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。

2

バージョン 0 の DCO が関連付けられているディスクグループ内のボリュームを検出
するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" -e "v_hasdcolog"

このコマンドは、ディスクグループのアップグレード後にボリュームに関連付けられて
いる DCO がバージョン 0 の DCO のみであることを前提としています。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
ディスクグループ内の各ボリュームをアップグレードするには、必要に応じて次の手
順を繰り返します。

3

アップグレード対象のボリュームに従来の（DRL ログがバージョン 20 の DCO ボリュー
ムに保持されていない）DRL プレックスまたはサブディスクがある場合は、次のコマ
ンドを使って削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

削除するログ数を指定するには、オプションの属性 nlog=n を使い、n にその数を指
定します。デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。
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4

1 つ以上のスナップショットボリュームが関連付けられているボリュームの場合は、次
のコマンドを使って各スナップショットの再接続および再同期を行います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback snapvol

スナップショットを利用する前にボリューム上で FastResync が有効になっていた場
合、スナップショットプレックスのデータはもとのボリュームから高速再同期されます。
FastResync が有効になっていなかった場合、完全再同期が実行されます。

5

ボリュームの FastResync を無効にするには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

6

ボリュームからバージョン 0 の DCO オブジェクト、DCO ボリューム、スナップオブジェ
クトの関連付けを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco

7

ボリュームをアップグレードするには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [drl=on|sequential|off] ¥
[storage_attribute ...]
ndcomirs 属性には、DCO ボリュームに作成する DCO プレックスの数を指定しま

す。ボリューム内に存在するデータプレックスやスナップショットプレックスと同数の
DCO プレックスを設定してください。DCO プレックスは、次にスナップショットプレック
スから作成するスナップショットボリュームに DCO ボリュームを設定するのに使われ
ます。たとえば、3 つのデータプレックスと 2 つのスナップショットプレックスを持つボ
リュームの場合は、ndcomirs=5 と指定します。
regionsize 属性には、追跡の対象となるボリューム内の領域のサイズを指定しま

す。変更マップにビットを設定すると、領域への書き込みが追跡されます。デフォル
ト値は 64k（64 KB）です。値を小さくすると変更マップに必要なディスク領域が増え
ますが、細分化すればするほど再同期が速くなります。
ボリュームで DRL ログを有効にするには、drl=on と指定します（これはデフォルト
の設定です）。シーケンシャル DRL が必要な場合は、drl=sequential と指定しま
す。DRL が不要な場合は、drl=off と指定します。
DCO ボリュームのプレックスを配置できるディスクと配置できないディスクを定義する
ために、vxassist 形式のストレージ属性を指定することもできます。
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ボリュームでのタグ設定
ボリュームタグは、Storage Foundation の DST（Dynamic Storage Tiering）機能を実
装します。また、下に示すのと同じ vxvm コマンド構文を使って、ボリュームセットにタグを
適用することもできます。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
次の形式の vxassist コマンドを使って、以下の操作を実行できます。
■

ボリュームに名前付きタグとオプションのタグ値を設定する。

■

タグを置換する。

■

ボリュームからタグを削除する。

# vxassist [-g diskgroup] settag volume|vset tagname[=tagvalue]
# vxassist [-g diskgroup] replacetag volume|vset oldtag newtag
# vxassist [-g diskgroup] removetag volume|vset tagname

ボリュームに関連付けされたすべてのタグの一覧を表示するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxassist [-g diskgroup] listtag [volume|vset]

ボリューム名を指定しないと、ディスクグループ内にあるすべてのボリュームとボリューム
セットが表示されます。TY フィールドの略称 vt は、ボリュームセットを示します。
listtag コマンドの例を次に示します。
# vxassist -g dg1 listtag vol
TY NAME
DISKGROUP
TAG
=================================================
v
vol
dg1
Oracle

指定したタグ名を持つボリュームの一覧を表示するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] list tag=tagname volume

タグの名前と値は、256 文字までの大文字と小文字を区別する文字列です。タグ名には、
次の ASCII 文字を使えます。
■

英字（A から Z、a から z）

■

数字（0 から 9）

■

ハイフン（-）

■

下線文字（_）

■

ピリオド（.）
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タグ名は、英字または下線文字から始める必要があります。
タグ値には、32 から 127 までの 10 進値を持つ任意の ASCII 文字を使えます。タグ値に
スペースがある場合は、シェルからそのタグ値を保護するために、次のように指定を引用
符で囲みます。
# vxassist -g mydg settag myvol "dbvol=table space 1"
list 操作を使うと、ドット区切りのタグ階層を確認できます。たとえば、tag=a.b のリスト

には、a.b で始まるタグ名が設定されたボリュームがすべて含まれます。
タグ名 site、udid、vdid は予約されているため、使わないでください。今後の製品機能
との競合を防ぐため、asl、be、nbu、sf、symc、vx で始まるタグ名を使わないでください。

ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更
VxVM では、ミラーボリューム内のデータプレックスに対して次の読み取りポリシーを選択
できます。
round

非順次 I/O が検出されるたびにアクセス先を「ラウンドロビン」方
式で切り替え、各プレックスを順に読み取ります。シーケンシャル
アクセスでは、1 つのプレックスにのみアクセスできます。このア
プローチでは、ドライブまたはコントローラの先読みキャッシュポリ
シーを利用します。

prefer

優先プレックスとして指定されているプレックスから先に読み取り
ます。

select

ボリュームに対するプレックスの関連付けに基づいてデフォルト
のポリシーを選択します。ボリュームに有効なストライプ化プレッ
クスがある場合、select オプションでは特に指定がない限りそ
のプレックスを優先し、有効なストライプ化プレックスがない場合
はラウンドロビンを採用します。
ディスクグループバージョン 150 以上で、利用可能な SSD ベー
スのプレックスが存在する場合は、そのプレックスが他のプレック
スより優先されます。

siteread

ローカルで定義されたサイトでプレックスから優先的に読み取り
ます。この方法は、サイトの整合性が有効になっているディスクグ
ループ内のボリュームのデフォルトのポリシーです。
ディスクグループバージョン 150 以上で、ローカルサイトに SSD
ベースのプレックスが存在する場合は、そのプレックスが優先さ
れます。

分割

要求を分割して読み取り、それらの要求を利用可能なすべての
プレックス にわたって分散します。
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メモ: RAID 5 ボリュームには読み取りポリシーを設定できません。
読み取りポリシーを round に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol round volume

たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム vol01 の読み取りポリシーをラウンドロ
ビンに設定する場合は、次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg rdpol round vol01

読み取りポリシーを prefer に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol prefer volume preferred_plex
vol01 のポリシーをプレックス vol01-02 から優先的に読み取るように設定する場合は、

次のコマンドを使います。
# vxvol -g mydg rdpol prefer vol01 vol01-02

読み取りポリシーを select に設定するには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol select volume

p.542 の 「ボリュームの読み取りポリシー」 を参照してください。

ボリュームの削除
ボリュームがアクティブでなくなるか、または内容がアーカイブされている場合、そのボ
リュームはもう必要ありません。その場合は、そのボリュームを削除して、ディスク領域を他
の目的のために解放できます。
ボリュームを削除するには、次の手順を実行します。

1

システムで実行中のアプリケーションプログラム（シェルを含む）からのボリュームに
対する参照をすべて削除します。

2

ボリュームをファイルシステムとしてマウントしている場合は、次のコマンドを使ってボ
リュームをマウント解除します。
# umount /dev/vx/dsk/diskgroup/volume

3

このボリュームが /etc/fstab ファイルに記述されている場合は、このファイルを編
集してそのエントリを削除します。このファイルのフォーマットやファイルの変更方法
の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
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4

次のコマンドを使って、ボリューム上の VxVM によるアクティビティをすべて停止し
ます。
# vxvol [-g diskgroup] stop volume

5

次のように vxassist コマンドを使って、ボリュームを削除します。
# vxassist [-g diskgroup] remove volume volume

また、次のように vxedit コマンドを使ってもボリュームを削除できます。
# vxedit [-g diskgroup] [-r] [-f] rm volume
vxedit の -r オプションは再帰的に削除することを示します。このコマンドでは、ボ

リュームに関連付けられたすべてのプレックスと、それらのプレックスに関連付けられ
たすべてのサブディスクが削除されます。vxedit に -f オプションを指定すると、強
制的に削除が行われます。ボリュームがまだ有効になっている場合は、このオプショ
ンを指定する必要があります。

VM ディスクからのボリュームの退避
ディスクを無効化または削除する前に、そのディスクから、システム上の十分な領域があ
る別のディスクへデータを退避できます。
ディスクからボリュームを移動するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm メインメニューから、［ディスクからのボリュームの移動（Move volumes
from a disk）］を選択します。

2

次のプロンプトで、移動するボリュームのあるディスクのディスク名を次のように入力
します。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の表示画面で、オプションとしてボリュームの移動先ディスクの一覧を指定できま
す。プロンプトで、次のいずれかを実行します。
■

Enter キーを押してディスクグループの使用可能な領域にボリュームを移動しま
す。

■

次のように、使う必要があるディスクグループ内のディスクを指定します。

:
Enter disks [<disk ...>,list]
VxVM NOTICE V-5-2-283 Requested operation is to move all
volumes from disk mydg01 in group mydg.
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NOTE: This operation can take a long time to complete.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

ボリュームがディスクから移動されると、vxdiskadm プログラムによって操作の状態
が表示されます。
VxVM vxevac INFO V-5-2-24 Move volume voltest ...

ボリュームがすべて移動されると、vxdiskadm プログラムによって次のメッセージが
表示されます。
VxVM INFO V-5-2-188 Evacuation of disk mydg02 is complete.

3

次のプロンプトで、ボリュームを他のディスクから移動する（y）か、vxdiskadm メイン
メニューに戻る（n）かを指定します。
Move volumes from another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ボリュームに対する FastResync の有効化
バージョン 20 の DCO を使ってボリュームに対する FastResync を有効にするために、
vxsnap prepare コマンドを使うことをお勧めします。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
メモ: この機能を使うには、FastResync ライセンスが必要です。
FastResync は、無効なミラーをすばやく効率的に再同期化します。FastResync をバッ
クアップや意思決定支援などの操作に使うと、VxVM スナップショット機構の効率も向上
します。
p.379 の 「ボリュームスナップショットについて」 を参照してください。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
ボリュームで次のバージョンの FastResync を有効にすることができます。
■

永続 FastResync は、FastResync マップのコピーをディスク上に保有します。システ
ムを再ブートした場合は、これらのコピーを使って、ミラーボリュームのリカバリを迅速
に行うことができます。この形式の FastResync を使うには、まず、旧形式または新形
式のデータ変更オブジェクト（DCO）と DCO ボリュームをボリュームに関連付ける必要
があります。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
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p.359 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を
参照してください。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参
照してください。
■

非永続 FastResync は、FastResync マップをメモリ内に保有します。このマップは、
システムを再ブートするとなくなります。

デフォルトでは、新しく作成したボリュームでは FastResync は有効になっていません。
FastResync を有効にする場合は、vxassist make コマンドに fastresync=on 属性を
指定したうえでボリュームを作成します。
メモ: 1 つのボリュームに永続 FastResync と非永続 FastResync を設定することはでき
ません。DCO がボリュームに関連付けられている場合は、永続 FastResync を使います。
それ以外の場合は、非永続 FastResync を使います。
既存のボリュームに対して FastResync を有効にするには、次のように vxvol コマンドに
fastresync=on を指定します。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=on volume

スナップショットで FastResync を使うには、スナップショットを利用する前に FastResync
を有効にし、さらにスナップバックが完了するまでは有効にしておく必要があります。

ボリューム上での FastResync の有効あるいは無効のチェック
ボリューム上で FastResync が有効かどうかをチェックするには、次のコマンドを使いま
す。
# vxprint [-g diskgroup] -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返します。
FastResync が有効である場合に、それが非永続 FastResync と永続 FastResync のど
ちらであるかをチェックするには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -F%hasdcolog volume

このコマンドは、永続 FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返
します。
非永続 FastResync が有効であるすべてのボリュームを表示するには、次のコマンドを
使います。
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メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" ¥
-e "v_fastresync=on && ¥!v_hasdcolog"

永続 FastResync が有効であるすべてのボリュームを表示するには、次のコマンドを使
います。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" -e "v_fastresync=on ¥
&& v_hasdcolog"

FastResync の無効化
既存のボリュームで永続 FastResync または非永続 FastResync を無効にするには、次
のように vxvol コマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

FastResync を無効にすると、指定したボリュームのすべての追跡マップが解放されます。
それ以後に発生するすべての再接続では FastResync 機能を使いませんが、ボリューム
の完全再同期が行われます。完全再同期は、後で FastResync を有効にした場合にも
発生します。

オンライン再レイアウトの実行
vxassist relayout コマンドを使うと、ボリュームをオフラインにせずに、ボリュームのレ

イアウトを再設定できます。このコマンドの一般的な形式は次のとおりです。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] relayout volume [layout=layout] ¥
[relayout_options]
-b オプションを指定すると、ボリュームの再レイアウトはバックグラウンドタスクになります。

次の再設定レイアウト属性がサポートされています。
concat-mirror

連結ミラー

concat

連結

nomirror

連結

nostripe

連結

RAID5

RAID 5（共有ディスクグループではサポート対象外）
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span

連結

stripe

ストライプ

p.369 の 「可能な再レイアウト変換」 を参照してください。
たとえば、次のコマンドは、ディスクグループ mydg 内の連結ボリューム vol02 をストライ
プボリュームに変更します。デフォルトでは、ストライプボリュームには、2 つのカラムと 64
KB でストライプ化されたユニットサイズがあります。
# vxassist -g mydg relayout vol02 layout=stripe

場合によっては、ボリューム上ではなくプレックス上で再レイアウトの実行が必要になるこ
とがあります。
p.373 の 「オンライン再レイアウト用のプレックスの指定」 を参照してください。

可能な再レイアウト変換
表 8-4 に、連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-4

連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換

再レイアウト後の 連結ボリュームから
タイプ
連結

不可。

連結ミラー

不可。代わりに、ミラーを追加してから、vxassist convert コマンドを使
います。

ミラー化連結

不可。代わりにミラーを追加します。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

ストライプ

可。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

ストライプ化ミラー

可。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

表 8-5 に、連結ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
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表 8-5

連結ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換

再レイアウト後の 連結ミラーボリュームから
タイプ
連結

不可。代わりに、vxassist convert を使い、作成されたミラー化連結ボ
リュームから不必要なミラーを削除します。

連結ミラー

不可。

ミラー化連結

不可。代わりに、vxassist convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。

ストライプ

可。この再レイアウトによりミラーが削除され、ストライプ化が追加されます。
ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

ストライプ化ミラー

可。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。

表 8-6 に、RAID 5 ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-6

ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウ
ト変換

再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
連結

可。

連結ミラー

可。

ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。変更
しない場合は、vxassist convert コマンドを使います。

表 8-7 に、ミラー化連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示しま
す。
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表 8-7

ミラー化連結ボリュームに対してサポートされている再レイアウト変
換

再レイアウト後の ミラー化連結ボリュームから
タイプ
連結

不可。代わりに、不必要なミラーを削除します。

連結ミラー

不可。代わりに、vxassist convert コマンドを使います。

ミラー化連結

不可。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。ストライプユニットサイズとカラム数を定義できます。再レイアウトを実行
する、既存のミラーボリューム内のプレックスを選択します。他のプレックス
は、再レイアウト操作の最後に削除されます。

ストライプ

可。

ストライプ化ミラー

可。

表 8-8 に、ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示
します。
表 8-8

ミラー化ストライプボリュームに対してサポートされている再レイアウ
ト変換

再レイアウト後の ミラー化ストライプボリュームから
タイプ
連結

可。

連結ミラー

可。

ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。変更
しない場合は、vxassist convert コマンドを使います。
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表 8-9 に、ミラー化されていないストライプボリュームと階層化されたストライプ化ミラーボ
リュームに対してサポートされている再レイアウト変換を示します。
表 8-9

ミラー化されていないストライプボリューム、および階層化されたスト
ライプ化ミラーボリュームに対してサポートされている再レイアウト変
換

再レイアウト後の ストライプまたはストライプ化ミラーから
タイプ
連結

可。

連結ミラー

可。

ミラー化連結

不可。代わりに、連結ミラーボリュームに再レイアウトした後に vxassist
convert コマンドを使います。

ミラー化ストライプ

不可。代わりに、ストライプ化ミラーボリュームへの再レイアウト後に vxassist
convert コマンドを使います。

RAID5

可。ストライプユニットサイズとカラム数を変更できます。

ストライプ

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

ストライプ化ミラー

可。ストライプユニットサイズまたはカラム数を変更する必要があります。

非デフォルトレイアウトの指定
以下の再レイアウトオプションを 1 つ以上指定して、デフォルトのレイアウト設定を変更で
きます。
ncol=number

カラム数を指定

ncol=+number

追加するカラム数を指定

ncol=-number

削除するカラム数を指定

stripeunit=size

ストライプ幅を指定

以下の例では、vxassist を使って、ディスクグループ dbasedg 内のストライプボリュー
ムのストライプ幅とカラム数を変更しています。
# vxassist -g dbasedg relayout vol03 stripeunit=64k ncol=6
# vxassist -g dbasedg relayout vol03 ncol=+2
# vxassist -g dbasedg relayout vol03 stripeunit=128k

次の例では、連結ボリュームを 4 カラムの RAID 5 ボリュームに変更しています。
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# vxassist -g dbasedg relayout vol04 layout=raid5 ncol=4

オンライン再レイアウト用のプレックスの指定
ディスクグループ内に十分なディスクや領域がある場合は、どのレイアウトも RAID 5 に変
更できます。ミラーボリュームを RAID 5 へ変換するには、どのプレックスを変換するかを
指定する必要があります。変換が終わると、他のプレックスはすべて削除され、他の目的
のために領域が解放されます。ミラーボリュームを RAID 5 以外のレイアウトに変換する
場合、変換されていないプレックスは削除されません。次のように、ボリュームの代わりに
プレックスの名前を指定して、変換するプレックスを指定します。
# vxassist [-g diskgroup] relayout plex [layout=layout] ¥
[relayout_options]

オンライン再レイアウト操作のタグ設定
再レイアウト操作を一時停止したりもとに戻すなど、操作の進行状況を制御するには、
vxassist に -t オプションを指定して、操作にタスクタグを設定します。たとえば、次の
再レイアウト操作はバックグラウンドタスクとして実行され、そのタスクにはタグ myconv が
設定されます。
# vxassist -b -g dbasedg -t myconv relayout vol04 layout=raid5 ¥
ncol=4

p.373 の 「オンライン再レイアウトの状態の表示」 を参照してください。
p.374 の 「オンライン再レイアウトの進行状況の制御」 を参照してください。

オンライン再レイアウトの状態の表示
オンライン再レイアウト操作の実行には時間がかかります。vxrelayout コマンドを使っ
て、再レイアウト操作の状態に関する情報を取得できます。たとえば、次のコマンドを考え
てみます。
# vxrelayout -g mydg status vol04

このコマンドにより次のような出力が表示されます。
STRIPED, columns=5, stwidth=128--> STRIPED, columns=6,
stwidth=128
Relayout running, 68.58% completed.

この例では、ストライプボリュームのカラム数 5 から 6 への再設定が実行中であり、ちょう
ど 3 分の 2 以上が完了したところです。
vxrelayout（1M）マニュアルページを参照してください。
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再レイアウトの開始時に vxassist でタスクタグを指定した場合、このタグを vxtask コマ
ンドで使って、再レイアウトの進行状況を監視できます。たとえば、myconv というタグを設
定したタスクを監視するには、次のように入力します。
# vxtask monitor myconv

オンライン再レイアウトの進行状況の制御
vxtask コマンドを使って、再レイアウトを一時的に停止（pause）または取り消す（abort）

ことができます。再レイアウト開始時に vxassist へのタスクタグを指定した場合、このタ
グを使って vxtask のタスクを指定できます。たとえば、myconv とタグを設定した再レイ
アウト操作を一時停止するには、次のように入力します。
# vxtask pause myconv

操作を再開するには、次のように vxtask コマンドを使います。
# vxtask resume myconv
vxtask pause コマンド以外の要因（vxtask abort コマンドによるタスクの停止、変換

プロセスの停止、I/O エラーの発生など）で停止した再レイアウト操作を再開する場合は、
次のように vxrelayout に start キーワードを指定します。
# vxrelayout -g mydg -o bg start vol04
vxtask pause コマンドで中断した再レイアウトを vxrelayout start コマンドで再開

すると、操作を完了するためにタグのない新しいタスクが作成されます。このため、もとの
タスクタグを使って再レイアウトを制御することはできなくなります。
-o bg オプションを指定すると、再レイアウトはバックグラウンドで再開されます。slow と
iosize オプション修飾子を指定して、再レイアウトの速度やコピーされる各領域のサイ

ズを制御することもできます。たとえば、次のコマンドでは各 10 MB 領域のコピーの間に
1000 ミリ秒（1 秒）の遅延を挿入します。
# vxrelayout -g mydg -o bg,slow=1000,iosize=10m start vol04

遅延時間のデフォルト値は 250 ミリ秒、また領域のサイズのデフォルト値は 1 MB です。
停止している再レイアウト操作の方向を逆にするには、次のように vxrelayout に reverse
キーワードを指定します。
# vxrelayout -g mydg -o bg reverse vol04

これにより、これまでボリュームに対して行われた変更を元に戻し、もとのレイアウトに戻し
ます。
vxtask abort を使って再レイアウトを取り消すことによっても、逆変換が行われ、ボリュー

ムはもとの設定に戻ります。
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p.336 の 「vxtask を使ったタスクの管理」 を参照してください。
vxrelayout（1M）マニュアルページを参照してください。
vxtask（1M）マニュアルページを参照してください。

vxtask コマンドを使ったシン再生の監視
この項では、vxtask コマンドを使ってシン再生を監視する方法について説明します。
シン再生を監視するには

1

シン再生を開始するには、次のコマンドを使います。
# vxdisk reclaim <diskgoup>

次に例を示します。
# vxdisk reclaim dg100

2

再生の状態を監視するには、別のセッションで次のコマンドを実行します。
# vxtask list
TASKID
171

PTID TYPE/STATE
PCT
PROGRESS
RECLAIM/R
00.00% 0/41875931136/0 RECLAIM vol100 dg100

vxtask list コマンドの実行中、別のセッションで vxdisk reclaim <diskgroup>

コマンドが実行されます。

階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換
vxassist convert コマンドは、階層化および非階層化の形式間でボリュームレイアウ

トを変換します。このコマンドの構文は次のとおりです。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] convert volume [layout=layout] ¥
[convert_options]
-b オプションを指定すると、ボリュームの変換はバックグラウンドタスクになります。

次の変換レイアウト属性がサポートされています。
stripe-mirror

ミラー化ストライプからストライプ化ミラーボリュームへ

mirror-stripe

ストライプ化ミラーからミラー化ストライプボリュームへ

concat-mirror

ミラー化連結から連結ミラーボリュームへ
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mirror-concat

連結ミラーからミラー化連結ボリュームへ

オンライン再レイアウトの実行前または後に、ボリューム変換を実行して、他の場合よりも
多くの変換を実行できます。また、再レイアウトプロセス中に、ボリュームが中間のレイア
ウトに変換されることもあります。たとえば、4 カラムのミラー化ストライプボリュームを 5 カ
ラムのミラー化ストライプボリュームに変換するには、次に示すように、まず、vxassist
relayout を使って、5 カラムのストライプ化ミラーボリュームに変換します。
# vxassist -g mydg relayout vol1 ncol=5

再レイアウトが完了したら、vxassist convert コマンドを使って、作成した階層化ストラ
イプ化ミラーボリュームを非階層化ミラー化ストライプボリュームに変更します。
# vxassist -g mydg convert vol1 layout=mirror-stripe

メモ: 再レイアウトや変換中にシステムがクラッシュした場合、システムの再ブート時にプロ
セスは続行されます。ただし、2 段階で実行される再レイアウトと変換の第 1 段階中にシ
ステムがクラッシュした場合は、第 1 段階のみが完了します。操作を完了するには、
vxassist convert を手動で実行する必要があります。

RAID 5 ログの追加
各 RAID 5 ボリュームに配置できる RAID 5 プレックスは 1 つのみです。その他のプレッ
クスは RAID 5 ログプレックスになり、ボリュームに書き込まれるデータやパリティに関する
情報をログに記録します。RAID 5 ボリュームを vxassist コマンドで作成すると、そのボ
リュームにログプレックスが 1 つデフォルトで作成されます。
RAID 5 ログを既存のボリュームに追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] addlog volume [loglen=length]
-b オプションを指定すると、新しいログの追加はバックグラウンドタスクになります。

ボリュームに初めてログを追加する場合は、ログのサイズを指定できます。その後に追加
するログは、既存のログと同じサイズで設定されます。
たとえば、ディスクグループ mydg 内の RAID 5 ボリューム volraid にログプレックスを 1
つ作成する場合は、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog volraid
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vxplex を使った RAID 5 ログの追加
vxplex コマンドを使って RAID 5 ログを追加することもできます。たとえば、RAID 5 ログ

プレックス r5log を、ディスクグループ mydg 内の RAID 5 ボリューム r5vol に追加する
場合は、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg att r5vol r5log

接続操作は、新しいログのサイズがストライプ上のすべてのデータを保有できる大きさで
ある場合にのみ続行できます。RAID 5 ボリュームにすでにログが含まれている場合、新
しいログのサイズは各個別ログの中で最小のサイズになります。これは、新しいログは古
いログのミラーであるためです。
RAID 5 ボリュームが有効でない場合、新しいログは BADLOG 状態に設定され、ボリュー
ムの起動時に有効になります。ただし、ログの内容は無視されます。
RAID 5 ボリュームが有効で、そのボリューム内に他の有効な RAID 5 ログがある場合、
新しいログの内容は他のログと同期化されます。
RAID 5 ボリュームに現在有効なログがない場合、新しいログは有効になる前にゼロクリ
アされます。

RAID 5 ログの削除
RAID 5 ログのプレックスを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxprint [-g diskgroup] -ht volume

ここで、volume は RAID 5 ボリュームの名前です。RAID 5 ログの場合、出力には、［LOG］
の［状態（STATE）］フィールドエントリとともにプレックスが一覧表示されます。
既存のボリュームから、RAID 5 ログおよび関連付けられたサブディスクの関連付けを解
除しさらに削除するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex

たとえば、ディスクグループ mydg 内の volraid からログプレックス volraid-02 の関連
付けを解除しさらに削除する場合は、次のコマンドを使います。
# vxplex -g mydg -o rm dis volraid-02

次の vxassist コマンドを使って RAID 5 ログを削除することもできます。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume [nlog=n]

デフォルトでは、vxassist コマンドで削除されるログは 1 つです。操作の完了後に残し
ておくログの数を指定するには、オプションの属性 nlog=n を使います。
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メモ: ログを削除するとボリュームに残る有効なログが 2 つより少なくなる場合、警告が表
示され操作は停止されます。vxplex コマンドまたは vxassist コマンドに -f オプション
を指定すると、操作を強制的に実行できます。

9
ボリュームスナップショットの
管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームスナップショットについて

■

従来のサードミラーブレークオフスナップショット

■

フルサイズインスタントスナップショット

■

領域最適化インスタントスナップショット

■

サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション

■

リンクされたブレークオフスナップショットボリューム

■

カスケードスナップショット

■

複数のスナップショットの作成

■

スナップショットからのもとのボリュームのリストア

■

インスタントスナップショットの作成

■

従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成

■

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加

ボリュームスナップショットについて
VxVM は特定時点のボリュームのイメージを作成できます。このイメージはボリュームス
ナップショットと呼ばれます。
p.58 の 「ボリュームスナップショット」 を参照してください。
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ボリュームセットのスナップショットを作成することもできます。
p.410 の 「ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成」 を参照してください。
スナップショットを使うと、ユーザーの作業中断を最小に抑えて、ボリュームのバックアップ
コピーをオンラインで作成できます。作成したバックアップコピーを使って、ディスク障害、
ソフトウェア障害または人為的なミスが原因で失われたデータを復元したり、レポートの生
成、アプリケーションの開発またはテストを行うための複製ボリュームを作成することがで
きます。
ボリュームスナップショットを使って、オフホストオフラインバックアップも実装できます。
p.449 の 「オフホスト処理ソリューションについて」 を参照してください。
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在しているデータを取得しま
す。したがって、上位のファイルシステムや、ファイルシステム内のファイルを開いている
アプリケーション（データベースなど）によってメモリ上にキャッシュされているデータは、
VxVM では認識されません。スナップショットの一貫性はクラッシュがあっても常に保持さ
れます。つまり、アプリケーションにリカバリを実行させることで、スナップショットを使用可
能にできます。これはサーバーのクラッシュ後にアプリケーションのリカバリが行われる方
法と似ています。マウントされた Veritas File System（VxFS）を含むボリュームに対して、
ボリュームの usetype 属性 fsgen が設定されている場合、VxVM は VxFS と連携して、
キャッシュ内にあるデータをボリュームにフラッシュします。その他の種類のファイルシス
テムの場合、ファイルシステムの機能によっては、メモリ内のデータとスナップショット内の
データの間に不整合が発生する可能性があります。
データベースでは、適切な機構を追加的に使って、ボリュームスナップショットの作成時
に表領域データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの
多くは、ファイルシステムの I/O を一時的に停止する機能を備えています。また、ファイル
システム内の通常のファイルは、さまざまなアプリケーションで開かれることがありますが、
そのファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイル
システムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。通常、整合性の確保が
重要になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみで
す。
ボリュームスナップショットの作成方法は 2 つあります。
p.392 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。
p.425 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成」 を参照してください。
VxVM でポイントインタイムコピーソリューションを実装するときは、vxsnap コマンドを使っ
てスナップショットを作成することをお勧めします。vxassist コマンドを使った従来のサー
ドミラースナップショットのサポートは、今後のリリースで中止される予定です。
インスタントスナップショットコマンドの障害からのリカバリについては、『Veritas Volume
Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。
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従来のサードミラーブレークオフスナップショット
図 9-1 は、vxassist コマンドでサポートされる従来のサードミラーブレークオフボリュー
ムスナップショットのモデルを示しています。
図 9-1

開始

サードミラースナップショットの作成と使用法
vxassist
snapshot

もとのボリューム

もとのボリューム

vxassist
snapshot

スナップショット
ミラー

バック
アップ
サイクル

スナップショット
ボリューム

スナップバックの実行に伴う更新
vxsassist
snapback
独立したボリューム

vxsassist snapclear
ディスク、テープ、その他のメディアへの
バックアップ、またはデータベースや
ファイルの複製に使用

vxassist snapstart コマンドによって、スナップショットに使うミラーが作成され、それ

がスナップショットミラーとしてボリュームに接続されます。ミラーを作成する場合と同様に、
ボリュームの内容を新しいスナップショットプレックスにコピーするには時間がかかることが
あります（vxassist snapabort コマンドはこの操作を取り消し、スナップショットミラーを
削除します）。
p.382 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.384 の 「領域最適化インスタントスナップショット」 を参照してください。
接続が完了すると、vxassist snapshot コマンドを使って、1 つ以上のスナップショット
ミラーをそのデータプレックスとして使って、新しいスナップショットボリュームが作成され
ます。スナップショットボリュームには、スナップショットを作成したときのもとのボリュームの
データのコピーが保存されます。複数のスナップショットミラーを使う場合は、スナップショッ
トボリューム自体がミラー化されます。
vxassist snapback コマンドを使って、スナップショットプレックスをもとのボリュームに

戻すことができます。また、もとのボリュームのデータからスナップショットミラー内のデー
タを再同期することもできます。これにより、スナップショットを使ってバックアップした後、
スナップショット内のデータを更新できます。同様のコマンドを使って、以前に作成したス
ナップショットからもとのボリュームの内容を復元できます。
p.391 の 「スナップショットからのもとのボリュームのリストア」 を参照してください。
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FastResync 機能によって、スナップショットのデータを再同期するために必要な時間と
I/O が最小限に抑えられます。FastResync が有効でない場合は、データ全体の再同期
が必要です。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
最後に、vxassist snapclear コマンドを使って、もとのボリュームとスナップショットボ
リューム間の関連付けを解除できます。スナップショットの関係が壊れているため、変更
の記録は実行されません。新しい PIT を作成するためにスナップショットボリュームを再
利用する必要がない場合は、このコマンドを使います。
インスタントスナップショットの作成用に準備したボリュームについては、vxassist コマン
ドを使った、従来の（サードミラーブレークオフ）スナップショットの管理はサポートされて
いません。代わりに、vxsnap コマンドを使います。
p.382 の 「フルサイズインスタントスナップショット」 を参照してください。
p.392 の 「インスタントスナップショットの作成」 を参照してください。

フルサイズインスタントスナップショット
フルサイズインスタントスナップショットは、サードミラーボリュームスナップショットモデルの
変形です。このスナップショットを使うと、スナップショットプレックスの作成後すぐに、スナッ
プショットボリュームの I/O アクセスが可能になります。
図 9-2 にフルサイズインスタントボリュームスナップショットのモデルを示します。
フルサイズインスタントスナップショットの作成とバックアップサイクル
での使用法

図 9-2

開始

vxsnap make

vxsnap refresh

vxsnap prepare
もとのボリューム

スナップショット
ボリューム

vxsnap reattach
ディスク、テープまたは他のメディア
へのバックアップ。
同期化の完了後に、スナップショットボリュームを使って、複
製データベースやファイルシステムを作成することもできる

バック
アップ
サイクル

vxsnap dis
または
vxsnap split
独立したボリューム

インスタントスナップショットを作成するには、vxsnap make コマンドを使います。このコマ
ンドは、スナップショットボリューム用に適切に準備した空のボリュームに適用するために
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使えます。また、もとのボリュームから 1 つ以上の同期化されたプレックスを切り離すため
にも使えます（vxassist コマンドでスナップショットを作成する方法と類似しています）。
従来のサードミラースナップショットとは異なり、フルサイズインスタントスナップショットで
は、もとのボリュームからスナップショットプレックスを完全に同期化しないで、バックアップ
を作成したり、もとのボリュームからその内容をすぐに更新できます。また、そのプレックス
をもとのボリュームに接続することもできます。
VxVM では、コピーオンライト機構を使って、スナップショットの作成時に、スナップショッ
トボリュームが、もとのボリュームの内容を保持するようにします。ボリュームのもとの内容
が上書きされそうになると、データが書き替えられる直前にボリューム内のもとのデータが
スナップショットボリューム上に移動されます。時間の経過とともにボリュームの内容が更
新されると、もとの内容は段階的にスナップショットボリュームに再配置されます。
読み取り要求がスナップショットボリュームに到着したのにデータが（まだ変更されていな
いため）元のボリュームに置かれている場合、VxVM は自動的に元のボリュームから透過
的にデータを読み込みます。
必要に応じて、バックグラウンド（非ブロック）またはフォアグラウンド（ブロック）でのスナッ
プショットボリュームの同期化を実行できます。これは、スナップショットボリュームを別の
ディスクグループに移動してオフホストで処理する場合や、スナップショットボリュームを独
立したボリュームに変更する場合に便利です。
vxsnap refresh コマンドを使うと、たとえばバックアップを作成する前にスナップショット

内のデータを更新できます。
vxsnap reattach コマンドを使って、スナップショットプレックスをもとのボリュームに接

続できます。また、もとのボリュームのデータからプレックス内のデータを再同期することも
できます。また、vxsnap restore コマンドを使って、過去の時点で作成したスナップ
ショットからもとのボリュームの内容を復元できます。さらに、もとのボリュームのリストアが
完了した後でもスナップショットボリュームを存続させるかどうかを選択することもできます。
p.391 の 「スナップショットからのもとのボリュームのリストア」 を参照してください。
デフォルトでは、スナップショットミラーのデータを再同期するのに必要な時間と I/O を最
小限にするために VxVM の FastResync 機能を使います。インスタントスナップショット
を作成するには、FastResync を有効にする必要があります。
p.61 の 「FastResync」 を参照してください。
p.402 の 「フルサイズインスタントスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
フルサイズインスタントスナップショットとリンクブレークオフスナップショットで使うための空
のボリュームを準備する必要があります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
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領域最適化インスタントスナップショット
ボリュームスナップショットでは、もとのボリュームの完全なコピーを作成する必要があり、
もとのボリュームのコピーと同じサイズのストレージ領域を使います。
これに対して、領域最適化インスタントスナップショットでは、もとのボリュームのストレージ
領域の完全なコピーは必要ありません。領域最適化インスタントスナップショットはストレー
ジキャッシュを使います。
1 つのディスクグループに 1 つのストレージキャッシュを設定し、そのディスクグループ内
のすべてのボリュームで共有できるようにすると便利です。この場合、宣言するキャッシュ
のサイズは、各ボリュームの領域最適化スナップショットで同一にする必要があります。
キャッシュはディスク上に格納され、永続的です。
p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
もとのボリュームに対するデータの書き込みが発生すると、VxVM は書き込みをコミットす
る前にもとのデータの内容をキャッシュに保存します。ストレージキャッシュに必要なスト
レージのサイズは通常、もとのボリュームよりもはるかに小さくて済むため、このスナップ
ショットを領域最適化されていると呼びます。キャッシュがいっぱいに近づいた場合は、
ディスクグループ内の任意の利用可能な空き領域を使ってキャッシュが自動的に拡大さ
れるように VxVM を設定できます。
図 9-3 に領域最適化インスタントスナップショットのモデルを示します。
領域最適化インスタントスナップショットの作成とバックアップサイク
ルでの使用法

図 9-3

開始
vxsnap prepare

vxsnap make

もとのボリューム

スナップショット
ボリューム

vxsnap
refresh
バック
アップ
サイクル

ディスク、テープまたは他の
メディアへのバックアップ。

領域最適化スナップショットでは、コピーオンライト機構を使って、最初の作成時または
データの更新時にスナップショットをすぐに使用可能にします。インスタントスナップショッ
トとは異なり、領域最適化スナップショットでは、同期の有効化やもとのボリュームへの再
接続、独立したボリュームへの変更はできません。
p.399 の 「領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
領域最適化インスタントスナップショットで使うためのキャッシュオブジェクトとキャッシュボ
リュームを設定する必要があります。
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p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。

サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーショ
ン
サードミラーブレークオフスナップショットは、領域最適化インスタントスナップショットやフ
ルサイズインスタントスナップショットのコピーオンライト機構を使うと処理効率が低下する、
書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）に適しています。
vxsnap prepare コマンドを使って、インスタントスナップショットや領域最適化スナップ

ショットで使えるようにボリュームを有効にした場合、vxassist スナップショットコマンドを
使って、そのボリューム用に作成したスナップショットを管理することはできません。サード
ミラーブレークオフスナップショットとして動作する（使用前に内容の完全再同期が必要
な）スナップショットが必要な場合には、次の 3 つの方法があります。
■ vxsnap addmir コマンドを使って 1 つ以上のスナップショットミラーを作成し、ボリュー

ムに接続します。プレックスを同期化して SNAPDONE 状態にすると、nmirror 属性を
指定して vxsnap make コマンドを実行し、スナップショットボリュームを作成できます。
この方法は、vxassist snapstart コマンドと vxassist snapshot コマンドを使う
方法に似ています。
p.381 の 「従来のサードミラーブレークオフスナップショット」 を参照してください。
■ plex 属性を指定して vxsnap make コマンドを実行し、ボリュームの 1 つ以上の既存

のプレックスをスナップショットプレックスとして使います。このボリュームには、ACTIVE
状態の使用可能なプレックスが十分に存在している必要があります。
このボリュームは、ミラーまたはミラー化ストライプのレイアウトを持つ非階層化ボリュー
ムか、特別な階層化ボリュームに変換後にミラー化した RAID 5 ボリュームである必
要があります。
p.354 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してく
ださい。
ストライプ化ミラーレイアウトのボリューム内のプレックスは、サブボリュームレベルでミ
ラー化されるため、スナップショットには使えません。
属性と type=full 属性を指定して vxsnap make コマンドを実行し、ス
ナップショットボリュームを作成し、次に、vxsnap syncwait コマンドを実行して、ス
ナップショットボリュームの同期化が完了するまで待ちます。

■ sync=yes

p.412 の 「ボリュームへのスナップショットミラーの追加」 を参照してください。
p.404 の 「サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
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リンクされたブレークオフスナップショットボリューム
サードミラーブレークオフスナップショットの一種に、vxsnap addmir コマンドを使って、
データボリュームを含む特別に準備されたボリュームをリンクするリンクされたブレークオ
フスナップショットがあります。スナップショットに使われるボリュームは、フルサイズインス
タントスナップショットと同じ方法で準備されます。ただし、フルサイズインスタントスナップ
ショットとは違い、このボリュームは、データボリュームとは異なるディスクボリューム内に設
定できます。このため、リンクされたブレークオフスナップショットは、ディスクグループの
分割や結合の管理手順が回避されることから、特に繰り返しのオフホスト処理アプリケー
ションに適しています。サードミラーブレークオフスナップショットと同様に、vxsnap make
コマンドを使ってスナップショットを作成する前に、スナップショットボリュームの内容がデー
タボリュームと同期されるまで待つ必要があります。
ボリュームとスナップショットになるミラーの間にリンクが作成された場合、スナップオブジェ
クトに似た別々のリンクオブジェクトがボリュームとそのミラーに関連付けられます。もとの
ボリュームのリンクオブジェクトはミラーボリュームを指し、ミラーボリュームのリンクオブジェ
クトはもとのボリュームを指します。すべての I/O は、もとのボリュームとミラーの両方に対
して実行され、もとのボリューム内のデータからミラーへの同期が開始されます。
vxprint コマンドを使ってリンクオブジェクトの状態を表示できます。これはタイプ ln とし

て表示されます。リンクオブジェクトには次のような状態があります。
ACTIVE

ミラーボリュームがもとのボリュームから完全に同期化されています。vxsnap
make コマンドを実行してスナップショットを作成できます。

ATTACHING

ミラーボリュームの同期が進行中です。状態が ACTIVE に変わるまでは、
vxsnap make コマンドを使ってスナップショットを作成できません。vxsnap
snapwait コマンドを使って同期の完了を待機できます。

BROKEN

I/O エラーまたはミラーボリュームの拡大の失敗のために、ミラーボリューム
がもとのボリュームから切断されています。vxrecover コマンドを使って、
DISABLED ボリュームと同じ方法でミラーボリュームを回復できます。
p.344 の 「ボリュームの起動」 を参照してください。

ボリュームのサイズを変更した場合（拡大または縮小）、そのボリュームのすべての ACTIVE
なリンクされたミラーボリュームのサイズも同時に変更されます。ボリュームとそのミラーは、
同じディスクグループ内にも異なるディスクグループ内にも置けます。操作が正常に終了
した場合は、ボリュームとそのミラーが同じサイズになります。
ボリュームが拡大された場合、リンクされたミラーボリューム内の拡大された領域の再同期
が開始され、再同期が完了するまでリンクは ATTACHING 状態のままになります。vxsnap
snapwait コマンドを使って、状態が ACTIVE になるのを待機できます。
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vxsnap make コマンドを使ってスナップショットボリュームを作成すると、リンクが削除さ

れ、スナップショットボリュームともとのボリュームの間にスナップショットの関係が確立され
ます。
vxsnap reattach 操作は、2 つのボリュームの間にリンク関係を再び確立し、ミラーボ

リュームの再同期を開始します。
p.407 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理」 を参照してく
ださい。
リンクされたブレークオフスナップショットで使うための空のボリュームを準備する必要があ
ります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。

カスケードスナップショット
図 9-4 は、スナップショットカスケードと呼ばれるスナップショット階層を示しています。一
部のアプリケーションでは、このスナップショット階層によって書き込みパフォーマンスを
向上できます。
図 9-4

スナップショットカスケード
最新の
スナップショット

もとのボリューム
V

スナップショット
ボリューム Sn

最も古い
スナップショット
スナップショット
ボリューム Sn-1

スナップショット
ボリューム S1

ボリュームから複数の独立したスナップショットを作成するよりも、古いスナップショットを最
新のスナップショットの子オブジェクトにするほうが効率的です。
スナップショットカスケードは、ボリュームの定期的なオンラインバックアップに多く使われ
ます。この場合、領域最適化スナップショットは、テープではなくディスクに書き込まれま
す。
スナップショットカスケードを使うと、複数の独立したスナップショットを作成するよりも書き
込みの処理効率が向上します。また、スナップショットを領域最適化すれば、必要なディ
スク領域も少なくて済みます。もとのボリュームが変更されたときに更新する必要があるの
は、最新のスナップショットのみです。必要に応じて、最新のスナップショットから古いス
ナップショットに変更内容を取り込むことができます。
スナップショットカスケードに新規スナップショットを追加する場合は、2 番目のスナップ
ショット以降では infrontof 属性を直前のスナップショットに指定して vxsnap make コ
マンドを実行します。もとのボリュームのブロックに対する変更は、カスケード内で作成さ
れた最新のスナップショットボリュームにのみ書き込まれます。古いスナップショットから
データの読み取りを実行して、該当するデータがこのスナップショットにない場合には、1
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つ前の新しいスナップショットから階層を上に向かって再帰的に検索し、該当データを取
得します。
次の点を参考に、スナップショットカスケードを使うことが適切かどうかを決定します。
■

カスケード内のスナップショットを削除する際には、スナップショットのデータをカスケー
ド内の次のスナップショットにコピーする必要があります。このためスナップショットの
削除には時間がかかります。

■

カスケード内のスナップショットの信頼性は、そのスナップショットの前にある一連の新
しいスナップショットによって決まります。したがって、カスケード内で最も信頼性が低
いのは、最も古いスナップショットです。

■

カスケードのスナップショットからデータを読み取るには、カスケード内の他の 1 つ以
上のスナップショットからデータをフェッチする必要があります。

このため、カスケード内からスナップショットを削除または分割する必要があるアプリケー
ションには、スナップショットカスケードを使わないことをお勧めします。このようなアプリ
ケーションには、次の項の説明に従って、スナップショットのスナップショットを作成する方
が適しています。
p.413 の 「カスケードスナップショット階層へのスナップショットの追加」 を参照してくださ
い。
メモ: 通常、カスケードの対象となるのは、同期していないフルサイズインスタントスナップ
ショットや領域最適化インスタントスナップショットのみです。infrontof スナップショット
ボリュームが完全に同期している場合（切り離すタイプのスナップショットの場合など）は、
カスケードスナップショットを作成しても効用はほとんどありません。

スナップショットのスナップショット作成
図 9-5 は、既存スナップショットのスナップショット作成を表しています。
図 9-5

スナップショットのスナップショット作成

vxsnap make source=V

もとのボリューム
V

vxsnap make source=S1

スナップショット
ボリューム
S1

スナップショット
ボリューム
S2

この図のスナップショットの配置は、スナップショットカスケードと同じように見えますが、ス
ナップショット間の関係が再帰的でない点が異なります。スナップショット S2 からデータの
読み取りを実行して、該当するデータが S1 にない場合には、もとのボリューム、V から直
接データを取得します。
p.387 の 図 9-4 を参照してください。
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このような配置は、スナップショットボリューム S1 が処理に不可欠な場合に便利です。た
とえば、S1 は、もとのボリューム V の静的なコピーとして使うことができるとします。この場
合、もとのボリュームが破損した場合には、もう 1 つのスナップショットボリューム S2 を使っ
てボリュームをリストアすることができます。データベースでは、S2 から V をリストアする前
に S2 に対して REDO ログの再生が必要になることがあります。
図 9-6 に、データベースのリストアに必要な手順を示します。
図 9-6

スナップショットのスナップショットを使ったデータベースのリストア

1 ボリューム V のインスタントスナップショット S1 を作成する

もとのボリューム
V

2

S1 のインスタントスナップショット S2 を作成する
vxsnap make source=S1

もとのボリューム
V

3

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

V の内容が破損した場合には、データベース REDO ログを S2
に適用する
もとのボリューム
V

4

V のスナップショット
ボリューム:
S1

V のスナップショット
ボリューム:
S1

redo ログを適用
S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

スナップショット S2 から V の内容を即座に復元し、S1
を静的なコピーとして保持する
vxsnap restore V source=S2

もとのボリューム
V

V のスナップショット
ボリューム:
S1

S1 のスナップショット
ボリューム:
S2

この方法でスナップショットを設定した場合には、1 つ以上のスナップショットを独立した
ボリュームに変更できます。次の 2 つの vxsnap コマンドを使って、この操作を行うことが
できます。
■ vxsnap dis コマンドは、スナップショットの関連付けを解除して、独立したボリューム

に変更します。関連付けを解除するスナップショットは、その親から完全に同期化され
ている必要があります。スナップショットボリュームに子スナップショットボリュームがあ
る場合、その子スナップショットも含めて完全に同期化する必要があります。コマンド
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が正常に実行されると、子スナップショットはもとのボリュームのスナップショットになり
ます。
図 9-7 では、依存するスナップショットを持つスナップショットと、依存するスナップショッ
トを持たないスナップショットに vxsnap dis コマンドを適用した結果を示します。
スナップショットボリュームの関連付けの解除

図 9-7

子スナップショットを持たないスナップショット S2 に vxsnap dis コマンドを実行した場合
もとのボリューム

V のスナップショットボリューム:

S1 のスナップショットボリューム:

V

S1

S2

vxsnap dis S2
もとのボリューム
V

V のスナップショットボリューム:

S1
S1 は V のスナップショットのまま

ボリューム
S2
スナップショット S2
は独立したボリュームになる

子スナップショットを持つスナップショット S1 に vxsnap dis コマンドを実行した場合
もとのボリューム
V

V のスナップショットボリューム:

S1 のスナップショットボリューム:

S1

S2

ボリューム
S1

S1 のスナップショットボリューム:

vxsnap dis S1
もとのボリューム
V

スナップショット S1
は独立したボリュームになる

S2
S2 は V のスナップショットになる

コマンドは、スナップショットと依存するスナップショットを、親ボリュー
ムの関連付けから解除します。分割するスナップショットは、その親から完全に同期化
されている必要があります。
図 9-8 に、vxsnap split コマンドの操作を示します。

■ vxsnap split

図 9-8

スナップショットの分割

もとのボリューム
V

V のスナップ
ショットボリューム:

S1 のスナップショット
ボリューム:

S1

S2

vxsnap split S1
もとのボリューム
V

ボリューム
S1
スナップショット S1
は独立したボリュームになる

S1 のスナップショット
ボリューム:

S2
S2 は S1
のスナップショットのまま
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複数のスナップショットの作成
複数ボリュームのスナップショットの同時作成を容易にするために、vxsnap make コマン
ドと vxassist snapshot コマンドにはどちらも複数のボリューム名を引数として指定で
きるようになっています。
従来のスナップショットでは、vxassist snapshot コマンドにオプション -o allvols を
指定し、1 つのディスクグループ内のすべてのボリュームを対象としてスナップショットを
作成することもできます。
デフォルトでは、各複製ボリュームは SNAPnumber-volume と名付けられます。ここで
number は一意のシリアル番号であり、volume はスナップショットが作成されるボリュー
ム名です。このデフォルトは、オプション -o name=pattern を使って上書きできます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。

論理グループを形成するすべてのボリューム（たとえば、データベースインスタンスに適
合するすべてのボリューム）のスナップショットを作成できます。

スナップショットからのもとのボリュームのリストア
従来型のスナップショットの場合、vxassist snapback コマンドの実行中にスナップショッ
トプレックスはもとのボリュームのデータから再同期されます。
図 9-9 は、スナップショットでもとのボリュームを上書きするための別の方法を示していま
す。
図 9-9

もとのボリュームのスナップショットからの再同期

スナップバックの実行に伴う更新
もとのボリューム
スナップショット
ミラー

スナップショット
ボリューム

-o resyncfromreplica オプションを指定したスナップバック

オプション -o resyncfromreplica を vxassist に指定すると、スナップショットのデー
タからもとのボリュームが再同期されます。
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警告: -o resyncfromreplica オプションを指定した snapback 処理でスナップショット
からボリュームを再同期している間は、もとのボリュームを使わないでください。データベー
スなどのアプリケーションをすべて停止し、ボリュームを使うよう設定されているファイルシ
ステムのマウントをすべて解除します。
インスタントスナップショットの場合、vxsnap restore コマンドを使って、インスタントス
ナップショットまたはインスタントスナップショットから派生したボリュームから、もとのボリュー
ムの内容を復元できます。もとのボリュームの復元に使うボリュームは、特定時点でのもと
のボリュームの内容の完全なバックアップか、何らかの方法（たとえば、データベースログ
の再生を適用するか、fsck などのファイルシステムの検査ユーティリティを実行する）で
変更されているボリュームのいずれかになります。もとのボリュームを復元する前に、この
バックアップボリュームの内容が完全に同期化されている必要があります。内容を復元中
でも、もとのボリュームにはすぐに使えます。
p.416 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してください。

インスタントスナップショットの作成
VxVM では、vxsnap コマンドを使ってインスタントスナップショットを作成できます。
DCO と DCO ボリュームの追加により特別な階層化ボリュームのレイアウトに変換されてい
る RAID 5 ボリュームのインスタントスナップショットも作成できます。
p.354 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してくださ
い。
フルサイズインスタントスナップショットのプレックスには、もとのボリュームと同じ量の領域
が必要です。ボリュームの領域最適化インスタントスナップショットを作成する場合には、
スナップショットの存在期間中に変更された親ボリュームのもとの内容を記録する領域だ
けあれば十分です。
ボリュームのバックアップをコマンドラインやスクリプトから実行する際の方法として、vxsnap
コマンドを使うことをお勧めします。vxsnap prepare および make の各タスクにより、ユー
ザーの作業中断を最小に抑えてボリュームのオンラインバックアップを実行できます。
vxsnap prepare は DCO と DCO ボリュームを作成し、それをもとのボリュームに関連付

けます。また、永続 FastResync も有効にします。
vxsnap は、バックアップの作成にすぐに使えるインスタントスナップショットを作成します。

スナップショットが作成されると、もとのボリュームのデータの読み取り要求は、もとのボ
リュームの更新されていない領域、またはスナップショットによって記録された更新済み領
域のもとの内容のコピーから読み取りを行うことで処理されます。
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メモ: もとのボリュームからのフルサイズインスタントスナップショットの同期は、デフォルト
で有効になっています。vxsnap make に syncing=no 属性を指定すると同期が無効に
なるため、インスタントスナップショットの内容が、スナップショットが作成された時点にお
けるもとのボリュームの内容と完全に同期していない可能性があります。このような場合、
そのスナップショットはオフホスト処理に使うことも、独立したボリュームになることもできま
せん。
vxsnap refresh コマンドを使うと、フルサイズインスタントスナップショットまたは領域最

適化インスタントスナップショットをいつでもすぐに更新できます。完全に同期化されたイ
ンスタントスナップショットが必要な場合は、まず新しい再同期処理を完了する必要があ
ります。
ボリュームセットのインスタントスナップショットを作成するには、vxsnap コマンドでボリュー
ム名の代わりにボリュームセット名を使います。
p.410 の 「ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成」 を参照してください。
vxsnap prepare コマンドまたは vxassist make コマンドを使ってインスタントスナップ

ショット操作用にボリュームを準備する場合、チューニングパラメータ
voliomem_maxpool_sz の値の半分より大きい値を指定すると、操作は正常に実行され
ますが次のような警告が表示されます（voliomem_maxpool_sz が 12 MB に設定されて
いるシステムの場合）。
VxVM vxassist WARNING V-5-1-0 Specified regionsize is
larger than the limit on the system
(voliomem_maxpool_sz/2=6144k).

このメッセージが表示された場合、このようなボリュームに対して、vxsnap make、refresh、
restore 操作を実行しようとすると、システムが異常終了する可能性があるため操作は
失敗します。このボリュームで使える操作は、ブレークオフスナップショット操作の reattach
操作と make 操作のみです。
このようなボリュームでインスタントスナップショット操作を使えるようにするには、vxsnap
unprepare を実行してから再度 vxsnap prepare を実行し、領域のサイズが
voliomem_maxpool_sz の半分より小さくなる（この例では 1 MB と指定）ようにボリュー
ムを準備し直す必要があります。
# vxsnap -g mydg -f unprepare vol1
# vxsnap -g mydg prepare vol1 regionsize=1M

p.395 の 「インスタントスナップショットとブレークオフスナップショットの作成の準備」 を参
照してください。
p.399 の 「領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
p.402 の 「フルサイズインスタントスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
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p.404 の 「サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
p.407 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理」 を参照してく
ださい。

第 9 章 ボリュームスナップショットの管理
インスタントスナップショットの作成

インスタントスナップショットとブレークオフスナップショットの作成の準備
インスタントスナップショットとブレークオフスナップショットの作成用のボリュームを準備
するには、次の手順を実行します。

1

次の 2 つのコマンドを実行し、ボリュームでインスタントスナップショットと永続
FastResync を使うために必要なバージョン 20 のデータ変更オブジェクト（DCO）と
DCO ボリュームがボリュームに存在するかどうかを確認し、さらに FastResync が有
効かどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

2 つのコマンドがどちらも on を返した場合は、手順 3 にスキップします。それ以外の
場合は、引き続き手順 2 を実行してください。

2

インスタントスナップショット用のボリュームを準備するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [regionsize=size] ¥
[ndcomirs=number] [alloc=storage_attributes]

バージョン 20 の DCO ボリュームが存在しない場合（たとえば、ボリュームに対して
vxsnap unprepare コマンドを実行した場合など）に限り、ボリュームに対して vxsnap
prepare コマンドを実行します。
p.318 の 「バージョン 20 の DCO ボリューム付きのボリュームの作成」 を参照してくだ
さい。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
p.357 の 「ボリュームからの DRL およびインスタントスナップショットのサポートの削
除」 を参照してください。
たとえば、ディスクグループ mydg にボリューム myvol を準備するには、次のコマン
ドを使います。
# vxsnap -g mydg prepare myvol regionsize=128k ndcomirs=2 ¥
alloc=mydg10,mydg11

この例では、DCO オブジェクトと、ディスク mydg10 および mydg11 上に 2 つのプレッ
クスが配置された冗長性のある DCO ボリュームを作成し、さらに myvol に関連付け
ています。領域のサイズもデフォルトの 64 KB から 128 KB に拡張されます。領域の
サイズは 16 KB 以上の 2 の累乗の値にする必要があります。値を小さくすると変更
マップに必要なディスク領域が増えますが、細分化すればするほど再同期が速くな
ります。
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3

ディスクグループ内のボリュームについて複数の領域最適化インスタントスナップ
ショットが必要な場合は、スナップショットごとに別個のキャッシュオブジェクトを作成
するよりも、1 つの共有キャッシュオブジェクトをディスクグループ内に作成したほうが
便利です。
p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
フルサイズインスタントスナップショットとリンクされたブレークオフスナップショットの
場合は、スナップショットボリュームとして使うボリュームを準備する必要があります。
このボリュームは、スナップショットを作成するデータボリュームと同じサイズにし、領
域のサイズも同じにする必要があります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップ
ショットに使うボリュームの作成」 を参照してください。

共有キャッシュオブジェクトの作成
共有キャッシュオブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。

1

2

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

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

■

冗長性を確保するためにキャッシュボリュームをミラー化できます。

■

キャッシュボリュームをミラー化する場合は、ミラーと同数以上のディスク上に領
域が必要になります。親ボリュームと同じディスクは使えません。重要なボリュー
ムの I/O 処理効率に影響を与えたり、ディスクグループの分割および結合の操
作を妨げることがないようにするために、これらのディスクを重要なボリュームで
使われているディスクと共有しないでください。

特性を決定したら、vxassist コマンドを使ってキャッシュボリュームを作成します。
次の例は、ディスク mydg16 と mydg17 を使ってディスクグループ mydg 内に 1 GB
のキャッシュボリューム cachevol を作成し、そのキャッシュボリュームをミラー化す
る方法を示しています。
# vxassist -g mydg make cachevol 1g layout=mirror ¥
init=active mydg16 mydg17

属性 init=active は、キャッシュボリュームをすぐに使えるようにします。
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vxmake cache コマンドを使って、前の手順で作成したキャッシュボリュームの上に

キャッシュオブジェクトを作成します。
# vxmake [-g diskgroup] cache cache_object ¥
cachevolname=volume [regionsize=size] [autogrow=on] ¥
[highwatermark=hwmk] [autogrowby=agbvalue] ¥
[maxautogrow=maxagbvalue]]

領域のサイズ regionsize を指定する場合は、16 KB（16k）以上の 2 の累乗の値
にする必要があります。この値を指定しなかった場合、キャッシュの領域のサイズは
64 KB に設定されます。
キャッシュを共有する領域最適化スナップショットの領域のサイズは、キャッシュに設
定した領域のサイズと同サイズかまたはその整数倍にする必要があります。また、も
とのボリュームの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズより小さいと、スナップ
ショットの作成は失敗します。
領域最適化スナップショットの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズとは異なる
場合、領域のサイズが同じ場合に比べシステムのパフォーマンスが低下する可能性
があります。
キャッシュのサイズを必要に応じて拡張するには、autogrow=on を指定します。デ
フォルトでは、autogrow=ff です。
次の例では、キャッシュボリューム cachevol の上にキャッシュオブジェクト cobjmydg
を作成し、キャッシュの領域のサイズを 32 KB に設定して、自動拡張機能を有効に
しています。
# vxmake -g mydg cache cobjmydg cachevolname=cachevol ¥
regionsize=32k autogrow=on

4

次のコマンドを使用してキャッシュオブジェクトを有効にします。
# vxcache [-g diskgroup] start cache_object

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

p.424 の 「キャッシュの削除」 を参照してください。
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フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフス
ナップショットに使うボリュームの作成
フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクされたブレークオフスナップショットに
使う空のボリュームを作成するには、次の手順を実行します。

1

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

ここで示すコマンドは、sh、ksh、bash などの Bourne シェルを前提にしています。
その他のシェル（csh や tcsh など）を使う場合は、シェルに合わせてコマンドを修正
する必要があります。

2

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

4

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

適切な領域のサイズを持つバージョン 20 の DCO ボリュームを作成します。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] logtype=dco drl=off ¥
dcoversion=20 [ndcomirror=number] regionsz=$RSZ ¥
init=active [storage_attributes]

ストレージ属性を指定することにより、vxassist がボリュームの設定に使うディスク
やコントローラなどのデバイスを制御できます。
p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
DCO ミラーの数（ndcomirror）は、ボリューム内のミラー数（nmirror）と同数にしま
す。init=active 属性を指定すると、ボリュームがすぐに使用可能になります。スト
レージ属性は、ボリュームを配置するディスクを指定する場合に使います。
スナップショットボリュームと DCO ボリュームを 1 つの手順で作成するのではなく、ま
ずボリュームを作成し、そのボリュームを対象としてインスタントスナップショット操作
のための準備を行う場合は、次のコマンドを実行します。
# vxassist [-g diskgroup] make snapvol $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] init=active ¥
[storage_attributes]
# vxsnap [-g diskgroup] prepare snapvol [ndcomirs=number] ¥
regionsize=$RSZ [storage_attributes]

領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理
領域最適化インスタントスナップショットは、コピーオンライト機構を使うと処理効率が低下
することがあるので、書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）
には適していません。
ボリュームとスナップショットを個別のディスクグループに分割する場合は（オフホスト処理
を実行する場合など）、キャッシュオブジェクトを必要としない、完全に同期されたフルサ
イズスナップショット、サードミラーブレークオフスナップショット、リンクされたブレークオフ
スナップショットのいずれかを使う必要があります。領域最適化インスタントスナップショッ
トを使うことはできません。
ボリュームに対して指定した領域のサイズが、キャッシュに設定した領域のサイズよりも小
さい場合、共有キャッシュを使う領域最適化スナップショットの作成は失敗します。
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領域最適化スナップショットの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズとは異なる場合、
領域のサイズが同じ場合に比べシステムのパフォーマンスが低下する可能性があります。
p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペース
で区切ります。
領域最適化インスタントスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

vxsnap make コマンドを実行して、領域最適化インスタントスナップショットを作成し

ます。ディスクグループ内の既存のキャッシュオブジェクトを使ってこのスナップショッ
トを作成するか、または新しいキャッシュオブジェクトを作成できます。
■

特定の共有キャッシュオブジェクトを使う領域最適化インスタントスナップショット
snapvol を作成するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol/newvol=snapvol¥
/cache=cacheobject [alloc=storage_attributes]

たとえば、ディスクグループ mydg のディスク mydg14 上のボリューム myvol にお
いて、共有キャッシュオブジェクト cobjmydg を使う領域最適化インスタントスナッ
プショット snap3myvol を作成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap3myvol¥
/cache=cobjmydg alloc=mydg14

DCO は指定の割り当てで作成されます。
p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作成」 を参照してください。
■

領域最適化インスタントスナップショット snapvol を作成し、そのスナップショット
で使うキャッシュオブジェクトも作成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol/newvol=snapvol¥
[/cachesize=size][/autogrow=yes][/ncachemirror=number]¥
[alloc=storage_attributes]
cachesize 属性には、ボリュームのサイズに応じたキャッシュのサイズを指定し

ます。autogrow 属性は、オーバーフローの危険性がある場合に VxVM による
キャッシュの自動拡張を行うかどうかを指定します。デフォルトでは、autogrow=no
であり、キャッシュは拡張されません。
autogrow 属性が有効になっていても、キャッシュを拡張できない場合がありま
す。この場合は、同じキャッシュを使っている最も古い最大のスナップショットが
無効にされ、そのキャッシュ領域が使えるように解放されます。
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ncachemirror 属性には、キャッシュボリュームに作成するミラーの数を指定し

ます。バックアップ用には、デフォルト値の 1 で十分です。
たとえば、ディスクグループ mydg のディスク mydg15 上のボリューム myvol にお
いて、新しく割り当てられた 1 GB のキャッシュオブジェクトを使い、かつサイズを
自動的に拡張できる領域最適化インスタントスナップショット snap4myvol を作
成するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/new=snap4myvol¥
/cachesize=1g/autogrow=yes alloc=mydg15
cachesize を指定することによって暗黙的にキャッシュを作成し、ncachemirror

に 1 より大きい値を指定した場合は、DRL（dirty region logging）を実現するた
めに DCO がキャッシュボリュームに関連付けられます。DRL を使うと、システム
クラッシュ後のキャッシュバッキングストアのリカバリが高速化されます。この DCO
は、ソースボリュームの DCO が格納されているディスクと同じディスクに割り当て
られます。これは、ディスクグループの移動、分割および結合の操作を実行して
も、キャッシュとソースボリュームが同じディスクグループに残るようにするためで
す。

2

VxVM 以外のファイルシステムやデータベースのログ再生の場合は、fsck などの
適切なユーティリティを使って、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。VxVM
はスナップショットを作成する直前に VxFS を呼び出し、VxFS ファイルシステムを定
常状態にするため、通常、一時使用ボリュームの VxFS ファイルシステムに対して
fsck を実行する必要はありません。VxFS ファイルシステムにデータベースが含ま
れている場合は、データベースのログ再生を引き続き実行する必要があります。

3

スナップショットのデータをバックアップするには、適切なユーティリティまたはオペ
レーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたはそ
の他のバックアップメディアにコピーします。

4

ここで、次の方法を選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.414 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。領域最適化
インスタントスナップショットは、この操作によって変更されることはありません。
p.416 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してくださ
い。

■

スナップショットを破棄します。
p.? の 「インスタントスナップショットの削除」 を参照してください。
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フルサイズインスタントスナップショットの作成と管理
フルサイズインスタントスナップショットは、コピーオンライト機構を使うと処理効率が低下
することあがるので、書き込みを集中的に行うボリューム（データベース REDO ログなど）
には適していません。
フルサイズインスタントスナップショットの場合は、スナップショットボリュームとして使うボ
リュームを準備する必要があります。このボリュームは、スナップショットを作成するボリュー
ムと同じサイズにし、領域のサイズも同じにする必要があります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペース
で区切ります。
フルサイズインスタントスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

フルサイズインスタントスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make
コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=volume/snapvol=snapvol¥
[/snapdg=snapdiskgroup] [/syncing=off]

このコマンドでは、以前準備したボリューム snapvol を指定します。
たとえば、事前に準備したボリューム snap1myvol を、ボリューム myvol のスナップ
ショットとしてディスクグループ mydg で使うには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/snapvol=snap1myvol

空のボリュームから作成されたフルサイズインスタントスナップショットの場合、バック
グラウンドの同期がデフォルトで有効になっています（syncing=on 属性を指定した
場合と同じです）。スナップショットを別のディスクグループに移動したり、独立したボ
リュームに変更する場合は、スナップショットのコンテンツが親ボリュームのコンテン
ツと同期されるまで待機する必要があります。
次に示すように、vxsnap syncwait コマンドを使うと、スナップショットボリュームの
同期の完了を待機できます。
# vxsnap [-g diskgroup] syncwait snapvol

たとえば、スナップショットボリューム snap2myvol での同期の完了を待機する場合
は、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg syncwait snap2myvol
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このコマンドは、スナップショットボリュームの同期が完了すると終了します（リターン
コードは 0）。スナップショットボリュームは別のディスクグループに移動されるか、独
立したボリュームになります。
p.420 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。
必要に応じて、次のコマンドを使って、ボリュームの同期が完了しているかどうかをテ
ストできます。
# vxprint [-g diskgroup] -F%incomplete snapvol

このコマンドは、ボリューム snapvol の同期が完了している場合は off の値を返し、
完了していない場合は on の値を返します。
同期の進行状況は、vxsnap print コマンドでも確認できます。
p.419 の 「インスタントスナップショット情報の表示」 を参照してください。
スナップショットを別のディスクグループに移動したり、独立したボリュームに変更す
る予定がない場合は、syncing=off 属性を指定します。これにより、システムにお
ける不要なオーバーヘッドをなくすことができます。たとえば、ボリューム myvol のス
ナップショットを作成する場合に同期を無効にするには、次の形式で vxsnap make
コマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/snapvol=snap1myvol¥
/syncing=off

2

VxVM 以外のファイルシステムやデータベースのログ再生の場合は、fsck などの
適切なユーティリティを使って、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。VxVM
はスナップショットを作成する直前に VxFS を呼び出し、VxFS ファイルシステムを定
常状態にするため、通常、一時使用ボリュームの VxFS ファイルシステムに対して
fsck を実行する必要はありません。VxFS ファイルシステムにデータベースが含ま
れている場合は、データベースのログ再生を引き続き実行する必要があります。

3

スナップショットのデータをバックアップするには、適切なユーティリティまたはオペ
レーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたはそ
の他のバックアップメディアにコピーします。

4

ここで、次の方法を選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.414 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームのプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
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p.414 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。
■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。結果の動作
として、もとのボリュームにスナップショットボリュームのプレックスを戻さない、サ
ブセットのみ戻す、すべてを戻すのいずれかを選択できます。
p.416 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してくださ
い。

■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。こ
の方法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利です。
必要に応じて、関連付けを解除したボリュームを削除することができます。
p.417 の 「インスタントスナップショットの関連付けの解除」 を参照してください。

■

スナップショットがスナップショット階層の一部である場合は、この階層と親ボリュー
ムの関連付けを解除することができます。
p.418 の 「インスタントスナップショット階層の分割」 を参照してください。

サードミラーブレークオフスナップショットの作成と管理
ブレークオフスナップショットは、データベース REDO ログなどの書き込みを集中的に行
うボリュームに適しています。
ボリューム内の 1 以上の既存のプレックスを、サードミラーブレークオフインスタントスナッ
プショットボリュームに変換するには、ボリュームがミラーまたはミラー化ストライプのレイア
ウトを持つ非階層化ボリュームであるか、特別な階層化ボリュームに変換された RAID 5
ボリュームである必要があります。ストライプ化ミラーレイアウトのボリューム内のプレックス
は、サブボリュームレベルでミラー化されるため切り離すことができません。
p.354 の 「RAID 5 ボリュームでの DCO および DCO ボリュームの使用」 を参照してくださ
い。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペース
で区切ります。
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サードミラーブレークオフスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

このスナップショットの作成には、ボリュームの既存の ACTIVE プレックスの一部を利
用するか、または次のコマンドを実行してボリュームに新しいスナップショットのミラー
を追加できます。
# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume [nmirror=N] ¥
[alloc=storage_attributes]
nmirror 属性を使ってミラーの数の変更を指定しない限り、vxsnap addmir コマン

ドはデフォルトで 1 つのスナップショットミラーをボリュームに追加します。ミラーは完
全に同期されるまで SNAPATT 状態のままです。-b オプションを使うと、同期をバック
グラウンドで実行できます。同期が完了すると、ミラーは SNAPDONE 状態になります。
たとえば、ディスク mydg10 および mydg11 上のボリューム vol1 に 2 つのミラーを追
加するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg addmir vol1 nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
vxsnap addmir コマンドに -b オプションを指定する場合、次の例のように vxsnap
snapwait コマンドを使って、スナップショットプレックスの同期が完了するまで待機

できます。
# vxsnap -g mydg snapwait vol1 nmirror=2
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2

サードミラーブレークオフスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make
コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=volume[/newvol=snapvol]¥
{/plex=plex1[,plex2,...]|/nmirror=number]}

次のいずれかの属性を指定し、もとのボリューム内の 1 つ以上の既存のプレックス
を切り離すことにより新しいスナップショットボリューム snapvol を作成します。
plex

ブレークオフする既存ボリューム内のプレックスを指定します。

nmirror

ブレークオフするプレックスの数を指定します。この属性は SNAPDONE
状態のプレックスにのみ使えます。（このようなプレックスは vxsnap
addmir コマンドを使ってボリュームに追加された可能性があります）
に対してのみ有効です。

ボリュームにある 1 つ以上の ACTIVE または SNAPDONE プレックスから作成されるス
ナップショットは定義上、すでに同期されています。
バックアップを目的とする場合には、1 つのプレックスのスナップショットボリュームで
十分です。
たとえば、ボリューム内の 1 つの既存のプレックスから、ディスクグループ mydg 内の
ボリューム myvol のインスタントスナップショットボリューム snap2myvol を作成する
には、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap2myvol/nmirror=1

次の例は、ボリューム内の 2 つの既存のプレックスからミラースナップショットを作成
する方法を示しています。
# vxsnap -g mydg make source=myvol/newvol=snap2myvol/plex=myvol-03,myvol-04

3

VxVM 以外のファイルシステムやデータベースのログ再生の場合は、fsck などの
適切なユーティリティを使って、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。VxVM
はスナップショットを作成する直前に VxFS を呼び出し、VxFS ファイルシステムを定
常状態にするため、通常、一時使用ボリュームの VxFS ファイルシステムに対して
fsck を実行する必要はありません。VxFS ファイルシステムにデータベースが含ま
れている場合は、データベースのログ再生を引き続き実行する必要があります。

4

スナップショットのデータをバックアップするには、適切なユーティリティまたはオペ
レーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたはそ
の他のバックアップメディアにコピーします。

5

ここで、次の方法を選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
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ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.414 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。
■

スナップショットボリュームのプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
p.414 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームからもとのボリュームの内容を復元します。結果の動作
として、もとのボリュームにスナップショットボリュームのプレックスを戻さない、サ
ブセットのみ戻す、すべてを戻すのいずれかを選択できます。
p.416 の 「インスタントスナップショットからのボリュームの復元」 を参照してくださ
い。

■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。こ
の方法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利です。
必要に応じて、関連付けを解除したボリュームを削除することができます。
p.417 の 「インスタントスナップショットの関連付けの解除」 を参照してください。

■

スナップショットがスナップショット階層の一部である場合は、この階層と親ボリュー
ムの関連付けを解除することができます。
p.418 の 「インスタントスナップショット階層の分割」 を参照してください。

リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理
ブレークオフスナップショットは、書き込みを集中的に行うボリュームに適しています。特
に、スナップショットを別のディスクグループから開始することで、ディスクグループの分割
および結合の操作を回避できる可能性があるため、ブレークオフスナップショットはオフ
ホスト処理に使われます。
リンクされたブレークオフスナップショットの場合は、スナップショットボリュームとして使うボ
リュームを準備する必要があります。このボリュームは、スナップショットを作成するボリュー
ムと同じサイズにし、領域のサイズも同じにする必要があります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットの属性は、一組にまとめて vxsnap make コマンドに指定します。このコ
マンドでは複数の組を指定できます。作成するスナップショットごとに組を 1 つ指定する
必要があります。組の各要素は、スラッシュ文字（/）で区切ります。複数の組はスペース
で区切ります。
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リンクされたブレークオフスナップショットを作成して管理するには、次の手順を実行しま
す。

1

次のコマンドを使って、準備したスナップショットボリューム snapvol をデータボリュー
ムにリンクします。
# vxsnap [-g diskgroup] [-b] addmir volume mirvol=snapvol ¥
[mirdg=snapdg]

省略可能な mirdg 属性を使って、スナップショットボリュームの現在のディスクグルー
プ snapdg を指定できます。-b オプションを使うと、同期をバックグラウンドで実行で
きます。-b オプションを指定しない場合、このコマンドはリンクが ACTIVE になるまで
戻りません。
たとえば、次のコマンドは、ディスクグループ mysnapdg 内の準備したボリューム
prepsnap をディスクグループ mydg 内のボリューム vol1 にリンクします。
# vxsnap -g mydg -b addmir vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapdg
-b オプションを指定する場合は、次の例のように vxsnap snapwait コマンドを使っ

て、リンクされたスナップショットボリュームの同期が完了するのを待機できます。
# vxsnap -g mydg snapwait vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapvoldg

2

リンクされたブレークオフスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make
コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make

source=volume/snapvol=snapvol¥

[/snapdg=snapdiskgroup]

スナップショットボリュームのディスクグループがデータボリュームのディスクグループ
と異なる場合は、snapdg 属性を使用してスナップショットボリュームのディスクグルー
プを指定する必要があります。
たとえば、準備したボリューム prepsnap を、ボリューム vol1 のスナップショットとし
てディスクグループ mydg で使うには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg make source=vol1/snapvol=prepsnap/snapdg=mysnapdg

3

VxVM 以外のファイルシステムやデータベースのログ再生の場合は、fsck などの
適切なユーティリティを使って、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。VxVM
はスナップショットを作成する直前に VxFS を呼び出し、VxFS ファイルシステムを定
常状態にするため、通常、一時使用ボリュームの VxFS ファイルシステムに対して
fsck を実行する必要はありません。VxFS ファイルシステムにデータベースが含ま
れている場合は、データベースのログ再生を引き続き実行する必要があります。
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4

スナップショットのデータをバックアップするには、適切なユーティリティまたはオペ
レーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたはそ
の他のバックアップメディアにコピーします。

5

ここで、次の方法を選択できます。
■

スナップショットの内容を更新します。この方法を使うと、もとのボリュームの新し
いポイントインタイムイメージを作成し、別のバックアップに使うことができます。ス
ナップショットで同期化がすでに進行中の場合は、この操作によって、スナップ
ショットの大部分の再同期化が必要になることがあります。
p.414 の 「インスタントスナップショットの更新」 を参照してください。

■

スナップショットボリュームをもとのボリュームに再接続します。リンクボリュームと
スナップショットが異なるディスクグループ内にある場合は、この操作は実行でき
ません。
p.415 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの再接続」 を参照
してください。

■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。こ
の方法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利です。
必要に応じて、関連付けを解除したボリュームを削除することができます。
p.417 の 「インスタントスナップショットの関連付けの解除」 を参照してください。

■

スナップショットがスナップショット階層の一部である場合は、この階層と親ボリュー
ムの関連付けを解除することができます。
p.418 の 「インスタントスナップショット階層の分割」 を参照してください。

複数のインスタントスナップショットの作成
一貫性のあるグループを形成するすべてのボリュームに対して、複数のインスタントスナッ
プショットを作成できます。vxsnap make コマンドでは、複数のスナップショットおよびボ
リューム名を引数として指定できます。たとえば、指定したストレージから、それぞれ同様
の冗長性を備えた 3 つのインスタントスナップショットを作成するには、次のコマンド形式
を使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol1/snapvol=snapvol1¥
source=vol2/snapvol=snapvol2 source=vol3/snapvol=snapvol3

スナップショットボリューム（snapvol1、snapvol2 など）は、事前に準備しておく必要があ
ります。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップショット
に使うボリュームの作成」 を参照してください。
指定するソースボリューム（vol1、vol2 など）は、同じボリュームでも異なるボリュームでも
かまいません。
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すべてのスナップショットを領域最適化スナップショットとし、さらに同じキャッシュを共有
する場合は、次のコマンド形式を使います。
# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=vol1/newvol=snapvol1/cache=cacheobj ¥
source=vol2/newvol=snapvol2/cache=cacheobj ¥
source=vol3/newvol=snapvol3/cache=cacheobj ¥
[alloc=storage_attributes]

次に示すように、vxsnap make コマンドを使うと、タイプや冗長性が異なり、かつ異なっ
たストレージから設定されたスナップショットを作成できます。
# vxsnap [-g diskgroup] make source=vol1/snapvol=snapvol1 ¥
source=vol2[/newvol=snapvol2]/cache=cacheobj¥
[/alloc=storage_attributes2][/nmirror=number2]
source=vol3[/newvol=snapvol3][/alloc=storage_attributes3]¥
/nmirror=number3

この例では、snapvol1 は事前に準備したボリュームを使うフルサイズのスナップショット、
snapvol2 は事前に準備したキャッシュを使う領域最適化スナップショット、snapvol3 はも
とのボリュームのプレックスから形成されたフルサイズのブレークオフスナップショットです。
同時に複数のタイプのスナップショットを作成する例として、データベース REDO ログと
データベーステーブルを含むボリュームのスナップショットを作成する例を次に示します。
# vxsnap -g mydg make ¥
source=logv1/newvol=snplogv1/drl=sequential/nmirror=1 ¥
source=logv2/newvol=snplogv2/drl=sequential/nmirror=1 ¥
source=datav1/newvol=snpdatav1/cache=mydgcobj/drl=on ¥
source=datav2/newvol=snpdatav2/cache=mydgcobj/drl=on

この例では、REDO ログボリュームのスナップショットに対してはシーケンシャル DRL を有
効にし、データベーステーブルを含むボリュームのスナップショットに対しては通常の DRL
を適用しています。2 つの領域最適化スナップショットは、ディスクグループ内の同一の
キャッシュオブジェクトを共有するように設定されています。また、書き込みが集中的に行
われる REDO ログのボリュームに対してブレークオフスナップショットを使っています。

ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成
ボリュームセット名は、インスタントスナップショットでの addmir、dis、make、prepare、
reattach、refresh、restore、rmmir、split、syncpause、syncresume、syncstart、
syncstop、syncwait、unprepare などの vxsnap 操作で、ボリューム名の代わりに使え
ます。
ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成手順は、スタンドアロンボリュームの
場合と同じです。ただし、フルサイズインスタントスナップショットを事前に準備したボリュー
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ムセットから作成する場合は、一定の制限があります。ボリュームセットのフルサイズイン
スタントスナップショットは、それ自体が、親と同じ数のボリューム、同じサイズのボリュー
ム、および同じボリュームインデックス番号を持つボリュームセットである必要があります。
たとえば、ボリュームセットに 3 つのボリュームが存在し、それぞれ、サイズが 1 GB、2 GB
および 3 GB、インデックスが 0、1 および 2 である場合は、スナップショットボリュームセッ
トに、同じインデックス番号セットと一致する、同じサイズの 3 つのボリュームが存在する
必要があります。親ボリュームセットおよびスナップショットボリュームセット内の対応する
ボリュームも、スタンドアロンボリュームとそのスナップショットとの間に適用される制限と同
じ制限を受けます。
vxvset list コマンドを使うと、ボリュームセットが、次の例に示すように、同じ特性を持

つことを確認できます。
# vxvset -g mydg list vset1
VOLUME
vol_0
vol_1
vol_2

INDEX
0
1
2

LENGTH
204800
409600
614400

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

# vxvset -g mydg list snapvset1
VOLUME
svol_0
svol_1
svol_2

INDEX
0
1
2

LENGTH
204800
409600
614400

ボリュームセットのフルサイズインスタントスナップショットは、事前に準備したボリューム
セットを使って作成できます。準備したボリュームセットの各ボリュームは、親ボリュームセッ
ト内の対応するボリュームと同じサイズになります。また、nmirrors 属性を使うと、ボリュー
ムセット内の各ボリュームにプレックスが十分に存在する場合に切り離すプレックスの数
を指定できます。
次の例に、ソースボリュームセット vset1 と、後でスナップショットの作成に使う、同一のボ
リュームセット snapvset1 を準備する方法を示します。
# vxsnap -g mydg prepare vset1
# vxsnap -g mydg prepare snapvset1
# vxsnap -g mydg make source=vset1/snapvol=snapvset1

フルサイズサードミラーブレークオフスナップショットを作成するには、ソースボリュームセッ
ト内の各ボリュームにプレックスが十分に存在することを確認する必要があります。次の例
に、vxsnap コマンドを使って、スナップショットを切り離す前に必要な数のプレックスを追
加することにより、十分な数のプレックスを確保する方法を示します。
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# vxsnap -g mydg prepare vset2
# vxsnap -g mydg addmir vset2 nmirror=1
# vxsnap -g mydg make source=vset2/newvol=snapvset2/nmirror=1

p.412 の 「ボリュームへのスナップショットミラーの追加」 を参照してください。
ボリュームセットの領域最適化インスタントスナップショットを作成するときに使うコマンド
も、次の例に示すように、スタンドアロンボリュームの場合と同じです。
# vxsnap -g mydg prepare vset3
# vxsnap -g mydg make source=vset3/newvol=snapvset3/cachesize=20m
# vxsnap -g mydg prepare vset4
# vxsnap -g mydg make source=vset4/newvol=snapvset4/cache=mycobj

ここでは、ボリュームセット vset3 の新しいキャッシュオブジェクトが作成され、既存のキャッ
シュオブジェクト mycobj が vset4 に使われます。
p.441 の 「ボリュームセットについて」 を参照してください。

ボリュームへのスナップショットミラーの追加
フルサイズブレークオフスナップショットボリュームを作成する場合は、次のコマンドを使っ
てボリュームに新しいスナップショットミラーを追加します。
# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume|volume_set ¥
[nmirror=N] [alloc=storage_attributes]

ボリュームは、vxsnap prepare コマンドを使って準備しておく必要があります。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を参照
してください。
ボリュームの代わりにボリュームセット名が指定された場合は、指定した数のプレックスが
ボリュームセット内の各ボリュームに追加されます。
nmirror 属性を使ってミラーの数の変更を指定しない限り、vxsnap addmir コマンドは

デフォルトで 1 つのスナップショットミラーをボリュームに追加します。ミラーは完全に同期
されるまで SNAPATT 状態のままです。-b オプションを使うと、同期をバックグラウンドで実
行できます。同期が完了すると、ミラーは SNAPDONE 状態になります。
たとえば、ディスク mydg10 および mydg11 上のボリューム vol1 に 2 つのミラーを追加す
るには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g mydg addmir vol1 nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
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このコマンドは、vxassist snapstart コマンドと使用方法が似ており、従来のサードミ
ラーブレークオフスナップショットモデルをサポートしています。したがって、インスタントス
ナップショット機能は提供されません。
いったん 1 つ以上のスナップショットミラーをボリュームに追加すると、nmirror 属性また
は plex 属性のいずれかを指定して vxsnap make コマンドを使い、スナップショットボ
リュームを作成できます。

スナップショットミラーの削除
ボリュームから単一のスナップショットミラーを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] rmmir volume|volume_set

たとえば、ボリューム vol1 からスナップショットミラーを削除するには、次のコマンドを実
行します。
# vxsnap -g mydg rmmir vol1

このコマンドは、vxassist snapabort コマンドと使用方法が似ています。
ボリュームの代わりにボリュームセット名が指定された場合は、ボリュームセット内の各ボ
リュームからミラーが削除されます。

リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの削除
ボリュームからリンクされたブレークオフスナップショットボリュームを削除するには、次の
コマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] rmmir volume|volume_set mirvol=snapvol ¥
[mirdg=snapdiskgroup]
mirvol と省略可能な mirdg 属性は、スナップショットボリューム snapvol とそのディスク

グループ snapdiskgroup を指定しています。たとえば、次のコマンドは、リンクされたス
ナップショットボリューム prepsnap をボリューム vol1 から削除します。
# vxsnap -g mydg rmmir vol1 mirvol=prepsnap mirdg=mysnapdg

カスケードスナップショット階層へのスナップショットの追加
スナップショットを作成し、それをもとのボリュームと既存のスナップショットボリュームで形
成されているスナップショット階層内に配置するには、既存のスナップショットボリューム名
を vxsnap make コマンドの infrontof 属性の値として指定します。次の例は、ボリュー
ム dbvol の領域最適化スナップショット thurs_bu を既存のスナップショット wed_bu フロ
ントボリュームとして配置する方法を示しています。
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# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/newvol=thurs_bu/¥
infrontof=wed_bu/cache=dbdgcache

同様に、次に作成されるスナップショット fri_bu も、thurs_bu の前に配置されます。
# vxsnap -g dbdg make source=dbvol/newvol=fri_bu/¥
infrontof=thurs_bu/cache=dbdgcache

p.387 の 「カスケードスナップショット」 を参照してください。

インスタントスナップショットの更新
インスタントスナップショットを更新すると、そのスナップショットは親ボリュームのポイントイ
ンタイムコピーに置き換えられます。1 つ以上のスナップショットを更新し、すぐに使えるよ
うにするには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] refresh snapvolume|snapvolume_set ¥
[source=volume|volume_set] [snapvol2 [source=vol2]...] ¥
[syncing=yes|no]

ソースボリュームが指定されていない場合は、スナップショットの直属の親が使われます。
フルサイズインスタントスナップショットの再同期は、デフォルトで開始されます。再同期を
無効にするには syncing=no 属性を指定します。この属性は、領域最適化スナップショッ
トではサポートされていません。
警告: 更新処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。たと
えば、ボリューム上に設定されているファイルシステムはあらかじめマウント解除する必要
があります。
ボリュームは、サイズに互換性がある場合は無関係なボリュームからでも更新できます。
次に示すように、vxsnap syncwait コマンドを使うと、スナップショットボリュームの同期
の完了を待機できます。
# vxsnap [-g diskgroup] syncwait snapvol

p.420 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。

インスタントスナップショットの再接続
メモ: この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
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インスタントスナップショットのプレックスの一部または全体を、指定したもとのボリュームま
たはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュームの上位にあるソースボリュー
ムに再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] reattach snapvolume|snapvolume_set ¥
source=volume|volume_set [nmirror=number]

デフォルトでは、すべてのプレックスが再接続され、その結果スナップショットが削除され
ます。再接続するプレックスの数は、必要に応じて、nmirror 属性の値として指定できま
す。
警告: 再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。た
とえば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムは前もってマウン
ト解除する必要があります。
ボリュームは、ボリュームサイズと領域のサイズに互換性がある場合は無関係なボリュー
ムにも再接続できます。
たとえば、スナップショットボリューム snapmyvol の 1 つのプレックスをボリューム myvol
に再接続するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap -g mydg reattach snapmyvol source=myvol nmirror=1

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP 状態
のままになります。再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になります。次に示
すように、vxsnap snapwait コマンド（vxsnap syncwait コマンドではない）を使うと、
再接続されたプレックスの再同期の完了まで待機できます。
# vxsnap -g mydg snapwait myvol nmirror=1

ボリュームとそのスナップショットを両方とも同じだけサイズ変更（拡張または縮小）した後
に再接続した場合、引き続き高速再同期を実行できます。ボリューム全体を再同期する
必要はありません。バージョン 20 の DCO ボリュームの場合、対応するデータボリューム
がサイズ変更されると、それに比例してサイズ変更されます。バージョン 0 の DCO ボリュー
ムの場合、FastResync マップは同じサイズのままですが、領域のサイズが再計算され、
既存マップ内のダーティビットの位置が調整されます。どちらのバージョンの場合も、新し
い領域はマップ内でダーティとしてマークされます。

リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの再接続
他のタイプのスナップショットとは異なり、リンクされたブレークオフスナップショットボリュー
ムの再接続操作は、スナップショットボリュームのプレックスを親ボリュームに返しません。
スナップショットボリュームを親ボリュームのミラーにするリンク関係が再確立され、これに
より、スナップショットデータを再同期できます。ただし、両方のボリュームが同じディスク
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グループ内にある場合は、スナップショットボリュームは、その親ボリュームによってのみ
再び取り込まれます。
リンクされたブレークオフスナップショットを再接続するには、次の形式の vxsnap
reattach コマンドを使います。
# vxsnap [-g snapdiskgroup] reattach snapvolume|snapvolume_set ¥
source=volume|volume_set [sourcedg=diskgroup]

データボリュームのディスクグループが、スナップショットボリュームのディスクグループで
ある snapdiskgroup と異なる場合、sourcedg 属性を使ってデータボリュームのディスク
グループを指定する必要があります。
警告: 再接続処理中のスナップショットを別のアプリケーションで開くことはできません。た
とえば、スナップショットボリューム上に設定されているファイルシステムは前もってマウン
ト解除する必要があります。
ボリュームは、サイズと領域のサイズに互換性がある場合は無関係なボリュームにも再接
続できます。
たとえば、次のコマンドは、ディスクグループ snapdg 内のスナップショットボリューム
prepsnap をディスクグループ mydg 内のボリューム myvol に再接続します。
# vxsnap -g snapdg reattach prepsnap source=myvol sourcedg=mydg

スナップショットボリュームの再同期が完了すると、リンクは ACTIVE 状態になります。次に
示すように、vxsnap snapwait コマンド（vxsnap syncwait コマンドではない）を使うと、
再接続されたボリュームの再同期の完了まで待機できます。
# vxsnap -g snapdg snapwait myvol mirvol=prepsnap

インスタントスナップショットからのボリュームの復元
場合によっては、バックアップからまたはスナップショットボリューム内の複製から変更され
たボリュームの内容を復元する必要があります。指定したスナップショットから 1 つまたは
複数のボリュームを復元するには、次のコマンドを使います。
# vxsnap [-g diskgroup] restore volume|volume_set ¥
source=snapvolume|snapvolume_set ¥
[[volume2|volume_set2 ¥
source=snapvolume2|snapvolume_set2]...]¥
[destroy=yes|no] [syncing=yes|no] [nmirror=number]

フルサイズインスタントスナップショットの場合は、そのプレックスの一部または全体を、親
ボリュームに再接続するか、またはスナップショット階層内のそのスナップショットボリュー
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ムの上位にある指定したソースボリュームに再接続できます。destroy=yes と指定する
と、フルサイズインスタントスナップショットのすべてのプレックスが再接続され、スナップ
ショットボリュームが削除されます。
領域最適化インスタントスナップショットの場合は、キャッシュデータを使って、指定したボ
リュームの内容が再作成されます。restore 操作では、領域最適化インスタントスナップ
ショットを変更することはできません。
警告: 復元するボリュームとスナップショットボリュームが別のアプリケーションで開かれて
いる場合は、この操作を正常に実行することはできません。たとえば、いずれかのボリュー
ム上に設定されているファイルシステムは前もってマウント解除する必要があります。
ボリュームは、無関係なボリュームからは復元できません。
destroy 属性および nmirror 属性は、領域最適化インスタントスナップショットではサ

ポートされていません。
次の例は、領域最適化スナップショット snap3myvol からボリューム myvol を復元する方
法を示しています。
# vxsnap -g mydg restore myvol source=snap3myvol

インスタントスナップショットの関連付けの解除
次のコマンドを実行すると、フルサイズインスタントスナップショットボリューム snapvol とそ
の親ボリュームの関連付けが解除され、スナップショットを独立したボリュームとして使え
るようになります。
# vxsnap [-f] [-g diskgroup] dis snapvolume|snapvolume_set

スナップショット snapvol の下位に同期していないスナップショットが存在する場合、この
操作は失敗します。その場合、依存している下位のスナップショットを、snapvol と完全に
同期する必要があります。依存するスナップショットがなくなると、snapvol の関連付けを
解除できます。スナップショット階層は snapvol の親ボリュームに取り込まれます。
p.420 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。
p.418 の 「インスタントスナップショットの削除」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、スナップショット snap2myvol とその親ボリュームの関連付け
が解除されます。
# vxsnap -g mydg dis snap2myvol
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警告: この操作をボリュームセット、またはボリュームセットのコンポーネントボリュームに適
用すると、システムクラッシュやハードウェア障害が発生した場合に、スナップショット内に
不整合が生じる可能性があります。この操作をボリュームセットに適用する場合は、-f
（force）オプションを指定する必要があります。

インスタントスナップショットの削除
フルサイズインスタントスナップショットの関連付けを解除すると、次の例に示すように
vxedit コマンドを使ってこのインスタントスナップショットを完全に削除できます。
# vxedit -g mydg -r rm snap2myvol

このコマンドでは、領域最適化インスタントスナップショットをそのキャッシュから削除する
こともできます。
p.424 の 「キャッシュの削除」 を参照してください。

インスタントスナップショット階層の分割
メモ: この操作は、領域最適化インスタントスナップショットではサポートされていません。
次のコマンドを実行すると、スナップショットボリューム snapvol 以下のスナップショット階
層とその親ボリュームとの関連付けが解除され、スナップショット階層を親ボリュームから
独立して使えるようになります。
# vxsnap [-f] [-g diskgroup] split snapvolume|snapvolume_set

このコマンドを正常に実行するためには、関連付けを解除するスナップショット階層内の
最上位スナップショットボリュームが完全に同期している必要があります。その階層内の
下位にあるスナップショットは、完全に再同期化されていなくてもかまいません。
p.420 の 「インスタントスナップショットの同期の制御」 を参照してください。
次のコマンドを実行すると、snap2myvol の下位にある階層とその親ボリュームの関連付
けが解除されます。
# vxsnap -g mydg split snap2myvol

警告: この操作をボリュームセット、またはボリュームセットのコンポーネントボリュームに適
用すると、システムクラッシュやハードウェア障害が発生した場合に、スナップショット内に
不整合が生じる可能性があります。この操作をボリュームセットに適用する場合は、-f
（force）オプションを指定する必要があります。

第 9 章 ボリュームスナップショットの管理
インスタントスナップショットの作成

419

インスタントスナップショット情報の表示
vxsnap print コマンドを使うと、ボリュームに関連付けられているスナップショットに関す

る情報を表示できます。
# vxsnap [-g diskgroup] print [vol]

このコマンドを実行すると、スナップショットまたはボリュームの同期の進行状況が割合で
表示されます。ボリュームを指定しなかった場合は、ディスクグループ内のすべてのボ
リュームのスナップショットに関する情報が表示されます。次の例のボリューム vol1 には
フルサイズのスナップショット snapvol1 が格納されていますが、このスナップショットの内
容はボリューム vol1 とは同期されていません。
# vxsnap -g mydg print
NAME
SNAPOBJECT
vol1

-snapvol1_snp1
snapvol1 vol1_snp1

TYPE

PARENT

SNAPSHOT

%DIRTY

%VALID

volume
volume
volume

--vol1

-snapvol1
--

-1.30
1.30

100
-1.30

snapvol1 の %DIRTY の値は、このボリュームと vol1 の内容の差異が 1.30 % であること

を示しています。snapvol1 は vol1 と同期していないため、%VALID の値と %DIRTY の値
は同じになります。スナップショットの一部が同期している場合は、%VALID の値は %DIRTY
の値と 100 % の間の値になります。スナップショットが完全に同期している場合は、%VALID
の値は 100 % になります。このスナップショットは、独立したスナップショットにしたり、別
のディスクグループに移動することができます。
vxsnap print コマンドで -n オプションを使うと、ボリュームやボリュームセットのスナッ

プショットに関する追加情報を取得できます。
# vxsnap [-g diskgroup] -n [-l] [-v] [-x] print [vol]

また、vxsnap -n print コマンドのエイリアスである vxsnap list コマンドを使うことも
できます。
# vxsnap [-g diskgroup] [-l] [-v] [-x] list [vol]

次の出力は、ディスクグループ dg1 でこのコマンドを使用した例です。
# vxsnap -g dg -vx list
NAME
vol
svol1
svol2
svol3

DG
dg1
dg2
dg1
dg2

OBJTYPE
vol
vol
vol
vol

SNAPTYPE
fullinst
mirbrk
volbrk

PARENT
vol
vol
vol

PARENTDG
dg1
dg1
dg1

SNAPDATE
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1

CHANGE_DATA
12:29
12:29
12:29

20M (0.2%)
120M (1.2%)
105M (1.1%)

SYNCED_DATA
10G (100%)
60M (0.6%)
10G (100%)
10G (100%)
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svol21
vol-02
mvol
vset1
v1
v2
svset1
sv1
sv2
vol-03
mvol2

dg1
dg1
dg2
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg2

vol
plex
vol
vset
compvol
compvol
vset
compvol
compvol
plex
vol

spaceopt
snapmir
mirvol
mirbrk
mirbrk
mirbrk
detmir
detvol

svol2
vol
vol
vset
v1
v2
vol
vol

dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1
dg1

2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
2006/2/1
-

12:29

52M (0.5%)
-

12:29
12:29
12:29

1G (50%)
512M (50%)
512M (50%)
20M (0.2%)
20M (0.2%)

52M (0.5%)
56M (0.6%)
58M (0.6%)
2G (100%)
1G (100%)
1G (100%)
2G (100%)
1G (100%)
1G (100%)
-

これは、ボリューム vol に 3 つのフルサイズ スナップショット（svol1、svol2 、svol3）が
あり、これらのタイプがフルサイズインスタント（fullinst）、ミラーブレークオフ（mirbrk）、
リンクされたブレークオフ（volbrk）であることを示しています。さらに、このボリュームには
1 つのスナップショットプレックス（snapmir）、vol-02 と、1 つのリンクされたミラーボリュー
ム（mirvol）、mvol があります。スナップショット svol2 自体には領域最適化インスタント
スナップショット（spaceopt）、svol21 があります。さらに、コンポーネントボリューム v1 と
v2 を含むボリュームセット vset1 もあります。このボリュームセットには、コンポーネントボ
リューム sv1 と sv2 を含むミラーブレークオフスナップショット svset1 があります。最後
の 2 つのエントリは、親ボリュームとして vol を持つ、切断されたプレックス vol-03 と切
断されたミラーボリューム mvol2 を示しています。これらのスナップショット オブジェクト
は、I/O エラーのために、またはプレックスの場合は vxplex det コマンドの実行のため
に切断された可能性があります。
CHANGE_DATA 列には、スナップショットの現在の内容とその親ボリュームのおおよその違

いが表示されます。これは、コンテンツを再び同一にするために再同期する必要がある
データの量に対応します。
SYNCED_DATA 列には、スナップショットの作成後の同期のおおよその進行状況が表示さ

れます。
-l オプションを使って、表形式ではなくより長い形式の出力を一覧表示できます。
-x オプションは、ボリュームセットのコンポーネントボリュームも含まれるように出力を展開

します。
vxsnap print コマンドと vxsnap list コマンドの使用について詳しくは、vxsnap（1M）

マニュアルページを参照してください。

インスタントスナップショットの同期の制御
領域最適化インスタントスナップショットでは、スナップショットの内容ともとのボリュームと
の同期は実行できません。
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デフォルトでは、インスタントスナップショットでの vxsnap reattach、refresh、restore
操作に対する同期が有効になっています。それ以外の場合は、vxsnap コマンドに
syncing=yes 属性を指定しない限り、同期は行われません。
表 9-1 に、同期を手動で制御するためのコマンドを示します。
表 9-1

インスタントスナップショットの同期を制御するコマンド

コマンド

説明

vxsnap [-g diskgroup] syncpause ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期を一時停止します。

vxsnap [-g diskgroup] syncresume ¥

ボリュームの同期を再開します。

vol|vol_set
vxsnap [-b] [-g diskgroup] syncstart ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期を開始します。-b
オプションを使うと、この操作がバック
グラウンドで実行されます。

vxsnap [-g diskgroup] syncstop ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期を停止します。

vxsnap [-g diskgroup] syncwait ¥
vol|vol_set

ボリュームの同期が完了すると終了し
ます。vol や vol_set が無効な場合
（たとえば、領域最適化スナップショッ
トなど）、または vol や vol_set が同期
化されていない場合、エラーが返さ
れます。

メモ: 再接続されたプレックスの場合、
このコマンドを使って同期の完了を待
機することはできません。

表 9-1 で示すコマンドを使っても、リンクされたブレークオフスナップショットの同期を制御
できません。
再同期の後に新しいリンクされたブレークオフスナップショットの間のリンクが ACTIVE に
なるか、再接続されたスナップショットプレックスが SNAPDONE 状態になるまで待機する
vxsnap snapwait コマンドが用意されています。
p.407 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの作成と管理」 を参照してく
ださい。
p.414 の 「インスタントスナップショットの再接続」 を参照してください。
p.415 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの再接続」 を参照してくださ
い。
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スナップショットの同期処理のパフォーマンスの向上
-o オプションには、make、refresh、restore、syncstart の各操作の使用時に同期

処理のパフォーマンスを最適化できるように、次のオプションの引数が用意されています。
iosize=size

ボリュームの領域を同期する際に使う、各 I/O 要求のサイズを指定しま
す。大きいサイズを指定するほど同期処理は速くなりますが、ボリューム
にアクセスする他のプロセスの処理効率への影響が大きくなります。パ
フォーマンスの高いアレイおよびコントローラハードウェアに対しては、
size の値をデフォルトの 1m（1 MB）以上の値にすることをお勧めしま
す。指定した値は、ボリュームの領域のサイズの倍数に丸められます。

slow=iodelay

iosize の値で指定された領域を連続して同期するときの各同期処理
間の遅延時間（ミリ秒）を指定します。この引数を使うと、同期によるシス
テム処理効率への影響を調整できます。iodelay のデフォルト値は、0
ミリ秒（遅延なし）です。この値を大きくすると同期処理の速度が低下し、
ボリュームにアクセスする可能性がある他のプロセスとの I/O 帯域幅の
競合が減少します。

オプションは、次の例のように組み合わせることができます。
# vxsnap -g mydg -o iosize=2m,slow=100 make ¥
source=myvol/snapvol=snap2myvol/syncing=on
# vxsnap -g mydg -o iosize=10m,slow=250 syncstart snap2myvol

メモ: iosize パラメータと slow パラメータは、領域最適化インスタントスナップショットで
はサポートされていません。

キャッシュ上で作成したスナップショットの一覧表示
キャッシュオブジェクト上で作成した領域最適化インスタントスナップショットの一覧を表示
するには、次のコマンドを使います。
# vxcache [-g diskgroup] listvol cache_object

スナップショットの名前が、タイムスタンプ順にカンマで区切って出力されます。タイムスタ
ンプが同じスナップショットが複数存在する場合は、サイズでソートされ降順で表示されま
す。

キャッシュの autogrow 属性のチューニング
autogrow 機能が有効で、VxVM キャッシュデーモン（vxcached）が動作している場合、
vxcached によるキャッシュ管理の動作は、highwatermark、autogrowby、maxautogrow

の 3 つの属性によって決まります。
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■

キャッシュ使用率が高水準値 highwatermark（デフォルト値は 90 %）に達した場合、
vxcached は autogrowby の値（デフォルトはキャッシュボリュームサイズの 20 % の
ブロック数）の分だけキャッシュボリュームのサイズを拡張します。ただし、新たに必要
となるキャッシュサイズが maxautogrow の値（デフォルト値はキャッシュボリュームサ
イズの 2 倍のブロック数）を超える場合は拡張されません。

■

キャッシュ使用率が高水準値に達し、新たに必要となるキャッシュサイズが
maxautogrow の値を超える場合、vxcached はキャッシュ内の最も古いスナップショッ
トを削除します。経過日数の同じスナップショットが複数存在する場合は、サイズが最
大のものが削除されます。

autogrow 機能が無効な場合
■

キャッシュ使用率が高水準値に達すると、vxcached はキャッシュ内の最も古いスナッ
プショットを削除します。経過日数の同じスナップショットが複数存在する場合は、サ
イズが最大のものが削除されます。スナップショットが 1 つしかない場合は、そのスナッ
プショットが切断されて無効に設定されます。

メモ: vxcached デーモンでは、現在起動していないスナップショットや、キャッシュ内の最
後（唯一）のスナップショットは削除されません。
キャッシュ領域が完全に消費されると、スナップショットは切断されて無効に設定されま
す。この場合、切断されたスナップショットはリカバリ不能であり、削除する必要がありま
す。autogrow 機能をキャッシュで有効にすると、この問題の発生を回避できます。ただ
し、キャッシュが数 MB 程度で非常に小さい場合には、システムによる自動拡張が間に
合わず、キャッシュが完全に消費されてしまう可能性があります。このような場合、キャッ
シュのサイズを手動で減らすことができます。
p.424 の 「キャッシュの拡張と縮小」 を参照してください。
または、この例にあるように、vxcache set コマンドを使って highwatermark の値を減
らすことができます。
# vxcache -g mydg set highwatermark=60 cobjmydg

キャッシュ拡張後のサイズの上限は maxautogrow 属性で制限できます。このサイズを見
積もるには、スナップショットの更新によってそれぞれのソースボリュームの内容がどの程
度変化するかを考慮した上で、緊急に備えて予備の領域を持たせるようにします。
キャッシュに対応する他の autogrow 属性の値は、必要に応じて vxcache set コマン
ドで変更できます。
vxcache（1M）マニュアルページを参照してください。
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キャッシュの拡張と縮小
vxcache コマンドを使うと、キャッシュオブジェクトに関連付けられているキャッシュボリュー

ムのサイズを拡張できます。
# vxcache [-g diskgroup] growcacheto cache_object size

たとえば、キャッシュオブジェクト mycache に関連付けられているキャッシュボリュームの
サイズを 2 GB に拡張するには、次のコマンドを使います。
# vxcache -g mydg growcacheto mycache 2g

指定した分量だけキャッシュを拡張するには、次のコマンド形式を使います。
# vxcache [-g diskgroup] growcacheby cache_object size
mycache のサイズを 1 GB だけ拡張するには、次のコマンドを使います。
# vxcache -g mydg growcacheby mycache 1g

同様に、shrinkcacheby および shrinkcacheto の操作によってキャッシュのサイズを
縮小できます。
vxcache（1M）マニュアルページを参照してください。

キャッシュの削除
キャッシュオブジェクトとそのキャッシュボリューム、さらに領域最適化スナップショットも
すべて含めてキャッシュを完全に削除するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを実行して、キャッシュオブジェクト上に設定されている最上位のスナッ
プショットボリュームの名前を確認します。
# vxprint -g diskgroup -vne ¥
"v_plex.pl_subdisk.sd_dm_name ~ /cache_object/"

ここで、cache_object はキャッシュオブジェクトの名前です。

2

最上位のスナップショットとその下位に属するスナップショットをすべて削除します（こ
の処理は 1 つのコマンドで実行できます）。
# vxedit -g diskgroup -r rm snapvol ...

ここで、snapvol は最上位のスナップショットボリュームの名前です。
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3

キャッシュオブジェクトを停止します。
# vxcache -g diskgroup stop cache_object

4

最後に、キャッシュオブジェクトとそのキャッシュボリュームを削除します。
# vxedit -g diskgroup -r rm cache_object

従来のサードミラーブレークオフスナップショットの作成
VxVM では、vxassist やその他のコマンドを使って、ボリュームデバイスのサードミラー
ブレークオフスナップショットイメージが得られます。
ボリュームスナップショットの効率および有用性を高めるには、FastResync を有効にしま
す。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
永続 FastResync が必要な場合は、バージョン 0 の DCO をボリュームに関連付ける必
要があります。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
ボリューム内容をすべて格納できる大きさのプレックスが必要です。または、領域最適化
インスタントスナップショットを使うこともできます。
p.399 の 「領域最適化インスタントスナップショットの作成と管理」 を参照してください。
ボリュームのバックアップをコマンドラインやスクリプトから実行する際の方法として、vxsnap
コマンドを使うことをお勧めします。vxassist snapstart、snapwait、snapshot コマ
ンドは、下位互換性のためにサポートされています。
vxassist snapshot 手順は、次の 2 つの手順で構成されます。
■ vxassist snapstart
■ vxassist snapshot

を実行してスナップショットミラーを作成します。

を実行してスナップショットボリュームを作成します。

vxassist snapstart 処理により、ボリュームに接続し同期を行う、書き込み専用バック

アッププレックスを作成します。ボリュームと同期すると、バックアッププレックスはスナップ
ショットミラーとして使う準備ができたことになります。この手順は、新しいスナップショットミ
ラーが SNAPDONE 状態になるまでかかります。この状態遷移は、vxassist snapwait
タスクで追跡することができます。このタスクは少なくとも 1 つのミラーが SNAPDONE 状
態に変更されるまで待機します。接続プロセスが失敗すると、スナップショットミラーは削
除され、領域が解放されます。
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メモ: スナップスタート手順が中断された場合、スナップショットミラーはボリューム起動時
に自動的に削除されます。
スナップショットミラーはいったん同期されると、切断するまで更新され続けます。任意の
時間に、既存ボリュームのイメージとしてスナップショットボリュームを作成することができ
ます。また、スナップショットの実行に必要な間、ユーザーにシステムの使用を控えてもら
うこともできます（通常は 1 分未満です）。スナップショットミラーの作成に必要な時間は、
スナップショットボリュームが作成されるわずかな時間に比べると、一般的に長くなります。
オンラインバックアップ手順を完了するには、vxassist snapshot コマンドを SNAPDONE
状態のスナップショットを持つボリューム上で実行します。このタスクでは、SNAPDONE
状態のスナップショットを切り離し（ミラーにするために）通常の新規ボリュームを作成し、
スナップショットミラーとしてスナップショットボリュームに接続します。これで、スナップショッ
トは通常の機能を持つボリュームになり、スナップショットは ACTIVE 状態に設定されま
す。
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vxassist コマンドを使ってボリュームのバックアップを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1

次のコマンドを使って、ボリュームにスナップショットミラーを作成します。
# vxassist [-b] [-g diskgroup] snapstart [nmirror=N] volume

たとえば、ボリューム voldef のスナップショットミラーを作成するには、次のコマンド
を使います。
# vxassist [-g diskgroup] snapstart voldef
vxassist snapstart コマンドによって書き込み専用ミラーが作成され、バックアッ

プ対象のボリュームに追加されて同期されます。
デフォルトでは、VxVM はデータボリュームのプレックスをすでに保持しているディ
スクを避けてスナップショットミラーを配置しようとします。ただし、ディスクグループ内
に十分な領域が存在しない場合は、配置先に選択の余地がありません。この場合
は、VxVM は、ディスクグループ内の他のディスクで使える領域を使います。他のボ
リュームのプレックスを保持しているディスク上にスナップショットプレックスが配置さ
れると、後にスナップショットボリュームを別のディスクグループに移動しようとする際
に、問題が発生する可能性があります。
p.255 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
ストレージ属性を使って、スナップショットプレックスに使うディスクを明示的に指定す
ると、デフォルトのストレージ割り当てポリシーを上書きすることができます。
p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュームの作成」 を参照してください。
-b オプションを指定して vxassist snapstart コマンドをバックグラウンドで起動

する場合、次のように vxassist snapwait コマンドを使ってミラーの作成完了まで
待機できます。
# vxassist [-g diskgroup] snapwait volume
vxassist snapstart コマンドがバックグラウンドで実行されていない場合は、ミ

ラーがボリュームと同期されるまでは終了できません。同期化が完了すると、そのミ
ラーをスナップショットボリュームのプレックスとして使えるようになります。もとのボ
リュームに追加されたミラーの内容は、スナップショットを作成するまで更新され続け
ます。
nmirror 属性を使って、スナップショットボリュームに必要な数だけスナップショット

ミラーを作成します。バックアップには、通常 1 つ（デフォルト）で十分です。
ボリューム内の既存のプレックスからスナップショットプレックスを作成することもでき
ます。
p.429 の 「プレックスからスナップショットプレックスへの変換」 を参照してください。
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2

スナップショットの作成に適した時間を選択します。可能ならば、ユーザーのボリュー
ムに対するアクセスができるだけ少ないときにスナップショットを取得するよう計画し
ます。

3

次のコマンドを使ってスナップショットボリュームを作成します。
# vxassist [-g diskgroup] snapshot [nmirror=N] volume snapshot

必要に応じて、nmirror 属性を使ってスナップショットボリューム内のミラー数を指
定します。
たとえば、voldef ボリュームのスナップショットを作成するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxassist -g mydg snapshot voldef snapvoldef
vxassist snapshot タスクでは終了したスナップショットミラーを切断し、新規ボ

リュームを作成してスナップショットミラーを接続します。この手順は数分で完了しま
す。スナップショットボリュームは、スナップショット時のもとのボリュームを反映します。
もとのボリュームをアプリケーションやユーザーが使えるようにしたままで、スナップ
ショットボリュームをバックアップに使えます。
必要に応じて、ディスクグループ内の複数のボリュームに対して同時にスナップショッ
トボリュームを作成できます。
p.430 の 「vxassist コマンドによる複数のスナップショットの作成」 を参照してくださ
い。

4

VxVM 以外のファイルシステムやデータベースのログ再生の場合は、fsck などの
適切なユーティリティを使って、一時使用ボリュームの内容をクリーンにします。VxVM
はスナップショットを作成する直前に VxFS を呼び出し、VxFS ファイルシステムを定
常状態にするため、通常、一時使用ボリュームの VxFS ファイルシステムに対して
fsck を実行する必要はありません。VxFS ファイルシステムにデータベースが含ま
れている場合は、データベースのログ再生を引き続き実行する必要があります。

5

スナップショットのデータのバックアップが必要な場合は、適切なユーティリティやオ
ペレーティングシステムのコマンドを使って、スナップショットの内容をテープまたは
他のバックアップメディアにコピーします。

6

バックアップが完了すると、スナップショットボリュームの処理方法を次の 3 つの中か
ら選択できます。
■

スナップショットボリュームのプレックスの一部または全体をもとのボリュームに再
接続します。
p.431 の 「スナップショットボリュームの再接続」 を参照してください。

■

スナップショットの作成前にボリューム上で FastResync が有効になっていた場
合は、これによりスナップショットプレックスの再同期が高速化され、バックアップ
サイクルが手順 3 から再開されるまでの時間が短縮されます。
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■

スナップショットボリュームともとのボリュームの関連付けを完全に解除します。
p.433 の 「スナップショットボリュームの関連付けの解除」 を参照してください。

■

この方法は、テストやレポート生成など、他の用途にコピーを使う場合に便利で
す。

■

不要であれば、ディスク領域の節約のため、次のコマンドを使ってスナップショッ
トボリュームを削除します。
# vxedit [-g diskgroup] -rf rm snapshot

FastResync が有効になっていた場合、関連付けられているスナップショットボリュー
ムを解除または削除すると、高速再同期の利点が失われます。使用可能なスナップ
ショットプレックスがなくなった場合、それ以降に作成するスナップショットには、もと
のボリュームの完全なコピーが必要です。

プレックスからスナップショットプレックスへの変換
メモ: 階層化ボリュームまたは関連バージョン 20 の DCO ボリュームを持つボリュームのス
ナップショットプレックスにプレックスを変換することはできません。
プレックスをスナップショットプレックスに変換するよりも、インスタントスナップショット機能
を使うことをお勧めします。
状況によっては、vxassist snapstart を実行するよりも、ボリューム内の既存のプレッ
クスをスナップショットプレックスに変換した方が都合がよい場合があります。たとえば、ス
ナップショットプレックスを作成するためのディスク領域が不足しており、スナップショットを
作成するボリュームに 2 つ以上のプレックスが含まれている場合には、この操作が必要と
なることがあります。
また、ミラーボリュームが 3 つ以上のプレックスで作成され、init=active が指定されて
いる場合は、この手順を使うとスナップショットボリュームの作成を高速化できます。
データの冗長性を確保するため、1 つのボリューム内に少なくとも 2 つのプレックスを保
持することをお勧めします。
既存のプレックスを、永続 FastResync が有効であるボリュームのスナップショットプレッ
クスに変換するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] -o dcoplex=dcologplex convert ¥
state=SNAPDONE plex

dcologplex は、新しいスナップショットプレックスと関連付けられる既存の DCO プレックス
名です。DCO ボリューム名を確認するには、vxprint コマンドを使います。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
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たとえば、3 つのプレックスを持つボリューム trivol 内のプレックス trivol-03 から、ス
ナップショットプレックスを作成するには、次のコマンドを使います。
# vxplex -o dcoplex=trivol_dco-03 convert state=SNAPDONE ¥
trivol-03

ここで、DCO プレックス trivol_dco_03 は、新しいスナップショットプレックスと関連付け
られた DCO プレックス名として指定されています。
既存のプレックスを、非永続 FastResync が有効であるボリュームの、SNAPDONE 状態
のスナップショットプレックスに変換するには、次のコマンドを使います。
# vxplex [-g diskgroup] convert state=SNAPDONE plex

変換されたプレックスは SNAPDONE 状態であり、このプレックスを使ってすぐにスナップ
ショットボリュームを作成できます。
メモ: ボリューム内で唯一の完全な通常のプレックスや、完全でないスパースプレックス、
および DRL（dirty region logging）ログプレックスは、スナップショットプレックスに変換
できません。
p.385 の 「サードミラーブレークオフスナップショットのエミュレーション」 を参照してくださ
い。

vxassist コマンドによる複数のスナップショットの作成
複数のボリュームにおけるスナップショットの同時作成を簡単に行うため、スナップショット
オプションでは、次のように、引数として複数のボリューム名を使えます。
# vxassist [-g diskgroup] snapshot volume1 volume2 ...

デフォルトでは、最初のスナップショットボリュームは SNAP-volume と名付けられ、これ
以降の各スナップショットボリュームは SNAPnumber-volume と名付けられます。ここで
number は一意のシリアル番号であり、volume はスナップショットが作成されるボリュー
ム名です。このデフォルトのパターンは、vxassist（1M）マニュアルページの説明に従
い、オプション -o name=pattern を使って上書きできます。たとえば、パターン SNAP%v-%d
では、名前の中の number と volume のコンポーネントの順番が逆になります。
1 つのディスクグループ内のボリュームすべてからスナップショットを取得するには、
vxassist にオプション -o allvols を指定します。
# vxassist -g diskgroup -o allvols snapshot

この操作では、すべての snapstart 操作がボリューム上で完了している必要がありま
す。ディスクグループ内のボリュームのいずれにも、SNAPDONE 状態のスナップショット
プレックスがない場合、この操作は失敗します。
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メモ: vxsnap コマンドは、複数のスナップショットを作成するための同様の機能を提供し
ます。

スナップショットボリュームの再接続
スナップバック操作は、ボリュームのスナップショットコピーともとのボリュームを結合しま
す。1 つ以上のスナップショットプレックスがスナップショットボリュームから切断され、もと
のボリュームに再接続されます。スナップショットプレックスが残らずスナップバックされる
と、スナップショットボリュームは削除されます。このタスクでは、プレックスが一致するよう
にボリュームのデータを再同期します。
スナップバック操作は、DCO と DCO ボリュームの追加により RAID 5 ボリュームが特別な
階層化ボリュームのレイアウトに変更されている場合を除いて、RAID 5 ボリュームには適
用できません。
p.434 の 「バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加」 を参照してください。
スナップバック操作の効率を高めるために、スナップショットを取得する前にボリューム上
の FastResync を有効にします。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
1 つのスナップショットプレックスをもとのボリュームと再結合するには、次のコマンドを使
います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback snapshot

ここで、snapshot はボリュームのスナップショットコピーです。
スナップショットボリューム内のすべてのスナップショットプレックスをもとのボリュームと再
結合するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] -o allplexes snapback snapshot

スナップショットボリューム内の特定数のプレックスをもとのボリュームと再結合するには、
次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] snapback nmirror=number snapshot

再接続するスナップショットボリュームのミラー数は、nmirror 属性で指定します。
再接続とデータの再同期が完了したスナップショットプレックスは、別の snapshot 操作
で使えるようになります。
デフォルトでは、再接続したスナップショットプレックスがもとのボリュームのデータで更新
されます。逆にスナップショットボリュームからデータをコピーするには、次のコマンドを使
います。
# vxassist [-g diskgroup] -o resyncfromreplica snapback snapshot
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警告: スナップショットボリュームがマウントされている場合は、スナップバックを実行する
前にマウントを解除する必要があります。また、resyncfromreplica オプションを使う前
に、プライマリボリュームに対応するファイルシステムのマウントを解除する必要がありま
す。

スナップショットボリュームへのプレックスの追加
スナップバック操作後にスナップショットボリューム内の既存のプレックスを保持する場合
は、スナップバックに使うスナップショットプレックスを追加作成できます。
スナップショットボリュームにプレックスを追加するには

1

次の vxprint コマンドを使って、スナップショットボリュームのデータ変更オブジェク
ト（DCO）および DCO ボリュームの名前を確認します。
# DCONAME=`vxprint [-g diskgroup] -F%dco_name snapshot`
# DCOVOL=`vxprint [-g diskgroup] -F%log_vol $DCONAME`

2

vxassist mirror コマンドを使って、既存のスナップショットボリュームおよびその

DCO ボリュームのミラーを作成します。
# vxassist -g diskgroup mirror snapshot
# vxassist -g diskgroup mirror $DCOVOL

DCO ボリューム内の新しいプレックスは、スナップショット内の新しいデータプレック
スで使うために必要です。

3

vxprint コマンドを使って、追加のスナップショットプレックスの名前を確認します。
# vxprint -g diskgroup snapshot

4

vxprint コマンドを使って、追加の DCO プレックスのレコード ID を確認します。
# vxprint -g diskgroup -F%rid $DCOVOL

5

vxedit コマンドを使って、新しいデータプレックスの dco_plex_rid フィールドを新

しい DCO プレックスの名前に設定します。
# vxedit -g diskgroup set dco_plex_rid=dco_plex_rid new_plex

これで、新しいデータプレックスを、スナップバック操作の実行に使う準備が整いま
した。
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スナップショットボリュームの関連付けの解除
スナップショットボリュームが独立したボリュームになるよう、スナップショットともとのボリュー
ムとの間のリンクを完全に解除します。次のコマンドを使ってスナップショットボリューム
snapshot の関連付けを解除します。
# vxassist snapclear snapshot

スナップショット情報の表示
vxassist snapprint コマンドは、もとのボリュームとそれぞれの複製（スナップショット

コピー）との関連性を表示します。
# vxassist snapprint [volume]

このコマンドによる出力例は次のようになります。
# vxassist -g mydg snapprint v1
V NAME
SS SNAPOBJ
DP NAME

USETYPE
NAME
VOLUME

LENGTH
LENGTH
LENGTH

%DIRTY
%DIRTY

v
ss
dp
dp

fsgen
SNAP-v1
v1
v1

20480
20480
20480
20480

4
0
0

fsgen
v1

20480
20480

0

v1
SNAP-v1_snp
v1-01
v1-02

v SNAP-v1
ss v1_snp

# vxassist -g mydg snapprint v2
V NAME
SS SNAPOBJ
DP NAME

USETYPE
NAME
VOLUME

LENGTH
LENGTH
LENGTH

%DIRTY
%DIRTY

v v2
ss -dp v2-01

fsgen
SNAP-v2
v2

20480
20480
20480

0
0

v SNAP-v2
ss --

fsgen
v2

20480
20480

0
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この例では、永続 FastResync はボリューム v1 で有効であり、非永続 FastResync はボ
リューム v2 で有効です。v、dp および ss で始まる行は、ボリューム、切断されたプレック
ス、スナップショットプレックスをそれぞれ示しています。%DIRTY フィールドは、スナップ
ショットプレックスや切断したプレックスのうち、もとのボリュームに関してダーティであるも
のの割合を示しています。ボリューム v2 またはスナップショットボリューム SNAP-v2 と関
連付けられているスナップオブジェクトがないことに注意してください。
p.65 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
ボリュームを指定した場合、FastResync マップがそのボリュームで有効になっていない
と、snapprint コマンドではエラーメッセージを表示します。

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの追加
バージョン 0 DCO ログボリュームは、VxVM 3.2 で導入されました。バージョン 0 のレイア
ウトでは、従来の（サードミラーブレークオフ）スナップショットはサポートされますが、フル
サイズインスタントスナップショットまたは領域最適化インスタントスナップショットはサポー
トされません。
p.63 の 「バージョン 0 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.64 の 「バージョン 20 の DCO ボリュームレイアウト」 を参照してください。
p.355 の 「DCO バージョン番号の確認」 を参照してください。
永続 FastResync をあるボリュームに対して有効にする場合、まず、データ変更オブジェ
クト（DCO）および DCO ボリュームをそのボリュームに関連付ける必要があります。DCO
オブジェクトや DCO ボリュームをボリュームに追加すると、ボリューム上で永続 FastResync
を有効にできます。
p.366 の 「ボリュームに対する FastResync の有効化」 を参照してください。
メモ: FastResync 機能を使うには、FastResync ライセンスキーが必要です。ライセンス
がない場合でも、DCO オブジェクトと DCO ボリュームの設定によって、スナップオブジェ
クトをもとのボリュームやスナップショットボリュームに関連付けることができます。
p.65 の 「永続 FastResync とスナップショットの連携」 を参照してください。
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DCO オブジェクトおよび DCO ボリュームを既存のボリュームに追加するには

1

対象となる既存のボリュームを含むディスクグループが、最低でもバージョン 90 に
アップグレードされていることを確認します。ディスクグループのバージョンを確認す
るには、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup

ディスクグループを最新バージョンにアップグレードするには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg upgrade diskgroup

p.264 の 「ディスクグループのアップグレード」 を参照してください。
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2

現在、もとのボリュームで非永続 FastResync が有効になっている場合は、次のコマ
ンドを使って無効にします。
# vxvol [-g diskgroup] set fastresync=off volume

どのボリュームで非永続 FastResync が有効になっているかが不明な場合は、次の
コマンドを使ってそのような状態にあるボリュームのリストを取得します。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文
字をエスケープ処理する方法を示します。
# vxprint [-g diskgroup] -F "%name" ¥
-e "v_fastresync=on && ¥!v_hasdcolog"

DCO と DCO ボリュームを（DRL（dirty region logging）がすでに有効になっている
可能性のある）既存のボリュームに追加するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] addlog volume logtype=dco ¥
[ndcomirror=number] [dcolen=size] [storage_attributes]

非階層化ボリュームの場合、ミラー化された DCO ボリュームのデフォルトのプレック
ス数は、データボリューム内のプレックス数または 2 のうち、いずれか少ない方に等
しくなります。階層化ボリュームの場合、デフォルトの DCO プレックス数は常に 2 で
す。必要であれば、ndcomirror 属性を使って、別の数を指定することもできます。
ボリューム内のデータプレックスと同じ数の DCO プレックスを設定することをお勧め
します。たとえば、3 面ミラーボリュームに DCO を追加する場合は、ndcomirror=3
と指定します。
各プレックスのデフォルトサイズは 132 ブロックです。dcolen 属性を使って、別のサ
イズを指定することができます。プレックスのサイズは、2112 ブロックを上限として 33
ブロックの整数倍で指定する必要があります。
vxassist 形式のストレージ属性を指定して、DCO ボリュームのプレックスを配置で

きるディスクと配置できないディスクを定義することできます。
p.436 の 「バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定」 を参照してください。

バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指定
ボリュームとそのスナップショットを格納しているディスクを別のディスクグループに移動ま
たは分割する場合は、それぞれの DCO プレックスを格納しているディスクも一緒に移動
または分割できる状態にある必要があります。デフォルトでは、VxVM はバージョン 0 の
DCO プレックスを親ボリュームのデータプレックスと同じディスクに配置しようとします。た
だし、該当するディスクに十分な領域が存在しない場合は配置できません。この場合は、
VxVM は、ディスクグループ内の他のディスクで使える領域を使います。他のボリューム
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のプレックスを保持しているディスク上に DCO プレックスが配置されると、そのボリューム
を後に別のディスクグループへ移動しようとする際に問題が発生する可能性があります。
ストレージ属性を使うと、DCO プレックスに使うディスクを明示的に指定できます。可能な
場合は、ボリュームが作成されたのと同じディスクを指定します。
たとえば、ディスクグループ mydg 内のボリューム myvol に DCO オブジェクトおよび DCO
ボリュームを追加し、そのプレックスを mydg05 および mydg06 上の 264 ブロックで構成
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg addlog myvol logtype=dco dcolen=264 mydg05 mydg06

ボリュームに関連付けられた DCO オブジェクトと DCO ボリュームの詳細を表示するには、
vxprint コマンドを使います。ボリューム vol1 についての vxprint の出力例を次に示
します（簡潔にするため、TUTIL0 カラムや PUTIL0 カラムは省略しています）。
TY
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

NAME
vol1
vol1-01
disk01-01
vol1-02
disk02-01
vol1_dco
vol1_dcl
vol1_dcl-01
disk03-01
vol1_dcl-02
disk04-01

ASSOC
fsgen
vol1
vol1-01
vol1
vol1-02
vol1
gen
vol1_dcl
vol1_dcl-01
vol1_dcl
vol1_dcl-02

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

LENGTH
1024
1024
1024
1024
1024
132
132
132
132
132

PLOFFS
0
0
0
0

STATE ...
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

この出力では、DCO オブジェクトは vol1_dco と表示されています。DCO ボリューム
vol1_dcl は 2 つのプレックス vol1_dcl-01 および vol1_dcl-02 と表示されています。
必要に応じて、vxassist move コマンドを使って、DCO プレックスを別のディスクに再配
置できます。次のコマンドを使うと、ボリューム vol1 の DCO ボリューム vol1_dcl のプ
レックスを disk03 と disk04 から disk07 と disk08 に移動できます。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg move vol1_dcl ¥!disk03 ¥!disk04 disk07 disk08

p.255 の 「ディスクグループ間の DCO ボリュームの移動」 を参照してください。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
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バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの削除
ボリュームからバージョン 0 の DCO オブジェクト、DCO ボリュームおよび任意のスナップ
オブジェクトの関連付けを解除するには、次のコマンドを使います。
# vxassist [-g diskgroup] remove log volume logtype=dco

これによって、DCO オブジェクト、DCO ボリュームおよびスナップオブジェクトは完全に削
除されます。さらに、このボリュームの FastResync は無効になります。
また、vxdco コマンドを使っても同じ結果が得られます。
# vxdco [-g diskgroup] [-o rm] dis dco_obj

ボリュームの DCO オブジェクトのデフォルト名 dco_obj は、通常、親ボリュームの名前に
文字列 _dco を追加して作成されます。関連付けられた DCO オブジェクトの名前を確認
するには、ボリューム上で vxprint コマンドを使います。
ディスクグループ mydg 内のボリューム myvol から DCO オブジェクト、DCO ボリュームお
よびスナップオブジェクトを削除しないで関連付けを解除するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdco -g mydg dis myvol_dco

この形式のコマンドによって、ボリュームから DCO オブジェクトの関連付けが解除されま
すが、DCO オブジェクトや DCO ボリュームは破棄されません。-o rm オプションを指定
すると、DCO オブジェクト、DCO ボリュームとそのプレックス、およびスナップオブジェクト
も削除されます。
警告: ボリュームから DCO と DCO ボリュームの関連付けを解除すると、そのボリュームで
は永続 FastResync が無効になります。残りのスナップショットをスナップバックする場合
は、全体を再同期する必要があります。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。
vxdco（1M）マニュアルページを参照してください。

バージョン 0 の DCO および DCO ボリュームの再接続
vxdco に -o rm オプションを指定しても、バージョン 0 の DCO オブジェクトと DCO ボ

リュームが削除されない場合は、次のコマンドを使って、親ボリュームに再接続できます。
# vxdco [-g diskgroup] att volume dco_obj

たとえば、DCO オブジェクト myvol_dco をボリューム myvol に再接続するには、次のコ
マンドを使います。
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# vxdco -g mydg att myvol myvol_dco
vxdco（1M）マニュアルページを参照してください。
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10
ボリュームセットの作成と管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ボリュームセットについて

■

ボリュームセットの作成

■

ボリュームセットへのボリュームの追加

■

ボリュームセットからのボリュームの削除

■

ボリュームセットの詳細の一覧表示

■

ボリュームセットの停止と起動

■

コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノードアクセス

ボリュームセットについて
Veritas File System（VxFS）はボリュームセットを使い、マルチボリュームサポート（MVS:
Multi-Volume Support）機能と DST（Dynamic Storage Tiering）機能を実装していま
す。DST について詳しくは、『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。
Veritas Volume Manager（VxVM）には、ボリュームセットを作成および管理するための
vxvset コマンドが用意されています。
vxvset（1M）マニュアルページを参照してください。
ボリュームセットには次の制限があります。
■

ボリュームセットでは、最大 2048 のボリュームを設定できます。

■

ボリュームセットでは、Veritas File System のみがサポートされます。
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■

ボリュームセットの最初のボリューム（インデックス 0）は、ボリュームサイズの 4000 分
の 1、VxFS インテントログのサイズ、および 1MB の合計より大きいサイズにする必要
があります。258 MB 以上のボリュームであれば十分なはずです。

■

ボリュームセットに対する raw I/O はサポートされていません。

■

ボリュームセットのコンポーネントボリュームに対する raw I/O は、一定の条件の下で
サポートされています。
p.445 の 「コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノードアクセス」 を参照し
てください。

■

ボリュームセットをボリュームの代わりに使うには、インスタントスナップショットに対す
る vxsnap 操作（addmir、dis、make、prepare、reattach、refresh、restore、
rmmir、split、syncpause、syncresume、syncstart、syncstop、syncwait、
unprepare）を使います。ボリュームセット内の各ボリュームにプレックスが十分に存
在している場合、ボリュームセットでは、フルサイズインスタントスナップショットのサー
ドミラーブレークオフモデルがサポートされます。
p.410 の 「ボリュームセットのインスタントスナップショットの作成」 を参照してください。

■

ボリュームセットのフルサイズスナップショットは、それ自体が、親と同じ数のボリューム
および同じボリュームインデックス番号を持つボリュームセットである必要があります。
親ボリュームセットおよびスナップショットボリュームセット内の対応するボリュームも、
スタンドアロンボリュームとそのスナップショットとの間に適用される制限と同じ制限を
受けます。

ボリュームセットの作成
Veritas File System（VxFS）で使うボリュームセットを作成するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxvset [-g diskgroup] -t vxfs make volset volume

ここで、volset はボリュームセットの名前であり、volume はボリュームセット内の 1 番目の
ボリューム名です。-t vxfs オプションは、VxFS で使うように設定されたボリュームセット
を作成します。このコマンドを実行する前にボリュームを作成する必要があります。vxvset
ではボリュームが自動的に作成されません。
たとえば、ボリューム vol1 を保持するボリュームセット myvset をディスクグループ mydg
に作成するには、次のコマンドを使います。
# vxvset -g mydg -t vxfs make myvset vol1
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ボリュームセットへのボリュームの追加
ボリュームを 1 つ保持するボリュームセットを作成したら、次のコマンドを使って他のボ
リュームをボリュームセットに追加できます。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] addvol volset volume

たとえば、ボリューム vol2 をボリュームセット myvset に追加するには、次のコマンドを使
います。
# vxvset -g mydg addvol myvset vol2

警告: 追加するボリュームまたは追加先のボリュームセット内のボリュームが、スナップショッ
トまたはスナップショットの親である場合は、-f（強制）オプションを指定する必要がありま
す。操作に関係するボリュームのいずれかがすでに特定のスナップショットチェーンに属
している場合は、このオプションの使用によりスナップショット階層内に不整合が発生する
可能性があります。

ボリュームセットからのボリュームの削除
ボリュームセットからコンポーネントボリュームを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] rmvol volset volume

たとえば、次のコマンドを実行すると、ボリューム vol1 と vol2 がボリュームセット myvset
から削除されます。
# vxvset -g mydg rmvol myvset vol1
# vxvset -g mydg rmvol myvset vol2

最後のボリュームを削除すると、そのボリュームセットが削除されます。
警告: 削除するボリュームまたは削除元のボリュームセット内のボリュームが、スナップショッ
トまたはスナップショットの親である場合は、-f（強制）オプションを指定する必要がありま
す。操作に関係するボリュームのいずれかがすでに特定のスナップショットチェーンに属
している場合は、このオプションの使用によりスナップショット階層内に不整合が発生する
可能性があります。

ボリュームセットの詳細の一覧表示
ボリュームセットのコンポーネントボリュームの詳細を一覧表示するには、次のコマンドを
使います。
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# vxvset [-g diskgroup] list [volset]

ボリュームセットの名前を指定しないでコマンドを実行した場合は、次の例のように、ディ
スクグループ内のすべてのボリュームの詳細が一覧表示されます。
# vxvset -g mydg list
NAME
set1
set2

GROUP
mydg
mydg

NVOLS
3
2

CONTEXT
-

ボリュームセット内の各ボリュームの詳細を一覧表示するには、コマンドの引数としてボ
リュームセットの名前を指定します。
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

コンテキストのフィールドには、ボリュームまたはボリュームセットの各目的を示すタグとし
て、アプリケーションによって設定された文字列の詳細が表示されます。

ボリュームセットの停止と起動
ある状況のもとでは、ボリュームセットの停止と再起動が必要になることがあります。たとえ
ば、次に示すように、セット内のボリュームが切断されている場合がこれに該当します。
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
DETACHED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

1 つ以上のボリュームセットを停止して再起動するには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] stop volset ...
# vxvset [-g diskgroup] start volset ...

前述の例のコンポーネントボリュームに対してこれらのコマンドを実行すると、結果は次の
ようになります。
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# vxvset -g mydg stop set1
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
DISABLED
DISABLED
DISABLED

CONTEXT
-

LENGTH
12582912
12582912
12582912

KSTATE
ENABLED
ENABLED
ENABLED

CONTEXT
-

# vxvset -g mydg start set1
# vxvset -g mydg list set1
VOLUME
vol1
vol2
vol3

INDEX
0
1
2

コンポーネントボリュームに対する RAW デバイスノード
アクセス
ファイルシステムとデータを事故破損から守るために、デフォルトでは、コンポーネントボ
リュームのデバイスノードにある /dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリと
/dev/vx/dsk/diskgroup ディレクトリに RAW エントリとブロックエントリは設定されませ
ん。そのため、アプリケーションはボリュームセットのコンポーネントボリュームに直接読み
書きできません。
Symantec NetBackup™ ソフトウェアの RAW ボリュームバックアップ、リストア機能など、
一部のアプリケーションにおいて /dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリの RAW デバ
イスノードにアクセスしてコンポーネントボリュームを読み書きすることが必要な場合、
vxvset コマンドに追加のコマンドラインオプションを指定することでサポートされます。ボ
リュームセットのコンポーネントボリュームにあるブロックデバイスノードに対するアクセス
はサポートされません。
警告: ボリュームセットのコンポーネントボリュームにある RAW デバイスノードに対して直
接書き込みまたは読み取りを行うのは、アクセス中にボリュームのデータが他に変更され
ない場合のみにしてください。
ボリュームセットのコンポーネントボリュームでは、すべての RAW デバイスノードは単一
の操作で作成または削除できます。ボリュームセットに追加されたボリュームの RAW デ
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バイスノードは必要に応じて自動的に作成され、既存のデバイスノードのアクセスモード
を継承します。
コンポーネントボリュームの RAW デバイスノードへのアクセスは、読み取り専用または読
み書き両用に設定できます。このモードは、ボリュームセットのコンポーネントボリュームに
あるすべての RAW デバイスノードによって共有されます。読み取り専用アクセスモード
では RAW デバイスに対するすべての書き込みは失敗しますが、ioctl インターフェー
スを使った書き込みまたは VxFS によるメタデータの更新は許可されます。読み書き両用
アクセスモードでは RAW デバイスを介した直接書き込みが許可されます。ボリュームセッ
トの RAW デバイスノードに対するアクセスモードは、必要に応じて変更できます。
RAW デバイスノードの存在とそのアクセスモードは、システムを再起動しても維持されま
す。
この機能には次の制限があることに注意してください。
■

ディスクグループのバージョンは 140 以上である必要があります。

■

ボリュームセットのコンポーネントボリュームにある RAW デバイスノードに対するアク
セスは、専用ディスクグループのみでサポートされています。クラスタ内の共有ディス
クグループではサポートされていません。

ボリュームセット作成時の RAW デバイスアクセスの有効化
ボリュームセットの作成時に RAW デバイスアクセスを有効にするには、vxvset make コ
マンドを次の形式で使います。
# vxvset [-g diskgroup] -o makedev=on ¥
[-o compvol_access={read-only|read-write}] ¥
[-o index] [-c "ch_addopt"] make vset vol [index]
-o makedev=on オプションを使うと、ボリュームセットの作成と同時にコンポーネントボ

リュームの RAW デバイスノードを作成できます。デフォルト設定は off です。
-o compvol_access=read-write オプションを指定すると、各コンポーネントボリュー

ムの RAW デバイスに対する直接書き込みが許可されます。値を read-only に設定す
ると、各コンポーネントボリュームの RAW デバイスからの読み取りのみが許可されます。
-o makedev=on オプションを指定しても、-o compvol_access を指定していない場合、

デフォルトのアクセスモードは read-only になります。
ボリュームセットにボリュームを追加するために vxvset addvol コマンドを後で使った場
合、makedev 属性の値を on に設定していると、新しい RAW デバイスノードが
/dev/vx/rdsk/diskgroup に作成されます。アクセスモードは、compvol_access 属
性の現在の設定によって決まります。
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次の例は、ボリューム myvol1 を含むボリュームセット myvset1 を、RAW デバイスに対
するアクセスを読み書き両用モードで有効にして、ディスクグループ mydg 内に作成して
います。
# vxvset -g mydg -o makedev=on -o compvol_access=read-write ¥
make myvset1 myvol1

ボリュームセットの RAW デバイスアクセス設定の表示
ボリュームセットの現在の設定を表示するには vxprint -m コマンドを使います。makedev
属性を on に設定している場合、出力に次のいずれかの文字列が表示されます。
vset_devinfo=on:read-only

RAW デバイスノードは読み取り専用モードです。

vset_devinfo=on:read-write

RAW デバイスノードは読み書き両用モードです。

makedev を off に設定している場合、文字列は表示されません。
vxprint -m コマンドの出力を vxmake コマンドに渡してボリュームセットを再作成する場

合、vset_devinfo 属性は off に設定する必要があります。必要なアクセスモードで
RAW デバイスへのアクセスを再び有効にするには、vxvset set コマンドを使います。
p.447 の 「既存のボリュームセットの RAW デバイスに対するアクセスの制御」 を参照して
ください。

既存のボリュームセットの RAW デバイスに対するアクセスの制御
既存のボリュームセットの RAW デバイスノードに対するアクセスを有効または無効にす
るには、次のコマンドを使います。
# vxvset [-g diskgroup] [-f] set makedev={on|off} vset
vxvset set コマンドに makedev 属性を指定すると、ボリュームセットのコンポーネントボ

リュームに RAW デバイスノードを作成（makedev=on）または削除（makedev=off）できま
す。起動しているコンポーネントボリュームがある場合、-f（force）オプションを指定して
属性を off に設定する必要があります。
makedev=off を指定すると、/dev/vx/rdsk/diskgroup ディレクトリから既存の RAW

デバイスノードが削除されます。
makedev 属性を off に設定し、mknod コマンドを使って RAW デバイスノードを作成した

場合、makedev の値を on に設定しない限り、これらのノードからの読み取りやこれらの
ノードへの書き込みはできません。
ボリュームセットに compvol_access 属性を設定する構文は次のとおりです。
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# vxvset [-g diskgroup] [-f] set ¥
compvol_access={read-only|read-write} vset
vxvset set コマンドに compvol_access 属性を指定すると、ボリュームセットのコンポー

ネントボリュームに対するアクセスモードを変更できます。起動しているコンポーネントボ
リュームがある場合、-f（force）オプションを指定して属性を read-only に設定する必
要があります。
次の例は、ディスクグループ mydg のボリュームセット myvset2 に、makedev=on 属性と
compvol_access=read-only 属性を設定しています。
# vxvset -g mydg set makedev=on myvset2

次の例は、ボリュームセット myvset2 に、compvol_access=read-write 属性を設定し
ています。
# vxvset -g mydg set compvol_access=read-write myvset2

最後の例は、ボリュームセット myvset2 の RAW デバイスノードに対するアクセスを削除
しています。
# vxvset -g mydg set makedev=off myvset2

11
オフホスト処理の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

オフホスト処理ソリューションについて

■

オフホスト処理ソリューションの実装

オフホスト処理ソリューションについて
オフホスト処理によって、次のアクティビティを実装できます。
データのバックアッ
プ

多くの企業で 24 時間 365 日の連続稼動が必要不可欠になるにつれ、重
要なデータをオフラインでバックアップするためのダウンタイムが提供できな
くなっています。データのスナップショットを作成し、このスナップショットから
バックアップをとることにより、長時間にわたってダウンタイムを発生させたり
処理速度を低下させることなく、クリティカルなビジネスアプリケーションを継
続的に実行することができます。

意思決定支援分析
とレポート作成

スナップショットには実働データベースの PITC（Point-In-Time Copy）が保
持されているため、スナップショットを使って複製データベースを設定できま
す。意思決定支援分析とビジネスレポート作成では、必ずしも最新情報にア
クセスする必要はありません。これらには、プライマリホスト以外のホストで実
行されているデータベースのコピーを使うことができます。最新情報を取得
する必要に応じて、データベースのコピーを主データベースのデータと迅速
に同期化できます。

テストとトレーニング 開発グループまたはサービスグループは、スナップショットを新しいアプリ
ケーションのテストデータとして使えます。開発者、テスト担当者、品質管理
グループなどは、スナップショットデータを実際的な基準として、新しいアプ
リケーションの堅ろう性、統合性および処理効率をテストできます。
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データベースエラー 管理者やアプリケーションプログラムによって引き起こされる論理エラーに
のリカバリ
よって、データベースの統合性が損なわれることがあります。スナップショッ
トのコピーからデータベーステーブルファイルを復元することにより、テープ
や他のバックアップメディアから完全リストアを実行するよりも速くデータベー
スを修復できます。

リンクブレークオフスナップショットを使うと、オフホスト処理がより単純になります。
p.386 の 「リンクされたブレークオフスナップショットボリューム」 を参照してください。

オフホスト処理ソリューションの実装
図 11-1 にオフホスト処理の実装例を示します。
図 11-1

オフホスト処理の実装例

プライマリホスト

オフホスト

SCSI
またはファイバー
チャネル接続

実働データベースま
たはシステムの保存
に使うプライマリ
ボリュームが存在す
るディスク

オフホスト処理ソリ
ューションの導入に
使われるスナップシ
ョットボリュームを
格納するディスク

負荷の軽いホスト（ここではオフホスト処理（OHP）のホスト）からスナップショットボリューム
にアクセスすることで、オンラインバックアップや意思決定支援システムのための CPU 集
約型および I/O 集約型の処理によって、主要な実働処理（データベースの実行など）を
実行するプライマリホストのパフォーマンスが低下することがなくなります。また、プライマ
リボリューム内のディスクとは異なるホストコントローラに接続されたディスクにスナップショッ
トボリュームを配置すると、プライマリホストとの I/O リソースの競合を回避できます。
次の項では、専用ディスクグループ内のボリュームに対するオンラインバックアップの実
装や、意思決定支援を目的とした実働データベースの複製の設定にオフホスト処理を適
用する方法について説明します。以下の適用例について説明します。
p.451 の 「オフホストオンラインバックアップの実装」 を参照してください。
p.455 の 「意思決定支援システムの実装」 を参照してください。
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この適用例では、VxVM の永続 FastResync 機能をリンクされたブレークオフスナップ
ショットと組み合わせて使います。
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在していたデータを表します。
したがって、ボリューム上のファイルシステムのキャッシュデータや、ファイルシステム内の
ファイルを開いているアプリケーション（データベースなど）のキャッシュデータは、VxVM
では認識されません。Veritas File System（VxFS）を含むボリュームに対して、ボリュー
ムの usetype 属性fsgen を設定すると、ファイルシステムメタデータのインテントログによ
りバックアップ対象のファイルシステムの内部整合性が保証されます。その他のタイプの
ファイルシステムの場合、ファイルシステムのインテントログ機能によっては、メモリ内の
データとスナップショットイメージ内のデータの間に不整合が発生する可能性があります。
データベースでは、適切な機構も使って、ボリュームスナップショットの作成時に表領域
データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの多くは、
ファイルシステムの I/O を一時的に停止する機能を備えています。また、ファイルシステ
ム内の通常のファイルは、さまざまなアプリケーションで開かれることがありますが、その
ファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイルシス
テムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。通常、整合性の確保が重要
になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみです。

オフホストオンラインバックアップの実装
この項では、専用ディスクグループ内のボリュームについてオフホストオンラインバックアッ
プを実装する手順について説明します。ここでは、通常のバックアップサイクルを設定す
る方法の概要を示します。この手順を使うためのデータベースの設定方法やバックアップ
自体の実行方法は、このマニュアルには記載されていません。

451

452

第 11 章 オフホスト処理の設定
オフホスト処理ソリューションの実装

専用ディスクグループ内のボリュームのバックアップを作成するには、次の手順を実行
します。

1

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、ボリュームでインスタントスナップショット
と永続 FastResync を使うために必要なバージョン 20 のデータ変更オブジェクト
（DCO）および DCO ボリュームがボリュームに関連付けられているかどうかを確認し
ます。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume

このコマンドは、ボリュームがインスタントスナップショット操作で使える場合は on を、
それ以外の場合は off を返します。
ボリュームが VxVM 4.0 以降のリリースで作成され、新形式の DCO オブジェクトと
DCO ボリュームに関連付けられていない場合は、バージョン 20 の DCO と DCO ボ
リュームを追加します。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
ボリュームがリリース 4.0 より前の VxVM で作成されており、スナップショットプレック
スが追加されているか、またはスナップショットボリュームに関連付けられている場合
は、バージョン 20 の DCO を使うためにボリュームをアップグレードします。
p.359 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を
参照してください。

2

プライマリホストで次のコマンドを実行して、FastResync がボリュームで有効になっ
ているかどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返し
ます。
FastResync が無効になっている場合は、プライマリホストで次のコマンドを使って有
効にします。
# vxvol -g volumedg set fastresync=on volume

3

プライマリホストで、スナップショットボリュームとして使う新しいボリュームを別のディ
スクグループに作成します。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップ
ショットに使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットディスクグループを、オフホスト処理に使うディスクの保守専用にす
ることを推奨します。
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4

プライマリホスト上で、スナップショットディスクグループのスナップショットボリューム
をデータボリュームにリンクします。次のように入力します。
# vxsnap -g volumedg -b addmir volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされたスナップショットボリュームの同期

の完了を待機できます。次のように入力します。
# vxsnap -g volumedg snapwait volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg

この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、もとのボリュームに対す
る変更の追跡が開始されます。
バックアップを作成する準備が整ったら、手順 5 に進みます。

5

プライマリホストで、データベーステーブルが存在するボリュームの更新を中断しま
す。動的バックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込み
を一時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。

6

プライマリホストで次のコマンドを実行し、スナップショットボリューム snapvol を作成
します。
# vxsnap -g volumedg make ¥
source=volume/snapvol=snapvol/snapdg=snapvoldg

データベースが複数のボリュームに分散している場合は、次のように、すべてのボ
リュームとそのスナップショットボリュームを 1 つのコマンドで指定できます。
# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1/snapdg=sdg ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2/snapdg=sdg ¥
source=vol3/snapvol=snapvol3/snapdg=sdg

7

手順 5 で、ボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、プライマリホストです
べてのデータベーステーブルのホットバックアップモードを解除します。

8

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

9

バックアップを実行するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュー
ムのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg
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10 インポート後のスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっていま
す。オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよ
び再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

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

この時点でファイルシステムをバックアップし、次のコマンドを使ってマウントを解除
します。
# umount mount_point

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

13 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg import snapvoldg
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14 インポート後のスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっていま
す。プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリ
および再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

15 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g snapvoldg reattach snapvol source=vol ¥
sourcedg=volumedg

たとえば、スナップショットボリューム svol1、svol2、svol3 を再接続するには、次
のように入力します。
# vxsnap -g sdg reattach svol1 ¥
source=vol1 sourcedg=dbasedg ¥
svol2 source=vol2 sourcedg=dbasedg ¥
svol3 source=vol3 sourcedg=dbasedg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされたスナップショットボリュームの同期

の完了を待機できます。
# vxsnap -g volumedg snapwait volume mirvol=snapvol

ボリュームをバックアップする場合は、手順 5 から 15 を実行します。

意思決定支援システムの実装
この項では、専用ディスクグループ内のボリュームについてオフホスト意思決定支援シス
テムを実装する手順について説明します。レプリカデータベースを設定する方法を概説
することを目的としています。この手順を使うためのデータベースの設定方法は、このマ
ニュアルには記載されていません。
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専用ディスクグループのボリューム内に設定されているテーブルファイルを使って複製
データベースを設定するには、次の手順を実行します。

1

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、ボリュームでインスタントスナップショット
と永続 FastResync を使うために必要なバージョン 20 のデータ変更オブジェクト
（DCO）および DCO ボリュームがボリュームに関連付けられているかどうかを確認し
ます。
# vxprint -g volumedg -F%instant volume

このコマンドは、ボリュームがインスタントスナップショット操作で使える場合は on を、
それ以外の場合は off を返します。
ボリュームが VxVM 4.0 以降のリリースで作成され、新形式の DCO オブジェクトと
DCO ボリュームが関連付けられていない場合は、ボリュームの準備を行う必要があ
ります。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
ボリュームがリリース 4.0 より前の VxVM で作成されており、スナップショットプレック
スが追加されまたはスナップショットボリュームと関連付けられている場合は、ボリュー
ムをアップグレードする必要があります。
p.359 の 「バージョン 20 の DCO を使うための既存のボリュームのアップグレード」 を
参照してください。

2

プライマリホストで次のコマンドを使って、FastResync がボリュームで有効になって
いるかどうかを確認します。
# vxprint -g volumedg -F%fastresync volume

このコマンドは、FastResync が有効な場合は on を返し、無効な場合は off を返し
ます。
FastResync が無効になっている場合は、プライマリホストで次のコマンドを使って有
効にします。
# vxvol -g volumedg set fastresync=on volume

3

データベーステーブルのコピーが格納されているスナップショットボリュームをオフホ
ストで受信する準備をします。この準備作業には、REDO ログが保存される専用ボ
リュームを設定し、データベースを初期化するために使うファイルを設定する作業が
含まれます。
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4

プライマリホストで、スナップショットボリュームとして使う新しいボリュームを別のディ
スクグループに作成します。
p.398 の 「フルサイズインスタントスナップショットまたはリンクブレークオフスナップ
ショットに使うボリュームの作成」 を参照してください。
スナップショットディスクグループを、オフホスト処理に使うディスクの保守専用にす
ることを推奨します。

5

プライマリホスト上で、スナップショットディスクグループのスナップショットボリューム
をデータボリュームにリンクします。
# vxsnap -g volumedg -b addmir volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされたスナップショットボリュームの同期

の完了を待機できます。
# vxsnap -g volumedg snapwait volume mirvol=snapvol ¥
mirdg=snapvoldg

この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、もとのボリュームに対す
る変更の追跡が開始されます。
複製データベースを作成する準備が整ったら、6 に進みます。

6

プライマリホストで、データベーステーブルが存在するボリュームの更新を中断しま
す。動的バックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込み
を一時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。

7

プライマリホストで次のコマンドを実行し、スナップショットボリューム snapvol を作成
します。
# vxsnap -g volumedg make ¥
source=volume/snapvol=snapvol/snapdg=snapvoldg

データベースが複数のボリュームに分散している場合は、次の例に示すように、す
べてのボリュームとそのスナップショットボリュームを 1 つのコマンドで指定できます。
# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/snapvol=snapvol1/snapdg=sdg ¥
source=vol2/snapvol=snapvol2/snapdg=sdg ¥
source=vol3/snapvol=snapvol3/snapdg=sdg

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

8

手順 6 で、ボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、プライマリホストです
べてのデータベーステーブルのホットバックアップモードを解除します。

457

458

第 11 章 オフホスト処理の設定
オフホスト処理ソリューションの実装

9

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

10 複製データベースを設定するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショット
ボリュームのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg

11 インポート後のスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっていま
す。オフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリおよ
び再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

12 オフホストで、スナップショットボリュームをチェックしてマウントします。次のコマンド
は、ファイルシステムをチェックしてマウントするためのサンプルコマンドです。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol mount_point

13 オフホストで適切なデータベースコマンドを実行し、意思決定支援システムの機能
実現のために複製データベースのリカバリおよび起動を行います。
後で、スナップショットボリュームのデータとプライマリデータベースを再同期すること
ができます。
もとのボリュームからスナップショットプレックスを更新するには、次の手順を実行します。

1

オフホストで、複製データベースを停止し、次のコマンドを使ってスナップショットボ
リュームのマウントを解除します。
# umount mount_point

2

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

3

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループを再インポートします。
# vxdg import snapvoldg
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4

インポート後のスナップショットボリュームは DISABLED カーネル状態になっていま
す。プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのリカバリ
および再起動を行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol
# vxvol -g snapvoldg start snapvol

5

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g snapvoldg reattach snapvol source=vol ¥
sourcedg=volumedg

たとえば、スナップショットボリューム svol1、svol2、svol3 を再接続するには、次
のように入力します。
# vxsnap -g sdg reattach svol1 ¥
source=vol1 sourcedg=dbasedg ¥
svol2 source=vol2 sourcedg=dbasedg ¥
svol3 source=vol3 sourcedg=dbasedg
vxsnap snapwait コマンドを使うと、リンクされたスナップショットボリュームの同期

の完了を待機できます。
# vxsnap -g volumedg snapwait volume mirvol=snapvol

手順 6 から、複製データベースの作成に進むことができます。
p.456 の 「専用ディスクグループのボリューム内に設定されているテーブルファイル
を使って複製データベースを設定するには、次の手順を実行します。」 を参照して
ください。
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12
ホットリロケーションの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ホットリロケーションについて

■

ホットリロケーションの動作方法

■

削除されたボリューム上での再生

■

システムのホットリロケーション設定

■

スペアディスク情報の表示

■

ホットリロケーションのスペアディスクの設定

■

ホットリロケーションスペアディスクの設定解除

■

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外

■

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解除

■

ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定

■

再配置されたサブディスクの移動

■

ホットリロケーションの動作の変更

ホットリロケーションについて
ボリュームにディスク I/O 障害がある場合（たとえば、ディスクに修正不能なエラーがある
場合など）、Veritas Volume Manager（VxVM）は障害に関係するプレックスを切断しま
す。そのプレックスの I/O 処理は停止しますが、ボリュームの他のプレックスの I/O 処理
は継続します。
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ディスク全体に障害が発生した場合、VxVM はそのディスクをディスクグループから切断
することができます。そのディスク上のすべてのプレックスが無効になります。切断するディ
スク上に非ミラーボリュームが存在する場合は、そのボリュームも切断されます。
ディスク障害のような症状が見られる場合でも、その原因は物理ディスクメディアまたは
ディスクコントローラの障害ではなく、ケーブル、ホストバスアダプタ、電源などの中間的ま
たは補助的コンポーネントの障害にある可能性があります。
VxVM のホットリロケーション機能は、ディスク障害を自動的に検出し、システム管理者と
指定ユーザーに電子メールで通知します。また、スペアディスクと空きディスク領域を利
用して冗長性を復元したり、ミラーボリュームと RAID 5 ボリュームへのアクセスを保持し
ようとします。
p.462 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。
ホットリロケーションが無効になっている場合または電子メールを受信しなかった場合は、
vxprint コマンドまたはグラフィカルユーザーインターフェースを使って、ディスクの状態
を検査する必要があります。コンソールやシステムメッセージファイルからドライバエラー
メッセージを表示することもできます。
障害が起きたディスクは、手動で削除および交換する必要があります。
p.147 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
ハードウェア障害の発生後にボリュームとそのデータを修復する方法の詳細については、
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

ホットリロケーションの動作方法
ホットリロケーションは、冗長性のある（ミラーまたは RAID 5）VxVM オブジェクトの I/O 障
害に自動的に反応し、冗長性とこれらのオブジェクトへのアクセスを復元する機能です。
VxVM はオブジェクトの I/O 障害を検出し、影響を受けたサブディスクをスペアディスク
として指定されているディスクまたはディスクグループ内の空き領域に再配置します。そ
して、VxVM は障害発生前に存在したオブジェクトを復元し、冗長化して再度アクセス可
能にします。
部分的なディスク障害が発生した場合（すなわち、ディスク上の一部のサブディスクにの
み影響する障害の場合）は、障害発生部分の冗長データが再配置されます。影響を受
けていないディスク部分の既存ボリュームには引き続きアクセスできます。
ホットリロケーションは、障害が発生したディスク上の冗長性のある（ミラーまたは RAID 5）
サブディスクに対してのみ実行されます。障害が発生したディスク上の冗長性のないサブ
ディスクは再配置されませんが、その障害はシステム管理者に通知されます。
ホットリロケーションはデフォルトで有効になっており、障害発生時にはシステム管理者が
操作をしなくても実行されます。
ホットリロケーションデーモン vxrelocd は、次のタイプの障害を示す VxVM イベントを
検出し、対処します。
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ディスク障害

これは通常 VxVM オブジェクトの I/O 障害の結果として検出されます。
VxVM はエラーの修正を試みます。エラーを修正できない場合、VxVM は
ディスクのプライベートリージョンにある設定情報へのアクセスを試みます。
プライベートリージョンにアクセスできない場合は、ディスクに障害が発生し
たものと見なします。

プレックス障害

これは通常、プレックス内の修正不能な I/O エラー（プレックス内のサブディ
スクに影響を及ぼすエラー）の結果検出されます。ミラーボリュームの場合、
プレックスが切断されます。

RAID 5 サブディスク これは通常、修正不能な I/O エラーの結果検出されます。サブディスクが切
障害
断されます。

vxrelocd デーモンでこのような障害が検出されると、次の手順が実行されます。
■ vxrelocd デーモンは、システム管理者（および他の指定ユーザー）に電子メールで

障害の発生と、影響を受けた VxVM オブジェクトを通知します。
See 「部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ」.
See 「障害発生時のメールメッセージ」.
See 「ホットリロケーションの動作の変更」.
■ vxrelocd

デーモンは次に、サブディスクの再配置が可能かどうかを確認します。

vxrelocd デーモンは、障害が発生したディスクグループ内でホットリロケーションス

ペアとして予約（spare フラグを設定）されているディスク上で適切な領域を検索しま
す。そして、この領域を利用してサブディスクを再配置します。
■

スペアディスクが利用できないかまたは追加領域が必要な場合、vxrelocd デーモ
ンは同じディスクグループ内のディスクの空き領域を利用します。ただし、ホットリロ
ケーションの適用対象から除外（nohotuse フラグを設定）されているディスクの領域
は利用されません。サブディスクの再配置が完了すると、再配置した各サブディスク
をそのプレックスに再接続します。

■

最後に、vxrelocd は適切なリカバリ手順を開始します。たとえば、ミラーボリュームの
場合はミラー再同期を、RAID 5 ボリュームの場合はデータリカバリを実行します。ま
た、実行したホットリロケーションとリカバリ処理をシステム管理者に通知します。

再配置できるサブディスクが存在しない場合、vxrelocd はシステム管理者にその旨を
通知し、その他の処理は実行しません。
警告: ホットリロケーションでは、再配置後にデータのレイアウトや処理効率が変わる場合
があります。管理者は、ホットリロケーションの実行後に設定変更が必要かどうかを確認す
る必要があります。
次の場合は、障害が発生したサブディスクを再配置できません。
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■

障害が発生したサブディスクが非冗長ボリューム（すなわち、ミラーまたは RAID 5 以
外のタイプのボリューム）上にある場合。

■

ディスクグループに十分なスペアディスクまたは空のディスク領域がない場合。

■

冗長化されていない使用可能領域が、障害が発生したプレックスのミラーを含むディ
スク上にある場合。

■

冗長化されていない使用可能領域が、RAID 5 ログプレックスまたは 1 つ以上の正常
なサブディスクを含むディスク上にある場合。RAID 5 プレックス内の、障害の発生し
ているサブディスクを再配置することはできません。

■

ミラーボリュームのデータプレックスに DRL（Dirty Region Log）のログサブディスクが
含まれている場合、そのプレックスに所属するサブディスクの障害発生時に再配置を
実行することはできません。

■

RAID 5 ボリュームログプレックスまたはミラーボリューム DRL ログプレックスに障害が
発生した場合は、新しいログプレックスが別の場所に作成されます。この場合は障害
が発生したサブディスクを再配置する必要はありません。

vxrelocd（1M）マニュアルページを参照してください。

図 12-1 に、RAID 5 ボリュームのサブディスクの 1 つに障害が発生した場合のホットリロ
ケーションプロセスを示します。
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図 12-1

a

b

c

RAID 5 ボリュームのサブディスクのホットリロケーション例

ディスクグループに 5 つのディスクが含まれている。 2 つの RAID 5
ボリュームが 4 つのディスクにまたがって設定されている。
ホットリロケーションに利用できるスペアディスクが 1 つある。
mydg01

mydg02

mydg03

mydg01-01

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04
mydg04-01

mydg05

スペア
ディスク

1 つの RAID 5 ボリュームのサブディスク mydg02-01 に障害が発生したとする。
ホットリロケーションによってスペアディスクにサブディスク mydg05-01
が作成され、サブディスク mydg02-01 と置き換えられる。その後、RAID 5
ボリュームのリカバリが開始される。
mydg01

mydg02

mydg03

mydg01-01

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04

mydg05

mydg04-01

mydg05-01

RAID 5 のリカバリでは、サブディスク mydg01-01 と mydg03-01
上に残っているデータとパリティ情報に基づき、サブディスク mydg05-01
上にサブディスク mydg02-01 のデータとパリティが再作成される。
mydg01
mydg01-01

mydg02

mydg03

mydg02-01

mydg03-01

mydg02-02

mydg03-02

mydg04
mydg04-01

mydg05
mydg05-01

部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ
ホットリロケーションが有効になっているときにプレックスやディスクが障害のため切断され
ると、障害が発生したオブジェクトを示すメールが root に送信されます。部分的なディス
ク障害が発生した場合、メールには障害が発生したプレックスが明記されます。たとえば、
ミラーボリュームを含むディスクに障害が発生した場合は、次に例示するようなメール情
報が送信されます。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
Failures have been detected by the Veritas Volume Manager:
failed plexes:
home-02
src-02
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メールは root 以外のユーザーにも送信できます。
p.480 の 「ホットリロケーションの動作の変更」 を参照してください。
次のコマンドを使うと、前述のメッセージで通知された障害の原因となっているディスクを
特定できます。
# vxstat -g mydg -s -ff home-02 src-02
-s オプションを指定すると、個々のサブディスクの情報が要求されます。-ff オプション

を指定すると、失敗した読み取り処理と書き込み処理の数が表示されます。通常の出力
表示は次のようになります。

TYP NAME
sd mydg01-04
sd mydg01-06
sd mydg02-03
sd mydg02-04

FAILED
READS
WRITES
0
0
0
0
1
0
1
0

この例は、ディスク mydg02 のサブディスク mydg02-03 および mydg02-04 からの読み取
りが失敗したことを示しています。
影響を受けたサブディスクがホットリロケーションによって自動的に再配置され、必要なリ
カバリ手順が開始されます。ただし、再配置が実行できない場合やホットリロケーション機
能が無効になっている場合は、問題を調査し、プレックスのリカバリを実行する必要があ
ります。エラーはケーブルの障害によって生じることもあるため、ディスクをシステムに接
続しているケーブルをチェックしてください。問題が明らかな場合は、次のコマンドを使っ
て問題を修正し、プレックスを修復します。
# vxrecover -b -g mydg home src

これにより、障害が発生したプレックスのリカバリがバックグラウンドで開始します（コマンド
プロンプトは操作が完了する前に再表示されます）。この後にエラーメッセージが再表示
されたり、明らかなケーブル障害がないにもかかわらずプレックスが再度切断された場合
は、ディスクを交換してください。
p.147 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。

障害発生時のメールメッセージ
ホットリロケーションが有効になっているときに全体的なディスク障害が発生すると、障害
が発生したディスクとそのディスクを使うすべてのプレックスがメールメッセージに一覧表
示されます。たとえば、次に例示するようなメールが送信されます。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
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Failures have been detected by the Veritas Volume Manager:
failed disks:
mydg02
failed plexes:
home-02
src-02
mkting-01
failing disks:
mydg02

このメッセージは、mydg02 が障害のため切断されたことを示しています。ディスクが切断
されると、I/O はそのディスクに到達できなくなります。プレックス home-02、src-02 およ
び mkting-01 も切断されています（原因はディスク障害と考えられます）。
問題の考えられる原因の 1 つにケーブルエラーがあります。
p.465 の 「部分的なディスク障害発生時のメールメッセージ」 を参照してください。
ケーブルエラー以外の問題の場合は、ディスクを交換してください。
p.147 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。

再配置領域の選択方法
スペアディスクを再配置に利用するには、初期化してスペアとしてディスクグループに配
置しておく必要があります。障害が発生したときにスペアとして指定されているディスクが
ない場合、VxVM は自動的に、障害が発生したディスクグループの利用可能な空き領域
を利用します。十分なスペアディスク領域がない場合、スペアディスク領域と空き領域を
組み合わせて利用します。
ホットリロケーションの適用対象から除外されているディスクの空き領域は、ホットリロケー
ションには利用されません。ディスクをホットリロケーションの適用対象から除外するには、
vxdiskadm、vxedit または Storage Foundation Manager（SFM）を使います。
各ディスクグループ内で 1 つ以上のディスクをホットリロケーションスペアとして指定でき
ます。ディスクをスペアとして指定するには、vxdiskadm、vxedit、SFM のいずれかを使
います。スペアとして指定されたディスクは、空き領域モデルには組み込まれません。ス
トレージ領域が割り当てられているディスクをスペアとして指定することはできません。
ホットリロケーションでは、再配置の領域を選択する際に、再配置されるサブディスクが所
属する VxVM オブジェクトの冗長特性が保持されます。たとえば、障害が発生したプレッ
クスのサブディスクが、障害が発生したプレックスのミラーが保存されているディスクに再
配置されることはありません。利用可能なスペアディスクや空き領域をすべて利用しても
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冗長性を保持できない場合は、ホットリロケーションは実行されません。再配置が実行で
きない場合はシステム管理者にその旨が通知され、その他の処理は実行されません。
ホットリロケーションには、条件を満たすディスクの中から障害が発生したディスクに最も
近いディスクが利用されます。近さの評価は、障害が発生したディスクのコントローラとディ
スク番号によって決まります。障害が発生したディスクと同じコントローラ上のディスクは、
別のコントローラ上のディスクより近いものと判定されます。
ホットリロケーションでは、可能な限り、障害が発生しているドライブのすべてのサブディス
クが同じディスクに移動されます。
ホットリロケーションが実行されると、障害が発生したサブディスクが設定データベースか
ら削除され、VxVM は障害が発生したサブディスクが使っていたディスク領域が空き領域
として再度使われないようにします。

削除されたボリューム上での再生
使われなくなったストレージは、アレイに再生する必要があります。アレイ上でストレージ
を再生する処理には、アレイに負荷がかかる可能性があります。アレイへの通常の I/O
に影響を与えないように、再生操作は非同期で行われます。ボリュームが削除されると、
後で実行する非同期再生のために、ボリュームがそれまで使っていた領域が追跡されま
す。この非同期再生は vxrelocd（リカバリ）デーモンによって処理されます。
再生操作は、2 つのチューニングパラメータ reclaim_on_delete_wait_period と
reclaim_on_delete_start_time で制御することで、システムの負荷が少ないときに
実行できます。
これらのパラメータのデフォルト値は次のとおりです。
reclaim_on_delete_wait_period=1
reclaim_on_delete_start_time=22:00
reclaim_on_delete_wait_period

削除されたボリュームが使っていたストレージ領
域が reclaim_on_delete_wait_period
日後に再生されます チューニングパラメータの
値は -1 から 367 の範囲で指定できます。 デ
フォルトでは 1 に設定されます。この場合、ボ
リュームは翌日削除されます。 値が -1 の場合
は、すぐに再生されます。 値が 366 より大きい
場合は、ストレージ領域は自動的に再生されま
せん。vxdisk reclaim コマンドを使って手
動で再生する必要があります。
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reclaim_on_delete_start_time

削除されたボリュームに対して再生を実行する
時刻を指定します。デフォルトでは 22:00 に設
定されます。この時刻は任意の時刻に変更でき
ます。

デフォルトでは、vxrelocd デーモンは毎日 22:00 時に実行され、削除してから 1 日経
過したボリューム上のストレージが再生されます。
チューニングパラメータは vxdefault コマンドを使って変更できます。

システムのホットリロケーション設定
スペアディスクを指定し、ディスク上の空き領域をホットリロケーションに利用できるように
設定すると、ディスク障害発生時のサブディスクの再配置に伴うディスク領域の利用方法
を制御することができます。空き領域とスペアディスクの領域を組み合わせても領域が不
足する場合や、冗長性の制約を満たさない場合は、サブディスクは再配置されません。
スペアディスクまたはホットリロケーションの適用対象外のディスクを確認できます。
p.470 の 「スペアディスク情報の表示」 を参照してください。
ホットリロケーションの準備を整えるには、ディスクグループごとに 1 つ以上のディスクを
ホットリロケーションのスペアとして指定します。
p.470 の 「ホットリロケーションのスペアディスクの設定」 を参照してください。
必要に応じて、ホットリロケーションのスペアディスクの指定を解除できます。
p.471 の 「ホットリロケーションスペアディスクの設定解除」 を参照してください。
障害発生時に利用できるスペアがない場合またはスペアに十分な領域がない場合は、
障害が発生したディスクと同じディスクグループ内のディスクの空き領域が自動的に利用
されます。ただし、その領域がホットリロケーションの適用対象から除外されている場合は
この限りではありません。
p.472 の 「ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外」 を参照してください。
p.473 の 「ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解除」 を参照してください。
再配置されたサブディスクの位置によっては、再配置後にサブディスクを別の場所に移
動することができます。
p.474 の 「ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設定」 を参照してください。
再配置が正常に実行されたら、障害が発生したディスクを削除し、交換します。
p.147 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
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スペアディスク情報の表示
再配置に利用可能なスペアディスクに関する情報を表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg [-g diskgroup] spare

出力例を次に示します。
GROUP DISK
mydg mydg02

DEVICE
sdc

TAG
sdc

OFFSET
0

LENGTH
658007

FLAGS
s

この場合、mydg ディスクグループの mydg02 がスペアとして指定されている唯一のディス
クです。［長さ（LENGTH）］フィールドは、現在再配置に利用可能な mydg02 上のスペア領
域の量を示しています。
現在スペアとして指定されているディスクに関する情報を表示するには、次のコマンドも
使えます。
を使うと、ディスク情報が一覧表示され、スペアディスクが spare フラ
グ付きで表示されます。

■ vxdisk list

を使うと、ディスク情報やその他の情報が一覧表示され、スペアディスクが
SPARE フラグ付きで表示されます。

■ vxprint

■ vxdiskadm

メインメニューの list メニュー項目を使うと、スペアディスクが一覧表示

されます。

ホットリロケーションのスペアディスクの設定
ホットリロケーションは、I/O 障害に自動的に反応して冗長性のあるサブディスクを別の
ディスクに再配置する機能です。再配置に続いて、影響を受けた VxVM オブジェクトと
データが復元されます。ディスクグループ内にスぺアとして指定されたディスクがすでに
存在する場合、障害が発生したディスクのサブディスクはスペアディスクに再配置されま
す。スペアディスクが指定されていない場合は、ディスクグループ内の適切な空き領域が
利用されます。
ホットリロケーションのスペアディスクを指定するには、次のコマンドを入力します。
# vxedit [-g diskgroup] set spare=on diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
たとえば、ディスクグループ mydg の mydg01 をスペアとして指定するには、次のコマンド
を入力します。
# vxedit -g mydg set spare=on mydg01
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vxdisk list コマンドを使うと、このディスクがスペアに指定されたことを確認できます。
mydg01 は spare フラグ付きで表示されます。

これで、このディスクグループ内の VM ディスクはいずれも障害発生時にこのディスクを
スペアとして利用できるようになります。ディスクに障害が発生すると（可能な場合）ホット
リロケーションが自動的に実行されます。ユーザーには、電子メールで障害と再配置の情
報が通知されます。再配置が正常に終了したら、障害が発生したディスクを交換できま
す。
vxdiskadm を使ってホットリロケーションのスペアディスクを指定するには

1

vxdiskadm のメインメニューで［ホットスペアディスクを設定（Mark a disk as a
spare for a disk group）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

ディスクがスペアとして設定されると、次の注意メッセージが表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-219 Marking of mydg01 in mydg as a spare disk
is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをスペアとして設定する（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Mark another disk as a spare? [y,n,q,?] (default: n)

これで、このディスクグループ内の VM ディスクはいずれも障害発生時にこのディス
クをスペアとして利用できるようになります。ディスクに障害が発生すると（可能な場
合）ホットリロケーションが自動的に実行されます。ユーザーには、電子メールで障
害と再配置の情報が通知されます。再配置が正常に終了したら、障害が発生した
ディスクを交換できます。

ホットリロケーションスペアディスクの設定解除
スペアとして指定されているディスク上の領域は、そのディスクグループ内の VxVM オブ
ジェクトの作成には使われません。必要に応じて、スペアディスクをホットリロケーションの
ディスクプールから削除して、一般の用途に解放できます。
ホットリロケーションプールからスペアを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set spare=off diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
たとえば、mydg01 をディスクグループ mydg で一般の用途に使えるように設定するには、
次のコマンドを使います。
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# vxedit -g mydg set spare=off mydg01

vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションプールから削除するには

1

vxdiskadm のメインメニューで［ホットスペアディスクの設定を解除（Turn off the
spare flag on a disk）］を選択します。

2

次のプロンプトでスペアディスクのディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
VxVM NOTICE V-5-2-143 Disk mydg01 in mydg no longer marked as
a spare disk.

3

次のプロンプトで、他のスペアディスクの設定を解除する（y）か、vxdiskadm メインメ
ニューに戻る（n）かを指定します。
Turn off spare flag on another disk? [y,n,q,?] (default: n)

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
ディスクをホットリロケーションの適用対象から除外するには、次のコマンドを使います。
# vxedit [-g diskgroup] set nohotuse=on diskname

ここで、diskname にはディスクメディア名を指定します。
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vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションへの適用対象から除外するには

1

vxdiskadm のメインメニューで［ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
（Exclude a disk from hot-relocation use）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-925 Excluding mydg01 in mydg from hotrelocation use is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定する
（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る（n）かを指定します。
Exclude another disk from hot-relocation use? [y,n,q,?]
(default: n)

ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を解
除
障害が発生したサブディスクを再配置するのに十分なスペア領域がない場合、ホットリロ
ケーションには空き領域が自動的に利用されます。ホットリロケーションに利用しない空き
ディスクを指定することによって、ホットリロケーションに利用できる空き領域を制限できま
す。ディスクがホットリロケーションの適用対象から除外されている場合は、必要に応じて
除外を解除してディスクをホットリロケーションのプールに追加できます。
ディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxedit [-g diskgroup] set nohotuse=off diskname
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vxdiskadm を使ってディスクをホットリロケーションが利用可能な状態にするには

1

vxdiskadm のメインメニューで［ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外

を解除（Make a disk available for hot-relocation use）］を選択します。

2

次のプロンプトでディスクメディア名を入力します（mydg01 など）。
Enter disk name [<disk>,list,q,?] mydg01

次の確認メッセージが表示されます。
V-5-2-932 Making mydg01 in mydg available for hot-relocation
use is complete.

3

次のプロンプトで、他のディスクをホットリロケーションで利用可能な状態に設定する
（y）か、vxdiskadm メインメニューに戻る（n）かを指定します。
Make another disk available for hot-relocation use? [y,n,q,?]
(default: n)

ホットリロケーションでスペアディスクのみを利用する設
定
VxVM がホットリロケーションでスペアディスクのみを利用するよう設定するには、次の行
をファイル /etc/default/vxassist に追加します。
spare=only

スペアとして設定されているディスクのストレージが十分でない場合、再配置は失敗しま
す。スペア以外のディスクの空き領域は利用されません。

再配置されたサブディスクの移動
ホットリロケーションが実行されると、サブディスクはスペアディスクやディスクグループ内
の利用可能な空き領域に再配置されます。新しい位置におけるサブディスクの処理効率
やデータレイアウトは、ホットリロケーションの実行前とは異なる場合があります。処理効率
向上のため、再配置されたサブディスクを（ホットリロケーション完了後に）移動することが
できます。
スペアディスクの再配置されたサブディスクを移動して、スペアディスクの領域を今後の
ホットリロケーションのために空けておくこともできます。また、ホットリロケーションの実行
前の設定を再作成するためにサブディスクを移動する場合もあります。
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ホットリロケーションの実行中に、root に送信される電子メールメッセージの一例を次に
示します。
To: root
Subject: Volume Manager failures on host teal
Attempting to relocate subdisk mydg02-03 from plex home-02.
Dev_offset 0 length 1164 dm_name mydg02 da_name sdh.
The available plex home-01 will be used to recover the data.

このメッセージには再配置前のサブディスクに関する情報が含まれており、これを使って
再配置後のサブディスクの移動先を特定することができます。
再配置されたサブディスクの新しい位置を示すメッセージの例は次のとおりです。
To: root
Subject: Attempting VxVM relocation on host teal
Volume home Subdisk mydg02-03 relocated to mydg05-01,
but not yet recovered.

再配置されたサブディスクを移動する前に、障害が発生したディスクを修理または交換し
てください。
p.147 の 「ディスクの削除と交換」 を参照してください。
その後、次の項の説明に従って、再配置されたサブディスクをもとのディスク位置へ戻し
ます。
警告: サブディスクの移動処理中は、RAID 5 ボリュームの冗長性がなくなります。

vxdiskadm を使った再配置されたサブディスクの移動
障害のためにディスクを交換した後で、vxdiskadm コマンドを使ってホットリロケーション
されたサブディスクをもとのディスクに戻すことができます。
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vxdiskadm を使って再配置されたディスクを移動するには、次の手順を実行します。

1

vxdiskadm のメインメニューで、［サブディスクの再配置処理を解除してもとのディス

クに配置（Unrelocate subdisks back to a disk）］を選択します。

2

このオプションを選択すると、最初にもとのディスクメディア名の入力を求めるプロン
プトが表示されます。
次のプロンプトで、ホットリロケーションされたサブディスクが属していたもとのディス
クメディアの名前を入力します。
Enter the original disk name [<disk>,list,q,?]

システム内にホットリロケーションされたサブディスクがない場合は、vxdiskadm に
よって［現在ホットリロケーションされたディスクはありません（Currently there are
no hot-relocated disks）］というメッセージが表示され、Enter キーを押すよう促
すプロンプトが表示されます。

3

次に、サブディスクをもとのディスク以外のディスクに移動するかどうかを確認するプ
ロンプトが表示されます。
Unrelocate to a new disk [y,n,q,?] (default: n)

4

サブディスクをもとのオフセット位置へ移動できない場合は、サブディスクの再配置
処理を解除した後、オフセットを問わず指定ディスクに強制的に配置することができ
ます
Use -f option to unrelocate the subdisks if moving to the exact
offset fails? [y,n,q,?] (default: n)

5

手順 4 で y を入力し、サブディスクの再配置処理の強制的な解除を選択した場合
は、次のプロンプトで y を入力するか、Enter キーを押して操作を確認します。
Requested operation is to move all the subdisks which were
hot-relocated from mydg10 back to mydg10 of disk group mydg.
Continue with operation? [y,n,q,?] (default: y)

操作の最後にステータスメッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-954 Unrelocate to disk mydg10 is complete.

この手順の代わりに、vxassist コマンドまたは vxunreloc コマンドを直接使うこと
もできます。
p.477 の 「vxassist を使った再配置されたサブディスクの移動」 を参照してください。
p.477 の 「vxunreloc を使った再配置されたサブディスクの移動」 を参照してくださ
い。
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vxassist を使った再配置されたサブディスクの移動
vxassist コマンドを使って、サブディスクを移動したり再配置処理を解除することができ

ます。たとえば、ボリューム home に所属する mydg05 上に再配置されたサブディスクを
mydg02 に戻すには、次のコマンドを入力します。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg move home ¥!mydg05 mydg02

ここで、¥!mydg05 はサブディスクの現在の位置、mydg02 はサブディスクの再配置先を
指定しています。
ボリュームが有効な場合、切断したプレックスまたは無効にしたプレックス内のサブディス
クおよび切断したログや RAID 5 サブディスクは、データリカバリされずに移動されます。
ボリュームが有効でない場合、STALE または OFFLINE 状態のプレックス内のサブディ
スクおよび STALE 状態のログまたは RAID 5 サブディスクは、修復処理が行われずに
移動されます。有効でないボリューム内に、移動が必要なサブディスクが他にも存在する
場合、再配置処理は失敗します。
有効なボリューム内の有効なプレックスの有効なサブディスクの場合、ボリュームの可用
性や冗長性を失うことなく、データが新しい位置に移動されます。

vxunreloc を使った再配置されたサブディスクの移動
VxVM のホットリロケーションによって、システムはサブディスクレベルで冗長性のある
VxVM オブジェクト上の I/O 障害に自動的に反応し、オブジェクトを再び使えるようにす
るために必要な処理を実行することができます。この機構によって、サブディスクの I/O
障害の検出、再配置およびそのサブディスクに関連付けられているプレックスのリカバリ
が実行されます。ディスクを交換した後、vxunreloc コマンドによってディスク障害発生
前のシステムの設定を復旧できます。vxunreloc を使うと、ホットリロケーションされたサ
ブディスクを障害のため交換されたディスク上に戻すことができます。
vxunreloc コマンドが呼び出されたら、ホットリロケーションされたサブディスクが属して

いたもとのディスクメディアの名前を指定する必要があります。vxunreloc コマンドでは、
サブディスクはもとのオフセットに移動されます。障害が発生したもとのディスクより小さい
ディスクに再配置しようとすると、vxunreloc コマンドは何も実行せず、エラーを返します。
vxunreloc コマンドには、最初に再配置されたディスクとは異なるディスクにサブディスク
を移動するオプションがあります。また、ディスクにすべてのサブディスクを収容できるだ
けの容量がある場合は、再配置処理を解除してサブディスクを別のオフセットに配置する
こともできます。
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vxunreloc でサブディスクをもとのオフセットに戻せない場合は、指定ディスクの別のオ

フセットにサブディスクを移動する強制オプションを利用することができます。
vxunreloc（1M）マニュアルページを参照してください。
vxunreloc コマンドの使用例を次に示します。

サブディスクの再配置処理を解除してもとのディスクに配置
mydg01 に障害が発生し、すべてのサブディスクが再配置されたとします。mydg01 を交

換した後、vxunreloc コマンドを使って、ホットリロケーションされたすべてのサブディス
クを mydg01 に戻すことができます。
# vxunreloc -g mydg mydg01

再配置処理されたサブディスクを別のディスクに移動
vxunreloc ユーティリティには、最初に再配置されたディスクとは異なるディスクにサブ

ディスクを移動する -n オプションがあります。
mydg01 に障害が発生し、そのすべてのサブディスクが他のディスクにホットリロケーショ

ンされたとします。vxunreloc コマンドには、最初に再配置されたディスクとは異なるディ
スクにサブディスクを配置するオプションがあります。修復されたディスクは、別の名前（た
とえば、mydg05）でディスクグループに戻されます。ホットリロケーションされたサブディス
クをすべて新しいディスクに配置するには、次のコマンドを使います。
# vxunreloc -g mydg -n mydg05 mydg01

新しいディスクには少なくとももとのディスクと同じ大きさのストレージが必要です。十分な
領域がない場合は、再配置解除処理は失敗し、サブディスクは移動されません。

再配置処理されたサブディスクを別のオフセットに強制配置
デフォルトでは、vxunreloc コマンドはホットリロケーションされたサブディスクをもとのオ
フセットに移動しようとします。ただし、他のサブディスクがすでに配置先ディスクの一部
または全部を占有している場合は、vxunreloc は失敗します。このような場合、次の 2
つの選択肢があります。
■

配置先ディスク上の既存のサブディスクを別の場所に移動し、vxunreloc コマンドを
再実行します。

■

サブディスクを新しいディスクに移動する際に vxunreloc コマンドによってディスク上
の空き領域があるオフセット値を検索するようにするには、vxunreloc コマンドの -f
オプションを使います。サブディスクを保存するディスクにすべてのサブディスクを収
容できるだけの容量がある場合は、ホットリロケーションが行われたサブディスクはす
べてもとのオフセットとは異なるオフセットに再配置解除されます。
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mydg01 に障害が発生してサブディスクが再配置された場合に、ホットリロケーションが行

われたサブディスクを、すでに他のサブディスクがもとのオフセット上に存在する mydg05
に配置するとします。強制オプションを使うと、ホットリロケーションが行われたサブディス
クを mydg05 に配置することができます。ただし、オフセットは同じではありません。
# vxunreloc -g mydg -f -n mydg05 mydg01

ディスクからホットリロケーションされたサブディスクの検証
複数のディスク障害のため、サブディスクが複数回にわたってホットリロケーションが行わ
れた場合も、再配置処理を解除してもとの位置に配置できます。たとえば、mydg01 に障
害が発生して mydg01-01 という名前のサブディスクが mydg02 に配置され、次に mydg02
に障害が発生した場合、ホットリロケーションされたサブディスクも含め、mydg02 上のす
べてのサブディスクが再度移動されます。mydg02 を交換し、mydg02 の vxunreloc コマ
ンドを実行しても、ホットリロケーションされたサブディスク mydg01-01 に対しては何も実
行されません。ただし、mydg01 を交換し、その後に vxunreloc コマンドを実行すると、
mydg01-01 は mydg01 に戻されます。
障害が発生したディスクを修復または交換した後、vxunreloc コマンドを使って、再配置
処理されたすべてのサブディスクをもとのディスク位置に戻すことができます。サブディス
クがホットリロケーションされると、もとのディスクメディア名とディスクへのオフセットが設定
データベースに保存されます。vxunreloc コマンドを使ってサブディスクをもとのディスク
または新しいディスクに配置すると、この情報は削除されます。もとのディスクメディア名と
もとのオフセットはサブディスクレコードに保存されます。mydg ディスクグループの mydg01
からホットリロケーションされたすべてのサブディスクを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxprint -g mydg -se 'sd_orig_dmname="mydg01"'

vxunreloc のエラー後の再起動
vxunreloc コマンドは、サブディスクを次の 3 段階で移動します。

コマンドは、再配置を解除するサブディスクと同じ数のサブディスクを宛
先ディスクに作成します。文字列 UNRELOC が各サブディスクレコードの comment フィー
ルドに入力されます。
サブディスクはすべて作成されるかまったく作成されないかのどちらかです。vxunreloc
コマンドですべてのサブディスクを正常に作成できない場合は、サブディスクは 1 つ
も作成されず、vxunreloc コマンドは終了します。

■ vxunreloc

コマンドは、各サブディスクのデータを、それぞれに対応して宛先ディス
クに新しく作成されたサブディスクに移動します。

■ vxunreloc
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■

すべてのサブディスクデータが正常に移動されると、vxunreloc コマンドは、現在
comment フィールドの設定が UNRELOC になっている宛先ディスクの各サブディスクに
ついて、comment フィールドを null 文字列に再設定します。

宛先ディスク上のサブディスクの comment フィールドは、この 3 段階の処理が完了する
まで、いずれも UNRELOC に設定されたままになります。実行が中断された場合、vxunreloc
コマンドは中断前に宛先ディスクに作成したサブディスクを再度使うことはできますが、宛
先ディスクに移動されたデータは使いません。
サブディスクのデータの移動が失敗すると、vxunreloc コマンドはエラーメッセージを表
示して終了します。移動が失敗した原因を特定し、修正してから vxunreloc コマンドを
再実行します。
宛先ディスクに新しいサブディスクが作成された後、すべてのデータが移動される前にシ
ステムがダウンした場合は、システムの再ブート後に vxunreloc を再実行します。
警告: サブディスクレコードの comment フィールドの文字列 UNRELOC は変更しないでく
ださい。

ホットリロケーションの動作の変更
vxrelocd デーモンの処理の起動中、ホットリロケーションは有効になっています。障害

発生時にホットリロケーション機能を利用するには、通常、この機能を有効のままにしてお
いてください。ディスクの空き領域を再配置に使わない場合など、ホットリロケーションを
無効にする場合は、vxrelocd を呼び出す /etc/init.d/vxvm-recover 起動ファイル
を編集することで、システムの起動時に vxrelocd デーモンが起動されないようにできま
す。
ホットリロケーションデーモンを無効にすると、削除されたボリューム上の自動ストレージ
再生利用も無効になります。
vxrelocd デーモンの動作を次のように変更できます。
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1

vxrelocd が起動されないようにするには、起動スクリプトファイルで vxrelocd を呼

び出すエントリをコメントアウトします。
# nohup vxrelocd root &

2

デフォルトでは、障害が検出され、再配置処理が実行されると、vxrelocd デーモン
によって root ユーザーに電子メールが送信されます。その他のユーザーにも通知
されるようにするには、次に示すように該当するユーザー名を追加します。
nohup vxrelocd root user1 user2 &

3

リカバリによるシステムのパフォーマンスの低下を緩和するには、次の例に示すよう
に、ボリュームの各領域のリカバリ間の遅延時間を長くするよう、vxrelocd デーモン
に指定します。
nohup vxrelocd -o slow[=IOdelay] root &

ここで、オプションの値 IOdelay は、任意の遅延時間（ミリ秒）を示します。遅延時間
のデフォルト値は 250 ミリ秒です。
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13
クラスタ機能（CVM）の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタ化の概要

■

複数ホストのフェールオーバー設定

■

VxVM のクラスタ機能について

■

CVM の初期化と設定

■

クラスタ環境での DRL

■

クラスタ環境での VxVM の管理

クラスタ化の概要
企業規模のミッションクリティカルなデータ処理の分野では、密結合されたクラスタシステ
ムが一般的に使われています。クラスタの第一のメリットは、ハードウェア障害に対する保
護です。障害の発生やその他の理由でプライマリノードが使用できなくなっても、クラスタ
内のスタンバイノードに実行制御を転送することによって、アプリケーションの実行を継続
できます。冗長ハードウェアに切り替えることでサービスの連続的な可用性を提供するこ
の機能を、一般にフェールオーバーと呼びます。
また、クラスタ化されたシステムのもう 1 つの大きなメリットとして、バックアップ、意思決定
支援、レポート生成などのアクティビティにより、システムリソースの競合を減少させる機能
があります。このような処理を、サービスの要求に応答する負荷の重いノード上ではなく、
クラスタ内の負荷の軽いノード上で行うことによって、クラスタシステムへの投資からビジ
ネスに付加価値をもたらすことができます。一部の操作を低負荷のノードで実行するこの
ような機能を、一般に負荷分散と呼びます。
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クラスタボリューム管理の概要
過去数年間に、共有データアクセスを使う並列アプリケーションがますます一般的になっ
てきました。現在入手できる商用アプリケーションの例としては、Oracle Real Application
Clusters™（RAC）、Sybase Adaptive Server®、Informatica Enterprise Cluster Edition
が挙げられます。さらに、NFS（Network File System）、FTP（File Transfer Protocol）、
NNTP（Network News Transfer Protocol）のセマンティクスでは、これらの作業負荷を
共有データアクセスクラスタによって処理できます。そして多数の組織が、共有データア
クセスクラスタを利用する社内アプリケーションを開発してきました。
VxVM のクラスタ機能（CVM）は、VCS またはホスト OS に装備されているクラスタモニタ
デーモンと連携します。クラスタモニタは、クラスタメンバーシップの変更を VxVM に通知
します。VxVM の各ノードは独自に起動し、クラスタモニタに加え、OS と VxVM/CVM の
コピーをそれぞれ独自に備えています。あるノードをクラスタに結合すると、そのノードは
共有ディスクグループおよびボリュームにアクセスできるようになります。ノードがクラスタ
から切断されると、そのノードは共有ディスクにアクセスできなくなります。ノードに対して
適切なコマンドを発行すると、そのノードはクラスタに参加します。
警告: VxVM の CVM 機能は、VxVM との連携を意図して正しく設定されたクラスタモニ
タと組み合わせて使う場合に限りサポートされます。
図 13-1 は、類似または同一のハードウェア特性（CPU、RAM およびホストアダプタ）を
持ち、同一のソフトウェア（OS を含む）で設定されたノード構成の単純なクラスタを示して
います。
図 13-1

4 ノード CVM クラスタの例

冗長性のあるプライベートネットワーク
ノード 0
（マスター）

ノード 1
（スレーブ）

ノード 2
（スレーブ）

ノード 3
（スレーブ）

冗長性のある
SCSI またはフ
ァイバーチャネ
ルの接続
クラスタ共有ディスク
クラスタ共有ディス
クグループ
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クラスタモニタにとって、すべてのノードが等価です。共有ディスクグループ内に設定され
た VxVM オブジェクトは、潜在的に、クラスタに参加しているすべてのノードからアクセス
される可能性があります。ただし、VxVM の CVM 機能では、ノードの 1 つがマスターノー
ドとして機能し、クラスタ内の他のノードすべてがスレーブノードとして機能するメンバー
シップが要求されます。任意のノードがマスターノードになり、特定の VxVM のアクティビ
ティの調整を担当することができます。
この例では、ノード 0 が CVM マスターノードに設定されていて、ノード 1、2、3 は CVM
スレーブノードとして設定されています。ノードはプライベートネットワークによって完全に
接続され、ストレージエリアネットワーク（SAN: Storage Area Network）で共有する外部
ストレージ（ディスクアレイまたは JBOD（just a bunch of disk）のいずれか）に、SCSI ま
たはファイバーチャネルを介してそれぞれ接続されています。
この例では、各ノードはディスクへの独立したパスを 2 つ持っています。これらは、1 つ以
上のクラスタ共有ディスクグループ内に設定されます。パスが複数あると、一方のパスに
障害が発生した場合でも可用性を維持することができます。ただし、これはクラスタ設定
の必要条件ではありません。ディスクを接続するパスは 1 つでも構いません。
プライベートネットワークにより、ノードはシステムリソースと互いの状態についての情報を
共有できます。プライベートネットワークを使って、すべてのノードから他の現在アクティブ
なノード、クラスタに参加しているノード、クラスタから切り離されているノード、障害が発生
しているノードを認識できます。プライベートネットワークは、チャネルの 1 つで障害が発
生した場合に備えた冗長性を確保するために、少なくとも 2 つの通信チャネルを必要と
します。1 つのチャネルのみが使われていた場合、その障害はノードの障害と区別が付
きません。これは「ネットワーク分割」として知られる状況です。
VxVM オブジェクトを設定または再設定するコマンドは、マスターノード上で実行する必
要があります。マスターノードから開始する必要がある作業には、共有ディスクグループ
の設定、ボリュームの作成と再設定、スナップショット操作の実行などがあります。
クラスタに最初に参加したノードがマスターノードの機能を実行します。マスターノードが
クラスタから切断されると、スレーブノードの 1 つが新しいマスターとして選択されます。

専有および共有ディスクグループ
次のタイプのディスクグループが定義されます。
専用ディスクグルー 1 つのノードだけに属します。専用ディスクグループのインポートは、1 つの
プ
システムでのみ行えます。専用ディスクグループ内の LUN には、物理的に
は 1 つ以上のシステムからアクセスできますが、アクセスは一度に 1 つのシ
ステムのみに制限されます。
ブートディスクグループ（通常、bootdg という予約済みディスクグループ名
がエイリアスとして設定される）は常に、専用ディスクグループです。
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共有ディスクグルー すべてのノードで共有できます。共有（またはクラスタ共有）ディスクグルー
プ
プは、すべてのクラスタノードにインポートされます。共有ディスクグループ
内の LUN は、クラスタに参加可能なすべてのシステムから、物理的にアク
セスできる必要があります。

CVM クラスタでは、大多数のディスクグループが共有されます。共有ディスクグループ内
の LUN は、クラスタ内のすべてのノードからアクセスでき、複数のクラスタノード上のアプ
リケーションが同じ LUN に同時にアクセスすることもできます。共有ディスクグループ内
のボリュームは、ライセンスキーおよびディスクグループアクティブ化モードによる制約の
範囲内で、クラスタ内の複数のノードから同時にアクセスできます。
vxdg コマンドを使って、ディスクグループをクラスタ共有に設定することができます。

p.511 の 「共有ディスクグループのインポート」 を参照してください。
ディスクグループを 1 つのノードに対してクラスタ共有としてインポートすると、各ディスク
ヘッダーにはクラスタ ID が設定されます。各ノードを順次クラスタに参加していくと、ディ
スクグループをクラスタ共有であると認識しインポートします。それに対して、専用ディスク
グループのディスクヘッダーは個々のノードのホスト名でマーク付けされます。システム管
理者は、共有ディスクのインポートまたはデポートを随時実行できます。この操作は、す
べてのノードに対して分散方式で実行されます。
各 LUN は一意のディスク ID でマーク付けされます。マスターノード上で VxVM のクラス
タ機能を起動すると、マスターノードはすべての共有ディスクグループを（autoimport
属性セットが設定されていない場合を除き）インポートします。スレーブノードがクラスタへ
の参加を試みると、マスターノードはインポートされているディスク ID の一覧をスレーブ
ノードに送信し、スレーブノードはそのすべてにアクセスできるかをチェックします。スレー
ブノードからアクセスできないディスクがある場合には、クラスタへの参加は中断されます。
一覧内のディスクすべてにアクセスできる場合には、スレーブノードはクラスタに参加し、
マスターノードと同じ共有ディスクグループをインポートします。ノードがクラスタから正常
に切断されると、そのノードにインポートされていた共有ディスクグループはすべてデポー
トされますが、それらのディスクグループは残りのノードからはデポートされません。
共有ディスクグループの再設定は、すべてのノードで協調して実行されます。ディスクグ
ループの設定の変更は、マスターノードによって開始され、すべてのノード上で同時に実
行されて、各ノード上の変更は同一になります。これらの変更には原子的な性質がありま
す。これは、この変更がすべてのノード上で同時に発生するか、あるいはまったく発生し
ないかのどちらかであることを意味します。
クラスタのすべてのメンバーがクラスタ共有ディスクグループに対して同時読み書きアク
セス権限を持つかどうかは、アクティブ化モード設定によって異なります。
p.487 の 「共有ディスクグループのアクティブ化モード」 を参照してください。
クラスタ共有ディスクグループに含まれているデータは、クラスタ内のノードが少なくとも 1
つアクティブになっていれば利用できます。あるクラスタノードの障害が、残りのアクティブ
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ノードのアクセスに影響を与えることはありません。どのノードからアクセスしても、クラスタ
共有ディスクグループの設定は同一に見えます。
警告: 各ノード上で稼動しているアプリケーションは、同時に VM ディスク上のデータにア
クセスできます。VxVM は、複数のノードによる共有ボリュームへの同時書き込みに対す
る保護を行いません。アプリケーション側で（たとえば Veritas Cluster File System また
は分散ロックマネージャを使って）整合性を管理することが前提となっています。

共有ディスクグループのアクティブ化モード
共有ディスクグループのアクティブ化は、ノード上のアプリケーションからの I/O に、この
ディスクグループへのアクセスを許可するため、そのノード上で実行する必要があります。
アプリケーションがボリュームに対して読み取りや書き込みができるかどうかは、共有ディ
スクグループのアクティブ化モードで指示されます。共有ディスクグループの有効なアク
ティブ化モードには、exclusivewrite（排他書き込み）、readonly（読み取り専用）、
sharedread（共有読み取り）、sharedwrite（共有書き込み）、および off（非アクティブ
化）があります。
共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モードは sharedwrite（共有書き込
み）です。
HA（high availability; 高可用性）アプリケーションおよびオフホストバックアップなどのク
ラスタの特殊な用途では、ディスクグループのアクティベーションを使って、クラスタ内の
個別のノードからのボリュームアクセスを明示的に制御できます。
表 13-1 では、アクティベーションモードを説明しています。
表 13-1
アクティブ化モー
ド

共有ディスクグループのアクティブ化モード
説明

exclusivewrite ノードはディスクグループに対する排他書き込みのアクセス権を持ちます。
書き込みアクセスを実行するためにディスクグループをアクティブ化できる他
（ew）
のノードはありません。
readonly（ro）

ノードはディスクグループに対する読み取りのアクセス権を持ち、クラスタ内
の他のすべてのノードの書き込みアクセスを拒否します。ノードはディスクグ
ループに対する書き込みのアクセス権は持ちません。書き込みモードのい
ずれかを他のノード上で実行するためにディスクグループのアクティブ化を
試みると失敗します。

sharedread（sr） ノードはディスクグループに対する読み取りのアクセス権を持ちます。ノード
はディスクグループに対する書き込みのアクセス権は持ちませんが、他の
ノードは書き込みアクセスを取得できます。
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アクティブ化モー
ド

説明

sharedwrite
（sw）

ノードはディスクグループに対する書き込みのアクセス権を持ちます。共有
読み取りと 共有書き込みアクセスのためにディスクグループのアクティブ化
を試みると成功します。排他書き込みと読み取り専用アクセスのために ディ
スクグループのアクティブ化を試みると失敗します。

off

ノードはディスクグループに対する読み取りと書き込みのいずれのアクセス
権も持ちません。ディスクグループに対するクエリー操作は許可されます。

表 13-2 に、共有ディスクグループのアクティブ化モードの対応関係の概略を示します。
表 13-2

アクティブ化モードの対応関係

クラスタでのディ 他のノード上で
スクグループのア ディスクグルー
クティブ化モード プをアクティ
ベーションする
試み
exclusive-write readonly

sharedread

sharedwrite

exclusivewrite

失敗する

失敗する

成功する

失敗する

readonly

失敗する

成功する

成功する

失敗する

sharedread

成功する

成功する

成功する

成功する

sharedwrite

失敗する

失敗する

成功する

成功する

アクティベーションモードをユーザーが管理できるようにするには、次の行を含むデフォ
ルトファイル /etc/default/vxdg を作成してください。
enable_activation=true
default_actv_mode=activation-mode

activation-mode は、排他書き込み（exclusivewrite: ew）、読み取り専用（readonly:
ro）、共有読み取り（sharedread: sr）、共有書き込み（sharedwrite: sw）、または非
活性（off）のいずれかです。
共有ディスクグループが作成またはインポートされると、指定したモードにアクティブにさ
れます。ノードがクラスタに参加すると、そのノードからアクセス可能なすべての共有ディ
スクグループが、指定したモードでアクティブにされます。
ディスクグループのアクティブ化モードは、クラスタ内の各ノードからのボリューム I/O を
制御します。指定されたノードのディスクグループが、クラスタ内の別のノード上で競合す
るモードでアクティブにされている場合、そのディスクグループをアクティブにできません。
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デフォルトファイルを使ってアクティブ化を有効にする場合は、表 13-2 に示すように、ク
ラスタ内のすべてのノードでこのファイルの一貫性を持たせることをお勧めします。そうし
ないと、アクティブ化の結果が予測不能になります。
vxconfigd デーモンがすでに稼動しているときにデフォルトファイルを編集する場合は、

すべてのノードで /sbin/vxconfigd -k -x syslog コマンドを実行してプロセスを再
起動します。
デフォルトのアクティブ化モードが off 以外のディスクグループに対して、クラスタ内の別
のノードが競合するモードでアクティブにすると、クラスタへの参加、またはディスクグルー
プの作成やインポートに続いて行われるアクティブ化の適用に失敗することがあります。
共有ディスクグループのアクティベーションモードを表示するには、vxdg list diskgroup
コマンドを使います。
p.509 の 「共有ディスクグループの一覧表示」 を参照してください。
また、vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループのアクティブ化モードを変更すること
もできます。
p.513 の 「共有ディスクグループ上のアクティベーションモードの変更」 を参照してくださ
い。
クラスタ内の単一ノードによってのみ開くことができるようにボリュームを設定することも可
能です。
p.514 の 「排他的起動権限を持つボリュームの作成」 を参照してください。
p.514 の 「ボリュームへの排他的起動権限の設定」 を参照してください。

共有ディスクグループの接続性ポリシー
共有ディスクグループ内のボリュームには、クラスタ内の各ノードから同時に読み書きアク
セスを行うことができます。共有ディスクグループはマスターノードにのみ作成できます。
その利点と意義は次のとおりです。
■

クラスタ内の各ノードで認識される設定情報が完全に同一になります。

■

設定情報を変更できるのはマスターノードのみです。

■

マスターノード上の変更は自動的に調整され、クラスタ内のスレーブノードに伝播され
ます。

■

設定情報の変更を必要とする障害は、正しく解決できるようにすべてマスターノード
に送信する必要があります。

■

マスターノードで障害が解決されると、すべてのスレーブノードが正しく更新されます。
これにより、各ノードで認識される設定情報が必ず同一になります。

この設計の実際上の意義は、いずれかのノードで I/O 障害が発生した場合にすべての
ノードの設定情報が変更される点にあります。これを、グローバル切断ポリシー（global
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detach policy）と呼びます。ただし、すべてのノードをこのように I/O 障害に反応させるこ
とが望ましくないケースも考えられます。このような I/O 障害に対応するために、ローカル
ディスク切断ポリシー（local disk detach policy）と呼ばれる別の方法が導入されました。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）は、クラスタ内の共有ミラーボリュームでの
使用を想定したポリシーです。このポリシーを使うと、クラスタ内の任意のノードの I/O エ
ラーが原因でプレックスが切断されるのを防ぐことができ、プレックスの再接続時に必要
になる同期処理の手間を省くことができます。ローカル切断ポリシー（local detach policy）
は、バージョン 120 以上のディスクグループで使えます。
サイズの小さいミラーボリューム、ミラー化されていないボリューム、ハードウェアミラーを
使うボリュームまたは専用ディスクグループ内のボリュームの場合は、ローカル切断ポリ
シー（local detach policy）を設定してもメリットはありません。通常は、グローバル切断ポ
リシー（global detach policy）を使うことをお勧めします。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）かグローバル切断ポリシー（global detach
policy）かの選択は、個々のノードがディスクへのアクセスを失った場合に、ノードの可用
性とプレックスの可用性のどちらを取るかです。ディスクグループ内でミラーボリュームを
使っていて、ボリュームのプレックスがクラスタ全体にわたって切断されるのではなく、1
つのノードがボリュームへの書き込みアクセスを失うことを選択する場合、つまり、クラスタ
内のどの 1 つのノードよりもデータの可用性（ミラーの保持）のほうが重要であると見なす
場合は、そのディスクグループに対してローカル切断ポリシー（local detach policy）を選
択します。これは通常、より大規模なクラスタや、同じサービスを他のノードからシームレ
スに提供できる並列アプリケーションが使われている場合にのみ適用されます。たとえば、
このオプションは高速フェールオーバーの構成には適していません。それ以外の場合は
すべて、グローバル切断ポリシー（global detach policy）を選択します。
マスターノードが、ログまたは設定のコピーを含むすべてのディスクへのアクセスを失った
場合は、ディスクグループ障害ポリシー（disk group failure policy）がトリガされます。こ
の時点では（ログまたは設定のコピーへのアクセスが必要になるため）プレックスを切断で
きず、ディスクグループへの設定変更も実行できないため、カーネルからカーネルログへ
の書き込みが必要なアクション（最初に開く、最後に閉じる、ダーティとして設定するなど）
はすべて失敗します。その場合、4.1 より前のリリースでは、マスターノードによりディスク
グループが無効にされます。リリース 4.1 からディスクグループ障害ポリシー（disk group
failure policy）が導入され、重要なディスクグループに対して、この動作を変更できるよ
うになっています。このポリシーは、バージョン 120 以上のディスクグループでのみ使え
ます。
p.491 の 「グローバル切断ポリシー」 を参照してください。
p.491 の 「ローカル切断ポリシー 」 を参照してください。
p.493 の 「ディスクグループの障害ポリシー」 を参照してください。
p.493 の 「障害ポリシーのガイドライン」 を参照してください。
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グローバル切断ポリシー
警告: DMP を使ってアクティブ/パッシブアレイのマルチパス化を管理する場合は、グロー
バル切断ポリシー（global detach policy）を選択する必要があります。これにより、各ノー
ドで使うアクティブパスが正しく調整されます。
グローバルディスク切断ポリシー（global detach policy）は従来のポリシーであり、クラス
タを設定するすべてのノードにデフォルトで適用されます。スレーブノードで読み取りまた
は書き込みの I/O エラーが起きると、障害を修復するための通常の I/O リカバリ操作が
マスターノードによって実行され、必要に応じて、該当するプレックスがクラスタ全体から
切断されます。ノードはすべてクラスタ内にとどまり、I/O は引き続き実行されますが、ミ
ラーの冗長性は低くなります。データの冗長性を復元するには、I/O エラーの原因となっ
た問題を修正した後に、ディスクを再接続し、切断されたミラーのリカバリを実行する必要
があります。

ローカル切断ポリシー
ローカル切断ポリシー（local detach policy）は、ボリュームにアクセスできるノードの数よ
りもボリュームの冗長性が重要となる大規模なクラスタのフェールオーバーアプリケーショ
ンをサポートするポリシーです。いずれかのノードで書き込みエラーが起きると、エラーを
修復するために通常の I/O リカバリ操作が実行されるだけでなく、すべてのノードに接続
してそのディスクに引き続きアクセスできるかどうかが確認されます。書き込みエラーが
ローカルであり、単一ノードによってのみ認識されている場合は、最初にエラーを認識し
たノードに対する I/O が停止され、該当するボリュームを使っているアプリケーションにエ
ラーが返されます。エラーが複数のノードによって認識されている場合、書き込みエラー
はグローバルです。ボリュームは無効になりません。
必要な場合は、クラスタ管理ソフトウェアの設定によりアプリケーションを別のノードに移動
したり、エラーを認識したノードをクラスタから削除することができます。ボリュームは、い
ずれかのミラーにエラーがある限り書き込みエラーを返し続け、使える正常なプレックス
がある限り読み取り要求を受け入れます。
I/O エラーの原因が解消された時点でノードがクラスタに属したままであれば、そのノー
ドでは、データの冗長性に影響を及ぼすことなくボリュームに対する I/O の実行を再開す
ることができます。
vxdg コマンドを使って共有ディスクグループ上にディスク切断ポリシーを設定できます。

p.513 の 「共有ディスクグループのディスク切断ポリシーの設定」 を参照してください。
表 13-3 ではミラーボリュームのディスクに対するクラスタの I/O エラーへの影響の概略を
示します。
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表 13-3

ミラーボリュームの I/O エラー発生時のディスク切断ポリシー別のク
ラスタの動作

I/O 障害の種類

ローカル（diskdetpolicy=local） グローバル
（diskdetpolicy=global）

単一ノードの 1 つの
ボリューム内の 1 つ
のディスクへのパス
の障害

影響を受けるノードに利用可能なプ
レックスが残っていない場合のみ、読
み取りに失敗します。ボリュームへの
書き込みに失敗します。

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

単一ノードの 1 つの 影響を受けるすべてのノードで I/O
ボリュームのすべて エラーが発生します。
のディスクへのパス
の障害

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

全ノードの 1 つのボ
リュームの 1 つまた
は複数のディスクの
障害

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

プレックスが切断され、ボリュームに
対する I/O は引き続き実行されます。
プレックスが残っていない場合、I/O
エラーが発生します。

切断ポリシーの選択に関するガイドライン
通常は、グローバル切断ポリシー（global detach policy）を使うことをお勧めします。これ
が特に重要になるのは、次の条件に該当する場合です。
■

アレイが DMP でアクティブ/パッシブと認識されている場合。アクティブ/パッシブアレ
イにローカル切断ポリシー（local detach policy）を適用すると、予期しない動作が発
生します。

■

ミラー化されていないボリューム、サイズの小さいミラーボリュームまたはハードウェア
ミラーボリュームが設定されている場合。ローカル切断ポリシー（local detach policy）
を適用した場合に別途必要になるメッセージ処理の分だけシステムオーバーヘッドを
減らすことができます。

ローカル切断ポリシー（local detach policy）が適するケースとしては、次のような場合が
考えられます。
■

サイズの大きいミラーボリュームが設定されている場合。再接続されたプレックスの再
同期により、システムの処理効率が低下することがあります。ローカル切断ポリシー
（local detach policy）を使った場合には、プレックスを切断する必要が生じることは
ありません（DRL（dirty region logging）機能を使って、再同期に必要な処理量を減
らす方法もあります）。

■

ノード数が 4 を超えるクラスタ。クラスタ内のノード数が多い場合は、特定のノード上
でアプリケーションの稼動を維持することの重要性が比較的低くなります。クラスタ管
理ソフトウェアの設定により、ボリュームへのアクセスが可能なノードにアプリケーショ
ンを移動できる可能性があります。また、負荷分散により、I/O の問題が発生したボ
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リューム以外のボリュームにアプリケーションを移動できる可能性もあります。この場合
はデータ冗長性が保持され、該当するディスク上のボリュームに対して他のノードか
ら引き続き I/O を実行することができます。

ディスクグループの障害ポリシー
設定データベースとログのコピーが含まれるすべてのディスクへのアクセスをマスターノー
ドが失った場合の適切な動作を判別するには、自身によるローカル切断ポリシーだけで
は不十分です。このような場合、ディスクグループは無効になります。その結果、クラスタ
内の他のノードからの、ログまたは設定のコピーの更新が発生するアクションもすべて失
敗します。リリース 4.1 では、ディスクグループ障害ポリシー（disk group failure policy）
が導入され、上記のような場合のマスターノードの動作を決定できます。
表 13-4 に、障害ポリシーの設定によってマスターノードの動作がどのように変化するの
かを示します。
表 13-4

複数の障害ポリシーに対するマスターノードの動作

I/O 障害の種類

Leave（dgfailpolicy=leave）

マスターノードはす
べてのログのコピー
へのアクセスを失い
ます。

マスターノードのパニックが発生し、 マスターノードはディスクグループを
カーネルによるトランザクションのエ 無効にします。
ラーに対しては［カーネルログの更新
に失敗しました（klog update
failed）］というメッセージが表示され、
ユーザーによるトランザクションのエ
ラーに対しては［cvm config の更新
に失敗しました（cvm config update
failed）］というメッセージが表示され
ます。

Disable
（dgfailpolicy=dgdisable）

ディスクグループ障害ポリシーの状態にあるマスターノードの動作は、ディスク切断ポリ
シーの設定に依存しません。ディスクグループ障害ポリシーが leave に設定されている
と、通常は起こらない事態である、すべてのノードがログのコピーにアクセスできないパ
ニック状態となります。
vxdg コマンドを使って共有ディスクグループ上に障害ポリシーを設定できます。

p.514 の 「共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーの設定」 を参照してくだ
さい。

障害ポリシーのガイドライン
マスターノードがログのコピーへのアクセスを失ったときも無効にしたくない重要なディス
クグループがある場合は、ディスクグループ障害ポリシーを leave に設定します。これに
より、マスターノードによってディスクグループが無効にされ、I/O 障害が発生することが
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なくなります。しかし、マスターノード上で実行されている重要なアプリケーションが他の共
有ディスクグループへのアクセスを失うと、これらのアプリケーションに障害が発生します。
このような場合、ポリシーを dgdisable に設定し、ディスクグループを無効にできるように
することをお勧めします。
切断ポリシーと障害ポリシーのデフォルト設定は、それぞれ、global と dgdisable で
す。1 つの共有ディスクグループ上の切断ポリシーと障害ポリシーは、次の例に示すよう
に、vxdg コマンドを使って、一度に変更することもできます。
# vxdg -g diskgroup set diskdetpolicy=local dgfailpolicy=leave

ディスクの接続性がクラスタの再設定に与える影響
新しいマスターノードを選択する際、切断ポリシー、過去の I/O エラー、およびディスクへ
のアクセスは考慮されません。マスターノードがクラスタから切断された時点で、次にマス
ターになるノードはすでに 1 つ以上のディスクの I/O エラーを認識している可能性があり
ます。ローカル切断ポリシー（local detach policy）を使っていて、あるノードが再構成前
にエラーの影響を受けている場合、このノードがマスターになると、そのエラーの扱いは
グローバル切断ポリシーの場合とは異なります。
p.489 の 「共有ディスクグループの接続性ポリシー」 を参照してください。
一部のエラーシナリオでは、呼び出されているディスクグループの障害ポリシーのとおり
にならずに、クラスタに潜在的に影響を与える可能性があります。たとえば、ローカルディ
スク切断ポリシーが有効で、新しいマスターノードに障害の発生しているプレックスが存
在する場合、新しいマスターはポリシーの影響を受けないため、すべてのノードでプレッ
クスが切断されます。
ローカル切断ポリシー（local detach policy）を使っている場合でも、クラスタに結合する
ノードは共有ディスクグループ内のすべてのディスクにアクセスできなければならないと
いう必要条件は変わりません。この必要条件を満たさない限り、I/O エラーが原因でクラ
スタから削除されたノードをクラスタに再結合することもできません。

共有ディスクグループの制限
CVM 経由では RAW デバイスのみがアクセスできます。Veritas Cluster File System
などの適切なソフトウェアがインストールされ設定されている場合を除き、共有ボリューム
内のファイルシステムへの共有アクセスはサポートされていません。
メモ: ブートディスクグループ（通常、bootdg というエイリアスが設定される）を、クラスタ共
有にすることはできません。ルートディスクグループは専用ディスクグループである必要
があります。
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VxVM のクラスタ機能は、RAID 5 ボリュームまたはクラスタ共有ディスクグループに対す
るタスクの監視をサポートしていません。ただし、これらの機能は、クラスタの特定のノード
に接続されている専用ディスクグループに対しては使えます。
専用ディスクグループに共有可能にする必要がある RAID 5 ボリュームがある場合、最
初に、このボリュームを stripe-mirror または mirror-stripe などのサポートされて
いるボリュームタイプに再レイアウトする必要があります。共有ボリュームのオンライン再レ
イアウトは、RAID 5 ボリュームが関係しない場合に限りサポートされます。
共有ディスクグループに RAID 5 ボリュームが含まれている場合は、そのディスクグルー
プをデポートし、いずれかのクラスタノードに専用ディスクグループとして再インポートしま
す。共有ディスクグループに対してサポートされているレイアウトにボリュームを再構成し、
いったんデポートした後、共有ディスクグループとして再インポートします。

複数ホストのフェールオーバー設定
CVM のコンテキスト外では、VxVM ディスクグループは一度に 1 つのホストでのみイン
ポート（使用可能に）できます。ホストが（専有）ディスクグループをインポートすると、ディ
スクグループのボリュームや設定にホストがアクセスできるようになります。システム管理者
やシステムソフトウェアが別のホストと同じディスクグループを専有して使う場合、そのディ
スクグループをすでにインポートしたホスト（インポートを行うホスト）はディスクグループを
デポートする（アクセスを放棄する）必要があります。一度デポートすると、ディスクグルー
プは別のホストでインポートできます。
Oracle RAC のように、適切な同期を行わず 2 つのホストで同時に 1 つのディスクグルー
プへのアクセスが許可されている場合、ディスクグループの設定や、場合によってはボ
リュームの内容が壊れる場合があります。同様の破損が生じる可能性があるのは、raw
ディスクパーティション上のファイルシステムやデータベースが 2 つのホストにより同時に
アクセスされた場合であり、Veritas Volume Manager に限定した問題ではありません。

インポートロック
非 CVM 環境のホストがディスクグループをインポートすると、そのディスクグループのす
べてのディスクに対してインポートロックが書き込まれます。インポートロックは、ホストがこ
のディスクグループをデポートすると解除されます。インポートロックにより、インポートを
行っているホストがディスクグループをデポートするまでの間、他のホストがこのディスクグ
ループをインポートするのは回避されます。
具体的には、ホストがディスクグループをインポートするとき、ディスクグループ内のディス
クのいずれかが別のホストでロックされているとインポートは通常失敗します。これにより、
再ブート後にディスクグループの再インポートが自動的に行われ（自動インポート）、最初
のホストが停止している場合にも別のホストによるインポートは回避されます。インポート
を行うホストがディスクグループをデポートせずに停止した場合、別のホストがこのディス
クグループをインポートするには、ホスト ID のロックを先に解除する必要があります（後で
説明します）。
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インポートロックには、インポートを行うホストを識別しロックを実行するための、ホスト ID
（ホスト名）参照が含まれています。そのため、2 つのホストが同じホスト ID を保有する場
合問題が生じることがあります。
Veritas Volume Manager では（デフォルトでは）ホスト ID としてホスト名を使うため、あ
るマシンと別のマシンで同じホスト名を使っている場合はホスト名を変更することをお勧め
します。ホスト名を変更するには、vxdctl hostid new_hostname コマンドを実行しま
す。

フェールオーバー
インポートロック規則は、あるシステムから別のシステムへディスクグループが通常切り替
えられない環境において正しく動作します。ただし、2 つのホスト Node A と Node B が同
じディスクグループのドライブにアクセスできる設定について考えてみましょう。ディスクグ
ループはまず Node A でインポートされますが、Node A がクラッシュした場合、システム
管理者は Node B からディスクグループへアクセスする必要があります。このようなフェー
ルオーバーのシナリオを使うと、1 つのノードで障害が発生しデータにアクセスできない
場合に、手作業でデータの高可用性を得ることができます。フェールオーバーを高可用
性モニタと組み合わせて、データに対する自動的な高可用性を得ることができます。Node
B により Node A がクラッシュまたは停止したことが検出されると、Node B はディスクグ
ループをインポート（フェールオーバー）し、ボリュームにアクセスできるようにします。
Veritas Volume Manager ではフェールオーバーをサポートできますが、ディスクグルー
プを別のシステムにインポートする前に、最初のシステムが停止または使えないことの確
認は、システム管理者が行うか、外部の高可用性モニタ（VCS など）で行う必要がありま
す。
p.227 の 「システム間のディスクグループ移動」 を参照してください。
vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクグループ設定の破損
vxdg import を -C（ロックの解除）や -f（強制的なインポート）と組み合わせて使って別

のホストで使用中のディスクグループをインポートする場合、ディスクグループ設定が破
損する可能性があります。一方のホストがクラッシュまたは停止する前に、インポートされ
たボリューム上でファイルシステムやデータベースを起動した場合、ボリューム内容の破
損も起こることがあります。
このような破損が起きた場合、通常は始めから設定を再構築し、バックアップからすべて
のデータを復元する必要があります。通常、各ディスクグループには数多くの設定コピー
がありますが、ほとんどの場合、破損が生じるとすべての設定コピーに影響を及ぼすた
め、冗長性はこの場合役立ちません。
設定バックアップデーモンの vxconfigbackupd が実行されている限り、設定が変更さ
れたときには常に VxVM によって設定のバックアップが作成されます。デフォルトでは、

第 13 章 クラスタ機能（CVM）の管理
VxVM のクラスタ機能について

バックアップは /etc/vx/cbr/bk に格納されます。設定のバックアップは、
vxconfigbackup ユーティリティを使って手動でも行えます。設定は vxrestore ユー
ティリティを使って再構築できます。
vxconfigbackup、vxconfigbackupd、vxconfigrestore のマニュアルページを参照

してください。
ディスクグループの設定が破損すると、通常、設定データベースのレコードが見つからな
かったり、レコードが重複します。その結果、次のエラーのように、vxconfigd の様々な
エラーメッセージが表示されます。
VxVM vxconfigd ERROR
V-5-1-569 Disk group group,Disk disk:
Cannot auto-import group: reason

reason には次のようなエラーが示されます。
Association not resolved
Association count is incorrect
Duplicate record in configuration
Configuration records are inconsistent

通常、これらのエラーは特定のディスクグループの設定コピーと関連して報告されます
が、すべてのコピーに適用されます。通常、エラーとともに次のようなメッセージが表示さ
れます。
Disk group has no valid configuration copies

Veritas Cluster Server 製品を使う場合、すべてのディスクグループのフェールオーバー
に関する問題は正しく管理されます。VCS では高可用性モニタが組み込まれ、VxVM、
VxFS および一般に知られているいくつかのデータベース用のフェールオーバースクリプ
トが組み込まれています。
-t オプションを vxdg に使うと再ブート時の自動的な再インポートは回避されます。この

オプションは、Veritas Volume Manager による自動インポートに依存せず、独自にイン
ポートを制御する（VCS などの）ホストモニタで使う場合に指定する必要があります。
『Veritas Volume Manager トラブルシューティングガイド』を参照してください。

VxVM のクラスタ機能について
クラスタは、ディスクの集合を共有する多数のホストまたはノードで構成されます。クラスタ
設定の主な利点は、次のとおりです。
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可用性

1 つのノードが失敗しても、他のノードは共有ディスクに引き続きアクセスで
きます。適したソフトウェアが設定されている場合、ミッションクリティカルなア
プリケーションは、実行をクラスタのスタンバイノードに転送することによって、
動作し続けることができます。冗長ハードウェアに切り替えることで連続的で
途切れることのないサービスを提供できるこの機能を、一般にフェールオー
バーと呼びます。
フェールオーバーは、データベースやファイル共有の、ユーザーや上位レ
ベルのアプリケーションに対して透過的です。Veritas Cluster Server（VCS）
などのクラスタ管理ソフトウェアを使ってシステムおよびサービスを監視し、
ハードウェア障害またはソフトウェア障害のいずれかが発生した場合に他の
ノード上でアプリケーションが再起動されるように設定しておく必要がありま
す。VCS では、ノードのクラスタへの参加または切り離しなど、一般的な管理
タスクの実行もできます。
スタンバイノードはアイドル状態のままになっている必要はないことに注意し
てください。同時に他のアプリケーションへのサービスの提供に利用できま
す。

オフホスト処理

クラスタ内のより低負荷のノードでバックアップ、意思決定支援、レポート生
成などのアクティビティを実行することで、システムリソースの競合を減少さ
せることができます。これにより、企業はクラスタシステムへの投資以上の価
値を導出できます。

Cluster Volume Manager（CVM）を利用すると、クラスタ内の最大 32 個のノードが
VxVM 制御下のディスクまたは LUN の集合に同時にアクセスし、管理できるようになりま
す。すべてのノードでディスク構成とその論理表示に対するすべての変更について、同
一の論理表示を利用できます。CVM 機能が有効なとき、すべてのクラスタノードが共有
ディスクグループなどの VxVM オブジェクトを共有できます。専用ディスクグループはク
ラスタ以外の環境と同様にサポートされます。この章では、VxVM で提供されているクラ
スタ機能について説明します。
メモ: この機能を使うには、追加のライセンスキーが必要です。
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）や、Veritas Cluster Server
（VCS）などの製品には個別のライセンスが必要で、Veritas Volume Manager には含ま
れていません。各製品の詳細については、製品に付属するマニュアルを参照してくださ
い。
VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機能はクラスタ環境で使えます。
p.168 の 「クラスタ環境における DMP」 を参照してください。
キャンパスクラスタ設定（ストレッチクラスタ設定またはリモートミラー設定とも呼ぶ）も、設
定と管理が行えます。
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CVM の初期化と設定
新しいクラスタにノードを結合するには、クラスタモニタの設定時に適切な設定情報を指
定しておく必要があります。この情報は、通常、ある形式でクラスタモニタ設定データベー
スに保存されます。この情報の正確な内容および形式は、クラスタモニタの特性により異
なります。VxVM に必要となる情報は、次のとおりです。
■

クラスタ ID

■

ノード ID

■

ノードのネットワークアドレス

■

ポート番号

ノードをクラスタに結合すると、ノードの起動時に、この情報が自動的にそのノード上の
VxVM にロードされます。
メモ: VxVM の CVM 機能を効果的に使うには、クラスタモニタ（VCS 内の GAB（Group
Membership and Atomic Broadcast）によって提供される機能など）を設定する必要が
あります。VCS 環境については、vxcvmconfig コマンドを任意のノード上で使って、VxVM
の CVM 機能を使うよう設定します。vxcvmconfig コマンドは、Veritas Volume Manager
には装備されていません。
クラスタモニタの起動手順はノードの初期化を行い、ノード上の各種のクラスタコンポーネ
ント（クラスタをサポートする VxVM、クラスタモニタおよび分散ロックマネージャなど）を起
動します。クラスタモニタの起動手順が完了すると、アプリケーションを起動できるようにな
ります。クラスタモニタの起動手順は、クラスタに結合する各ノードで呼び出す必要があり
ます。
クラスタ環境では、VxVM の初期化時にクラスタ設定情報がロードされ、クラスタにノード
が結合されます。最初に結合されたノードがマスターノードになり、後のノードは（スレー
ブとして）マスターノードに結合されます。2 つのノードが同時に結合された場合は、VxVM
がマスターノードを決定します。結合後のノードには、共有ディスクグループとボリューム
へのアクセス権が与えられます。

クラスタの再設定
ノードの切断や結合が発生すると、クラスタの再設定が実行されます。各ノードのクラスタ
モニタは、継続的に、他のクラスタノードを監視します。クラスタのメンバーシップに変更
があると、クラスタモニタが VxVM に通知して、変更に対する適切な処理が実行されま
す。
クラスタの再設定の間、VxVM は共有ディスクへの I/O を中断します。再構成が完了す
ると、I/O が再開されます。再構成中、アプリケーションが短時間停止しているように見え
ることがあります。
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VxVM 操作またはリカバリなどの他の操作が進行中の場合は、それらの操作が完了する
まで、クラスタの再設定が遅延することがあります。ボリュームの再設定は、クラスタの再設
定と同時に実行されることはありません。環境によっては、一方の操作が保留され、後で
再開されることがあります。多くの場合、クラスタの再設定が優先されます。ただし、ボリュー
ムの再設定が（2PC の）コミットフェーズにある場合は、ボリュームの再設定が先に完了し
ます。
p.502 の 「ボリュームの再設定」 を参照してください。
p.500 の 「vxclustadm ユーティリティ」 を参照してください。

vxclustadm ユーティリティ
vxclustadm コマンドは、VCS をクラスタモニタとして使っている場合に、VxVM の CVM

機能へのインターフェースを提供します。また、クラスタの起動時および停止時に呼び出
されます。クラスタモニタが存在しない場合、vxclustadm はクラスタ内の任意のノードで
VxVM の CVM 機能を起動または停止する役割も担います。
vxclustadm の startnode キーワードは、クラスタ設定情報を VxVM カーネルに渡す

ことによって、クラスタノード上の CVM 機能を起動します。このコマンドを受信すると、カー
ネルおよび VxVM 設定デーモン vxconfigd は初期化を実行します。
stopnode キーワードを指定すると、ノード上の CVM 機能が停止します。未処理の I/O

がすべて完了し、すべてのアプリケーションが共有ボリュームの使用を停止するまで待機
します。
reinit キーワードを指定すると、クラスタを停止することなく、クラスタへのノードの追加

や、クラスタからのノードの削除を行うことができます。このコマンドを実行する前に、クラ
スタ内でサポートされているノードに関する最新情報でクラスタ設定ファイルを更新してお
く必要があります。
nidmap キーワードを指定すると、VxVM のクラスタサポートサブシステムの CVM ノード

ID とクラスタモニタのノード ID の対応関係を示す表が出力されます。また、クラスタ内の
ノードの状態も出力されます。
nodestate キーワードを指定すると、次の例に示すように、クラスタノードの状態と最後

の中止の原因が表示されます。
# vxclustadm nodestate
state: out of cluster
reason: user initiated stop

表 13-5 に、考えられるノード中止の理由を一覧表示します。
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表 13-5

ノードの中止メッセージ

原因

説明

スレーブノード上にディスクがありません
（cannot find disk on slave
node）

スレーブノード上にディスクがないか、ディスクが不良
です。

設定データを取得できません（cannot
obtain configuration data）

ディスク障害などのエラーのため、ノードが設定デー
タを読み取れません。

クラスタデバイスの起動に失敗しました
（cluster device open failed）

クラスタデバイスの起動に失敗しました。

ライセンスがマスターノードのライセンスと クラスタライセンスがマスターノードのライセンスと一致
一致しません（clustering license しません。
mismatch with master node）
クラスタライセンスがありません
（clustering license not
available）

クラスタライセンスが見つかりませんでした。

接続がマスターによって拒否されました
ノードの結合がマスターノードによって拒否されまし
（connection refused by master） た。
ディスクは別のクラスタが使用中です
（disk in use by another
cluster）

ディスクは、ノードを結合しようとしているクラスタ以外
のクラスタに属しています。

再設定中のため結合がタイムアウトしまし クラスタ内で再構成が実行されているため、ノードの
結合がタイムアウトしました。
た（join timed out during
reconfiguration）
カーネルログの更新に失敗しました（klog ノードの結合中にカーネルログのコピーを更新するこ
とはできません。
update failed）
結合中にマスターが中止されました
（master aborted during join）

ノードをクラスタに結合しているときにマスターノードが
中止されました。

プロトコルのバージョンが不正です
（protocol version out of
range）

クラスタプロトコルのバージョンが一致しない、または
未サポートのバージョンです。

修復しています（recovery in
progress）

ノードによって起動されたボリュームの修復が完了し
ていません。

役割の移行に失敗しました（transition ノードのマスターへの昇格に失敗しました。
to role failed）
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原因

説明

ユーザーによる中止（user initiated ユーザーまたはクラスタモニタによって中止されたた
め、ノードがクラスタから切断されました。
abort）
ユーザーによる停止（user initiated ユーザーまたはクラスタモニタによって停止されたた
め、ノードがクラスタから切断されました。
stop）
vxconfigd が有効になっていません
（vxconfigd is not enabled）

VxVM 設定デーモンが有効になっていません。

vxclustadm（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリュームの再設定
ボリュームの再設定は、ディスクグループ、ボリューム、プレックスなどの VxVM オブジェ
クトを作成、変更または削除するトランザクションです。クラスタ内では、すべてのノードが
協調してこれらの操作を実行します。vxconfigd デーモンは、ボリュームの再設定にお
いて積極的な役割を果たします。再設定を成功させるには、vxconfigd デーモンが各
ノード上で動作している必要があります。
p.503 の 「vxconfigd デーモン」 を参照してください。
ボリュームの再設定のトランザクションは、マスターノード上で VxVM ユーティリティを実
行することによって開始されます。このユーティリティは、マスターノード上のローカルな
vxconfigd デーモンにコンタクトします。このデーモンは、要求された変更を検証します。
たとえば、既存のディスクグループと同じ名前で新しいディスクグループを作成しようとす
ると、vxconfigd デーモンはエラーを返します。この後、マスターノード上の vxconfigd
デーモンは、スレーブノード上の vxconfigd デーモンに変更の詳細を送信します。ス
レーブノード上の vxconfigd デーモンは、続いて独自に検証を実行します。たとえば、
各スレーブノードに作成されているものと同じ名前の専有ディスクが存在しないか検証し
ます。新しいディスクが含まれる場合は、各ノードが新しいディスクにアクセスできることを
検証します。すべてのノード上の vxconfigd デーモンが提案された変更が妥当である
と合意すると、各ノードはそれぞれのカーネルに通知します。これに続いて、カーネルは、
トランザクションをコミットするか破棄するかを協調して決定します。トランザクションをコミッ
トする前に、すべてのカーネルに進行中の I/O がないことを確認し、再設定が完了する
までアプリケーションが発行した I/O をブロックします。マスターノードは、ボリュームの再
設定、トランザクションの開始およびコミットの両方に対する調整役を担います。その結
果、設定の変更は、すべてのノードで同時に発生したように見えます。
再設定トランザクション中に、いずれかのノード上の vxconfigd デーモンが終了すると、
すべてのノードに通知され、そのトランザクションは破棄されます。いずれかのノードがク
ラスタから切断されると、マスターノードがすでにそれをコミットしている場合を除き、その
トランザクションは破棄されます。マスターノードがクラスタから切断されると、以前はスレー
ブノードであった新しいマスターノードが、以前のマスターノードからトランザクションのコ
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ミットの通知を受け取ったどうかによって、そのトランザクションをコミットまたは破棄させま
す。この通知は、新しいマスターノードが受け取っていない場合、他のすべてのスレーブ
ノードも受け取っていないものとして動作します。
ボリュームの再設定トランザクション実行中に、ノードがクラスタへの結合を試みた場合の
再設定の結果は、トランザクションのフェーズにより異なります。カーネルがまだ呼び出さ
れていないフェーズでは、ノードがクラスタに結合するまで、ボリュームの再設定が中断さ
れます。カーネルが呼び出されているフェーズでは、再設定が完了するまで、ノードはク
ラスタへの結合を待機します。
スレーブノード上での検証に失敗したり、ノードがクラスタから切断されたりといったエラー
がと、ユーティリティにエラーが返され、マスターノード上のコンソールにエラーが起きた
ノードを識別するメッセージが送信されます。

vxconfigd デーモン
VxVM 設定デーモンの vxconfigd は、VxVM オブジェクトの設定を保持します。この
デーモンは、クラスタを制御する指示をカーネルから受け取ります。vxconfigd デーモン
のプロセスが各ノード上で実行されます。このデーモンプロセスはネットワークを介して相
互に通信します。VxVM 各種ユーティリティは、起動されると同じノード上で稼動している
vxconfigd デーモンと通信しますが、他のノード上の vxconfigd デーモンとは通信しま
せん。クラスタの起動時、カーネルは vxconfigd デーモンにクラスタの制御操作を始め
るように促し、それがマスターノードか、スレーブノードかを示します。
クラスタ制御操作のためにノードが初期化されると、vxconfigd デーモンにノードがクラ
スタに結合するところであることが通知され、クラスタモニタの設定データベースから次の
情報が提供されます。
■

クラスタ ID

■

ノード ID

■

マスターノード ID

■

ノードの役割

■

ノードのネットワークアドレス

マスターノードでは、vxconfigd デーモンが共有ディスクグループをインポートすること
によって共有設定を構成し、スレーブノードがクラスタに結合する準備が完了すると、カー
ネルに通知します。
スレーブノードでは、クラスタに結合できるようになったときに、vxconfigd デーモンがこ
の通知を受けます。スレーブノードがクラスタに結合されると、共有設定を構成するため
に（スレーブノードの）vxconfigd デーモンおよび VxVM カーネルがマスターノード上の
vxconfigd デーモンおよび VxVM カーネルと通信します。
あるノードがクラスタから切断されると、カーネルは他のすべてのノード上の vxconfigd
デーモンに通知します。マスターノードは、続いて、必要なクリーンアップを実行します。
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マスターノードがクラスタから切断されると、カーネルは新しいマスターノードを選択し、す
べてのノード上の vxconfigd デーモンにメンバーシップの決定を通知します。
また、vxconfigd デーモンは、ボリュームの再設定にも関与します。
p.502 の 「ボリュームの再設定」 を参照してください。

vxconfigd デーモンのリカバリ
クラスタでは、スレーブノード上の vxconfigd デーモンが、常に、マスターノード上の
vxconfigd デーモンに接続されます。vxconfigd デーモンが停止していると、ボリュー
ムの再設定トランザクションは実行できません。スレーブノードで vxconfigd デーモンが
稼動していない場合でも、他のノードがクラスタに結合することは可能です。
vxconfigd デーモンが停止した場合に実行される処理は、どのノードのデーモンが停止

したかによって異なります。
■ vxconfigd

デーモンがマスターノード上で停止された場合は、スレーブノード上の

vxconfigd デーモンがマスターノードへの再結合を定期的に試みます。マスターノー

ド上で vxconfigd デーモンが再起動するまで、この試みは成功しません。この場合
には、スレーブノード上の vxconfigd デーモンは共有設定に関する設定情報を失う
わけではないため、設定情報がすべて正しく表示されます。
■

スレーブノード上の vxconfigd デーモンが停止されても、マスターノードは何の動作
も行いません。vxconfigd デーモンがスレーブ上で再起動されると、スレーブの
vxconfigd デーモンはマスターデーモンに再接続して共有設定に関する設定情報
を再取得しようと試みます（カーネルが使っている共有設定も、共有ディスクへのアク
セスも、影響を受けません）。スレーブノード上の vxconfigd デーモンがマスターノー
ド上の vxconfigd デーモンに正常に再接続されるまでは、スレーブノード上のデー
モンは共有設定に関する設定情報をほとんど持たないため、共有設定の表示や修
正の試行がすべて失敗することがあります。たとえば、vxdg list コマンドを使って
一覧表示された共有ディスクグループは disabled と設定され、再結合が正常に終
了すると enabled と設定されます。
デーモンがマスターノード上とスレーブノード上の両方で停止された場
合、マスターノード上およびスレーブノード上で vxconfigd が再起動され再接続さ
れるまで、スレーブノードは正確な設定情報を表示しません。

■ vxconfigd

VCS の CVM エージェントがノード上の vxconfigd デーモンの停止を確認すると、
vxconfigd デーモンは自動的に再起動されます。
警告: vxconfigd の -r リセットオプションは、vxconfigd デーモンを再起動し、すべて
の状態を一から再作成します。このときクラスタの共有設定に関する設定情報が破棄され
るため、ノードがクラスタに結合してしている間は、このオプションを使って vxconfigd を
再起動することはできません。
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場合によっては、VxVM の問題を解決するために、VCS が制御するクラスタで vxconfigd
を手動で再起動する必要があります。
vxconfigd を手動で再起動するには、次の手順を実行します。

1

次のコマンドを実行して、VxVM オブジェクトを含むサービスグループでフェール
オーバーを無効にします。
# hagrp -freeze groupname

2

次のコマンドを実行して、関係するノードで VxVM 設定デーモンを停止および再起
動します。
# vxconfigd -k

3

手順 1 でフェールオーバーを停止したサービスグループに対して次のコマンドを実
行し、フェールオーバーを再び有効にします。
# hagrp -unfreeze groupname

ノードの停止
ノードのクラスタモニタの停止手順を呼び出すことによってノード上のクラスタを停止する
ことは可能ですが、この手順は、共有ストレージにアクセスするノード上のアプリケーショ
ンをすべて停止した後にクラスタコンポーネントを終了させるためのものです。VxVM で
はノードのクリーンシャットダウンがサポートされており、共有ボリュームへのアクセスがす
べて停止したときに、ノードをクラスタから正常に切断できます。切断後、ホストは操作可
能ですが、クラスタアプリケーションをホスト上で実行することはできません。
VxVM の CVM 機能は、各ボリュームの大域状態の設定情報を保持します。これにより、
VxVM で、ノードがクラッシュしたとき、どのボリュームを修復する必要があるかを確認で
きます。クラッシュまたは正常ではない他の何らかの方法によってノードがクラスタから切
断されると、VxVM は書き込みが完了していない可能性があるボリュームを確認し、マス
ターノードがこれらのボリュームを再同期します。このとき、いずれかのボリュームに対して
有効であるならば、DRL（Dirty Region Log）または FastResync を使えます。
ノードのクリーンシャットダウンは、すべてのクラスタアプリケーションを停止する手順の実
行後または実行時に行う必要があります。クラスタ化されたアプリケーションの特性および
その停止手順によっては、正常な停止に多くの時間（数分から数時間）を要することがあ
ります。たとえば、多くのアプリケーションは、ドレイニングの概念を持っており、新しい作
業を受け付けず、実行中の作業がすべて完了してから終了します。実行時間の長いトラ
ンザクションが実行中の場合は、この処理に時間がかかることがあります。
VxVM の停止手順が呼び出されると、停止するノード上にある共有ディスクグループ内
のボリュームがすべて検証されます。この後、手順は、停止処理を続行するか、次のいず
れかの理由により失敗します。
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■

共有ディスクグループ内のすべてのボリュームが停止していると、VxVM がそれらを
アプリケーションに対して使用不能にします。切断するノード上でこれらのボリューム
が停止しているという情報はすべてのノードに通知されるため、再同期は実行されま
せん。

■

共有ディスクグループ内に起動しているボリュームがあると、停止手順は失敗します。
停止手順は、成功するまで繰り返し再試行される可能性があります。この操作ではタ
イムアウトはチェックされません。タイムアウトチェックは、クラスタ化されたアプリケー
ションが有効な状態にないことを確認する目的で用意されている機能です。

停止処理が正常に終了すると、ノードはクラスタから切断されます。ノードがクラスタに再
び結合されるまで、共有ボリュームにアクセスすることはできません。
停止処理には長い時間がかかることがあるため、停止処理の進行中に他の再構成が実
行される場合があります。通常、他の再構成が完了するまで、停止処理は中断されます。
ただし、停止処理がすでに一定以上進んでいる場合は、停止処理が先に完了します。

クラスタの停止
すべてのノードをクラスタから切断する際に最後のノードが正常に切断されなかった場合
や、正常に切断されなかった以前のノードからの再同期化が完了していない場合には、
クラスタの次回の起動時に共有ボリュームを修復する必要があります。ノードがクラスタに
参加するとき、CVM が自動的にリカバリと再同期のタスクを処理します。

クラスタ環境での DRL
DRL（Dirty Region Log）は、システムのクラッシュ後、ボリュームを迅速に修復するため
に使うボリュームのオプションの属性です。DRL は、クラスタ共有ディスクグループでサ
ポートされています。この項では、クラスタ環境での DRL の動作を簡単に説明します。
クラスタ環境では、DRL の VxVM 実装は通常の実装とはわずかに異なります。
クラスタをサポートしていないシステム上の DRL には、リカバリマップとアクティブマップが
1 つずつ記録されます。ただし、CVM DRL には、クラスタごとに 1 つのリカバリマップと、
クラスタノードごとに 1 つのアクティブマップが記録されます。
クラスタ環境下における DRL のサイズは、リカバリマップに加えクラスタ内の各ノードのア
クティブマップを収容する必要があるため、通常、クラスタ化されていないシステム内のも
のより大きくなります。DRL 内の各マップの大きさは、ブロック 1 つ分または複数分です。
vxassist コマンドは、ボリュームサイズとノード数に合わせて自動的に十分な大きさの
DRL を割り当てます。
クラスタ環境における共有ディスクグループは、専用ディスクグループ（および、そのボ
リューム）と同様に再インポートすることができます。ただし、そのインポートされたディスク
グループの DRL は無効状態と見なされ、結果として、完全なリカバリが実行されます。
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クラスタをサポートしていないシステムの専用ディスクグループとして共有ディスクグルー
プがインポートされる場合、VxVM は、共有ボリュームのログを無効状態であると見なし、
ボリューム全体のリカバリを実行します。リカバリが完了すると、VxVM は DRL を使いま
す。
VxVM のクラスタ機能では、共有されていないボリューム上で DRL リカバリを実行するこ
とができます。ただし、このようなボリュームをクラスタをサポートしている VxVM システム
に移動し、共有としてインポートすると、DRL が小さすぎてすべてのクラスタノードのマッ
プが収容できない可能性があります。このため、VxVM は、このログを無効に設定し、い
ずれにしても、ボリューム全体に対するリカバリを実行します。同様に、2 ノードクラスタか
ら 4 ノードクラスタへの DRL ボリュームの移動を行うと、ログサイズが小さすぎるという結
果になり、VxVM のクラスタ機能がボリューム全体のリカバリを行うことになります。どちら
の場合にも、新しいログに十分な大きさを割り当てる必要があります。
p.56 の 「DRL」 を参照してください。

クラスタ環境での DRL の動作方法
クラスタ内の 1 つ以上のノードがクラッシュすると、DRL はクラッシュが発生した際にそれ
らのノードが使っていたすべてのボリュームのリカバリを実行します。最初のクラスタの起
動時のボリュームの起動操作の間に、アクティブマップの内容すべてがリカバリマップに
統合されます。
クラッシュしたノード（すなわち、ダーティとしてクラスタから切断されたノード）は、DRL ア
クティブマップが影響を受けたすべてのボリュームのリカバリマップに統合されるまで、ク
ラスタへ再結合することができません。リカバリユーティリティは、クラッシュしたノードのア
クティブマップをリカバリマップと比較して、必要な更新をすべて行います。このノードは
その後でのみ、クラスタに再結合してボリュームに対する I/O を再開（アクティブマップを
上書き）できます。この間、他のノードは引き続き I/O を実行することができます。
VxVM は、クラッシュしたノードを追跡します。クラスタ内で一度に複数のノードのリカバリ
が進行している場合、VxVM は、DRL リカバリの状態の変化を追跡して、I/O の衝突を
回避します。
マスターノードは、各ボリュームの DRL リカバリマップの更新を一時的に追跡し、複数の
ユーティリティがリカバリマップを同時に変更するのを回避します。

クラスタ環境での VxVM の管理
次の項では、VxVM のクラスタ機能の管理について説明します。

ノードの状態の要求とマスターノードの検出
vxdctl ユーティリティは、vxconfigd ボリューム設定デーモンの動作を制御します。-c

オプションを指定すると、クラスタ情報を参照し、どのノードがマスターであるかを確認す
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ることができます。vxconfigd デーモンのクラスタ機能が有効かどうかを確認するには、
次のコマンドを使います。
vxdctl -c mode

表 13-6 に、クラスタノードの現在の状態に応じて出力される可能性があるメッセージを示
します。
表 13-6

クラスタの状態メッセージ

状態メッセージ

説明

mode: enabled:
cluster active - MASTER
master: mozart

このノードはマスターノードです。

mode: enabled:
cluster active - SLAVE
master: mozart

このノードはスレーブノードです。

mode: enabled:
cluster active - role not set
master: mozart
state: joining
reconfig: master update

このノードにはまだ役割が割り当てられていませ
ん。現在は、クラスタへの結合処理の実行中で
す。

mode: enabled:
cluster active - SLAVE
master: mozart
state: joining

このノードはスレーブノードとして設定されていま
す。現在は、クラスタへの結合処理の実行中で
す。

mode: enabled:
cluster inactive

クラスタはこのノードでアクティブではありません。

mode: booted:
master: ts4200-04

ルートディスクのカプセル化を有効にしますが、
トランザクションは有効にしません。

mode: disabled:

トランザクションを無効にします。

vxconfigd デーモンが DISABLED 状態の場合は、クラスタ情報は表示されません。
vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。
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LUN が共有ディスクグループ内にあるかどうかの判定
vxdisk ユーティリティは、VxVM ディスクを管理します。vxdisk ユーティリティを使って

LUN がクラスタ共有ディスクグループに属するかを判定するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdisk list accessname

ここで、accessname には、ディスクアクセス名（または、デバイス名）を指定します。
たとえば、このコマンド（デバイス sde に対する）の出力の一部を次に示します。
Device:
devicetag:
type:
clusterid:
disk:
timeout:
group:
flags:
...

sde
sde
auto
cvm2
name=shdg01 id=963616090.1034.cvm2
30
name=shdg id=963616065.1032.cvm2
online ready autoconfig shared imported

［clusterid］フィールドには cvm2（クラスタの名前）が設定され、［flags］フィールドには
shared に関するエントリが含まれます。imported フラグは、ノードがクラスタの一部であ
り、ディスクグループがインポートされた場合のみ設定されます。

共有ディスクグループの一覧表示
vxdg は、共有ディスクグループに関する情報の一覧表示に使われます。すべてのディ

スクグループに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list

このコマンドの出力例を次に示します。
NAME
group2
group1

STATE
enabled,shared
enabled,shared

ID
774575420.1170.teal
774222028.1090.teal

共有ディスクグループは、共有（shared）フラグで示されます。
共有ディスクグループに関する情報のみを表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg -s list

このコマンドの出力例は、次のとおりです。
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NAME
group2
group1

STATE
enabled,shared
enabled,shared

ID
774575420.1170.teal
774222028.1090.teal

特定のディスクグループ 1 つに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg list diskgroup

マスターノード上で vxdg list group1 コマンドを実行した場合の出力例を次に示しま
す。
Group:
group1
dgid:
774222028.1090.teal
import-id: 32768.1749
flags:
shared
version:
140
alignment: 8192 (bytes)
ssb:
on
local-activation: exclusive-write
cluster-actv-modes: node0=ew node1=off
detach-policy: local
dg-fail-policy: leave
copies:
nconfig=2 nlog=2
config:
seqno=0.1976 permlen=1456 free=1448 templen=6
loglen=220
config disk sdk copy 1 len=1456 state=clean online
config disk sdk copy 1 len=1456 state=clean online
log disk sdk copy 1 len=220
log disk sdk copy 1 len=220

［flags］フィールドには、shared が設定されることに注意してください。同じコマンドをス
レーブノード上で実行した場合、出力は多少異なります。［local-activation］フィー
ルドおよび［cluster-actv-modes］フィールドには、このノードおよびクラスタ内の各ノー
ドのアクティベーションモードが表示されます。detach-policy フィールドと
dg-fail-policy フィールドはそれぞれ、クラスタがディスクへの接続を失った場合、お
よびディスク上の設定とログのコピーへの接続を失った場合のクラスタの動作を示します。

共有ディスクグループの作成
共有ディスクグループを作成するコマンドはマスターノードからのみ実行できます。
クラスタを設定するためにクラスタソフトウェアを実行している場合は、次のコマンドを使っ
て共有ディスクグループを作成することができます。
# vxdg -s init diskgroup [diskname=]devicenames
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ここで、diskgroup にはディスクグループ名を、diskname には VM ディスクに対して選
択された管理名を、devicename にはデバイス名（または、ディスクアクセス名）を指定し
ます。
警告: OS は、ディスクが共有されているか判定できません。複数のシステムによってアク
セスされる可能性のあるディスクを扱う場合にデータの一貫性を確保するには、ディスク
グループにディスクを追加する際に正確な指定を行ってください。VxVM は、そのディス
クからアクセス可能なノードがクラスタ内の唯一のノードである場合に、物理的に共有され
ていないディスクの共有ディスクグループへの追加を許可します。ただし、これは他のノー
ドがクラスタに結合できないことを意味します。さらに、2 つのノード上の別のディスクグ
ループへ同時に同じディスクの追加を試みると、その結果は未定義になります。すべて
の設定は、1 つのノードでのみ、可能であればマスターノードで行ってください。

共有ディスクグループのインポート
共有ディスクグループをインポートするコマンドはマスターノードからのみ実行できます。
ディスクグループは、vxdg -s import コマンドを使って、共有ディスクグループとしてイ
ンポートすることができます。クラスタソフトウェアが実行される前にディスクグループが設
定された場合、そのディスクグループは、次のコマンドを使って、クラスタにインポートする
ことができます。
# vxdg -s import diskgroup

diskgroup にはディスクグループの名前または ID を指定します。クラスタの次の再起動
以降は、ディスクグループは自動的に共有ディスクグループとしてインポートされます。
vxdg ユーティリティを実行する前に、ディスクグループのデポートが（vxdg deport
diskgroup コマンドを使って）必要になる可能性があることに、注意してください。

ディスクグループの強制インポート
vxdg コマンドに、-f オプションを指定して、ディスクグループを強制的にインポートする

ことができます。
警告: 強制オプション（-f）の使用にあたっては注意が必要です。データの破損などの結
果を招く可能性があることを十分に認識したうえで使ってください。
クラスタの再起動時、VxVM は、次の理由のいずれかにより、ディスクグループの自動イ
ンポートを拒否することがあります。
■

ディスクグループ内のあるディスクが、ハードウェアエラーのため、アクセス不能であ
る。この場合には、次のコマンドを使って、そのディスクグループを強制的に再イン
ポートします。
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# vxdg -s -f import diskgroup

メモ: 強制インポート後は、ボリューム上のデータを利用できない場合や、一部のボ
リュームが無効な状態になっている場合があります。
■

共有ディスクグループの一部のディスクにアクセスできないため、ディスクグループが
すべてのディスクにはアクセスできません。この場合には、結果としてミラーに不整合
を起こすことがあり、強制インポートは安全ではないため実行してはいけません。

共有ディスクグループから専用ディスクグループへの変換
共有ディスクグループを変換するコマンドはマスターノードからのみ実行できます。
共有ディスクグループを専用ディスクグループに変換するには、まず、次のコマンドを使っ
てマスターノードからその共有ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport diskgroup

その後、次のコマンドを使って、任意のクラスタノード上にそのディスクグループを再イン
ポートします。
# vxdg import diskgroup

共有ディスクグループ間のオブジェクト移動
共有ディスクグループ間でオブジェクトを移動するコマンドはマスターノードからのみ実行
できます。専用ディスクグループと共有ディスクグループの間で、オブジェクトを移動する
ことはできません。
vxdg move コマンドを使って、ディスクや最上位ボリュームなどの自己完結型の VxVM

オブジェクトのセットをディスクグループ間で移動できます。クラスタ環境では、ディスクグ
ループがインポートされている任意のクラスタノードから専用ディスクグループ間で、この
ようなオブジェクトを移動することができます。
p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

共有ディスクグループの分割
vxdg split コマンドを使って、自己完結型の VxVM オブジェクトのセットをインポートし

たディスクグループから削除し、新しく作成したディスクグループに移動できます。
p.260 の 「ディスクグループの分割」 を参照してください。
専用ディスクグループを分割すると専用ディスクグループが 1 つ作成され、また共有ディ
スクグループを分割すると共有ディスクグループが 1 つ作成されます。クラスタ環境では
任意のクラスタノードから専用ディスクグループを分割することができます。共有ディスク
グループを分割するコマンド、または分割後共有されるターゲットディスクグループを作
成するコマンドは、マスターノードからのみ実行できます。
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p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェクト移動」 を参照してください。

共有ディスクグループの結合
専用ディスクグループと共有ディスクグループを結合することはできません。
vxdg join コマンドを使って、2 つのインポートしたディスクグループの内容を結合でき

ます。クラスタ環境では、任意のクラスタノードから 2 つの専用ディスクグループを結合す
ることができます。
ソースディスクグループとターゲットディスクグループの両方が共有されている場合は、マ
スターノードから結合するコマンドを実行する必要があります。
p.261 の 「ディスクグループの結合」 を参照してください。

共有ディスクグループ上のアクティベーションモードの変更
クラスタノードによる共有ディスクグループへのアクセスに対するアクティベーションモー
ドは、そのノード上で直接設定されます。
共有ディスクグループのアクティベーションモードは、次のコマンドを使って、変更するこ
とができます。
# vxdg -g diskgroup set activation=mode

アクティベーションモードには、排他書き込み（exclusivewrite、ew）、読み取り専用
（readonly、ro）、共有読み取り（sharedread、sr）、共有書き込み（sharedwrite、sw）、
非活性（off）のいずれかを指定します。
このコマンドを使って共有ディスクグループのアクティベーションモードを変更する場合
は、次に示すように、最初にアクティベーションモードを off に変更してからそれ以外の
値に設定する必要があります。
# vxdg -g myshdg set activation=off
# vxdg -g myshdg set activation=readonly

p.487 の 「共有ディスクグループのアクティブ化モード」 を参照してください。

共有ディスクグループのディスク切断ポリシーの設定
共有ディスクグループのディスク切断ポリシーは、マスターノードからのみ設定できます。
vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループの切断ポリシーをグローバル（global）ま

たはローカル（local）に設定できます。
# vxdg -g diskgroup set diskdetpolicy=global|local

ディスク切断ポリシーのデフォルトは、グローバル（global）です。
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p.489 の 「共有ディスクグループの接続性ポリシー」 を参照してください。

共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーの設定
共有ディスクグループのディスクグループ障害ポリシーは、マスターノードからのみ設定
できます。
vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループの障害ポリシーを無効化（dgdisable）ま

たは切断（leave）に設定できます。
# vxdg -g diskgroup set dgfailpolicy=dgdisable|leave

障害ポリシーのデフォルトは、無効化（dgdisable）です。
p.493 の 「ディスクグループの障害ポリシー」 を参照してください。

排他的起動権限を持つボリュームの作成
すべての共有ボリューム（排他的起動権限を持つボリュームを含む）は、マスターノードか
らのみ作成することができます。
vxassist コマンドを使ってボリュームを作成する際に exclusive=on 属性を指定する

と、そのボリュームを同時に起動できるノードをクラスタ内で 1 つに制限することができま
す。たとえば、ディスクグループ dskgrp 内にミラーボリューム volmir を作成し、排他的
起動権限を設定するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g dskgrp make volmir 5g layout=mirror exclusive=on

また、同じノードによる複数のボリュームの起動もサポートされています。ボリュームを起
動したノードがそのボリュームを完全に停止するまで、他のノードはそのボリュームを起動
できません。
代わりに exclusive=off を指定すると、1 つのボリュームをクラスタ内の複数のノードで
同時に起動できるようになります。これがデフォルトの動作です。

ボリュームへの排他的起動権限の設定
ボリューム上の排他的起動権限は、マスターノードからのみ設定できます。また、この属
性を設定する際には、ボリュームを起動しているノードがクラスタ内に存在しないことを確
認してください。
vxvol コマンドに exclusive=on 属性を指定すると、既存のボリュームを同時に起動で
きるノードをクラスタ内で 1 つに制限することができます。
たとえば、ディスクグループ dskgrp 内のボリューム volmir に排他的起動権限を設定す
るには、次のコマンドを使います。
# vxvol -g dskgrp set exclusive=on volmir
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また、同じノードによる複数のボリュームの起動もサポートされています。ボリュームを起
動したノードがそのボリュームを完全に停止するまで、他のノードはそのボリュームを起動
できません。
代わりに exclusive=off を指定すると、1 つのボリュームをクラスタ内の複数のノードで
同時に起動できるようになります。これがデフォルトの動作です。

クラスタプロトコルのバージョンの表示
次のコマンドは、ノード上で稼動しているクラスタプロトコルのバージョンを表示します。
# vxdctl list

このコマンドの出力は、次のようになります。
Volboot file
version: 3/1
seqno: 0.19
cluster protocol version: 90
hostid: giga
entries:

また、次のコマンドを使って、既存のクラスタプロトコルのバージョンを確認することもでき
ます。
# vxdctl protocolversion

このコマンドの出力は、次のようになります。
Cluster running at protocol 90

サポートされているクラスタプロトコルのバージョン範囲の表示
次のコマンドは、ノードがサポートしている最大と最小のプロトコルバージョンおよび現在
のプロトコルバージョンを表示します。
# vxdctl support

このコマンドの出力は、次のようになります。
Support information:
vxconfigd_vrsn:
31
dg_minimum:
20
dg_maximum:
150
kernel:
31
protocol_minimum:
90
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protocol_maximum:
protocol_current:

90
90

また、次のコマンドを使って、最新の Veritas Volume Manager リリースがサポートして
いるクラスタプロトコルのバージョンの範囲を表示することができます。
# vxdctl protocolrange

このコマンドの出力は、次のようになります。
minprotoversion: 90, maxprotoversion: 90

クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード
クラスタのプロトコルバージョンは、マスターノードからのみ更新できます。
クラスタ内のすべてのノードを新しいクラスタプロトコルのバージョンをサポートするように
更新した後、マスターノード上で次のコマンドを使って、クラスタ全体をアップグレードで
きます。
# vxdctl upgrade

共有ディスクグループ内のボリュームのリカバリ
ボリュームのリカバリを行うコマンドはマスターノードからのみ実行できます。
vxrecover ユーティリティは、ディスク交換後のプレックスおよびボリュームのリカバリに

使われます。ノードがクラスタから切断される際に、矛盾のある状態でいくつかのミラーが
残されることがあります。vxrecover ユーティリティは、このようなボリュームのリカバリに使
うことができます。vxrecover に -c オプションを指定すると、共有ディスクグループ内の
すべてのボリュームのリカバリが行われます。vxconfigd デーモンは、必要に応じて自
動的に、-c オプションを付けて vxrecover ユーティリティを呼び出します。
警告: vxrecover ユーティリティの実行中は、システム処理効率が多少低下することがあ
ります。

クラスタパフォーマンスの統計の取得
vxstat ユーティリティは、指定されたオブジェクトについて統計を返します。クラスタ環境

では、vxstat はクラスタ内のノードすべてから統計を収集します。統計は、要求されたオ
ブジェクトに対する、すべてのノードからの総使用量を示します。ローカルオブジェクトが
指定された場合は、ローカルな使用量が返されます。
次の形式のコマンドを使って、選択的に、ノードのサブセットを指定できます。
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# vxstat -g diskgroup -n node[,node...]

ここで、node は CVM ノードの ID 番号です。次のコマンドを使って、CVM ノード ID を確
認できます。
# vxclustadm nidmap

複数のノードをカンマで区切りリストとして指定すると、vxstat ユーティリティはそのリスト
に含まれるノードの統計量の合計を表示します。
たとえば、ノード 2、ボリューム vol1 に対する統計を取得するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxstat -g group1 -n 2 vol1

このコマンドの出力は、次のようになります。

TYP
vol

NAME
vol1

OPERATIONS
BLOCKS
READ
WRITE READ
2421
0
600000

WRITE
0

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
99.0
0.0

クラスタ全体の統計量を取得し表示するには、次のコマンドを使います。
# vxstat -b

すべてのノードに対する統計量が合計されます。たとえば、I/O 操作がノード 1 で 100 回
実行され、ノード 2 で 200 回実行された場合、vxstat -b コマンドで表示される I/O 操
作の回数は合計の 300 回になります。
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14
サイトとリモートミラーの管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

サイトとリモートミラーについて

■

既存のディスクグループに対するサイトの一貫性の設定

■

リモートミラー設定としての新しいディスクグループの設定

■

ファイアドリル - 設定のテスト

■

サイト名の変更

■

リモートミラー設定の管理

■

サイトを指定したストレージ割り当ての例

■

サイト情報の表示

■

障害とリカバリのシナリオ

サイトとリモートミラーについて
リモートミラー設定（キャンパスクラスタまたはストレッチクラスタとも呼ぶ）では、通常 1 カ
所に配置されるクラスタのホストとストレージが 2 つ以上のサイトに分割されます。通常、
これらのサイトには、ストレージへのアクセスとクラスタノード間でのプライベートリンク通信
を提供する、冗長高キャパシティネットワークを介して接続します。
図 14-1 に、標準的な 2 サイトリモートミラー設定を示します。
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2 サイトリモートミラー設定の例

図 14-1

サイト A

プライベート
ネットワーク

クラスタ
ノード

MAN または
WAN リンク
（ファイバーチ
ャネルまたは
DWDM）

ファイバーチャ
ネルハブまたは
スイッチ

ディスクエンクロージャ

サイト B

クラスタ
ノード

ファイバーチャ
ネルハブまたは
スイッチ

ディスクエンクロージャ

ディスクグループをサイトにあるストレージにわたって設定している場合にサイト間通信が
中断されると、それぞれのサイトがローカルディスクグループの設定コピーを更新し続け
た結果、シリアルスプリットブレイン条件が発生する可能性があります。
p.244 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。
VxVM は、シリアルスプリットブレイン条件の処理、リモートミラーの健全性の監視、各種
の障害に対するクラスタの堅ろう性のテスト（ファイアドリルとも呼ぶ）のためのしくみを提
供します。
他のサイトにアクセスできなくなった場合にサイトでアプリケーションとサービスを正しく機
能させるには、各サイトで各ボリュームの完全なプレックスを少なくとも 1 つ設定し（サイト
ベースの割り当て）、各サイトのプレックス内にあるデータの一貫性を保証する（サイトの
一貫性）必要があります。
ディスクにサイト名のタグを設定することで、ボリュームの作成、サイズ変更、再配置時や
ボリュームのレイアウト変更時にストレージを正しい場所から割り当てられます。
図 14-2 に 2 つのサイトそれぞれに 2 つのプレックスを設定した、サイトの一貫性がある
ボリュームの例を示します。
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2 つのサイトそれぞれに 2 つのプレックスを設定した、サイトの一貫
性があるボリューム

図 14-2

サイト A

サイト B
ディスクグループ

ボリューム V

プレックス
P1

プレックス
P2

プレックス
P3

プレックス
P4

プレックス P1 と P2 のストレージには、サイト A に所属するタグを設定したストレージを割
り当て、プレックス P3 と P4 には、サイト B に所属するタグを設定したストレージを割り当
てます。
この図には表示されていませんが、DCO ログボリュームもこのサイトでミラー化され、ディ
スクグループ設定のコピーがサイトで配布されます。
サイトの一貫性とは、ボリュームのプレックス内のデータは各サイトで一貫性がなければな
らないことを意味します。ボリュームのサイト一貫性は、サイトで最後の完全なプレックスに
障害が発生したときにそのサイトを切断することによって保証されます。サイトに障害が発
生すると、そのサイトのすべてのプレックスが切断され、サイトは切断されたと見なされま
す。サイトの一貫性が有効になっていない場合、障害が発生したプレックスのみが切断さ
れます。そのサイトの残りのボリュームとそのボリュームのプレックスは切断されません。
読み込みの処理効率を向上するために、VxVM では、siteread 読み取りポリシーがボ
リュームに設定されている場合、アプリケーションを実行しているローカルサイトのプレッ
クスから読み込みを行います。書き込みは、すべてのサイトのプレックスに書き込まれま
す。
図 14-3 に、同様にサポート対象のリモートストレージのみを使用した設定を示します。
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リモートストレージのみの 2 サイト設定の例

図 14-3

サイト A
クラスタまた
はスタンドア
ロンシステム

ファイバー
チャネルハブ
または
スイッチ

ディスクエンクロージャ

サイト B

MAN または
WAN リンク
（ファイバー
チャネルまた
は DWDM）
ファイバー
チャネルハブ
またはスイッチ

ディスクエンクロージャ

サイトベースの割り当てについて
サイトベースの割り当てポリシーは、サイトで設定されているディスクグループにはデフォ
ルトで強制的に適用されます。サイトベースの割り当てでは、各ボリュームはディスクグ
ループで設定されている各サイトで 1 つ以上のプレックスを保有している必要があります。
サイトで設定されているディスクグループ内に新しいボリュームが作成されると、allsites
属性はデフォルトで on に設定されます。allsites 属性は、ボリュームはディスクグルー
プで設定されている各サイトで 1 つ以上のプレックスを保有する必要があることを示しま
す。新しいボリュームでは、読み取りポリシーはデフォルトで siteread に設定されます。
サイトにわたるミラーが必要ない場合、または不可能な場合（RAID 5 ボリュームの場合な
ど）、allsites=off 属性を vxassist コマンドに指定します。サイトがディスクグループ
で設定されている場合、プレックスは常にサイトに限定され、複数のサイトにわたることは
ありません。この設定は無効にできません。
ディスクグループに新しいサイトを追加する前に、次の必要条件が満たされていることを
確認します。
■

追加しようとしているサイト（タグが付けられたサイト）にディスクが存在するか、ディス
クグループにディスクが追加される必要があります。
が設定されているディスクグループ内の既存の各ボリュームは、追加され
るサイトで 1 つ以上のプレックスを保有している必要があります。この条件が満たされ

■ allsites
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ない場合、ディスクグループにサイトを追加するコマンドは失敗します。-f オプショ
ンを指定すると、コマンドはエラーになりませんが、ボリュームの allsites 属性が
off に設定されます。
メモ: デフォルトでは、作成されるボリュームはディスクグループ内でサイトが設定されると
きにミラー化されます。初回の同期はミラー間で行われます。ボリュームのサイズによって
は、同期に長い時間がかかることがあります。ミラー間の初回の同期を実行する必要がな
ければ、vxassist コマンドで init=active を使います。

サイトの一貫性について
サイトの一貫性とは、特定のボリュームセットについての各サイトのデータが、いつの時点
でもアプリケーションとの間で一貫性を持つことを意味します。サイトの一貫性が設定され
たボリュームでは、ディスクグループ内で設定されている各サイトに 1 つ以上のプレックス
（ミラー）が存在する必要があります。サイト一貫性は、サイトの一貫性が設定されたサイト
のボリュームが最後の完全なプレックスを失ったときにそのサイトを切断することによって
保証されます。サイトの切断により、そのサイトのすべてのプレックスが切断され、同時に
それ以降、そのサイトの設定コピーに対する設定の更新が許可されなくなります。目的の
ボリュームで siteconsistent 属性を on に設定して、この動作を有効にします。
siteconsistent 属性を off に設定すると、障害が起きたプレックスのみが切断されま

す。そのサイトの残りのボリュームのプレックスは切断されません。
siteconsistent 属性は、ディスクグループレベルにも存在し、ディスクグループの境界

でサイト一貫性機能を有効または無効にするために利用できます。また、ディスクグルー
プに対して siteconsistent 属性を有効にすると、そのディスクグループ内に作成され
る新しいボリュームはそれぞれ、ディスクグループのサイトの一貫性をデフォルトで継承し
ます。ディスクグループに対して siteconsistent 属性を設定しても、既存のボリューム
の siteconsistent 属性に影響はありません。サイトの一貫性は、個々のボリュームで
制御することもできます。
デフォルトでは、ボリュームは所属するディスクグループに設定されている値を継承しま
す。
デフォルトでは、サイトの一貫性が設定されたボリュームを作成すると、関連付けされた
バージョン 20 の DCO ボリュームも作成され、ボリュームの永続 FastResync が有効にな
ります。これにより、サイトの再接続時にボリュームのリカバリがより高速になります。
ディスクグループに対してサイトの一貫性を設定する前に、次の必要条件が満たされて
いることを確認します。
■

Site Awareness 機能を有効にするライセンスがリモートミラー設定内のすべてのホス
トでインストールされている必要があります。

■

サイトの一貫性を有効にする前に、ディスクグループ内に 2 つ以上のサイトが設定さ
れている必要があります。
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■

ディスクグループに siteconsistent 属性を設定する前に、ディスクグループ内の
すべてのディスクをいずれかのサイトに登録する必要があります。

サイトタグについて
リモートミラー設定では、ディスクグループの各ストレージデバイスにはサイト情報のタグ
を付ける必要があります。サイトタグは、デバイスが関連付けられるサイトを示します。VxVM
は VxVM で初期化されたディスクに、任意の名前と値の組み合わせを使ってタグを付け
る機能を備えています。タグ名 site は VxVM によって予約されており、タグが付けられ
たディスクのサイト情報の識別に使われます。コマンド vxdisk settag を使うと、1 つの
エンクロージャの複数またはすべてのディスクにタグを付けるか、複数のエンクロージャの
ディスクにタグを付けることができます。コマンドでディスクグループを指定すると、タグを
付ける範囲をディスクグループ内のディスクに限定できます。
自動サイトタグ付けを使い、ディスクグループにディスクを追加するときにサイトタグをディ
スクに割り当てることができます。自動サイトタグ付けが有効な場合、新しく追加したディ
スクや LUN はディスクグループに保存されているサイトとエンクロージャ間のマッピング
のサイトタグを継承します。自動サイトタグ付けを使うには、ディスクグループの自動サイ
トタグ付けを有効にしてから、ディスクグループのエンクロージャにサイト名を割り当てま
す。そのディスクグループ内のディスクや LUN は、それらが属するエンクロージャからタ
グを継承します。

サイトの読み取りポリシーについて
読み込みの処理効率を向上するために、VxVM では、siteread 読み取りポリシーがボ
リュームに設定されている場合、アプリケーションを実行しているローカルサイトのプレッ
クスから読み込みを行います。書き込みは、すべてのサイトのプレックスに書き込まれま
す。サイト情報を使ってホストにタグ付けすることで、VxVM はホストが属するサイトを識別
します。あるサイトからホストが読み込みを開始すると、同じサイトのタグが付いているディ
スクによってその要求が満たされます。ホストとディスクに正しいサイト情報でタグを付け
ると、siteread 読み取りポリシーの使用時に読み取りの処理効率が最大限になります。
Site Awareness 機能を有効にするライセンスがリモートミラー設定のすべてのホストにイ
ンストールされ、複数のサイトでサイトの一貫性が有効になるようにディスクグループが設
定され、allsites=on 属性がボリュームに対して指定されている場合、デフォルトの読み
取りポリシーは siteread です。
siteread ポリシーが設定されていない場合は、次のコマンドを使って、ボリュームでの

読み取りポリシーを siteread ポリシーに設定します。
# vxvol [-g diskgroup] rdpol siteread volume

ホストに対してサイト名が設定されていない場合、このコマンドは無効です。
p.363 の 「ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更」 を参照してください。
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既存のディスクグループに対するサイトの一貫性の設定
サイト一貫性機能を使うには、設定に関連するすべてのホストとサイトに Site Awareness
機能を有効にするライセンスがインストールされている必要があります。
既存のディスクグループにサイトの一貫性を設定するには、次の手順を実行します。

1

ディスクグループに対して vxdg upgrade コマンドを実行して、ディスクグループが
少なくともバージョン 140 に更新されていることを確認します。
# vxdg upgrade diskgroup

2

ディスクグループにアクセスできる各ホストでサイト名を定義します。
# vxdctl set site=sitename

3

ディスクグループ内のすべてのディスクに該当するサイト名のタグを設定します。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename disk1 disk2

また、指定したエンクロージャ内のすべてのディスクにタグを設定するには、次のコ
マンドを使います。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename
encl:encl_name

4

サポートされていない RAID-5 ボリュームを別のディスクグループへ移動するには、
vxdg move コマンドを使います。または、vxassist convert コマンドを使って、ボ
リュームを mirror、mirror-stripe などのサポートされているレイアウトに変換しま
す。site や mirror=site ストレージ割り当て属性を使って、正しいストレージにプ
レックスが作成されるようにできます。

5

各サイトでボリュームのプレックス数が少なくとも 1 つになるようにするには、vxevac
コマンドを使います。site や mirror=site ストレージ割り当て属性を使って、正し
いストレージにプレックスが作成されるようにできます。

6

各サイトのサイトレコードをディスクグループに登録します。
# vxdg -g diskgroup addsite sitename

7

ディスクグループに対するサイトの一貫性をオンにします。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on
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8

各サイトへのデータレプリケーションが必要なボリュームに対して、allsites フラグ
を有効にします。
# vxvol [-g diskgroup] set allsites=on volume

9

ディスクグループ内の、サイトの一貫性が必要な既存の各ボリュームに対して、サイ
トの一貫性を有効にします。DCOv20 をまだ接続していなければ、これを接続する必
要もあります。DCOv20 はサイトの切断と再接続が瞬時に行われるようにするために
必要です。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=on volume ...

リモートミラー設定としての新しいディスクグループの設
定
メモ: リモートミラー機能を使うには、設定に関連するすべてのホストとサイトに Site
Awareness 機能を有効にするライセンスがインストールされている必要があります。
この項では新しいディスクグループの設定について説明します。リモートミラーの設定とし
て既存のディスクグループを設定するには、追加手順が必要になることがあります。
リモートミラー設定用の新しいディスクグループの設定

1

ディスクグループにアクセスできる各ホストのサイト名を定義します。
# vxdctl set site=sitename

サイトに割り当てられている名前は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。

2

各サイトのストレージを含むディスクグループを作成します。

3

サイトごとに、サイトレコードをディスクグループに登録します。
# vxdg -g diskgroup [-f] addsite sitename

4

次のいずれかを実行します。
■

ディスクグループに関係なくすべてのディスクにタグを付ける場合は、次の手順
を実行します。
ディスクかエンクロージャにサイト名を割り当てます。サイトタグはディスクレベル
またはエンクロージャレベルで設定できます。1 つ以上のエンクロージャを指定
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する場合、サイトタグはディスクディスクグループ内のそのエンクロージャ内のディ
スクに適用されます。次のコマンドを入力します。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename ¥
disk disk1... |encl:encl_name encl:encl_name1...

ここで、ディスクはディスクアクセス名またはディスクメディア名で指定できます。
■

ディスクグループに追加される新しいディスクに、それらが属するエンクロージャ
に基づいてタグを自動的に付ける場合は、次の手順をこの順番で実行します。
これらの手順を使えるのは単一のグループのディスクに限られます。
■

必要に応じて、ディスクグループに対する autotagging ポリシーを on に設
定します。自動タグ付けはデフォルト設定です。したがってこの手順が必要
なのは、自動タグ付けポリシーが以前に無効にされた場合のみです。自動タ
グ付けをオンにするには、次のコマンドを入力します。
# vxdg [-g diskgroup] set autotagging=on

■

サイトとエンクロージャの組み合わせごとに、サイトとエンクロージャ間のマッ
ピング情報をディスクグループに追加します。次のコマンドを入力します。
# vxdg [-g diskgroup] settag encl:encl_name1 site=sitename1

このコマンドの結果として、指定したディスクグループ内のエンクロージャ
encl_name1 のすべてのディスクに、サイト情報を使ってタグが付けられま
す。

5

ディスクグループに対するサイトの一貫性の必要条件を有効にします。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on

ファイアドリル - 設定のテスト
警告: サービスまたはデータの潜在的な損失を回避するには、次の手順を稼働中のシス
テムで実行しないことをお勧めします。
サイトのボリュームとディスクグループの一貫性を有効にしてから、考えられる各種の障害
が発生した場合に実行する手順の有効性を確認してください。ファイアドリルを使うと、サ
イト障害などの災害シナリオからのリカバリ中にサイトを正常に起動できることをテストでき
ます。
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サイト障害のシミュレート
サイトの障害をシミュレートするには、次のコマンドを使って指定したサイトのすべてのデ
バイスを切断します。
# vxdg -g diskgroup [-f] detachsite sitename

サイトのストレージに設定されたプレックスのいずれかが現在オンラインである場合、-f
オプションを指定する必要があります。
サイトが切断された後、利用可能なサイトでアプリケーションが正しく動作する必要があり
ます。この手順はプライマリサイトが正常であることを確認します。セカンダリサイトを確認
することで、ファイアドリルを続行します。

セカンダリサイトの確認
プライマリサイトからサイトを切断したら、アプリケーションがセカンダリサイトで正しく起動
するかどうかを確認します。ファイアドリルは、プライマリサイトで災害が発生したときにア
プリケーションをセカンダリで確実に動作できるようにします。この手順は、ファイアドリル
操作が開始される前にアプリケーションが正しく動作していることを前提とします。
セカンダリサイトを確認するには、次のコマンドを使って、切断されたサイトを異なるホスト
にインポートします。
# vxdg -o site=sitename import dgname

次に、アプリケーションを開始します。アプリケーションがセカンダリサイトで正しく動作す
れば、セカンダリのサイトの整合性が確認されます。

シミュレート用のサイト障害からのリカバリ
シミュレート用のサイト障害についてセカンダリのデータを検証したら、セタンダリサイトか
らディスクグループをデポートします。次に、サイトをプライマリホストに再接続します。
次のコマンドを使って、サイトを再接続し、ディスクグループをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup [-o overridessb] reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup

シリアルスプリットブレイン条件を指示した場合、-o overridessb オプションの指定が
必要なことがあります。
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サイト名の変更
リモートミラー設定内の各サイトの識別に使われるサイト名（タグ）は変更できます。サイト
名を変更すると、ディスクグループ内のサイトレコードが変更されます。また、既存のサイ
ト名でタグ付されているすべてのディスクとエンクロージャのサイト名も変更されます。
サイト名を変更した後、そのサイトに属する各ホストのサイト名を明示的に変更する必要
があります。
サイト名を変更するには
◆

次のように新しいサイト名を指定します。
# vxdg [-g diskgroup] renamesite old_sitename new_sitename

ホストのサイト名のリセット
サイトの名前を変更する場合は、新しいサイト名を参照するように各ホストを明示的に設
定する必要があります。
ホストのサイト名をリセットするには

1

ホストからサイト名を削除します。
# vxdctl [-F] unset site

インポートしたディスクグループをサイトに登録する場合は、-F オプションが必須で
す。

2

ホストの新しいサイト名を設定します。
# vxdctl set site=sitename

サイトに割り当てられている名前は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。

リモートミラー設定の管理
リモートミラーサイトを設定したら、設定管理のための追加タスクに関する以降の項を参照
してください。

ディスクまたはエンクロージャのサイトタグの設定
リモートミラー設定をセットアップするには、ディスクグループ内の各ストレージデバイスが
どのサイトに属するかを指定します。1 つ以上のディスクまたはエンクロージャにサイトタ
グを割り当てます。ディスクまたはエンクロージャがディスクグループに属さなければ、こ
の方法を使ってサイトタグを割り当てる必要があります。
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サイト名を使ってディスクまたはエンクロージャにタグを付けるには
◆

次のコマンドを使って 1 つ以上のディスクまたはエンクロージャにサイト名を割り当て
ます。
# vxdisk [-g diskgroup] settag site=sitename ¥
disk disk1...|encl:encl_name encl:encl_name1...

ここで、ディスクはディスクアクセス名またはディスクメディア名で指定できます。
サイトに登録されたディスクまたはエンクロージャを表示するには
◆

サイトに登録されているディスクまたはエンクロージャを調べるには、次のコマンドを
使います。
# vxdisk [-g diskgroup] listtag

ディスクまたはエンクロージャからサイトタグを削除するには
◆

ディスクまたはエンクロージャからサイトタグを削除するには、次のコマンドを使いま
す。
# vxdisk rmtag site=sitename ¥
disk disk1...|encl:encl_name encl:encl_name1...

ディスクグループに対する自動サイトタグ付けの設定
ディスクまたは LUN のタグをエンクロージャから継承する場合、自動サイトタグ付けを設
定します。ディスクグループに対して自動サイトタグ付けを有効にしたら、ディスクグルー
プ内のエンクロージャにサイト名を割り当てます。そのディスクグループに追加されるディ
スクまたは LUN は、それらが属するエンクロージャからタグを継承します。
ディスクグループに対して自動サイトタグ付けを設定するには

1

ディスクグループに対する自動タグ付けポリシーをオンに設定します。自動タグ付け
はデフォルト設定です。したがってこの手順が必要なのは、自動タグ付けポリシーが
以前に無効にされた場合のみです。
自動タグ付けをオンにするには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] set autotagging=on

2

次のコマンドを使って、ディスクグループ内のエンクロージャにサイト名を割り当てま
す。
# vxdg [-g diskgroup] settag encl:encl_name site=sitename
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ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには
◆

ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] listtag site=sitename

エンクロージャまたはディスクグループからサイトタグを削除するには
◆

ディスクグループからサイトタグを削除するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] rmtag [encl:encl_name] site=sitename

ボリュームに対するサイトの一貫性の設定
ボリュームの作成時にサイトの一貫性必要条件を設定するには、次に示すように vxassist
make コマンドに siteconsistent 属性を指定します。
# vxassist [-g diskgroup] make volume size ¥
nmirror=4 siteconsistent={on|off}

デフォルトでは、ボリュームは所属するディスクグループに設定されている値を継承しま
す。
デフォルトでは、サイトの一貫性が設定されたボリュームを作成すると、関連付けされた
バージョン 20 の DCO ボリュームも作成され、ボリュームの永続 FastResync が有効にな
ります。これにより、サイトの再接続時にボリュームのリカバリがより高速になります。
既存のボリュームに対してサイトの一貫性必要条件をオンにするには、次の形式の vxvol
コマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=on volume

ボリュームに対してサイトの一貫性必要条件をオフにするには、次のコマンドを使います。
# vxvol [-g diskgroup] set siteconsistent=off volume

サイトの一貫性が設定されたディスクグループ内の RAID 5 ボリュームでは、
siteconsistent 属性と allsites 属性を off に設定する必要があります。

サイトを指定したストレージ割り当ての例
表 14-1 に、vxassist コマンドでサイトを使ってストレージを割り当てる方法の例を示し
ます。この例では、ディスクグループ ccdg はサイトの一貫性が有効にされており、site1
と site2 の 2 つのサイトでディスクが構成されているものとします。また、ccdg01、ccdg02、
ccdg03 はサイト site1 によってタグ付けされたディスクのディスクメディア名で、ccdg09、
ccdg10、ccdg11 はサイト site2 でタグ付けされたディスクのディスクメディア名です。
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表 14-1

サイトを指定したストレージ割り当ての例

コマンド

説明

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2

各サイトにミラーを 1 つ持つボリュームを
作成します。nmirror キーワードはオ
プションです。nmirror キーワードを指
定する場合、その値はサイト数と同じ値
にする必要があります。

# vxassist -g ccdg -o ordered ¥
make vol 2g ¥
layout=mirror-stripe ncol=3 ¥
ccdg01 ccdg02 ccdg03 ccdg09 ¥
ccdg10 ccdg11

複数のサイトにわたる冗長性を有効にす
るために、割り当て順を指定してミラー化
ストライプボリュームを作成します。名前
付きのディスクには該当するサイト名のタ
グが設定されており、各サイトにはボ
リュームを作成するための十分なディス
クがある必要があります。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 ccdg01 ccdg09

名前付きの各ディスクにミラーを 1 つ持
つボリュームを作成します。名前付きの
ディスクには該当するサイト名のタグが設
定されており、各サイトにはボリュームを
作成するための十分なディスクがある必
要があります。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。どちらのミラー
もディスクグループの利用できる任意の
ストレージから割り当て可能ですが、各ミ
ラーのストレージは単一のサイトに限定
されます。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 site:site2 ¥
siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。両方のミラー
は、site2 に所属するタグが設定され
たディスクグループ内の利用可能ないず
れかのストレージから割り当てられます。

# vxassist -g ccdg make vol 2g ¥
nmirror=2 ¥!site:site1 ¥
siteconsistent=off ¥
allsites=off

サイトの一貫性が設定されていないミラー
ボリュームを作成します。両方のミラー
は、site1 に所属するタグが設定され
たディスクグループ内の利用可能ないず
れかのストレージから割り当てられます。

メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文
字です。この例では、bash シェルでこの
文字をエスケープ処理する方法を示して
います。
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コマンド

説明

# vxassist -g ccdg mirror vol ¥
site:site1

指定したサイトにミラーを追加します。こ
のコマンドは、サイトに利用可能なスト
レージが十分ないとエラーになります。こ
のコマンドはボリュームの allsites や
siteconsistent の属性に影響を与
えません。

# vxassist -g ccdg remove ¥
mirror vol site:site1

指定したサイトのボリュームからミラーを
削除します。ボリュームの allsites 属
性が on に設定されている場合、サイト
の最後のプレックスを削除しようとすると
コマンドはエラーになります。

# vxassist -g ccdg growto vol ¥
4g

ボリュームを拡張します。ボリュームの各
ミラーは、それが属するサイトと同じスト
レージを使って拡張されます。各サイト
に、ミラーを拡張する十分なストレージが
ない場合、コマンドは失敗します。

サイト情報の表示
ホストのサイト名を表示するには
◆

ホストの所属先サイトを確認するには、ホスト上で次のコマンドを使います。
# vxdctl list | grep siteid
siteid: building1

サイトに登録されたディスクまたはエンクロージャを表示するには
◆

サイトに登録されているディスクまたはエンクロージャを調べるには、次のコマンドを
使います。
# vxdisk [-g diskgroup] listtag

ディスクグループに対する自動サイトタグ付け設定を表示するには
◆

ディスクグループで自動サイトタグ付けがオンになっているかどうかを確認するには、
次のコマンドを使います。
# vxprint -g diskgroup -F"%autotagging" diskgroup
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ディスクグループに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認するには
◆

ディスクグループに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認するに
は、次のコマンドを使います。
# vxdg list diskgroup | grep siteconsistent
flags: siteconsistent

ボリュームに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認するには
◆

ボリュームに対してサイトの一貫性が有効になっているかどうかを確認するには、次
のコマンドを使います。
# vxprint -g diskgroup -F"%siteconsistent" vol

プレックスまたはミラーの割り当て元サイトを識別するには
◆

プレックスまたはミラーの割り当て元サイトを識別するには、次のコマンドを使います。
# vxprint -g diskgroup -F"%site" plex

ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには
◆

ディスクグループのサイトタグを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg [-g diskgroup] listtag site=sitename

障害とリカバリのシナリオ
表 14-2 に、考えられる障害のシナリオと、リモートミラー機能のリカバリ手順を示します。
表 14-2

障害シナリオとリカバリ手順

障害シナリオ

リカバリ手順

サイト間のネットワークリンクの中 p.535 の 「サイト接続性の損失からのリカバリ」 を参照してくださ
断
い。
サイトにあるホストの障害

p.535 の 「ホスト障害からのリカバリ」 を参照してください。

サイトにあるストレージの障害

p.535 の 「ストレージ障害からのリカバリ」 を参照してください。

サイトにあるホストとストレージ両 p.536 の 「サイト障害からのリカバリ」 を参照してください。
方の障害
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サイト接続性の損失からのリカバリ
警告: データの潜在的な損失を回避するため、ネットワークのスプリットブレインを処理す
るように Veritas Cluster Server を設定することをお勧めします。
サイト間のネットワークリンクが中断された場合、アプリケーション環境が引き続き並行して
実行され、そのために各サイトのディスクグループの設定コピー間に不整合が発生する
ことがあります。アプリケーションのパラレルインスタンスがボリュームに対する書き込みを
発行すると、回復不能のデータ損失が起きる可能性があり、その場合には手動での介入
が必要になります。データ損失を回避するため、ネットワークのスプリットブレインの状況
を処理するように VCS フェンシング機構を設定することをお勧めします。サイト間の接続
性が復元されたときには、サイト間でシリアルスプリットブレイン条件が検出されます。デー
タとディスクグループの優先されるバージョンの設定コピーを持つサイトを 1 つ選択する
必要があります。選択したサイトのデータが他のサイトに再同期されます。ネットワークの
スプリットブレイン発生後にボリュームに対して新しい書き込みが発行された場合、それら
は選択したサイトのデータで上書きされます。他のサイトの設定コピーは、選択したサイト
にあるコピーから更新されます。
選択したサイトで次のコマンドを使って、サイトを再接続し、ディスクグループをリカバリし
ます。
# vxdg -g diskgroup -o overridessb reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup

リモートサイトの唯一のストレージがある単一のサイトでホストシステムを設定した場合は、
ストレージがオンラインに復帰したときに VxVM の通常の再同期機構を使ってリモートプ
レックスを回復します。
p.244 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。

ホスト障害からのリカバリ
サイトの 1 つ以上のクラスタノードで障害が発生し、ストレージは引き続きオンラインのと
き、Storage Foundation HA 製品の場合は VCS のフェールオーバーによって、ノード
が Storage Foundation Cluster File System ソフトウェアによってサポートされる共有
ディスクグループのマスターであった場合はノードのテイクオーバーによって処理されま
す。

ストレージ障害からのリカバリ
サイトでストレージに障害が発生した場合、サイトの一貫性が設定されたボリュームにそ
のサイトで利用可能な他のミラーがあるときは、そのストレージに設定されたプレックスは
ローカルで切断されます。VxVM のホットリロケーション機能は、ディスクグループ内の利
用可能な他のストレージに障害の発生したプレックスを再作成しようとします。サイトの一
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貫性が設定されたボリュームの稼働中プレックスがサイトに残っておらず、ホットリロケー
ションがそのサイトにプレックスを再作成できない場合、そのサイトは切断されます。サイ
トの接続性は失われていないため、そのサイトのホストで実行中のアプリケーションは、引
き続き他のサイトのデータにアクセスできます。
ストレージがオンラインに復帰すると、vxattachd はサイトを自動的に再接続します。
p.536 の 「サイトの自動再接続」 を参照してください。
vxattachd が動作しない場合、次のコマンドを使ってサイトを再接続し、ディスクグルー

プをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup

ディスクグループのリカバリついて詳しくは、『Veritas Volume Manager トラブルシュー
ティングガイド』を参照してください。

サイト障害からのリカバリ
サイトのすべてのホストとストレージに障害が発生した場合、サイトがオンラインに復帰し
てから次のコマンドを使ってサイトを再接続し、ディスクグループをリカバリします。
# vxdg -g diskgroup [-o overridessb] reattachsite sitename
# vxrecover -g diskgroup
-o overridessb オプションは、シリアルスプリットブレイン状態が示された場合のみ必

要です。シリアルスプリットブレイン状態は、プライベートネットワークリンクが動作不能の
ときにサイトが起動された場合に発生することがあります。このオプションは、再接続され
たサイトの設定データベースを他のサイトの一貫性のあるコピーで更新します。
p.244 の 「競合する設定コピーの扱い方」 を参照してください。
ディスクグループのリカバリついて詳しくは、『Veritas Volume Manager トラブルシュー
ティングガイド』を参照してください。

サイトの自動再接続
サイトの自動再接続デーモン vxattachd は、サイトの自動再接続を実現します。
vxattachd デーモンは、vxnotify 機構を使って、サイトで障害が発生した後にオンラ
インに復帰するストレージを監視し、サイト間でミラーの冗長性を復元します。
ホットリロケーションデーモン vxrelocd が動作している場合、vxattachd はサイトの再
接続を試みて、vxrelocd がディスクグループ内の利用可能なディスクを使って障害の
発生したサブディスクを再配置できるようにします。vxrelocd は、障害の発生したサブ
ディスクの再配置に成功すると、サイトでプレックスのリカバリを開始します。すべてのプ
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レックスのリカバリが完了すると、プレックスは ACTIVE 状態になり、サイトの状態は ACTIVE
に設定されます。
vxrelocd が動作していない場合、vxattachd は、そのサイトのすべてのディスクがアク

セス可能になった場合にのみサイトを再接続します。再接続が成功すると、vxattachd
はサイトの状態を ACTIVE に設定し、プレックスのリカバリを開始します。すべてのプレッ
クスがリカバリされたら、プレックスは ACTIVE 状態になります。
メモ: vxattachd は、ユーザーが vxdg detachsite コマンドを使って明示的に切断し
たサイトの再接続を試みません。
サイトの自動再接続機能はデフォルトで有効になっています。vxattachd デーモンは、
サイトの再接続が試みられたり、それらのサイトでプレックスのリカバリが試みられると、電
子メールを使って root に通知します。
他のユーザーにメールを送信するには、起動スクリプト /etc/init.d/vxvm-recover
内の vxattachd を開始する行にユーザー名を追加して、システムを再ブートします。
サイトの自動リカバリを行わない場合は、vxattachd デーモンを強制終了し、そのデー
モンが再起動されないようにします。vxattachd を停止すると、プレックスの自動再接続
も停止します。デーモンを強制終了するには、コマンドラインから次のコマンドを実行しま
す。
# ps -afe
vxattachd のプロセステーブルエントリを見つけ、そのプロセス ID を指定して強制終了

します。
# kill -9 PID

プロセステーブルに vxattachd エントリがなければ、サイトの自動再接続機能は無効に
なります。
サイトの自動再接続機能を再起動しないようにするには、起動スクリプト
/etc/init.d/vxvm-recover 内の vxattachd を開始する行をコメントアウトします。
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15
処理効率の監視とチューニ
ング
この章では以下の項目について説明しています。
■

パフォーマンスのガイドライン

■

RAID 5

■

パフォーマンスの監視

■

VxVM のチューニング

パフォーマンスのガイドライン
Veritas Volume Manager（VxVM）では、使用可能なハードウェア上のデータストレー
ジのレイアウトを最適化して、システムのパフォーマンスを向上できます。VxVM では、次
の方法を使ってデータストレージのパフォーマンスを最適化できます。
■

使用可能なディスクドライブ間の I/O 負荷を低減する。

■

ストライプ化とミラー化により、最も頻繁にアクセスされるデータの I/O 帯域幅を増や
す。

ミラー化および RAID 5 の場合、VxVM ではデータの冗長性も確保されるため、ディスク
障害が発生した場合にデータへ継続的にアクセスできます。

データの割り当て
ファイルシステムの配置を決定する場合は、通常、可能な限りディスクドライブ上で I/O
負荷が低減されるようにします。このアプローチの有効性は限られています。将来的な使
用パターンを予測することは困難で、ディスクにまたがってファイルシステムを分割するこ
とができません。たとえば、1 つのファイルシステムにディスクアクセスが集中している場
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合、そのファイルシステムを別のディスクに移動すると、ボトルネックも移動することになり
ます。
VxVM では、ボリュームを複数のディスクに分散できます。このアプローチでは、データ
を配置するときにより細かいレベルで配置できます。アクセスパターンを測定したら、ファ
イルシステムの配置についての決定内容を調整できます。ボリュームは、ボリュームの可
用性に悪影響を及ぼさずに、オンラインで再設定できます。

ストライプ化
ボリュームをストライプ化すると、データをスライスに分割し、並行してアクセスできる複数
のデバイス上に格納することで、アクセスパフォーマンスが向上します。ストライプ化プレッ
クスでは、読み取りと書き込みの両操作のアクセス処理効率が向上します。
最も多くアクセスのあるボリューム（ファイルシステムやデータベースを含む）を特定した
ら、それを複数のディスクに対してストライプ化し、このデータへのアクセス帯域幅を増や
すことができます。
図 15-1に、データアクセスのボトルネックとして認識されている 1 つのボリューム（HotVol）
の例を示します。
図 15-1

HotVol
PL1 SD1
Coolvolume

最適なデータアクセスのためのストライプ化の使用

HotVol
PL1 SD2

HotVol
PL1 SD3

HotVol
PL1 SD4

別のボリューム

使用頻度の
低い
ボリューム

home
ディレクトリ
ボリューム

さほど重要
でない
ボリューム

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

ディスク 4

このボリュームは 4 つのディスクにまたがってストライプ化されています。これらのディスク
の残りの領域は、アクセスの少ないボリュームで使うための空き領域です。

ミラー化
ボリュームをミラー化すると、データの複数のコピーがシステムに格納されます。ミラー化
を適切に使うと、データを継続的に利用できます。ミラー化は、物理的なメディア障害に
よるデータ損失に対する保護策にもなります。ミラー化すると、システムのクラッシュ時ま
たはディスクや他のハードウェアの障害時にデータのリカバリを実行できる可能性が増加
します。
場合によっては、I/O 処理効率を向上させるためにミラー化を使うこともできます。ストライ
プ化と異なり、処理速度が向上するかどうかはディスクアクセスでの書き込みに対する読
み取りの割合によって異なります。システムの作業負荷が主として書き込みに集中する場
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合は（たとえば、書き込みが 30 % 以上）、ミラー化することによって処理速度が低下する
可能性があります。

ミラー化とストライプ化の併用
複数の I/O ストリームがある場合、ミラー化とストライプ化を併用すると、パフォーマンスを
大幅に改善できます。
ストライプ化を使うと、独立したデバイスで並列 I/O ストリームを同時に処理できるため、
全体のスループットが向上します。I/O が 1 つのストライプ内のすべてのストライプユニッ
トにちょうど当てはまる場合、逐次アクセスは最適化されます。
通常、ミラー化はディスク障害によるデータ損失から保護するために使われるため、書き
込みが集中するような作業負荷になりがちです。このアプローチはスループットを低下さ
せます。このような場合、ミラー化とストライプ化を併用すると、高い可用性とスループット
の向上を実現できます。
ミラー化ストライプボリュームを作成できます。使用可能なディスクの半分をストライプ化し
て、1 つのストライプデータプレックスを形成し、残りのディスクからなるミラーをストライプ
化してもう 1 つのストライプデータプレックスを形成します。このアプローチは、通常、適度
な信頼性と最適の処理効率が得られるように一連のディスクを設定する最善の方法です。
ただし、いずれかのプレックスの 1 つのディスクに障害が発生すると、そのプレックス全体
が使えなくなります。
同じ数のディスクを独立したミラーボリュームに配置することもできます。その後、これらの
ミラーボリュームにわたってストライプ化プレックスを作成し、ストライプ化ミラーボリューム
を形成します。
p.42 の 「ミラー化 + ストライプ化（ストライプ化ミラー、RAID 1+0 または RAID 10）」 を参
照してください。
ミラー内のディスクに障害が発生しても、他のミラー内のディスクは使えます。ボリューム
のサイズが大きい場合やディスクの数が多い場合には、ミラー化ストライプレイアウトよりも
ストライプ化ミラーレイアウトを使うことをお勧めします。

RAID 5
RAID 5 を使うと、ミラー化とストライプ化を併用する場合と同じ多くの利点が得られます
が、より多くのディスク領域が必要です。RAID 5 の読み取り処理効率はストライプ化の読
み取り処理速度と同様で、RAID 5 のパリティによりミラー化と同様の冗長性が確保され
ます。RAID 5 の欠点は、書き込み処理速度が比較的遅いという点です。
RAID 5 は通常、スループットの処理効率を向上させる方法と見なされてはいません。し
かし、アプリケーションのアクセスパターンで書き込みよりも読み取りの割合が高ければ、
効率の向上が見込まれます。
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ボリュームの読み取りポリシー
異なるボリュームタイプのパフォーマンスを最適化するために、VxVM では、データプレッ
クスに複数の読み取りポリシーのうちの 1 つを設定できます。
p.363 の 「ミラーボリュームの読み取りポリシーの変更」 を参照してください。
図 15-2 に示す例では、Hot Vol トラベル付けされているミラー化ストライプボリュームの
読み取りポリシーが、ストライプ化プレックス PL1 に対して prefer と設定されます。
図 15-2

ミラー化とストライプ化を併用したボリュームのパフォーマンスの向上

HotVol
PL1 SD1

HotVol
PL1 SD2

HotVol
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使用頻度の
低いボリューム

使用頻度の
低いボリューム

使用頻度の
低いボリューム

ディスク 1

ディスク 2

ディスク 3

HotVol
PL1 SD4
使用頻度の
低いボリューム

ディスク 4

prefer ポリシーでは、プレックス PL2 内の 1 つのディスクとは対照的に、PL1 内の他の

あまり使われないディスクをまたがって読み取る際に負荷が分散されます（(HotVol は、
1 つのデータプレックスがストライプ化され、もう 1 つのデータプレックスが連結されている
ミラー化ストライプボリュームの例です）。
読み取りが集中するような作業負荷の場合にパフォーマンスを向上させるために、同じボ
リュームに最大 32 個のデータプレックスを接続できます。ただし、このアプローチは通
常、読み取り処理速度を向上させるために有効なディスク領域の使用方法ではありませ
ん。

パフォーマンスの監視
システム管理者がパフォーマンスの優先順位を設定する際に指定できる優先順位には、
2 つの優先順位セットがあります。1 つは物理セットで、ディスクやコントローラなどのハー
ドウェアに関するものです。もう 1 つは論理セットで、ソフトウェアとその操作の管理に関
するものです。

パフォーマンスの優先順位の設定
ディスクハードウェアの物理的パフォーマンスの重要な指標は、各ドライブの I/O の相対
量およびシークタイムを最小にするためのドライブ内の I/O 頻度です。監視結果に基づ
いて、サブディスクの位置を移動し、I/O 処理をディスク間で分散できます。
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論理的優先順位には、ソフトウェアの操作とその管理方法が関与します。監視結果に基
づいて、特定のボリュームのレイアウトを変更し、処理効率を向上させることができます。
全体のスループットを軽減して、重要なボリュームの処理効率を向上させることもできま
す。管理者は、システム上で何が重要であるか、必要な交換条件は何かを決定するだけ
です。
最高の処理効率は通常、可能であれば、すべてのボリュームを適度な数のディスクにま
たがってストライプ化およびミラー化し、コントローラ間でミラー化することで達成できます。
この手順を実行すると、すべてのディスク間の負荷は等しくなりますが、VxVM の管理が
より難しくなります。ディスクの数が多い（何百または何千）場合は、10 個のディスクを含
むディスクグループを設定し、各グループに対してストライプ化ミラーボリュームを作成し
ます。この手法を使うと、処理効率は向上し、管理タスクも容易になります。

パフォーマンスデータの取得
VxVM では、I/O 統計情報と I/O トレースの 2 種類のパフォーマンス情報が提供されま
す。どちらの情報も、処理効率の監視に役立てることができます。vxstat コマンドを使っ
て、I/O 統計情報を、vxtrace コマンドを使って I/O トレースを得ることができます。これ
らの各ユーティリティの概要は以降の項で説明します。

ボリューム操作のトレース
vxtrace コマンドを使って、特定のボリューム、カーネル I/O オブジェクトタイプまたはデ

バイス上の操作をトレースします。vxtrace コマンドによって、カーネル I/O エラーや I/O
監視レコードが標準出力に表示されるか、レコードがバイナリ形式でファイルに書き込ま
れます。ファイルに書き込まれたバイナリ監視レコードも、vxtrace コマンドによって、読
み取り、フォーマットできます。
オペランドを指定しない場合は、vxtrace コマンドによって、すべての仮想ディスクデバ
イス上のエラートレースデータまたは I/O トレースデータすべてが報告されます。エラー
トレースデータについては、すべての蓄積されたエラートレースデータを選択したり、新し
いエラートレースデータを待機したり、これらの両方を実行すること（これがデフォルトの動
作）ができます。また、ディスクグループ、VxVM カーネル I/O オブジェクトタイプ、オブ
ジェクトの名前およびデバイスを指定して報告するように実行することもできます。
vxtrace（1M）マニュアルページを参照してください。

ボリューム統計情報の表示
vxstat コマンドを使うと、VxVM の制御下にあるボリューム、プレックス、サブディスク、

ディスクの動作についての情報がアクセスされ、統計情報の概略が標準出力に表示され
ます。これらの統計情報の最初には、システムが起動されたときまたは最後にカウンタが
0 にリセットされたとき以降の VxVM のアクティビティが示されます。VxVM オブジェクト
名が指定されていない場合は、設定データベース内のすべてのボリュームの統計情報
が報告されます。
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VxVM では次の I/O 統計情報が記録されます。
■

操作回数

■

転送ブロック数（一度に複数のブロックを転送することができます）

■

平均操作時間（VxVM インターフェース経由の合計時間が反映されており、他の統
計プログラムとの比較には適しません）

これらの統計情報は論理 I/O について記録され、内容には各ボリュームの読み取り、書
き込み、原子コピー、読み取りの検証、書き込みの検証、プレックスの読み取り、プレック
スの書き込みが含まれています。その結果、2 つのプレックスボリュームへの 1 回の書き
込み操作は、各プレックスで 1 回ずつ、各サブディスクで 1 回ずつ、ボリュームで 1 回
の、少なくとも 5 回の操作として記録されます。また、2 つのサブディスクに分散される 1
回の読み取り操作は、各サブディスクで 1 回ずつ、プレックスで 1 回、ボリュームで 1 回
の、少なくとも 4 回の読み取りとして記録されます。
VxVM では、他の統計データも保持します。各プレックスについて、読み取りおよび書き
込み障害が記録されます。ボリュームについては、読み取りおよび書き込み障害に加え
て、修正された読み取りおよび書き込み障害も記録されます。
統計情報を 0 にリセットするには、-r オプションを使います。統計情報のリセットは、すべ
てのオブジェクトまたは指定したオブジェクトのみに実行できます。操作直前の状態にリ
セットすると、実行した操作による影響のみを測定できます。
次に、vxstat コマンドを使って生成された出力例を示します。

TYP
vol
vol
vol
vol
vol

OPERATIONS
NAME
READ
WRITE
blop
0
0
foobarvol
0
0
rootvol
73017 181735
swapvol
13197
20252
testvol
0
0

BLOCKS
READ
0
0
718528
105569
0

WRITE
0
0
1114227
162009
0

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
0.0
0.0
0.0
0.0
26.8
27.9
25.8
397.0
0.0
0.0

RAID 5 ボリュームでは、この他のボリューム統計情報が使えます。
vxstat（1M）マニュアルページを参照してください。

パフォーマンスデータの使用
処理効率データを収集したら、それを使って、リソースを最も効率よく使うためのシステム
の設定方法を決定できます。次の項では、このデータの使用方法の概要を説明します。
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I/O 統計情報の使用
I/O 統計情報を調べると、システムをどのように再設定すればよいかがわかります。主に、
ボリュームの I/O アクティビティとディスクの I/O アクティビティの 2 つの統計情報を調べ
てください。
統計情報を取得する前に、vxstat -r コマンドを使って、すべての既存の統計情報の
カウンタをリセットします。この操作によって、ボリュームの作成によるボリュームやディスク
間の相違が排除され、起動時からの統計情報（通常不要）も削除されます。
カウンタをリセットした後、通常のシステム動作の間、統計情報を取得できるようにします。
システムで調査対象のアプリケーションや作業負荷環境を実行して、その影響を測定し
ます。複数の目的で使われているシステムを監視する場合は、通常より多くのアプリケー
ションを実行しないでください。多くのユーザーが使うタイムシェアリングシステムを監視
する場合は、通常の作業日に何時間か実行して、統計情報を収集してください。
ボリューム統計情報を表示するには、引数なしで vxstat コマンドを入力します。 通常の
ボリューム統計情報は、次のように表示されます。

TYP
vol
vol
vol
vol
vol
vol

OPERATIONS
NAME
READ
WRITE
archive
865
807
home
2980
5287
local
49477
49230
rootvol 102906 342664
src
79174
23603
swapvol 22751
32364

BLOCKS
READ
WRITE
5722
3809
6504
10550
507892
204975
1085520 1962946
425472
139302
182001
258905

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
0.32
0.24
0.37
2.21
0.28
0.33
0.28
0.25
0.22
0.30
0.25
3.23

このような出力結果から、操作数が異常に多いボリュームや読み取りおよび書き込み時
間が過度のボリュームを特定できます。
ディスク統計情報を表示するには、vxstat -d コマンドを使います。通常のディスク統計
情報は、次のように表示されます。

TYP
dm
dm
dm
dm

NAME
mydg01
mydg02
mydg03
mydg04

OPERATIONS
READ
WRITE
40473 174045
32668
16873
55249
60043
11909
13745

BLOCKS
READ
WRITE
455898
951379
470337
351351
780779
731979
114508
128605

AVG TIME(ms)
READ
WRITE
0.29
0.35
0.35
1.02
0.35
0.61
0.25
0.30

archive という名前のボリュームを別のディスクに移動する必要がある場合は、次のコマ

ンドを使って現在のディスクを特定します。
# vxprint -g mydg -tvh archive

通常の出力は次のようになります。
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V
PL
SD

NAME
NAME
NAME

RVG/VSET/CO
VOLUME
PLEX

v
pl
sd

archive
archive-01 archive
mydg03-03 archive-01

KSTATE
KSTATE
DISK

STATE
STATE
DISKOFFS

LENGTH
LENGTH
LENGTH

READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF

REFPLEX
NCOL/WDTH
DEVICE

UTYPE
MODE
MODE

ENABLED
ENABLED
mydg03

ACTIVE
ACTIVE
0

20480
20480
40960

SELECT
CONCAT
0

sdc

fsgen
RW
ENA

（sd で始まる）サブディスク行では、archive ボリュームがディスク mydg03 上に存在する
ことを示しています。 このボリュームを mydg03 から移動するには、次のコマンドを使いま
す。
メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。 次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
# vxassist -g mydg move archive ¥!mydg03 dest_disk

dest_disk はボリュームの移動先ディスクです。移動先ディスクを必ず指定する必要はあ
りません。移動先ディスクを指定しない場合は、ボリュームはボリュームを格納するのに十
分な領域のある使用可能なディスクに移動されます。
たとえば、ディスクグループ mydg で、archive ボリュームを mydg03 から mydg04 に移動
するには、次のコマンドを使います。
# vxassist -g mydg move archive ¥!mydg03 mydg04

このコマンドは、mydg03 上に archive ボリュームがまったく残らないように再編成される
ことを示します。
Storage Foundation Manager はグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）で、これ
を使うと、簡単に、ボリュームの一部をディスク間で移動できます。この方法の方がコマン
ドラインよりも便利であることがすぐに分かるでしょう。
同一ディスク上の 2 つのボリューム（ルートボリューム以外）がビジー状態の場合は、それ
ぞれ異なるディスクに配置されるように移動します。
1 つのボリュームが特にビジー状態の場合（特に、平均読み取り時間または平均書き込
み時間が異常に長い場合）、ボリュームをストライプ化します（または、ボリュームを複数の
部分に分割して各部分が異なるディスクに配置されるようにします）。オンラインで実行し
た場合に、ストライプ化を使うようにボリュームを変換するには、ボリュームのもう 1 つのコ
ピーを格納するための十分な空き領域が必要です。十分な空き領域が使えない場合は、
代わりにバックアップコピーを作成できます。ボリュームを変換するには、ボリュームのミ
ラーとしてストライプ化プレックスを作成し、古いプレックスを削除します。たとえば、次の
コマンドを使うと、ディスクグループ mydg 内のディスク mydg02、mydg03 および mydg04
上にボリューム archive がストライプ化され、もとのプレックス archive-01 が削除されま
す。
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# vxassist -g mydg mirror archive layout=stripe mydg02 mydg03 ¥
mydg04
# vxplex -g mydg -o rm dis archive-01

特にビジーなボリュームを再編成した後は、ディスクの統計情報を確認します。いくつか
のボリュームが再編成された場合は、最初に統計情報をクリアし、適切な時間の統計情
報を収集します。
過度にビジーな（または読み取りまたは書き込み時間が特に長い）ディスクがある場合に
は、ボリュームを再設定することもできます。ディスク上に比較的ビジーなボリュームが 2
つ存在する場合は、ディスク上でのシークタイムを削減するために、両ボリュームをより近
くに配置します。1 つのディスク上に比較的ビジーなボリュームが数多く存在する場合は、
あまりビジーではないディスクにボリュームをいくつか移動します。
ボリュームの特定領域に極端に動作が集中するかどうかを特定するには、I/O トレース（ま
たはサブディスクの統計情報）を使います。動作が集中する領域が特定されたら、ボリュー
ム内のサブディスクを分割し、これらの領域をあまりビジーではないディスクに移動しま
す。
警告: 複数のディスクにまたがってボリュームをストライプ化したりボリュームを分割すると、
ディスク障害によりボリューム障害が発生する可能性が増大します。たとえば、5 つのボ
リュームが同じ 5 つのディスク上にストライプ化された場合、5 つのディスクのどれか 1 つ
に障害が発生すると、5 つすべてのボリュームをバックアップから復元する必要がありま
す。各ボリュームが独立したディスク上に構成されている場合は、復元するボリュームは
1 つのみです。ミラー化や RAID 5 を使って、1 つのディスク障害が原因で多数のボリュー
ム障害が発生する可能性を大幅に軽減できます。
ファイルシステムとデータベースでは、通常、時間が経過するにつれ、割り当てられた領
域の使用率は変化するため、このボリューム上の位置固有の情報はあまり役に立ちませ
ん。特にビジーなインデックスやテーブルによって使われる領域が特定できる場合のみ、
データベースをビジーではないディスクに移動することをお勧めします。
読み取りに対する書き込みの割合を調べると、ミラー化することによってパフォーマンスを
向上できるボリュームを特定できます。書き込みに対する読み取りの割合が高い場合は、
ミラー化によって処理速度と信頼性が向上します。ミラー化によって処理速度を向上でき
る読み取り対書き込みの割合は、ディスク、ディスクコントローラ、複数のコントローラが使
えるかどうか、システムバスの速度によって大きく異なります。特にビジーなボリュームで、
書き込みに対して読み取りの割合が高い場合には、ミラー化によってそのボリュームの処
理速度が大いに改善される見込みがあります。

I/O トレースの使用
I/O 統計情報では、基本的なパフォーマンス解析データが得られます。I/O トレースで
は、より詳しく解析できます。I/O トレースでは、焦点を絞って特定の作業負荷のイベント
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トレースが取得されます。これによって、問題のある場所の位置とサイズおよびその問題
の原因となるアプリケーションを明確に特定できます。
I/O トレースのデータを使って、ディスク上の実際の作業負荷をシミュレートし、結果をト
レースできます。これらの統計情報を使って、システム上の限界を予測し、リソースの追加
を計画することができます。
p.187 の 「I/O 統計情報の収集と表示」 を参照してください。
p.196 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

VxVM のチューニング
この項では、VxVM で使う、システムのリソースを制御するチューニングパラメータのチュー
ニング方法を説明します。処理効率を最適化するためには、使用可能なシステムリソー
スに応じてチューニングパラメータ値を調整する必要がある場合があります。

一般的なチューニングガイドライン
VxVM は、小規模なシステムから大規模なサーバーまで、大多数の設定で最適になるよ
うにチューニングされます。チューニングを使うと貴重なリソース（メモリなど）内で大規模
システムのパフォーマンスを向上できる場合、VxVM は通常サポートされている最も小規
模な設定で実行するようにチューニングされます。チューニング変更には細心の注意が
必要です。変更により、システム全体のパフォーマンスが低下したり、VxVM が使えなく
なる可能性があります。
vxvoltune と vxdmptune のユーティリティを使って、VxVM と DMP のパラメータをチュー

ニングできます。
p.549 の 「チューニングパラメータ値の変更」 を参照してください。

大規模システムのチューニングガイドライン
比較的小規模なシステム（ディスクドライブが 100 台未満）では、チューニングは不要で
す。VxVM により、すべての設定パラメータについて適切なデフォルト値が採用されま
す。大規模なシステムでは、これらのパラメータのチューニングは容量と処理効率という
観点から詳細に制御する必要があります。
一般に、大規模システム上で VxVM を設定する場合、重要な決定事項はわずかしかあ
りません。1 つはディスクグループのサイズと各ディスクグループを保持するための設定
コピー数を決定することです。もう 1 つは、ディスクグループ内のすべてのディスクのプラ
イベートリージョンサイズを選択することです。
大規模ディスクグループの場合、vxassist コマンドで選択できる空き領域プールのサイ
ズが大きくなるという利点もあります。また、より大きいボリュームを作成できます。小規模
ディスクグループの場合は、それほど大きな設定データベースは必要なく、小さなプライ
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ベートリージョンでもかまいませんが、非常に大規模なディスクグループの場合、最後に
はディスクグループのプライベートリージョンをすべて使ってしまう可能性があります。そ
の結果、そのディスクグループに設定オブジェクトを追加できなくなります。この時点で、
設定を複数のディスクグループに分割するか、プライベートリージョンを拡大する必要が
あります。ディスクグループ内の各ディスクは、再初期化する必要があります。このために
は、すべてを再設定し、バックアップから復元する必要があります。

ディスクグループの設定コピー数
ディスクグループの設定コピー数は、冗長性とパフォーマンスの兼ね合いに基づいて選
択します。一般に、ディスクグループ内の設定コピー数を減らすと、ディスクグループの初
期アクセス、vxconfigd デーモンの初期起動、ディスクグループ内で実行されるトランザ
クションのパフォーマンスが速くなります。ただし、設定コピー数を少なくすると、設定デー
タベースを完全に損失するリスクも高くなり、データベース内のすべてのオブジェクトとディ
スクグループ内のすべてのデータが損失することになります。
ディスクグループ内の設定コピーのデフォルトポリシーは、ディスクグループ内で特定さ
れる各コントローラまたは複数の指定可能なディスクが存在する各ターゲットに 1 つの設
定コピーを割り当てることです。この設定では、十分な冗長性が得られますが、場合によっ
ては設定コピーの数が多すぎる可能性があります。この場合、設定コピーの数を最大の
4 つまでに制限することをお勧めします。4 つのコピーを個別のコントローラまたはター
ゲットに分散させると、冗長性が高まります。
新しいディスクグループの設定コピー数を制限するには、nconfig オペランドと vxdg
init コマンドを使います。
詳細については、vxdg（1M）マニュアルページを参照してください。
また、vxedit set コマンドを使っても、既存グループのコピー数を変更できます。たとえ
ば、ディスクグループ bigdg に 5 つの設定コピーを指定するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxedit set nconfig=5 bigdg
vxedit（1M）のマニュアルページを参照してください。

チューニングパラメータ値の変更
VxVM によって使われているチューニングパラメータの現在の値を表示するには、/proc
ファイルシステムで次のコマンドを使います。
# cat < /proc/sys/vxvm/vxio/vol_maxio
2048

VxVM のチューニングパラメータの値を変更するには、次の vxvoltune コマンドを使っ
て新しい値を指定します。
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# vxvoltune vxvm_tunable value

変更を有効にするには、システムを停止して再ブートする必要があります。新しい値は次
回変更するまで、システムの再ブート後も保持されます。
たとえば、次のコマンドは vol_maxio の値を 8192 に設定します。
# vxvoltune vol_maxio 8192

警告: vxvoltune ユーティリティは、/etc/vx/vxvm_tunables ファイルに保存された
チューニングパラメータの値を変更します。このファイルに保存された値を変更するには、
vxvoltune コマンドを使うことをお勧めします。このファイルを直接編集しないでください。
vxvoltune コマンドを使って、vxvm_tunables ファイルに設定されているチューニング

パラメータの現在の値を表示することができます。
# vxvoltune vxvm_tunable

ここに示す vxdmpadm コマンドを使用すれば、DMP チューニングパラメータがオンライン
で（再ブート不要）設定されます。
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value

これらのチューニングパラメータの値は、次のコマンドを使って表示できます。
# vxdmpadm gettune [dmp_tunable]

VxVM のチューニングパラメータ
表 15-1 に VxVM のカーネルチューニングパラメータを一覧表示します。
表 15-1

VxVM のカーネルチューニングパラメータ

パラメータ

説明

vol_checkpt_default

リカバリまたは再同期化処理を実行しているユーティリティ
が、処理の済んだ範囲を示すオフセットをカーネルにチェッ
クポイントとしてロードする間隔を示します。このような処理
を行っている間にシステム障害が発生した場合は、完全な
リカバリを実行する必要がなく、到達した最後のチェックポ
イントから継続できます。
デフォルト値は 20480 セクタ（10 MB）です。
このサイズを大きくすると、リカバリ処理のチェックポイント操
作の負荷が減少しますが、リカバリ中にシステム障害が生じ
ると、その後さらにリカバリを実行する必要があります。
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パラメータ

説明

vol_default_iodelay

ユーティリティが I/O 要求を発行する頻度を軽減するよう指
示されており、特定の遅延時間が指定されていない場合
に、ユーティリティが一時停止するクロック刻みのカウントを
示します。このチューニングパラメータ値は、ミラーの再同
期化や RAID 5 カラムの再構築などの操作を実行するユー
ティリティで使います。
デフォルト値は 50 刻みです。
この値を大きくすると、リカバリ処理が遅くなり、リカバリ実行
中のシステムの動作が低下します。
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パラメータ

説明

vol_fmr_logsz

非永続 FastResync がボリューム内の変更されたブロックを
追跡するために使うビットマップの最大サイズ（KB 単位）を
示します。ビットマップの各ビットにマップされるボリューム内
のブロック数は、ボリュームのサイズに応じて異なり、ボリュー
ムのサイズが変わると、ブロック数も変わります。
たとえば、ボリュームサイズが 1 GB、システムブロックサイズ
が 512 バイト、かつこのチューニングパラメータの値が 4 の
場合、16,384 ビットのマップが生成されるため、各ビットは
128 ブロックの領域を表します。
ビットマップサイズが大きくなると、各ビットにマップされるブ
ロック数は少なくなります。これにより、再同期化で必要な読
み取りおよび書き込みの量が軽減されますが、ビットマップ
に必要な非ページカーネルメモリがより多くなります。さら
に、クラスタ化されたシステムでは、ビットマップサイズが増
加すると、I/O 処理効率の遅延が長くなり、クラスタメンバー
間のプライベートネットワークの負荷も増加します。これは、
クラスタの他のすべてのメンバーは、マップ内のビットが設
定されるたびにそれを通知される必要があるからです。
共有ボリュームの場合、領域のサイズはクラスタ内のすべて
のノード上で同じである必要があるため、このチューニング
パラメータの値がマスターノードとスレーブノードで異なる場
合は、マスターノードの値が優先されます。共有ボリューム
の値は変更される可能性があるため、このボリュームの寿命
中、このチューニングパラメータの値は保持されます。
スナップショットプレックスが接続された何千ものミラーが存
在する設定では、メモリオーバーヘッドの総量が、VxVM
で通常消費されるメモリのオーバーヘッドより大幅に多くな
ることがあります。
デフォルト値は 4 KB です。許可されている最小値は 1 KB、
最大値は 8 KB です。

メモ: このチューニングパラメータ値は永続 FastResync に
は影響を及ぼしません。
vol_max_vol

システムで作成できるボリュームの最大数を示します。許可
されている最小値は 1、最大値は、システムで表すことので
きるマイナー番号の最大数です。
デフォルト値は 65534 です。
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パラメータ

説明

vol_maxio

要求を分割しないで実行できる論理 I/O 操作の最大サイ
ズを示します。この値より大きな VxVM への I/O 要求は分
割され、並列実行されます。物理 I/O 要求はディスクデバ
イスの容量に基づいて分割され、この最大論理要求制限値
を変更しても影響を受けません。
デフォルト値は 2048 セクタ（1 MB）です。
voliomem_maxpool_sz 値は、少なくとも vol_maxio
値の 10 倍以上である必要があります。
DRL シーケンシャルログを設定した場合には、
voldrl_min_regionsz 値は、少なくとも vol_maxio
値の半分の値に設定する必要があります。

vol_maxioctl

ioctl 呼び出しにより VxVM に渡すことのできる最大デー
タサイズを示します。この制限値を大きくすると、より大きな
サイズの操作を一度に実行できます。ユーティリティによっ
ては、特定のサイズの操作を実行するように設定されてお
り、それより大きなサイズの ioctl 要求を発行すると、予期
せずに失敗することがあるため、制限値を小さくすることは
一般的にはお勧めしません。
デフォルト値は 32768 バイト（32 KB）です。

vol_maxparallelio

1 つの ioctl 呼び出しにつき、vxconfigd デーモンが
カーネルに対し要求できる I/O 操作数を示します。
デフォルト値は 256 です。 この値は変更しないでください。

vol_subdisk_num

1 つのプレックスに接続できる最大サブディスク数を示しま
す。この数値に理論上の制限はありませんが、デフォルト値
は 4096 に設定されています。必要に応じて変更すること
ができます。

voldrl_max_drtregs

ボリュームの非シーケンシャル DRL 用にシステムに作成で
きる最大ダーティリージョン数を示します。この値が大きい
場合は、リカバリ時間が長くなりますが、システム処理効率
が向上します。このチューニングパラメータは、障害発生後
のシステムでリカバリ時間が遅い場合のチューニングに使
えます。
デフォルト値は 2048 です。
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パラメータ

説明

voldrl_max_seq_dirty

シーケンシャル DRL に対して許可されている最大ダーティ
リージョン数を示します。これは、データベースのログなど、
データが連続的に書き込まれるボリュームに便利です。ダー
ティリージョン数を制限すると、クラッシュが生じたときに、よ
り短時間でリカバリを実行できます。
デフォルト値は 3 です。

voldrl_min_regionsz

DRL（dirty region logging）のボリューム領域の最小セク
タ数を示します。DRL の場合、VxVM では、ボリュームは論
理的に一連の連続領域に分割されます。領域のサイズが
大きいと、領域のキャッシュヒット率が改善されます。これに
より、書き込みの処理速度は向上しますが、リカバリ時間は
長くなります。
デフォルト値は 1024 セクタです。
DRL シーケンシャルログを設定した場合には、
voldrl_min_regionsz 値は、少なくとも vol_maxio
値の半分の値に設定する必要があります。

voliomem_chunk_size

システムメモリを割り当てたり解放する場合、VxVM が使う
メモリ領域のサイズを示します。サイズが大きいと、VxVM
は大きなメモリ容量を保持できるため、メモリ割り当てによる
CPU のオーバーヘッドは軽減されます。
デフォルト値は 32 KB です。
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パラメータ

説明

voliomem_maxpool_sz

VxVM が内部的にシステムに要求する最大メモリサイズを
示します。このチューニングパラメータによって、1 つの I/O
操作でシステム内のすべてのメモリが使われることを防ぐこ
とができるため、この値は、VxVM のパフォーマンスに直接
影響します。
VxVM では、このサイズまで拡張可能なプールが、RAID
5 ボリュームとミラーボリューム用に 1 つずつ割り当てられま
す。インスタント（コピーオンライト）スナップショットが存在す
る場合は追加のプールが割り当てられます。
プールサイズの 1/4 よりも大きい RAID 5 ボリュームへの書
き込み要求は分割され、プールサイズの 1/10 ずつ実行さ
れます。
プールサイズよりも大きいミラーボリュームへの書き込み要
求は分割され、プールサイズで実行されます。
デフォルト値は 134217728（128 MB）です。
voliomem_maxpool_sz の値は、
volraid_minpool_size の値より大きくなっている必要
があります。
voliomem_maxpool_sz 値は、少なくとも vol_maxio
値の 10 倍以上である必要があります。

voliot_errbuf_dflt

エラートレースイベント用に確保されているバッファのデフォ
ルトサイズを示します。このバッファはドライバのロード時に
割り当てられ、VxVM 実行中はサイズの調整はできません。
デフォルト値は 16384 バイト（16 KB）です。
このバッファを大きくすると、システムメモリが使われますが、
エラーイベント用のストレージが多くなります。このバッファ
サイズを小さくすると、トレースデバイスによってエラーが検
出されないことがあります。エラートレースに応じて応答動
作を実行するアプリケーションは、このバッファに影響を受
けます。

voliot_iobuf_default

トレースの一部として ioctl が使うカーネルバッファサイズ
についての指定がない場合に、トレースバッファを作成する
ためのデフォルトサイズを示します。
デフォルト値は 8192 バイト（8 KB）です。
このバッファサイズが小さすぎるために、トレースデータがし
ばしば損失される場合は、この値をより大きな値に調整でき
ます。
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パラメータ

説明

voliot_iobuf_limit

カーネルでトレースバッファの格納に使えるメモリサイズの
上限値を示します。トレースバッファは VxVM カーネルがト
レースイベントレコードを格納するために使います。トレース
バッファをカーネルに格納するよう要求されると、そのため
のメモリがこのプールから引き出されます。
このサイズを大きくすると、システムメモリが使われますが、
追加のトレースを実行できます。この値をシステムですぐに
使えるメモリサイズより大きな値に設定することはお勧めで
きません。
デフォルト値は 131072 バイト（128 KB）です。

voliot_iobuf_max

1 つのトレースバッファに使える最大バッファサイズを示しま
す。このサイズより大きなバッファの要求は、このサイズにな
るよう自動的に切り捨てられます。トレースインターフェース
から要求される最大バッファサイズは（使用制限により）この
サイズのバッファになります。
デフォルト値は 65536 バイト（64 KB）です。
このバッファを大きくすると、使用率が高いボリュームでも、
より大きなトレースを実行できます。
この値は voliot_iobuf_limit チューニングパラメー
タの値より大きな値に設定しないでください。

voliot_max_open

同時に開くことのできる最大トレースチャネル数を示します。
トレースチャネルはトレースデバイスドライバへのクローンエ
ントリポイントです。システムで実行される各 vxtrace プロ
セスは 1 つのトレースチャネルを使います。
チャネルのデフォルト数は 32 です。
チャネルが使われていなくても、各チャネルの割り当てには
約 20 バイト必要です。
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パラメータ

説明

volpagemod_max_memsz

FastResync のキャッシュおよびキャッシュオブジェクトメタ
データのために割り当てられるメモリのサイズをキロバイト単
位で示します。
デフォルト値は 6144 KB（6 MB）です。
このチューニングパラメータの有効な範囲は、物理メモリの
0 - 50 % です。
割り当てられたメモリは、このキャッシュ専用となり排他的に
使われます。別のプロセスやアプリケーションでは使えませ
ん。
インスタントスナップショット操作用に準備されたキャッシュ
オブジェクトまたはボリュームがシステムに存在する場合は、
値を 512 KB 未満に設定することはできません。
バージョン 20 の DCO ボリュームによって実装される
FastResync 機能または DRL 機能を使わない場合は、値
を 0 に設定することも可能です。これらの機能を有効にす
る必要が生じた場合は、次のように vxtune コマンドを使っ
て適切な値に変更することができます。
# vxtune volpagemod_max_memsz value
value に指定する値は、領域のサイズと、領域最適化イン
スタントスナップショットを作成するボリュームの数によって
決まります。
size_in_KB = 6 * (total_volume_size_in_GB) *
(64/region_size_in_KB)
たとえば、領域のサイズが 64 KB の場合、1 TB の単一の
ボリュームには約 6 MB のページングメモリが必要です。同
様のボリュームが 10 個ある場合は、60 MB のページングメ
モリが必要になります。

volraid_minpool_size

RAID 5 ボリュームの操作のために VxVM がシステムに要
求するメモリの初期サイズを示します。このメモリプールの
最大サイズは、voliomem_maxpool_sz 値によって制限
されます。
デフォルト値は 8192 セクタ（4 MB）です。
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パラメータ

説明

volraid_rsrtransmax

RAID 5 ボリュームに、並行して実行できる最大一時再構築
操作数を示します。一時再構築操作とは、縮退されていな
い RAID 5 ボリューム上で生じる予測されていない操作で
す。同時に発生し得るこれらの操作数を制限すると、システ
ムが多くの再構築操作でメモリが消費される可能性がなくな
り、メモリ不足が生じるリスクも軽減されます。
デフォルト値は 1 です。
このサイズを大きくすると、障害が最初に生じたときと、障害
オブジェクトの切断を実行する前のシステム上の初期処理
効率は改善されますが、メモリが不足する可能性がありま
す。

DMP チューニングパラメータ
表 15-2 に、vxdmpadm settune コマンドを使ってチューニングできる DMP パラメータ
を示します。
表 15-2

チューニング可能な DMP パラメータ

パラメータ

説明

dmp_cache_open

このパラメータを on に設定した場合、ASL
（Array Support Library）によって実行される
デバイスの最初の起動がキャッシュに保存され
ます。このキャッシュ処理により、ASL による以降
の起動によって発生するオーバーヘッドが最小
化されるため、デバイス検出のパフォーマンスが
高まります。このパラメータを off に設定した場
合、キャッシュへの保存は行われません。
デフォルト値は on です。

dmp_daemon_count

サービスパスのエラー処理、パスリストア、その他
の DMP 管理作業に使用できるカーネルスレッ
ド数。
スレッドのデフォルト数は 10 です。

dmp_delayq_interval

アレイがスタンバイパスにフェールオーバーした
後、再試行 I/O までの DMP の待機時間。一部
のディスクアレイは、フェールオーバー直後の
I/O 要求を受け入れることができません。
デフォルト値は 15 秒です。
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パラメータ

説明

dmp_enable_restore

このパラメータが on に設定されている場合、パ
スリストアスレッドの開始が有効になります。
p.209 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を
参照してください。
このパラメータが off に設定されている場合、
パスリストアスレッドが無効になります。パスリスト
アスレッドが現在実行中である場合、vxdmpadm
stop restore コマンドを使ってプロセスを停
止します。
p.210 の 「DMP パスリストアスレッドの停止」 を参
照してください。

dmp_failed_io_threshold

デバイスに INSANE のマークが付けられる前、
IO がパス上で回避される前、エラー分析を実行
せずにアプリケーションレイヤーに残りの失敗し
た I/O 要求が戻される前に、失敗した I/O 要求
が戻るのを DMP が待つ制限時間。
デフォルト値は 57600 秒（16 時間）です。
p.205 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参
照してください。
p.206 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してくだ
さい。

dmp_fast_recovery

DMP が、HBA インターフェースから直接 SCSI
エラー情報を取得するかどうかを示します。値を
on に設定すると、HBA インターフェースがエ
ラー照会機能をサポートする場合、エラーリカバ
リが潜在的に速くなります。このパラメータを off
に設定した場合、HBA インターフェースは使わ
れません。
デフォルト設定は on です。
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パラメータ

説明

dmp_health_time

DMP は、断続的にエラーになっているパスを検
出し、I/O 要求がこれらのパスに送信されないよ
うにします。dmp_health_time の値は、パス
が健全であり続けなければならない時間を秒で
表します。この時間内にパスの状態が enabled
から disabled に戻った場合、DMP はパスに断
続的なエラーが発生していると設定し、
dmp_path_age に設定されている秒数が経過
するまでパスを I/O に対して有効に再設定しま
せん。
デフォルト値は 60 秒です。
値を 0 に設定すると、DMP は断続的にエラー
になっているパスを検出しません。

dmp_log_level

DMP コンソールメッセージで表示される詳細の
レベル。次のレベル値が定義されています。
1 ? 5.0 より前のリリースに存在したすべての DMP
ログメッセージを表示します。
2 ? レベル 1 のメッセージに加えて、パスまたは
ディスクの追加または削除、SCSI エラー、I/O エ
ラー、DMP ノードの移行に関するメッセージを
表示します。
3 ? レベル 1 と 2 のメッセージに加えて、パスの
調整、障害の可能性のあるパス、アイドル状態
のパス、異常なパスのロジックに関するメッセー
ジを表示します。
4 ? レベル 1、2、3 のメッセージに加えて、パス
の属性の設定または変更に関するメッセージと、
チューニングパラメータに関連する変更を表示
します。
デフォルト値は 1 です。

dmp_low_impact_probe

リストアデーモンによるパスのプローブが最適化
されているかどうかを決定します。最適化は on
に設定すると有効になり、off に設定すると無
効になります。パスのプローブは、リストアポリシー
が check_disabled である場合、または
check_periodic ポリシーの check_disabled
フェーズの間にのみ最適化されます。
デフォルト値は on です。
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パラメータ

説明

dmp_lun_retry_timeout

一時的なエラーを処理するための再試行間隔。
値は秒単位で指定します。
ディスクへのすべてのパスに障害が発生した場
合、特定のパスの障害は一時的で、すぐにパス
が復元される可能性もあります。I/O が再試行さ
れなければ、障害が一時的であっても I/O の障
害がアプリケーション層まで達する場合がありま
す。チューニングパラメータ
dmp_lun_retry_timeout はそのような一時
的なエラーを再試行する機構を提供します。
このチューニングパラメータがゼロ以外の値に設
定されている場合、すべてのパスで障害が発生
したディスクに対する I/O は、
dmp_lun_retry_timeout の時間が経過す
るか、I/O がいずれかのパスで成功するか、どち
らかが最初に起きるまで再試行されます。
チューニングパラメータのデフォルト値は 0 で、
パスは一度のみプローブされます。

dmp_monitor_fabric

イベントソースデーモン（vxesd）が Storage
Networking Industry Association（SNIA）HBA
API を使うかどうか。この API により、DDL は
SAN トポロジーに関する情報を収集し、ファブ
リックイベントを監視することで、フェールオー
バーのパフォーマンスを向上させます。
このパラメータが on に設定されている場合、
DDL は SNIA HBA API を使います（この機能を
使うため、HBA ベンダー固有の HBA-API ライ
ブラリが提供されているはずです）。
このパラメータが off に設定されている場合、
SNIA HBA API は使いません。
この DDL 機能をサポートするようにパッチがあ
てられたリリース 5.0 以前の場合、デフォルト設
定は off です。5.0 以降のリリースでは、デフォ
ルト設定は on です。
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パラメータ

説明

dmp_path_age

断続的にエラーの発生しているパスが継続して
健全と判断されなければならない期間を示しま
す。この期間が経過すると、DMP は再度そのパ
スに I/O 要求のスケジュール設定を試みます。
デフォルト値は 300 秒です。
値を 0 に設定すると、DMP は断続的にエラー
になっているパスを検出しません。

dmp_pathswitch_blks_shift

次に使用可能なパスに切り替わる前に DMP パ
スでアレイに送信される、連続 I/O ブロックのデ
フォルト数を示します。この値は 2 の累乗の指数
（整数）で指定するようになっており、たとえば 9
は 512 ブロックを表します。
このパラメータのデフォルト値は 9 に設定されて
います。この場合、512 ブロック（256 KB）の連
続 I/O が切り替え前に DMP パスで送信されま
す。内部データキャッシュを持つ高機能ディスク
アレイの場合、このチューニングパラメータの値
を大きくすることで、スループットが向上する可能
性があります。たとえば、日立 SANRISE2800 ア
クティブ/アクティブアレイの場合、シーケンシャ
ルな読み取りまたは書き込みを主として構成され
る I/O 処理パターンに最適な値は 15 - 17 です。
このパラメータの影響を受けるのは、I/O ポリシー
balanced 設定時の動作のみです。パラメータ
値を 0 にすると、vxdmpadm コマンドでアレイに
対し別のパーティションサイズを指定した場合を
除き、このポリシーではマルチパス化が無効に
なります。
p.196 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してくださ
い。
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パラメータ

説明

dmp_probe_idle_lun

DMP 統計情報の収集が有効になっている場
合、DMP パスリストアスレッドがアイドル状態の
LUN をプローブするように、このチューニングパ
ラメータを on（デフォルト）に設定します。機能を
オフにするには、このチューニングパラメータを
off に設定します（アイドル状態の LUN とは、
I/O 要求がスケジュール設定されていない VM
ディスクを指します。）このチューニングパラメー
タの値は、DMP 統計の収集が有効になってい
るときにのみ解釈されます。統計の収集をオフに
すると、アイドル状態の LUN のプローブも無効
になります。
デフォルト値は on です。

dmp_probe_threshold

dmp_low_impact_probe が on に設定されて
いる場合、dmp_probe_threshold は同じサブ
パスフェールオーバーグループに属する他のパ
スの状態を変更する前に、プローブするパスの
数を決定します。
デフォルト値は 5 です。

dmp_queue_depth

I/O 調整の間にパスのキューに入れられる I/O
要求の最大数です。
デフォルト値は 20 です。
個々のアレイへのパスの値は、vxdmpadm コマ
ンドを使って設定することもできます。
p.206 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してくだ
さい。

dmp_restore_interval

interval 属性値には、パスリストアスレッドがパ
スを調べる頻度を指定します。時間は秒数で指
定します。
デフォルト値は 300 です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm
start restore コマンドを使っても設定でき
ます。
p.209 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を
参照してください。
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パラメータ

説明

dmp_restore_cycles

DMP リストアポリシーが check_periodic の
場合に、check_all ポリシーが呼び出される
までのサイクル数です。
デフォルト値は 10 です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm
start restore コマンドを使っても設定でき
ます。
p.209 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を
参照してください。

dmp_restore_policy

次のいずれかの値に設定可能な DMP リストア
ポリシー。
■

check_all

■

check_alternate

■

check_disabled

■

check_periodic

デフォルト値は check_disabled です。
このチューニングパラメータの値は、vxdmpadm
start restore コマンドを使っても設定でき
ます。
p.209 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を
参照してください。
dmp_retry_count

パスに対する問い合わせが成功したが、I/O エ
ラーが発生した場合の、パスに対する再試行回
数を示します。
デフォルト値は 5 です。
個々のアレイへのパスの値は、vxdmpadm コマ
ンドを使って設定することもできます。
p.205 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参
照してください。

dmp_scsi_timeout

DMP 経由で送信される SCSI コマンドにタイム
アウト値を設定する必要があるかを判別します。
タイムアウト時間内にデバイスに送信されたこと
を示す SCSI コマンドの応答を HBA が受信しな
い場合、SCSI コマンドは障害エラーコードととも
に返されます。
デフォルト値は 30 秒です。
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パラメータ

説明

dmp_sfg_threshold

DMP が同じフェールオーバーグループに属す
る他のパスの検討を開始する前に、フェールオー
バーグループ内で障害が発生する必要がある
パスの最小数を決定します。値が 0 の場合、サ
ブパスフェールオーバーグループに基づくフェー
ルオーバーのロジックが無効になります。
デフォルト値は 1 です。

dmp_stat_interval

DMP 統計情報を収集する間隔。
最小値は 1 秒で、これがデフォルトです。

I/O 統計情報収集の無効化
デフォルトでは、Veritas Volume Manager によって、設定内のすべてのオブジェクトに
関する I/O 統計情報が収集されます。これは、環境や作業負荷に依存する各種のパラ
メータのチューニングに役立ちます。
p.550 の 「VxVM のチューニングパラメータ」 を参照してください。
p.558 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。
チューニングが終了したら、I/O スループットを向上させるために、I/O 統計情報収集を
無効にすることを選択できます。
I/O 統計情報が有効になっているかどうかを表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxtune vol_stats enable

システムによって 1 が表示される場合、I/O 統計情報収集は有効になっています。
0 が表示される場合、I/O 統計情報収集は無効になっています。
次回のシステムの再ブートまで I/O 統計情報収集を無効にするには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxtune vol_stats_enable 0

高い I/O スループットに関心がある場合も、DMP I/O 統計情報収集を無効にすることを
選択できます。
DMP I/O 統計情報収集を無効にするには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdmpadm iostat stop

565

566

第 15 章 処理効率の監視とチューニング
VxVM のチューニング

A
Veritas Volume Manager コ
マンドの使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Volume Manager のコマンドについて

■

オンラインマニュアルページ

Veritas Volume Manager のコマンドについて
多くの Veritas Volume Manager（VxVM）のコマンド（デーモン、ライブラリコマンド、サ
ポートスクリプトを除く）は、/opt/VRTS/bin ディレクトリから /usr/sbin ディレクトリにリン
クされています。PATH 環境変数に次のディレクトリを追加することをお勧めします。
■

Bourne または Korn シェル（sh または ksh）を使っている場合は、次のコマンドを使
います。
$ PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/VRTS/bin:/opt/VRTSvxfs/sbin:¥
/opt/VRTSdbed/bin:/opt/VRTSdb2ed/bin:/opt/VRTSsybed/bin:¥
/opt/VRTSob/bin
$ MANPATH=/usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
$ export PATH MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）を使っている場合は、次のコマンドを使います。
% set path = ( $path /usr/sbin /opt/VRTSvxfs/sbin ¥
/opt/VRTSdbed/bin /opt/VRTSdb2ed/bin /opt/VRTSsybed/bin ¥
/opt/VRTSob/bin /opt/VRTS/bin )
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
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メモ: データベースソフトウェアをインストールしていない場合
は、/opt/VRTSdbed/bin、/opt/VRTSdb2ed/bin および /opt/VRTSsybed/bin を省
略できます。同様に、/opt/VRTSvxfs/bin は、一部の VxFS コマンドを使う場合のみ必
要です。
VxVM の library コマンドとサポートスクリプトは、/usr/lib/vxvm ディレクトリ構造に配
置されます。これらを定期的に使う必要がある場合は、これらのディレクトリを自分のパス
に含めることができます。
個々のコマンドに関する詳細情報については、該当するマニュアルページの 1M セクショ
ンを参照してください。
p.590 の 「オンラインマニュアルページ」 を参照してください。
このコマンドやスクリプトをサポートするための他のコマンドとスクリプトは、通常は使われ
ないため、/opt/VRTS/bin には配置されません。また、マニュアルページもありません。
次の表に、よく使うコマンドの概略を示します。
■

表 A-1 は、VxVM 内のオブジェクトに関する情報を取得するためのコマンドの一覧
です。

■

表 A-2 は、ディスクを管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-3 は、ディスクグループを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-4 は、サブディスクを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-5 は、プレックスを作成し、管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-6 は、ボリュームを作成するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-7 は、ボリュームを管理するためのコマンドの一覧です。

■

表 A-8 は、VxVM でのタスクを監視し、制御するためのコマンドの一覧です。

表 A-1

VxVM 内のオブジェクトに関する情報の取得

コマンド

説明

vxdctl license [init]

VxVM のライセンスされている機能を一覧
表示します。
init パラメータは、ホストに対してライセン
スが追加または削除され、新しいライセン
スを有効にするときに必要になります。
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コマンド

説明

vxdisk [-g diskgroup] list [diskname] VxVM の制御下にあるディスクを一覧表示
します。
p.141 の 「ディスク情報の表示」 を参照して
ください。
例:
# vxdisk -g mydg list

vxdg list [diskgroup]

ディスクグループに関する情報を一覧表示
します。
p.218 の 「ディスク情報の表示」 を参照して
ください。
例:
# vxdg list mydg

vxdg -s list

共有ディスクグループに関する情報を一覧
表示します。
p.509 の 「共有ディスクグループの一覧表
示」 を参照してください。
例:
# vxdg -s list

vxdisk -o alldgs list

ディスクのすべてのディスクグループを一
覧表示します。指定したディスクグループ
は標準として表示され、さらに、他のすべ
てのディスクグループが一重引用符の中
に列挙されます。

vxinfo [-g diskgroup] [volume ...]

ボリュームへのアクセスおよびその使用が
可能かどうかを表示します。
『Veritas Volume Manager トラブルシュー
ティングガイド』を参照してください。
例:
# vxinfo -g mydg myvol1 ¥
myvol2
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コマンド

説明

vxprint -hrt [-g diskgroup] [object
...]

VxVM 内のオブジェクトに関する情報を 1
行で出力します。
p.332 の 「ボリューム情報の表示」 を参照し
てください。
例:
# vxprint -g mydg myvol1 ¥
myvol2

vxprint -st [-g diskgroup] [subdisk
...]

サブディスクに関する情報を表示します。
p.275 の 「サブディスク情報の表示」 を参照
してください。
例:
# vxprint -st -g mydg

vxprint -pt [-g diskgroup] [plex ...] プレックスに関する情報を表示します。
p.283 の 「プレックス情報の表示」 を参照し
てください。
例:
# vxprint -pt -g mydg

表 A-2

ディスクの管理

コマンド

説明

vxdmpadm

メニューベースのインターフェースを使っ
て、VxVM 内のディスクを管理します。

vxdiskadd [devicename ...]

デバイス名で指定されたディスクを追加し
ます。
p.114 の 「vxdiskadd を使った VxVM の制
御下へのディスクの配置」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxdiskadd sde
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コマンド

説明

vxedit [-g diskgroup] rename ¥
olddisk newdisk

VxVM の制御下にあるディスクの名前を変
更します。
p.153 の 「ディスク名の変更」 を参照してく
ださい。
例:
# vxedit -g mydg rename ¥
mydg03 mydg02

vxedit [-g diskgroup] set ¥
reserve=on|off diskname

ディスクグループ内のディスクを使用対象
外または使用対象に設定します。
p.154 の 「ディスクの予約」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
reserve=on mydg02
# vxedit -g mydg set ¥
reserve=off mydg02

vxedit [-g diskgroup] set ¥
nohotuse=on|off diskname

ディスク上の空き領域を、ホットリロケーショ
ンの適用対象または適用対象外に設定し
ます。
p.472 の 「ディスクのホットリロケーション適
用対象からの除外」 を参照してください。
p.473 の 「ディスクのホットリロケーション適
用対象からの除外を解除」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
nohotuse=on mydg03
# vxedit -g mydg set ¥
nohotuse=off mydg03
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コマンド

説明

vxedit [-g diskgroup] set ¥
spare=on|off diskname

ホットリロケーションのスペアのプールから、
ディスクを追加または削除します。
p.470 の 「ホットリロケーションのスペアディ
スクの設定」 を参照してください。
p.471 の 「ホットリロケーションスペアディス
クの設定解除」 を参照してください。
例:
# vxedit -g mydg set ¥
spare=on mydg04
# vxedit -g mydg set ¥
spare=off mydg04

vxdisk offline devicename

ディスクをオフラインにします。
p.153 の 「ディスクデバイスのオフライン化」
を参照してください。
例:
# vxdisk offline sde

vxdg -g diskgroup rmdisk diskname

ディスクをディスクグループから削除しま
す。
p.221 の 「ディスクグループからのディスク
の削除」 を参照してください。
例:
# vxdg -g mydg rmdisk mydg02

vxdiskunsetup devicename

VxVM の制御下からディスクを削除します。
p.221 の 「ディスクグループからのディスク
の削除」 を参照してください。
例:
# vxdiskunsetup sdg
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表 A-3

ディスクグループの作成と管理

コマンド

説明

vxdg [-s] init diskgroup ¥
[diskname=]devicename

初期化済みディスクを使って、ディスクグ
ループを作成します。
p.220 の 「ディスクグループの作成」 を参照
してください。
p.510 の 「共有ディスクグループの作成」 を
参照してください。
例:
# vxdg init mydg ¥
mydg01=sde

vxdg -g diskgroup listssbinfo

矛盾する設定情報を表示します。
p.244 の 「競合する設定コピーの扱い方」
を参照してください。
例:
# vxdg -g mydg listssbinfo

vxdg [-n newname] deport diskgroup

ディスクグループをデポートし、オプション
でそのディスクグループの名前を変更しま
す。
p.223 の 「ディスクグループのデポート」 を
参照してください。
例:
# vxdg -n newdg deport mydg

vxdg [-n newname] import diskgroup

ディスクグループをインポートし、オプショ
ンでそのディスクグループの名前を変更し
ます。
p.224 の 「ディスクグループのインポート」 を
参照してください。
例:
# vxdg -n newdg import mydg
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説明

vxdg [-n newname] -s import diskgroup ディスクグループをクラスタ共有ディスクグ
ループとしてインポートし、オプションでそ
の名前を変更します。
p.511 の 「共有ディスクグループのインポー
ト」 を参照してください。
例:
# vxdg -n newsdg -s import ¥
mysdg
vxdg [-o expand] listmove sourcedg ¥ ディスクグループの移動により、影響を受
targetdg object ...
ける可能性のあるオブジェクトを一覧表示
します。
p.255 の 「移動により影響を受ける可能性
のあるオブジェクトの一覧表示」 を参照し
てください。
例:
# vxdg -o expand listmove ¥
mydg newdg myvol1

vxdg [-o expand] move sourcedg ¥
targetdg object ...

ディスクグループ間でオブジェクトを移動し
ます。
p.257 の 「ディスクグループ間のオブジェク
ト移動」 を参照してください。
例:
# vxdg -o expand move mydg ¥
newdg myvol1

vxdg [-o expand] split sourcedg ¥
targetdg object ...

ディスクグループを分割し、指定したオブ
ジェクトをターゲットディスクグループに移
動します。
p.260 の 「ディスクグループの分割」 を参照
してください。
例:
# vxdg -o expand split mydg ¥
newdg myvol2 myvol3
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vxdg join sourcedg targetdg

2 つのディスクグループを結合します。
p.261 の 「ディスクグループの結合」 を参照
してください。
例:
# vxdg join newdg mydg

vxdg -g diskgroup set ¥
activation=ew|ro|sr|sw|off

クラスタ内の共有ディスクグループのアク
ティベーションモードを設定します。
p.513 の 「共有ディスクグループ上のアク
ティベーションモードの変更」 を参照してく
ださい。
例:
# vxdg -g mysdg set ¥
activation=sw

vxrecover -g diskgroup -sb

インポートされたディスクグループ内のす
べてのボリュームを起動します。
p.227 の 「システム間のディスクグループ移
動」 を参照してください。
例:
# vxrecover -g mydg -sb

vxdg destroy diskgroup

ディスクグループを破棄し、そのディスクグ
ループに所属するディスクを解放します。
p.263 の 「ディスクグループの破棄」 を参照
してください。
例:
# vxdg destroy mydg
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表 A-4

サブディスクの作成と管理

コマンド

説明

vxmake [-g diskgroup] sd subdisk ¥
diskname,offset,length

サブディスクを作成します。
「サブディスクの作成」を参照してください。
例:
# vxmake -g mydg sd ¥
mydg02-01 mydg02,0,8000

vxsd [-g diskgroup] assoc plex ¥
subdisk...

サブディスクを既存のプレックスに関連付
けます。
p.277 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg assoc home-1 ¥
mydg02-01 mydg02-00 ¥
mydg02-01

vxsd [-g diskgroup] assoc plex ¥
subdisk1:0 ... subdiskM:N-1

ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュー
ム内のカラムの末尾にサブディスクを追加
します。
p.277 の 「サブディスクとプレックスの関連
付け」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg assoc ¥
vol01-01 mydg10-01:0 ¥
mydg11-01:1 mydg12-01:2

vxsd [-g diskgroup] mv oldsubdisk ¥
newsubdisk ...

サブディスクを交換します。
p.276 の 「サブディスクの移動」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg mv mydg01-01 ¥
mydg02-01
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vxsd [-g diskgroup] -s size split ¥
subdisk sd1 sd2

サブディスクを 2 つに分割します。
p.276 の 「サブディスクの分割」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg -s 1000m ¥
split mydg03-02 mydg03-02 ¥
mydg03-03

vxsd [-g diskgroup] join ¥
sd1 sd2 ... subdisk

2 つ以上のサブディスクを結合します。
p.277 の 「サブディスクの結合」 を参照して
ください。
例:
# vxsd -g mydg join ¥
mydg03-02 mydg03-03 ¥
mydg03-02

vxassist [-g diskgroup] move ¥
volume ¥!olddisk newdisk

ボリューム内のサブディスクをディスク間で
再配置します。
p.477 の 「vxassist を使った再配置された
サブディスクの移動」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg move ¥
myvol ¥!mydg02 mydg05

メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字
です。この例では、bash シェルでこの文字
をエスケープ処理する方法を示していま
す。
vxunreloc [-g diskgroup] original_disk サブディスクをもとのディスク位置へ再配置
します。
p.477 の 「vxunreloc を使った再配置され
たサブディスクの移動」 を参照してくださ
い。
例:
# vxunreloc -g mydg mydg01
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vxsd [-g diskgroup] dis subdisk

サブディスクとプレックスの関連付けを解除
します。
p.280 の 「サブディスクとプレックスの関連
付けの解除」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg dis mydg02-01

vxedit [-g diskgroup] rm subdisk

サブディスクを削除します。
p.281 の 「サブディスクの削除」 を参照して
ください。
例:
# vxedit -g mydg rm mydg02-01

vxsd [-g diskgroup] -o rm dis subdisk サブディスクとプレックスの関連付けを解除
し、サブディスクをプレックスから削除しま
す。
p.280 の 「サブディスクとプレックスの関連
付けの解除」 を参照してください。
例:
# vxsd -g mydg -o rm dis ¥
mydg02-01

表 A-5

プレックスの作成と管理

コマンド

説明

vxmake [-g diskgroup] plex plex ¥
sd=subdisk1[,subdisk2,...]

コンカチネイテッドプレックスを作成します。
p.283 の 「プレックスの作成」 を参照してく
ださい。
例:
# vxmake -g mydg plex ¥
vol01-02 ¥
sd=mydg02-01,mydg02-02
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説明

vxmake [-g diskgroup] plex plex ¥
layout=stripe|raid5 stwidth=W ¥
ncolumn=N ¥
sd=subdisk1[,subdisk2,...]

ストライプ化プレックスまたは RAID 5 プレッ
クスを作成します。
p.283 の 「ストライプ化プレックスの作成」 を
参照してください。
例:
# vxmake -g mydg plex pl-01 ¥
layout=stripe stwidth=32 ¥
ncolumn=2 ¥
sd=mydg01-01,mydg02-01

vxplex [-g diskgroup] att volume plex プレックスを既存のボリュームに追加しま
す。
p.288 の 「プレックスの接続および関連付
け」 を参照してください。
p.290 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxplex -g mydg att vol01 ¥
vol01-02

vxplex [-g diskgroup] det plex

プレックスを切断します。
p.290 の 「プレックスの関連付け解除」 を参
照してください。
例:
# vxplex -g mydg det vol01-02

vxmend [-g diskgroup] off plex

保守のため、プレックスをオフラインにしま
す。
p.289 の 「プレックスのオフライン化」 を参
照してください。
例:
# vxmend -g mydg off vol02-02
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説明

vxmend [-g diskgroup] on plex

プレックスを使うために再有効にします。
p.290 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxmend -g mydg on vol02-02

vxplex [-g diskgroup] mv oldplex ¥
newplex

プレックスを交換します。
p.292 の 「プレックスの移動」 を参照してく
ださい。
例:
# vxplex -g mydg mv ¥
vol02-02 vol02-03

vxplex [-g diskgroup] cp volume ¥
newplex

ボリュームをプレックスにコピーします。
p.293 の 「プレックスへのボリュームのコ
ピー」 を参照してください。
例:
# vxplex -g mydg cp vol02 ¥
vol03-01

vxmend [-g diskgroup] fix clean plex 起動できないボリューム内のプレックスの状
態を CLEAN 状態に設定します。
p.290 の 「プレックスの再接続」 を参照して
ください。
例:
# vxmend -g mydg fix clean ¥
vol02-02
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vxplex [-g diskgroup] -o rm dis plex プレックスとボリュームの関連付けを解除
し、プレックスをボリュームから削除します。
p.293 の 「プレックスの関連付け解除と削
除」 を参照してください。
例:
# vxplex -g mydg -o rm dis ¥
vol03-01

表 A-6

ボリュームの作成

コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] maxsize ¥
layout=layout [attributes]

作成可能なボリュームの最大サイズを表示
します。
p.306 の 「ボリュームの最大サイズの確認」
を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg maxsize ¥
layout=raid5 nlog=2

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length [layout=layout] ¥
[attributes]

ボリュームを作成します。
p.307 の 「任意のディスクにおけるボリュー
ムの作成」 を参照してください。
p.307 の 「指定したディスクにおけるボリュー
ムの作成」 を参照してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
myvol 20g layout=concat ¥
mydg01 mydg02
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説明

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=mirror ¥
[nmirror=N][attributes]

ミラーボリュームを作成します。
p.313 の 「ミラーボリュームの作成」 を参照
してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mymvol 20g layout=mirror ¥
nmirror=2

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=layout ¥
exclusive=on [attributes]

クラスタ内の 1 つのノードで排他的に起動
できるボリュームを作成します。
p.514 の 「排他的起動権限を持つボリュー
ムの作成」 を参照してください。
例:
# vxassist -b -g mysdg make ¥
mysmvol 20g layout=mirror ¥
exclusive=on

vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
ストライプボリュームまたは RAID 5 ボリュー
volume length layout={stripe|raid5} ¥ ムを作成します。
[stripeunit=W] [ncol=N] ¥
p.319 の 「ストライプボリュームの作成」 を参
[attributes]
照してください。
p.323 の 「RAID 5 ボリュームの作成」 を参
照してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mysvol 20g layout=stripe ¥
stripeunit=32 ncol=4
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vxassist -b [-g diskgroup] make ¥
volume length layout=mirror ¥
mirror=ctlr [attributes]

別個のコントローラ上にミラーデータプレッ
クスを持つボリュームを作成します。
p.321 の 「ターゲット、コントローラまたはエ
ンクロージャにわたるミラーの作成」 を参照
してください。
例:
# vxassist -b -g mydg make ¥
mymcvol 20g layout=mirror ¥
mirror=ctlr

vxmake -b [-g diskgroup] ¥
-Uusage_type vol volume ¥
[len=length] plex=plex,...

既存のプレックスからボリュームを作成しま
す。
p.325 の 「vxmake を使ったボリュームの作
成」 を参照してください。
例:
# vxmake -g mydg -Uraid5 ¥
vol r5vol ¥
plex=raidplex,raidlog1,¥
raidlog2

vxvol [-g diskgroup] start volume

使うボリュームを初期化して起動します。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参
照してください。
p.344 の 「ボリュームの起動」 を参照してく
ださい。
例:
# vxvol -g mydg start r5vol

vxvol [-g
diskgroup] init zero ¥
volume

使うボリュームを初期化してゼロクリアしま
す。
p.328 の 「ボリュームの初期化と起動」 を参
照してください。
例:
# vxvol -g mydg init zero ¥
myvol
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表 A-7

ボリュームの管理

コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] mirror ¥
volume [attributes]

ミラーをボリュームに追加します。
p.348 の 「ボリュームへのミラーの追加」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg mirror ¥
myvol mydg10

vxassist [-g diskgroup] remove ¥
mirror volume [attributes]

ミラーをボリュームから削除します。
p.350 の 「ミラーの削除」 を参照してくださ
い。
例:
# vxassist -g mydg remove ¥
mirror myvol ¥!mydg11

メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字
です。この例では、bash シェルでこの文字
をエスケープ処理する方法を示していま
す。
vxassist [-g diskgroup] ¥
{growto|growby} volume length

指定したサイズに、または指定した量だけ
ボリュームを拡張します。
p.346 の 「vxassist を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg growby ¥
myvol 10g

vxassist [-g diskgroup] ¥
{shrinkto|shrinkby} volume length

指定したサイズに、または指定した量だけ
ボリュームを縮小します。
p.346 の 「vxassist を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg shrinkto ¥
myvol 20g
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説明

vxresize -b -F vxfs [-g diskgroup] ¥ ボリュームおよびそのボリューム上に作成
volume length diskname ...
された Veritas File System のサイズを変
更します。
p.345 の 「vxresize を使ったボリュームのサ
イズ変更」 を参照してください。
例:
# vxresize -b -F vxfs ¥
-g mydg myvol 20g mydg10 ¥
mydg11
vxsnap [-g diskgroup] prepare volume ¥インスタントスナップショットや DRL ログ用
[drl=on|sequential|off]
のボリュームを準備します。
p.352 の 「DRL およびインスタントスナップ
ショットの対象となるボリュームの準備」 を
参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg prepare ¥
myvol drl=on

vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume¥
/newvol=snapvol¥
[/nmirror=number]

もとのボリュームのプレックスを切り離して、
ボリュームのフルサイズインスタントスナッ
プショットを作成します。
p.392 の 「インスタントスナップショットの作
成」 を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/¥
newvol=mysnpvol/¥
nmirror=2
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vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume/snapvol=snapvol

準備された空のボリュームを使って、ボ
リュームのフルサイズインスタントスナップ
ショットを作成します。「フルサイズインスタ
ントスナップショットまたはリンクブレークオ
フスナップショットに使うボリュームの作成」
を参照してください。
p.392 の 「インスタントスナップショットの作
成」 を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/snapvol=snpvol

vxmake [-g diskgroup] cache ¥
cache_object cachevolname=volume ¥
[regionsize=size]

領域最適化インスタントスナップショットで
使うためのキャッシュオブジェクトを作成し
ます。
p.396 の 「共有キャッシュオブジェクトの作
成」 を参照してください。
キャッシュボリュームがすでに作成されてい
る必要があります。キャッシュオブジェクトを
作成した後、vxcache start コマンド
を使ってキャッシュオブジェクトを有効にし
ます。
次に例を示します。
# vxassist -g mydg make ¥
cvol 1g layout=mirror ¥
init=active mydg16 mydg17
# vxmake -g mydg cache cobj ¥
cachevolname=cvol
# vxcache -g mydg start cobj
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コマンド

説明

vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume/newvol=snapvol¥
/cache=cache_object

ボリュームの領域最適化インスタントスナッ
プショットを作成します。
p.392 の 「インスタントスナップショットの作
成」 を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg make ¥
source=myvol/¥
newvol=mysosvol/¥
cache=cobj

vxsnap [-g diskgroup] refresh snapshotもとのボリュームからスナップショットを更新
します。
p.414 の 「インスタントスナップショットの更
新」 を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg refresh ¥
mysnpvol

vxsnap [-g diskgroup] dis snapshot

スナップショットを独立したボリュームにしま
す。
p.417 の 「インスタントスナップショットの関
連付けの解除」 を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg dis mysnpvol

vxsnap [-g diskgroup] unprepare ¥
volume

インスタントスナップショットや DRL ログの
サポートをボリュームから削除します。
p.357 の 「ボリュームからの DRL およびイン
スタントスナップショットのサポートの削除」
を参照してください。
例:
# vxsnap -g mydg unprepare ¥
myvol
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] relayout ¥
volume [layout=layout] ¥
[relayout_options]

ボリュームのオンライン再レイアウトを実行
します。
p.368 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg relayout ¥
vol2 layout=stripe

vxassist [-g diskgroup] relayout ¥
volume layout=raid5 ¥
stripeunit=W ¥
ncol=N

ボリュームを、ストライプユニットサイズ W、
N カラムの RAID 5 ボリュームとしてオンラ
イン再レイアウトします。
p.368 の 「オンライン再レイアウトの実行」 を
参照してください。
例:
# vxassist -g mydg relayout ¥
vol3 layout=raid5 ¥
stripeunit=16 ncol=4

vxrelayout [-g diskgroup] -o bg ¥
reverse volume

一時停止中のボリューム再レイアウトを元
に戻します。
p.70 の 「ボリュームセット」 を参照してくだ
さい。
例:
# vxrelayout -g mydg -o bg ¥
reverse vol3

vxassist [-g diskgroup] convert ¥
volume [layout=layout] ¥
[convert_options]

階層化ボリュームレイアウトと非階層化ボ
リュームレイアウト間の変換を行います。
p.375 の 「階層化ボリュームと非階層化ボ
リューム間の変換」 を参照してください。
例:
# vxassist -g mydg convert ¥
vol3 layout=stripe-mirror
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コマンド

説明

vxassist [-g diskgroup] remove ¥
volume volume

ボリュームを削除します。
p.364 の 「ボリュームの削除」 を参照してく
ださい。
例:
# vxassist -g mydg remove ¥
myvol

表 A-8

タスクの監視と制御

コマンド

説明

command [-g diskgroup] -t tasktag ¥
[options] [arguments]

VxVM コマンドにタスクタグを指定します。
p.335 の 「タスクタグの指定」 を参照してく
ださい。
例:
# vxrecover -g mydg ¥
-t mytask -b mydg05

vxtask [-h] [-g diskgroup] list

システム上で実行されているタスクを一覧
表示します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask -h -g mydg list

vxtask monitor task

タスクの進行状況を監視します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask monitor mytask

589

590

付録 A Veritas Volume Manager コマンドの使用
オンラインマニュアルページ

コマンド

説明

vxtask pause task

タスクの操作を中断します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask pause mytask

vxtask -p [-g diskgroup] list

一時停止中のすべてのタスクを一覧表示
します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask -p -g mydg list

vxtask resume task

一時停止中のタスクを再開します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask resume mytask

vxtask abort task

タスクを中断し、変更を元に戻します。
p.338 の 「vxtask コマンドの使用」 を参照
してください。
例:
# vxtask abort mytask

オンラインマニュアルページ
マニュアルページは次の項から構成されます。
1M

管理コマンド

4

ファイルフォーマット

付録 A Veritas Volume Manager コマンドの使用
オンラインマニュアルページ

セクション 1M - 管理コマンド
表 A-9 に、Veritas Volume Manager を管理するためのコマンドについて説明している
セクション 1M のマニュアルページを一覧表示します。
表 A-9

セクション 1M マニュアルページ

名前

説明

vxassist

ボリュームの作成、再レイアウト、変換、ミラー、
バックアップ、拡張、縮小、削除、および移動
に使います。

vxcache

領域最適化スナップショットのキャッシュオブ
ジェクトの管理に使います。

autogrow

必要に応じて、キャッシュボリュームのサイズを
自動的に変更します。

vxcdsconvert

ディスクおよびディスクグループをシステム間
で移植可能な状態に変換します。

vxclustadm

クラスタの開始、停止、および再構成に使いま
す。

vxcmdlog

コマンドログの管理に使います。

vxconfigbackup

ディスクグループ設定のバックアップに使いま
す。

vxconfigbackupd

ディスクグループ設定バックアップデーモンで
す。

vxconfigd

Veritas Volume Manager 設定デーモンで
す。

vxconfigrestore

ディスクグループ設定をリストアします。

vxdco

バージョン DCO オブジェクトおよび DCO ボ
リュームに対して操作を実行するときに使いま
す。

vxdctl

ボリューム設定デーモンを制御します。

vxddladm

デバイス検出層サブシステムの管理に使いま
す。

vxdefault

/etc/default/vxsf で設定される、
SmartMove のシン再生としての設定を指定
するデフォルト値を管理します。
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名前

説明

vxdg

Veritas Volume Manager ディスクグループ
の管理に使います。

vxdisk

Veritas Volume Manager ディスクの定義と管
理に使います。

vxdiskadd

Veritas Volume Manager で使うディスクを追
加します。

vxdmpadm

メニュー駆動型の Veritas Volume Manager
ディスク管理プログラムです。

vxdisksetup

Veritas Volume Manager で使うディスクの設
定に使います。

vxdiskunsetup

Veritas Volume Manager で使用中のディス
クを設定から除外します。

vxdmpadm

DMP サブシステムの管理に使います。

vxdmptune

DMP チューニングパラメータの値を表示およ
び変更します。

vxedit

Veritas Volume Manager レコードの作成、
削除、および変更に使います

vxencap

新しいディスクでパーティションをカプセル化し
ます。

vxevac

すべてのボリュームをディスクから退避します。

vxinfo

ボリュームのアクセス可能性と可用性を表示し
ます。

vxinitrd

VxVM モジュールをプリロードするための初期
ramdisk イメージを作成します。

vxinstall

メニュー駆動型の Veritas Volume Manager
初回設定プログラムです。

vxintro

Veritas Volume Manager ユーティリティの概
要です。

vxiod

Veritas Volume Manager カーネル I/O スレッ
ドの開始、停止、およびレポートに使います。

vxmake

Veritas Volume Manager 設定レコードを作
成します。
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名前

説明

vxmemstat

Veritas Volume Manager のメモリ統計情報
を表示します。

vxmend

設定レコードの単純な問題を修復します。

vxmirror

ディスク上のボリュームのミラー化またはデフォ
ルトミラー化の制御に使います。

vxnotify

Veritas Volume Manager 設定イベントを表
示します。

vxplex

プレックス上で Veritas Volume Manager 操
作を実行します。

vxprint

Veritas Volume Manager 設定のレコードを
表示します。

vxr5check

RAID-5 ボリュームのパリティ検査を実行しま
す。

vxreattach

アクセス可能になったディスクドライブを再接続
します。

vxrecover

ボリュームリカバリ操作を実行します。

vxrelayout

オンラインストレージを別のレイアウトに変換し
ます。

vxrelocd

Veritas Volume Manager の障害イベントを
監視し、障害の発生したサブディスクを再配置
します。

vxresize

ファイルシステムを含むボリュームのサイズを変
更します。

vxrootadm

ブートディスクのスナップショットを拡大または
作成します。

vxrootmir

ルートディスクを代替ディスクにミラー化します。

vxscsiinq

SCSI 問い合わせデータを表示します。

vxsd

サブディスク上で Veritas Volume Manager
操作を実行します。

vxsnap

ボリューム上の DRL の有効化およびインスタ
ントスナップショットの作成と管理に使います。
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名前

説明

vxstat

Veritas Volume Manager 統計情報管理ユー
ティリティです。

vxtask

Veritas Volume Manager タスクの一覧表示
と管理に使います。

vxtrace

ボリューム上の操作をトレースします。

vxtranslog

トランザクションログの管理に使います。

vxtune

Veritas Volume Replicator および Veritas
Volume Manager のチューニングパラメータ
の調整に使います。

vxunreloc

ホットリロケーションされたサブディスクをもとの
ディスクに移動します。

vxunroot

カプセル化されたルートボリュームから Veritas
Volume Manager フックを削除します。

vxvol

ボリューム上で Veritas Volume Manager 操
作を実行します。

vxvoltune

VxVM チューニングパラメータの値を表示およ
び変更します。

vxvset

ボリュームセットの作成と管理に使います。

セクション 4 - ファイルフォーマット
表 A-10 に、Veritas Volume Manager で使われるファイルのフォーマットについて説明
しているセクション 4 のマニュアルページを一覧表示します。
表 A-10

セクション 4 マニュアルページ

名前

説明

vol_pattern

ディスクグループ検索の仕様です。

vxmake

vxmake の解説ファイルです。

B
Veritas Volume Manager の
設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストール後の設定操作

■

サポートされていないディスクアレイ

■

外部デバイス

■

ディスクの初期化とディスクグループの作成

■

ストレージを設定するためのガイドライン

■

VxVM でのマルチパス化されたデバイスの表示

■

クラスタのサポート

インストール後の設定操作
Veritas Volume Manager（VxVM）ソフトウェアのインストール後に、複数の設定タスク
を実行できます。
次のタスクを使って初期設定を実行します。
■

ディスクを Veritas Volume Manager の制御下に置いて、ディスクグループを作成し
ます。

■

ディスクグループにボリュームを作成します。

■

ボリューム上にファイルシステムを構築します。

次の設定タスクはオプションです。
■ root

ディスクをカプセル化し、さらにミラー化して代替ブートディスクを作成します。
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■

各ディスクグループでホットリロケーションのスペアディスクを指定します。

■

ミラーをボリュームに追加します。

■

ボリュームに DRL と FastResync を設定します。

次のタスクを使って継続的な保守を実行します。
■

ボリュームおよびファイルシステムのサイズを変更します。

■

ディスクを追加し、新しいディスクグループを作成して、新しいボリュームを作成しま
す。

■

スナップショットの作成と管理を行います。

サポートされていないディスクアレイ
インストール終了後、シマンテック社でサポートされていないディスクアレイをすべて DISKS
（JBOD）カテゴリに追加します。
p.86 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

外部デバイス
VxVM のデバイス検出機能では、EMC PowerPath など、サードパーティ製のドライバで
制御される一部のデバイスを検出できます。これらのデバイスに対しては、DMP 機能で
はなく、サードパーティ製のドライバに備えられている multipathing ケイパビリティを使
うことをお勧めします。適切な ASL が使用可能な場合は、このようなドライバで DMP も使
えます。互換 ASL が存在しないその他の外部デバイスは、vxddladm addforeign コマ
ンドを使うことにより、Veritas Volume Manager で simple ディスクとして使えるようにな
ります。このコマンドを使うと、DMP を使う必要もなくなります。
p.86 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

ディスクの初期化とディスクグループの作成
ディスクをディスクグループに配置するには、インストールの完了後に vxdiskadm プログ
ラムを使います。
p.105 の 「VxVM へのディスクの追加」 を参照してください。

ストレージを設定するためのガイドライン
ディスク障害によって、そのディスクのデータが損失したり、システムへのアクセスが失わ
れることがあります。アクセスの損失は、システムに使われていたディスクの障害に起因し
ます。Veritas Volume Manager は、このような障害からシステムを保護できます。
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システムの可用性を維持するには、システムの実行および起動に関する重要なデータを
ミラー化する必要があります。このデータは、障害発生時に使えるよう保持しておく必要
があります。
次に、システムとデータを保護するための提案事項を示します。
■

データを保護するため、通常のバックアップを行ってください。ボリュームのすべての
コピーが損失または破損した場合に備え、バックアップすることが必要です。電力サー
ジによって、一部の（またはすべての）ディスクがダメージを受けることがあります。ま
た、エラー発生時にコマンドを入力すると、クリティカルなファイルを削除したり、直接
ファイルシステムにダメージを与えてしまうことがあります。通常のバックアップを行うこ
とで、損失データまたは破損データを取得できるようになります。
ファイルシステム（ルートまたはブートディスク）を含むディスクをカプセル化し、
Veritas Volume Manager の制御下に置いてください。カプセル化すると、root デ
バイスと swap デバイスが、ボリューム（rootvol と swapvol）に変換されます。起動
に使う代替ルートディスクを作成するため、ルートディスクをミラー化します。起動に必
要なディスクをミラー化し、単一ディスクの障害によってシステムが起動不可および使
用不可の状態にならないようにします。
p.121 の 「ルータビリティ」 を参照してください。

■ root

■

ミラー化を使い、ディスク障害によるデータの損失を防ぎます。
p.597 の 「ミラー化のガイドライン」 を参照してください。

■

DRL 機能を使うと、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバリが速くなります。
p.598 の 「DRL のガイドライン」 を参照してください。

■

ストライプ化を使い、ボリュームの I/O 処理効率を向上させます。
p.599 の 「ストライプ化のガイドライン」 を参照してください。

■

ストライプ化およびミラー化を併用する設定に使える十分なディスク数を確保してくだ
さい。ストライプ化プレックスには少なくとも 2 つのディスクが、ミラーには 1 つ以上の
追加ディスクがそれぞれ必要です。

■

ストライプ化とミラー化を併用する場合は、あるプレックスのサブディスクと他のプレッ
クスのサブディスクは、同一物理ディスクに配置しないでください。

■

RAID 5 ボリューム内のパリティデータの破損を防ぐには、ログを使います。各 RAID
5 ボリュームに少なくとも 1 つのログプレックスがあることを確認してください。
p.600 の 「RAID 5 ボリュームのガイドライン」 を参照してください。

■

Veritas Volume Manager のホットリロケーション機能を有効にしておきます。
p.600 の 「ホットリロケーションのガイドライン」 を参照してください。

ミラー化のガイドライン
ミラー化を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
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■

ミラーボリュームの個々のプレックスを構成するサブディスクを、同一の物理ディスクに
配置しないでください。この操作を行うと、ミラー化による可用性や処理効率が低下し
ます。vxassist コマンドまたは vxdiskadm コマンドを使うと、このような状況に陥る
のを防ぐことができます。

■

ミラー化を使って最高の処理効率を得るには、入出力の物理処理の少なくとも 70 %
が読み取り処理である必要があります。読み取り処理の割合が高くなるほど、処理効
率も向上します。書き込みを集中的に行う作業負荷環境では、ミラー化によって、処
理効率が向上しなかったり、あるいは処理速度が低下することがあります。

■

オペレーティングシステムには、ファイルシステムのキャッシュが実装されています。
読み取り要求は、多くの場合キャッシュで十分対応できます。これによって、ファイル
システムを介した物理的な入出力処理における、読み取りと書き込みの入出力全体
に対する割合は、（アプリケーションレベルで読み取りと書き込みの割合を比較した場
合）書き込みの方が大きくなります。

■

ミラー化またはストライプ化を行う場合は、可能な限り、別々のコントローラに接続され
ているディスクを使ってください。ディスクコントローラのほとんどは並行シーク処理を
サポートしています。したがって、一度に 2 つのディスクでシークを開始できます。同
一ボリュームの 2 つのプレックスを、並行シーク処理をサポートしていないコントロー
ラに接続されているディスクに設定しないでください。これは、ドライブにキャッシュに
保存しない古いコントローラや SCSI ディスクを使う場合に重要になります。最近の
SCSI ディスクおよびコントローラを使う場合は、それほど重要ではありません。複数の
コントローラをまたいでミラー化すると、いずれかのコントローラに障害が発生しても、
システムは存続できます。別のコントローラによって、ミラーのデータを引き続き使えま
す。

■

複数のディスク間でのストライプ化プレックスまたはコンカチネイテッドプレックスを使っ
たり、非常に高速なデバイスにプレックスを配置すると、優れた処理効率を得ることが
できます。読み取りポリシーは、より高速なプレックスを優先するように prefer ポリシー
を設定してください。デフォルトで使われる select ポリシーで、ストライプ化プレックス
を 1 つ持つボリュームは、ストライプ化プレックスからの読み取りを優先するように
prefer ポリシーと同様に設定されています。

p.41 の 「ミラー化（RAID 1）」 を参照してください。

DRL のガイドライン
DRL（Dirty Region Logging）を使うと、システムクラッシュ後のミラーボリュームのリカバ
リが速くなります。DRL を有効にすると、Veritas Volume Manager は、プレックスへの書
き込みによって変更されたボリューム内の領域を記録します。
警告: DRL を使うと、書き込みを集中的に行う環境では、システムのパフォーマンスに悪
影響を及ぼす可能性があります。
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p.56 の 「DRL」 を参照してください。

ストライプ化のガイドライン
ストライプ化を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
■

ストライプ化プレックスの複数のカラムを同一の物理ディスクに配置しないでください。

■

ストライプユニットのサイズは慎重に計算してください。通常、ストライプユニットのサイ
ズを適度な値に設定することをお勧めします（例: 64 KB。vxassist が使うデフォル
トです）。

■

ストライプ ユニットのサイズをトラックのサイズに設定することが適切ではなく、またア
プリケーションの入出力パターンが不明な場合は、デフォルトのストライプ ユニットの
サイズを使います。

■

最近では、多くのディスクドライブに可変ジオメトリが採用されています。これは、トラッ
クのサイズがシリンダによって異なることを意味し、外側のディスクのトラックは内側の
トラックよりもセクタが多くなります。したがって、すべての状況でトラックのサイズをスト
ライプユニットのサイズに使うのが適切なわけではありません。このようなドライブの場
合、アプリケーションの入出力パターンが明確でない限り、ストライプユニットのサイズ
には適度な値（64 KB など）を使ってください。

■

スピンドルが同期化されていないディスクを使った場合、ストライプユニットのサイズが
小さいボリュームでは、連続入出力の遅延が思わしくないものになることがあります。
一般的に、ストライプユニットのサイズをより大きく設定し、マルチスレッドの、またはほ
とんど非同期のランダムな入出力ストリームを使った場合に、スピンドルを同期化して
いないディスクをストライプ化すると処理効率が向上します。

■

通常、ストライプの物理ディスクの数が増えるほど、入出力の処理効率は向上します。
ただし、この場合はボリュームの実際の平均故障間隔（MTBF）が短くなります。このよ
うな問題がある場合は、ストライプ化とミラー化を組み合わせて、高い処理効率と信頼
性を併せ持つようにします。

■

ミラーボリューム内の 1 つのプレックスのみがストライプ化されている場合、ボリューム
の読み取りポリシーを、ストライプ化プレックスを prefer ポリシーとするように設定し
ます（デフォルトの読み取りポリシーである select ポリシーによって、この操作は自
動的に行われます）。

■

ミラーボリューム内の複数のプレックスがストライプ化されている場合、各ストライプ化
プレックスには同じストライプユニットのサイズを設定します。

■

可能なときは、ストライプボリュームのサブディスクを、別のコントローラおよびバスに接
続されているドライブをまたぐように配分します。

■

並行シーク処理をサポートしていないコントローラはストライプには使わないでくださ
い（そのようなコントローラはまれです）。
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vxassist コマンドを使うと、ボリュームのストライプ化プレックスに領域を割り当てるとき

に、これらの多くのルールが自動的に適用および実施されます。
p.37 の 「ストライプ化（RAID 0）」 を参照してください。

RAID 5 ボリュームのガイドライン
RAID 5 を使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
通常、ミラー化とストライプ化ボリュームの併用についてのガイドラインは、RAID 5 ボリュー
ムにも適用されます。次のガイドラインも、RAID 5 ボリュームでの注意点になります。
■

各 RAID 5 ボリュームに配置できる RAID 5 プレックスは 1 つのみです（ログプレック
スは複数配置できます）。

■

RAID 5 プレックスは、少なくとも 3 つのサブディスクからなる、3 つ以上の物理ディス
ク上に配置されている必要があります。ログプレックスが存在する場合、それらは RAID
5 プレックスに使われていないディスクに所属している必要があります。

■

RAID 5 ログは、ミラー化およびストライプ化できます。

■

ボリュームのサイズが明示的に指定されていない場合、そのサイズはボリュームに関
連付けられている RAID 5 プレックスのサイズに設定されます。RAID 5 プレックスが
関連付けられていない場合は、ゼロに設定されます。ボリュームのサイズを指定する
場合は、関連付けられている RAID 5 プレックスがあれば、そのストライプユニットの
サイズの倍数を指定します。

■

ログのサイズが明示的に指定されていない場合、関連付けられている RAID 5 ログプ
レックスがあればその最小サイズに設定されます。RAID 5 ログプレックスが関連付け
られていない場合は、ゼロに設定されます。

■

サイズがゼロの RAID 5 ログプレックスは有効ではありません。

■

RAID 5 ボリュームは、クラスタ環境での共有ではサポートされていません。

p.43 の 「RAID 5（パリティ付きストライプ化）」 を参照してください。

ホットリロケーションのガイドライン
ホットリロケーションでは、ディスクに障害が発生すると、冗長性のリストアとミラーボリュー
ムや RAID 5 ボリュームへのアクセスのリストアが自動的に実行されます。これは、影響を
受けたサブディスクを、スペアとして指定されたディスクや同じディスクグループ内の空き
領域に再配置することによって実現されます。
ホットリロケーション機能はデフォルトで有効になっています。関連付けられているデーモ
ン vxrelocd は、システムの起動時に自動的に起動されます。
ホットリロケーションを使う場合は、次のガイドラインを参照してください。
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■

ホットリロケーション機能はデフォルトで有効になっています。ホットリロケーションは無
効にすることもできますが、有効のままにしておくことをお勧めします。ホットリロケー
ション機能によって障害の性質が通知され、影響を受けたサブディスクに冗長性があ
る場合はその再配置が実行され、リカバリプロシージャが開始されます。

■

ホットリロケーションでは、ディスクをスペアとして指定する必要はありませんが、各ディ
スクグループにつき少なくとも 1 つのディスクをスペアとして指定してください。これに
よって、どのディスクを再配置に使うかを制御できるようになります。スペアが存在しな
い場合、Veritas Volume Manager ではディスクグループ内の使用可能な空き領域
を使います。空き領域が再配置の目的に使われると、再配置後に処理効率が低下す
ることがあります。

■

ホットリロケーションが実行されたら、1 つ以上のディスクを新たにスペアとして指定し、
スペア領域を増やします。もとのスペア領域の一部は、再配置されたサブディスクに
占有されることがあります。

■

任意のディスクグループによって複数のコントローラに分散され、そのディスクグルー
プに複数のスペアディスクがある場合は、（いずれかのコントローラで障害が発生した
ときに備えて）スペアディスクを個々のコントローラ上に設定します。

■

ミラーボリュームの場合は、ボリュームのミラーを含まないディスクが少なくとも 1 つ存
在するように、ディスクグループを設定します。このディスクは、使用可能な領域のあ
るスペアディスクまたは空き領域のある通常のディスクである必要があり、ホットリロケー
ションの適用対象から除外されません。

■

ミラーボリュームおよびストライプボリュームの場合は、ストライプ化プレックスにボリュー
ムのミラーを含まないディスクを少なくとも 1 つ、または別のサブディスクが存在するよ
うに、ディスクグループを設定します。このディスクは、使用可能な領域のあるスペア
ディスクまたは空き領域のある通常のディスクである必要があり、ホットリロケーション
の適用対象から除外されません。

■

RAID 5 ボリュームの場合は、ボリュームの RAID 5 プレックス（またはそのログプレッ
クス）を含まないディスクが少なくとも 1 つ存在するように、ディスクグループを設定し
ます。このディスクは、使用可能な領域のあるスペアディスクまたは空き領域のある通
常のディスクである必要があり、ホットリロケーションの適用対象から除外されません。

■

ミラーボリュームに DRL ログサブディスクがデータプレックスの一部として存在する場
合、そのデータプレックスは再配置できません。代わりに、ログサブディスクをデータ
のないログプレックスに配置します。

■

ホットリロケーションでは、もとの処理効率特性やデータレイアウトの保持を保証してい
ません。動的に再配置されたサブディスクの位置を確認し、もとの処理効率性能を得
るためにそれらをより適切なディスクに再度配置しなおす必要があるかどうかを判断
してください。

■

スペアディスクに Veritas Volume Manager のオブジェクトを構築できますが、スペ
アディスクはホットリロケーションにのみ使うことをお勧めします。

p.462 の 「ホットリロケーションの動作方法」 を参照してください。
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ボリュームデバイスへのアクセス
作成および初期化が完了すると、オペレーティングシステムはこれを仮想ディスクパー
ティションとして使ってファイルシステムを作成できるようになります。また、リレーショナル
データベースや他のデータ管理ソフトウェアなどのアプリケーションプログラムでの使用も
可能になります。
ディスクグループにボリュームを作成すると、ボリュームのアクセスに使えるブロックデバイ
スファイルおよびキャラクタ（raw）デバイスファイルが設定されます。
/dev/vx/dsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のブ
ロックデバイスファイル

/dev/vx/rdsk/dg/vol

ディスクグループ dg にあるボリューム vol のキャ
ラクタデバイスファイル

パス名には、ディスクグループ名を示すディレクトリが含まれます。それぞれの場合に適
したデバイスノードを使って、ファイルシステムの作成、マウント、修復や、raw パーティ
ションを必要とするデータベースのレイアウトを実行します。

VxVM でのマルチパス化されたデバイスの表示
vxdiskadm コマンドを使って、デバイスが VxVM の DMP（Dynamic Multipathing）機

能によって処理される方法を制御できます。
p.169 の 「マルチパス化の無効化と VxVM からのデバイスの無効化」 を参照してくださ
い。

クラスタのサポート
Veritas Volume Manager ソフトウェアには、Veritas Volume Manager をクラスタ環境
で使えるようにするためのライセンス付与可能な機能が用意されています。Veritas Volume
Manager のクラスタ機能を利用すると、複数のホストで Veritas Volume Manager の制
御下にあるディスクのセットにアクセスでき、同時にそれらの管理を行うことができます。ク
ラスタとは、ディスク一式を共有するホスト一式です。各ホストは、クラスタ内のノードと呼
ばれます。
『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions スタートガイド』を参照
してください。

共有ディスクグループの設定
Veritas Volume Manager を初めてインストールする、または既存クラスタにディスクを
追加する場合は、新しい共有ディスクを設定する必要があります。
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メモ: RAID 5 ボリュームは、クラスタ環境での共有ではサポートされていません。
Veritas Volume Manager を初めて設定する場合は、次の手順を指定された順序で実
行して共有ディスクを設定します。
■

1 つのノードのみでクラスタを起動して、他のノードからアクセスできないようにします。

■

1 つのノード上で vxdiskadm プログラムを実行し、オプション 1 を選択して新しいディ
スクを初期化します。ディスクのディスクグループへの追加について尋ねるメッセージ
が表示されたら、none を選択し、今後の使用のためにディスクを確保しておきます。

■

クラスタ内の他のノード上で、vxdctl enable を実行し、新しく初期化したディスクを
確認します。

■

マスターノードから、共有ディスクにディスクグループを作成します。ノードがマスター
であるかスレーブであるかを確認するには、vxdctl -c mode コマンドを実行します。

■ vxdg コマンドまたは VEA を使って、ディスクグループを作成します。vxdg コマンドを

使う場合は、-s オプションを使って共有ディスクグループを作成します。
■

マスターノードのみから、vxassist や VEA を使って、ディスクグループにボリューム
を作成します。

■

クラスタが 1 つのノードでのみ稼動している場合、その他のクラスタノードも起動しま
す。各ノードで vxdg list コマンドを入力し、共有ディスクグループを表示します。
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既存の VxVM ディスクグループの共有ディスクグループへの変換
既存のディスクグループを共有ディスクグループに変換するには

1

1 つのノードのみでクラスタを起動して、他のノードからアクセスできないようにしま
す。

2

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

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

共有するディスクグループをインポートするには、次のコマンドを使います。
# vxdg -s import diskgroup

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

これで、ディスクグループを共有する準備が整いました。

3

他のクラスタノードも起動します。各ノードで vxdg list コマンドを入力し、共有ディ
スクグループを表示します。このコマンドを実行すると、前に表示された共有ディスク
グループのリストと同じリストが表示されます。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System インストールガイド』を参照し
てください。
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アクティブ/アクティブディ
スクアレイ

マルチパス化されたディスクアレイのタイプの 1 つ。処理効率を低下させることなく、ディ
スクへのすべてのパスを介してディスクアレイ内のディスクへ同時にアクセスすることがで
きます。

アクティブ/パッシブディス マルチパス化されたディスクアレイのタイプの 1 つ。1 つのディスクに 1 つのプライマリパ
クアレイ

スを指定でき、ディスクへのアクセスに随時使えます。指定されたアクティブパス以外の
パスを使うと、一部のディスクアレイでは処理効率が大幅に低下することがあります。

関連付け

VxVM オブジェクト間の関係を構築するプロセス。たとえば、プレックス内に開始点を持
つように作成され定義されたサブディスクは、そのプレックスに関連付けられているといい
ます。

関連付けられたプレック

ボリュームに関連付けられたプレックス。

ス
関連付けられたサブディ

プレックスに関連付けられたサブディスク。

スク
原子操作（atomic
operation）

完全に成功するか、または失敗してすべてが操作開始前の状態のままになる操作。成功
すると、すべての操作がただちに有効になります。その変更過程はユーザーには認識さ
れません。操作が一部でも失敗した場合、操作は中止され部分的変更はすべて破棄さ
れます。
クラスタでは、原子操作が行われる場合は常にすべてのノードが対象になります。

接続

VxVM オブジェクトが別のオブジェクトと相互に関連付けられ、使用可能になっている状
態。

ブロック

ディスクまたはアレイにデータを転送する最小の単位。

ブートディスク（boot

システムをブートするために使われるディスク。

disk）
ブートディスクグループ

システムがブートされる場合があるディスクが含まれた専用ディスクグループ。

（boot disk group）
bootdg

ブートディスクグループのエイリアスとして予約済みのディスクグループ名。

ノードのクリーンシャットダ 共有ボリュームへのすべてのアクセスが停止したときに、クリーンな状態でクラスタを離れ
ウン

るノードの機能。

クラスタ

ひとまとまりのディスクを共有するホスト群（それぞれをノードと呼びます）。
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クラスタマネージャ

クラスタ内の各ノード上で実行される外部デーモンプロセス。各ノードのクラスタマネー
ジャは相互に通信し、VxVM にクラスタメンバーシップの変更を通知します。

クラスタ共有ディスクグ

複数ホストによる共有アクセスが可能なディスクで構成されるディスクグループ（共有ディ
スクグループともいいます）。

ループ
カラム

ストライプ化したプレックス内の 1 つまたは複数のサブディスクセット。ストライプ化は、プ
レックス内のカラムに交互に均等にデータを割り当てることにより実現されます。

連結

サブディスクが順番に連続して配列されているという特徴を持つレイアウトスタイル。

設定コピー

設定データベースの単一コピー。

設定データベース

既存の VxVM オブジェクト（ディスクやボリュームの属性など）に関する詳細情報を含む
レコードのセット。

DCO（データ変更オブジェ DCO ボリュームの FastResync マップについての情報を管理するために使う VxVM オ
クト）

ブジェクト。ボリューム上で永続 FastResync を実行するには、DCO オブジェクトと DCO
ボリュームの両方をそのボリュームに関連付けておく必要があります。

データストライプ

ストライプの中の使用可能なデータ部分。ストライプからパリティ領域を引いた値に等しく
なります。

DCO ボリューム

永続 FastResync 変更マップと DRL を保持するために使う特別なボリューム。「dirty
region logging」を参照。

切断

VxVM オブジェクトが別のオブジェクトと関連付けられているが、使えない状態。

デバイス名

sda や sda3 など、物理ディスクへのアクセスに使うデバイス名またはアドレス。ここで、
sda はデバイス全体を示し、sda3 は sda 上の 3 番目のパーティションを示します。

SAN 環境では、エンクロージャに基づく名前の付け方を使うほうが便利です。これは、エ
ンクロージャ名（enc0 など）とエンクロージャ内のディスク番号を下線文字で連結したもの
をデバイス名とする方法です（enc0_2 など）。デバイス名は、ディスクアクセス名ともいい
ます。
dirty region logging

VxVM がプレックスへの変更を監視し、変更された領域をビットマップとしてログに記録
する方法。新しいスタイルの DCO ボリュームがボリュームに関連付けられている場合、
DRL（dirty region logging）は DCO ボリュームに保存されます。それ以外の場合、DRL
はログサブディスクと呼ばれる関連付けられたサブディスクに保存されます。

無効にされているパス

I/O に使えないディスクへのパス。パスは、実際のハードウェア障害が発生した場合や、
ユーザーがコントローラで vxdmpadm disable コマンドを使ったときに、無効になります。

ディスク

読み取りおよび書き込みデータブロックの集合。インデックスが付いており、かなり高速に
アクセスできます。各ディスクには全世界で一意の識別子が付けられます。

ディスクアクセス名

デバイス名の別称。

ディスクアクセスレコード

特定のディスクへのアクセスパスを指定するために使う設定レコード。各ディスクアクセス
レコードには名前とタイプが記録されており、タイプ固有の情報が保存されている場合も
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あります。この情報は、VxVM がディスクアクセスレコードで定義されたディスクにアクセ
スし、それを操作する方法を決定するために使われます。
ディスクアレイ（disk
array）

1 つのオブジェクト内に配置されたディスクの論理的集合。アレイ化すると、冗長性が高
まり、処理効率が向上するなどの利点があります。

ディスクアレイシリアル番 ディスクアレイのシリアル番号。通常はディスクアレイキャビネットに印刷されています。あ
号

るいは、ディスクアレイ上のディスクにベンダー固有の SCSI コマンドを発行して入手しま
す。この番号は DMP サブシステムがディスクアレイを一意に識別するために使います。

ディスクコントローラ

VxVM のマルチパスサブシステムにおいて、ホストに接続されているコントローラ（ホスト
バスアダプタ、すなわち HBA）またはディスクアレイを指します。オペレーティングシステ
ムではディスクの親ノードとして表されます。

ディスクエンクロージャ

高機能なディスクアレイの 1 つ。通常、ファイバーチャネルループが組み込まれたバック
プレーンを備えており、ディスクのホットスワップを実現できます。

ディスクグループ

共通の設定情報を共有するディスクの集合。ディスクグループ設定情報は、既存の VxVM
オブジェクト（ディスクやボリュームの属性など）やその関係に関する詳細情報を含むレ
コードのセットです。各ディスクグループには管理者が割り当てた名前と内部で定義され
た一意の ID があります。ディスクグループ名の bootdg（ブートディスクグループのエイリ
アス）、defaultdg（デフォルトのディスクグループのエイリアス）、nodg（ディスクグループ
なしを示す）は予約済みです。

ディスクグループ ID

ディスクグループの識別に使う一意の識別子。

ディスク ID

各ディスクに付けられた全世界で一意の識別子。ディスクを移動した場合でも、この識別
子を使ってディスクを識別することができます。

ディスクメディア名

ディスク名の別称。f

ディスクメディアレコード

ディスク ID で特定のディスクを識別する設定レコード。このレコードによりディスクに論理
（管理）名が付けられます。

ディスク名

disk03 など、VxVM の制御下にあるディスクに付けられた論理名または管理名。ディス

ク名は、ディスクメディア名ともいいます。
関連付けの解除

2 つの VxVM オブジェクト間に存在するリンクがすべて削除されるプロセス。たとえば、
プレックスからサブディスクの関連付けを解除すると、プレックスからサブディスクが削除
され、このサブディスクは空き領域プールに追加されます。

関連付けを解除したプ

ボリュームとの関連付けを解除したプレックス。

レックス
関連付けを解除したサブ プレックスとの関連付けを解除したサブディスク。
ディスク
分散ロックマネージャ

クラスタ内の複数のシステム上で実行されるロックマネージャで、分散リソースへの一貫し
たアクセスを保証します。

有効にされているパス

I/O に使えるディスクへのパス。
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カプセル化

指定されたディスク上の既存のパーティションをボリュームに変換するプロセス。いずれ
かのパーティションにファイルシステムが含まれる場合、/etc/fstab エントリが修正され、
代わりにファイルシステムがボリューム上にマウントされます。

エンクロージャ

「ディスクエンクロージャ」を参照。

エンクロージャに基づく名 「デバイス名」を参照。
前の付け方
ファブリックモードディスク ストレージエリアネットワーク（SAN）上でファイバーチャネルスイッチを介してアクセスでき

るディスクデバイス。
FastResync

高速再同期化機能。STALE 状態のミラーを迅速かつ効率的に再同期化し、スナップ
ショット機構の効率性を向上させるために使います。

Fibre Channel

ストレージエリアネットワーク（SAN）のセットアップに一般的に使われる光ファイバ技術の
総称。

ファイルシステム

1 つの構造に組織された、ファイルの集合。UNIX のファイルシステムは、ディレクトリや
ファイルで構成された階層構造になっています。

空き領域（free space）

VxVM 制御下にあるディスク領域のうち、サブディスクに割り当てられておらず、かつ他
の VxVM オブジェクト用に予約されていない領域。

空きサブディスク

どのプレックスとも関連付けられておらず、putil[0] フィールドが空であるサブディスク。

hostid

VxVM でホストを識別するための文字列。ホストのホスト ID は volboot に保存され、ディ
スクとディスクグループの所有者を定義するときに使われます。

ホットリロケーション

ディスクに障害が発生したとき、冗長性のリストアとミラーボリュームや RAID 5 ボリューム
へのアクセス権のリストアを自動的に実行する手法。これは、影響を受けたサブディスク
を、スペアとして指定されたディスクや同じディスクグループ内の空き領域に再配置する
ことによって実現されます。

ホットスワップ

システムの電源を切らなくても、システムから削除したりシステムに挿入できるデバイスの
こと。

開始ノード

システム管理者が、VxVM オブジェクトに変更を要求するユーティリティを実行するノー
ド。ボリュームの再設定はこのノードで開始されます。

JBOD （Just a Bunch Of

高機能ではないディスクアレイの一般名。ディスクのホットスワップをサポートする場合と
しない場合があります。

Disks）
ログプレックス

RAID 5 ログを保存するために使うプレックス。ログプレックスという用語は、DRL プレック
スを指す場合にも使われます。

ログサブディスク

DRL を保存するために使うサブディスク。

マスターノード

クラスタ内の特定の VxVM 操作を統合するためにソフトウェアによって指定されるノード。
どのノードでも、マスターノードとして指定できます。

マスタリングノード

ディスクが接続されているノード。ディスク所有者ともいいます。

用語集

ミラー

ボリュームとそのボリューム内のデータの複製（サブディスクの順序付けられた集合）。各
ミラーは、ミラーが関連付けられているボリュームの 1 つのプレックスで構成されます。

ミラー化

ボリュームの内容を複数のプレックスにミラー化するレイアウト手法。各プレックスにはボ
リュームに保存されているデータが複製されますが、プレックス自体のレイアウトは異なる
場合があります。

マルチパス化

システムに接続されているディスクへの物理アクセスパスが複数ある場合、ディスクはマ
ルチパス化されているといいます。この事実を意識することなく利用できるホスト上のソフ
トウェア（DMP ドライバなど）を、マルチパス機能を搭載したソフトウェアと呼びます。

ノード

クラスタ内のホストの 1 つ。

ノードの中止

緊急の場合に、進行中の操作を停止することなくノードがクラスタから切り離される状況。

ノード参加

ノードがクラスタに参加し、共有ディスクにアクセスできるようにするプロセス。

非永続 FastResync

データ変更マップをメモリに保存しているためにシステムの再ブート時にマップを保持で
きない FastResync の形式の 1 つ。

オブジェクト

VxVM に対して定義され、VxVM 内部で認識されるエンティティ。VxVM オブジェクトに
は、ボリューム、プレックス、サブディスク、ディスク、ディスクグループがあります。ディスク
オブジェクトは、実際には、それぞれディスクの物理的側面と論理的側面を表す 2 種類
のオブジェクトに分けられます。

パリティ

障害の発生後、データを復元するのに使われる計算値。データが RAID 5 ボリュームに
書き込まれている間、データに対し、排他的論理和（XOR）演算を用いてパリティが計算
されます。計算されたパリティはボリュームに書き込まれます。RAID 5 ボリュームの一部
に障害が発生した場合、障害が発生したボリュームの該当する部分に存在していたデー
タは残りのデータとパリティから再作成されます。

パリティストライプユニット パリティ情報を含んでいる RAID 5 ボリュームストレージ領域。パリティストライプユニット

に含まれるデータは、I/O エラーやディスクでの障害により失われた RAID 5 ボリューム
の領域を復元するのに使えます。
パーティション

オペレーティングシステムとディスクドライブで直接認識される、物理ディスクデバイスの
区画。

パス

ディスクをホストに接続する場合、そのディスクへのパスは、ホスト上の HBA（ホストバスア
ダプタ）、SCSI またはファイバケーブルコネクタ、ディスクまたはディスクアレイ上のコント
ローラで構成されます。これらのコンポーネントによって、ディスクへのパスが形成されま
す。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、DMP はそのディスクのすべての I/O
を残りの（代替）パスにシフトします。

パスグループ

ディスクが vxdmp によってマルチパス化されていない場合は、VxVM が各パスを個々の
ディスクとして見ます。このような場合、ディスクへのすべてのパスをグループ化できます。
グループ化することにより、VxVM ではグループ内のパスの 1 つのみが認識されるように
なります。
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永続 FastResync

データ変更マップをディスクの DCO ボリュームに保存することによって、システムの再ブー
ト後もマップを保持できる FastResync の形式の 1 つ。

永続状態ログ

リカバリには有効なミラーのみを使い、障害が発生したミラーがリカバリ対象として選択さ
れないようにするログタイプ。カーネルログともいいます。

物理ディスク

下位ストレージデバイス。必ずしも VxVM の制御下にある必要はありません。

プレックス

プレックスとは、物理ディスクサイズなどの制約を受けないディスク領域エリアを作成する、
サブディスクの論理集合です。ミラーは、1 つのボリュームに複数のデータプレックスを作
成することによって設定されます。ミラーボリューム内の各データプレックスには、ボリュー
ムデータと同一のコピーが格納されます。連結ボリュームレイアウト、ストライプボリューム
レイアウトおよび RAID 5 ボリュームレイアウトに対応するプレックスを作成したり、ボリュー
ムログを保存するプレックスを作成することもできます。

プライマリパス

アクティブ/パッシブディスクアレイでは、ディスクをディスクアレイ上の特定の 1 つのコン
トローラにバインドしたり、1 つのコントローラで所有することができます。そして、その特定
のコントローラを介し、パスを使って、ディスクにアクセスできます。

専用ディスクグループ

クラスタ内のある 1 つのホストによってのみアクセスされるディスクで構成されるディスクグ
ループ。

プライベートリージョン

構造化された VxVM 管理情報を保存するために使う物理ディスクの領域。プライベート
リージョンには、ディスクヘッダー、目次、設定データベースが格納されます。目次には
ディスクの内容がマップされます。ディスクヘッダーにはディスク ID が格納されます。信
頼性を向上させるために、プライベートリージョンのデータはすべて冗長性が確保されて
います。

パブリックリージョン

VxVM が管理する物理ディスクの領域。使用可能領域を持ち、サブディスクの割り当て
に使われます。

RAID （Redundant Array 組み合わされたストレージ容量の一部を使って、このアレイに格納されたデータに関する
of Independent Disks）

複製情報を保存するディスクアレイです。このディスクアレイにより、ディスクに障害が発
生してもデータを再生成することができます。

読み取り - ライトバック

各読み取り操作によって読み取り対象領域のプレックスの整合性を修復するリカバリモー
ド。プレックスの整合性は、1 つのプレックスのブロックからデータを読み取り、他のすべ
ての書き込み可能プレックスにデータを書き込むことによって修復されます。

モード

ルート設定

ルートディスクグループの設定データベース。他のディスクグループのレコードが常に保
存されているという点で特殊です。このレコードはバックアップの目的のみに使われます。
システム上のすべてのディスクデバイスを定義するディスクレコードも格納されます。

ルートディスク

ルートファイルシステムを含むディスク。VxVM の制御下に置くことができます。

ルートファイルシステム

UNIX カーネルスタートアップシーケンスの一部としてマウントされる初期ファイルシステ
ム。

ルートパーティション

ルートファイルシステムが存在するディスク領域。

用語集

ルートボリューム

ルートファイルシステムを含む VxVM ボリューム（システム構成でそのようなボリュームが
指定されている場合）。

ルータビリティ

root ファイルシステムや swap デバイスを VxVM 制御下に置く機能。その結果として作

成されたボリュームは、冗長性を確保するためにミラー化でき、ディスク障害発生時に修
復できます。
セカンダリパス

アクティブ/パッシブディスクアレイでは、プライマリパス以外のディスクへのパスはセカン
ダリパスと呼ばれます。プライマリパスに障害が発生しない限り、ディスクへのアクセスに
はプライマリパスのみが使われます。プライマリパスに障害が発生すると、ディスクの所有
権はセカンダリパスの 1 つに移譲されます。

セクタ

サイズの単位。システムに応じて異なります。セクタサイズはデバイス（ハードドライブ、
CD-ROM など）ごとに設定されます。システム内のすべてのデバイスは通常、相互運用
性を確保するため同じセクタサイズに設定されていますが、そうでない場合もあります。
通常、1 セクタは 512 バイトです。

共有ディスクグループ
（shared disk group）

複数ホストによる共有アクセスが可能なディスクで構成されるディスクグループ（クラスタ共
有ディスクグループともいいます）。

volume）

共有ディスクグループに属するボリューム。クラスタの複数のノードで同時に起動されま
す。

共有 VM ディスク

クラスタ内の共有ディスクグループに属する VM ディスク。

スレーブノード

クラスタのマスターノードとして指定されていないノード。

スライス

論理ディスクデバイスの標準区画。パーティションとスライスという用語は、同じ意味で使
われます。

スナップショット

ボリューム（対話的スナップショット）またはファイルシステム（ファイルシステムスナップショッ
ト）のポイントインタイムコピー（PITC: point-in-time copy）。

分散

ボリューム（およびそのファイルシステムやデータベース）が大きすぎて 1 つのディスクに
収まらない場合に、複数の物理ディスクにまたがって設定するレイアウト手法。

スパースプレックス

ボリュームより小さいプレックスまたは空白（バックアップ先のサブディスクを持たないプ
レックスの領域）が存在するプレックス。

SAN （storage area

コンピュータ、ディスクストレージおよびスイッチ、ハブ、ブリッジなどの相互接続ハードウェ
アのサブセット間の接続性を簡単に再設定できるネットワークパラダイム。

共有ボリューム（shared

network: ストレージエリ
アネットワーク）
ストライプ

一連のカラムにまたがって同じ位置をとる一連のストライプユニット。

ストライプサイズ

ストライプ化するすべてのカラム上に 1 つのストライプを構成するストライプユニットサイズ
の合計。

ストライプユニット

各ストライプ化プレックスの（カラム内の）サブディスクに、交互に割り当てられる同じサイ
ズの領域。アレイにおけるストライプユニットは、アレイの次のディスクから割り当てが実行
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される前に各ディスク上に存在する、論理的に連続した一連のブロックです。ストライプユ
ニットは、ストライプエレメントともいいます。
ストライプユニットサイズ

各ストライプユニットのサイズ。 The default stripe unit size is 64KB.ストライプユニット
サイズは、ストライプ幅と呼ぶこともあります。

ストライプ化

ストライプを使い、複数の物理ディスクにデータを分散させるレイアウト手法。データは各
プレックスのサブディスク内のストライプに交互に割り当てられます。

サブディスク

論理ディスクセグメントを形成する連続したディスクブロックのセット。サブディスクをプレッ
クスと関連付けることによって、ボリュームを形成することができます。

スワップ領域

システムページャプロセスによりスワップアウトされたメモリページのコピーを保有するため
のディスク領域。

スワップボリューム

スワップ領域として使うために設定された VxVM ボリューム。

トランザクション

個別ではなく原子的に実行される一連の設定変更処理を指します。正常に処理されたも
のも問題が発生したものも含みます。トランザクションは設定の一貫性を保証するために
内部的に使われます。

VM ディスク

VxVM の制御下にあり、ディスクグループに割り当てられているディスク。VM ディスクは、
VxVM ディスクと呼ぶこともあります。

volboot ファイル

ブートディスクグループ設定情報のコピーを検索するために使う小さなファイル。このファ
イルには、標準位置に設定コピーを保存したディスクをリストすることも、設定コピーの位
置への直接ポインタを保存することもできます。volboot ファイルの保存場所はシステム
によって異なります。

ボリューム

仮想ディスク。ファイルシステムやデータベースなどのアプリケーションで使うディスクブ
ロックの指定可能な範囲を表します。ボリュームは 1 - 32 個のプレックスの集合です。

ボリューム設定デバイス

ボリューム設定デバイス（/dev/vx/config）は、ボリュームデバイスドライバに対するす
べての設定変更が実行されるインターフェースです。

ボリュームデバイスドライ アプリケーションと物理デバイスドライバレベルの間に仮想ディスクドライブを形成するド
ライバ。ボリュームデバイスドライバには、キャラクタデバイスノードが /dev/vx/rdsk に表
バ

示され、ブロックデバイスノードが /dev/vx/dsk に表示される仮想ディスクデバイスノー
ドを介してアクセスします。
vxconfigd

VxVM 設定デーモン。VxVM の設定の変更を行います。VxVM の操作の前に、この
デーモンを起動する必要があります。
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DMP データベース情報の表示 172
DMP ノードによって制御されるパスの表示 179
DMP ノードの表示 177～178
DMP パスリストアスレッドの状態の表示 211
DMP パスリストアポリシーの設定 209
DMP リストアデーモンの停止 210
DMP リストアポーリング間隔の設定 209
I/O エラーに対する応答の設定 205、208
I/O 調整の設定 206
I/O 統計情報の収集 187
path-switch チューニングパラメータ 562
recoveryoption 値の表示 208
TPD 情報の表示 184
vxdmpadm 175
アレイポートに関する情報の表示 183
アレイポートのパスの表示 180
アレイポートの無効化 201
アレイポートの有効化 202
エンクロージャに関する情報の表示 182
エンクロージャに対する DMP ノードの表示 177
エンクロージャに基づく名前の付け方 165
エンクロージャ名の変更 204
クラスタ環境上 168
コントローラに関する情報の表示 181
コントローラのパスの表示 180
コントローラの無効化 201
コントローラの有効化 202
セカンダリパスでの I/O のスケジュール設定 199
ノード 165
ノードの LUN グループの表示 178
パスエージング 560
パス情報の表示 172
パスに対する DMP ノードの表示 176
パスの無効化 201
パスの有効化 202
パスフェールオーバー機構 167
負荷分散 168
マルチパス化の無効化 169
マルチパスの有効化 171
メタノード 165
リストアポリシー 209
ログ記録レベル 560
dmp_cache_open チューニングパラメータ 558
dmp_daemon_count tunable 558
dmp_delayq_interval tunable 558
dmp_failed_io_threshold チューニングパラメータ 559
dmp_fast_recovery tunable 559
dmp_health_time チューニングパラメータ 560
dmp_log_level チューニングパラメータ 560
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dmp_path_age チューニングパラメータ 562
dmp_pathswitch_blks_shift チューニングパラメータ 562
dmp_probe_idle_lun チューニングパラメータ 563
dmp_queue_depth チューニングパラメータ 563
dmp_retry_count チューニングパラメータ 564
dmp_scsi_timeout tunable 564
dmp_stat_interval tunable 565
DMP サポート
JBOD デバイス 83
DMP ノード
統合情報の表示 177
名前の設定 175
DMP のパスフェールオーバー 167
DMP リストアのポーリング間隔 209
DRL
DCO との併用 56
dirty region logging 56
DRL が有効なボリュームの作成 318
クラスタ内の動作 506
クラスタにおけるリカバリの実行 507
最小セクタ数 554
再有効化 357
サポートの削除 357
シーケンシャル 57
ダーティリージョンの最大数 553
バージョン 20 の DCO のリカバリマップ 64
ホットリロケーションの制限 463
ボリューム上での有効化 353
ミラーボリュームからのログの削除 359
ミラーボリュームへのログの追加 358
無効化 357
有効かどうかの確認 356～357
ログサブディスク 56
ログサブディスクの追加 279
drl 属性 318、361
DRL のガイドライン 598

E
EFI ディスク 116、122
EMC PowerPath
DMP との共存 85
EMC Symmetrix
自動検出 85
EMC アレイ
ディスクグループ間のディスク移動 258
EMPTY
プレックス状態 285
ボリューム状態 334

ENABLED
プレックスカーネル状態 288
ボリュームカーネル状態 335
errord デーモン 166
ext2 ファイルシステム
サイズ変更 345

F
FAILFAST フラグ 167
FastResync
Persistent 63、65
新規ボリュームでの有効化 316
スナップショット強化機能 381
スナップショットとの併用 61
制限 68
非永続 62
ビットマップのサイズ 552
ボリューム上での無効化 368
ボリューム上での有効あるいは無効のチェック 367
ボリューム上での有効化 366
ボリュームの拡張による影響 68
fastresync 属性 316、318、367
FMR。 「FastResync」を参照
fullinst スナップショットタイプ 420

G
GAB 499
GPT ラベル 116、122
Group Membership and Atomic Broadcast (GAB) 499

H
hasdcolog 属性 367
HBA
サポートされているディスクアレイの一覧表示 88
ターゲットの一覧表示 89
ポートの一覧表示 88
HBA 情報
表示 182
hdx 77
hdx に基づく名前の付け方 78
highwatermark 属性 397

I
I/O
DMP の統計情報の収集 187
カーネルスレッド 21
処理効率のチューニングに統計情報を使用 545
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処理効率のチューニングのためにトレースを使
用 548
セカンダリパスでのスケジュール設定 199
調整 167
I/O 操作
最大サイズ 553
I/O 調整 206
I/O 調整オプション
設定 208
I/O ポリシー
指定 196
表示 195
例 199
init 属性 328
INVALID ボリューム状態 334
ioctl 呼び出し 553
IOFAIL プレックス状態 285、287
iSCSI パラメータ
DDL での管理 90
vxddladm での設定 90
ISP
ディスクグループ 270
ISP ディスクグループ
アップグレード 270

J
JBOD
DISKS カテゴリからのディスクの削除 97
DISKS カテゴリへのディスクの追加 95
DMP サポート 83
サポートされているディスクの一覧表示 93

L
LILO
制限 122
logdisk 317、324
loglen 属性 319
logtype 属性 318
LOG プレックス状態 285
LUN 164
アイドル状態 563
LUN 拡張 143
LUN グループ
詳細の表示 178
LUN グループフェールオーバー 164

M
maxautogrow 属性 397

maxdev 属性 232
METADATA サブディスク 136
mirbrk スナップショットタイプ 420
mirdg 属性 408
mirvol スナップショットタイプ 420
mirvol 属性 408
monitor_fabric tunable 561
mrl
キーワード 194

N
ncachemirror 属性 400
ndcomirror 属性 316、318、436
ndcomirs 属性 353、395
NEEDSYNC ボリューム状態 334
newvol 属性 406
nmirror 属性 405～406
NODAREC プレックス状態 287
NODEVICE プレックス状態 288
nodg 216
nomanual パス属性 193
nopreferred パス属性 193
nopriv ディスクタイプ 80
nopriv デバイス 120

O
OFFLINE プレックス状態 286
online invalid 状態 142
online 状態 142
OTHER_DISKS カテゴリ 84

P
PowerPath
DMP との共存 85
preferred priority パス属性 193
prefer 読み取りポリシー 363
primary パス属性 193
priority 負荷分散 198
putil
サブディスクの属性 281
プレックスの属性 294

R
RAID-0 37
RAID-1 41
RAID-5
ガイドライン 600
プレックスへのサブディスクの追加 278
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ホットリロケーションで処理されるサブディスクの障
害 463
ホットリロケーションの制限 463
ログ 48
ログの数の指定 323
RAID 0+1 41
RAID 1+0 42
RAID 5
パリティ 44
ボリューム 44
ログ 55
ログの削除 377
ログの追加 376
RAID 5 のパリティ 44
RAID 5 ボリューム
DCO の追加 355
カラム数の変更 372
作成 323
ストライプユニットのサイズ変更 372
定義 299
パフォーマンス 541
ログの削除 377
ログの追加 376
RAW デバイスノード
ボリュームセット 445
ボリュームセットへのアクセスの制御 447
ボリュームセットへのアクセスの表示 447
ボリュームセットへのアクセスの有効化 446
Recovery Accelerator 57
recovery option 値
設定 208
RECOVER プレックス状態 288
REDO ログの設定 58
regionsize 属性 353、395、397
REMOVED プレックス状態 288
REPLAY ボリューム状態 334
restored デーモン 166
resyncfromoriginal スナップバック 391
resyncfromreplica スナップバック 391
rootdg 29
round-robin
負荷分散 198
読み取りポリシー 363
round 読み取りポリシー 363

S
s# 23
scandisks
vxdisk サブコマンド 81

sdx に基づく名前の付け方 78
secondary パス属性 193
select 読み取りポリシー 363
simple ディスク形式 80
simple ディスクタイプ 80
single active パスポリシー 198
Site Awareness ライセンス 526
siteconsistent 属性 527
siteread 読み取りポリシー 363、521～522、524
sliced ディスク形式 80
sliced ディスクタイプ 80
SmartMove 機能
設定 305
SmartSync 57
snapabort 381
SNAPATT プレックス状態 286
snapclear
独立したボリュームの作成 433
SNAPDIS プレックス状態 286
SNAPDONE プレックス状態 286
snapmir スナップショットタイプ 420
snapstart 381
SNAPTMP プレックス状態 286
snapvol 属性 402、408
snapwait 405、408
source 属性 402、408
spaceopt スナップショットタイプ 420
split 読み取りポリシー 363
STALE プレックス状態 286
standby パス属性 194
stripe-mirror-col-split-trigger-pt 321
syncing 属性 393、421
syncpause 421
syncresume 421
syncstart 421
syncstop 421
syncwait 421
SYNC ボリューム状態 334

T
TEMPRMSD プレックス状態 287
TEMPRM プレックス状態 287
TEMP プレックス状態 287
TPD
共存のサポート 85
パス情報の表示 184
tpdmode 属性 103
tutil
サブディスクの属性 282
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プレックスの属性 294

U
udid_mismatch フラグ 233
UDID フラグ 233
use_all_paths attribute 199
use_avid
vxddladm オプション 101
usesfsmartmove パラメータ 305

V
V-5-1-2536 346
V-5-1-2829 265
V-5-1-552 222
V-5-1-569 497
V-5-1-587 228
V-5-2-3091 255
V-5-2-369 222
V-5-2-4292 255
VM ディスク
空き領域をホットリロケーションで利用可能な状態に
設定 473
空き領域をホットリロケーションの適用対象から除
外 472
共有の判定 509
交換の延期 147
初期化 99
スペアとして設定 470
スペアの表示 470
定義 29
名前 30
名前の変更 153
ホットリロケーションのスペアプールからの削除 471
ボリュームの退避 365
ボリュームのミラー化 349
vol## 32
vol##-## 32
volbrk スナップショットタイプ 420
vol_checkpt_default チューニングパラメータ 550
vol_default_iodelay チューニングパラメータ 551
voldrl_max_drtregs チューニングパラメータ 553
voldrl_max_seq_dirty チューニングパラメータ 554
voldrl_min_regionsz チューニングパラメータ 554
vol_fmr_logsz チューニングパラメータ 63、552
voliomem_chunk_size チューニングパラメータ 554
voliomem_maxpool_sz チューニングパラメータ 555
voliot_errbuf_dflt チューニングパラメータ 555
voliot_iobuf_default チューニングパラメータ 555

voliot_iobuf_limit チューニングパラメータ 556
voliot_iobuf_max チューニングパラメータ 556
voliot_max_open チューニングパラメータ 556
vol_maxioctl チューニングパラメータ 553
vol_maxio チューニングパラメータ 553
vol_maxparallelio チューニングパラメータ 553
vol_max_volumes チューニングパラメータ 552
volpagemod_max_memsz チューニングパラメータ 557
volraid_minpool_size チューニングパラメータ 557
volraid_rsrtransmax チューニングパラメータ 558
vol_subdisk_num チューニングパラメータ 553
vxassist
DCO プレックスの移動 437
DCO ログプレックスの移動 354
DRL が有効なボリュームの作成 318
DRL ログの削除 359
DRL ログの追加 358
RAID 5 ボリュームの作成 323
RAID 5 ログの数の指定 323
RAID 5 ログの削除 377
RAID 5 ログの追加 376
snapabort 381
snapstart 381
エンクロージャ間でのミラーの作成 321
オンライン再レイアウトタスクへのタグの指定 373
オンライン再レイアウト用のプレックスの指定 373
階層化ボリュームと非階層化ボリューム間の変換 375
キャッシュボリュームの作成 396
コマンドの使用 303
コントローラ間でのミラーの作成 312、321
シーケンシャル DRL ログの追加 358
指定したストレージのレイアウトの定義 307
ストライプ化ミラーボリュームの作成 321
ストライプボリュームの作成 319
ストレージ属性の指定 307
ストレージに対する順次ディスク割り当て 310
ストレージを適用対象から除外 308
スナップショット 381
スナップショットとボリュームの結合 431
スナップショットに関する情報の表示 433
スナップショットの作成 425
スナップバック 381
使う利点 302
ディスクの予約 155
デフォルト値の設定 304
デフォルトファイル 304
特定のボリュームへの排他的アクセス権の設定 514
バージョン 0 の DCO 付きのボリュームの作成 316

索引

バージョン 0 の DCO プレックスのストレージの指
定 437
バージョン 20 の DCO 付きのボリュームの作成 318
複数のターゲットをまたがるミラーの作成 310、312
複数ボリュームのスナップショットの作成 430
フルサイズインスタントスナップショットとして使うボ
リュームの作成 399
プレックスの削除 351
ホットリロケーション後にサブディスクの再配置処理
を解除 477
ホットリロケーション後にサブディスクを移動 477
ボリュームからタグを削除 362
ボリュームからの DCO の削除 361
ボリュームからのスナップショットの関連付けの解
除 433
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の解除 438
ボリュームでタグセットを置換 362
ボリュームでのタグ設定 325、362～363
ボリュームに対するサイトの一貫性の設定 531
ボリュームの移動 546
ボリュームのオンライン再レイアウト 368
ボリュームのサイズ変更 346
ボリュームの最大サイズの確認 306
ボリュームの削除 365
ボリュームの作成 302
ボリュームのスナップショットからの再同期 431
ボリュームのタグセットを一覧表示 325、362
ボリュームへの DCO の追加 436
ボリュームへのミラーの追加 289、348
ボリュームを拡張できる量の確認 345
ミラー化ストライプボリュームの作成 320
ミラー数の指定 314
ミラー化連結ボリュームの作成 314
ミラーの削除 351
ミラーボリュームの作成 314
連結ミラーボリュームの作成 314
ログサブディスクの追加 280
vxcache
キャッシュオブジェクトの起動 397
キャッシュの autogrow のチューニング 423
キャッシュのサイズ変更 424
キャッシュのスナップショットの一覧表示 422
キャッシュの停止 425
vxclustadm 500
vxconfigd
vxdctl による管理 269
クラスタ内の動作 503
設定変更の監視 270

vxdco
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の解除 438
ボリュームからのバージョン 0 の DCO の関連付けの
解除 438
ボリュームへのバージョン 0 の DCO の再接続 438
vxdctl
vxconfigd の管理 269
クラスタ内での使用法 508
クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード 516
クラスタプロトコルのバージョンの確認 515
サイトタグの設定 526、529
デフォルトのディスクグループの設定 218
ホットスワップ後のディスクの有効化 152
vxdctl enable
新しいディスクの設定 81
デバイス検出機能の呼び出し 84
vxddladm
DISKS カテゴリからのディスクの削除 86、97～98
DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一
覧表示 93
DISKS カテゴリへのディスクの追加 95
iSCSI パラメータの設定 90
外部デバイスの追加 98
サポートされているディスクアレイの一覧表示 92
サポートされる HBA の一覧表示 88
すべてのデバイスの一覧表示 87
設定されたターゲットの一覧表示 89
設定されたデバイスの一覧表示 90
ディスクアレイのサポートの再有効化 93
ディスクアレイのサポートを有効化するために使用 93
ディスクの名前の付け方の表示 101
名前の付け方の変更 101
ホストバスアダプタ上のポートの一覧表示 88
無効にされたディスクアレイの一覧表示 93、95
vxdg
移動により影響を受けるオブジェクトの一覧表示 255
共有ディスクグループから専用ディスクグループへ
の変換 512
共有ディスクグループのアクティベーションモードの
変更 513
共有ディスクグループの一覧表示 509
共有ディスクグループのインポート 511
共有ディスクグループの作成 510
クラスタにおける障害ポリシーの設定 514
クラスタにおけるディスク接続性ポリシーの設定 513
クローンディスクのインポート 236
クローンディスクを含むディスクグループのインポー
ト 234
最大デバイス数の設定 232
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サイト障害のシミュレート 528
サイトの再接続 528
サイト名の設定 531、534
システム間のディスクグループ移動 227
シリアルスプリットブレイン条件の修正 250
新規ディスクグループの CDS 互換設定に使用 221
スペアディスクの一覧表示 470
設定データのコピーサイズの取得 215
設定データベースのコピーを保持するディスクの一
覧表示 236
ディスクグループからディスクを削除 221
ディスクグループ間のオブジェクト移動 257
ディスクグループ間のディスク移動 223
ディスクグループに関する情報の表示 218
ディスクグループに対するサイトの一貫性の設定 527
ディスクグループに対するサイトベースの割り当ての
設定 526
ディスクグループの空き領域の表示 219
ディスクグループのインポート 225
ディスクグループの強制インポート 229
ディスクグループの結合 261
ディスクグループの作成 220
ディスクグループのデポート 224
ディスクグループの破棄 263
ディスクグループの分割 260
ディスクグループの無効化 263
ディスクグループバージョンのアップグレード 268
ディスクグループバージョンの表示 268
ディスクグループポリシーの設定 494
ディスクグループ名の変更 242
ディスクのロック解除 229
デフォルトのディスクグループの表示 217
破棄されたディスクグループのリカバリ 264
複数のクローンディスクへの設定データベースの配
置 235
ブートディスクグループの表示 217
ベースマイナー番号の設定 231
vxdisk
共有ディスクの判定 509
クローンディスクへの設定データベースの配置 235
サイト名の設定 530
スペアディスクの一覧表示 470
ディスクアクセス名の検出 104
ディスクからのタグの削除 236
ディスク識別子の更新 234
ディスクデバイスのスキャン 81
ディスクに関する情報の表示 219
ディスクに対するタグの一覧表示 235
ディスクに対するタグの設定 235

ディスクの一覧表示 142
ディスクのロック解除 228
デフォルトファイル 81、105
動的 LUN 拡張の通知 143
マルチパス情報の表示 173
vxdiskadd
VxVM の制御下へのディスクの配置 114
ディスクグループの作成 220
ディスクグループへのディスクの追加 221
vxdisk scandisks
デバイスの再スキャン 82
デバイスのスキャン 82
vxdiskunsetup
VxVM 制御下からのディスクの削除 147、222
vxdmpadm
1 つ以上のディスクのカプセル化（Encapsulate one
or more disks） 117
1 つ以上のディスクの追加または初期化 106、220
APM 情報の表示 211
APM の削除 212
APM の設定 212
DMP エラー処理スレッドの状態の表示 211
DMP データベース情報の表示 172
DMP での I/O の無効化 202
DMP での I/O の有効化 203
DMP のコントローラの無効化 171
DMP ノードによって制御されるパスの表示 179
DMP パスリストアポリシーの指定 209
DMP リストアスレッドの状態の表示 211
DMP リストアデーモンの停止 210
I/O エラーに対する応答の設定 205、208
I/O エラーリカバリ設定の表示 208
I/O 調整の設定 206
I/O 調整の設定の表示 208
I/O 統計情報の収集 187
I/O ポリシーの設定 197～198
I/O ポリシーの表示 195
TPD 情報の表示 184
TPD 名前の付け方の変更 103
VM ディスクからのボリュームの移動 365
アレイポートに関する情報の一覧表示 183
エンクロージャに関する情報の表示 182
エンクロージャに対する DMP ノードの表示 177
エンクロージャ名の変更 204
コントローラに関する情報の表示 181
サブディスクの再配置処理を解除してもとのディスク
に配置（Unrelocate subdisks back to a
disk） 476
システム間のディスクグループ移動 230
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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 150
スペアディスクの一覧表示 470
スペアディスクの設定 471
ディスクアクセス名の検出 104
ディスクからサブディスクを移動 222
ディスクからのボリュームの移動（Move volumes
from a disk） 365
ディスクグループ間のディスク移動 223
ディスクグループのインポート 225
ディスクグループの作成 220
ディスクグループのデポート 223
ディスクグループへのアクセス無効化（デポート） 223
ディスクグループへのアクセス有効化（インポー
ト） 225
ディスクグループへのディスクの追加 221
ディスク上でのボリュームのミラー化（Mirror volumes
on a disk） 350
ディスク情報の一覧表示（List disk
information） 142
ディスクデバイスのオフライン化 153
ディスクデバイスのオンライン化 152
ディスクの空き領域をホットリロケーションで利用可能
な状態に設定 474
ディスクの空き領域をホットリロケーションの適用対象
から除外 473
ディスクの交換のための削除 148
ディスクの削除 145、222
ディスクの初期化 106
ディスクの追加 106
ディスクの名前の付け方の変更 100
ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外を
解除（Make a disk available for hot-relocation
use） 474
ディスクのホットリロケーション適用対象からの除外
（Exclude a disk from hot-relocation use） 473
ディスクのミラー化 122
デフォルトのディスクレイアウトの変更/表示 105
パス属性の設定 193
パスに対する DMP ノードの表示 176、178
パーティションサイズの表示 195
ホットスペアディスクの設定解除 472
ホットスペアディスクの設定（Mark a disk as a spare
for a disk group） 471
ホットリロケーション後にサブディスクの再配置処理
を解除 476
ホットリロケーション後にサブディスクを移動 476
ホットリロケーションのスペアプールからのディスクの
削除 472

ボリュームのミラー化 350
リストアポーリング間隔の設定 209
ルートディスクのミラー化 135
vxdmpadm リスト
DMP ノードの表示 177
vxedit
VxVM からのサブディスクの削除 281
インスタントスナップショットの削除 418
キャッシュからのスナップショットの削除 424
キャッシュの削除 425
サブディスクの属性変更 281～282
スペアディスクの設定 470
ディスクグループの設定コピー数の設定 549
ディスクの空き領域をホットリロケーションで利用可能
な状態に設定 473
ディスクの空き領域をホットリロケーションの適用対象
から除外 472
ディスクの予約 155
ディスク名の変更 154
プレックスの削除 294
プレックスの属性変更 294
ホットリロケーションのスペアプールからのディスクの
削除 471
ボリュームの削除 365
vxencap
デフォルトファイル 105
ルートディスクのカプセル化 132
VxFS ファイルシステムのサイズ変更 345
vxiod 入出力カーネルスレッド 21
vxmake
キャッシュオブジェクトの作成 397
サブディスクと新しいプレックスの関連付け 277
サブディスクの作成 274
ストライプ化プレックスの作成 283
設定ファイルの使用 327
プレックスとボリュームの関連付け 289
プレックスの作成 283、349
ボリュームの作成 325
vxmake の設定ファイル 327
vxmend
プレックスのオフライン化 289、343
プレックスの再有効化 291
vxmirror
VxVM のデフォルト動作の設定 349
ボリュームのミラー化 349
ルートディスクのミラー化 135
vxnotify
設定変更の監視 270
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vxplex
RAID 5 ログの削除 377
RAID 5 ログの追加 377
プレックスの一時的切断 290
プレックスの移動 292
プレックスの関連付け解除と削除 293
プレックスのコピー 293
プレックスの再接続 290
プレックスの削除 351
プレックスのスナップショットへの変換 429
ボリュームからのプレックスの関連付けの解除 294
ボリュームへのプレックスの接続 288、349
ミラーの削除 351
ルートディスクボリュームのミラーの削除 141
vxprint
DCO 情報の表示 354、437
DRL が有効かどうかの確認 356
FastResync の有効あるいは無効のチェック 367
RAID 5 ログプレックスの確認 377
インスタントスナップショット用にボリュームが準備さ
れているかどうかの確認 395
エンクロージャに基づくディスク名 104
エンクロージャに基づくディスク名で使用 104
キャッシュ上に設定されているスナップショットの表
示 424
サブディスク情報の表示 275
スペアディスクの一覧表示 470
プレックス情報の表示 284
ベースマイナー番号の表示 231
ボリューム情報の表示 332
vxrecover
移動されたボリュームの再起動 259、261～262
プレックスのリカバリ 466
ボリュームの再起動 344
リカバリの回避 344
vxrelayout
オンライン再レイアウトの再開 374
オンライン再レイアウトの状態の表示 373
オンライン再レイアウトの方向を逆にする 374
vxrelocd
root 以外のユーザーに通知 481
実行の無効化 481
操作 463
動作の変更 480
ホットリロケーションデーモン 462
リカバリによる処理効率低下の緩和 481
vxresize
制限 346
ボリュームおよびファイルシステムの拡張 345

ボリュームおよびファイルシステムの縮小 345
vxsd
RAID 5 プレックスへのサブディスクの追加 278
VxVM からのサブディスクの削除 280
サブディスクと既存のプレックスの関連付け 278
サブディスクの関連付けの解除 280
サブディスクの結合 277
サブディスクの内容の移動 276
サブディスクの分割 276
ストライプ化プレックスへのサブディスクの追加 278
スパースプレックスを満たす 278
ログサブディスクの追加 279
vxsnap
DRL およびインスタントスナップショット操作用のボ
リュームの準備 352
DRL およびインスタントスナップショットのサポートの
削除 357
インスタントスナップショットに関する情報の表示 419
インスタントスナップショットの管理 383
インスタントスナップショットの関連付けの解除 417
インスタントスナップショットの更新 414
インスタントスナップショットの再接続 415
インスタントスナップショットの同期の制御 421
インスタントスナップショット用のボリュームの準備 395
カスケードスナップショット階層の作成 413
スナップショット階層の分割 418
複数ボリュームのバックアップ 409
フルサイズインスタントスナップショットの作成 402、
408
ボリュームからのスナップショットミラーの削除 413
ボリュームの復元 416
ボリュームへのスナップショットミラーの追加 412
リストア 383
領域最適化インスタントスナップショットの作成 400
リンクされたサードミラースナップショットの再接
続 416
リンクされたブレークオフスナップショットボリュームの
作成 408
vxsplitlines
シリアルスプリットブレイン条件の診断 249
vxstat
カウンタを 0 に設定 545
クラスタの使用法 516
障害発生ディスクの特定 466
ディスク処理効率統計の取得 545
ボリューム処理効率統計の取得 543
vxtask
オンライン再レイアウトの一時停止 374
オンライン再レイアウトの監視 374
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オンライン再レイアウトの再開 374
タスクの一覧表示 338
タスクの監視 338
タスクの再開 338
タスクの中断 338
vxtrace
ボリューム操作のトレース 543
vxtune
volpagemod_max_memsz の設定 557
vxunreloc
エラー後の再起動 479
サブディスクの再配置処理を解除して別のディスク
に配置 478
サブディスクの再配置の解除に別のオフセットを指
定 478
ホットリロケーション後にサブディスクの再配置処理
を解除 477
ホットリロケーション後にサブディスクを移動 477
ホットリロケーションされたサブディスクのもとのディス
クの一覧表示 479
vxunroot
ルータビリティの削除 141
ルートディスクのカプセル化の解除 141
VxVM
1 プレックス当たりのサブディスクの最大数 553
1 ボリューム当たりのデータプレックスの最大数 542
VxVM 制御下からのディスクの削除 147
アップグレード 264
オブジェクト 27
オペレーティングシステムとの依存関係 20
共有ディスクグループの制限 494
クラスタ機能（CVM） 497
クラスタ内の共有オブジェクト 487
クラスタ内の動作 484
最小メモリプールサイズ 557
サイズ単位 274
最大メモリプールサイズ 555
処理効率に対する利点 539
処理効率のチューニング 548
設定デーモン 269
タスクモニタ 335
ディスクグループバージョンのアップグレード 268
ディスクデバイスの設定 81
ディスクの検出 83
ディスクの削除 222
ボリュームの最大数 552
ボリュームレイアウトのタイプ 298
ミラーボリュームの作成に関する設定 349
メモリ割り当てサイズ 554

ルータビリティ 121
VXVM_DEFAULTDG 環境変数 216
VxVM のタスクモニタ 335
vxvol
DRL の再有効化 357
DRL の無効化 357
FastResync の無効化 368
FastResync の有効化 367
移動されたボリュームの再起動 259、261～262
特定のボリュームへの排他的アクセス権の設定 514
ボリュームに対するサイトの一貫性の設定 531
ボリュームの起動 329、344
ボリュームのサイズ変更 348
ボリュームの初期化 329
ボリュームのゼロクリア 329
ボリュームの停止 342、365
ボリュームの保守モードへの設定 343
読み取りポリシーの設定 364
ログのサイズ変更 348
vxvoltune
VxVM チューニングパラメータの値の変更 549
vxvset
RAW デバイスアクセスを伴うボリュームセットの作
成 446
RAW デバイスノードへのアクセスの制御 447
ボリュームセットからのボリュームの削除 443
ボリュームセットの起動 444
ボリュームセットの作成 442
ボリュームセットの詳細の一覧表示 443
ボリュームセットの停止 444
ボリュームセットへのボリュームの追加 443

W
WWN 識別子 77

あ
アイドル状態の LUN 563
アクセスポート 164
アクティブ/アクティブディスクアレイ（Active/Active disk
arrays） 164
アクティブ/パッシブディスクアレイ 164
アクティブパス
デバイス 194～195
アップグレード
ISP ディスクグループ 270
アラインメントの制約 306
アレイ
DMP サポート 83
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アレイサポートライブラリ（ASL） 84
アレイのボリューム ID
デバイス命名 101
アレイポート
DMP の無効化 201
DMP の有効化 202
情報の表示 183
アレイポリシーモジュール（APM）
設定 211
意思決定支援システム
実装 455
一覧表示
DMP ノード 177
サポートされているディスクアレイ 92
インスタントスナップショット
階層の分割 418
カスケード 387
関連付けの解除 417
更新 414
再接続 415
削除 418
サポートの削除 357
情報の表示 419
同期化 421
同期処理の処理効率の向上 422
バックアップの作成 392
複数ボリュームのバックアップ 409
フルサイズ 382
フルサイズインスタントスナップショットとして使うボ
リュームの作成 398
フルサイズインスタントスナップショットの作成 402
ボリュームセット用に作成 410
ボリュームの復元 416
領域最適化 384
領域最適化インスタントスナップショットの作成 399
インテントログ（intent logging） 380
永続
デバイス命名オプション 101
永続 FastResync 63～65
永続的なデバイス名データベース 102
永続的なデバイス命名 102
エラーメッセージ
tmpsize が小さすぎて再レイアウトを実行できませ
ん 51
vxdg listmove は失敗しました 255
インポートに失敗しました（import failed） 228
カプセル化操作を実行できませんでした 120
カプセル化できません 120
関連付け数が正しくありません 497

関連付けを解決できません 497
グループを自動的にインポートできません（Cannot
auto-import group） 497
このディスクグループバージョンではこの機能はサ
ポートされていません (Disk group version
doesn't support feature) 265
サポートされていないディスクレイアウトです 120
設定レコードが重複しています 497
設定レコードが矛盾しています 497
ディスクグループに有効な設定コピーがありません
（Disk group has no valid configuration
copies） 229、497
ディスクグループのディスクが見つかりません。（Disk
for disk group not found） 229
ディスクグループを含む有効なディスクが見つかりま
せん（No valid disk found containing disk
group） 228
ディスクは移動できません。（Disk not moving, ）
ディスク上のサブディスクの一部が移動される
ことになります。（but subdisks on it
are） 255
ディスクはサブディスクに使われています。（Disk is
used by one or more subdisks.） 221
ディスクは別のホストが使用中です。（Disk is in use
by another host） 228
ボリュームの編成が各ミラーで異なっています
（Volume has different organization in each
mirror） 346
エンクロージャ 25
コントローラ間でのミラーの作成 321
サイト名のタグの設定 531、534
情報の表示 182
ディスクアクセス名の検出 104
パスに関する属性の設定 192、195
パスの冗長性 194～195
エンクロージャに基づく名前の付け方 25、78、100
DMP 165
vxprint 104
オブジェクト
仮想 27
物理 22
オプション値の再試行
設定 208
オフホスト処理 449、498
オンライン再レイアウト
一時使用領域 51
一時停止 374
オンラインでのレイアウト変更 368
カラム数の変更 372
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再開 374
実行 368
障害のリカバリ 54
状態の表示 373
進行状況の制御 374
ストライプユニットのサイズ変更 372
制限 53
速度の変更 374
タスクタグの指定 373
タスクの監視 374
定義 50
動作方法 50
非デフォルトの指定 372
プレックスの指定 373
変換タイプ 369
変換との組み合わせ 376
変換とボリュームのサイズ 54
変換の特性 54
方向を逆にする 374
領域のサイズの変更 374
オンライン再レイアウトで使う一時使用領域 51
オンラインバックアップ
実装 451

か
階層化ボリューム
ストライプ化ミラー 42
定義 48、300
非階層化ボリュームへの変換 375
ガイドライン
DRL 598
RAID-5 600
ミラー化（mirroring） 597
外部デバイス
追加 98
拡張コピー 160
拡張コピーサービス
概要 160
ディスクでの有効化 161
カスケードインスタントスナップショット 387
カスケードスナップショット階層
作成 413
仮想オブジェクト 27
カテゴリ
ディスク 84
カーネル状態
プレックスカーネル状態 288
ボリューム 335

カプセル化（encapsulation）
サポートされないルートディスクのレイアウト 127
サポートされるルートディスクのレイアウト 124
障害 120
ディスク 99
デフォルト属性 105
ルートディスク 132
揮発性デバイス 114
キャッシュ
拡張 424
サイズ変更 424
削除 424
作成 396
縮小 424
スナップショットの一覧表示 422
設定されているスナップショットを確認 424
停止 425
領域最適化インスタントスナップショットで使用 384
キャッシュオブジェクト
作成 396
スナップショットの一覧表示 422
有効化 397
キャッシュの属性 400
キャンパスクラスタ
管理 519
シリアルスプリットブレイン条件 244
キャンパスクラスタ機能
管理 519
キューに入れられた I/O
統計の表示 189
共有書き込みモード 487～488
共有ディスク
設定 602
共有ディスクグループ
アクティブ化モード 487～488
アクティベーション 513
一覧表示 509
インポート 511
クラスタ内 486
作成 510
制約 494
専用ディスクグループへの変換 512
共有ディスクグループのアクティベーションモード 487～
488
共有読み取りモード 487～488
クラスタ
DMP の使用 168
DRL の動作 506～507
vol_fmr_logsz チューニングパラメータ 552
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vxclustadm 500
vxconfigd の動作 503
vxdctl 508
vxrecover 516
vxstat 516
VxVM の動作 484
概要 483
共有オブジェクト 487
共有ディスクグループ 486
共有ディスクグループから専用ディスクグループへ
の変換 512
共有ディスクグループのアクティベーション 513
共有ディスクグループのアクティベーションモー
ド 487
共有ディスクグループの一覧表示 509
共有ディスクグループのインポート 511
共有ディスクグループの作成 510
共有ディスクグループの指定 485
共有ディスクグループの制限 494
共有ディスクの判定 509
クラスタ共有ディスクグループ 486
クラスタにおけるディスクの状態の解決 489
クラスタプロトコルのバージョンのアップグレード 516
クラスタプロトコルのバージョンの確認 515
再構成 499
最大ノード数 498
障害ポリシーの設定 514
初期化 499
接続ポリシー 489
切断ポリシー 489
設定 499
専用ディスクグループ 485
ディスクグループ間のオブジェクト移動 512
ディスクグループのアクティベーション 488
ディスクグループの強制インポート 511
ディスクグループの分割 512
ディスクグループへの強制追加 511
ディスク接続性ポリシーの設定 513
同時書き込みからの保護 487
ノード 484
ノードによるボリュームの排他的起動権限の設定 514
ノードの停止 505
プライベートネットワーク 485
ボリュームの再設定 502
メリット 497
クラスタ機能
共有ディスク 602
有効化 602
クラスタ内のクラスタ共有ディスクグループ 486

クラスタプロトコルのバージョン
アップグレード 516
確認 516
クロスプラットフォームデータシェアリング（CDS）
アラインメントの制約 306
ディスク形式 80
グローバル切断ポリシー 491
クローンディスク 233～234
警告メッセージ
Specified region-size is larger than the limit on
the system 393
コピーオンライト
インスタントスナップショットの再接続に使用 383
コピーマップ 64
コントローラ
DMP による無効化 171
DMP の無効化 201
DMP の有効化 202
vxassist に指定 307
コントローラ間でのミラーの作成 312、321
情報の表示 181
ファームウェアのアップグレード 203
ミラー化のガイドライン 598
コントローラ ID
表示 182
コントローラのミラー化 598

さ
最少キュー負荷分散ポリシー 197
サイズ単位 274
サイト
再接続 528
再同期
I/O 遅延 551
チェックポイントの間隔 550
データベース 57
ボリューム 55
サイト障害
シナリオとリカバリ手順 534
シミュレート 528
ストレージ障害 536
接続性の損失 535
ホスト障害 535
リカバリ 528、536
サイトの一貫性
設定 527
定義 520
サイトベースの一貫性
既存のディスクグループでの設定 525
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サイトベースの割り当て
定義 520
ディスクグループに対する設定 526
再配置
自動 461
制限 463
全体障害メッセージ 466
部分障害メッセージ 465
再レイアウト
online 50
一時停止 374
オンラインでの実行 368
カラム数の変更 372
再開 374
状態の表示 373
進行状況の制御 374
ストライプユニットのサイズ変更 372
ストレージ 50
制限 53
速度の変更 374
タスクタグの指定 373
タスクの監視 374
非デフォルトの指定 372
プレックスの指定 373
変換タイプ 369
変換との組み合わせ 376
変換の特性 54
方向を逆にする 374
領域のサイズの変更 374
サードパーティ製ドライバ（TPD） 85
サードミラー
スナップショット 59
サードミラースナップショット 385
サードミラーブレークオフスナップショット
作成 404
サブディスク
1 プレックス当たりの最大数 553
comment 属性 282
DRL ログ 56
len 属性 282
METADATA 136
name 属性 281
putil 属性 281
RAID 5 の障害 463
RAID 5 プレックス、設定 600
RAID 5 プレックスとの関連付け 278
tutil 属性 282
vxassist による再配置処理の解除 477
vxdiskadm による再配置処理の解除 476

vxunreloc による再配置処理の解除 477
VxVM からの削除 280～281
移動に関する制限 276
結合 277
再配置処理を解除して別のディスクに配置 478
再配置の解除に別のオフセットを指定 478
作成 274
障害の特定 466
情報の表示 275
ストライプ化プレックスとの関連付け 278
ストライプ化ミラーボリュームでのミラー化 321
全体障害メッセージ 466
属性の変更 281
定義 30
内容の移動 276
内容のコピー 276
物理ディスクの配置 597
部分障害メッセージ 465
プレックスからの関連付けの解除 280
プレックスとの関連付け 277
ブロック 30
分割 276
ホットリロケーション 70、461、468
ホットリロケーション後に移動 474
ホットリロケーション後に再配置処理を解除 474
ホットリロケーション後にもとのディスクを一覧表
示 479
ホットリロケーションメッセージ 475
ログサブディスクの関連付け 279
サブディスクの len 属性 282
サブディスク名 30
シーケンシャル DRL
ダーティリージョンの最大数 554
定義 57
シーケンシャル DRL 属性 318
指定
冗長性のレベル 195
順次ディスク割り当て 310、317、324
障害ポリシー 493
ディスクグループに対する設定 514
状態
プレックスカーネル状態 284
ボリューム（volume） 334
リンクオブジェクト 386
冗長性
RAID 5 のデータ 299
ミラーのデータ 299
冗長性の最小レベル
デバイスの指定 195
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デバイスの表示 194
冗長性のレベル
デバイスの指定 195
デバイスの表示 194
冗長ループアクセス 26
初期化
ディスク 99、106
デフォルト属性 105
シリアルスプリットブレイン条件 520
キャンパスクラスタ 244
修正 249
ディスクグループ 244
ストライプ化 37
ストライプ化 + ミラー化 41
ストライプ化のガイドライン 599
ストライプ化プレックス
サブディスクの追加 278
定義 37
ストライプ化ミラーボリューム
カラムのミラー化 321
作成 321
サブディスクのミラー化 321
定義 300
パフォーマンス 541
ミラー化ストライプへの変換 375
ミラー化用トリガポイント 321
利点 42
ストライプ化ミラーボリュームのミラー化用トリガポイント 321
ストライプカラム 38
ストライプボリューム
カラム数の変更 372
作成 319
障害 37
ストライプユニットのサイズ変更 372
定義 298
デフォルト以外のカラム数の指定 320
デフォルト以外のストライプユニットサイズの指定 320
パフォーマンス 540
ストライプユニット
サイズの変更 372
定義 38
ストライプユニットのサイズの推奨値 599
ストレージ
順次ディスク割り当て 310、317、324
ストレージキャッシュ
領域最適化インスタントスナップショットで使用 384
ストレージ再レイアウト 50
ストレージ障害 536
ストレージ属性とボリュームレイアウト 307

ストレージプロセッサ 164
スナップオブジェクト 67
スナップショット
FastResync との関係 61
snapback の実行に伴う再同期 391
インスタントスナップショットからの復元 416
インスタントスナップショットに関する情報の表示 419
インスタントスナップショットの関連付けの解除 417
インスタントスナップショットの更新 414
インスタントスナップショットの再接続 415
インスタントスナップショットの削除 418
インスタントスナップショットの作成 392
インスタントスナップショットの同期 421
階層 387
階層の作成 413
カスケード 387
機能の比較 60
キャッシュ上に設定されているスナップショットを確
認 424
キャッシュのスナップショットの一覧表示 422
コピーオンライト機構の使用 383
削除 429
サードミラー 59
サードミラースナップショットのエミュレーション 385
サードミラースナップショットを使ったバックアップの
作成 425
サードミラーブレークオフの作成 404
情報の表示 433
スナップショットの作成 388
スナップショットを使ったボリュームのオンラインバッ
クアップ 392
同期処理の処理効率の向上 422
独立したボリュームの作成 433
名前の定義 430
複数ボリューム 391
複数ボリュームのバックアップ 409、430
フルサイズインスタントスナップショット 61、382
フルサイズインスタントスナップショットとして使うボ
リュームの作成 398
フルサイズインスタントスナップショットの作成 402
プレックスの追加 432
プレックスの変換 429
ボリューム 58
ボリュームからのミラーの削除 413
ボリュームからのリンクされたスナップショットの削
除 413
ボリュームセット用に作成 410
ボリュームの再同期 431
ボリュームへのミラーの追加 412
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もとのボリュームとの結合 431
領域最適化インスタントスナップショット 384
領域最適化インスタントスナップショットの作成 399
リンクされたサードミラーの再接続 416
リンクされたブレークオフ 386
リンクされたブレークオフの作成 407
スナップショット階層
作成 413
分割 418
スナップショットミラー
ボリュームからの削除 413
ボリュームへの追加 412
スナップバック
resyncfromoriginal 391
resyncfromreplica 391、431
スナップショットボリュームの結合 431
定義 381
スナップボリュームの命名 391
スパースプレックス 54、278、288、292
スパンボリューム 35
スペアディスク
ディスクを設定 470
表示 470
ホットリロケーションに利用 467
スライス
パーティション 23
スレーブノード
定義 485
制限
BIOS 122
LILO の使用 122
起動時 131
マスターブートレコード 122
ルータビリティ 122
セカンダリパス 164
セカンダリパスの表示 174
接続ポリシー 489
ディスクグループに対する設定 513
切断障害ポリシー 493
切断ポリシー
local 491
グローバル 491
設定
共有ディスク 602
パスの冗長性レベル 195
設定データベース
コピーサイズ 215
サイズの縮小 250
ディスクの一覧表示 236

プライベートリージョン 79
メタデータ（metadata） 235
設定のバックアップとリストア 270
設定の変更
vxnotify による監視 270
ゼロ
ボリューム内容の設定 328
専用ディスクグループ
共有ディスクグループからの変換 512
クラスタ内 485
属性
active 193
autogrow 397、400
autogrowby 397
cachesize 400
comment 282、294
dcolen 64、316、436
dgalign_checking 306
drl 318、361
fastresync 316、318、367
hasdcolog 367
highwatermark 397
init 328
len 282
loglen 319
logtype 318
maxautogrow 397
maxdev 232
mirdg 408
mirvol 408
name 281、294
ncachemirror 400
ndcomirror 316、318、436
ndcomirs 353、395
newvol 406
nmirror 406
nomanual 193
nopreferred 193
plex 294
preferred priority 193
primary 193
putil 281、294
secondary 193
snapvol 402、408
source 402、408
standby 194
syncing 393、421
tutil 282、294
カプセル化のデフォルト 105
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キャッシュ 400
サブディスク 281
シーケンシャル DRL 318
ストレージの指定に使う属性 307
ディスクの初期化のデフォルト 105
パスに関する属性の設定 192
パスの設定 195

た
タグ
オンライン再レイアウトタスクへの指定 373
タスクタグ 336
タスク用に指定 336
ディスクからの削除 236
ディスクに対する一覧表示 235
ディスクに対する設定 235
名前の変更 362
ボリュームからの削除 362
ボリュームでの設定 325、362
ターゲット
一覧表示 89
ターゲット ID
vxassist に指定 307
ターゲットミラー 310、321
タスク
ID 336
一時停止 337
一覧表示 337
オンライン再レイアウト操作へのタグの指定 373
オンライン再レイアウトの監視 374
監視 337
管理 336
再開 337
状態の変更 337
タグ 336
タグの指定 336
中断 337
パラメータの変更 338
タスクの ID 336
ダーティリージョン 553
ダーティリージョンログ。 「DRL」を参照
チェックポイントの間隔 550
チューニングパラメータ
dmp_cache_open 558
dmp_daemon_count 558
dmp_delayq_interval 558
dmp_failed_io_threshold 559
dmp_fast_recovery 559
dmp_health_time 560

dmp_log_level 560
dmp_path_age 562
dmp_pathswitch_blks_shift 562
dmp_probe_idle_lun 563
dmp_queue_depth 563
dmp_retry_count 564
dmp_scsi_timeout 564
dmp_stat_interval 565
monitor_fabric 561
vol_checkpt_default 550
vol_default_iodelay 551
voldrl_max_drtregs 553
voldrl_max_seq_dirty 554
voldrl_min_regionsz 554
vol_fmr_logsz 63、552
voliomem_chunk_size 554
voliomem_maxpool_sz 555
voliot_errbuf_dflt 555
voliot_iobuf_default 555
voliot_iobuf_limit 556
voliot_iobuf_max 556
voliot_max_open 556
vol_maxio 553
vol_maxioctl 553
vol_maxparallelio 553
vol_max_volumes 552
volpagemod_max_memsz 557
volraid_minpool_size 557
volraid_rsrtransmax 558
vol_subdisk_num 553
値の変更 549
調整 167
ディスク 84
CDS 形式 80
DCO プレックスのレイアウト 256
DISKS カテゴリからの削除 97
DISKS カテゴリへの追加 95
EFI 116、122
JBOD でサポートされているディスクの一覧表示 93
nopriv 80
nopriv デバイス 120
OTHER_DISKS カテゴリ 84
simple 80
simple 形式 80
sliced 80
sliced 形式 80
UDID フラグ 233
VM 29
vxassist に指定 307
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VxVM 制御下からの削除 147、222
VxVM による検出 83
VxVM の制御下に置く 99
空き領域をホットリロケーションで利用可能な状態に
設定 473
空き領域をホットリロケーションの適用対象から除
外 472
新しい識別子の書き込み 234
新しく追加されたディスクの設定 81
アレイサポートライブラリ 84
インストール 104
永続的な名前の設定 102
エンクロージャ 25
オフライン化 153
拡張コピーサービスの有効化 161
カテゴリ 84
カプセル化 99
カプセル化のデフォルト値 105
カプセル化（encapsulation） 115、121
共有の判定 509
クラスタにおける障害ポリシーの設定 514
クラスタにおける状態の解決 489
クラスタにおける接続性ポリシーの設定 513
クローン 234
クローンの扱い方 233
形式設定 104
検出機能の呼び出し 85
交換 147
交換の延期 147
コントローラファームウェアのアップグレード 203
再初期化 113
サイト名のタグの設定 530
削除 144、147
削除したディスクの交換 150
サブディスクとともに削除 146
システム間のディスクグループ移動 227
自動設定 79
障害の特定 466
情報の表示 141～142、219
初期化 99、106
初期化のデフォルト値 105
処理効率統計情報の取得 545
スキャン 81
ストライプユニットサイズ 599
スペア 467
スペアとして設定 470
スペアの表示 470
セカンダリパス 174
全体障害メッセージ 466

タグの一覧表示 235
タグの削除 236
タグの設定 235
重複のない識別子 233
追加 114
ディスクアクセスレコードファイル 269
ディスクアレイ 23
ディスクグループから解放 263
ディスクグループから削除 221
ディスクグループ間の移動 223、258
ディスクグループへの強制追加 511
ディスクグループへの追加 221
デバイス検出層 86
デフォルトのレイアウト属性の変更 105
動的 LUN 拡張 143
特別な目的用の予約 154
名前 76
名前の付け方 77
名前の付け方の表示 101
名前の付け方の変更 100
名前の変更 153
複製した識別子の扱い方 233
ブートディスクのミラー化 132
部分障害メッセージ 465
プライマリパス 174
変換 99
ホットスワップの実行後に有効化 152
ホットリロケーション 461
ホットリロケーションで処理される障害 463
ホットリロケーションで利用可能な状態に設定 470
ホットリロケーションのスペアプールからの削除 471
ボリュームの退避 365
ボリュームのミラー化 349
無効にされているパス 174
メタデバイス 77
メディア名 76
有効化 152
有効にされているパス 174
予約の取り消し 155
ルートディスク 121
ルートディスクのミラー化 132
ロックの解除 228
ディスクアクセスレコード
/etc/vx/darecs に保存 269
ディスクアレイ
A/A 164
A/A-A 164
A/P 164
A/P-C 165
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A/PF 164
A/PF-C 165
A/PG 164
A/PG-C 165
DISKS カテゴリからのディスクの削除 97
DISKS カテゴリ内のサポートされているディスクの一
覧表示 93
DISKS カテゴリへのディスクの追加 95
DMP でのサポート 92
JBOD デバイス 83
アクティブ/アクティブ 164
アクティブ/パッシブ 164
サポートされているディスクアレイの一覧表示 92
サポートの無効化 93
サポートの有効化 93
定義 23
非対称アクティブ/アクティブ 164
マルチパス化 24
無効にされているディスクアレイの一覧表示 93
ディスクグループ
bootdg 216
CDS 互換 221
DCO プレックスのレイアウト 256
defaultdg 216
ISP 270
nodg 216
rootdg 29、215
rootdg の排除 215
空き領域 467
空き領域の表示 219
移動されたボリュームの再起動 259、261～262
移動により影響を受けるオブジェクトの一覧表示 255
移動の制限
分割。 「結合」を参照
インポート 224
インポート時のマイナー番号の競合回避 230
各バージョンでサポートされる機能 266
強制インポート 229、511
共有ディスクグループとしてインポート 511
共有ディスクグループのアクティベーション 513
共有ディスクグループの一覧表示 509
共有ディスクグループの作成 510
共有ディスクグループのデフォルトファイル 488
共有の指定 485
クラスタ共有 486
クラスタ内のオブジェクトの移動 512
クラスタ内の共有ディスクグループ 486
クラスタ内の専用ディスクグループ 485
クラスタ内のディスクグループの分割 512

クラスタにおけるアクティベーション 488
クラスタにおける障害ポリシーの設定 514
クラスタにおける接続性ポリシーの設定 513
クローンディスクのインポート 234
結合 252、261
コマンドに対する指定 216
サイズがプライベートリージョンに与える影響 215
サイトの一貫性の設定 525、527
サイトベースの割り当ての設定 526
再編成 250
作成 214
システム間の移動 227
システムに予約されたディスクグループ名 216
失敗した再設定のリカバリ 254
障害ポリシー 493
情報の表示 218
シリアルスプリットブレイン条件 244
設定コピー数の処理効率への影響 549
設定コピー数の設定 549
設定のバックアップとリストア 270
専用ディスクグループへの変換 512
定義 29
ディスクグループ間のオブジェクト移動 251、257
ディスクグループ間のディスク移動 223、258
ディスクの削除 221
ディスクの追加 221
ディスクのロック解除 228
デフォルトのディスクグループ 216
デフォルトのディスクグループの設定 217
デフォルトのディスクグループの特定 217
デフォルトのディスクグループの表示 217
デポート 223
名前の変更 242
破棄 263
破棄からのリカバリ 264
バージョン 264、266
バージョンのアップグレード 264、268
バージョンの表示 268
ブートディスクグループの表示 217
ブートディスクグループ（boot disk group） 216
古いバージョン番号で作成 268
分割 251、260
マイナー番号の予約 230
無効化 263
ライセンスされている EMC ディスクの移動 258
ルート 29
ディスクグループ設定のリストア 270
ディスクグループの空き領域 467
ディスクグループの設定コピー 549
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ディスク上のブロック 30
ディスクドライブ
可変ジオメトリ 599
ディスクのカプセル化 115、121
ディスクの交換 147
ディスクの再初期化 113
ディスクの削除 147
ディスクの初期化 99
ディスクの追加 114
ディスクの二重化 321
ディスクのフォーマット 104
ディスクの変換 99
ディスクのロック解除 228
ディスク名 76
永続的な名前の設定 102
ディスクメディア名 30、76
データの冗長性 41～42、44
データベース
再同期 57
リシルバリング 57
データベースログの再生とシーケンシャル DRL 57
データ変更オブジェクト
DCO 63
データボリュームの設定 58
デバイス
JBOD 83
nopriv 120
外部デバイスの追加 98
揮発性 114
すべての一覧表示 87
パスの冗長性 194～195
パス名 77
ファブリックデバイス 82
メタデバイス 77
デバイス検出
partial 82
概要 24
デバイス検出層 86
デバイス検出層（DDL） 24、86
デバイスノード
ボリュームセット 445
ボリュームセットへのアクセスの制御 447
ボリュームセットへのアクセスの表示 447
ボリュームセットへのアクセスの有効化 446
デバイス名 22、76
永続的な名前の設定 102
ユーザー指定 175
デフォルト
vxdisk のデフォルト 81、105

vxencap のデフォルト 105
デフォルトのディスクグループ 216
同期
インスタントスナップショットの同期の制御 421
処理効率の向上 422
統計情報収集 167
統計の表示
キューに入れられた I/O 189
無効な I/O 189
動的 LUN 拡張 143

な
名前
plex 32
VM ディスク 30
サブディスク 30
サブディスクの属性 281
スナップショットボリュームに対する定義 430
ディスク 76
ディスクグループ名の変更 242
ディスク名の変更 153
ディスクメディア 30、76
デバイス 22、76
プレックスの属性 294
ボリューム（volume） 32
名前の付け方
TPD エンクロージャに対する変更 103
ディスク 77
ディスクに対する表示 101
ディスクのレイアウト属性の変更 100
二重化 321
ノード
DMP 165
vxclustadm を使った CVM 機能の管理 500
クラスタ内 484
クラスタ内の最大数 498
クラスタ内のノードの停止 505
状態の要求 508

は
排他書き込みモード 487～488
バージョン
アップグレード 264
ディスクグループ 264
ディスクグループバージョンの表示 268
バージョン 0
DCO 63
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バージョン 20
DCO 64
バージョン管理
DCO 63
パス
DMP の無効化 201
DMP の有効化 202
属性の設定 192、195
パスエージング 560
パスグループ
作成 170
バックアップ
インスタントスナップショットを使って作成 392
オンラインバックアップの実装 451
サードミラースナップショットを使って作成 425
スナップショットを使って作成 392
ディスクグループ設定 270
複数ボリュームのバックアップ 409、430
ボリューム用に作成 380
パーティション
スライス 23
番号 23
パーティションサイズ
値の表示 195
指定 197
パーティションテーブル 136
パフォーマンス
DMP の負荷分散 168
I/O 統計情報の使用 545
I/O トレースによって特定された問題の場所 548
RAID 5 ボリューム 541
VxVM のチューニング 548
VxVM を使う利点 539
インスタントスナップショットの同期処理の処理効率
の向上 422
書き込みに対する読み取りの割合の調査 547
監視 542
処理効率向上のためのストライプ化 546
処理効率向上のためのボリュームの退避 545
ストライプボリューム 540
大規模システムのチューニング 548
チューニングパラメータ値の変更 549
ディスクグループの設定コピー数の影響 549
ディスクの統計情報の取得 545
データの分析 545
ボリューム操作のトレース 543
ボリュームの統計情報の取得 543
ミラー化とストライプ化の併用 541
ミラーボリューム 540

優先順位の設定 542
読み取りポリシーによる影響 542
パブリックリージョン 79
非 auto-trespass モード 164
非永続 FastResync 62
非階層化ボリューム変換 375
非対称アクティブ/アクティブディスクアレイ 164
左対称レイアウト 46
非明示的フェールオーバーモード 164
表示
DMP ノード 177
HBA 情報 182
サポートされているディスクアレイ 92
冗長性のレベル 194
ピンポン効果 169
ファイアドリル
定義 520
テスト 527
ファイルシステム
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