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1
Veritas Storage
Foundation™ の高度な機能
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。
■

概要

■

Storage Foundation の高度な機能

概要
このマニュアルでは、Volume Manager（VxVM）と File System（VxFS）の高度な機能
について説明します。
Veritas Storage Foundation の次のストレージ管理機能について説明します。
■

■

スナップショット - スナップショットを使うと、変動するデータの一時点のイメージを捉え
て記録することができます。このイメージを「PITC」といいます。Storage Foundation
では、スナップショットを 2 つの方法で利用できます。
■

FlashSnap - VxVM の FlashSnap 機能によってスナップショットが実装されます。

■

Storage Checkpoint - VxFS と SFCFS の Storage Checkpoint 機能によってス
ナップショットが実装されます。Storage Checkpoint は、コピーオンライト技術を
使って最後の Storage Checkpoint またはバックアップの実行後に変更された
ファイルシステムブロックのみを識別して取り込むことにより、I/O オーバーヘッド
を低減します。

移行
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■

■

■

プラットフォーム間の移行 - CDS（Cross-Platform Data Sharing）を利用すること
で、HP-UX、AIX、Linux、または Solaris オペレーティングシステムを実行するシ
ステム間でデータを移動することができます。

■

他のツールから Storage Foundation への移行 - Veritas Volume Manager
（VxVM）には、Sun Microsystems Solaris Volume Manager ソフトウェア
（Solstice Disk Suite）によって制御されているオブジェクト、ファイルシステム、デ
バイスパーティションを VxVM 制御に変換できるユーティリティが用意されていま
す。このツールによって、すべての Solaris Volume Manager オブジェクトが
VxVM オブジェクトに変換され、Solaris Volume Manager ソフトウェアで使われ
ているファイルシステムとスワップデバイスのパーティションがカプセル化されます。

シンプロビジョニング - シンストレージとは、ストレージが本当に必要となったときにだ
け、空きストレージのプールからストレージをアプリケーションに割り当てるためのアレ
イベンダーソリューションです。
■

SmartMove - Veritas File System（VxFS）の Veritas Volume Manager（VxVM）
は、Storage Foundation の SmartMove 機能によってどのブロックにデータが
あるかを監視しています。VxVM は移行用のコピーエンジンとして、空の領域は
コピーせずに、使われているブロックだけをコピーします。この動作はシンストレー
ジ使用の最適化に役立ちます。

■

シン再生 - VxVM ボリュームまたは VxFS ファイルシステム上で削除または縮小
された領域を再生することによってストレージ管理を最適化し、シンストレージプー
ルにその領域を戻します。

DST（Dynamic Storage Tiering） - VxFS は DST 機能を通じて複数階層のオンライ
ンストレージを使います。DST は、MVS（Multi Volume Support）ファイルシステム
の最上位で機能します。

Storage Foundation の高度な機能
次の表は、各 Veritas Storage Foundation 製品スイートでどの高度な機能を利用でき
るかを示しています。
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表 1-1

Storage Foundation の高度な機能

Storage Foundation の機能

その機能を利用できる製品

SmartMove

Storage Foundation Basic

シン再生

Storage Foundation Standard
Storage Foundation Standard HA
Storage Foundation Enterprise
Storage Foundation Enterprise HA
Storage Foundation Cluster File System HA
Storage Foundation for Oracle RAC

CDS（Cross-Platform Data Sharing）

Storage Foundation Basic
Storage Foundation Standard
Storage Foundation Standard HA
Storage Foundation Enterprise
Storage Foundation Enterprise HA
Storage Foundation Cluster File System HA
Storage Foundation for Oracle RAC

FlashSnap

Storage Foundation Enterprise

Storage Checkpoints

Storage Foundation Enterprise HA

DST

Storage Foundation Cluster File System HA
Storage Foundation for Oracle RAC

13

14

第 1 章 Veritas Storage Foundation™ の高度な機能について
Storage Foundation の高度な機能

2
Storage Foundation スナッ
プショット
この章では以下の項目について説明しています。
■

スナップショットについて

スナップショットについて
業務を遂行および管理するために使われるデジタルデータの進化には 2 つの傾向があ
ります。まず、週 7 日 24 時間のトランザクション処理、意思決定、知的財産の作成などに
継続的に利用しなければならないデータ量がますます増えています。さらに、業務を遂
行するうえでデジタルデータが担う役割が大きくなり、損失や破損から保護することがま
すます重要になっています。これらの傾向は互いに矛盾しています。データを適切に保
護するには、バックアップ中に状態が変わらないようにデータをサービスから取り出す必
要があります。しかし、データをサービスから取り出すことは、業務が必要とするときに利
用できないことになります。この問題を解決するために、一時点のデータイメージを固定
する（スナップショットを撮る）ための一連の技術が開発されています。これを利用するこ
とで、バックアップを作成したり、分析を行ったり、ソフトウェア更新をテストしたりしながら、
実稼働アプリケーションで生のデータを処理することが可能になります。Veritas Storage
Foundation では、スナップショットを主として 2 つの方法－ボリュームスナップショット
（FlashSnap）とファイルシステムスナップショット（Storage Checkpoint）－で利用できま
す。

スナップショット技術
スナップショットとは、作成時点でのデータ内容を仮想化したイメージのことです。物理的
には、データセットの完全なコピー（すべてのビットのコピー）の場合や、スナップショット
が作成されてから更新されたデータセット要素だけが含まれる場合があります。後者の場
合は、最初に書き込むときに割り当てる（allocate-on-first-write）スナップショットと呼ば
れることもあります。もとのデータセット内の要素がはじめて更新（上書き）されるときにの
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み、データ要素の領域がスナップショットイメージに追加されるためです。Storage
Foundation の最初に書き込むときに割り当てる（allocate-on-first-write）スナップショッ
トは、領域最適化スナップショットと呼ばれます。
仮想ボリュームの完全コピースナップショットには、もとのボリュームの容量に等しいスト
レージ容量と、所定の時間内にもとのボリュームの内容全体をスナップショットにコピーす
るための十分な I/O 帯域幅が必要です。一方、領域最適化スナップショットでは、スナッ
プショットの有効期間中にもとのボリューム上で更新されたデータ量に比例して、ストレー
ジと I/O 帯域幅が消費されます。したがって、完全コピースナップショットでは本質的に、
領域最適化スナップショットよりもストレージと I/O 帯域幅が大量に消費されます。完全コ
ピースナップショットは一般的に、ストレージデバイスエラーからリカバリする場合や、実稼
働アプリケーションへの影響を重視するオフホスト代替処理に適しています。一般的に、
人為的またはアプリケーションエラーによるデータ破損に対する保護にはあまり適してい
ません。
領域最適化スナップショットには、もとのデータオブジェクトが表現する完全な物理イメー
ジは含まれないので、オフホスト代替処理用として選択することはできません。ただし、消
費するストレージと I/O 帯域幅が比較的少ないため、完全コピースナップショットよりも非
常に頻繁に作成できます。つまり、データ破損からのリカバリには適しています。領域最
適化スナップショットは、時間の経過とともにもとのオブジェクトで変更されるデータが増え
るため、自然に大きくなる傾向があります。したがって本質的に、有効期間が短い場合に
適しています。

3
Flashsnap の場合
この章では以下の項目について説明しています。
■

PITC ソリューションの概要

■

PITC ソリューション

■

インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定

■

データベースのオンラインバックアップ

■

クラスタファイルシステムのオフホストバックアップ

■

意思決定支援システム

■

Storage Checkpoints

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

ボリュームレベルのソリューションは、Veritas Volume Manager の永続 FastResync
機能、ディスクグループの分割および結合機能によって実現されます。この機能は、
実稼動サーバーの負荷を削減するソリューションとなります。
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■

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

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

■

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

■

アプリケーションのテストまたはバージョン管理のために書き込み可能なコピーを
複数必要とするファイルシステム

FlashSnap ライセンスを取得すると、Veritas FlashSnap Agent for Symmetrix もサ
ポートされます。

PITC ソリューション
PITC ソリューションの適用
Veritas FlashSnap による PITC ソリューションを用いるのに適した状況の例を次に挙げ
ます。
■

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

■

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

■

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

■

データベースエラーのリカバリ - 管理者やアプリケーションプログラムによって引き起
こされる論理エラーによって、データベースの統合性が損なわれることがあります。
Storage Checkpoint やスナップショットコピーを使ってデータベースファイルをリスト
アすると、テープなどのバックアップメディアからすべて修復するよりも短時間でデー
タベースを復旧させることができます。
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PITC の導入例
ボリュームの PITC は、特定時点におけるデータベースやファイルシステムのイメージを
取り込みます。
そのイメージはバックアップ、意思決定支援システム、レポート、開発テストなどのアプリ
ケーションで使えます。また、PITC ソリューションを導入すると、オフホスト処理を使って
実稼動システムの処理効率のオーバーヘッドを削減することができます。
次に示す章では、データベースやクラスタファイルシステムのボリュームの定期的なオン
ラインバックアップや、意思決定支援システムに使う実稼動データベースの複製を行うた
めにはどのように FlashSnap を使うかを説明します。
■

「データベースのオンラインバックアップの概要」

■

「クラスタファイルシステムのオフホストバックアップの概要」

■

「意思決定支援システムの概要」

このマニュアルでは、次の各タイプの PITC ソリューションを考察します。
■

プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装。
p.19 の 「プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装」 を参照してください。

■

オフホストに対する PITC ソリューションの実装。正しく実装されれば、この種のソリュー
ションが実稼動中のプライマリシステムの処理効率に影響を及ぼすことはほとんどあ
りません。
p.21 の 「オフホストに対する PITC ソリューションの実装」 を参照してください。

■

Storage Checkpoint の使用。この機能を使うと、データベースのインスタンスを過去
のある時点の状態にすばやくロールバックすることができます。
p.72 の 「Storage Checkpoint」 を参照してください。

プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装
図 3-1 は、プライマリホストでアプリケーションを設定するために必要な手順を示します。
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図 3-1

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

1. ボリュームを準備する
必要に応じて、ディスクグループにキ
ャッシュまたは空のボリュームを作成
し、vxsnap prepare
を使ってスナップショットの作成用に
ボリュームを準備します

ボリューム

キャッシュ
または空の
ボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

2.インスタントスナップショットボリュームを
作成する

vxsnap make を使って、1
つ以上のボリュームで構成されたイン
スタントスナップショットボリューム
を作成します。
3. インスタントスナップショットを
更新する
必要に応じて、vxsnap refresh
を使ってスナップショットボリュームを更新
し、さらに処理できるように準備します。
4. 処理を適用する
スナップショットボリュームに目的の
処理アプリケーションを適用します。

ボリューム

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

必要に応じて
手順 3 と4 を
繰り返します。

メモ: ディスクグループの分割および結合機能は使いません。処理はすべて同じディスク
グループ内で実行されるため、ディスクの競合を回避する場合を除き、スナップショットの
内容ともとのボリュームの同期は必要ありません。スナップショットの作成と更新は、ほぼ
即時に完了します。
図 3-2 は、プライマリホストにソリューションを導入したうえでディスクの競合を回避するた
めの推奨事例です。
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プライマリホストに対する PITC ソリューションの実装

図 3-2

プライマリホスト

1

2

運用データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使われるプライマリ
ボリュームを含んだディス
ク

SCSI またはファイ
バーチャネル接続

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

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

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

図 3-3

OHP ホスト

プライマリホスト

ネットワーク

1

2

運用データベースまたはフ
ァイルシステムを保持する
ために使われるプライマリ
ボリュームを含んだディス
ク

SCSI またはファイ
バーチャネル接続

スナップショットボリュー
ムを含んだディスク

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

図 3-4

OHP ホスト

プライマリホスト

ネットワーク

c1 c2 c3 c4

c1 c2 c3 c4

ファイバーチャネル
ハブまたはスイッチ

ディスクアレイ

この構成では冗長ループアクセスを使って、システムとディスクアレイ間のコンポーネント
で発生する可能性のある障害に対処します。
メモ: オペレーティングシステムによっては、コントローラ名が次に示す例とは異なる場合
があります。
図 3-5 は、クラスタノードの 1 つを代替ノードとして設定し、クラスタ内でオフホスト処理を
実現する方法を示します。
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クラスタノードを使用したオフホスト PITC ソリューションの実装例

図 3-5
クラスタ

OHP
ホストとして設定されたク
ラスタノード
1

2

運用データベースまたは
ファイルシステムを保持
するために使われるプラ
イマリボリュームを含ん
だディスク

SCSI
またはファイバーチャ
ネル接続

オフホスト処理ソリューシ
ョンの実装に使われるスナ
ップショットボリュームを
含んだディスク

図 3-6 に代替設定を示します。代替ノードをクラスタにネットワーク接続されている別シス
テム上に構築することもできます。ただしその場合、代替ノードはクラスタノードではなく、
クラスタのプライベートネットワークには接続されません。
クラスタ外に配置したオフホストを使用したオフホスト PITC ソリュー
ションの実装例

図 3-6

OHP ホスト

クラスタ

ネットワーク

1

2

運用データベースまたは
ファイルシステムを保持
するために使われるプラ
イマリボリュームを含ん
だディスク

SCSI またはファイバー
チャネル接続

オフホスト処理ソリューシ
ョンの実装に使われるスナ
ップショットボリュームを
含んだディスク
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メモ: このマニュアルで取り上げるオフホスト処理の導入例では、クラスタ外に配置したオ
フホストがバックアップや意思決定支援システム専用に使われていることを前提にしてい
ます。クラスタについては、クラスタのメンバーではないオフホストのほうが設定しやすく効
率的である場合があります。
図 3-7 は、プライマリホストでアプリケーションを設定するために必要な手順を示します。
図 3-7

オフホスト処理ソリューションの実装
OHP ホスト

プライマリホストまたはクラスタ

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

ボリューム

空の
ボリューム

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

ボリューム

スナップショット
ボリューム

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

ボリューム

スナップショット
ボリューム

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

ボリューム

スナップショット
ボリューム

5. ディスクグループをインポートする
vxdg import
を使って、スナップショットボリュームを含
んだディスクグループを OHP
ホストにインポートします。

ボリューム

スナップショット
ボリューム

6. オフホスト処理を適用する
OHP
ホスト上のスナップショットボリュームに目
的のオフホスト処理アプリケーションを適用
します。

ボリューム

スナップショット
ボリューム

7. ディスクグループをデポートする
vxdg deport
を使って、スナップショットボリュームを含
んだディスクグループを OHP
ホストからデポートします。

ボリューム

スナップショット
ボリューム

8. ディスクグループをインポートする
vxdg import
を使って、スナップショットボリュームを含
んだディスクグループをプライマリホストに
インポートします。
9. ディスクグループを結合する
vxdg join
を使って、スナップショットボリュー
ムを含んだディスクグループをもとの
ボリュームのディスクグループと結合
させます。

デポート

インポート

デポート
ボリューム

スナップショット
ボリューム

ボリューム

スナップショット
ボリューム

インポート

必要に応じて手順 3 から
9 を繰り返します
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スナップショットボリュームを分割して、オフホストにインポートされた別のディスクグルー
プに結合するには、ディスクグループの分割および結合を使います。
メモ: スナップショットボリュームは別のディスクグループに移動してから別のホストにイン
ポートするため、スナップショットボリュームの内容をあらかじめ親ボリュームと同期させて
おく必要があります。スナップショットボリュームを再インポートする場合、もとのボリューム
に基づくスナップショットボリュームの内容の更新は FastResync により高速化されます。

ボリュームスナップショットのデータ整合性
ボリュームスナップショットは、特定時点でボリューム内に存在してい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。fsgen usetype 属性のボリュームに対し、Veritas File System
（VxFS）が構成されている場合、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、適切な機構を追加的に使って、ボリュームスナップショットの作成時
に表領域データの一貫性を確保する必要があります。最近のデータベースソフトウェアの
多くは、ファイルシステムの I/O を一時的に停止する機能を備えています。この操作の実
行方法は、このマニュアルに記載している例の中で説明しています。また、ファイルシス
テム内の通常のファイルは、さまざまなアプリケーションで開かれることがありますが、その
ファイルデータの完全な整合性を確保するには、アプリケーションを停止し、ファイルシス
テムを一時的にマウント解除する以外に方法はありません。通常、整合性の確保が重要
になるのは、スナップショットの作成時に使われていなかったファイルデータのみです。

スナップショットの再同期についてのオプション
共有ディスクグループのもとのボリュームにスナップショットボリュームを再結合する場合、
ボリューム内のデータの再同期について 2 つの選択肢があります。
■

もとのボリュームに基づいてスナップショットを再同期する - スナップショットの作成後
に変更されたプライマリボリュームのデータを使ってスナップショットを更新します。再
同期後は、再びバックアップや意思決定支援システムのためのスナップショットを作
成できる状態になります。

■

スナップショットに基づいてボリュームを再同期する - スナップショットの作成後に変更
されたスナップショットボリュームのデータを使ってもとのボリュームを更新します。この
方法は、壊れたデータベースやファイルシステムのリストア、実稼動ソフトウェアをアッ
プグレードする場合などに有効です。バックアップメディアからの完全リストアなどの他
の方法よりは一般的に短時間で済みます。
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インスタントスナップショット作成のためのボリューム設
定
インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要
この章では、インスタントスナップショットを作成するためのボリュームの準備について説
明します。対象となるのは、バックアップするボリューム、意思決定支援やレポート作成に
使うボリュームなどです。
スナップショットボリュームをオフホスト処理のために別のホストに移動することなく、同一
ホスト上で使う場合は、フルサイズインスタントスナップショットの代わりに領域最適化イン
スタントスナップショットを使うことができます。アプリケーションによって違いはありますが、
領域最適化スナップショットに必要なディスク領域は通常、フルサイズインスタントスナッ
プショットの 10 % 程度です。
インスタントスナップショットおよび FastResync の管理について詳しくは、『Veritas Volume
Manager 管理者ガイド』を参照してください。
表 3-1 に、バックアップ、意思決定支援システムおよびデータベースエラーリカバリを実
行するにあたってスナップショットミラーを作成する必要があるボリュームをまとめます。
表 3-1

スナップショットミラーの作成

PITC（point-in-time copy）アプリケー スナップショットミラーを作成する必要があるボ
ション
リュームに含まれるファイルシステム
データベースのオンラインバックアップ
p.37 の 「データベースのオンラインバック
アップの概要」 を参照してください。

バックアップするデータベースデータファイルを格納
している VxFS ファイルシステム

クラスタファイルシステムのオフホストバック バックアップする VxFS クラスタファイルシステム
アップ
p.48 の 「クラスタファイルシステムのオフホ
ストバックアップの概要」 を参照してくださ
い。
意思決定支援システム
p.56 の 「意思決定支援システムの概要」
を参照してください。

複製するデータベースデータファイルを格納する VxFS
ファイルシステム

警告: データの一貫性を保つため、1 つの PITC を利用したアプリケーションで使ったス
ナップショットを別のアプリケーションで再使用することは避けてください。複数のアプリ
ケーションに対してスナップショットミラーを作成するときに、それぞれの PITC アプリケー
ション専用のスナップショットミラーを最低 1 つ用意してください。

27

28

第 3 章 Flashsnap の場合
インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定

VxVM 4.0 のリリースより前に作成された既存ボリュームが、スナップショットプレックス、ス
ナップショットボリュームまたは専用の DRL ログを保有している場合は、『Veritas Volume
Manager 管理者ガイド』の「ボリュームの管理」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」に記載されている手順に従ってください。以下に示す
手順は、スナップショットプレックス、スナップショットボリューム、DRL ログのいずれもボ
リュームに存在していないことを前提にしています。

その他の準備作業
作成するスナップショットのタイプによっては、その他の準備作業も必要になります。
フルサイズインスタントスナップショットは、次の 2 つの方法で作成できます。
■

1 つ以上のスペアプレックスをもとのボリュームから切り離し、必要な冗長性を備えた
スナップショットボリュームを形成する方法。切り離すプレックスは SNAPDONE 状態で
ある必要があります（ここでは説明しませんが、ACTIVE 状態のボリュームのプレックス
も切り離すことができます）。
ボリュームスナップショットの管理の詳細については、『Veritas Volume Manager 管
理者ガイド』を参照してください。

■

事前に用意した空のボリュームを使います。
p.32 の 「フルサイズインスタント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。

キャッシュを共有する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は、スナッ
プショットを作成する前にキャッシュを設定する必要があります。
p.34 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。
それぞれの領域最適化インスタントスナップショットに専用のキャッシュを割り当てる場合
は、スナップショットの作成と同時にキャッシュを設定できます。この場合、特別な準備作
業は必要ありません。
メモ: このマニュアルに記載しているオフホスト処理ソリューションには、フルサイズスナッ
プショットが必要です。

インスタントスナップショット操作の対象となるボリュームの準備
インスタントスナップショット操作を実行するためのボリュームの準備として、まず、バージョ
ン 20 のデータ変更オブジェクト（DCO）および DCO ボリュームをそのボリュームに関連付
ける必要があります。
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バージョン 20 の DCO オブジェクトと 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 110 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。
#

vxprint -l diskgroup | egrep 'version:'

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。
#

2

vxdg upgrade diskgroup

次のコマンドを使って、バージョン 20 の DCO および DCO ボリュームを対象のボ
リュームに追加します。
# vxsnap [-g diskgroup] prepare volume [ndcomirs=number] ¥
[regionsize=size] [alloc=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してい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 プレックスを設定することをお勧めします。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。
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。
メモ: 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。
デフォルトでは、新形式の DCO ボリューム 1 つに格納されるマップ数は 32 になりま
す。このマップ数では足りない場合は、vxsnap addmap を実行してマップを追加し
ます。このコマンドの詳細は、vxsnap（1M）マニュアルページを参照してください。
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3

既存のプレックスを切り離すことにより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スナップショットミラーを追加します。
#

vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume [nmirror=N] ¥
[alloc=storage_attribute[,...]]

nmirror 属性を使ってミラー数を指定しない限り、追加されるスナップショットプレッ

クスは 1 つになります。通常、バックアップに必要なプレックスは 1 つのみです。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 disk01 および disk02 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=disk01,disk02

メモ: 適切に準備した空のボリュームを使ってフルサイズスナップショットボリュームを
作成する場合や、キャッシュを使う領域最適化スナップショットを作成する場合は、こ
の手順は実行しないでください。
p.32 の 「フルサイズインスタント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.34 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。
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
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 DCO ボリュームを追加し、32 KB の単位
領域サイズを設定するには、次のコマンドを実行します。
#

vxsnap -g mydg prepare myvol ndcomirs=2 regionsize=32k ¥
alloc=disk05,disk06

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。たとえば、ボリューム vol1 の DCO ボリュームのプレックスを disk03 と disk04
から disk07 と disk08 に移動するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g mydg move vol1_dcl !disk03 !disk04 disk07 ¥
disk08
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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。zoo という名前のボリュームの vxprint -vh 出力例を次
に示します（説明の簡略化のために TUTIL0 列と PUTIL0 列は省略されています）。
TTY

NAME

ASSOC

KSTATE

LENGTH

PLOFFS

STATE

...
v
pl
sd
pl
sd
dc
v
pl
sd
pl
sd

zoo
zoo-01
disk01-01
zoo-02
disk02-01
zoo_dco
zoo_dcl
zoo_dcl-01
disk03-01
zoo_dcl-02
disk04-01

fsgen
zoo
zoo-01
zoo
zoo-02
zoo
gen
zoo_dcl
zoo_dcl-01
zoo_dcl
zoo_dcl-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

1024
1024
1024
1024
1024
132
132
132
132
132

0
0
0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

この出力では、DCO オブジェクトは zoo_dco、DCO ボリュームは zoo_dcl-01 と
zoo_dcl-02 の 2 つのプレックスを所有する zoo_dcl として示されています。
p.31 の 「DCO プレックスの配置に関する特記事項」 を参照してください。
DCO の各オブジェクトの詳細については、vxassist（1M）と vxsnap（1M）マニュアル
ページを参照してください。

DCO プレックスの配置に関する特記事項
vxassist コマンドまたは Storage Foundation Manager（SFM）を使ってボリュームとそ

の DCO を作成したり、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。VxVM 4.0 以上のリリースのバージョン 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。
vxsnap prepare 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。
図 3-8 に、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。必要に応じて DCO プレックスを再配置します。
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p.28 の 「インスタントスナップショット操作の対象となるボリュームの準備」 を参照してくだ
さい。
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 3-8
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

ボリュームデータ
プレックス

ディスクグループは、DCO プレックスが専用デ
ィスクに配置されているので分割でき、したがっ
てボリュームデータを含んだディスクを伴うこと
ができます。

スナップショット
DCO プレックス

スナップショット
プレックス

X
ボリューム DCO
プレックス

ボリューム DCO
プレックス

ディスクグループは、DCO プレックスがそのボリュー
ムを伴うことができないので分割できません。 1 つの解
決法は、DCO プレックスを再配置することです。 この
例では、ディスクグループ内の追加ディスクを仲介者と
して使って、誤配置された DCO プレックスをスワップ
します。 または、DRL の処理効率と障害許容力を高め
るために、DCO プレックスを専用ディスクに割り当て
ます。

スナップショット
DCO プレックス

スナップショット
プレックス

ボリュームデータ
プレックス

?

ディスクグループは、DCO プレック
スがそのボリュームを伴うことができ
るので分割できます。 ただし、「?」
の印が付いたディスク部分にあるデー
タも移動することはできません。

?

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

?

ボリューム 1
DCO プレックス

スナップショット
プレックス

X

?
スナップショット
DCO プレックス

ディスクグループは、分割すると
ボリューム 2 のデータプレックス
を含んだディスクを切り離すこと
になるので分割できません。 可能
な解決法は、スナップショット
DCO プレックスを、スナップショ
ットプレックスを含んだディス
ク、または移動可能な別の適当な
ディスクに再割り当てすることで
す。

フルサイズインスタントスナップショットに使うボリュームの作成
もとのボリュームにスペアプレックスが存在しない場合は、必要なレベルの冗長性を備え、
かつサイズと領域サイズがもとのボリュームと一致する空のボリュームをインスタントスナッ
プショットに使うことができます。
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フルサイズインスタント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

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‘

メモ: 以降の手順に示すコマンドは、sh、ksh、bash などの Bourne シェルを使って
いることを前提にしています。その他のシェル（csh や tcsh など）を使う場合は、シェ
ルに合わせてコマンドを修正する必要があります。

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。
#

3

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

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

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 $LEN ¥
[layout=mirror nmirror=number] logtype=dco drl=no ¥
dcoversion=20 [ndcomirror=number] regionsz=$RSZ ¥
init=active [storage_attributes]

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

1

2

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

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

■

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

■

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

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

属性 init=active を指定して、キャッシュボリュームをただちに使えるようにしてい
ます。
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3

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

キャッシュオブジェクトを作成します。
#

vxmake [-g diskgroup] cache cache_object ¥
cachevolname=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。
メモ: キャッシュを共有する領域最適化スナップショットの領域のサイズは、キャッシュ
に設定した領域のサイズと同サイズかまたはその整数倍にする必要があります。ま
た、もとのボリュームの領域のサイズがキャッシュの領域のサイズより小さいと、スナッ
プショットの作成は失敗します。
キャッシュのサイズが必要に応じて拡張されるようにするには、autogrow=on と指定
します。特に指定しない限り、キャッシュの自動拡張機能は無効になっています。
次の例では、キャッシュボリューム cachevol の上にキャッシュオブジェクト cobjmydg
を作成し、キャッシュの領域のサイズを 32 KB に設定して、自動拡張機能を有効に
しています。
# vxmake -g mydg cache cobjmydg cachevolname=cachevol ¥
regionsize=32k autogrow=on

4

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

たとえば、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

autogrow 属性のチューニング
自動拡張機能が有効な場合、VxVM キャッシュデーモン（vxcached）によるキャッシュ管

理の動作は、highwatermark、autogrowby および maxautogrow 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、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）を超えない場合、vxcached は autogrowby の値（デ
フォルト値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。

■

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。その場合は、vxcache
コマンドを使ってキャッシュのサイズを拡張するか、highwatermark の値を小さくしてく
ださい。
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。たとえば、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。
警告: キャッシュは十分な大きさに設定し、autogrow 属性を必要に応じて正しく設定す
るようにしてください。
ストレージキャッシュの拡張、縮小、削除などについて詳しくは、vxcache（1M）マニュア
ルページおよび『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』の「ボリュームスナップショッ
トの管理」の章を参照してください。
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データベースのオンラインバックアップ
データベースのオンラインバックアップの概要
データベースのオンラインバックアップをプライマリホストのデータベースのスナップショッ
トミラー上で行うためには、プライマリホストまたは別の専用ホストのいずれかを設定しま
す。
次の項に 2 通りのバックアップ方法が記載されています。
■

「同一ホスト上でのデータベースのオンラインバックアップ作成」

■

「データベースのオフホストオンラインバックアップの作成」

メモ: データベース管理者権限で実行するよう明記されている場合を除き、コマンドはい
ずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必要があります。
以下のページにはサンプルスクリプトが記載されています。
■

「Oracle データベースのオフホストオンラインバックアップを開始するスクリプト」

■

「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」

■

「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」

■

「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」

■

「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」

■

「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」

■

「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」

■

「オフホストバックアップを実行するスクリプト」

同一ホスト上でのデータベースのオンラインバックアップ作成
図 3-9 に示す例では、バックアップする 2 つのプライマリデータベースボリューム
dbase_vol と dbase_logs は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に設定
され、スナップショットは、コントローラ c3 および c4 に接続されるディスク上に作成されま
す。
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プライマリホスト上でのデータベースバックアップのシステム設定例

図 3-9
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ローカル
ディスク

コントローラ
c1

c2

c3

データベースボリュームは
これらのディスク上に作成
されます

c4

ディス
クアレ
イ

スナップショットボリュームは
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プライマリホストによりデ
ィスク、テープまたは他の
メディアにバックアップさ
れます

メモ: 例に記載されている手順に従い、バックアップするデータのあるファイルシステムを
含むボリュームの準備を完了していることを前提とします。
p.27 の 「インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要」 を参照してく
ださい。
また、Oracle データベースの REDO ログおよびアーカイブログを格納したファイルシステ
ムを含むボリュームのスナップショットを作成する必要はありません。
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同一ホスト上でデータベースのオンラインバックアップを作成するには

1

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

クスは 1 つになります。通常、バックアップに必要なプレックスは 1 つのみです。プ
レックスが作成される場所を決定するために、（ディスクのリストなどの）ストレージ属
性を指定できます。
ボリュームレイアウトがプレックスの切り離しをサポートしていない場合、スナップショッ
トの空のボリュームを準備します。
p.32 の 「フルサイズインスタント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。
次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g volumedg make source=volume/snapvol=snapvol

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

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

引数 cacheobject には、領域最適化スナップショット用にディスクグループ内に作
成した既存のキャッシュの名前を指定します。
p.34 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。
複数の領域最適化スナップショットを同時に作成する場合は、次の例に示すように、
すべてのスナップショットに対して同一のキャッシュオブジェクトを指定することがで
きます。
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# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/newvol=svol1/cache=dbaseco ¥
source=vol2/newvol=svol2/cache=dbaseco ¥
source=vol3/newvol=svol3/cache=dbaseco

メモ: この手順を実行すると、スナップショットボリューム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。
バックアップを実行する準備が整ったら、2 に進みます。

2

3

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。
■

DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマ
ンドがあります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを
使います。
p.228 の 「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」 を参照してください。
スナップショットから作成されたバックアップを使ってリカバリを行うには、データ
ベースが LOGRETAIN RECOVERY モードである必要があります。

■

Oracle は、データベースがアーカイブモードで実行されており、かつ表領域が
オンラインである場合には、その表領域のデータファイルへの更新を一時的に
停止することによって、オンラインバックアップ処理を進めます。Oracle データ
ベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、各表領域をホット
バックアップモードにします。
p.227 の 「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」 を参
照してください。

■

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的
に停止するデータベース静止機能が提供されています。Sybase データベース
管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態
にします。
p.227 の 「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」 を参照してください。

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

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

第 3 章 Flashsnap の場合
データベースのオンラインバックアップ

4

5

手順 2 でボリュームへの更新を一時的に停止した場合、すべての表領域やデータ
ベースを停止、ホットバックアップまたは静止状態から解除します。
■

DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
p.229 の 「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」 を参照してください。

■

Oracle データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、すべ
ての表領域をホットバックアップモードから解除します。
p.228 の 「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」
を参照してください。

■

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベー
スを静止状態から解除します。
p.229 の 「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」 を参
照してください。

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 -F vxfs /dev/vx/rdsk/snapvoldg/snapvol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snapvol mount_point

メモ: 両方のコマンドに関して、Linux では -F オプションの代わりに -t オプションを
使い、AIX では -V オプションを使います。
Symantec NetBackup の bpbackup などのコマンドを使って、この時点でのファイ
ルシステムをバックアップします。バックアップ終了後は、次のコマンドでファイルシ
ステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

ボリュームをバックアップする場合は、手順 2 から 5 を実行します。
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。
# vxsnap -g diskgroup restore volume source=snapvol ¥
destroy=yes|no
destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスをもとのボリュームに再接続す

るかどうかを指定します。たとえば、ボリューム dbase_vol をそのスナップショットボリュー
ム snap2_dbase_vol に基づいて再同期する場合、スナップショットボリュームを削除す
ることなく処理を完了するには、次のコマンドを実行します。

41

42

第 3 章 Flashsnap の場合
データベースのオンラインバックアップ

# vxsnap -g dbasedg restore dbase_vol ¥
source=snap2_dbase_vol destroy=no

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

データベースのオフホストオンラインバックアップの作成
図 3-10 に示す例では、バックアップするプライマリデータベースボリューム dbase_vol
と dbase_logs は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に設定され、スナッ
プショットは、コントローラ c3 および c4 に接続されるディスク上に作成されます。
オフホストには、プライマリデータベースボリュームを含むディスクへのアクセス権は必要
ありません。
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データベースのオフホストバックアップのシステム構成の例

図 3-10
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メモ: 例に記載されている手順に従い、バックアップするデータのあるファイルシステムを
含むボリュームの準備を完了していることを前提とします。
p.27 の 「インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要」 を参照してく
ださい。
また、Oracle データベースの REDO ログおよびアーカイブログを格納したファイルシステ
ムを含むボリュームのスナップショットを作成する必要はありません。
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クラスタで共有するディスクグループのボリューム上にデータベースが設定されている場
合、データベースのプライマリホストはクラスタのマスターノードであると仮定したうえで実
行例を記述しています。プライマリホストがマスターノードではない場合、共有ディスクグ
ループに対するすべての VxVM 操作はマスターノード上で実行する必要があります。
ここで示す手順は、システムの処理効率に影響する可能性があるコピーオンライト動作を
最小限にするために設計されています。手順 5 から 8 と手順 10 から 13 ではスナップ
ショットディスクグループを分割、デポート、再インポート、再結合しますが、これらの手順
を省略することにより、単一のホスト上でこの手順を実装することもできます。
データベースのオフホストオンラインバックアップを作成するには

1

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

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

2

ボリュームへの更新を中断します。
■

DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマ
ンドがあります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを
使います。
p.228 の 「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」 を参照してください。
スナップショットから作成されたバックアップを使ってリカバリを行うには、データ
ベースが LOGRETAIN RECOVERY モードである必要があります。

■

Oracle は、データベースがアーカイブモードで実行されており、かつ表領域が
オンラインである場合には、その表領域のデータファイルへの更新を一時的に
停止することによって、オンラインバックアップ処理を進めます。Oracle データ
ベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、各表領域をホット
バックアップモードにします。
p.227 の 「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」 を参
照してください。

■

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的
に停止するデータベース静止機能が提供されています。Sybase データベース
管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態
にします。
p.227 の 「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」 を参照してください。
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3

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

たとえば、データベースが複数のボリュームに分散している場合は、各ボリュームと
そのスナップショットボリュームを一組として同一行で個別に指定します。たとえば、
次のように指定します。
# vxsnap -g dbasedg make source=vol1/newvol=svol1 ¥
source=vol2/newvol=svol2 source=vol3/newvol=svol3 ¥
alloc=ctlr:c3,ctlr:c4

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

4

5

すべての表領域やデータベースを一時停止、ホットバックアップまたは静止状態か
ら解除します。
■

DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
p.229 の 「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」 を参照してください。

■

Oracle データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、すべ
ての表領域をホットバックアップモードから解除します。
p.228 の 「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」
を参照してください。

■

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベー
スを静止状態から解除します。
p.229 の 「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」 を参
照してください。

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

6

プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループをデポートします。
# vxdg deport snapvoldg
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7

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

8

分割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と再起動を
行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol ...

9

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

メモ: 両方のコマンドに関して、Linux では -F オプションの代わりに -t オプションを
使い、AIX では -V オプションを使います。
Symantec NetBackup の bpbackup などのコマンドを使って、ファイルシステムを
バックアップします。バックアップ終了後は、次のコマンドでファイルシステムのマウ
ントを解除します。
# umount mount_point

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

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

メモ: クラスタの共有ディスクグループに再結合するディスクグループを再インポート
する場合は、-s オプションを指定します。
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12 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームのディスクグ
ループともとのボリュームのディスクグループを再結合します。
# vxdg join snapvoldg volumedg

13 結合された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と再
起動を行います。
# vxrecover -g volumedg -m snapvol

14 プライマリホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショットボリュームをもとのボリュー
ムに再接続します。
# vxsnap -g volumedg reattach snapvol source=vol ¥
[snapvol2 source=vol2]...

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 dbasedg reattach svol1 source=vol1 ¥
svol2 source=vol2 svol3 source=vol3

再接続されたプレックスは、親ボリュームのデータから同期されている間、SNAPTMP
状態のままとなります。再同期が完了すると、プレックスは SNAPDONE 状態になりま
す。同期の進行状況は、vxsnap print コマンドで確認できます。
ボリュームをバックアップする場合は、手順 2 から 14 を実行します。
この方法を実行するスクリプトの例については、「Oracle データベースのオフホスト
オンラインバックアップを開始するスクリプト」を参照してください。
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。
# vxsnap -g diskgroup restore volume source=snapvol ¥
destroy=yes|no
destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスをもとのボリュームに再接続す

るかどうかを指定します。たとえば、ボリューム dbase_vol をそのスナップショットボリュー
ム snap2_dbase_vol に基づいて再同期する場合、スナップショットボリュームを削除す
ることなく処理を完了するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g dbasedg restore dbase_vol ¥
source=snap2_dbase_vol destroy=no
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メモ: もとのボリュームの内容をスナップショットに基づいて再同期する場合は、あらかじめ
データベースを停止し、もとのボリュームに設定されているファイルシステムのマウントを
解除しておく必要があります。

クラスタファイルシステムのオフホストバックアップ
クラスタファイルシステムのオフホストバックアップの概要
Veritas Cluster File System（CFS）を使うと、複数のクラスタノードで同一のファイルシス
テムへのアクセスを共有することができます。CFS は、クラスタノード間で主に読み取りに
使われるデータを共有するのに特に役立ちます。
クラスタファイルシステムのオフホストバックアップは、ファイルシステムを含むボリュームの
スナップショットを作成し、別のホスト上でバックアップ操作を実行することによって実現さ
れます。
図 3-11 に示す例では、バックアップ対象のファイルシステムを含むプライマリボリューム
は、コントローラ c1 および c2 に接続されるディスク上に設定します。また、そのスナップ
ショットはコントローラ c3 および c4 に接続されているディスク上に作成します。
クラスタノードによって共有アクセスできるよう、VxFS ファイルシステムをマウントすること
ができます。
p.49 の 「共有アクセスのためのファイルシステムのマウント」 を参照してください。
クラスタ共有ファイルシステムのオフホストバックアップを実行できます。
p.50 の 「オフホスト処理を使ったクラスタファイルシステムのバックアップ」 を参照してくだ
さい。
メモ: コマンドはいずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必
要があります。
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ファイルシステムのオフホストバックアップのシステム構成

図 3-11

ネットワーク

クラスタノード

OHP ホスト

ローカル
ディスク

ローカル
ディスク

コントローラ

コントローラ

c1
c2
c3
c4
c1
c2
c3
c4
c1
c2
c3
c4
c1
c2
c3
c4

これらのディスク上に作
成されたボリュームはク
ラスタノードからアクセ
スされます

c1

c2

c3

c4

これらのディスク上に作成され
たスナップショットボリューム
ディスク はすべてのホストからアクセス
アレイ
されます
OHP ホストによりディスク、
テープまたは他のメディアに
バックアップされます

共有アクセスのためのファイルシステムのマウント
共有アクセスのための VxFS ファイルシステムをマウントするには、各クラスタノード上で
次のコマンドを実行します。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/diskgroup/volume mount_point

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

オフホスト処理を使ったクラスタファイルシステムのバックアップ
この手順を使う前に、バックアップ対象のファイルシステムを含むボリュームを準備する必
要があります。
p.27 の 「インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要」 を参照してく
ださい。
警告: この手順では、バックアップ対象のファイルシステムを含むボリュームの準備を完了
していることを前提とします。
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マウントされた共有アクセスファイルシステムのスナップショットをバックアップするには

1

クラスタのマスターノード上で次のコマンドを実行し、もとのボリュームからプレックス
を切り離すことで、該当するファイルシステムを含むボリュームのフルサイズスナップ
ショット snapvol を作成します。
# vxsnap -g volumedg make ¥
source=volume/newvol=snapvol/nmirror=N
nmirror 属性には、スナップショットボリュームのミラー数 N を指定します。

共有ディスクグループ exampledg のボリューム cfs_vol のスナップショットを作成
するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g exampledg make source=cfs_vol/newvol=scfs_vol¥
/nmirror=1

ボリューム内に使用可能なプレックスが存在しない場合、またはプレックスのブレー
クオフをサポートしていないボリュームレイアウトの場合は、スナップショット用に空の
ボリュームを用意します。
p.32 の 「フルサイズインスタント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。
次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g volumedg make source=volume/snapvol=snapvol

メモ: この手順を実行すると、スナップショットボリューム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。
バックアップを実行する準備が整ったら、2 に進みます。

2

マスターノード上で次のコマンドを実行し、もとのボリュームに基づいてスナップショッ
トボリュームの内容を更新します。
# vxsnap -g volumedg refresh snapvol source=vol ¥
[snapvol2 source=vol2]... syncing=yes
syncing=yes 属性は、スナップショットの同期をバックグラウンドで開始します。

たとえば、スナップショット scfs_vol を更新するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g exampledg refresh scfs_vol source=cfs_vol ¥
syncing=yes
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3

スナップショットの内容がもとのボリュームの内容と完全に同期するまで待機するに
は、マスターノード上で次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g volumedg syncwait snapvol

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

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

4

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

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

5

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

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

6

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

ディスクグループ splitdg をインポートするには、次のコマンドを実行します。
# vxdg import splitdg
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7

分割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と再起動を
行います。
# vxrecover -g snapvoldg -m snapvol

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

8

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

メモ: 両方のコマンドに関して、Linux では -F オプションの代わりに -t オプションを
使い、AIX では -V オプションを使います。
たとえば、共有アクセス用のディスクグループ splitdg のボリューム scfs_vol を
チェックして /bak/mnt_pnt にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/splitdg/scfs_vol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/splitdg/scfs_vol /bak/mnt_pnt

9

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

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

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

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

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

ディスクグループ splitdg を exampledg と結合するには、次のコマンドを実行しま
す。
# vxdg join splitdg exampledg

13 結合された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と再
起動を行います。
# vxrecover -g volumedg -m snapvol

14 バックアップ終了後、次のコマンドを実行してスナップショットボリュームのマウントを
解除し、その内容をプライマリボリュームに基づいて更新する準備を整えます。
# umount mount_point

同期が完了すると、スナップショットをバックアップに再利用できるようになります。
警告: スナップショットのマウントを解除する前に、スナップショットボリュームのファイ
ルシステムにアクセスするすべてのアプリケーションを停止して、当該ファイルシステ
ムのマウントを解除してください。
ボリュームをバックアップする場合は、手順 2 から 14 を実行します。
壊れたボリュームの内容を修復する場合など、ホットスタンバイとして使っているスナップ
ショットボリュームに基づいてボリュームを再同期するほうが有効なケースもあります。
# vxsnap -g diskgroup restore volume source=snapvol
destroy=yes|no
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destroy 属性では、スナップショットボリュームのプレックスをもとのボリュームに再接続す

るかどうかを指定します。ボリューム cfs_vol をそのスナップショットボリューム scfs_vol
に基づいて再同期するには、次のコマンドを実行します。
# vxsnap -g exampledg restore cfs_vol source=scfs_vol destroy=no

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

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

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

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

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

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

されたスナップショットは、バックグラウンドで同期が行われていても、新しい内容でただ
ちに利用できます。

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

「同じホスト上での複製データベースの作成」

■

「オフホスト複製データベースの作成」

メモ: データベース管理者権限で実行するよう明記されている場合を除き、コマンドはい
ずれもスーパーユーザー（root）権限または同等の権限で実行する必要があります。
以下のページにはサンプルスクリプトが記載されています。
■

「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」

■

「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」

■

「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」

■

「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」

■

「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」

■

「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」

■

「オフホスト複製 Oracle データベースを作成するスクリプト」

■

「複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動するスクリプト」
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■

「複製 Sybase ASE データベースを起動するスクリプト」

同じホスト上での複製データベースの作成
図 3-12 に示す例では、バックアップするプライマリデータベースボリューム dbase_vol
と dbase_logs は、コントローラ c1 と c2 に接続されるディスク上に設定され、スナップ
ショットは、コントローラ c3 と c4 に接続されるディスク上に作成されます。
プライマリホスト上での意思決定支援システム構成の例

図 3-12

データベース用のプライマリホスト

ローカル
ディスク

コントローラ
c1

c2

c3

データベースボリュームはこれらのディ
スク上に作成されます

c4

ディスクアレイ

スナップショットボリュームはこれらの
ディスク上に作成されます

メモ: 例に示すとおり、複製対象のデータベースボリュームの準備を完了していることを前
提とします。
p.27 の 「インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要」 を参照してく
ださい。
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プライマリホスト上で意思決定支援システムに使う複製データベースを作成するには

1

データベース表のコピーを含むスナップショットボリュームを使うホストを準備します
（まだ準備していない場合）。データベースの初期化に必要な新規データベースロ
グと設定ファイルを設定します。
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2

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

ボリューム内に使用可能なプレックスが存在しない場合、またはプレックスのブレー
クオフをサポートしていないボリュームレイアウトの場合は、スナップショット用に空の
ボリュームを用意します。
p.32 の 「フルサイズインスタント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。
次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g volumedg make source=volume/snapvol=snapvol

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

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

引数 cacheobject には、領域最適化スナップショット用にディスクグループ内に作
成した既存のキャッシュの名前を指定します。
p.34 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。
複数の領域最適化スナップショットを同時に作成する場合は、次の例に示すように、
すべてのスナップショットに対して同一のキャッシュオブジェクトを指定することがで
きます。
# vxsnap -g dbasedg make ¥
source=vol1/newvol=svol1/cache=dbaseco ¥
source=vol2/newvol=svol2/cache=dbaseco ¥
source=vol3/newvol=svol3/cache=dbaseco
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詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』の第 9 章「ボリューム
スナップショットの管理」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。
メモ: この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、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、3 に進みます。

3

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。
■

DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマ
ンドがあります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを
使います。スナップショットから作成されたバックアップを使ってリカバリを行うに
は、データベースが LOGRETAIN RECOVERY モードである必要があります。
p.228 の 「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」 を参照してください。

■

Oracle は、データベースがアーカイブモードで実行されており、かつ表領域が
オンラインである場合には、その表領域のデータファイルへの更新を一時的に
停止することによって、オンラインバックアップ処理を進めます。Oracle データ
ベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、各表領域をホット
バックアップモードにします。
p.227 の 「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」 を参
照してください。

■

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的
に停止するデータベース静止機能が提供されています。Sybase データベース
管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態
にします。
p.227 の 「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」 を参照してください。
Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマ
ンドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベー
スからダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新する
ことを許可します。
p.70 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照し
てください。
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4

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

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

5

3 でボリュームへの更新を一時的に停止した場合は、次の手順を実行します。
すべての表領域やデータベースを一時停止、ホットバックアップまたは静止状態か
ら解除します。
■

DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
p.229 の 「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」 を参照してください。

■

Oracle データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、すべ
ての表領域をホットバックアップモードから解除します。
p.228 の 「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」
を参照してください。

■

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベー
スを静止状態から解除します。
p.229 の 「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」 を参
照してください。
Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマ
ンドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベー
スからダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新する
ことを許可します。
p.70 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照し
てください。
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6

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

メモ: 両方のコマンドに関して、Linux では -F オプションの代わりに -t オプションを
使い、AIX では -V オプションを使います。
スナップショットボリューム snap1_dbase_vol のファイルシステムをチェックして、そ
のボリュームを /rep_dbase_vol にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/dbasedg/snap1_dbase_vol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dbasedg/snap1_dbase_vol ¥
/rep_dbase_vol

7

プライマリデータベースから複製データベースに必要なログファイルをコピーします。
■

Oracle データベースの場合、データベースがホットバックアップモード中に生成
されたアーカイブログファイルを複製データベースのアーカイブログディレクトリ
（たとえば、/rep_archlog など）にコピーします。

■

Sybase ASE データベースについては、データベースを静止するときにfor
external dump 句を指定した場合は、データベース管理者権限で次の isql
コマンドを実行して、データベースのトランザクションログをダンプします。
dump transaction to dump_device with standby_access

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

8

データベース管理者権限で、新規データベースを起動します。
■

Oracle データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
p.233 の 「複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動するスクリプト」
を参照してください。

■

Sybase ASE データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
p.234 の 「複製 Sybase ASE データベースを起動するスクリプト」 を参照してくだ
さい。
ウォームスタンバイ方式にする場合は、dataserver コマンドに -q オプションを
指定します。次の isql コマンドを実行し、トランザクションログのダンプをロード
して、データベースをオンラインにします。
load transaction from dump_device with standby_access
online database database_name for standby_access
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ウォームスタンバイ方式にしない場合は、次の isql コマンドを実行してデータ
ベースを修復し、コミットされていないトランザクションを quiesce コマンドが発行
された時点にロールバックして、データベースをオンラインにします。
online database database_name

スナップショットをプライマリデータベースと再同期する場合は、複製データベー
スを停止し、スナップショットボリュームのマウントを解除して3 に戻り、もとのボ
リュームに基づいてスナップショットの内容を更新します。

オフホスト複製データベースの作成
図 3-13 に示す例では、バックアップするプライマリデータベースボリューム dbase_vol
と dbase_logs は、コントローラ c1 と c2 に接続されるディスク上に設定され、スナップ
ショットは、コントローラ c3 と c4 に接続されるディスク上に作成されます。
オフホストには、プライマリデータベースボリュームを含むディスクへのアクセス権は必要
ありません。
メモ: クラスタで共有するディスクグループのボリューム上にデータベースが設定されてい
る場合、データベースのプライマリホストはクラスタのマスターノードであると仮定したうえ
で実行例を記述しています。プライマリホストがマスターノードではない場合、共有ディス
クグループに対するすべての VxVM 操作はマスターノード上で実行する必要がありま
す。
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オフホスト意思決定支援のシステム構成の例

図 3-13

ネットワーク

データベース用のプライマリ
ホスト

OHP ホスト

ローカル
ディスク

ローカル
ディスク

OHP ホストのローカルディスク上に作
成されたボリュームは、複製データベー
スのログおよび設定ファイルに使われま
す

コントローラ
c1

c2

c3

これらのディスク上に作成されたボリューム
はプライマリホストからアクセスされます

コントローラ
c4

c1

ディスクアレイ

c2

c3

c4

これらのディスク上に作成されたスナップショットボ
リュームは両方のホストからアクセスされます

メモ: 例に示すとおり、複製対象のデータベースボリュームの準備を完了していることを前
提とします。
p.27 の 「インスタントスナップショット作成のためのボリューム設定の概要」 を参照してく
ださい。
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オフホストに意思決定支援システム用の複製データベースを設定するには

1

データベーステーブルのコピーを含むスナップショットボリュームを使うオフホストを
準備します（まだ準備していない場合）。データベースの初期化に必要な新規デー
タベースログと設定ファイルを設定します。
p.237 の 「複製 Oracle データベースの準備の概要」 を参照してください。

2

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

ボリューム内に使用可能なプレックスが存在しない場合、またはプレックスのブレー
クオフをサポートしていないボリュームレイアウトの場合は、スナップショット用に空の
ボリュームを用意します。
p.32 の 「フルサイズインスタント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。
次のコマンドを使って、スナップショットを作成します。
# vxsnap -g volumedg make source=volume/snapvol=snapvol

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

メモ: この手順を実行するとスナップショットボリュームが設定され、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、3 に進みます。

3

バックアップするボリュームのファイルシステムにデータベース上で構成された表が
含まれる場合は、ボリュームへの更新を停止します。
■

DB2 にはデータベースの I/O 処理を一時的に停止する write suspend コマ
ンドがあります。DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを
使います。複製データベースをロールフォワードする必要がある場合（たとえば、
スタンバイデータベースとして使う場合）、プライマリデータベースは LOGRETAIN
RECOVERY モードである必要があります。
p.228 の 「DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト」 を参照してください。
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4

■

Oracle は、データベースがアーカイブモードで実行されており、かつ表領域が
オンラインである場合には、その表領域のデータファイルへの更新を一時的に
停止することによって、オンラインバックアップ処理を進めます。Oracle データ
ベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、各表領域をホット
バックアップモードにします。
p.227 の 「Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト」 を参
照してください。

■

Sybase ASE のバージョン 12.0 以降では、データベースへの書き込みを一時的
に停止するデータベース静止機能が提供されています。Sybase データベース
管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、データベースを静止状態
にします。
p.227 の 「Sybase ASE データベースを静止するスクリプト」 を参照してください。
Sybase ASE 12.5 を使っている場合、for external dump 句を quiesce コマ
ンドに指定できます。このウォームスタンバイ方式を使うと、プライマリデータベー
スからダンプされたトランザクションログを使って、複製データベースを更新する
ことを許可します。
p.70 の 「ウォームスタンバイ Sybase ASE 12.5 データベースの更新」 を参照し
てください。

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

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

5

手順 2 でボリュームへの更新を一時的に停止した場合、すべての表領域やデータ
ベースを停止、ホットバックアップまたは静止状態から解除します。
■

DB2 データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使います。
p.229 の 「DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト」 を参照してください。

■

Oracle データベース管理者権限で、例に示されているスクリプトを使って、すべ
ての表領域をホットバックアップモードから解除します。
p.228 の 「Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト」
を参照してください。

■

Sybase データベース管理者権限で、例にあるスクリプトを実行して、データベー
スを静止状態から解除します。
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p.229 の 「Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト」 を参
照してください。

6

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

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

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

7

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

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

8

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

9

複製データベースを設定するオフホスト上で次のコマンドを実行し、スナップショット
ボリュームのディスクグループをインポートします。
# vxdg import snapvoldg

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

メモ: 両方のコマンドに関して、Linux では -F オプションの代わりに -t オプションを
使い、AIX では -V オプションを使います。
スナップショットボリューム snap1_dbase_vol のファイルシステムをチェックして、そ
のボリュームを /rep/dbase_vol にマウントするには、次のコマンドを実行します。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/snapvoldg/snap1_dbase_vol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/snapvoldg/snap1_dbase_vol ¥
/rep/dbase_vol

メモ: 複製 DB2 データベースのボリュームは、プライマリホストと同じマウントポイント
にマウントする必要があります。

12 プライマリホストからオフホストに必要なログファイルをコピーします。
■

Oracle データベースについては、オフホストでデータベースがホットバックアッ
プモード中に生成したアーカイブログファイルを、新規データベースのアーカイ
ブログディレクトリ（たとえば、/rep/archlog など）にコピーします。

■

Sybase ASE データベースについては、プライマリホスト上でデータベースを静
止するときにfor external dump 句を指定した場合は、データベース管理者
権限で次の isql コマンドを実行して、データベースのトランザクションログをダ
ンプします。
dump transaction to dump_device with standby_access

次に、ダンプされたトランザクションログをオフホスト上の適切なデータベースディ
レクトリにコピーします。

13 データベース管理者権限で、新規データベースを起動します。
■

複製 DB2 データベースをロールフォワードできない場合は、次のコマンドを実
行してデータベースの起動とリカバリを行います。
db2start
db2inidb database as snapshot

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

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

Oracle データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
p.233 の 「複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動するスクリプト」
を参照してください。
（このスクリプトは、「複製 Oracle データベースの準備の概要」 の手順に従って
作成した SQL スクリプトを実行することにより、新しいデータベースの制御ファイ
ルも作成します。)

■

Sybase ASE データベースには、例に示されているスクリプトを使います。
p.234 の 「複製 Sybase ASE データベースを起動するスクリプト」 を参照してくだ
さい。
ウォームスタンバイ方式にする場合は、dataserver コマンドに -q オプションを
指定します。次の isql コマンドを実行し、トランザクションログのダンプをロード
して、データベースをオンラインにします。
load transaction from dump_device with standby_access
online database database_name for standby_access

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

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

1

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

2

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

3

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

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

4

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

5

結合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と再起
動を行います。
# vxrecover -g volumedg -m snapvol

6

3 から 5 を実行し、もとのボリュームに基づいてスナップショットの内容を更新します。
以上でスナップショットをバックアップまたはその他の意思決定支援システムアプリ
ケーションのために再度使う準備ができます。

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

1

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

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

2

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

3

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

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

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

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

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

Storage Checkpoints
Storage Checkpoint
Storage Checkpoint を使って、VxFS ファイルシステム上に構築されているデータベー
スのバックアップおよびリカバリを効率的に実行することができます。Storage Checkpoint
を使うと、データベース全体、表領域または単一のデータベースファイルを Storage
Checkpoint が作成された時点までロールバックすることができます。Storage Checkpoint
を使ったロールバックやリストアは、変更されたデータブロックのみをリストアする処理であ
るため一般的に短時間で済みます。
Storage Checkpoint をマウントして、標準のファイルシステム操作の実行や、セカンダリ
データベースの起動を行なうこともできます。
この章では、Storage Checkpoint を使って Oracle データベースの Storage Rollback
を実行する方法を概説します。
メモ: Storage Checkpoint は、人為的なミスやソフトウェア障害などの論理エラーから復
旧する場合にのみ使えます。すべてのデータブロックが同一物理デバイス上に存在して
いるため、ディスク障害が発生したファイルのリストアには使えません。ディスク障害の場
合は、別のメディアに保存されているデータベースファイルのバックアップコピーを使って
データベースを復旧する必要があります。重要度の高いデータを物理的なメディア障害
と論理エラーの両方から保護するには、Storage Checkpoint を使うとともに、ディスクの
ミラー化などによりデータの冗長性を確保することをお勧めします。
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Storage Checkpoint を作成するファイルシステムには十分な領域が必要です。変更さ
れたファイルシステムブロックのコピーが増えるにつれて、必要領域も増大します。ファイ
ルシステムの領域が不足し、ファイルシステムやその下位のボリュームを拡張できるディ
スク領域がなくなると、最も古い Storage Checkpoint（作成時に removable 属性が設
定されている場合）が VxFS によって自動的に削除されます。
p.77 の 「Storage Checkpoint について」 を参照してください。

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

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

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

1

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

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

■

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

2

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

3

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

4

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

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

■

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

■

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

■

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

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

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

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

6

データベースのフルバックアップを実行し、VxDBA ユーティリティを使って、データ
ベースのロールバックに使った Storage Checkpoint 以降、ロールバックの発生以
前に作成された Storage Checkpoint を削除します。それらの Storage Checkpoint
は Storage Rollback に使えないためです。必要な場合は、VxDBA ユーティリティ
を使って古い Storage Checkpoint を削除し、新しい Storage Checkpoint を作成
してください。
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4
Storage Checkpoints
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Checkpoint について

■

Storage Checkpoint の動作

■

Storage Checkpoint の種類

■

Storage Checkpoint の管理

■

領域管理について

■

Storage Checkpoint からのリストア

■

Storage Checkpoint クォータ

Storage Checkpoint について
Veritas File System（VxFS）には、Storage Checkpoint 機能が用意されており、特定
時刻のファイルシステムの永続的なイメージを瞬時に作成できます。Storage Checkpoint
は、コピーオンライト技術を使って最後の Storage Checkpoint またはバックアップの実
行後に変更されたファイルシステムブロックのみを認識および保持することにより、I/O
オーバーヘッドを大幅に低減します。
p.81 の 「コピーオンライト」 を参照してください。
Storage Checkpoint は次の機能を提供します。
■

再ブートやクラッシュを通した持続性

■

ファイルシステムのメタデータ、ディレクトリ階層、ユーザーデータの保存による、デー
タの即時書き込み機能

Storage Checkpoint は実際はデータオブジェクトで、ファイルシステムにより管理、制御
されます。Storage Checkpoint は名前を持つデータオブジェクトであり、作成、削除お
よび名前の変更が可能です。
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p.79 の 「Storage Checkpoint の動作」 を参照してください。
独立した格納領域を必要とするディスクベースのミラー化技術とは異なり、Storage
Checkpoint では、ファイルシステムの同じ空き領域内で Storage Checkpoint を使うこ
とにより、使うディスク領域が最小限に抑えられます。
マウントされたファイルシステムの Storage Checkpoint の作成後でも、Storage
Checkpoint の論理イメージに影響を与えることなく、ファイルシステムのファイルを引き
続き作成、削除および更新できます。Storage Checkpoint では、ファイルシステムの名
前空間（ディレクトリ階層）のみならず、ファイルシステムのイメージが取得された時に存在
するユーザーデータも保存されます。
Storage Checkpoint には、様々な使い方があります。たとえば、次のような使い方があり
ます。
■

テープにバックアップできるファイルシステムの安定したイメージを作成します。

■

エンドユーザー独自のファイルが誤って削除されてもそのファイルをリストアできるよう
に、ファイルシステムのマウント済みオンディスクバックアップを作成します。これは、
特にホームディレクトリ環境、エンジニアリング環境、電子メール環境で便利な機能で
す。

■

パッチをインストールする前に、問題が発生した時にロールバックできるようにアプリ
ケーションのバイナリーコピーを作成します。

■

従来のテープバックアップに加えて、ファイルシステムのオンディスクバックアップの
作成により、高速なバックアップとリストアが行えるようになります。

■

Storage Checkpoint を書き込み可能としてマウントすることにより、現在のプライマリ
ファイルセット内の稼動中のデータを危険にさらすことなくプライマリファイルセットの
ポイントインタイムイメージで新しいソフトウェアをテストします。

Storage Checkpoint とスナップショットの違い
Storage Checkpoint は、次の点で Veritas File System スナップショットと異なります。
■

Storage Checkpoint 自体に書き込み操作を実行することができる。

■

システムの再ブートやシステム障害後も永続的に存在する。

■

ファイルシステムと同じ空き領域プールを共有する。

■

最新の Storage Checkpoint の作成後に変更したファイルブロックのみを認識して、
他の Storage Checkpoint との関連付けを管理する。

■

最新の Storage Checkpoint のみがプライマリファイルシステムから更新を蓄積する
ため、複数の読み取り専用 Storage Checkpoint を使うことで、I/O 操作と必要な格
納領域を抑える。

■

Storage Checkpoint 作成時点の状態にファイルシステムを復元できる。
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Storage Checkpoint は、各種のバックアップおよびレプリケーションソリューションにお
いて有効に活用できます。Storage Checkpoint には最後の Storage Checkpoint の後
に変更されたファイルシステムブロックを追跡するための機能があるため、変更されたデー
タのみを取得すれば済むようなバックアップおよびレプリケーションアプリケーションの適
用を容易にしています。Storage Checkpoint は、バックアップおよびレプリケーションソ
リューションの使用頻度を増やすことにより、データの移動を最小限に抑え、より高度な可
用性およびデータの一貫性を実現します。
Storage Checkpoint は、多くのファイルを処理する環境（数百万のファイルを扱うファイ
ルサーバーなど）でパフォーマンスにほとんど影響を与えることなく利用できます。ファイ
ルシステムは Storage Checkpoint の作成時にフリーズされたままではないため、Storage
Checkpoint が使われている場合でも、アプリケーションはファイルシステムにアクセスで
きます。ただし、Storage Checkpoint の作成は、ファイルシステム内のファイル数によっ
ては時間がかかる場合があります。

Storage Checkpoint の動作
Storage Checkpoint 機能は、マウントされたファイルシステム（プライマリファイルセット）
をフリーズし、Storage Checkpoint を初期化してから、ファイルシステムをアンフリーズし
ます。この場合、まずファイルシステムを静的な状態にしてから、すべてのデータをディス
クに書き込みます。フリーズ処理により、ファイルシステムへの I/O 操作がすべて遮断さ
れます。Storage Checkpoint は実際のデータを含まずに作成されます。すなわち、
Storage Checkpoint は、データではなく、プライマリファイルセットのブロックマップを示
します。次に実行されるアンフリーズプロセスで、ファイルシステムへの I/O 操作が再開さ
れます。
単一のファイルシステムまたは複数のファイルシステムに対して、Storage Checkpoint
を作成できます。複数のファイルシステムの Storage Checkpoint の場合は、ファイルシ
ステムを同時にフリーズし、ファイルシステムすべてに対して Storage Checkpoint を作
成した後、ファイルシステムをアンフリーズします。その結果、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は同じ作成タイムスタンプを持ちます。Storage Checkpoint 機能
は、操作の進行中にシステムクラッシュが発生しない限り、複数のファイルシステムの
Storage Checkpoint は、指定したすべてのファイルシステムに作成されるか、または、ど
のファイルシステムにも作成されないか、のどちらかであることを保証します。
メモ: システムクラッシュが発生すると、アプリケーションの呼び出し時に Storage
Checkpoint をクリーンアップします。
プライマリファイルセットの Storage Checkpoint には、最初はプライマリファイルセット内
の既存のデータブロックへのポインタだけが含まれ、独自のデータブロックは割り当てら
れていません。
図 4-1 は、ファイルシステム /database とその Storage Checkpoint を示しています。
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Storage Checkpoint は、作成時にはプライマリファイルセットと論理的に同一ですが、実
際のデータブロックは含まれていません。
プライマリファイルセットと Storage Checkpoint

図 4-1

プライマリファイルセット

Storage Checkpoint

/database

emp.dbf

/database

jun.dbf

emp.dbf

jun.dbf

図 4-2で、四角はファイルシステムの各ブロックを表しています。この図の Storage
Checkpoint には、図 4-1 で示されているように、Storage Checkpoint が作成された時
点のプライマリファイルセットへのポインタが含まれています。
図 4-2
プライマリ
ファイルセット

A

B

C

D

E

Storage Checkpoint の初期化
Storage
Checkpoint
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Storage Checkpoint は、プライマリファイルセットからデータを検索することで、ファイル
システムと完全に一致するイメージを提供します。Storage Checkpoint は、VxFS のコ
ピーオンライト技術を使って更新されます。
p.81 の 「コピーオンライト」 を参照してください。

コピーオンライト
図 4-3 のプライマリファイルセットでは、最初は C が含まれていた 3 番目のデータブロッ
クが更新されています。
新しいデータでデータブロックが更新される前に、もとのデータが Storage Checkpoint
にコピーされます。この技術は、コピーオンライトと呼ばれるものです。これにより、Storage
Checkpoint では Storage Checkpoint 作成時のプライマリファイルセットのイメージが維
持されます。
更新や書き込み操作が行われるたびに、Storage Checkpoint にデータをコピーする処
理が常に行われるわけではありません。古いデータを保存するのは 1 回だけでいいため
です。プライマリファイルセットのブロックの更新が続くと、Storage Checkpoint にもとの
データブロックが蓄積されます。この例では、現在 C を含んでいる 3 番目のデータブロッ
クがその後更新されても、Storage Checkpoint へのコピーは実行されません。これは、
C を含むブロックのもとのイメージがすでに保存されているためです。
プライマリファイルセットの更新

図 4-3
プライマリ
ファイルセット

Storage
Checkpoint

A

B

C’

D

E

C

81

82

第 4 章 Storage Checkpoints
Storage Checkpoint の種類

Storage Checkpoint の種類
次の種類の Storage Checkpoint を作成することができます。
■

「Data Storage Checkpoint」

■

「Nodata Storage Checkpoint」

■

「Removable Storage Checkpoint」

■

「Non-mountable Storage Checkpoint」

Data Storage Checkpoint
Data Storage Checkpoint は、Storage Checkpoint の作成時のファイルシステムの完
全なイメージです。この Storage Checkpoint には、ファイルシステムのメタデータおよび
ファイルデータブロックが含まれます。ファイルシステムの場合と同様に、Data Storage
Checkpoint では、マウント、アクセスおよび書き込みを実行できます。Data Storage
Checkpoint は、アクティブなファイルシステムの永続的で安定したイメージが必要なバッ
クアップアプリケーションに有効です。Data Storage Checkpoint により、書き込み操作
を実行するシステムやアプリケーションにオーバーヘッドが発生します。Data Storage
Checkpoint の有効期間を制限することにより、システムリソースへの影響を最小限に抑
えることができます。
p.88 の 「Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点の表示」
を参照してください。

Nodata Storage Checkpoint
Nodata Storage Checkpoint はファイルシステムのメタデータのみを含み、ファイルデー
タブロックは含みません。もとのファイルシステムが変更されると、Nodata Storage
Checkpoint は変更されたすべてのブロックの位置を記録します。Nodata Storage
Checkpoint では、データ自体のコピーを実行しないことで、システムリソースの使用とファ
イルシステムのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えています。
図 4-4では、もとのデータの A を含む 1 番目のブロックが更新されています。
もとのデータは Storage Checkpoint にコピーされませんが、変更されたブロックには、
Storage Checkpoint でマークが付けられます。マーカーは変更されたデータを示しま
す。
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Nodata クローンの更新

図 4-4
プライマリ
ファイルセット

Storage
Checkpoint

A’

B

C

D

E

p.88 の 「Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点の表示」
を参照してください。

Removable Storage Checkpoint
Removable Storage Checkpoint は、ファイルシステムの容量が不足する特定の状況下
で、自動的に削除されるようにすることができます。
p.95 の 「領域管理について」 を参照してください。
領域不足（ENOSPC）が発生すると、カーネルは Storage Checkpoint を削除し、アプリ
ケーションに領域を解放して、ファイルシステムでの実行を継続します。ほぼすべての状
況において、削除可能な属性を持つ Storage Checkpoint を作成することができます。

Non-mountable Storage Checkpoint
fsckptadm set nomount コマンドを使って、マウントできない Storage Checkpoint を

作成できます。
fsckptadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
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この Storage Checkpoint は、セキュリティ機能として使います。この機能により、他のア
プリケーションが Storage Checkpoint にアクセスし、変更することを防ぐことができます。

Storage Checkpoint の管理
Storage Checkpoint の管理操作には fsckptadm ユーティリティが必要です。
fsckptadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
fsckptadm ユーティリティを使うと、Storage Checkpoint の作成と削除、属性の変更お

よび統計データの確認ができます。各 Storage Checkpoint には名前が付いています。
この名前を使うと、Storage Checkpoint を管理できます。名前は最長 127 文字に制限
されており、コロン（:）は使えません。
Storage Checkpoint には、ファイルシステムの割り当てポリシーまたは Storage
Checkpoint の割り当てポリシーによって指定されたボリュームまたはボリュームセット上
に、メタデータのための一定の領域が必要です。ボリュームまたはボリュームセットにメタ
データを保存するための十分な空き領域がない場合、fsckptadm ユーティリティはエラー
を表示します。メタデータに必要な領域の量は、ファイルシステムのディスクレイアウトバー
ジョンに基づいて概算できます。
ディスクレイアウトバージョン 6 または 7 の場合は、i ノードの数に 1 バイトを乗算し、1 ま
たは 2 メガバイトを加算すると、必要な領域の概数値が得られます。i ノードの数は、
fsckptadm ユーティリティで特定できます。
ボリュームセットに十分な空き領域があるかどうかを判断するには、fsvoladm コマンドを
使います。
fsvoladm（1M）のマニュアルページを参照してください。
# fsvoladm list /mnt0
devid
size
0
20971520
1
20971520
2
20971520

used
avail
name
8497658
12473862
6328993
14642527
4458462
16513058

mnt1
mnt2
mnt3

Storage Checkpoint の作成
次の例では、/mnt0 ファイルシステム上に thu_7pm という名前の Nodata Storage
Checkpoint を 1 つ作成し、/mnt0 ファイルシステムのすべての Storage Checkpoint を
一覧表示します。
# fsckptadm -n create thu_7pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
thu_7pm:
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ctime
mtime
flags

= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
= nodata, largefiles

次の例では、/mnt0 ファイルシステム上に thu_8pm という名前の Removable Storage
Checkpoint を 1 つ作成し、/mnt0 ファイルシステムのすべての Storage Checkpoint を
一覧表示します。
# fsckptadm -r create thu_8pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
thu_8pm:
ctime
mtime
flags
thu_7pm:
ctime
mtime
flags

= Thu 3 Mar 2005 8:00:19 PM PST
= Thu 3 Mar 2005 8:00:19 PM PST
= largefiles, removable
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
= nodata, largefiles

Storage Checkpoint の削除
Storage Checkpoint を削除するには、fsckptadm コマンドの remove キーワードを指
定します。具体的には、同期または非同期のいずれかの方法を使って、Storage
Checkpoint を削除します。デフォルトでは、非同期方法が指定されています。同期方法
の場合は、Storage Checkpoint 全体を削除し、すべてのブロックをファイルシステムの
空き領域に戻した後、fsckptadm 操作を完了します。非同期方法の場合は、削除する
Storage Checkpoint にマークを付けたら、ただちに fsckptadm が戻ります。その後、独
立したカーネルスレッドにより、削除を実行し、Storage Checkpoint をファイルシステム
の空き領域に戻します。
次に示す例では、/mnt0 はマウントされた VxFS で、ディスクレイアウトバージョン 6 を使っ
ています。この例は、thu_8pm という名前の Storage Checkpoint の非同期削除と thu_7pm
という名前の Storage Checkpoint の同期削除を示しています。ここでは、指定した
Storage Checkpoint を削除した後、/mnt0 ファイルシステム上に存在するすべての
Storage Checkpoint を一覧を表示します。
# fsckptadm remove thu_8pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
thu_7pm:
ctime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
mtime
= Thu 3 Mar 2005 7:00:17 PM PST
flags
= nodata, largefiles
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# fsckptadm -s remove thu_7pm /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0

Storage Checkpoint へのアクセス
Storage Checkpoint をマウントするには、mount コマンドの -o ckpt=ckpt_name マウ
ントオプションを使います。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

Storage Checkpoint をマウントする場合は、次のルールに従います。
■

デフォルトでは、Storage Checkpoint は読み取り専用 Storage Checkpoint として
マウントされます。Storage Checkpoint への書き込みが必要な場合は、-o rw オプ
ションを使ってマウントします。

■

Storage Checkpoint が現時点で読み取り専用 Storage Checkpoint としてマウント
されている場合は、-o remount オプションを使って、書き込み可能な Storage
Checkpoint として再マウントできます。

■

ファイルシステムの Storage Checkpoint をマウントするには、まずファイルシステム
自体をマウントする必要があります。

■

ファイルシステムのマウントを解除する前に、ファイルシステムのすべての Storage
Checkpoint のマウントを解除する必要があります。

警告: バックアップ目的で Storage Checkpoint を作成する場合は、書き込み可能な
Storage Checkpoint としてマウントしないでください。Storage Checkpoint に誤って書
き込むと、その時点でのイメージが失われます。
既存の Storage Checkpoint がある場合は、書き込み可能な Storage Checkpoint への
書き込みアクティビティでコピー操作が発生し、既存の Storage Checkpoint で使われる
領域が増えることがあります。
Storage Checkpoint は、特殊な擬似デバイスにマウントされます。この擬似デバイスは
システムの名前空間には存在せず、Storage Checkpoint がマウントされるときにシステ
ムによってシステム内部に作成され、使われます。この擬似デバイスは、Storage
Checkpoint のマウントを解除すると削除されます。擬似デバイス名は、ファイルシステム
デバイス名に Storage Checkpoint 名を追加して作成します。区切り文字にはコロン（:）
を使います。
たとえば、特殊なデバイス /dev/vx/dsk/fsvol/vol1 に常駐するファイルシステムに
Storage Checkpoint として may_23 がある場合、Storage Checkpoint の擬似デバイス
名は次のようになります。
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23
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■

ディレクトリ /fsvol_may_23 に読み取り専用 Storage Checkpoint として may_23 と
いう名前の Storage Checkpoint をマウントするには、次のように入力します。
# mount -F vxfs -o ckpt=may_23 /dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23 ¥
/fsvol_may_23

メモ: Storage Checkpoint をマウントするには、vol1 ファイルシステムがすでにマウ
ントされている必要があります。
■ may_23 という名前の Storage Checkpoint を書き込み可能な Storage Checkpoint

として再マウントするには、次のように入力します。
# mount -F vxfs -o ckpt=may_23,remount,rw ¥
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23 /fsvol_may_23
■

#device
#to mount
/dev/vx/dsk/fsvol/
vol1
/dev/vx/dsk/fsvol/
vol1:may_23
■

システムの起動時に Storage Checkpoint を自動的にマウントするには、/etc/vfstab
ファイルに次のように記述します。
device to
mount point
fsck
/dev/vx/rdsk/ /fsvol
fsvol/vol1
/fsvol_may_23

FS
fsck mount
mount
type pass at boot options
vxfs 1
yes
vxfs 0

yes

ckpt=may_23

クラスタファイルシステムの Storage Checkpoint をマウントするには、-o cluster
オプションも指定する必要があります。
# mount -F vxfs -o cluster,ckpt=may_23 ¥
/dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23 /fsvol_may_23

Storage Checkpoint をクラスタレベルでマウントできるのは、Storage Checkpoint
が属するファイルシステムもクラスタレベルでマウントされている場合のみです。同様
に、Storage Checkpoint をローカルにマウントできるのは、Storage Checkpoint が
属するファイルシステムもローカルにマウントされている場合のみです。
umount コマンドを使って Storage Checkpoint のマウントを解除できます。
umount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

次のようにマウントポイントまたは擬似デバイスの名前を使って、Storage Checkpoint の
マウントを解除することができます。
# umount /fsvol_may_23
# umount /dev/vx/dsk/fsvol/vol1:may_23
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メモ: 擬似デバイスは実際のファイルシステムの一部であるため、fsck ユーティリティを、
Storage Checkpoint の擬似デバイスに対して実行する必要はありません。

Nodata Storage Checkpoint への Data Storage Checkpoint の変換
Nodata Storage Checkpoint には、実際のファイルデータが含まれません。Nodata
Storage Checkpoint には、Storage Checkpoint の作成後に変更されたすべてのブロッ
クの位置を示すマーカーの集合が含まれます。
p.82 の 「Storage Checkpoint の種類」 を参照してください。
Data Storage Checkpoint の Nodata Storage Checkpoint への変換には、同期変換
または非同期変換の 2 つの方法があります。デフォルトの方法は非同期変換です。同期
変換の場合、fsckptadm は、すべてのファイルが変換プロセスで nodata 状態になるま
で待機し、操作を完了します。非同期変換の場合は、Storage Checkpoint のデータブ
ロックがファイルシステムの空きブロックプールにすぐに戻されないときでも、すぐに
fsckptadm が制御を戻し、Storage Checkpoint に Nodata Storage Checkpoint の
マークを付けます。Storage Checkpoint により、バックグラウンドで確保されたすべての
ファイルデータブロックの領域が解放され、最後にファイルシステムの空きブロックプール
に戻されます。
ファイルシステムの過去の Storage Checkpoint がすべて Nodata Storage Checkpoint
である場合は、同期方法を使って、Data Storage Checkpoint を Nodata Storage
Checkpoint に変換します。ファイルシステムに過去の Data Storage Checkpoint が存
在する場合は、非同期方法を使って、後から変換する必要がある Storage Checkpoint
にマークを付けます。この場合、Storage Checkpoint がファイルシステムで最も古い
Storage Checkpoint になるまで、または過去の Storage Checkpoint すべてが Nodata
Storage Checkpoint に変換されるまで、実際の変換操作は遅延されます。
メモ: Nodata Storage Checkpoint では、ブロックの変更位置が追跡されるだけで、ファ
イルデータブロックの内容が保存されないため、Nodata Storage Checkpoint を Data
Storage Checkpoint に変換することはできません。

Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相
違点の表示
次の例で、Data Storage Checkpoint と Nodata Storage Checkpoint の相違点につい
て示します。
メモ: Nodata Storage Checkpoint には、実際のファイルデータが含まれません。
p.88 の 「Nodata Storage Checkpoint への Data Storage Checkpoint の変換」 を参
照してください。
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Storage Checkpoint の相違点を確認するには

1

次の例のように、ファイルシステムを作成し、/mnt0 にマウントします。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/dg1/test0
version 7 layout
134217728 sectors, 67108864 blocks of size 1024, log ¥
size

65536 blocks, largefiles supported

# mount -F /dev/vx/rdsk/dg1/test0 /mnt0

2

次の例のように、内容を確認するための小さなファイルを作成します。
# echo "hello, world" > /mnt0/file

3

次の例のように、Storage Checkpoint を作成し、/mnt0@5_30pm にマウントします。
# fsckptadm create ckpt@5_30pm /mnt0
# mkdir /mnt0@5_30pm
# mount -F vxfs -o ckpt=ckpt@5_30pm ¥
/dev/vx/dsk/dg1/test0:ckpt@5_30pm /mnt0@5_30pm

4

もとのファイルと Storage Checkpoint ファイルの内容を確認します。
# cat /mnt0/file
hello, world
# cat /mnt0@5_30pm/file
hello, world

5

次のように、もとのファイルの内容を変更します。
# echo "goodbye" > /mnt0/file

6

もとのファイルと Storage Checkpoint ファイルの内容を確認します。次のように、も
とのファイルには、最新のデータが含まれているのに対して、Storage Checkpoint
ファイルには、Storage Checkpoint の作成時のデータが含まれています。
# cat /mnt0/file
goodbye
# cat /mnt0@5_30pm/file
hello, world
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7

Storage Checkpoint のマウントを解除し、Nodata Storage Checkpoint に変換し
てから、再マウントします。
# umount /mnt0@5_30pm
# fsckptadm -s set nodata ckpt@5_30pm /mnt0
# mount -F vxfs -o ckpt=ckpt@5_30pm ¥
/dev/vx/dsk/dg1/test0:ckpt@5_30pm /mnt0@5_30pm

8

両方のファイルの内容を確認します。次のように、もとのファイルには、最新のデー
タが含まれています。
# cat /mnt0/file
goodbye

次のように、ディレクトリを探して Nodata Storage Checkpoint のディレクトリを読み
取ります。ただし、ファイルにはデータが含まれておらず、Storage Checkpoint の
作成後に変更されたファイルブロックを示すマーカーのみが含まれています。
# ls -l /mnt0@5_30pm/file
-rw-r--r--

1 root

other 13 Jul 13 17:13 ¥

# cat /mnt0@5_30pm/file
cat: input error on /mnt0@5_30pm/file: I/O error

複数の Storage Checkpoint の変換
同一のファイルシステムで古い Storage Checkpoint を処理する場合に、Storage
Checkpoint を Nodata Storage Checkpoint に変換できます。
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複数の Storage Checkpoint の変換手順

1

次のように、ファイルシステムを作成し、/mnt0 にマウントします。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/dg1/test0
version 7 layout
13417728 sectors, 67108864 blocks of size 1024, log ¥
size 65536 blocks largefiles supported
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg1/test0 /mnt0

2

次のように、このファイルシステムに Data Storage Checkpoint を 4 つ作成し、一覧
表示します。作成する順序に注意してください。
# fsckptadm create oldest /mnt0
# fsckptadm create older /mnt0
# fsckptadm create old /mnt0
# fsckptadm create latest /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
latest:
ctime
mtime
flags
old:
ctime
mtime
flags
older:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

3

=
=
=

Mon 26 Jul 11:56:55 2004
Mon 26 Jul 11:56:55 2004
largefiles

=
=
=

Mon 26 Jul 11:56:51 2004
Mon 26 Jul 11:56:51 2004
largefiles

=
=
=

Mon 26 Jul 11:56:46 2004
Mon 26 Jul 11:56:46 2004
largefiles

=
=
=

Mon 26 Jul 11:56:41 2004
Mon 26 Jul 11:56:41 2004
largefiles

Nodata Storage Checkpoint への latest Storage Checkpoint の同期変換を実
行しようとすると、この試みは次のように失敗します。理由は、Storage Checkpoint
の「latest」より古い「old」、「older」、「oldest」という Storage Checkpoint が、
Data Storage Checkpoint であるためです。
# fsckptadm -s set nodata latest /mnt0
UX:vxfs fsckptadm: ERROR: V-3-24632: Storage Checkpoint
set failed on latest. File exists (17)
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4

この場合は、遅延または非同期変換を使って、latest Storage Checkpoint を
Nodata Storage Checkpoint に変換できます。
# fsckptadm set nodata latest /mnt0

5

次の例のように、Storage Checkpoint を一覧表示します。Storage Checkpoint の
「latest」には遅延変換するためのマークが付いています。
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
latest:
ctime
mtime
flags
old:
ctime
mtime
flags
older:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

= Mon 26 Jul 11:56:55 2004
= Mon 26 Jul 11:56:55
= nodata, largefiles, delayed
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= largefiles

遅延 Nodata Storage Checkpoint の作成
前述の 3 つの手順を併用し、latest の Storage Checkpoint を Nodata Storage
Checkpoint として作成することができます。作成プロセスでは、古い Data Storage
Checkpoint を検出し、Storage Checkpoint の「latest」を遅延 Nodata Storage
Checkpoint として作成します。
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遅延 Nodata Storage Checkpoint を作成するには

1

Storage Checkpoint の「latest」を削除します。
# fsckptadm remove latest /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
old:
ctime
mtime
flags
older:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

2

= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= largefiles

latest の Storage Checkpoint を Nodata Storage Checkpoint として再作成しま

す。
# fsckptadm -n create latest /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
latest:
ctime
mtime
flags
old:
ctime
mtime
flags
older:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= nodata, largefiles, delayed
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= largefiles
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3

ファイルシステムに、Storage Checkpoint の「oldest」より古い Storage Checkpoint
でデータを含んでいるものはないため、これを Nodata Storage Checkpoint に変
換します。
メモ: この手順は同期実行できます。
# fsckptadm -s set nodata oldest /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
latest:
ctime
mtime
flags
old:
ctime
mtime
flags
older:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= nodata, largefiles, delayed
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= Mon 26 Jul 11:56:51 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= Mon 26 Jul 11:56:46 2004
= largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= nodata, largefiles
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4

older の Storage Checkpoint と old の Storage Checkpoint を削除します。
# fsckptadm remove older /mnt0
# fsckptadm remove old /mnt0
# fsckptadm list /mnt0
/mnt0
latest:
ctime
mtime
flags
oldest:
ctime
mtime
flags

= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= Mon 26 Jul 12:06:42 2004
= nodata, largefiles
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= Mon 26 Jul 11:56:41 2004
= nodata, largefiles

メモ: 次のように、older の Storage Checkpoint と old の Storage Checkpoint を
削除すると、latest の Storage Checkpoint が自動的に Nodata Storage
Checkpoint に変換されます。これは、唯一残っている oldest の Storage
Checkpoint がすでに Nodata Storage Checkpoint であるためです。

領域管理について
Storage Checkpoint を含むファイルシステムで領域が不足すると、ファイルの削除や既
存ファイルの上書きなど、一部の操作が失敗することがあります。システムで十分な領域
を確保できない場合は、操作に失敗します。
通常、データベースではファイル用に格納領域が事前に割り当てられており、書き込み
操作が失敗することはありません。ファイルシステムで領域が不足すると、カーネルにより
Storage Checkpoint が自動的に削除され、書き込み操作を完了する前に十分な領域
を確保しようとします。同様に、カーネルは Storage Checkpoint を削除して、rm などの
コマンドが領域不足（ENOSPC）状態で失敗することを回避します。
カーネルが Storage Checkpoint を自動的に削除する場合は、次のポリシーが適用され
ます。
■

削除する Storage Checkpoint 数をできる限り抑えようとします。

■

Non-removable Storage Checkpoint を削除候補から除外します。

■

Data Storage Checkpoint が無くなった場合に限り、Nodata Storage Checkpoint
を選択します。

■

最も古い Storage Checkpoint から削除します。
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Storage Checkpoint からのリストア
バックアップアプリケーションやリストアアプリケーションでは、整合性があり損傷を受けて
いないファイルシステム上にあるマウント可能な Data Storage Checkpoint を使って、個
別のファイルまたはファイルシステム全体をリストアできます。Storage Checkpoint からリ
ストアすることで、不正に変更されたファイルを修復することもできます。ただし、通常は、
ハードウェアの障害などによるファイルシステムの整合性の問題を修復することはできま
せん。
メモ: ハードウェアなどによる整合性の問題が発生した場合は、Storage Checkpoint か
らではなく、他のメディアからバックアップする必要があります。
ファイルをリストアするには、マウントされた Storage Checkpoint からプライマリファイル
セットにファイル全体をコピーします。ファイルシステム全体をリストアするには、
fsckpt_restore コマンドを使って、マウント可能な Data Storage Checkpoint をプライ
マリファイルセットとして指定します。
fsckpt_restore（1M）のマニュアルページを参照してください。
fsckpt_restore コマンドを使って Storage Checkpoint からファイルシステムをリストア

する場合、その Storage Checkpoint の作成後に発生したファイルシステムへの変更は、
完全に失われます。保存される Storage Checkpoint とデータは、選択した Storage
Checkpoint の作成と同時か、それ以前に作成されたものだけです。fsckpt_restore
が呼び出されるときにファイルシステムをマウントすることはできません。
メモ: 個々のファイルをリストアするときは、ライブラリ関数 fsckpt_fbmap（3）を使ってファ
イルデータの変更部分のみをリストアすることで、効率的にリストアできます。

Storage Checkpoint からのファイルのリストア
次の例では、ホームディレクトリに格納されているファイル MyFile.txt を、CKPT1 という
Storage Checkpoint からデバイス /dev/vx/dsk/dg1/vol-01 にリストアします。このデ
バイスのマウントポイントは /home です。
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Storage Checkpoint からのファイルのリストア方法
/home の Storage Checkpoint CKPT1 を作成します。

1

$ fckptadm create CKPT1 /home

Storage Checkpoint CKPT1 をディレクトリ /home/checkpoints/mar_4 にマウント
します。

2

$ mount -F vxfs -o ckpt=CKPT1 /dev/vx/dsk/dg1/vol- ¥
01:CKPT1 /home/checkpoints/mar_4

ホームディレクトリからファイル MyFile.txt を削除します。

3

$ cd /home/users/me
$ rm MyFile.txt

ホームディレクトリのイメージが含まれている /home/checkpoints/mar_4/users/me
ディレクトリに移動します。

4

$ cd /home/checkpoints/mar_4/users/me
$ ls -l
-rw-r--r--

1

me

staff

14910

Mar 4

17:09

MyFile.txt

ファイル MyFile.txt をホームディレクトリにコピーします。

5

$ cp MyFile.txt /home/users/me
$ cd /home/users/me
$ ls -l
-rw-r--r--

1 me

staff

14910

Mar 4

18:21

MyFile.txt

Storage Checkpoint からのファイルシステムのリストア
次の例では、CKPT3 という Storage Checkpoint からファイルシステムをリストアします。リ
ストア前のファイルセットの一覧には、名前がない 1 つのルートファイルセットと 6 つの
Storage Checkpoint があります。
U
N
A
M
E
D

C
K
P
T
6

C
K
P
T
5

C
K
P
T
4

C
K
P
T
3

C
K
P
T
2

C
K
P
T
1
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Storage Checkpoint からファイルシステムをリストアするには

1

fsckpt_restore コマンドを実行します。
# fsckpt_restore -l /dev/vx/dsk/dg1/vol2
/dev/vx/dsk/dg1/vol2:
UNNAMED:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:26 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:26 PM PST
flags
= largefiles, file system root
CKPT6:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:35 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:35 PM PST
flags
= largefiles
CKPT5:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:34 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:34 PM PST
flags
= largefiles, nomount
CKPT4:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:33 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:33 PM PST
flags
= largefiles
CKPT3:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:36 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:36 PM PST
flags
= largefiles
CKPT2:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:30 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:30 PM PST
flags
= largefiles
CKPT1:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:29 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:29 PM PST
flags
= nodata, largefiles
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2

次の例では、Storage Checkpoint［CKPT3］を新しいルートファイルセットとして選択
します。
Select Storage Checkpoint for restore operation
or <Control/D> (EOF) to exit
or <Return> to list Storage Checkpoints: CKPT3
CKPT3:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:31 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:36 PM PST
flags
= largefiles
UX:vxfs fsckpt_restore: WARNING: V-3-24640: Any file system
changes or Storage Checkpoints made after
Thu 08 May 2004 06:28:31 PM PST will be lost.
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3

y を入力して、CKPT3 からファイルシステムをリストアします。
Restore the file system from Storage Checkpoint CKPT3 ?
(ynq) y
(Yes)
UX:vxfs fsckpt_restore: INFO: V-3-23760: File system
restored from CKPT3

この時点でファイルセットの一覧を表示すると、以前に表示されていた UNNAMED
（名前がない）ルートファイルセット、CKPT6、CKPT5 および CKPT4 が削除され、CKPT3
がプライマリファイルセットとして表示されます。これで、CKPT3 がデフォルトでマウン
トされるファイルセットになります。
C
K
P
T
3

4

C
K
P
T
2

C
K
P
T
1

fsckpt_restore コマンドを実行します。
# fsckpt_restore -l /dev/vx/dsk/dg1/vol2
/dev/vx/dsk/dg1/vol2:
CKPT3:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:31 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:36 PM PST
flags
= largefiles, file system root
CKPT2:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:30 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:30 PM PST
flags
= largefiles
CKPT1:
ctime
= Thu 08 May 2004 06:28:29 PM PST
mtime
= Thu 08 May 2004 06:28:29 PM PST
flags
= nodata, largefiles
Select Storage Checkpoint for restore operation
or <Control/D> (EOF) to exit
or <Return> to list Storage Checkpoints:
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Storage Checkpoint クォータ
VxFS の fsckptadm コマンドインターフェースには、Storage Checkpoint クォータを管
理するオプションがあります。Storage Checkpoint クォータでは、プライマリファイルセッ
トのすべての Storage Checkpoint で使われる領域量を次のように制限します。
ハード制限

超過できない絶対的な制限です。ハード制限を超えた場合は、以後の任意
の Storage Checkpoint の割り当てはすべて失敗します。ただし、既存の
Storage Checkpoint は保持されます。

ソフト制限

ハード制限の範囲内で設定する必要があります。ソフト制限を超えた場合
は、新しい Storage Checkpoint を作成できません。さらに多くの Storage
Checkpoint を作成するには、使用するブロック数を、ソフト制限を超えない
値まで抑える必要があります。 アラートとコンソールメッセージが生成されま
す。

ハード制限を超えた場合は、fsckptadm ユーティリティで -f オプションを指定する、ま
たは指定しないという各種対処法があります。
fsckptadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

次は、-f オプションの指定の有無による効果の違いです。
■ -f オプションが指定されていない場合、削除可能な Storage Checkpoint が 1 つ以

上削除され、操作を実行するために必要な領域が確保されます。これはデフォルトの
対処法です。
オプションが指定されている場合、以後の任意の Storage Checkpoint の割り当
てはすべて失敗します。ただし、既存の Storage Checkpoint は保持されます。

■ -f

メモ: 別のプロセスで使用中のファイルを削除する場合、そのプロセスが終了するまで
ファイルは削除されません。ファイルを削除することで、データがダウンストリーム
Storage Checkpoint（次に古い Storage Checkpoint）に強制的に保存される場合
があるため、ファイルセットのハード制限クォータを超えてしまうことがあります。この場
合は、ハード制限がゆるくなり、i ノードは不良とマークされません。これは、一部の非
同期 i ノード操作にも当てはまります。
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5
Cross-Platform Data
Sharing の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

CDS の概要

■

システムの設定

■

システムの管理

■

ファイルシステムに関する考慮事項

■

アラインメント値とブロックサイズ

■

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

■

ディスクグループアラインメントとカプセル化されたディスク

■

Linux と Linux 以外のマシン間でのディスクグループのインポート

■

スナップショットボリュームの移行

CDS の概要
一般的な概念
この項は、シマンテック社の Veritas Storage Foundation™ ソフトウェアが提供する CDS
（Cross-Platform Data Sharing）機能の概要について説明します。CDS には、多様な
環境の異なるシステム間でデータを移動するための基本的な機能が用意されています。
マシンでは HP-UX、AIX、Linux または Solaris™ オペレーティングシステム（OS）を実
行でき、これらのマシンはすべて、データを保有する物理デバイスに直接アクセスできま
す。CDS を使うと、オペレーティングシステムプラットフォームに関係なく、シマンテック社
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の Veritas 製品およびアプリケーションからデータストレージにアクセスでき、異なる環境
においても透過的に作業できるようになります。
CDS（Cross-Platform Data Sharing）機能は PDC（Portable Data Containers）とも呼
ばれます。この文書を通じて一貫性を保つため、名前には CDS（Cross-Platform Data
Sharing）を使います。
デバイス階層（ディスクからファイルシステムまで）の次のレベルで、CDS の使用がサポー
トされている必要があります。
エンドユーザーのアプリケーション

アプリケーションレベル。

Veritas™ File System（VxFS）

ファイルシステムレベル。

Veritas™ Volume Manager（VxVM）

ボリュームレベル。

オペレーティングシステム

デバイスレベル

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

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

ディスクは各プラットフォームで（cds ディスクとして）認識されます。

■

ディスクグループをプラットフォーム間でインポートできます。

■

ファイルシステムを別のプラットフォームにマウントできます。

ただし、データベースが持つ固有の特性のため、データベースを作成したプラットフォー
ムとは別のプラットフォームでデータベースを起動して使えない場合があります。（顕著な
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例外として、Oracle 10g のクロスプラットフォームのトランスポータブル表領域
（Cross-Platform Transportable Tablespace）機能があります）。
たとえば、あるプラットフォームでコンパイルした実行可能ファイルは、（CDS を使って）プ
ラットフォーム間でアクセスできますが、別のプラットフォームでは実行できない場合があ
ります。
メモ: オペレーティングシステムから raw ディスクおよびボリュームにアクセス可能で、ア
プリケーションで raw ディスクやボリュームを使える場合、スタック内にファイルシステムは
必要ありません。データベースとその他のアプリケーションは、データファイルを格納する
ファイルシステムがなくても、raw ボリューム上にデータコンポーネントを格納することがで
きます。

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

ブロックサイズの問題
ブロックサイズの値はプラットフォームによって異なり、セクタサイズと同じかそれより大きく
なります。各プラットフォームにおいて、ディスクはブロックサイズの倍数であるブロック境
界単位でアクセスされます。
あるプラットフォームで作成したデータに、ブロックサイズの異なる別のプラットフォームか
らアクセスすると、次のような問題が発生する可能性があります。
アドレス指定の問題 ■ アクセスする側のプラットフォームと互換性があるブロック境界以外の場
所にデータが作成されている可能性があります。
■ アクセスする側のプラットフォームからは、データの先頭にアクセスでき
ない可能性があります。
境界超過の問題

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

オペレーティングシステムのデータ
一部のオペレーティングシステム（OS）では、ディスクへのアクセスを認識および制御する
ために、ディスク上に OS 固有のデータが必要になります。
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CDS のディスクアクセスと形式
あるディスクに複数のプラットフォームからアクセスするためには、そのディスクがすべて
のプラットフォームで一貫して認識される必要があり、さらに各プラットフォームでそのディ
スクの I/O を実行できる必要があります。CDS ディスクは、特定の場所で特定の内容を提
供するため、どのプラットフォームで初期化されたかに関係なく、異なるプラットフォーム
で識別し、アクセスを制御することができます。ディスクを初期化したプラットフォームに関
係なく、すべての CDS ディスクで同じ内容および位置が使われます。
ディスクを CDS ディスクとして初期化するか、または CDS ディスクに変換するには、次の
必要条件を満たしている必要があります。
■

SCSI ディスクであること

■

ディスクサイズが 1 TB を超えないこと

■

EFI ディスクではないこと

■

物理ディスク（LUN）全体であること

■

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

■

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

■

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

CDS 変換ユーティリティ vxcdsconvert を使うと、非 CDS VM ディスク形式を CDS ディ
スクに変換できます。また、バージョン番号が 110 未満であるディスクグループを、CDS
ディスクをサポートするディスクグループに変換できます。
p.114 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。
メモ: バージョン番号が 110 未満であるディスクグループは、x64 プラットフォーム上の
Solaris OS ではサポートされていません。

CDS ディスクタイプ
CDS ディスク形式 cdsdisk は、（Windows を含む）すべての VxVM プラットフォームで
認識されます。デフォルトファイルに別の形式を指定した場合を除き、cdsdisk は新しく
作成されるすべての VM ディスクで、デフォルトのディスク形式として使われます。
vxcdsconvert ユーティリティは、他のディスク形式および種類を CDS に変換するのに
使います。
p.118 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。
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メモ: cdsdisk 形式のディスクは、バージョン 110 以上のディスクグループにのみ追加で
きます。

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

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

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

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

VxVM ID ブロック
VxVM ID ブロックは、VxVM の制御下にあるディスクを識別するためにディスク上に配
置されるデータです。VxVM ID ブロックには、動的な VxVM プライベートリージョンの位
置情報などが格納されます。

CDS ディスクグループ
CDS ディスクグループを使うと、VxVM オブジェクトのプラットフォーム間でのデータ共有
が可能になり、サポートされているプラットフォームで書き込まれたデータに別のプラット
フォームからアクセスできるようになります。CDS ディスクグループは CDS ディスク（ディス
ク形式が cdsdisk の VM ディスク）のみで構成され、バージョン 110 以上のディスクグ
ループのみに使えます。
メモ: CDS 変換ユーティリティ vxcdsconvert を使うと、非 CDS VM ディスク形式を CDS
ディスクに変換できます。また、バージョン番号が 110 未満であるディスクグループを、
CDS ディスクをサポートするディスクグループに変換できます。
p.114 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。
CDS ディスクグループ内のすべての VxVM オブジェクトはアラインメントされていてサイ
ズが設定されているため、あらゆるシステムから、独自表現の I/O ブロックを使ってオブ
ジェクトにアクセスできます。CDS ディスクグループでは、プラットフォームに依存しないア
ラインメント値を使って、最大 8 K のシステムブロックサイズをサポートしています。
p.110 の 「ディスクグループアラインメント」 を参照してください。
CDS ディスクグループは次のように使うことができます。
■

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

■

Linux、Solaris、AIX および HP-UX の各システムで（シリアル方式で）インポートで
きます。

■

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

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

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

■

カプセル化されたディスク
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メモ: Solaris および Linux システムでは、ディスクのカプセル化処理により、（データまた
はファイルシステムが含まれる）ディスク上のスライスまたはパーティションが VxVM の制
御下に置かれます。AIX および HP-UX システムでも、LVM ボリュームは同様に VxVM
ボリュームに変換される場合があります。

デバイスクォータ
デバイスクォータは、関連付けを持つデバイスノードをファイルシステムに作成するオブ
ジェクト（ディスクグループ内）の数を制限しますデバイスクォータは、2.6 より前のカーネ
ル搭載の Linux プラットフォームとそれ以外のサポート対象プラットフォームでディスクグ
ループを転送する場合に便利です。2.6 より前のカーネル搭載の Linux では、1 つのメ
ジャーデバイスにつき、256 のマイナーデバイスしかサポートされていませんでした。
デバイスクォータを設定することにより、特定の CDS ディスクグループに作成できるデバ
イスの数を制限することができます。
p.126 の 「CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定」 を参照してください。
デバイスを作成する際に、デバイスクォータを超える場合は、エラーが返されます。この
場合は、クォータを大きくするかデバイス番号を使っているオブジェクトをいくつか削除し
てから、デバイスを作成する必要があります。
p.130 の 「CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示」 を参照してください。

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

非 CDS ディスクグループ
バージョン 110（またはそれ以上）のディスクグループには、CDS ディスクおよび非 CDS
ディスクの両方を含めることができます。ただし、プラットフォーム間で共有できるのは、
CDS ディスクのみで構成されるバージョン 110（またはそれ以上）のディスクグループの
みです。機能が有効になっているかどうかは、ディスクグループの cds 属性によって制御
されます。この属性を有効にすると非 CDS ディスクグループが CDS ディスクグループに
なります。
非 CDS ディスクグループには、異なるプライベートリージョンアラインメント特性を持つ
CDS ディスクと非 CDS ディスクを混在させることができますが、その場合でもディスクグ
ループアラインメントによりすべてのサブディスクの作成方法を指定できます。
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ディスクグループアラインメント
ディスクグループの属性の 1 つにブロックアラインメントがあります。これは、ディスクグルー
プによってサポートされる最大ブロックサイズを表します。
このアラインメントにより、ディスクグループ内のオブジェクトの次の属性が制約されます。
■

サブディスクのオフセット

■

サブディスクのサイズ

■

プレックスのオフセット

■

ボリュームサイズ

■

ログサイズ

■

ストライプ幅

オフセット値は、ドライブ上でのオブジェクトの配置位置を示します。
ディスクグループアラインメントは、ディスクグループの作成時に割り当てられます。
p.122 の 「ディスクグループの操作」 を参照してください。

アラインメント値
ディスクグループブロックアラインメントには、1 ブロックまたは 8 k（8 KB）の 2 つの値があ
ります。
CDS ディスクグループのアラインメント値はすべて 8 k に設定されている必要があります。
バージョン 110 より前のディスクグループはすべて、アラインメント値が 1 ブロックです。
この値はディスクグループがバージョン 110 以降にアップグレードされても保持されます。
バージョン 110 以降で、CDS ディスクグループに属さないディスクグループは、アライメ
ント値を 1 ブロックまたは 8 k に設定できます。
VxVM 4.0 以上のリリースで新規に初期化されたディスクグループのアラインメントはす
べて 8 k に設定されます。ディスクグループの作成時に使われるこの値は変更できませ
ん。ただし、このディスクグループアラインメントは後で変更できます。
p.123 の 「非 CDS ディスクグループのアラインメント変更」 を参照してください。
メモ: デフォルトでは、すべてのプラットフォームで vxassist を使う際に
layout=diskalign 属性が設定されます。layout 属性はアラインメントが 8 k に設定さ
れたディスクグループでは無視されるため、デフォルト設定に依存するスクリプトは失敗
する可能性があります。
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DRL（Dirty Region Log）アラインメント
DRL（Dirty Region Log）内の各マップの位置とサイズは、（DRL が関連付けられている
ボリュームが含まれる）ディスクグループのディスクグループアラインメントに基づく必要が
あります。すなわち、各 DRL マップの領域のサイズとアラインメントは、ディスクグループ
アラインメント（CDS ディスクグループの場合は 8 K）の倍数にする必要があります。（領域
のサイズを利用する機能ではこの制限に加えて最小値やサイズの増分を設定することが
できますが、この制限に準拠する必要があります）。
バージョン 110 のディスクグループの場合、従来の DRL ボリュームは領域に関する次の
必要条件を満たしている必要があります。
■

最小領域サイズ 512 K

■

領域サイズの増分単位 64 K

バージョン 110 のディスクグループの場合、バージョン 20 の DCO ボリュームは領域に
関する次の必要条件を満たしている必要があります。
■

最小領域サイズ 16 K

■

領域サイズの増分単位 8 K

メモ: DCO（Data Change Object）ボリューム内のマップレイアウトは VxVM 4.0 のリリー
スに合わせてバージョン 20 に変更されており、DCO ボリューム内に FastResync と DRL
の両方のマップを格納できます。DCO ボリュームのもとのバージョン 0 のレイアウトは、
FastResync のマップだけしか格納できません。

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

アラインメントするかどうかを制御し、アラインメント値が 1 に設定されている非 CDS ディ
スクグループのみで使えます。
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システムの設定
未初期化ディスクからの CDS ディスクの作成
次のいずれかの方法を使って、未初期化ディスクから CDS ディスクを作成できます。
■

「vxdisksetup による CDS ディスクの作成」

■

「vxdiskadm による CDS ディスクの作成」

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

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

数としてディスク形式を指定した場合を除き、形式はデフォルトで cdsdisk に設定さ
れます。
p.118 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。
vxdisksetup（1M）マニュアルページを参照してください。

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

コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初

期化］を選択します。フォーマットを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。

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

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

「ディスクグループに属さないディスクからの CDS ディスクの作成」

■

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

1

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

必要があります。

2

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

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

3

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

4

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

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

コマンドを実行します。

p.114 の 「非 CDS ディスクから CDS ディスクへの変換」 を参照してください。

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

「vxdg init による CDS ディスクグループの作成」

■

「vxdiskadm による CDS ディスクグループの作成」

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

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

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

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

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

コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初

期化］を選択します。ディスクグループを CDS ディスクグループにするかどうかを確認

するプロンプトが表示された時点で、その旨の応答を入力します。

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

1

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

2

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

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

ディスク

変換する 1 つのディスクを指定します。次のような場合にこのオプショ
ンを使用します。
非 CDS ディスクグループ内のディスクがクロスプラットフォーム環境
で使用されている場合に、そのディスクを他の VxVM ノードで認識
されるようにするが、初期化可能とは見なされないようにする必要
がある場合
■ オペレーティングシステムが提供するネイティブの Logical Volume
Manager（LVM）が CDS ディスクを認識する必要はあるが、初期
化または管理する必要はない場合。
■ 変換したディスクを既存の CDS ディスクグループに移動する場合
■

この変換では、オブジェクトをディスクから退避し、ディスクを再初期化してから、オブ
ジェクトをディスクに戻して再配置します。-o novolstop オプションを指定すると、
オンラインで（つまりディスクのアクセス中に）変換を実行できます。-o novolstop
オプションを指定しない場合、ディスクにアクセスしているすべてのアプリケーション
を停止し、オフラインで変換を実行します。
警告: -o novolstop オプションを指定すると、変換を実行するために必要な時間
が大幅に増える可能性があります。
vxcdsconvert コマンドは、そのオプション、属性、およびキーワードを必ず理解し

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

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

1

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

2

変換されるディスクグループは次の特性を持っている必要があります。
■

関連付けを解除したオブジェクトや無効なオブジェクトが存在しない。
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■

スパースプレックスが存在しない。

■

リカバリが必要なボリュームが存在しない。

■

スナップショット操作が保留状態になっているボリュームが存在しない。

■

エラー状態にあるオブジェクトが存在しない。

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

3

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

4

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

5

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

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

group

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

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

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

■

停止中のボリューム（ただし起動可能なボリューム）は、変換処理の間に起動さ
れます。
属性を指定して作成された、ディスクグループ内のすべて
のボリュームまたはその他オブジェクトは、シリンダ境界にアラインメントされなく
なる可能性があります。

■ layout=diskalign

■

カプセル化されたディスクのカプセル化解除機能が失われる可能性があります。

■

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

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

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

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

変換に伴う影響
変換処理には次のような影響が伴います。
■

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

■

停止中のボリューム（ただし起動可能なボリューム）は、変換処理の間に起動されま
す。
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属性を指定して作成された、ディスクグループ内のすべてのボ
リュームまたはその他オブジェクトは、シリンダ境界にアラインメントされなくなる可能
性があります。

■ layout=diskalign

■

カプセル化されたディスクのカプセル化解除機能が失われる可能性があります。

■

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

ライセンスの確認
CDS ディスクグループの作成機能とインポート機能を使うには CDS ライセンスが必要で
す。CDS ライセンスは Veritas Storage Foundation のライセンスに含まれています。
CDS のライセンスが有効であることを確認するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxlicrep

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

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

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

VxVM オブジェクトのアラインメントに影響する vxcdsconvert コマンドの
パラメータ、dgalign_checking、diskalign、および nodiskalign
に、デフォルト値を指定します。
p.111 の 「ボリューム作成時のオブジェクトのアラインメント」 を参照してくださ
い。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

第 5 章 Cross-Platform Data Sharing の使用
システムの設定

vxcdsconvert

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

vxdg

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

vxdisk

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

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

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

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

「デフォルトのディスク形式の変更」

■

「CDS ディスクラベルのリストア」

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

ディスクの初期化

■

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

LVM ディスクの変換（AIX、HP-UX および Linux システム）

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

します。
p.118 の 「デフォルトファイル」 を参照してください。

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

プラットフォームブロック

■

AIX 共存ラベル

■

HP-UX 共存または VxVM ID ブロック

各ラベルにはバックアップコピーも用意されています。いずれかのプライマリラベルが壊
れた場合、VxVM ではディスクがオンラインにされないため、ユーザーの操作が必要に
なります。
2 つのラベルが残っていれば、ディスクは cdsdisk と認識されます（ただし、状態は「エ
ラー」）。この場合、vxdisk flush を使って、CDS ディスクラベルをバックアップコピーか
らリストアできます。
プライマリラベルのセクタは 0、7 および 16 です。通常のフラッシュ操作ではセクタ 7 お
よび 16 はフラッシュされません。また、ディスクがディスクグループに属していないためプ
ライベートリージョンが更新されず、フラッシュ元として有効なプライベートリージョンを検
出する方法はありません。このような場合は、フラッシュ操作を使って、ディスク上の既存
のバックアップから CDS ディスクラベルをリストアできます。
ラベルが読み取り後に壊れても、ディスクがオンラインを維持し diskgroup に属している
場合はフラッシュ操作を実行するとプライベートリージョンもフラッシュされます。
警告: CDS ディスクラベル以外にも障害の影響が及んでいる場合があるため注意してく
ださい。障害の影響範囲が先頭の 128 K のみの場合は、ディスクフラッシュによって修正
されます。この状態は、ファブリック上の別のシステムが、ディスクグループ内で実際に
CDS ディスクとして使われていたディスクにディスクラベルを書き込んだ場合に発生する
可能性があります。
特定のディスクの CDS ID 情報を書き換えるには
■

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

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

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

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

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

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

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

「ディスクのカプセル化時のディスクグループアラインメントの変更」

■

「非 CDS ディスクグループのアラインメント変更」

■

「ディスクグループの CDS 属性の設定の確認」

■

「CDS ディスクグループの分割」

■

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

■

「CDS ディスクグループ間のオブジェクトの移動」

■

「ディスクグループの結合」

■

「ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定の変更」

■

「非 CDS ディスクグループの作成」

■

「古いバージョンの非 CDS ディスクグループのアップグレード」

■

「CDS ディスクグループ内のディスクの交換」

■

「CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定」
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ディスクのカプセル化時のディスクグループアラインメントの変更
vxdiskadm コマンドを使って、アラインメントが 8 K のディスクグループにディスクをカプ

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

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

コマンドを実行し、メインメニューから［1 つ以上のディスクの追加または初

期化］を選択します。カプセル化プロセスの途中で、ディスクグループアラインメントを

8 K から 1 に減らすかどうかを確認するメッセージが表示されます。

非 CDS ディスクグループのアラインメント変更
アライメントの値はバージョン 110 以降のディスクグループの場合のみ変更できます。
CDS ディスクグループの場合、アラインメント に設定できる値は 8 k（8 KB）のみです。非
CDS ディスクグループに変更しないままで、CDS ディスクグループのアラインメントを 1 に
設定しようとすると、操作は失敗します。
アラインメントの値を増やすと、vxcdsconvert を実行してディスクグループ内のオブジェ
クトのレイアウトを変更することが必要となる場合があります。
ディスクグループの現在のアラインメント値を表示するには、vxprint コマンドを使いま
す。
p.130 の 「ディスクグループのアラインメントの表示」 を参照してください。
ディスクグループのアラインメント値を変更するには
■ vxdg set

コマンドを入力します。

# vxdg -g diskgroup set align={1|8k}

アラインメント値を 8 K に増やす操作は、新しいアラインメントの制限に適合しないオ
ブジェクトがディスクグループ内に存在すると失敗します。この場合は、vxcdsconvert
alignment コマンドを実行して、オブジェクトのレイアウトを変更します。
# vxcdsconvert -g diskgroup [-A] [-d defaults_file] ¥
[-o novolstop] alignment [attribute=value] ...

このコマンドを実行すると、ディスクを変換しなくても、ディスクグループおよびそのオ
ブジェクトのアラインメント値が 8 K に増えます。
8 K → 1 → 8 K の順に変更できるのは、8 K → 1 と変更した後に設定を変更した場
合以外では、vxdg set を使った場合のみです。
p.115 の 「非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループへの変換」 を参照して
ください。
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CDS ディスクグループの分割
vxdg split コマンドでは、CDS ディスクグループを既存の CDS ディスクグループから

作成することができます。新しい（ターゲット）ディスクグループでは、もとの（ソース）ディス
クグループの CDS 属性とアラインメントの設定が保持されます。
CDS ディスクグループを分割するには
■

CDS ディスクグループを分割するには、vxdg split コマンドを実行します。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間のオブジェクト
の移動
オブジェクトを移動先の CDS ディスクグループに移動できるようにするには、移動元の非
CDS ディスクグループのアラインメントを 8 K に設定する必要があります。オブジェクトが、
CDS ディスクグループから、アラインメント値が 1 の非 CDS ディスクグループに移動して
も、移動先のディスクグループのアラインメントは変わりません。
CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには
■

CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには、
vxdg move コマンドを実行します。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

CDS ディスクグループ間のオブジェクトの移動
CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動した結果、ディスクグループのアラインメン
トは変わりません。
CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには
■

CDS ディスクグループ間でオブジェクトを移動するには、vxdg move コマンドを使い
ます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

ディスクグループの結合
2 つの CDS ディスクグループの結合または 2 つの非 CDS ディスクグループの結合は可
能ですが、CDS ディスクグループと非 CDS ディスクグループの結合は不可能です。2 つ
の非 CDS ディスクグループのアラインメント値が異なる場合、結合されたディスクグルー
プのアラインメントは 1 に設定され、情報メッセージが表示されます。
2 つのディスクグループを結合するには
■

2 つのディスクグループを結合するには、vxdg join コマンドを使います。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
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ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定の変更
ディスクグループ作成のためのデフォルトの CDS 設定を変更するには
■ /etc/default/vxdg

ファイルを編集し、CDS 属性の設定を変更します。

非 CDS ディスクグループの作成
バージョン 110 より前のディスクグループはインポートされるときにアラインメント値 1 が設
定されます。このディスクグループでは、dg_align 値が設定データベースに格納されて
いないためです。
バージョン 110 より前の非 CDS ディスクグループを作成するには
■

次の vxdg コマンドを入力します。
# vxdg -T version init diskgroup disk_name=disk_access_name

古いバージョンの非 CDS ディスクグループのアップグレード
CDS 以外の新しい機能を使うために、バージョン 110 よりも前の非 CDS ディスクグルー
プをアップグレードすることが必要になる場合があります。ディスクグループがアップグレー
ドされた後、cds 属性は off に設定され、ディスクグループのアラインメントは 1 になりま
す。
メモ: また、CDS 機能を使うには、（vxcdsconvert ユーティリティを使って）ディスクグ
ループ変換を実行する必要があります。
バージョン 110 よりも前の非 CDS ディスクグループをアップグレードするには
■

次の vxdg コマンドを入力します。
# vxdg upgrade diskgroup

CDS ディスクグループ内のディスクの交換
メモ: CDS ディスクグループのディスクの交換には、非 CDS ディスクは使えません。
CDS ディスクグループ内のディスクを交換するには
■

次のコマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup -k rmdisk disk_name
# vxdg -g diskgroup -k adddisk disk_name=disk_access_name
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-k オプションを指定すると、交換されるディスクのディスクメディアレコードが保持され

再利用されます。次の例は、ディスクデバイス disk21 がディスク mydg01 に再度割り
当てられることを示します。
# vxdg -g diskgroup -k rmdisk mydg01
# vxdg -g diskgroup -k adddisk mydg01=disk21

その他のオペレーティングシステムの場合は、適切なデバイス名形式を使います。

CDS ディスクグループの最大デバイス数の設定
CDS ディスクグループ内に作成できるデバイスの最大数を設定するには
■

次の vxdg set コマンドを入力します。
# vxdg -g diskgroup set maxdev=max-devices
maxdev 属性には、現在ディスクグループに含まれているデバイスの数より大きい正

の整数を指定できます。

DRL マップサイズとログサイズの変更
ログやマップのサイズを指定せずに新規作成したボリュームで DRL が有効になっている
場合は、デフォルト値が使われます。vxassist、vxvol、および vxmake の各コマンドに
logmap_len 属性と loglen 属性を指定すると、DRL マップと DRL ログサイズを設定で
きます。これらの属性は、個別に使うことも他の属性と一緒に使うこともできます。
DRL マップサイズと DRL ログサイズを変更できるのは、ボリュームが DISABLED 状態
で、かつ DRL マップが使われていない場合のみです。CDS ディスクグループ内のボリュー
ムに対してのみ、DRL マップサイズを変更できます。
logmap_len 属性には、DRL のログサイズをバイト単位で指定します。この属性には、

ディスクのマップで使っているバイト数より大きい値は指定できません。
DRL マップサイズとログサイズを変更するには
■

次のコマンドを使ってログを削除し、再構築します。
# vxassist -g diskgroup remove log volume nlog=0
# vxassist -g diskgroup addlog volume nlog=nlogs ¥
logtype=drl logmap_len=len-bytes [loglen=len-blocks]

次の制限に注意してください
logmap_len のみを指定した場合

DRL ログサイズはデフォルト値（33 * ディス
クグループアラインメント）に設定されます。
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logmap_len が DRL ログサイズの 2 分の
1 より大きい場合

このコマンドは失敗します。この場合は、
loglen の値を十分に大きくするか、
logmap_len の値を小さくする必要があり
ます。

CDS ディスクグループの場合

DRL のマップとログのサイズは、2 *（ディス
クグループアラインメント）の最小値に設定さ
れます。

DRL ログを含むボリュームの作成
vxassist コマンドを使って、従来の DRL ログが含まれるボリュームを作成するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxassist -g diskgroup make volume length mirror=2 ¥
logtype=drl [loglen=len-blocks] [logmap_len=len-bytes]

このコマンドを実行すると、それぞれが DRL ログと同じサイズになっているログサブ
ディスクが作成されます。
次の制限に注意してください
logmap_len と loglen のいずれも指定して ■ loglen にはディスクグループアライン
いない場合
メントに基づくデフォルト値が設定されま
す。
■ maplen には適切な値が設定されます。
loglen のみを指定した場合

logmap_len のみを指定した場合

■

バージョン 110 より前のディスクグルー
プでは、maplen に 0 が設定されます。

■

バージョン 110 以降のディスクグループ
では、maplen は、ディスクのマップに使
える全バイトを使うように設定されます。

バージョン 110 より前のディスクグルー
プでは、logmap_len は適用されませ
ん。
■ バージョン 110 以降のディスクグループ
では、maplen には、デフォルトのログサ
イズに対応するディスクのマップに使え
るバイト数より小さい値になります。
■
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DRL マップサイズの設定
DRL マップサイズを設定するには

1

ボリュームを停止して DRL を非活性状態にします。

2

次のようにコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup set [loglen=len-blocks] ¥
[logmap_len=len-bytes] volume

このコマンドを実行しても既存の DRL マップサイズは変わりません。
次の制限に注意してください
logmap_len と loglen の両方を指定した場 ■ logmap_len が loglen/2 より大き
合
い場合、vxvol は失敗し、エラーメッ
セージが表示されます。この場合、
loglen の値を十分に大きくするか、
logmap_len の値を小さくします。

logmap_len を指定した場合

■

logmap_len には、ディスクのマップ
に使われているバイト数を超える値は
指定できません。

■

値はログサイズに制約されます。また、
ディスクのマップに使われているサイズ
を超える値は指定できません。ディスク
のマップに使われているサイズ（ブロッ
ク単位）は、次の式を使って計算できま
す。
loglen/nmaps を四捨五入した値
- 24

ここで nmaps は、専用ディスクグルー
プの場合は 2、共有ディスクグループ
の場合は 33 になります。
■ logmap_len には、ディスクのマップ
に使われているバイト数を超える値は
指定できません。
loglen を指定した場合

ディスクグループのアラインメント値の
2 倍より小さい値を指定すると、エラー
メッセージが表示されます。
■ 値はログサブディスクのサイズに制約さ
れます。
■
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情報の表示
この項では、次のタスクについて説明します。
■

「ディスクグループの CDS 属性の設定の確認」

■

「CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示」

■

「従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントの表示」

■

「ディスクグループのアラインメントの表示」

■

「ログマップサイズとログマップアラインメントの表示」

■

「512 バイト単位での、オフセットとサイズの情報の表示」

ディスクグループの CDS 属性の設定の確認
ディスクグループの CDS 属性の設定を確認するには
■

CDS 属性の設定を確認するには、次の例のように vxdg list コマンドまたは vxprint
コマンドを実行します。
# vxdg list
NAME
dgTestSol2

STATE
enabled,cds

ID
1063238039.206.vmesc1

# vxdg list dgTestSol2
Group:
dgid:
import-id:
flags:
version:
alignment:
.
.
.

dgTestSol2
1063238039.206.vmesc1
1024.205
cds
110
8192 (bytes)

# vxprint -F %cds -G -g dgTestSol2
on

ディスクグループ dgTestSol2 は、CDS フラグセットを保持していると示されます。
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CDS ディスクグループの最大デバイス数の表示
CDS ディスクグループの最大デバイス数を表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -G -F %maxdev

従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントの表示
従来の DRL ログのマップサイズとマップアラインメントを表示するには
■

次のコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -vl volume
# vxprint -g diskgroup -vF '%name %logmap_len %logmap_align' ¥
volume

ディスクグループのアラインメントの表示
ディスクグループのアラインメントを表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -G -F %align

ディスクグループのレコード情報を出力する vxprint や vxdg list などのユーティ
リティでは、ディスクグループのアラインメントも出力されます。

ログマップサイズとログマップアラインメントの表示
ログマップサイズとログマップアラインメントを表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# vxprint -g diskgroup -lv volume

たとえば、ディスクグループ dg1 のボリューム vol1 の情報を出力するには次のように
入力します。
# vxprint -g dg1 -lv vol1

次のように出力されます。
logging: type=REGION loglen=0 serial=0/0 mapalign=0
maplen=0 (disabled)
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この出力は、ログマップアラインメント（logmap_align）の値が 0、およびログマップサ
イズ（logmap_len）の値が 0 であることを示しています。
ログマップが設定されて有効になっている場合は、次の形式のコマンドを使うこともで
きます。その場合の出力結果も次に示します。
# vxprint -lv drlvol
Disk group: dgTestSol
Volume:
drlvol
info:
len=20480
type:
usetype=fsgen
state:
state=ACTIVE kernel=ENABLED cdsrecovery=0/0 (clean)
assoc:
plexes=drlvol-01,drlvol-02,drlvol-03
policies: read=SELECT (round-robin) exceptions=GEN_DET_SPARSE
flags:
closed writecopy writeback
logging: type=REGION loglen=528 serial=0/0 mapalign=16
maplen=512 (enabled)
apprecov: seqno=0/0
recovery: mode=default
recov_id=0
device: minor=46000 bdev=212/46000 cdev=212/46000
path=/dev/vx/dsk/dgTestSol/drlvol
perms:
user=root group=root mode=0600
guid: {d968de3e-1dd1-11b2-8fc1-080020d223e5}

512 バイト単位での、オフセットとサイズの情報の表示
512 バイト単位で、オフセットとサイズの情報を表示するには
■

次の例のように、-b オプションを vxprint コマンドと vxdisk コマンドに指定します。
# vxprint -bm
# vxdisk -b list
-b オプションを指定することにより、異なるプラットフォームでも一貫した出力を得るこ

とができます。-b オプションを指定しない場合、情報はセクタ単位で出力されます。
セクタごとのバイト数はプラットフォーム間で異なります。
vxprint -bm または vxdisk -b list コマンドを使うと、出力に接尾辞 b が含まれる
ため、出力を vxmake にフィードバックできます。

共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モード
共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モードには、プラットフォームによって
異なるカーネル内のローカルポリシーが関係します。すなわち、共有ディスクグループの
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活性化に関する動作は、ディスクグループ作成時のプラットフォームに関係なくインポー
ト先のプラットフォームによって決まることになります。具体的には、HP-UX の場合を除
き、共有ディスクグループをインポートするとボリュームが活性状態になり、共有書き込み
が有効になります。HP-UX の場合は共有ボリュームが非活性状態になるため、共有書き
込み操作を行うには別のアクションで活性化する必要があります。

CDS ディスクグループのインポートに関するその他の注意事項
ターゲットシステムを最後に再ブートしてからディスクの構成が変更された場合、CDS を
使って異なったオペレーティングシステム間でディスクグループを移動する前に次の点を
考慮する必要があります。
ターゲットシステムで
ディスクが認識され
るかどうかを考慮しま
す。

たとえば、システムの起動時にディスクが物理的に（ケーブルを使って）接続
されていなかった、または論理的に（FC ゾーン設定または LUN マスキング
を使って）接続されていなかった可能性があるが、後でシステムを再ブート
しなくても接続されることがあります。これは、新しいストレージをオンラインに
した場合や、既存のストレージに別の DMP パスを追加した場合に発生する
ことがあります。ターゲットシステムでは、新しいストレージが存在することが、
オペレーティングシステムと VxVM の両方に通知される必要があります。適
切なコマンドを実行して、ストレージを検索するようオペレーティングシステム
に指示します。（Linux の場合、ホストアダプタのサポートされている機能に
よっては、ターゲットシステムを再ブートしてこの通知を実行する必要があり
ます）。この操作を実行するためには、次のいずれかのコマンドをターゲット
システムに対して実行して、VxVM にストレージを認識させます。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks

ディスクにパーティ
ションまたはスライス
が含まれているかど
うかを考慮します。

Solaris および Linux オペレーティングシステムでは、ディスクのパーティ
ションまたはスライスに関する情報が管理されます。ターゲットシステムの再
起動後にディスクのパーティションを再設定する場合は、適切なコマンドを
実行して、オペレーティングシステムにディスクの TOC またはパーティション
テーブルを再スキャンするよう指示します。たとえば、ターゲットの Linux シ
ステムに対して次のコマンドを実行します。
# blockdev --rereadpt
この操作を実行するためには、次のいずれかのコマンドをターゲットシステ
ムに対して実行して、VxVM にストレージを認識させます。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks
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ターゲットシステムを
最後に起動してから
ディスクの形式を変
更したかどうかを考
慮します。

たとえば、あるシステムに対して vxdisksetup -i コマンドを実行して
VxVM 用にディスクをフォーマットした場合、ターゲットシステムに対して
vxdisk list コマンドを実行すると、ディスク形式は auto:none のままで
表示されます。このような場合は、ターゲットシステムに対して次のいずれか
のコマンドを実行して、VxVM にディスクの形式を再度チェックするよう指示
します。
# vxdctl enable
# vxdisk scandisks

ファイルシステムに関する考慮事項
ファイルシステム内のデータに関する考慮事項
データを異なるシステム間で移動する場合、ファイルシステム内のデータがアクセスに適
した形式ではない可能性があります。たとえば、独自のバイナリ形式で格納されているファ
イルは通常、移行先のプラットフォームで使うには変換する必要があります。異なるシステ
ム間でファイルシステムを移動する場合、データベースが格納されているファイルの形式
が、それらの各システムで同じバイト順が使われているとしても、アクセス可能な標準の形
式ではない可能性があります。顕著な例外として、Oracle 10g のクロスプラットフォーム
のトランスポータブル表領域（Cross-Platform Transportable Tablespace）機能があり
ます。この機能を使えば、多くのプラットフォーム間で一貫性のある形式が提供されます。
単純な ASCII ファイルのように、元々の特性として移植可能なデータもあります。移植可
能に設計されているデータもあります。この場合、作成されたシステムの種類に関係なく、
アプリケーションはデータにアクセスできます。このようなデータの例としては、Adobe PDF
ファイルがあります。
CDS 機能ではエンドユーザーのデータは変換されません。このようなデータはファイルシ
ステムによって解釈されません。データ形式に関する情報を持っているのは個々のアプ
リケーションのみであるため、アプリケーションとエンドユーザー側でこの問題に取り組む
必要があります。これは CDS 固有の問題ではなく、異種システム間でのデータ移動にお
いて常に付随する問題です。
異なる種類のシステム上で解釈または操作できないデータが格納されているファイルシ
ステムの場合でも、データの移動に CDS 機能を使う理由はあります。たとえば、ファイル
システムをバックアップする際にサーバーにかかる負荷を減らす目的や、ファイルシステ
ムのバックアップ先のシステムに直接テープドライブが接続されている事情から、ファイル
システムを主に使う場所からオフラインにする必要がある場合は、CDS を使ってファイル
システムを移動するのが適切です。
1 つの例としては、様々なファイルシステムを備え、ネットワーク上でそれらを提供する主
要ファイルサーバーが考えられます。サーバーの負荷を減らすために別のオペレーティ
ングシステムを搭載した 2 台目のファイルサーバーシステムを購入した場合、データがも
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とのファイルサーバーと新しいファイルサーバーのどちらかで解釈または使えない形式で
あっても、ネットワーク上の別の物理ストレージにデータを移動する代わりに、CDS を使っ
てファイルシステムを移行することができます。このようなシナリオは、データが PC 上で実
行中のソフトウェアのみによってアクセスまたは解釈可能で、ファイルサーバーが UNIX
または Linux ベースである場合に多く発生します。

ファイルシステムの移行
ファイルシステムの移行とは、ファイルシステムへのアクセスを停止し、別のコンピュータ
システムからファイルシステムにアクセスするために運用を再開することに関連したシステ
ム管理操作です。ファイルシステムを別のシステムに完全に移行し、将来的にファイルシ
ステムをもとのシステムまたは別のシステムに戻す必要がない場合などは、ファイルシス
テムの移行を 1 回のみ実行します。このようなファイルシステムの移行を、「1 回のみの
ファイルシステム移行」といいます。複数のシステム間で継続的にファイルシステムを移行
することが必要な場合は、「継続的なファイルシステム移行」といいます。次の項で説明す
るように、移行の種類によって必要なアクションは異なります。

移行先の指定
CDS コマンドによって実行するほとんどの操作では、次の形式で、ファイルシステムの移
行先を指定子によって指定する必要があります。
os_name=name[,os_rel=release][,arch=arch_name]
[,vxfs_version=version][,bits=nbits]

CDS コマンドには、次の移行先の指定子が必要です
os_name=name

ファイルシステムの移行先にする予定のオペレーティングシステ
ムの名前を指定します。指定できる値は、HP-UX、AIX、SunOS、
Linux のいずれかです。移行先を指定する場合は、os_name
フィールドを指定する必要があります。

os_rel=release

移行先のオペレーティングシステムのリリースバージョンを指定し
ます。たとえば、11.31 を指定します。

arch=arch_name

移行先のアーキテクチャを指定します。たとえば、HP-UX の場合
は ia または pa を指定します。

vxfs_version=version

移行先で使用中の VxFS リリースバージョンを指定します。たと
えば、5.1 を指定します。

bits=nbits

移行先のカーネルのビット数を指定します。移行先で 32 ビット
カーネルと 64 ビットカーネルのどちらが実行されているかを示す
ため、nbits には 32 または 64 を指定できます。
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os_name は、移行先を指定できるすべての fscdsadm 呼び出しで指定する必要がありま

すが、他の移行先の指定子はすべて省略可能で、ユーザーが移行先の指定を微調整
するために利用可能です。
CDS コマンドは、デフォルトの CDS 制限ファイルである /etc/vx/cdslimitstab で利
用可能な制限情報を使います。省略可能な移行先指定子の値が指定されていない場
合、fscdsadm は制限ファイルで利用可能な、移行先に最もふさわしい情報に基づいて、
指定された移行先のデフォルトを選択して CDS の操作を続けます。選択されたデフォル
トは、移行を続ける前にユーザーに表示されます。
メモ: デフォルトの CDS 制限情報ファイルの /etc/vx/cdslimitstab は、VxFS パッケー
ジの一部としてインストールされます。このファイルの内容は、VxFS CDS コマンドによっ
て使われるので改変しないでください。

移行先の指定例
以下に、移行先の指定例を示します。
os_name=AIX

移行先のオペレーティングシステムを指定し、残りの指定子には
デフォルトを使います。

os_name=HP-UX,
os_rel=11.23,
arch=ia,
vxfs_version=5.0,
bits=64

移行先のオペレーティングシステム、オペレーティングシステムの
リリースバージョン、アーキテクチャ、VxFS のバージョン、カーネ
ルのビット数を指定します。

os_name=SunOS,
arch=sparc

移行先のオペレーティングシステムとアーキテクチャを指定しま
す。

os_name=Linux,
bits=32

移行先のオペレーティングシステムとカーネルのビット数を指定
します。

fscdsadm コマンドの使用
fscdsadm コマンドを使って、次の CDS 操作を実行できます。
■

「メタデータの制限を超えていないことの確認」

■

「移行先オペレーティングシステムのリストの管理」

■

「指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用する」

■

「指定された CDS 制限をファイルシステムで無視する」
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■

「ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性確認」

■

「ファイルシステムの CDS 状態の表示」

メタデータの制限を超えていないことの確認
メタデータの制限を超えていないことを確認するには
■

指定された移行先オペレーティングシステムの制限を超えるメタデータが含まれてい
るファイルシステムエンティティがあるかどうかを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
# fscdsadm -v -t target mount_point

移行先オペレーティングシステムのリストの管理
複数のシステム間で継続してファイルシステムを移行する場合、それに関連するオペレー
ティングシステムの種類は target_list ファイルで管理します。移行先の種類を認識す
ることで、VxFS ではすべての移行先に該当するファイルシステムの制限を確認できます。
強制的に適用されるファイルシステム制限は、ファイルサイズ、ユーザー ID およびグルー
プ ID です。 target_list ファイルの内容は、fscdsadm コマンドによって以下のように
操作します。

移行先オペレーティングシステムのリストへのエントリの追加
移行先オペレーティングシステムのリストにエントリを追加するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o add -t target mount_point

p.134 の 「移行先の指定」 を参照してください。

移行先オペレーティングシステムのリストからのエントリの削除
移行先オペレーティングシステムのリストからエントリを削除するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o remove -t target mount_point

p.134 の 「移行先の指定」 を参照してください。

移行先オペレーティングシステムのリストからの全エントリの削除
移行先オペレーティングシステムのリストから全エントリを削除するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o none mount_point

第 5 章 Cross-Platform Data Sharing の使用
ファイルシステムに関する考慮事項

移行先オペレーティングシステムのリストの表示
すべての移行先オペレーティングシステムのリストを表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -o list mount_point

指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用する
デフォルトでは、CDS は、target_list ファイルに一覧表示された移行先オペレーティ
ングシステムに含まれる制限を無視します。
指定された CDS 制限をファイルシステムで強制的に適用するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -l enforce mount_point

指定された CDS 制限をファイルシステムで無視する
デフォルトでは、CDS は、target_list ファイルに一覧表示された移行先オペレーティ
ングシステムに含まれる制限を無視します。
指定された CDS 制限をファイルシステムで無視するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -l ignore mount_point

ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性確
認
ファイルシステムの移行先オペレーティングシステムの有効性を確認するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -v mount_point

ファイルシステムの CDS 状態の表示
ファイルシステムで管理されている CDS 状態には次の情報が含まれます。
■ target_list

ファイル

■ target_list

ファイルに含まれる制限

■

制限が強制的に適用されるか無視されるか

137

138

第 5 章 Cross-Platform Data Sharing の使用
ファイルシステムに関する考慮事項

ファイルに一覧表示されたすべての移行先オペレーティングシステム
について、すべてのファイルが CDS 制限の対象であるか

■ target_list

ファイルシステムの CDS 状態を表示するには
■

次のようにコマンドを入力します。
# fscdsadm -s mount_point

1 回のみのファイルシステム移行
2 つのオペレーティングシステム間で実施する 1 回のみのデータ移行の例を次に示しま
す。次に示す手順では、ファイルシステムのバックアップの作成が必要となる場合があり
ます。処理を簡素化するには、手順ごとにバックアップを複数作成するのではなく、手順
を開始する前にバックアップを 1 つ作成します。
1 回のみの移行を実行するには

1

基盤として使う Volume Manager ストレージが CDS ディスクグループに含まれてい
ない場合は、最初に CDS ディスクグループにアップグレードして、システム間でのス
トレージの物理的な移行に関する他のすべての物理的な考慮事項に対処しておく
必要があります。
p.115 の 「非 CDS ディスクグループから CDS ディスクグループへの変換」 を参照し
てください。

2

ファイルシステムでバージョン 7 より前のディスクレイアウトを使っている場合は、ファ
イルシステムをバージョン 7 にアップグレードします。
『Veritas Storage Foundation インストールガイド』を参照してください。

3

データの移行後に、ファイルサイズが大きすぎることや、プラットフォーム間でユー
ザー ID とグループ ID が異なることが原因で、アクセス不可能になるファイルがファ
イルシステム内に存在しないことを確認するために、次のコマンドを実行します。
# fscdsadm -v -t target mount_point

アクセス不可能なファイルが存在する場合は、そのファイルを別のファイルシステム
に移動するか、ファイルのサイズを小さくします。

4

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

5

fscdsconv コマンドを使い、ファイルシステムをもう一方のエンディアンに変換しま

す。
p.141 の 「ファイルシステムのバイト順の変更」 を参照してください。
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6

その他の物理ストレージの接続問題を解決した後で、もとのシステムからディスクグ
ループをエクスポートし、ターゲットシステムにディスクグループをインポートして、ア
クセス可能な物理ストレージおよび Volume Manager 論理ストレージを Linux シス
テム上に作成します。
p.120 の 「ディスクの操作」 を参照してください。

7

ファイルシステムをターゲットシステムにマウントします。

継続的なファイルシステムの移行
この例では、継続的にプラットフォーム間でファイルシステムを移行する方法について説
明します。次に示す手順では、ファイルシステムのバックアップの作成が必要となる場合
があります。処理を簡素化するには、手順ごとにバックアップを複数作成するのではなく、
手順を開始する前にバックアップを 1 つ作成します。
継続的な移行を実行するには

1

データの移行後に、ファイルサイズが大きすぎることや、プラットフォーム間でユー
ザー ID とグループ ID が異なることが原因で、アクセス不可能になるファイルがファ
イルシステム内に存在しないことを確認するために、次のコマンドを実行します。
# fscdsadm -v -t target mount_point

アクセス不可能なファイルが存在する場合は、そのファイルを別のファイルシステム
に移動するか、ファイルのサイズを小さくします。

2

プラットフォームを target_list ファイルに追加します。
■

Solaris と Linux 間でファイルシステムを移行する場合は、SunOS と Linux を
target_list ファイルに追加します。
# fscdsadm -o add -t os_name=SunOS /mnt1
# fscdsadm -o add -t os_name=Linux /mnt1

■

HP-UX と Linux 間でファイルシステムを移行する場合は、HP-UX と Linux を
target_list ファイルに追加します。
# fscdsadm -o add -t os_name=HP-UX /mnt1
# fscdsadm -o add -t os_name=Linux /mnt1

3

次のように制限を強制的に適用します。
# fscdsadm -l enforce mount_point

これで準備手順は終わりです。ファイルシステムを移行するときには、ファイルシステ
ムをマウント解除してから、ストレージをターゲットシステムに移動してマウントする必
要があります。
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4

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

5

ファイルシステムを、指定した移行先で使うのに適した状態にします。
p.141 の 「ファイルシステムのバイト順の変更」 を参照してください。

6

その他の物理ストレージの接続問題を解決した後で、もとのシステムからディスクグ
ループをエクスポートし、ターゲットシステムにディスクグループをインポートして、ア
クセス可能な物理ストレージおよび Volume Manager 論理ストレージをシステム上
に作成します。
p.120 の 「ディスクの操作」 を参照してください。

7

ファイルシステムをターゲットシステムにマウントします。

継続的な移行の中止
継続的な移行を中止するには
◆

次のコマンドを入力します。
# fscdsadm -l ignore mount_point
# fscdsadm -o none mount_point

ファイルシステムは現在のシステムに残ります。

ファイルシステムの変換時期
2 つのシステム間でファイルシステムを移動するときには、fscdsconv コマンドを実行し、
ファイルシステムの移行タスクをすべて実行することが不可欠です。fscdsconv コマンド
は、移行先で確立された CDS の制限をファイルシステムが超えないようにファイルシステ
ムの有効性を確認し、移行先のバイト順が現在のシステムのバイト順と逆であれば、ファ
イルシステムのバイト順を変換します。
警告: VxFS 4.0 より前、およびディスクレイアウトバージョン 6 より前では、VxFS の異なる
プラットフォーム間でのファイルシステムの移動については、多くの場合で問題はなかっ
たものの、公式にはサポートされていませんでした。バージョン 4 より前の VxFS を使うと
き、またはバージョン 6 より前のディスクレイアウトを使うときは、プラットフォーム間でファ
イルシステムを移動しないでください。代わりに VxFS 4.0 以降、またはバージョン 6 以降
のディスクレイアウトにアップグレードしてください。クロスプラットフォーム間で移動する前
にアップグレードが失敗すると、データの損失や破損が発生する可能性があります。
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ファイルシステムのバイト順の変更
fscdsconv コマンドを使い、ファイルシステムを一方のシステムからもう一方に移行しま

す。
ファイルシステムのバイト順を変更するには

1

移行するファイルシステムのディスクレイアウトのバージョンを確認します。
# fstyp -v /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume | grep version
magic a501fcf5 version 7 ctime Thu Jun 1 16:16:53 2006

変換可能なファイルシステムは、バージョン 6 以降のディスクレイアウトを持つファイ
ルシステムのみです。ファイルシステムのディスクレイアウトがバージョン 6 より前で
ある場合は、作業を続行する前にファイルシステムをバージョン 6 または 7 に変換
してください。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。
vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

2

ファイルシステムのフルバックアップを実行します。このバックアップを行わないと、
バックアップからのリストアが必要となるような障害が発生した場合に、データが損失
または破損する可能性があります。

3

変換処理が失敗した場合に使うリカバリ情報を格納するファイル（fscdsconv の実
行で作成）を保存するのに十分な空き領域を持つファイルシステムを指定します。
ミラー化されている場合など、変換するファイルシステムの特性によっては、同じレベ
ルの耐障害性を持つファイルシステムにリカバリファイルを保存するよう指定すること
もできます。同じレベルの耐障害性を持つことで、バックアップからのリストアが必要
となるような障害の発生頻度を抑えることができます。

4

変換するファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point
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5

fscdsconv コマンドを使い、該当するファイルシステムを必要な移行先に次のように

エクスポートします。
# fscdsconv -f recovery_file -t target -e special_device
target は、移行しようとしているファイルシステムの移行先を指定します。

p.134 の 「移行先の指定」 を参照してください。
recovery_file は fscdsconv コマンドによって作成されるリカバリファイルの名前

です。special_device は、変換するファイルシステムが格納されている raw デバ
イスまたはボリュームです。
リカバリファイルを指定するときには、3 で選択したファイルシステムを含めます。
たとえば、リカバリファイルの保存先として選択したファイルシステムが /data/fs3
にマウントされている場合、リカバリファイルを /data/fs3/jan04recovery のよう
に指定します。選択したファイルシステムに、リカバリファイルの作成に十分なディス
ク領域がない場合、変換処理は中断され、ファイルシステムは変換されません。
リカバリファイルは障害発生後のリカバリ目的に使われるだけでなく、変換処理の実
行にも使われます。データ損失やセキュリティ違反が発生する可能性があるため、リ
カバリファイルが格納されるディレクトリは、システム管理者以外のユーザーがファイ
ルを削除または置換できないように設定する必要があります。リカバリファイルは、シ
ステムの再ブート後にファイルを削除するシステムスクリプトまたはローカルスクリプト
の実行対象となるディレクトリ（Solaris OS の /tmp や /var/tmp など）には格納し
ないでください。
リカバリファイルは通常、スパースファイルです。このファイルのディスク使用効率を
最適化するには、次のコマンドを実行します。
# du -sk filename

リカバリファイルは、ファイルシステムのバイト順を、指定した移行先に適したバイト順
に変換する必要がある場合にのみ使われます。

6

複数のファイルシステムを同時に変換する場合は、ファイルシステムごとに異なるリ
カバリファイルの使用が必要となるため、後で障害からのリカバリが必要となるときに
備えて、リカバリファイルおよび対応する変換対象のファイルシステムの名前を記録
しておいてください。

7

fscdsconv は、移行先について指定された情報に基づいて完全な移行先を構築

および表示し、移行先に関するすべての詳細を確認するよう求めます。移行先を変
更する必要がある場合は、n を入力して、ファイルシステムを修正せずに fscdsconv
を終了してください。処理のこの時点では、fscdsconv は指定したリカバリファイル
を使っていません。
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8

指定した移行先にファイルシステムを移行するためにファイルシステムのバイト順を
変換する必要がある場合は、fscdsconv により、移行の確認を求めるプロンプトが
表示されます。ここで y を入力してファイルシステムのバイト順を変更します。バイト
順を変更する必要がない場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。

9

fscdsconv コマンドは、指定された移行先の最大ファイルサイズ、最大 UID、最大

GID の限度に違反したファイルがある場合はこれを通知するメッセージを表示し、処
理を続行するかどうかユーザーに確認を求めます。移行先の限度に違反したファイ
ルの訂正操作をする必要がある場合は、n を入力して fscdsconv を終了します。
処理のこの時点では、fscdsconv は指定したリカバリファイルを使っていません。
移行によってファイルシステムのバイト順が変換された場合は、fscdsconv がリカバ
リファイルを作成しています。リカバリファイルは移行完了後に削除されず、後で必
要になった場合は、リカバリファイルを使ってファイルシステムをもとの状態にリストア
できます。

10 変換中に障害が発生した場合、次のいずれかの可能性があります。
■

システム障害
コマンドの障害（プログラムの欠陥またはユーザー操作による異常
終了が原因）

■ fscdsconv

以上のような場合、変換中のファイルシステムは他の VxFS ユーティリティを使って
正常にマウントまたはアクセスできなくなります。ファイルシステムのリカバリを実行す
るには、次のようにリカバリフラグ -r を指定して fscdsconv コマンドを実行します。
# fscdsconv -r -f recovery_file special_device
-r フラグを指定して fscdsconv コマンドを実行する場合は、リカバリファイルが存

在しており、変換対象のファイルシステムが fscdsconv の 2 回目の呼び出しで指
定されているのと同じファイルシステムである必要があります。

11

-r フラグを指定して fscdsconv を実行すると、変換が再開し、正常に完了します。

それでも障害が発生する場合は、10 を繰り返します。
リカバリファイルを格納するディスクに障害が発生したなど、状況によっては、バック
アップからファイルシステムをリストアする必要があります。バックアップを作成してい
なかった場合、ファイルシステムの全データが失われる可能性があります。また、ファ
イルシステムが格納されているデバイス上で I/O エラーが発生した場合も、物理デ
バイスの問題を解決した後にバックアップからのリストアが必要となる可能性がありま
す。これら以外にも、バックアップの使用が必要となる障害の原因が存在する可能
性があります。
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別のファイルシステムからのファイルのインポートとマウント
fscdsconv コマンドは、以前に別のシステムで使われていたファイルシステムのファイル

をインポートしたりマウントしたりすることができます。
別のファイルシステムからファイルをインポート、マウントするには
◆

次のように入力して、ファイルシステムを変換します。
# fscdsconv -f recovery_file -i special_device
ファイルシステムのバイト順 fscdsconv によりプロンプトが表示されたときに、y を入力して
を変更する必要がある場合 ファイルシステムのバイト順を変更します。移行によってファイル
システムのバイト順が変更される場合、fscdsconv によってリカ
バリファイルが作成されます。このファイルは移行完了後も保持
されます。必要な場合は、後でこのファイルを使ってファイルシ
ステムをもとの状態にリストアできます。
ファイルシステムのバイト順 ファイルシステムのバイト順を変更する必要がないことを示すメッ
を変更する必要がない場 セージが表示されます。
合

アラインメント値とブロックサイズ
AIX、Linux および Solaris オペレーティングシステムでは、アラインメント値 1 は、ブロッ
クサイズ 512 バイトに相当します。HP-UX オペレーティングシステムでは、ブロックサイズ
1024 に相当します。
HP-UX のブロックサイズは、サポートされている他のプラットフォームのブロックサイズと
異なります。そのため、HP-UX では、-b オプションを指定せずに vxdisk や vxprint
などのコマンドを実行した場合の出力は、ディスクグループが同じであっても異なります。

共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モード
共有ディスクグループのデフォルトのアクティブ化モードは、プラットフォームによって異
なるカーネル内のローカルポリシーです。共有ディスクグループの活性化に関する動作
は、ディスクグループ作成時のプラットフォームに関係なくインポート先のプラットフォーム
によって決まることになります。具体的には、HP-UX の場合を除き、共有ディスクグルー
プをインポートするとボリュームが活性状態になり、共有書き込みが有効になります。
HP-UX の場合は共有ボリュームが非活性状態になるため、共有書き込み操作を行うに
は別のアクションで活性化する必要があります。
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ディスクグループアラインメントとカプセル化されたディス
ク
Solaris OS では、ネイティブのファイルシステムはすべてシリンダ境界にアラインメントさ
れます。このようなディスクをカプセル化すると、その結果作成されるサブディスクもシリン
ダ境界にアラインメントされることになります。この場合は通常、8 K ではなく、1 K でアラ
インメントされます。カプセル化プロセスではデータの位置があらかじめ定義されているた
め、ディスク上のどの位置にサブディスクを配置するかを自由に選択することはできませ
ん。アラインメントの競合が発生した場合は、ユーザーの操作が必要になります。DG アラ
インメントが 8 K の場合は、シリンダのサイズが 8 K ブロックの偶数倍であることが条件に
なるため、失敗する可能性が高くなります。

Linux と Linux 以外のマシン間でのディスクグループの
インポート
通常、Linux 以外のシステムで作成されたディスクグループには、1000 より大きいデバ
イス番号が割り当てられます。このディスクグループを 2.6 より前のカーネルを搭載した
Linux マシンにインポートすると、各デバイスには 256 未満のマイナー番号が再度割り
当てられます。
Linux システムのディスクグループを Linux 以外のシステムにインポートすると、すべて
のデバイス番号は 256 未満となります。これらのデバイスが使用可能な場合（つまり、イ
ンポートされたブートディスクグループ内のデバイスと競合しない場合）、これらのデバイ
ス番号はそのまま使われます。使えない場合は新しいデバイス番号が再度割り当てられ
ます。
1 つのディスクグループ内のデバイス数が特定のプラットフォームの最大デバイス数を超
える場合、 そのディスクグループを該当するプラットフォームにインポートすることはでき
ません。これは、インポートを行うと VxVM ドライバの使用可能なマイナーデバイスをす
べて使ってしまうためです。マイナー番号の枯渇は同じような環境でも起きることがありま
すが、2.6 より前のカーネルを搭載した Linux のように、サポートされる最大デバイス数の
値が大きく異なるプラットフォーム間で、より顕著に見られます。このような差異がある場合
は、異なるプラットフォーム間のディスクグループのフェールオーバーやリカバリにおい
て、サポートされる最大デバイス数の値が小さいプラットフォームほど有効性が低くなりま
す。
メモ: ディスクグループの maxdev 属性を使うと、2.6 より前のカーネル搭載の Linux 上で
CDS（Cross-Platform Data Sharing）ディスクグループのインポートを実行した場合に
最大デバイス数の超過が発生する可能性は低くなります。
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スナップショットボリュームの移行
この例では、VxFS ファイルシステムが含まれるスナップショットボリュームを Solaris SPARC
システム（ビッグエンディアン方式）または HP-UX システム（ビッグエンディアン方式）から
Linux システム（リトルエンディアン方式）に移行します。
スナップショットボリュームを移行するには

1

CDS ディスクグループ datadg に属するボリューム vol 内の既存のプレックスを基
にして、インスタントスナップショットボリューム snapvol を作成します。
# vxsnap -g datadg make source=vol/newvol=snapvol/nmirror=1

2

このボリュームに現在アクセスしているすべてのアプリケーションを中断します。たと
えば、データベーステーブルが存在するボリュームに対する更新処理を中断します。
ホットバックアップモードがあるデータベースでは、そのテーブルへの書き込みを一
時的に中断することによって、ボリュームの更新を中断する必要があります。

3

次のコマンドを実行して、スナップショットボリュームのプレックスを更新します。
# vxsnap -g datadg refresh snapvol source=yes syncing=yes

4

この時点で、中断していたアプリケーションを再開できます。
2 で、データベース側からのボリュームの更新を一時的に中断していた場合は、す
べてのテーブルのホットバックアップモードを解除します。

5

次の vxsnap syncwait コマンドを実行し、同期処理が完了するまで待ちます。
# vxsnap -g datadg syncwait snapvol

6

ファイルシステムの整合性を検査し、ファイルシステムを適切なマウントポイントにマ
ウントします。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/datadg/snapvol
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/datadg/snapvol /mnt

7

ファイルシステムを移行先オペレーティングシステムに変換できるかどうかを検査し
ます。
# fscdstask validate Linux /mnt

8

スナップショットをマウント解除します。
# umount /mnt
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ファイルシステムを逆のエンディアン方式に変換します。
# fscdsconv -f /tmp/fs_recov/recov.file /dev/vx/dsk/datadg/snapvol

この手順を実行する必要があるのは、移行元システムと移行先システムで使われて
いるエンディアン方式が異なる場合だけです。

10 スナップショットボリュームをディスクグループ migdg に移し、そのディスクグループ
をデポートします。
# vxdg split datadg migdg snapvol
# vxdg deport migdg

11 Linux システム上でディスクグループ migdg をインポートします。
# vxdg import migdg

Linux システム上でディスクを検出できるようにするため、Linux システムを再ブート
しなければならない場合があります。

12 次のコマンドを実行して、スナップショットボリュームをリカバリして再起動します。
# vxrecover -g migdg -m snapvol

13 ファイルシステムの整合性を検査し、ファイルシステムを適切なマウントポイントにマ
ウントします。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/migdg/snapvol
# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/migdg/snapvol /mnt
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6
Solaris Volume Manager か
ら VxVM への移行
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris Volume Manager からの移行について

■

Solaris Volume Manager オブジェクトから VxVM オブジェクトへのマップの形態

■

変換プロセスの概要

■

変換の計画

■

Solaris Volume Manager 設定の変換準備

■

Solaris Volume Manager 設定の変換用の設定

■

Solaris Volume Manager ソフトウェアから VxVM への変換

■

変換後タスク

■

ルートディスクの変換

Solaris Volume Manager からの移行について
Solaris Volume Manager から VxVM への移行は、Solaris 10 x64 ではサポートされ
ていません。
Veritas Volume Manager（VxVM）には、Sun Microsystems Solaris Volume Manager
ソフトウェア（Solstice Disk Suite™ とも呼ばれる）によって制御されているオブジェクト、
ファイルシステム、デバイスパーティションを VxVM 制御に変換できるユーティリティが用
意されています。このツールによって、すべての Solaris Volume Manager オブジェクト
が VxVM オブジェクトに変換され、Solaris Volume Manager ソフトウェアで使われてい
るファイルシステムとスワップデバイスのパーティションがカプセル化されます。変換は同
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じ場所で行われます。データを一時ストレージにコピーする必要はありません。変換後、
Solaris Volume Manager ソフトウェアは無効になり、削除できます。
変換ユーティリティには、次のような特性があります。
■

ユーティリティは VRTSvxvm パッケージに同梱されています。

■

Solaris Volume Manager の制御下にあるオブジェクトをすべて変換します。変換コ
マンドに、一部変換オプションはありません。

■

Solaris Volume Manager の制御下にあるルートディスクのみを VxVM に移動する
場合、推奨するルートディスク変換手順に従う必要があります。
p.164 の 「ルートディスクの変換」 を参照してください。
警告: 混在環境では変換ユーティリティを使えません。ルートディスクのみを Solaris
Volume Manager ソフトウェアから VxVM に移動した場合でも、後で変換ユーティリ
ティを使って他の Solaris Volume Manager オブジェクトを VxVM に移動することは
できません。

■

1 つのシステムに Solaris Volume Manager メタデバイスと VxVM オブジェクト（ディ
スクグループ、未使用プレックスなど）の両方が混在している環境では変換を実行で
きません。

■

Solaris Volume Manager メタデバイス上にあり、/etc/vfstab で指定されている
ファイルシステムはすべて VxVM の制御下に置かれます。

■

変換後も、Solaris Volume Manager ボリュームのオンディスクレイアウトが維持され、
VxVM でサポートされるレイアウトには整備されません。

■

変換ユーティリティでは、変換を元に戻せません。変換プロセスを開始した後で、
Solaris Volume Manager の設定に戻すための最適な方法は、バックアップからそ
の設定をリストアすることです。

■

RAID 5 ボリューム上で変換プロセスが開始されると、このボリュームのデータが再編
成されます。RAID 5 ボリュームから Solaris Volume Manager 制御に戻すには、
Solaris Volume Manager の設定とボリュームデータをバックアップからリストアする
しかありません。

■

Solaris Volume Manager ソフトウェアと VxVM に詳しいユーザーは、バックアップ
から Solaris Volume Manager を完全にリストアしなくても、変換を元に戻せる可能
性があります。ただし、RAID 5 ボリュームは必ずバックアップからリストアする必要が
あります。これは、変換ユーティリティが RAID 5 パリティを必ず再編成するためです。
手動で変換を元に戻す場合、リストアに必要な Solaris Volume Manager の設定情
報をすべて保存します。これには、各ディスクセットの metastat -p と metadb から
の出力、すべてのディスクの prtvtoc 出力が含まれます。
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■

Solaris Volume Manager メタデバイスが存在するディスク上にあり、/etc/vfstab
でファイルシステムとして指定されていないパーティションは、変換中に失われます。
ディスクを VxVM 制御に変換するとき、そのパーティションは空き領域と見なされま
す。パーティションが Oracle RAW 表領域データなどで使われている場合でも、パー
ティションは変換中にカプセル化されません。ディスクレイアウトが変化すると、RAW
パーティションは失われます。Solaris Volume Manager の制御下にあるパーティショ
ンをカプセル化し、その結果作成されたメタデバイスを変換できるようにするか、また
は、パーティションのバックアップを作成し、そのパーティション用に新しいボリューム
を作成し、変換後にそのパーティションをリストアしてください。

Solaris Volume Manager オブジェクトから VxVM オブ
ジェクトへのマップの形態
次の図は、変換プロセスで Solaris Volume Manager の連結/ストライプオブジェクトが
どのように VxVM オブジェクトにマップされるかを表しています。RAID 5 ボリュームとミ
ラーは、変換後も変化はありません。
図 6-1 は、連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトでカプセル化されて
いる 1 つの Solaris Volume Manager パーティションを示しています。
連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトでカプセル化
されている 1 つの Solaris Volume Manager パーティション

図 6-1

Solaris Volume Manager
d4: 連結/ストライプ
サイズ: 2095920 ブロック
ストライプ 0:
デバイス
c1t60d0s0

VxVM
ボリューム d4
プレックス d4-p (連結)
サブディスク
c1t60d0s0

このパーティションは、VxVM では 1 つの単純なボリュームになります。
図 6-2 は、連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトにある複数の 1 パー
ティション Solaris Volume Manager ストライプを示しています。
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連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトにある複数の
1 パーティション Solaris Volume Manager ストライプ

図 6-2

Solaris Volume Manager

VxVM
ボリューム d3

d3: 連結/ストライプConcat/stripe
サイズ: 2095920 ブロック

プレックス d3-p（連結）
ストライプ 0:
デバイス
c1t10d0s0

サブディスク
c1t10d0s0

サブディスク
c1t20d0s0

ストライプ 1:
デバイス
c1t20d0s0

このストライプは、VxVM では 1 つの連結プレックスになります。
図 6-3 は、連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトで、任意の数のパー
ティションを持つ 1 つの Solaris Volume Manager ストライプを示しています。
連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクトで、任意の数
のパーティションを持つ 1 つの Solaris Volume Manager ストライプ

図 6-3

Solaris Volume Manager
d2: 連結/ストライプ

VxVM
ボリューム d2

サイズ: 2095920 ブロック
プレックス d2-p（ストライプ）
ストライプ 0:
デバイス
c1t70d0s1
c1t71d0s1
c1t72d0s1

サブディスク サブディスク サブディスク
c1t70d0s1
c1t71d0s1
c1t72d0s1

このパーティションは、VxVM では 1 つのストライプ化プレックスになります。
図 6-4 は、ストライプが混在している Solaris Volume Manager 連結/ストライプオブジェ
クトを示しています。
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ストライプが混在している Solaris Volume Manager 連結/ストライプ
オブジェクト

図 6-4

Solaris Volume Manager
d1:

VxVM
d1

/
: 2095920

d1-p

0:
d1-s1-s

c1t60d0s0

c1t60d0s0

d1-s1

1:
c1t80d0s1
c1t81d0s1
c1t82d0s1

上記ボリューム d2
に対してこのレイ
アウトが似ている
ことに注意

d1-p

c1t80d0s1

c1t81d0s1

c1t82d0s1

VxVM では、このストライプは連結されます。また、このストライプに階層化ボリュームが必
要な場合があります。

ソフトパーティションの変換
付属のユーティリティでは、次のソフトパーティションベースのレイアウトの変換をサポート
します。
■

1 つ以上のエクステントがあるディスクスライス上の単純なソフトパーティション
図 6-5 に、このレイアウトの変換を示します。

図 6-5

2 つのエクステントを持つディスクスライス上の単純なソフトパーティ
ション

Solaris Volume Manager
d0: 単純なソフトパーティション

VxVM
ボリューム d0

サイズ: 2048 ブロック
プレックス d0-p （連結）
エクステント 0:
デバイス
c1t10d0s4
オフセット 256
長さ 1024
エクステント 1:
デバイス
c1t10d0s4
オフセット 2048
長さ 1024

サブディスク
sd-d0_c1t1d0s4_1

サブディスク
sd-d0_c1t1d0s4_2
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■

1 つのエクステントを持つディスクスライス上のソフトパーティションにある連結/ストライ
プ
図 6-6 に、このレイアウトの変換を示します。
エクステントを 1 つ持つディスクスライス上のソフトパーティションに
ある連結/ストライプ Solaris Volume Manager オブジェクト

図 6-6

Solaris Volume Manager

VxVM
ボリューム d3

d3: 連結/ストライプ

プレックス d3-p (連結)
ストライプ 0
デバイス d1
ソフトパーティション d1
デバイス c1t1d0s4

サブディスク
sd-d0_c1t1d0s4_1

サブディスク
sd-d0_c1t1d0s5_1

ストライプ 1
デバイス d2
ソフトパーティション d2
デバイス c1t1d0s5

■

1 つのエクステントを持つディスクスライス上のソフトパーティションにある RAID 5

■

複数のエクステントを持つディスクスライス上のソフトパーティションにある連結/ストラ
イプ

付属のユーティリティでは、次のソフトパーティションベースのレイアウトの変換をサポート
していません。
■

複数のエクステントを持つディスクスライス上のソフトパーティションにある RAID 5

■

論理ボリューム上のソフトパーティション

ソフトパーティションについて詳しくは、Solaris のマニュアルを参照してください。
p.158 の 「メタデバイスの確認」 を参照してください。

変換プロセスの概要
変換ユーティリティでは、システムが混乱しないように、変換を開始する前に準備のほと
んどを行うことができます。この機能を利用する場合、このマニュアル全体に目を通し、必
要なタスクを十分理解したうえで、Solaris Volume Manager の設定から VxVM への変
換を開始してください。
変換ユーティリティでは、次のタスクを実行できます。
■

変換の計画と準備
p.155 の 「変換の計画と準備」 を参照してください。
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■

変換の設定
p.155 の 「変換の設定」 を参照してください。

■

ボリュームの変換
p.155 の 「変換の設定」 を参照してください。

■

変換後のクリーンアップタスクの実行
p.156 の 「変換の実行」 を参照してください。

メモ: 変換を正常に行うには、ここに示す順序どおりに実行する必要があります。

変換の計画と準備
このカテゴリのタスクは、実際の変換を開始する前に適切に実行できます。
プロセスを計画し、変換に必要なデータを収集します。変換するために、一部の Solaris
Volume Manager メタデバイスに変更が必要なことがあります。
p.158 の 「メタデバイスの確認」 を参照してください。
p.156 の 「変換の計画」 を参照してください。
p.159 の 「Solaris Volume Manager 設定の変換準備」 を参照してください。
基本の Veritas Volume Manager をインストールします（ディスクグループとオブジェク
トは作成せず、ディスクも初期化しません）。変換ユーティリティは、Solaris Volume
Manager ソフトウェアから変換したオブジェクトを使って VxVM 設定を完了します。

変換の設定
このカテゴリのタスクは、変換を開始する直前に実行または更新してください。このカテゴ
リのタスクによる情報は、変換を開始するときに最新の状態である必要があります。
preconvert ユーティリティを使って Solaris Volume Manager の設定を分析し、VxVM

変換に関する説明を作成します。preconvert によって Solaris Volume Manager の設
定やファイルシステムが変更されることはないため、このユーティリティは複数回実行でき
ます。
showconvert ユーティリティを実行して、preconvert 出力を解釈し、読み取り可能な形

式に変換します。showconvert 出力は、変換プロセスを正常に行うために、Solaris
Volume Manager の設定で変更を行う必要がある場所にフラグを立てます。変更を行っ
た後、変更を開始する前に preconvert と showconvert を再実行します。
Solaris Volume Manager の設定をリストアするために必要な情報のバックアップを作成
します。
p.159 の 「Solaris Volume Manager 設定の変換用の設定」 を参照してください。
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変換の実行
このカテゴリの最初のタスクで、Solaris Volume Manager ソフトウェアから VxVM への
変換を開始します。変換を開始した後で、Solaris Volume Manager の設定に戻すこと
は容易ではありません。
doconvert ユーティリティを実行し、変換を行います。Doconvert は preconvert ユー

ティリティからの情報に依存します。
システムを再起動します。再起動によって、システム設定の変更が有効になります。
ボリュームを使うアプリケーションで、ボリュームの参照を変更します。VxVM では、Solaris
Volume Manager ソフトウェアで使っていたボリューム名とは異なるボリューム名を使い
ます。Solaris Volume Manager ボリュームを使うアプリケーションごとに、新しい名前を
使うように更新する必要があります。
p.162 の 「Solaris Volume Manager ソフトウェアから VxVM への変換」 を参照してくだ
さい。

変換後タスクの実行
doconvert ユーティリティによってシステムの再ブートが実行されると、変換されたボリュー

ムとファイルシステムは Veritas Volume Manger の制御下に置かれます。
vxassist やグラフィカルユーザーインターフェースなどの VxVM ツールを使って、ボ

リュームのレイアウトを整備します。
Solaris Volume Manager ソフトウェアを削除するか、VxVM で制御しないディスクで使
うために再初期化します。変換後、Solaris Volume Manager ソフトウェアは無効になり、
どのデータも制御できなくなります。Solaris Volume Manager ソフトウェアは、削除する
か、VxVM で使わないディスクで初期化できます。VxVM と Solaris Volume Manager
ソフトウェアの両方を同じシステムで実行できます。
p.164 の 「変換後タスク」 を参照してください。

変換の計画
変換ユーティリティを使う前に、プロセスでの手順をスケジュール設定する方法を検討し
てください。

スケジュールに関する注意事項
次の準備タスクは、変換前であればいつでも実行できます。
■

休止時間をスケジュール設定します。

■

Solaris Volume Manager メタデバイスを確認し、再設定します。
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■

アプリケーションから Solaris Volume Manager ボリュームへの参照を特定します。

■

VxVM をインストールします。

設定タスクは、変換を開始する直前に実行してください。設定タスクを実行した後で Solaris
Volume Manager の設定を変更した場合、次の設定タスクを再び行い、変換時に使う情
報を更新します。
■ preconvert

ユーティリティを実行します。

■ showconvert

ユーティリティを実行します。

がエラーメッセージを表示した場合、Solaris Volume Manager の設
定を変更します。

■ showconvert

■

必要に応じて、preconvert と showconvert を再実行します。

■

Solaris Volume Manager のバックアップを作成します。

変換タスクでは、簡単に元に戻すことができない変更を最初に行う箇所にマークを付け
ます。前述の情報を収集するタスク、（必要に応じて）Solaris Volume Manager ソフト
ウェアを再設定するタスクでは、問題なく Solaris Volume Manager ソフトウェアを使い
続けることができます。次の変換タスクは、できるだけ早く順番に実行します。
■ doconvert

ユーティリティを実行します。

■

システムを再起動します。

■

アプリケーションでボリュームの参照を変更します。

変換が正常に完了した後で、次の変換後タスクを必要に応じて実行します。
■

ボリュームレイアウトを整備します。

■

Solaris Volume Manager ソフトウェアを削除するか、再初期化します。

休止時間のスケジュール設定
変換には、doconvert の実行中、再ブート中、ボリューム参照変更タスク中に Solaris
Volume Manager ボリュームを使うアプリケーションの休止時間、再ブート中のシステム
の休止時間を含めます。ルートデバイスが Solaris Volume Manager オブジェクトをホス
トしているか、ルートデバイスが Solaris Volume Manager メタデバイスの場合、2 回目
の再ブートが自動的に実行されます。
doconvert ユーティリティの実行には約 1 分かかります。ただし、RAID 5 ボリュームが変
換に含まれている場合を除きます。RAID 5 の変換では、RAID 5 データの 1 MB ごとに
約 1 分かかります。予想される変換時の合計休止時間は、次の時間を足すと得られま
す。
■ doconvert
■

を実行する間の約 1 分

1 回または 2 回のシステム再ブートに必要な時間
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■

RAID 5 データの 1 MB ごとに約 1 分（RAID 5 ボリュームが存在する場合）

■

アプリケーションでボリューム参照を変更するのに必要な時間

メタデバイスの確認
Solaris Volume Manager メタデバイスは、変換を開始する前に変更が必要なことがあ
ります。
■

拡張 RAID 5 メタデバイスは変換できません。RAID 5 メタデバイスは、そのデバイス
を最初に初期化した後で領域を追加したときに拡張されます。
拡張 RAID 5 メタデバイスを見つけるには、ディスクセットごとに Solaris Volume
Manager ソフトウエアの metastat -p コマンドを実行します。出力で、現在のパー
ティション数ではなく、もとのパーティション数を示す -o オプションが指定された RAID
5 デバイスを検索します。次の例では、metastat -p からの出力に拡張メタデバイス
が示されています。
d100 -r clt65d0s3 clt66d0s3 clt67d0s3 clt99d0s3 -k -i 32b -0 3

この例には、4 つのパーティション 65、66、67、99 が表示されています。-o エントリ
は、もとのパーティションの数（ここでは、3）を示しています。
次のいずれかの方法を使って、拡張 RAID 5 デバイスを処理します。

■

■

Solaris Volume Manager コマンドまたは Solaris Volume Manager ユーザー
インターフェースを使って、すべてのデータを入れることができる大きさの新しいメ
タデバイスを作成します。データを新しいメタデバイスにコピーします。

■

メタデバイスのデータをテープにダンプし、変換プロセス終了後 VxVM ボリュー
ムにリストアします。

ホットスペアを使っているメタデバイスは変換できません。Solaris Volume Manager
ソフトウェアの metastat コマンドを使って、現在ホットスペアを使っているメタデバイ
スを特定します。次の例では、metastat からの出力にホットスペアを使っているメタ
デバイスが示されています。
d3:Submirror of d51
State: Okay
Hot spare pool: hsp000
Size 5922252 blocks
Stripe 0:
Device
Start Block
clt75d0s1
0

Dbase
No

State
Okay

Hot Spare
clt66d0s6

ホットスペアを使っていない場合、右端の［ホットスペア（Hot Spare）］列は空白です。
次のいずれかの方法を使って、ホットスペアを処理します。
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■

Solaris Volume Manager ソフトウェアの metareplace コマンドを使って、デー
タをホットスペアからもとのパーティションに移動します（空き領域がある場合）。

■

Solaris Volume Manager ソフトウェアの metareplace コマンドと metahs コマ
ンドを使って、ホットスペアパーティションをホットスペアプールからメタデバイスに
移動します。

アプリケーションによる参照の特定
アプリケーションから Solaris Volume Manager メタデバイスへのすべての参照を検索
し、一覧表示します。変換ユーティリティは、VxVM ボリュームに変換する各メタデバイス
の /etc/vfstab を新しいパスに更新します。ただし、Solaris Volume Manager メタデ
バイスを使うアプリケーションごとに、Solaris Volume Manager メタデバイスへの参照を
手動で変更する必要があります。
p.161 の 「convertname の実行」 を参照してください。

Solaris Volume Manager 設定の変換準備
次の準備タスクは、変換前であればいつでも実行できます。

VxVM のインストール
変換ユーティリティを実行する前に Veritas Volume Manager をインストールする必要
があります。VxVM ソフトウェアと VxVM のフルライセンスキーを入手します。
VxVM のインストール中に vxinstall を実行しないでください。必要に応じて、vxlicinst
コマンドを使ってライセンスキーをインストールできます。
インストール後、ディスクを初期化したり、ディスクグループまたは VxVM オブジェクトを
作成したりしないでください。
変換プロセスによって VxVM のインストールと設定が完了します。

Solaris Volume Manager 設定の変換用の設定
設定タスクは、Solaris Volume Manager ソフトウエアから VxVM に変換する直前に実
行してください。設定タスク実行後、実際に変換するまでに変更があった場合、設定タス
クを更新してください。

preconvert の実行
preconvert ユーティリティは、現在の Solaris Volume Manager 設定を分析し、新しい

VxVM 設定に関する説明を作成します。preconvert によって、Solaris Volume Manager
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の設定やホストシステムが変更されることはありません。preconvert によって作成される
説明は、変換プロセス開始時に Solaris Volume Manager ソフトウェアの状態で最新で
ある必要があります。最新でない場合、プロセスは失敗します。Solaris Volume Manager
の設定を変更した場合、必ず preconvert を再実行してください。
preconvert には、オプションも引数もありません。
# preconvert
preconvert からのメッセージは、画面と showconvert ユーティリティが使うファイルに

表示されます。
WARNING エラーは、ユーザーへの通知のみで、Solaris Volume Manager の設定を変

更する必要はありません。
FATAL エラーは、Solaris Volume Manager の設定を変更しないと、変換プロセスが失

敗することを意味します。FATAL エラーが起こっても preconvert による残りの Solaris
Volume Manager 設定に対する調査は中止されません。意味が不明な FATAL エラー
は、以前の FATAL エラーに関連していることがあります。以前の FATAL エラーを訂正し、
preconvert を再実行して後のエラーがまだ存在するかどうかを確認します。
FATAL エラーが起きる原因として、次の原因が考えられます。
■

メタデバイスが初期化中、または再同期中である

■

ディスクがオフライン状態である

■ /etc/vfstab

ファイルに不正なエントリがある

■

拡張 RAID 5 メタデバイスが存在する

■

メタデバイスがホットスペアを使っている

showconvert の実行
showconvert ユーティリティによって、preconvert 変換計画が読み取り可能な形式で

表示されます。コマンド showconvert help を実行すると、コマンドオプションが一覧表
示されます。
# showconvert keyword [arg ...]
showconvert コマンドには、次のキーワードと引数が定義されています。
log

preconvert ユーティリティによって生成されたエ
ラーメッセージを表示します。変換プロセスを正常に
実行するには、すべての FATAL メッセージを解決し、
preconvert を再実行する必要があります。
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list [diskgroup ...]

Solaris Volume Manager ディスクセットから作成さ
れるすべての VxVM ディスクグループを一覧表示し、
各ディスクグループの情報を表示します。
作成される VxVM ディスクグループは、CDS と互換
性がありません。また、このディスクグループのディス
クは、cds フォーマットではなく slice フォーマットで
設定されます。ディスクグループに CDS との互換性を
持たせるには、vxcdsconvert コマンドを使います。
vxcdsconvert（1M）マニュアルページを参照して
ください。

print diskgroup [vxprint_args] VxVM vxprint ユーティリティから標準の引数を使
い、変換によって作成される VxVM オブジェクトを表
示します。
showconvert によって表示される変換計画では、変換ユーティリティが作成するレイア

ウトが示されます。このレイアウトでは、Solaris Volume Manager 設定と同じディスクに
同じデータが配置されます。別のレイアウトにする場合、Solaris Volume Manager 設定
を変更し、再び preconvert と showconvert を実行します。

convertname の実行
convertname ユーティリティは、Solaris Volume Manager デバイスのパス（メタデバイ

スパスまたは RAW ディスクパス）を引数として受け取り、変換後に表示されるデバイスの
VxVM ボリュームのパスを返します。このコマンドを使って、アプリケーションでの参照を
置換するためにパス名のリストを作成します。引数として 1 つ以上のデバイスパスを指定
すると、引数ごとに 1 行で提案する VxVM パスが返されます。絶対パス名を使います。
次に例を示します。
# convertname /dev/md/dsk/d2 /dev/md/rdsk/d3

表 6-1 に、変換プロセスによって変換される名前の例を示します。
表 6-1

デバイスパス名の変換例

メタデバイスパス

VxVM ボリュームパス

/dev/md/dsk/d2

/dev/vx/dsk/rootdg/d2

/dev/md/rdsk/d3

/dev/vx/rdsk/rootdg/d3

/dev/md/setname/dsk/d10

/dev/vx/dsk/setname/d10

/dev/md/setname/rdsk/d12

/dev/vx/rdsk/setname/d12
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次のメタデバイスはその dN 名を維持しないか、dN 名のない RAW パーティションから変
換されます。
■

ルートファイルシステムのボリュームには、VxVM の規則に従って必ず rootvol とい
う名前が付けられます。

■

trans メタデバイスは、マスターデバイス名を使って変換されたデータデバイスを維持
します。ログデバイスは失われます。

■

RAW パーティションからカプセル化されたファイルシステムの名前は、そのマウント
ポイントの最後のコンポーネントに基づいて付けられます。

■

変換後に VxVM ボリュームを含むディスク上のスワップデバイスは、swapvol で始ま
る名前が付けられます。

■ /usr、/opt、/var の各ファイルシステムは、Solaris Volume Manager メタデバイス

から変換されるとき、またはカプセル化されるとき、それぞれ /usr、/opt、/var の名
前を維持します。
警告: Solaris Volume Manager メタデバイスが存在するディスク上にあり、/etc/vfstab
でファイルシステムとして指定されていないパーティションは、変換中に失われます。ディ
スクを VxVM 制御に変換するとき、そのパーティションは空き領域と見なされます。パー
ティションが Oracle RAW 表領域データなどで使われている場合でも、パーティションは
変換中にカプセル化されません。ディスクレイアウトが変化すると、RAW パーティション
は失われます。Solaris Volume Manager ソフトウェアの制御下にあるパーティションを
カプセル化し、その結果作成されたメタデバイスを変換できるようにするか、または、パー
ティションのバックアップを作成し、そのパーティション用に新しいボリュームを作成し、変
換後にそのパーティションをリストアしてください。

バックアップの作成
変換ユーティリティを実行する前に、すべての Solaris Volume Manager ソフトウェア関
連のファイルと情報のバックアップを作成します。Solaris Volume Manager の設定に戻
す場合、バックアップを使うことをお勧めします。

Solaris Volume Manager ソフトウェアから VxVM への
変換
警告: これは、変更を行う最初の手順で、簡単にもとに戻せません。この手順を実行する
前に変換の準備が完了していることを確認してください。また、この手順では、ボリューム
管理のために休止時間が必要で、システムを再起動する必要があります。
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doconvert ユーティリティを実行して、Solaris Volume Manager ソフトウェアから VxVM

への変換を開始します。システムを手動で再起動すると、doconvert によって行われた
設定変更が更新され、変換が完了します。
# doconvert [force]
doconvert ユーティリティは、VxVM のライセンスが正しいことを確認し、設定変更を実

行し、システムの再起動を指示するプロンプトを表示します。すぐにシステムを再起動し、
変換プロセスを完了する必要があります。force オプションを指定して doconvert を実
行した場合、システムは自動的に再起動されます。プロンプトは表示されません。
警告: doconvert の実行後と再起動前にシステムの設定を変更しないでください。変更
した場合、データが失われる可能性があります。
再起動しなかった場合、doconvert によって行われたシステムファイルへの変更をもとに
戻すことができるスクリプトの場所が表示されます。このスクリプトを実行した場合、システ
ムファイルが復活し、次に再起動を実行しても変換は完了しません。
doconvert が失敗した場合、システムは変更されません。その後、問題を解決するため
に準備手順に戻ることができます。次の場合、doconvert は失敗します。
■ preconvert

の出力が存在しないか、古い場合

■ preconvert

がエラーで終了した場合

■

計画されている VxVM の設定に対して VxVM のライセンスが十分でない場合

■

VxVM の設定がすでに存在する場合

変換中、doconvert によって、一部のシステムファイルのバックアップの場所が表示され
ます。

システムの再起動
doconvert の終了後、すぐにシステムを再起動します。再起動時の動作は次のとおりで
す。
■

システムのルートデバイスが Solaris Volume Manager オブジェクトをホストしてい
る、または Solaris Volume Manager のメタデバイスである場合、ルートデバイスは
再起動時に VxVM ボリュームになります。ルートデバイスを VxVM ボリュームにする
プロセスによって、自動的に 2 回目の再起動が開始されます。

■

停電などの問題でシステムが停止した場合、変換プロセスはシステムが再びブートし
た時点で続行されます。［...はすでに存在しています（Already exists...）］のようなメッ
セージが、システム停止前に完了したプロセスに対して表示されます。このメッセージ
による影響はありません。
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ボリューム参照の変更
再ブート後、Solaris Volume Manager メタデバイスを使うアプリケーションでの参照を手
動で変更する必要があります。この参照は、新しい VxVM ボリュームを示す必要がありま
す。
p.159 の 「アプリケーションによる参照の特定」 を参照してください。
p.161 の 「convertname の実行」 を参照してください。

変換後タスク
変換が正常に終了した後で次のタスクを実行してください。

ボリュームレイアウトの整備
VxVM を起動し、vxassist や VxVM ユーザーインターフェースなどのツールを使って
オンラインでボリュームの再レイアウトを実行します。新しいレイアウトには追加のディスク
領域が必要になることがあります。
変換された RAID 5 ボリュームのログを作成できます。Solaris Volume Manager 設定か
らの RAID 5 のログは、VxVM で使うのに適していません。通常の操作にログは必要あり
ませんが、リカバリするときに役立ちます。次のコマンドを使って RAID 5 ボリュームのログ
を作成します。
# vxassist [-g diskgroup] addlog volume

Solaris Volume Manager ソフトウェアの削除
変換後、Solaris Volume Manager ソフトウェアは、データを制御しなくなり、無効になり
ます。Solaris Volume Manager ソフトウェアを削除しても問題ありません。また、VxVM
で制御されないディスクで使うために Solaris Volume Manager ソフトウェアを再初期化
することもできます。Solaris Volume Manager ソフトウェアと VxVM は、同じコンピュー
タ上で同時に実行できます。

ルートディスクの変換
次の手順では、ルートディスクのみを Solaris Volume Manager の制御から VxVM の
制御に移動できます。この手順を使うのは、ルートディスクのみを Solaris Volume
Manager ソフトウェアから VxVM に移動する場合です。
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警告: 混在環境では変換ユーティリティを使えません。ルートディスクのみを Solaris
Volume Manager ソフトウェアから VxVM に移動した場合でも、後で変換ユーティリティ
を使って他の Solaris Volume Manager オブジェクトを Veritas Volume Manager に
移動することはできません。
ルートディスクを変換するには

1

Solaris Volume Manager のカプセル化解除手順を使って、ルートディスクを Solaris
Volume Manager の制御から削除します。詳しくは、Solaris Volume Manager の
マニュアルを参照してください。

2

ルートディスクをカプセル化することによって、ルートディスクのパーティションから
VxVM ボリュームを作成します。
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7
シンプロビジョニングと
SmartMove
この章では以下の項目について説明しています。
■

シンストレージについて

■

シン LUN およびシン再生 LUN の識別

■

SmartMove について

■

シンプロビジョニングへの移行

■

SmartMove とシンアレイの制限

シンストレージについて
Thin Storage とは、ストレージが本当に必要となったときにだけ、空きストレージのプー
ルからストレージをアプリケーションに割り当てるためのアレイベンダーソリューションで
す。Thin Storage は、利用可能なアレイ容量の使用時の問題を解決しようとします。
Thin Storage Reclamation 対応アレイおよび LUN により、管理者は 1 回だけ使ったス
トレージを空きストレージのプールに解放できます。ファイルが作成されてファイルシステ
ムに書き込まれたとき、ストレージが空きプールから割り当てられます。ただし、ファイルが
削除されたときには、このストレージは空きプールに対して解放されません。管理者は空
きプールに対してこのストレージを再配置する操作を実行する必要があります。
Veritas File System は、Veritas Volume Manager 支援のファイルシステム上のファイ
ルシステムにある空きブロックの再配置をサポートします。再配置の操作は、ディスク、
LUN、ファイルシステム全体、またはファイルシステムの一部で、vxdisk コマンド、fsadm
コマンド、および vxfs_ts_reclaim API を使って実行できます。
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シン LUN およびシン再生 LUN の識別
この項では、シン LUN とシン再生 LUN を識別する方法について説明します。
LUN を識別するには
◆

thin または thin_relcm タイプの LUN を識別するには、次のコマンドを入力しま

す。
# vxdisk -o thin list

シン再生アレイでのストレージの再生
この項では、シン再生アレイでのストレージの再生について説明します。

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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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。

reclaim_on_delete_start_time

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。

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。
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

PHYS_ALLOC(mb)
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

GROUP
-

TYPE
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
thinrclm
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tagmastore-usp0_0657
tagmastore-usp0_0658
tagmastore-usp0_0659
tagmastore-usp0_0660

10000
10000
10000
10000

84
84
84
672

thindiskgroup

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。

SmartMove について
Veritas File System（VxFS）の Veritas Volume Manager（VxVM）は、Storage
Foundation の SmartMove 機能によってどのブロックにデータがあるかを監視していま
す。VxVM は移行用のコピーエンジンとして、空の領域はコピーせずに、使われている
ブロックだけをコピーします。この動作はシンストレージ使用の最適化に役立ちます。

SmartMove の設定
この項では、SmartMove の設定方法について説明します。

SmartMove 設定の表示
この項では、SmartMove 設定の表示方法について説明します。
現在の SmartMove 値を表示するには
◆

現在の SmartMove 値を表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxdefault list
KEYWORD
usefssmartmove
...

CURRENT-VALUE
all

DEFAULT-VALUE
thinonly

SmartMove 設定の変更
SmartMove には、SmartMove を適用するかどうかを指定するために 3 つの値が用意
されています。3 つの値について説明します。
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値

意味

none

SmartMove をまったく使いません。

thinonly

シン対応 LUN にのみ SmartMove を使います
（デフォルト値）

all

すべての操作に SmartMove を使います

SmartMove 値を設定するには
◆

すべてのボリュームに適用するように SmartMove を設定するには、次のコマンドを
入力します。
# vxdefault set userfssmartmove <value>
value は none、thinonly、または all です。

シンプロビジョニングへの移行
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。
SmartMove とシンプロビジョニングについて詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理
者ガイド』を参照してください。
シンプロビジョニングに移行するには

1

SmartMove 機能が有効になっているかどうかを確認します。
p.170 の 「SmartMove 設定の表示」 を参照してください。
p.170 の 「SmartMove 設定の変更」 を参照してください。

2

新しいシン LUN を既存のディスクグループに追加します。
# vxdisksetup -i <da_name>
# vxdg -g datadg adddisk <da_name>

<da_name> は VxVM 上でのディスクアクセス名です。
エンクロージャに基づく名前の付け方（EBN）を有効にするには、次のように入力し
ます。
# vxddladm set namingscheme=ebn

3

シン LUN または thinrclm LUN を識別するには、次のように入力します。
# vxdisk -o thin list
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4

新しいシン LUN を新しいプレックスとしてボリュームに追加します。
メモ: SmartMove 機能の利点を得るには、VxFS 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。
LUN を追加するには次の方法があります。
■

デフォルト設定を使います。
# vxassist -g datadg mirror datavol da_name

■

短時間で完了するオプションを使います。次のコマンドは I/O に大きな負荷を与
えます。
# vxassist -b -oiosize=1m -t thinmig -g datadg mirror ¥
datavol da_name
# vxtask monitor thinmig

■

負荷の小さいオプションを使います。次のコマンドは完了までに時間がかかりま
す。
# vxassist -oslow -g datadg mirror datavol da_name

5

任意で、古い LUN を削除する前に新しい LUN のパフォーマンスをテストすることも
できます。
パフォーマンスをテストするには、次の手順を使います。
■

どのプレックスがシン LUN に対応するかを確認します。
# vxprint -g datadg

TY
dg
dm
dm

NAME
datadg
THINARRAY0_02
STDARRAY1_01

ASSOC
datadg
THINARRAY0_02
STDARRAY1_01

KSTATE
-

LENGTH
83886080
41943040

PLOFFS
-

STATE
-OHOTUSE

TUTIL0 PUTIL0
-

v
pl
sd
pl
sd

datavol
datavol-01
STDARRAY1_01-01
datavol-02
THINARRAY0_02-01

fsgen
datavol
datavol-01
datavol
datavol-02

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

41943040
41943040
41943040
41943040
41943040

0
0

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

上記の出力はシン LUN がプレックス datavol-02 に対応することを示していま
す。
■

すべての読み取りがこれらの LUN から来るように指示します。
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# vxvol -g datadg rdpol prefer datavol datavol-02

6

もとのシンでない LUN を削除します。
メモ: 一部のシェルでは ! 文字は特殊文字です。次の bash シェルの例では、この文
字をエスケープしています。
# vxassist -g datadg remove mirror datavol ¥!STDARRAY1_01
# vxdg -g datadg rmdisk STDARRAY1_01
# vxdisk rm STDARRAY1_01

7

ファイルシステムとボリュームを拡大して、より大きなシン LUN をすべて使うようにし
ます。
# vxresize -g datadg -x datavol 40g da_name

SmartMove とシンアレイの制限
この項では、SmartMove とシンアレイの制限について説明します。

SmartMove、シンアレイ、ミラー
VxFS ファイルシステムはディスク上でどの領域が使われているかを監視していますが、
この情報が SmartMove とシンストレージで利用されます。ボリューム上のファイルシステ
ムがまだマウントされていない場合は、SmartMove はそのファイルシステムを使ってディ
スクのどのセクションが使われ、どのセクションが使われていないかを判断できません。し
たがって、シンストレージ LUN のボリュームをミラー化するときには注意する必要がありま
す。
ボリュームとスナップショットがミラー化されていると想定される例をいくつか紹介します。
■ vxassist

によるミラー化されたボリュームの作成 SmartMove

■

ファイルシステムがマウントされているミラーボリューム SmartMove

■

ファイルシステムがマウントされているボリュームのスナップショット更新 SmartMove

ボリュームとスナップショットがミラー化されていて、シンストレージ LUN またはアレイエ
ラーの後にボリューム上でリカバリが必要であると想定される例を紹介します。
■

ファイルシステムがマウントされているミラーボリューム SmartMove

■

ファイルシステムがマウントされていないミラーボリューム Full Resync

■

ミラー化されたスナップショットボリュームのリカバリ（マウントされている） SmartMove
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■

ミラー化されたスナップショットボリュームのリカバリ（マウントされていない） Full Resync

メモ: ボリュームリカバリ中にボリュームがミラー化されてマウント解除されたときは、シンス
トレージアレイのアレイまたは LUN エラーの後に vxdisk reclaim コマンドによる追加
リカバリ手順が必要になる場合があります。

SmartMove オーバーヘッド
SmartMove 機能にはオーバーヘッドが関連付けられています。 SmartMove では、使
われていないブロックがコピーされることを回避するために、ファイルシステムを照会して
ブロックが使われているかどうかを判断する必要があります。非常に大きな空のファイル
システムの場合はこれに時間がかかりますが、ファイルシステムが一杯になるにつれ、使
われていないブロックを確認するオーバーヘッドは減少します。

8
DST
この章では以下の項目について説明しています。
■

DST（Dynamic Storage Tiering）について

■

サポートされる DST（Dynamic Storage Tiering）文書型定義

■

配置クラス

■

配置ポリシーの管理

■

ファイル配置ポリシーの文法

■

ファイル配置ポリシーのルール

■

I/O 頻度とアクセス頻度の計算

■

ファイル配置ポリシールール文の複数基準

■

ファイル配置ポリシールールと文の順序

■

ファイル配置ポリシーとファイルの拡張

■

ソリッドステートディスクでの DST（Dynamic Storage Tiering）の使用

DST（Dynamic Storage Tiering）について
VxFS は DST 機能を通じて複数階層のオンラインストレージを使います。DST は、MVS
（Multi Volume Support）ファイルシステムの最上位で機能します。MVS ファイルシステ
ムは、2 つ以上の仮想ボリュームを占有するファイルシステムです。ボリュームの集まりは
ボリュームセットと呼ばれます。ボリュームセットは、1 つの VxVM（Veritas Volume
Manager）ディスクグループに属するディスクまたはディスクアレイ LUN で構成されます。
MVS ファイルシステムは、単一の名前空間を示し、これによって複数のボリュームの存在
がユーザーとアプリケーションに透過的になります。各ボリュームは管理者用に個別の ID
情報を維持し、これによって各ファイルが配置される場所を制御できます。
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メモ: 配置ポリシーの管理をよりユーザーフレンドリーなものとするため、リリース 4.1 から
5.1 の間で、変更または削除されたコマンドがあります。削除されたコマンドは、fsrpadm、
fsmove、fssweep です。fsapadm コマンドの queryfile、queryfs、list オプションの
出力では、割り当てが番号順ではなく名前順に出力されます。
MVS VxFS ファイルシステムの管理者は、DST で配置ポリシーを定義することで、ボリュー
ムセット内の個々のボリューム上でファイルをどのように配置するかを管理できます。配置
ポリシーでは、初期のファイルの場所と、既存ファイルが再配置される環境を制御します。
これらの配置ポリシーをファイルに適用すると、ファイルシステムのボリュームセットの特定
のサブセット（配置クラスと呼ばれる）上でそのファイルを作成し、拡張できます。ファイル
は、指定した名前、タイミング、アクセス率、ストレージ容量に関連した条件に一致すると、
他の配置クラス内のボリュームに再配置されます。
ボリュームタグをボリュームに関連付けることによって、配置クラスの VxVM ボリューム部
分を作成します。ファイルを配置する目的で、VxFS は配置クラスのボリュームをすべて
同等に扱い、ボリューム間に領域割り当てを分散します。ボリュームには、2 つ以上のタ
グを関連付けることができます。ボリュームに複数のタグを関連付けた場合、そのボリュー
ムは複数の配置クラスに属し、いずれかの配置クラスに関連する割り当てポリシーと再配
置ポリシーの影響を受けます。複数のタグ付けは慎重に行ってください。
p.177 の 「配置クラス」 を参照してください。
VxFS では、配置クラスに容量、パフォーマンス、可用性などの制約はありません。配置
クラスにはあらゆるボリュームを追加できます。そのボリュームの種類や配置クラス内の他
のボリュームの種類は関係ありません。ただし、同じ配置クラスには、同様の I/O パフォー
マンスや可用性を持つボリュームを配置することが望まれます。
メモ: DST 機能はライセンスに基づく機能です。DST が機能するには、別売のライセンス
キーを購入する必要があります。『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照し
てください。
『Using Dynamic Storage Tiering Symantec Yellow Book』に、DST の値や DST の
最適な使用法など、DST 機能に関する追加の情報が記載されています。『Using Dynamic
Storage Tiering』は、次の Web ページからダウンロードできます。
http://www.symantec.com/enterprise/yellowbooks/index.jsp

サポートされる DST（Dynamic Storage Tiering）文書型
定義
表 8-1 は、Veritas File System（VxFS）リリースがサポートする DST（Dynamic Storage
Tiering）文書型定義を示しています。
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表 8-1

サポートされる DST（Dynamic Storage Tiering）文書型定義
DTD のバージョン

VxFS のバージョン

1.0

1.1

5.0

サポート対象

未サポート

5.1

サポート対象

サポート対象

配置クラス
配置クラスは、MVS ファイルシステムのボリュームセットに存在する特定のボリュームの
DST（Dynamic Storage Tiering）属性です。この属性は文字列で、ボリュームタグと呼
ばれます。1 つのボリュームには複数の異なるタグが含まれていることがあり、なおかつそ
のうちの 1 つが配置クラスである場合があります。配置クラスタグを使うと、DST で識別で
きるボリュームを作成することができます。
ボリュームタグは階層構造を持つ名前空間となっており、その各階層レベルはそれぞれ
ピリオドで区切られています。仕様では、ボリュームタグ階層の最上位レベルは、タグを 1
つ使う Storage Foundation のコンポーネントやアプリケーションを意味し、その 1 つ下
の階層がタグを目的としたものとなっています。DST では、フォーム
vxfs.placement_class.class_name のボリュームタグを識別することができます。タグ
は、接頭辞 vxfs によって VxFS に関連付けられると識別されます。placement_class
文字列によって、タグは DST が使うファイル配置クラスとして識別されます。class_name
文字列は、タグが関連付けているボリュームが属しているファイル配置クラスの名前を表
現しています。たとえば、vxfs.placement_class.tier1 タグが付いたボリュームは、配置
クラス tier1 に属します。管理者の場合は、vxassist コマンドを使ってタグをボリューム
に関連付けさせることができます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

VxFS のポリシールールでは、個々のボリュームという観点よりもむしろ配置クラスという観
点でファイル配置を規定しています。ファイルの作成や再配置に関しては、特定の配置
クラスに属するボリュームであればどのボリュームも同様に機能します。特定のボリューム
というよりも配置クラスの観点でファイル配置を規定すると、多層ストレージの管理が単純
化されます。
多層ストレージの管理がどのように単純化されるかを次にまとめます。
■

ボリュームの追加または削除においては、ファイル配置ポリシーを変更する必要はあ
りません。vxfs.placement_class.tier2 のタグ値を含むボリュームがファイルシス
テムのボリュームセットに追加された場合は、tier2 を参照するすべてのポリシーを、
新しく追加されたボリュームに対して、管理アクションを使わず即時に適用できます。
同様に、ボリュームが空の状態（つまりデータが削除された状態）となる場合がありま
す。またボリュームがポリシーの変更がない状態でファイルシステムから削除される可
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能性があります。有効なポリシーは、引き続きファイルシステムの残りすべてのボリュー
ムに適用されます。
■

ファイル配置ポリシーは、ファイルシステム固有ではありません。ファイル配置ポリシー
は、そのポリシーで名前を定義したタグ値（配置クラス）のボリュームを含んだボリュー
ムセットを持つ、すべてのファイルシステムに適用できます。この特性により、多くの
サーバーを使ったデータセンターにおいて標準の配置ポリシーを定義して、1 回の
管理アクションですべてのサーバーにそのポリシーを均一に適用させることができま
す。

配置クラスとしてのボリュームのタグ付け
次の例では、vxadm を使って、vsavola、vsavolb、vsavolc、vsavold に対してそれぞ
れ配置クラス tier1、tier2、tier3、tier4 としてタグ付けを行います。
ボリュームにタグを付ける方法
◆

ボリュームを配置クラスとしてタグを付けます。
# vxassist -g cfsdg settag vsavola vxfs.placement_class.tier1
# vxassist -g cfsdg settag vsavolb vxfs.placement_class.tier2
# vxassist -g cfsdg settag vsavolc vxfs.placement_class.tier3
# vxassist -g cfsdg settag vsavold vxfs.placement_class.tier4

配置クラスのリスト
配置クラスは、vxassist listtagvxassist listtag コマンドを使って一覧で表示さ
れます。
vxassist（1M）マニュアルページを参照してください。

次の例は、ディスクグループ cfsdg のボリューム vsavola に設定されている配置クラス
を含むボリュームタグをすべて一覧で表示しています。
配置クラスを一覧で表示する方法
◆

配置クラスを含むボリュームタグを一覧で表示します。
# vxassist -g cfsdg listtag vsavola

配置ポリシーの管理
VxFS ファイル配置ポリシー文書にはルールが含まれます。VxFS はこのルールによりファ
イルを作成、再配置、削除しますが、配置ポリシーは特定のファイルシステムまたはボ
リュームを参照しません。fsppadm コマンドまたは GUI を使って配置ポリシー文書をファ
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イルシステムに割り当てることで、ファイルシステムのアクティブなファイル配置ポリシーを
作成することができます。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

どのような場合でも、多くて 1 つのファイル配置ポリシーしか VxFS ファイルシステムには
割り当てられません。ファイルシステムにファイル配置ポリシーを割り当てないことも可能
です。この場合、VxFS は独自の内部アルゴリズムに従って新しいファイルの領域を割り
当てます。
SFMS（Storage Foundation Management Server）ソフトウェアがインストールされたシ
ステムでは、ファイル配置ポリシーの情報は SFMS データベースに格納されます。SFMS
データベースには、XML ポリシー文書や、その各文書が現在アクティブなポリシーとなっ
ているホストやファイルシステムのリストが含まれています。ポリシー文書が更新される時
に、SFMS は、現在その文書を基にポリシーがアクティブになっているすべてのファイル
システムに、更新された文書を割り当てることができます。デフォルトでは、SFMS は、ファ
イルシステムのアクティブなポリシーがローカル（その配置ポリシーのファイルシステムを
制御するホスト）で作成または修正されている場合、そのポリシーを更新しません。SFMS
管理者が配置ポリシーをファイルシステムに強制的に割り当てた場合、そのファイルシス
テムのアクティブな配置ポリシーは上書きされ、ローカルで配置ポリシーに加えられた変
更はすべて失われます。

配置ポリシーの割り当て
次の例では、fsppadm assign コマンドを使い、マウントポイント /mnt1 のファイルシステ
ムに対して、XML ポリシー文書 /tmp/policy1.xml で定義されているファイル配置ポリ
シーを割り当てます。
配置ポリシーを割り当てる方法
◆

配置ポリシーを特定のファイルシステムに割り当てます。
# fsppadm assign /mnt1 /tmp/policy1.xml

配置ポリシーの割り当て解除
次の例では、fsppadm unassign コマンドを使って、マウントポイント /mnt1 のファイル
システムからアクティブなファイル配置ポリシーの割り当てを解除します。
配置ポリシーの割り当てを解除する方法
◆

配置ポリシーを特定のファイルシステムから割り当て解除します。
# fsppadm unassign /mnt1
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配置ポリシーの実施に伴う領域への影響の分析
次の例では、fsppadm analyze コマンドを使って、XML ポリシー文書
/tmp/policy1.xml に表現されているファイル配置ポリシーをマウントポイント /mnt1 に
実施した場合の影響を分析します。このコマンドでは、必要に応じて I/O 頻度データベー
スを構築できます。
配置ポリシーの実施に伴う領域への影響を分析する方法
◆

XML のポリシー文書 /tmp/policy1.xml に表現されているファイル配置ポリシー
をマウントポイント /mnt1 に実施した場合の影響を分析します。
# fsppadm analyze -F /tmp/policy1.xml -i /mnt1

配置ポリシーの実施により影響を受けるファイルの問い合わせ
次の例では、fsppadm query コマンドを使って、配置ポリシーの実施により影響を受け
るファイルの一覧を生成します。またこのコマンドでは、対象となるファイルの現在位置情
報（ファイルが再配置される場所）と、ファイルに適用されている配置ポリシーの種類を表
示することができます。
配置ポリシーの実施により影響を受けるファイルを問い合わせる方法
◆

影響を受けるファイルを問い合わせます。
# fsppadm query /mnt1/dir1/dir2 /mnt2 /mnt1/dir3

配置ポリシーの実施
ファイルシステムに配置ポリシーを実施するには、そのポリシーがあらかじめファイルシス
テムに割り当てられている必要があります。配置ポリシーを実施する前に割り当てを行っ
てください。
p.179 の 「配置ポリシーの割り当て」 を参照してください。
実施処理の内容は、マウントポイントの lost+found ディレクトリ内の隠しファイル
.__fsppadm_enforce.log にログとして記録されます。このログファイルには、ファイル
の以前の格納場所、ファイルの新しい格納場所、ファイルを再配置した目的などが記さ
れています。実施処理では、ログファイルが見つからないと .__fsppadm_enforce.log
ファイルを生成します。ログファイルがすでに存在している場合は、実施処理の内容を追
記します。通常のファイルと同様に、.__fsppadm_enforce.log ファイルは、バックアッ
プを作成することも、削除することもできるようになっています。
-F オプションを使うことで、既存のアクティブな配置ポリシーでない配置ポリシーを指定

できます。このオプションを使って、ファイルシステムから LUN を再生するなどの保守作
業のために特定の配置ポリシーに含まれるルールを実施することができます。
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-p オプションを使うことで、fsppadm 操作を実行するために使う同時スレッド数を指定で

きます。io_nice パラメータは 1 から 100 の整数として指定します。50 がデフォルト値で
す。指定する値が 1 の場合は、1 回のマウントで 1 つのスレーブと 1 つのマスタースレッ
ドが生成されます。指定する値が 50 の場合は、1 回のマウントで 16 のスレーブと 1 つの
マスタースレッドが生成されます。指定する値が 100 の場合は、1 回のマウントで 32 の
スレーブと 1 つのマスタースレッドが生成されます。
fsppadm コマンドに -C オプションを指定することで、配置ポリシーに指定されている期間

にアクティビティ統計情報が FCL（File Change Log）ログファイルに記録されたスレッドだ
けを処理できます。-C オプションは、ポリシーの ACCESSTEMP または IOTEMP 要素で
Prefer 基準を使う場合にのみ指定できます。
fsppadm コマンドに -T オプションを指定することで、スイープおよび再配置するファイル

が含まれる配置クラスを指定できます。-T オプションは、ポリシーで IOTEMP の ポリシー
の Prefer 基準を使う場合にのみ指定できます。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

次の例では、fsppadm enforce コマンドを使って、マウントポイント /mnt1 にあるファイ
ルシステムのファイル配置ポリシーを実施します。またこの例では、レポート /tmp/report
で指定したパスに関するアクセス時間、修正時間、ファイルサイズが示されています。
配置ポリシーを実施する方法
◆

特定のファイルシステムに対して配置ポリシーを実施します。
# fsppadm enforce -a -r /tmp/report /mnt1
Current Current Relocated
Class
Volume
Class
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvole tier3
tier3
dstvolf tier3
.
.
.
Sweep path
: /mnt1
Files moved
: 42
KB moved
: 1267

Tier Name
tier4
tier3
tier2
tier1

Relocated
Volume
dstvole
dstvole
dstvole
dstvolf

Size (KB)
524288
524288
524288
524288

Rule
a_to_z
a_to_z
a_to_z
a_to_z

File
/mnt1/mds1/d1/file1
/mnt1/mds1/d1/file2
/mnt1/mds1/d1/d2/file3
/mnt1/mds1/d1/d2/file4

Free Before (KB)
524256
522968
524256
502188

Free After (KB)
524256
522968
524256
501227
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配置ポリシーの有効性確認
次の例では、fsppadm validate コマンドを使って、マウントされたすべてのファイルシ
ステムに対して配置ポリシー policy.xml の有効性を確認します。
マウントされたすべてのファイルシステムに対して配置ポリシーの有効性を確認する方
法
◆

配置ポリシーの有効性を確認します。
# fsppadm validate /tmp/policy.xml

ファイル配置ポリシーの文法
VxFS は、MVS ファイルシステム内でファイルの割り当てと再配置を行います。この操作
は、ファイルに関連するファイルシステムメタデータのプロパティをもとに行われます。配
置は、ファイル名、保管ディレクトリ、最終アクセス時間、アクセス頻度、ファイルサイズ、所
有権により決められます。個々のファイルシステムの、ファイルの割り当てと再配置に対す
る基準は、ファイルシステムのファイル配置ポリシーに示されます。
VxFS ファイル配置ポリシーには、VxFS MVS ファイルシステムのボリューム上での、ファ
イルセットの配置が定義されます。ファイル配置ポリシーには、どこの配置クラスのボリュー
ムにファイルを作成するか、どこの代替配置クラスのボリュームにどのような条件でファイ
ルを再配置するか、またどこの場所のファイルをどのような条件で削除するかを指定しま
す。ファイル配置ポリシー文書は XML テキストファイルなので、XML エディタ、テキスト
エディタ、SFM（Veritas Storage Foundation Manager）を使って作成できます。
配置ポリシーの全体構造については、/opt/VRTSvxfs/etc/placement_policy.dtd
ファイルを参照してください。

ファイル配置ポリシーのルール
VxFS ファイル配置ポリシーは 1 つ以上のルールで構成されます。各ルールを 1 つ以上
のファイルに適用します。ルールを適用するファイルは 1 つ以上の SELECT 文に指定し
ます。SELECT 文では、ファイル名または名前パターン、ファイルが保管されているディレ
クトリ、ファイル所有者のユーザー名、ファイル所有者のグループ名、この 4 つのプロパ
ティのうち 1 つ以上に従ってファイルを指定します。
1 つのファイルに 2 つ以上のルールが指定されることがあります。たとえば、あるルール
をディレクトリ /dir 内のファイルに指定して、別のルールを所有者が user1 のファイル
に指定すると、/dir の中にある、所有者が user1 のファイルには 2 つのルールが指定
されます。ファイルには、配置ポリシーの中で最初に記述された方のルールのみが適用
され、以降のルールは無視されます。
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ファイルシステム全体の名前空間を網羅しない配置ポリシーを定義できます。作成された
ファイルに、ファイルシステムのアクティブな配置ポリシー内のルールが何も指定されてい
ない場合、VxFS は独自の内部アルゴリズムに従ってそのファイルを配置します。ファイ
ル配置に対してフルコントロールを維持するには、各配置ポリシー文書の最後に、SELECT
文のファイル指定に名前パターンの「*」を指定した包括ルールを組み込みます。配置ポ
リシー文書に記述されたここまでのルールでは指定されなかったすべてのファイルをこの
ルールで指定します。
data、ckpt という 2 種類のルールがあります。data ルールでは、通常のデータファイル

を再配置できます。ckpt ルールでは、Storage Checkpoint を再配置できます。ルール
の種類は、ルールに Flags 属性を設定することで指定します。

SELECT 文
VxFS 配置ポリシールールの SELECT 文は、ルールを適用するファイルの集合を指定し
ます。
次の XML の抜粋は、一般的な SELECT 文の形式を示します。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="directory_flag_value"> value
</DIRECTORY>
<PATTERN Flags="pattern_flag_value"> value </PATTERN>
<USER> value </USER>
<GROUP> value </GROUP>
</SELECT>
SELECT 文では、次の選択基準を使ってファイルを指定できます。
<DIRECTORY>

ファイルシステムのマウントポイントに対する絶対パス名。
Flags="directory_flag_value" XML 属性の値を nonrecursive
にして指定ディレクトリのファイルのみを指定するか、または recursive に
して指定ディレクトリのすべてのサブディレクトリのファイルを指定する必要が
あります。Flags 属性は必須です。
<DIRECTORY> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。
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<PATTERN>

ファイルの正確な名前またはワイルドカード文字（*）1 つを使ったパターンの
いずれかです。たとえば、パターン「abc*」は、名前が「abc」で始まるすべて
のファイルを示します。パターン「abc.*」は、名前が厳密に「abc」で、その後
にピリオドと任意の拡張子が続くすべてのファイルを示します。パターン「*abc」
は、名前が「abc」で終わるすべてのファイルを示します。その名前が拡張子
のすべて、または一部であるかは問いません。パターン「*.abc」は、拡張子
（ピリオドの後）の名前が「abc」の任意の名前のファイルを示します。パター
ン「ab*c」は、名前が「ab」で始まり「c」で終わるすべてのファイルを示します。
一番初めの「*」文字はワイルドカードと見なされますが、以降の「*」文字はリ
テラルテキストと見なされます。パターンに「/」を含めることはできません。
ワイルドカード文字は、シェルで使用する場合とは異なり、「.」、「?」、「[」な
どのすべての文字に一致します。
Flags="pattern_flag_value" XML 属性はオプションです。これに
は recursive 値のみを指定できます。 パターンがディレクトリの場合にの
み、Flags="recursive" を指定します。Flags を指定しない場合、デ
フォルトの属性値は非再帰的です。Flags="recursive" を指定する場
合、<DIRECTORY> に指定したディレクトリよりも下位で、パターンに一致す
るコンポーネントディレクトリがあり次の条件のいずれかを満たす場合、囲ま
れた選択基準はそのコンポーネントディレクトリのすべてのファイルを選択し
ます。
■

<DIRECTORY> が指定され再帰的フラグがある。

■

<DIRECTORY> の指定がなく、ディレクトリがファイルシステム内にある。

パターンにワイルドカード文字「*」が含まれている場合、ワイルドカード文字
の照合が行われます。
<PATTERN> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。値は
<PATTERN> 要素ごとに 1 つだけ指定できます。
<USER>

ファイル所有者のユーザー名です。ユーザー名の代わりにユーザー番号を
指定することはできません。
<USER> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。

<GROUP>

ファイル所有者のグループ名です。グループ名の代わりにグループ番号を
指定することはできません。
<GROUP> 基準はオプションです。2 回以上指定できます。

1 つの SELECT 文の中に、すべてのファイル選択基準のインスタンスを 1 つ以上指定で
きます。異なる 2 種類以上の選択基準が 1 つの文に指定された場合、選択されるファイ
ルは各種類の基準を 1 つ満たす必要があります。
次の例が実行されると、ora/db または crash/dump のいずれかに存在し、所有者が
user1 または user2 のいずれかのファイルのみが選択されます。
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<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">ora/db</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">crash/dump</DIRECTORY>
<USER>user1</USER>
<USER>user2</USER>
</SELECT>

1 つのルールには複数の SELECT 文を含めることができます。ファイルは、1 つの SELECT
文の選択基準を満たせば、処理の対象となります。
次の例では、所有者が user1 または user2 のファイル（保存されたディレクトリは関係な
し）と、ディレクトリ ora/db または crash/dump 内のファイル（所有するユーザーは関係
なし）が処理の対象となります。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">ora/db</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">crash/dump</DIRECTORY>
</SELECT>
<SELECT>
<USER>user1</USER>
<USER>user2</USER>
</SELECT>

VxFS で新しいファイルを作成する場合、VxFS は、アクティブな配置ポリシーの XML
ソースファイルに記述された順番に従って、アクティブな配置ポリシールールを適用しま
す。作成するファイルを SELECT 文で指定している 1 番目のルールで、ファイルの配置を
決定します。以降のルールは適用しません。同様に、ファイルを再配置するときに、VxFS
は各ファイルに代わってアクティブなポリシールールをスキャンします。ファイルを指定し
た SELECT 文を含むルールが最初に見つかった時点でルールのスキャンは停止します。
この適用可能なルールが結果的に何も処理しない場合でも、スキャンは停止します。た
とえば、あるポリシールールに 30 日間アクティブになっていない .dat ファイルは再配置
することが示されているとします。また以降のルールに、10 MB よりも大きな .dat ファイ
ルは再配置することが示されているとします。10 日間アクティブになっていない 20 MB
の .dat ファイルは再配置されません。それは前者のルールが適用されたからです。後者
のルールはスキャンされません。
配置ポリシールールの動作文は、ルールの SELECT 文で指定されたすべてのファイルに
適用されます。既存ファイルが、ファイルシステムのアクティブな配置ポリシールールの
SELECT 文で指定されていない場合、DST はそのファイルを再配置、削除しません。アプ
リケーションでファイルが作成されたときに、そのファイルがファイルシステムのアクティブ
なポリシールールの SELECT 文で指定されていない場合、VxFS は独自の内部アルゴリ
ズムに従ってそのファイルを配置します。この方法が適切でない場合は、ファイルシステ
ムのアクティブな配置ポリシーの基準になっているポリシー文書の最後のルールで、
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SELECT 文に <PATTERN>*</PATTERN> のみの選択基準を指定し、CREATE 文に他の

ルールで選択されないファイルの配置クラスの名前を指定します。

CREATE 文
配置ポリシールールの CREATE 文で、ボリュームに 1 つ以上の配置クラスを指定します。
VxFS はルールが適用されるファイルを新しく作成するときにそのファイル用の領域を指
定した配置クラスに割り当てます。CREATE 文には配置クラスのみを指定できます。個々
のボリューム名は指定できません。
ファイル配置ポリシールールに、CREATE 文は 1 つしか含めることはできません。ルール
に CREATE 文が含まれていない場合、VxFS は、ルールの SELECT 文に指定されたファ
イルを、その内部アルゴリズムに従って配置します。ただし、ルールに CREATE 文がなく
ても、ルールの SELECT 文に指定した既存ファイルの再配置または削除に使えます。
次の XML の抜粋は、一般的な CREATE 文の形式を示します。
<CREATE>
<ON Flags="flag_value">
<DESTINATION>
<CLASS> placement_class_name </CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="units_specifier"> chunk_size
</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
<DESTINATION> additional_placement_class_specifications
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
CREATE 文には 1 つの <ON> 節が含まれます。その中に 1 つ以上の <DESTINATION>

XML 要素を記述し、初期ファイル割り当て用の配置クラスを優先度の高いものから順に
指定します。VxFS は、指定された 1 番目のクラスのボリュームに利用可能な領域があれ
ば、そこにルールが適用された新しいファイル用の領域を割り当てます。1 番目のどのボ
リュームにも領域を割り当てられない場合、VxFS は指定された 2 番目のクラスのボリュー
ムに利用可能な領域があれば領域を割り当てます。以下同様に続けていきます。
指定した配置クラスのどのボリュームにも領域を割り当てることができない場合、ファイル
システムのボリュームセット以外に十分な領域があったとしても、ファイル作成は失敗し、
ENOSPC エラーが出力されます。Flags 属性の <ON> 節に「any」値を指定すれば、この
状況を避けることができます。CREATE 文に <ON Flags="any"> が指定されている場合、
VxFS は最初に、ルールが適用された新しいファイル用の領域を指定の配置クラスに割
り当てようとします。これに失敗した場合、VxFS はその内部領域割り当てアルゴリズムを
用います。したがってファイルの割り当ては、ファイルシステムのボリュームセットのどの場
所にも利用可能な領域がない限り失敗しません。
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Flags="any" 属性は包括ルールとは異なり、ルールの SELECT 文で指定したファイルの

みに適用します。包括ルールのファイル選択で <PATTERN>*</PATTERN> を指定するよ
りも包括の度合いを少なくできます。
<DESTINATION> XML 要素には、<CLASS> 副要素に指定した配置クラス名に加え、
<BALANCE_SIZE> 副要素を含めることができます。<BALANCE_SIZE> 要素を指定すると、

領域の割り当ては指定したサイズのチャンクで配置クラスの全ボリュームに分散されます。
たとえば、3 つのボリュームが含まれる配置クラスで分散サイズ 1 MB が指定されている
場合、VxFS は新しいファイルまたは拡張ファイルの領域の最初の 1 MB を、そのクラス
の 1 番目（最小インデックス）のボリュームに割り当てます。次の 1 MB は 2 番目のボリュー
ム、その次の 1 MB は 3 番目のボリューム、その次の 1 MB は 1 番目のボリューム、以降
同様に割り当てます。<BALANCE_SIZE> XML タグで Units を使えば分散サイズを次の
単位で指定できます。
bytes

バイト

KB

キロバイト

MB

メガバイト

GB

ギガバイト

<BALANCE_SIZE> 要素を使うと、データベースファイルは配置クラスの全ボリュームに分

散して割り当てられます。原則として、各ファイルデータを複数ボリュームに分散すると、
I/O 負荷も複数ボリュームに分散されます。
次の例の CREATE 文では、ルールが適用されたファイルは tier1 ボリュームに領域があ
ればそこに作成され、なければ tier2 ボリュームの 1 つに作成されます。tier1 と tier2
ボリュームへの領域の割り当てが不可能な場合、tier3 ボリュームに利用可能な領域が
あったとしても、ファイル作成は失敗します。
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="MB">1</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
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tier2 ボリュームの割り当てで、<BALANCE_SIZE> 要素に 1 MB の値が指定されていま

す。tier2 ボリュームに割り当てられるファイルでは、最初の 1 MB は 1 番目のボリュー
ムに割り当てられ、次の 1 MB は 2 番目のボリューム、以下同様に割り当てられます。

RELOCATE 文
ファイル配置ポリシールールの RELOCATE 動作文には、ファイルシステムを定期スキャン
するときに、指定されたファイルに対して VxFS が実行する動作とその動作の実行環境
を指定します。fsppadm enforce コマンドを使って、ファイルシステムのすべてまたは一
部をスキャンし、アクティブな配置ポリシーのルールに従って、スキャン時に再配置が必
要なファイルを探します。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
fsppadm enforce コマンドは、ファイルシステムをパス名の順でスキャンします。VxFS

は、各ファイルに対し、ルールの SELECT 文を判別して、アクティブな配置ポリシーの中
で最初に適用可能なルールを特定します。ルールのいずれかの RELOCATE 文の <FROM>
節に指定されたボリュームに存在するファイルが、文の <WHEN> 節に指定された配置基
準を満たす場合、そのファイルは、<TO> 節に記述された配置クラスの中で、ファイルを格
納する領域のある最初の配置クラスのボリュームに、再配置されるようにスケジュールされ
ます。fsppadm enforce コマンドの発行により実行されたスキャンが完了してから、ファ
イルは再配置されます。
次の XML の抜粋は、一般的な RELOCATE 文の形式を示します。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS> placement_class_name </CLASS>
</SOURCE>
<SOURCE> additional_placement_class_specifications
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> placement_class_name </CLASS>
<BALANCE_SIZE Units="units_specifier">
chunk_size
</BALANCE_SIZE>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
additional_placement_class_specifications
</DESTINATION>
</TO>
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<WHEN> relocation_conditions </WHEN>
</RELOCATE>
RELOCATE 文には次の節が含まれます。
<FROM>

再配置元の配置クラスのリストを含めるオプションの節です。この配置クラス
のボリュームの中の指定されたファイルが <WHEN> 節の条件を満たせば再
配置されます。<FROM> 節に記述された配置クラスの順番に優先度はあり
ません。ルールが適用されたファイルが、指定したいずれかの配置クラスの
ボリュームにある場合、そのファイルは再配置対象と見なされます。
RELOCATE 文に <FROM> 節がある場合、VxFS は、この節に指定された配
置クラスのボリュームに存在するファイルのみを再配置対象と見なします。
<FROM> 節がない場合は、ファイルが存在する場所に関係なく、対象のファ
イルは再配置されます。

<TO>

対象ファイルの再配置先の配置クラスです。FROM 節の配置元の配置クラ
スリストとは違い、<TO> 節の配置クラスは優先度順に指定します。ファイル
の再配置は、可能な場合は 1 番目に指定された配置クラスのボリューム、不
可能な場合は 2 番目、以降同様にしてボリュームが決まります。
RELOCATE 文の <TO> 節には、配置クラスを指定する <DESTINATION>
XML 要素のリストが含まれます。VxFS は、指定した配置クラスのボリューム
に対象ファイルを再配置します。配置クラスは優先度順に指定します。VxFS
は、領域が利用可能であれば、指定した最初の配置クラスのボリュームに対
象ファイルを再配置します。<DESTINATION> 要素には、オプションの
<BALANCE_SIZE> 修飾子副要素を含めることができます。
<BALANCE_SIZE> 修飾子を設定すると、再配置されるファイルは、指定し
たサイズのチャンクで配置先の配置クラスの全ボリュームに分散されます。
たとえば、3 つのボリュームが含まれる配置クラスに分散サイズ 1 MB が指
定されたとすると、VxFS はファイルの最初の 1 MB を、そのクラスの 1 番目
（最小インデックス）のボリュームに再配置します。次の 1 MB は 2 番目のボ
リューム、その次の 1 MB は 3 番目のボリューム、その次の 1 MB は 1 番目
のボリューム、以降同様に再配置します。<BALANCE_SIZE> XML タグの
Units 属性を使えば、分散サイズ値に指定するチャンク値を、バイト単位
（Units="bytes"）、KB 単位（Units="KB"）、MB 単位（Units="MB"）、
GB 単位（Units="GB"）で指定できます。
<BALANCE_SIZE> 要素を使うと、データベースファイルは配置クラスの全
ボリュームに分散して割り当てられます。原則として、各ファイルデータを複
数ボリュームに分散すると、I/O 負荷も複数ボリュームに分散されます。
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<WHEN>

ルールが適用されたファイルの再配置条件を指定するオプションの節です。
指定した期間アクセスがないかまたは修正がないファイル、特定のサイズに
達したファイル、特定の I/O 頻度またはアクセス頻度のレベルに達したファ
イルなどを再配置できます。RELOCATE 文に <WHEN> 節がない場合、ルー
ルが適用されたファイルは無条件に再配置されます。
RELOCATE 文に <WHEN> 節を含めると、4 つの基準のいずれかまたはす
べてを満たす場合にのみファイルを再配置することができます。1 つ以上の
基準を満たすファイルを再配置するように指定できます。

<WHEN> 節では、次の基準が指定できます。
<ACCAGE>

指定した期間にファイルがアクティブにならない場合、つまり fsppadm
enforce コマンドの発行から指定した期間にファイルがアクティブにな
らない場合にこの基準が満たされます。

<MODAGE>

指定した期間にファイルの修正がない場合、つまり fsppadm enforce
コマンドの発行から指定した期間にファイルの修正がない場合にこの基
準が満たされます。

<SIZE>

ファイルが、指定したサイズを超えるまたは下回る場合、または指定した
サイズ範囲内に収まる場合にこの基準が満たされます。

<IOTEMP>

ファイルが、指定した I/O 頻度を超えるまたは下回る場合、または指定
した I/O 頻度範囲内に収まる場合にこの基準が満たされます。ファイル
の I/O 頻度とは、fsppadm enforce コマンドの発行より前の
<PERIOD> 要素に指定した期間における、ファイルの I/O 負荷の測定
値です。
p.202 の 「I/O 頻度とアクセス頻度の計算」 を参照してください。

<ACCESSTEMP>

ファイルが、指定した平均アクセス頻度を超えるまたは下回る場合、また
は指定したアクセス頻度範囲内に収まる場合にこの基準が満たされま
す。ファイルのアクセス頻度はファイルの I/O 頻度と同じですが、アクセ
ス頻度はファイルへの転送バイト数ではなく I/O 要求数を使って計算さ
れます。
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メモ: VxFS サーバーを NFS サーバーとして使う場合、<IOTEMP> と <ACCESSTEMP> を
使ってサーバー上にデータを配置する動作が、NFS キャッシュのためにあまり効果的で
ない場合があります。NFS クライアント側キャッシュと NFS の動作によって、NFS サーバー
側で I/O が発生せずに、NFS クライアントで I/O が発生することがあります。そのような場
合、サーバー側で行われる頻度測定は、配置ポリシーに指定されている I/O 動作を正し
く反映しません。
サーバーを NFS サーバーとしてのみ使う場合は、頻度しきい値を適切に調整するか下
げることによって、この問題を軽減できる場合があります。ただし、しきい値を調整しても
望ましい効果が得られないこともあります。また、同じマウントポイントを NFS エクスポート
とローカルマウントとして使う場合は、NFS キャッシュスキューのために、頻度に基づいて
配置を決定する方法はあまり効果的ではありません。
次の XML の抜粋は、RELOCATE 文の一般的な <WHEN> 節の形式を示します。
<WHEN>
<ACCAGE Units="units_value">
<MIN Flags="comparison_operator">
min_access_age</MIN>
<MAX Flags="comparison_operator">
max_access_age</MAX>
</ACCAGE>
<MODAGE Units="units_value">
<MIN Flags="comparison_operator">
min_modification_age</MIN>
<MAX Flags="comparison_operator">
max_modification_age</MAX>
</MODAGE>
<SIZE " Units="units_value">
<MIN Flags="comparison_operator">
min_size</MIN>
<MAX Flags="comparison_operator">
max_size</MAX>
</SIZE>
<IOTEMP Type="read_write_preference" Prefer="temperature_preference">
<MIN Flags="comparison_operator">
min_I/O_temperature</MIN>
<MAX Flags="comparison_operator">
max_I/O_temperature</MAX>
<PERIOD Units="days_or_hours"> days_or_hours_of_interest </PERIOD>
</IOTEMP>
<ACCESSTEMP Type="read_write_preference"
Prefer="temperature_preference">
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<MIN Flags="comparison_operator">
min_access_temperature</MIN>
<MAX Flags="comparison_operator">
max_access_temperature</MAX>
<PERIOD Units="days_or_hours"> days_or_hours_of_interest </PERIOD>
</ACCESSTEMP>
</WHEN>

アクセス期間（<ACCAGE>）要素は、ファイルが最後にアクセスされてからの時間です。
VxFS は、fsppadm enforce コマンドの発行時間からファイルの最終アクセス時間（atime）
を引いて、アクセス期間を算出します。<ACCAGE> 節の <MIN> と <MAX> XML 要素は、そ
れぞれ再配置のための最小アクセス期間と最大アクセス期間のしきい値を示します。これ
らの要素はオプションですが、少なくとも 1 つは含める必要があります。Units XML 属性
を指定すれば、<MIN> と <MAX> 要素は次の単位で指定できます。
hours

時間

days

日。1 日は fsppadm enforce コマンドの発行より前の 24 時間として考
えられます。

<MIN> と <MAX> 要素は両方とも Flags 属性を指定して操作を指示する必要があります。
<MIN> では、次の Flags 属性値を指定できます。
gt

最終アクセス時間は指定の間隔よりも大きい必要があります。

eq

最終アクセス時間は指定の間隔と等しい必要があります。

gteq

最終アクセス時間は指定の間隔よりも大きいか等しい必要があります。

<MAX> では、次の Flags 属性値を指定できます。
lt

最終アクセス時間は指定の間隔よりも小さい必要があります。

lteq

最終アクセス時間は指定の間隔よりも小さいか等しい必要があります。

<WHEN> 節に <MIN> 要素を含めると、VxFS はルールが適用されたファイルで指定した

間隔よりも長い期間アクティブになっていないファイルを再配置します。通常、このような
ルールを使って、アクティブになっていないファイルを安価なストレージ階層に再配置し
ます。逆に、<MAX> は指定した間隔にアクセスのあったファイルを再配置します。通常こ
の要素を使って、アクティビティを再開した非アクティブなファイルを、パフォーマンスが速
いかまたは信頼性の高いストレージに移動します。<MIN> と <MAX> 節の 2 つを含めると、
VxFS はアクセス期間がこの 2 つの間に収まるファイルを再配置します。
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修正期間の再配置基準（<MODAGE>）はアクセス期間と同じですが、ファイルの POSIX
mtime 値が計算に使われます。通常、<MODAGE> 基準を指定するのは、最近修正され
たファイルを今後反復的にアクセスされることを予想してパフォーマンスの速いまたは信
頼性の高いストレージ階層に再配置するためです。
ファイルサイズの再配置基準（<SIZE>）を指定すると、fsppadm enforce コマンドが発
行された時に、指定された再配置基準の <MIN> 値よりも大きいか、または <MAX> 値より
も小さいファイルが再配置されます。両方の基準を指定すると、VxFS はサイズがこの 2
つの間に収まるファイルを再配置するようにスケジュールします。Units 属性を使うと、ファ
イルサイズのしきい値を次の単位で指定できます。
bytes

バイト

KB

キロバイト

MB

メガバイト

GB

ギガバイト

I/O 頻度再配置基準の指定
I/O 頻度再配置基準（<IOTEMP>）を指定すると、fsppadm enforce コマンド発行直前の
指定した期間に、指定値を超えるかまたは下回る I/O 頻度のファイルが再配置されます。
ファイルの I/O 頻度とは、ファイルに対する読み取り、書き込み、つまり I/O 負荷合計の
測定値で、ファイルサイズに対して正規化されます。高い I/O 頻度は、アプリケーション
のアクティビティレベルが高いことを示します。逆に I/O 頻度が低いとアクティビティレベ
ルが低いことになります。VxFS は、指定期間中のファイルへの（またはファイルからの）
転送バイト数（読み取り、書き込み、またはその両方）を、fsppadm enforce コマンド発
行時のファイルサイズで割って、ファイルの I/O 頻度を算出します。
p.202 の 「I/O 頻度とアクセス頻度の計算」 を参照してください。
他のファイル再配置基準と同様に、<IOTEMP> に <MIN> 要素を使って下位のしきい値を
指定でき、<MAX> 要素を使って上位のしきい値、両方を使って範囲を指定できます。た
だし、I/O 頻度に寸法はないので単位の指定はありません。
VxFS がファイルの I/O 頻度を算出するときの期間は、fsppadm enforce コマンド発行
時から、過去 <PERIOD> 要素に指定した日数または時間数までの期間です。1 日は 24
時間を意味します。デフォルトの単位は日数です。<PERIOD> 要素の Units 属性を hours
に設定することで、時間数を単位として指定できます。ソリッドステートディスク（SSD）を使
う場合にのみ、時間数を指定することをお勧めします。
p.214 の 「頻繁なスキャン」 を参照してください。
たとえば、fsppadm enforce コマンドを水曜日の午後 2 時で発行したけれども、月曜日
の午後 2 時から水曜日の午後 2 時まで（2 日間）のファイル I/O アクティビティを計算す
る場合は、次のように <PERIOD> 要素を指定します。
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<PERIOD> 2 </PERIOD>

代わりに、fsppadm enforce コマンドを実行する 3 時間前からコマンドを実行した時点
までのファイル I/O アクティビティを計算する場合は、次のように <PERIOD> 要素を指定
します。
<PERIOD Units="hours"> 3 </PERIOD>

FCL（File Change Log）ファイルで使われるディスク領域のため、<PERIOD> に 1 週間ま
たは 2 週間を超える期間を指定しないでください。
I/O 頻度は I/O 負荷の測定値でアクセス期間よりも滑らかな値です。アクセス期間では、
ファイルへのただ 1 回のアクセスでファイルの atime は現在時刻にリセットされます。こ
れに対して、ファイルの I/O 頻度は、ファイルへのアクセスがない間は徐々に減少し、ファ
イルが定期的にアクセスされると徐々に増加していきます。たとえば、月曜日に 10 MB
の新しいファイルが作成され、5 回完全に読み取られた場合、深夜に fsppadm enforce
を実行すると、このファイルの 2 日間の I/O 頻度は 5、アクセス期間は 0 日になります。
火曜日にこのファイルが 1 回読み取られた場合、深夜の時点でのファイルのアクセス期
間は 0 日になり、ファイルの 2 日間の I/O 頻度は 3 に減少します。水曜日にこのファイ
ルが 1 回読み取られた場合、深夜の時点でのファイルのアクセス期間は依然として 0 日
ですが、ファイルの 2 日間の I/O 頻度は月曜日の I/O による影響がなくなるため 1 に減
少します。
ファイルアクセスがある限りファイルを所定の場所（上位階層のストレージデバイスなど）
に保持することがファイル配置ポリシーの目的である場合、適切な再配置基準はアクセ
ス期間になります。しかし、I/O 負荷の減少したファイルを再配置することが目的である場
合、適切な再配置基準は I/O 頻度になります。
上方再配置の場合も同様です。アクセス頻度が少ないために低階層のストレージデバイ
スに再配置されたファイルで、アプリケーションアクティビティが更新された場合、このファ
イルを上位階層のデバイスに再配置することが適切な場合があります。ポリシールール
に <MAX> 値の低いアクセス期間を再配置基準として指定すると、fsppadm enforce の
実行間隔に 1 回でもアクセスのあったファイルが再配置されます。逆に、ポリシーに <MIN>
値付きの I/O 頻度を指定すると、目的の期間に持続的なアクティビティを行ったファイル
のみが再配置されます。

Prefer 属性
<IOTEMP> と <ACCESSTEMP> 基準に Prefer 属性の値を指定することで、ファイルを再

配置するときの優先度を設定できます。Prefer 属性には low または high 値を指定で
きます。low を指定した場合は、I/O 頻度の低いファイルが再配置されてから、I/O 頻度
の高いファイルが再配置されます。high を指定した場合は、I/O 頻度の高いファイルが
再配置されてから、I/O 頻度の低いファイルが再配置されます。Prefer 属性値は、ソリッ
ドステートディスク（SSD）を使う場合にのみ指定することをお勧めします。
p.213 の 「Prefer 機構」 を参照してください。
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同じポリシー内に複数の RELOCATE 文がある場合、それらの <IOTEMP> と <ACCESSTEMP>
基準で異なる <PERIOD> 要素を使ってもかまいません。
次の配置ポリシーは、Prefer 基準の例です。
<RELOCATE>
...
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes" Prefer="high">
<MIN Flags="gteq"> 3.4 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 6 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

I/O 頻度が最小値より高いファイルがいくつかある場合には、頻度の低いファイルよりも
頻度の高いファイルが最初に RELOCATE 操作の対象になります。

平均 I/O アクティビティ
Average 基準には、<PERIOD> 要素に指定する期間に発生するファイル単位アクティビ

ティと、より長期間にわたって発生するファイルシステム全体のアクティビティの比として、
I/O 頻度の値を指定できます。RELOCATE 基準の <PERIOD> 要素には、スキャン直前の
時間数または日数を指定します。その期間に収集される I/O 統計が、スキャンされてい
るファイルを処理するために使われます。I/O アクティビティは時間によって変化する可
能性があるので、平均 I/O アクティビティは <PERIOD> 値よりも長い期間（デフォルトで
24 時間）にわたって収集してください。そうすることで、ファイルシステム全体の平均頻度
を計算できます。Average 属性値は、ソリッドステートディスク（SSD）を使う場合にのみ指
定することをお勧めします。
p.213 の 「平均 I/O アクティビティ」 を参照してください。
次の配置ポリシーは、Average 基準の例です。
<RELOCATE>
...
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes" Prefer="high" Average="*">
<MIN Flags="gteq"> 1.5 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 6 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
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この例では、ファイルシステム全体の全アクティブファイルのうち、過去 6 時間にわたる読
み取り IOTEMP が過去 24 時間にわたる読み取り IOTEMP の 1.5 倍のファイルが再配
置されます。この Average 基準は、絶対値よりも直観的で簡単に指定できます。
次の式によって、指定するファイルの読み取り IOTEMP が計算されます。
IOTEMP = (bytes of the file that are read in the PERIOD) /
(PERIOD in hours * size of the file in bytes)

書き込みと読み書き IOTEMP も同じように計算されます。
次の式によって、平均読み取り IOTEMP が計算されます。
Average IOTEMP = (bytes read of all active files in the last h hours) /
(h * size of all the active files in bytes)

h はデフォルトでは 24 時間です。平均書き込みと読み書き IOTEMP も同じように計算さ
れます。
前の例での値 1.5 は、ファイルシステム全体（正確にはすべてのアクティブな i ノード、つ
まりスキャン時でも FCL（File Change Log）ファイル内でアクティビティを収集できるもの）
で過去 24 時間の平均読み取り IOTEMP の乗数です。したがって、再配置を決定すると
きは、これらのファイルの過去 6 時間にわたる読み取り IOTEMP アクティビティが過去
24 時間の平均アクティビティの 1.5 倍と比較されます。この方法を使うことで、<IOTEMP>
または <ACCESSTEMP> 基準に特定の値を指定する必要がなくなり、代わりに Average
頻度の倍数を指定できます。指定する <PERIOD> 値よりもこの平均期間を長くすることで、
ファイルアクティビティの非常に多いときと少ないときの影響をならすことができます。
Average 基準を <ACCESSTEMP> 基準と一緒に使うこともできます。使用目的と使用方法

は同じです。
Average 基準を <IOTEMP> 基準と一緒に指定するか、<ACCESSTEMP> 基準と一緒に指

定するかによって、平均の種類が決まります。Average 基準は、使用する基準に応じて
次のいずれかの種類になります。
■

読み取り平均 IOTEMP

■

書き込み平均 IOTEMP

■

読み書き平均 IOTEMP

■

読み取り平均 ACCESSTEMP

■

書き込み平均 ACCESSTEMP

■

読み書き平均 ACCESSTEMP

デフォルトの Average は 24 時間平均頻度です。これは、FCL ファイル内で過去 24 時
間に収集できるすべての頻度の合計を、それらの I/O 統計がまだ FCL ファイル内にある
ときのファイル数で割ったものです。時間数は、<PLACEMENT_POLICY> 要素内に
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AveragePeriod 属性を指定することで上書きできます。AveragePeriod 属性値は、ソ

リッドステートディスク（SSD）を使う場合にのみ指定することをお勧めします。
次の例では、平均ファイルシステムアクティビティが、デフォルトの 24 時間ではなく 30 時
間にわたって収集されて計算されます。
<PLACEMENT_POLICY Name="Policy1" Version="5.1" AveragePeriod="30">

RELOCATE 文の例
次の例は条件の指定がない再配置文で、RELOCATE ポリシールール文の最も単純な形
式です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
</RELOCATE>
fsppadm enforce コマンド発行時に、ルールの SELECT 文で指定したファイルが配置

クラス tier1 のボリュームに存在し、配置クラス tier2 に許可される領域があれば、その
ファイルは無条件にボリューム tier2 に再配置されます。この種類のルールは、たとえ
ば、実行すると新しいファイルの作成とアクセスは行っても既存ファイルのアクセスはほと
んど行わないアプリケーションに使われます。CREATE 文では、高速または高可用性だと
思われる tier1 ボリュームへの作成を指定します。fsppadm enforce の各インスタンス
化で、前回の実行以後に作成されたファイルを tier2 ボリュームに再配置します。
次の例はより包括的な RELOCATE 文の形式です。この文では、tier1 から tier2 ボリュー
ムへのファイルの再配置基準としてアクセス期間を使っています。このルールは、アクティ
ビティのないファイルを tier2 ボリュームに再配置して、tier1 ボリュームの空き領域を
確保するように作られています。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
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<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gt">1</MIN>
<MAX Flags="lt">1000</MAX>
</SIZE>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</RELOCATE>
SELECT 文で指定され、サイズが 1 MB から 1000 MB で 30 日間アクセスのなかったファ

イルは、tier1 から tier2 ボリュームに再配置されます。VxFS は、ファイルシステムの
ディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番で再配置を行います。
VxFS は、スケジュール設定済みファイルの再配置で tier2 ボリュームが満杯になると計
算した時点で、対象ファイルの再配置スケジュールを停止します。
次の例は考えられるもう一方のルールで、ファイルの I/O 頻度をもとに tier2 から tier1
ボリュームに再配置します。このルールを使うと、アクティビティがないため tier2 に再配
置されたファイルは、そのファイルに対するアプリケーションアクティビティが増加したとき
に、tier1 ボリュームに戻されます。アクセス期間ではなく I/O 頻度を再配置基準に使う
場合、アプリケーションが実際にはほとんど使わないファイルを再配置する機会は少なく
なります。このルールでは、直近の 2 日間でファイルに対する持続的なアクティビティが
ない限り、ファイルを再配置しません。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MIN Flags="gt">5</MIN>
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<PERIOD>2</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

このルールでは、tier2 ボリュームにあるファイルで、fsppadm enforce コマンド発行直
前の 2 日間に I/O 頻度が 5 より大きいものを tier1 ボリュームに再配置します。VxFS
は、ファイルシステムのディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番
で再配置を行います。tier1 ボリュームが満杯になる時点で、VxFS は対象ファイルの再
配置スケジュールを停止します。
VxFS のファイル配置ポリシーで、多数の配置クラスにファイルを配置するように制御でき
ます。次の例は、I/O 頻度の低いファイルを tier1 から tier2 ボリュームに再配置し、
tier2 ボリュームが満杯の場合は tier3 ボリュームに再配置するルールです。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="lt">4</MAX>
<PERIOD>3</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

このルールでは、3 日間の I/O 頻度が 4 未満で tier1 ボリュームに存在するファイルが
再配置されます。VxFS は、再配置済みのファイルで tier2 ボリュームが満杯になると計
算した時点で、対象ファイルを代わりの tier3 ボリュームに再配置します。VxFS は、ファ
イルシステムのディレクトリツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルを再配置しま
す。
RELOCATE 文の <FROM> 節はオプションです。この節がない場合、VxFS は、fsppadm
enforce コマンド発行時にファイルがどのボリュームに存在するかは関係なく、ルールの
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SELECT 文で指定された再配置対象のファイルかどうかを評価します。次の断片的なポリ

シールールの例では、ファイルサイズに従ってファイルが再配置されます。fsppadm
enforce コマンドが発行される時にファイルがどの場所に存在するかは関係ありません。
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MAX Flags="lt">10</MAX>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gteq">10</MIN>
<MAX Flags="lt">100</MAX>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gteq">100</MIN>
</SIZE>
</WHEN>
</RELOCATE>
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このルールでは、10 MB 未満のファイルは tier1 ボリュームに再配置され、10 MB 以上
100 MB 以下のファイルは tier2 ボリューム、100 MB より大きいファイルは tier3 ボ
リュームに再配置されます。VxFS は、fsppadm enforce コマンド発行時に、DESTINATION
配置クラスのボリュームにまだ存在していないすべての対象ファイルを再配置します。

DELETE 文
ファイル配置ポリシールールの DELETE 文は RELOCATE 文と形式および機能において非
常に似ています。DELETE 文には <TO> 節がないだけです。ファイル配置ポリシーに基
づく削除は、再配置先を固定した再配置と同じようなものだと考えられます。
メモ: DELETE 文は注意して使ってください。
次の XML の抜粋は、一般的な DELETE 文の形式を示します。
<DELETE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS> placement_class_name </CLASS>
</SOURCE>
<SOURCE>
additional_placement_class_specifications
</SOURCE>
</FROM>
<WHEN> relocation_conditions </WHEN>
</DELETE>
DELETE 文には次の節が含まれます。
<FROM>

削除元の配置クラスのリストを含めるオプションの節です。この配置クラスの
ボリュームの中の指定されたファイルが <WHEN> 節の条件を満たせば削除
されます。<FROM> 節に記述された配置クラスの順番に優先度はありませ
ん。ルールが適用されたファイルが、指定したいずれかの配置クラスのボ
リュームにある場合、そのファイルは削除されます。DELETE 文に <FROM>
節がない場合、VxFS は、ファイルがどのファイルシステムのボリュームに存
在しているかに関係なく、対象ファイルを削除します。

<WHEN>

ルールが適用されたファイルの削除条件を指定するオプションの節です。
DELETE 文の <WHEN> 節の形式は、RELOCATE 文の <WHEN> 節の形式
と同じです。DELETE 文に <WHEN> 節がない場合、ルールの SELECT 文
で指定されたファイルと、<FROM> 節（記述されている場合）で指定された
ファイルは無条件に削除されます。
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DELETE 文の例
次は DELETE 文の使用例です。
<DELETE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier3</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
</DELETE>
<DELETE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">120</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</DELETE>

最初の DELETE 文では、fsppadm enforce コマンド実行時に、tier3 ボリュームに存在
し、ルールの SELECT 文で指定されたファイルは無条件で削除されます。DELETE 文に
<WHEN> 節がない場合は、指定されたファイルは無条件に削除されることを示します。
2 番目の DELETE 文では、fsppadm enforce コマンド実行時に、tier2 ボリュームに存
在し、ルールが適用されたファイルで過去 120 日間アクセスのなかったものが削除され
ます。

I/O 頻度とアクセス頻度の計算
VxFS DST（Dynamic Storage Tiering）の重要なアプリケーションには、非アクティブファ
イルの安価なストレージへの自動再配置があります。ファイルシステムのスキャンでは、
<ACCAGE> 要素に指定された期間にアクセスのなかったファイルが、下位階層のストレー
ジに再配置されるようにスケジュールされます。ただし、最後のアクセスからの時間だけで
は、負荷ベースの再配置基準としては不十分です。
その理由は次のとおりです。
■

アクセス期間はバイナリ測定値です。ファイルの最後のアクセスからの時間は、ファイ
ルのメタデータの POSIX atime から fsppadm enforce コマンドの発行時間を引い
て求められます。ファイルが fsppadm enforce コマンド発行の前の日にオープンさ
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れた場合、そのファイルの最後のアクセスからの時間は、たとえその前の 1 ヶ月間ア
クティブにならなくても、1 日です。ポリシールールの目的が、非アクティブなファイル
を下位階層のボリュームに再配置することであれば、<ACCAGE> 値に定義された期間
に偶然にアクセスされたファイルには不適切な処理を行ってしまいます。
■

アクセス期間は重要なアクティビティの続行を示すインジケータとしては不適切です。
非アクティブなファイルを下位階層ボリュームに再配置するための基準として、最後
のアクセスからの時間である ACCAGE を使うと、実行する必要がある再配置をスケジュー
ルできない場合があります。ただし、少なくともこの方法を使うと再配置アクティビティ
が必要よりも少なくなります。以前にアクティブにならなかったファイルをアクティビティ
が再開したことで再配置するような基準に、ACCAGE を使うのはさらに不適切です。こ
の方法は正当な理由のない再配置アクティビティをスケジュールするようなものだか
らです。ポリシールールの目的が、最近 I/O 負荷のあったファイルを、パフォーマン
スが速く、耐障害性の優れていると思われるストレージに再配置することであれば、
ACCAGE はフィルタとしては粗すぎます。たとえば、ルールに、過去 3 日間にアクセス
された tier2 ボリュームのファイルを tier1 ボリュームに再配置するように指定され
ている場合、1 人のユーザーに参照されたファイルと実際にアプリケーションで何度
も使われたファイルは区別されません。

DST は、このような不足を克服するため I/O 頻度とアクセス頻度の概念を実装します。
ファイルの I/O 頻度は、指定期間中のファイルへの（またはファイルからの）転送バイト数
をファイルサイズで割った値です。たとえば、fsppadm enforce 操作時に、1 MB のスト
レージを占有するファイルがあり、そのデータに対して過去 3 日間に 15 回完全な読み
取りまたは書き込みが行われた場合、VxFS はそのファイルの 3 日間の平均 I/O 頻度を
5 と計算します（15 MB I/O ÷ 1 MB ファイルサイズ ÷ 3 日）。
同様に、ファイルの平均アクセス頻度とは、指定した期間数 x 24 時間におけるファイル
に対する読み取りまたは書き込みの要求数を、指定した期間数で割った値です。I/O 頻
度とは異なり、アクセス頻度はファイルサイズに関係しません。2 日間で 20 回の I/O 要
求があった大容量ファイルと 2 日間で 20 回のアクセスがあった小容量ファイルの平均ア
クセス頻度は同じです。
ファイルシステムのアクティブな配置ポリシーに <IOTEMP> または <ACCESSTEMP> 節が記
述されている場合、VxFS はポリシーの実施を開始し、ファイルシステムの FCL ファイル
の情報を使って、ファイルシステムの全ファイルに対する平均 I/O 負荷を計算します。計
算の対象期間は、ポリシーに指定した最長の <PERIOD> です。これよりも短い期間の指
定は無視されます。VxFS はこれらの計算結果を使って、I/O 頻度ベースの再配置また
は削除の対象ファイルを決定します。
メモ: FCL がオフになっている場合は、I/O 頻度ベースの再配置は不正確になります。
FCL がオフになっている場合は、fsppadm enforce コマンドを呼び出す時に、警告が
表示されます。
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FCL（File Change Log）は、名前が意味するとおり、VxFS ファイルシステム内でのファイ
ルに対する変更情報を記録します。作成、削除、拡張を記録する他に、FCL はファイル
別に I/O 負荷（読み取りと書き込みのバイト数）の累積量を定期的に取得します。ファイ
ルの I/O 負荷は、ファイルが開かれるまたは閉じられるたびに FCL に記録されます。さら
に、定期的な間隔で長い期間開かれたままになっているファイルの情報が取得されます。
ファイルシステムのアクティブなファイル配置ポリシーに <IOTEMP> 節がある場合、fsppadm
enforce コマンドの実行で、FCL のスキャンが開始され、ポリシーで指定された所定の期
間の I/O 負荷情報が抽出されます。所定の期間とは、fsppadm enforce コマンドの発
行時間と、その時間からアクティブなポリシーの <PERIOD> 要素に指定された最長の間
隔値を引いた時間との間です。
最長間隔の期間に I/O 負荷のあったファイルに対し、VxFS は読み取り処理、書き込み
処理、合計データ転送（両方の合計）処理の量を概算で求めます。これは、ファイルに保
持された最も新しい FCL レコードの I/O レベルから、最も古いものを引いた値です。次
に、各ファイルの I/O 負荷を Tscan 時のファイルサイズで割って、各ファイルの I/O 頻度
を計算します。ファイルサイズで割ることは、大容量ファイルの再配置は小容量ファイル
の再配置よりも多くの I/O リソースを消費することを勘案しています。このアルゴリズムを
使う場合、大容量ファイルが所定の I/O 頻度に達するにはより多くのアクティビティが必
要となるため、再配置のリソースコストが正当化されます。
この計算結果はいくつかの方法による概算ですが、容易に計算できます。またさらに重
要なことは、最近の I/O 負荷の偏たりのない相対的な算出値であるということで、これを
基に適切な再配置を決定できます。
ファイルの再配置と削除は、読み取り、書き込み、合計 I/O 負荷のいずれかを基に決定
できます。
次の XML の抜粋は、ポリシールールに IOTEMP を記述して、アクティビティが少ないファ
イルを tier1 から tier2 ボリュームに再配置する例です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier1</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="lt">3</MAX>
<PERIOD Units="days">4</PERIOD>
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</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

この例では、ルールが適用されたファイルで 4 日間の I/O 頻度が 3 未満のものは tier1
から tier2 ボリュームに再配置されます。Type="nrbytes" XML 属性を指定すると、合
計データ転送処理（読み取りと書き込みの合計バイト数）が計算に使われます。たとえば、
fsppadm enforce スキャン直前の 4 日間に、150 MB 未満のデータ転送を行った 50
MB のファイルは再配置対象となります。VxFS は、所定の期間にアクティビティのなかっ
たファイルは I/O 頻度がゼロであるとみなします。VxFS は、ファイルシステムのディレクト
リツリーをスキャンする時に見つけた対象ファイルの順番で再配置を行います。
I/O 頻度またはアクセス頻度を使うと、POSIX atime または mtime などのアクティビティ
のバイナリ指標を使うよりも、所定の期間に偶然にアクセスされただけのファイルを再配置
しない機会を少なくすることができます。ファイルへの（またはファイルからの）転送バイト
数が少量しかない大容量ファイルの I/O 頻度は低い値です。したがってこのようなファイ
ルは、直近にアクティビティがあったとしても、tier2 ボリュームへの再配置対象となりま
す。
ただし、ファイル再配置基準としての I/O 頻度またはアクセス頻度が高い値になれば、上
方再配置の対象となります。つまり、以前にアクティブになっていないか低頻度のために
ストレージ階層の下位に再配置されていたファイルは、そのファイルに対する I/O 負荷レ
ベルの上昇が検出されると、ストレージ階層の上位に再配置されます。
次の XML の抜粋は、アクティビティレベルが上昇したファイルを tier2 から tier1 ボ
リュームに再配置する例です。
<RELOCATE>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS>tier2</CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes">
<MAX Flags="gt">5</MAX>
<PERIOD Units="days">2</PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
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<RELOCATE> 文には、tier2 ボリュームのファイルで、2 日間の読み取りバイト数を使っ

て計算された I/O 頻度が 5 より大きなものは、tier1 ボリュームに再配置されるように指
定されています。所定の期間におけるこのファイルへの書き込みバイト数は、この計算で
は使われません。
アクティビティのバイナリ指標ではなく I/O 頻度をファイル再配置基準として使うことで、
管理者は細かいレベルで自動ファイル再配置を制御でき、これを使ってポリシーをアプリ
ケーションの必要条件に合わせることができます。たとえば、上方再配置文の <PERIOD>
要素に大きな値を指定すれば、ファイルに対する持続的な I/O 負荷がない限り、ファイ
ルが再配置されることはありません。代わりに、高い頻度と短い期間を指定すれば、短期
間に I/O 負荷の集中したファイルが再配置されるようになります。
I/O 頻度とアクセス頻度は、i ノードでインデックス付けされた一時テーブル作成のために
sqlite3 データベースを活用します。この一時テーブルを使って、I/O 頻度とアクセス頻
度を基にしたファイルのフィルタ処理を行います。一時テーブルは、マウントポイントの
lost+found ディレクトリにあるデータベースファイル .__fsppadm_fcliotemp.db に格
納されています。

ファイル配置ポリシールール文の複数基準
場合によって、ファイル配置ポリシールール文に、操作に影響を与える複数の節が含ま
れていることがあります。一般的に、ルール文に任意の種類の複数の節がある場合、そ
の文を有効にするには、すべての節を満たす必要があります。複数の節は、次の 4 つの
ケースで使われます。

SELECT 文の節での複数ファイル選択基準
1 つの SELECT 文内のすべての選択基準節が同じ種類であれば、1 つの選択リストとし
て扱われます。特定の種類の基準を 1 つ満たすだけで、ファイルは指定されます。
次の例では、ファイルが db/datafiles、db/indexes、db/logs ディレクトリ（すべてファ
イルシステムのマウントポイントへの相対パス）のいずれかにあれば選択されます。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
</SELECT>

種類の異なる選択基準節の取り扱いは、この例とは正反対です。SELECT 文に複数種類
のファイル選択基準がある場合、ルールの動作文を適用するには、ファイルは各種類の
基準を 1 つずつ満たす必要があります。
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次の例では、ファイルが動作対象として指定されるには、ファイルが db/datafiles、
db/indexes、db/logs のいずれかにあり、さらに所有者が DBA_Manager、MFG_DBA、
HR_DBA のいずれかである必要があります。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
<USER>DBA_Manager</USER>
<USER>MFG_DBA</USER>
<USER>HR_DBA</USER>
</SELECT>

ルールに複数の SELECT 文がある場合、ファイルはその中の 1 つを満たすだけで動作
対象として選択されます。このプロパティを使ってファイル選択の代替条件を指定できま
す。
次の例では、ファイルが db/datafiles、db/indexes、db/logs のいずれかにあるか、
または所有者が DBA_Manager、MFG_DBA、HR_DBA のいずれかであれば、そのファイル
は動作対象として指定されます。
<SELECT>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/datafiles</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/indexes</DIRECTORY>
<DIRECTORY Flags="nonrecursive">db/logs</DIRECTORY>
</SELECT>
<SELECT>
<USER>DBA_Manager</USER>
<USER>MFG_DBA</USER>
<USER>HR_DBA</USER>
</SELECT>

CREATE 文の <ON> 節と RELOCATE 文の <TO> 節での複数配置クラス
CREATE 文の <ON> 節も RELOCATE 文の <TO> 節も、複数の <DESTINATION> XML 要素

を使って優先度順に配置クラスリストを指定することができます。VxFS は、ファイルの作
成用または再配置用のいずれかのリストで、1 番目に記述された配置クラスのボリューム
を可能であれば使います。1 番目に記述されたクラスのボリュームに十分な空き領域がな
いか、またはファイルシステムのボリュームセットにその配置クラスのボリュームがない場
合、VxFS は 2 番目に記述されたクラスのボリュームを可能であれば使います。2 番目に
記述されたクラスに使用可能なボリュームがない場合、3 番目に記述されたボリュームを
可能であれば使います。以降同様にしてボリュームを決めます。
次は、CREATE 文の <ON> 節に 3 つの配置クラスを指定した例です。

207

208

第 8 章 DST
ファイル配置ポリシールール文の複数基準

<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
<DESTINATION>
<CLASS>tier3</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>

この例では、VxFS は、ルールの SELECT 文で指定され新しく作成されたファイル用とし
て、tier1 ボリュームに領域を割り当てます（領域が利用可能な場合）。tier1 ボリューム
に十分な空き領域がない場合、VxFS は tier2 ボリュームへの領域の割り当てを試みま
す。tier2 ボリュームに十分な空き領域がない場合、VxFS は tier3 ボリュームに割り当
てを試みます。指定した 3 つのボリュームに領域を十分に割り当てられるボリュームがな
い場合、ファイルシステムのボリュームセットの他の配置クラスに十分な領域のあるボリュー
ムがあっても、割り当ては失敗し、ENOSPC エラーになります。
RELOCATE 文の <TO> 節も同様に動作します。VxFS は、対象のファイルを 1 番目に指定

された配置クラスのボリュームに可能であれば再配置します。不可能であれば 2 番目の
ボリューム。以降同様にしてボリュームを決めます。指定したすべてのクラスが満杯になっ
ている場合などで再配置先の基準を満たすことができない場合、対象のファイルは再配
置されません。ただしこの場合にエラーは出力されません。

RELOCATE と DELETE 文の <FROM> 節での複数配置クラス
RELOCATE 文と DELETE 文の <FROM> 節には、再配置元または削除元の配置クラスを複

数含めることができます。ただし、<ON> や <TO> 節とは異なり、<FROM> 節に順序や優先
度の意味は含まれません。<FROM> 節に指定したいずれかの配置クラスのボリュームに対
象ファイルが存在する場合、そのファイルは再配置または削除されます。<FROM> 節のク
ラスリスト上の配置クラスの位置は関係ありません。

RELOCATE と DELETE 文の <WHEN> 節での複数条件
RELOCATE 文と DELETE 文の <WHEN> 節には、再配置基準を複数含めることができます。
<ACCAGE>、<MODAGE>、<SIZE>、<IOTEMP> のいずれかまたはすべてを指定できます。

複数の条件を指定する場合、再配置や削除の対象として選択されるファイルは、すべて
の条件を満たす必要があります。
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次の例では、再配置または削除の対象として選択されるファイルは、アクティビティ（つま
りアクセス）が 31 日以上なく、さらに 100 MB よりも大きい必要があります。
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
<SIZE Units="MB">
<MIN Flags="gt">100</MIN>
</SIZE>
</WHEN>

ファイルが、複数の再配置または削除基準のうちの 1 つを満たす場合、指定した 1 つの
ファイルセットに対して再配置または削除するようなルールは記述できません。

ファイル配置ポリシールールと文の順序
4 種類のファイル配置ポリシー文書のいずれかを作成するには、DST（Dynamic Storage
Tiering）の GUI が使えます。代わりに、テキストエディタまたは XML エディタを使って、
XML ポリシー文書を直接作成することもできます。GUI を使うとポリシールール文は目的
の操作が実行されるように正しい順序に配置されます。テキストエディタを使う場合、ユー
ザーは、ポリシールールとその中のポリシー文を目的の結果が得られるように順序付ける
必要があります。
配置ポリシーを構成するルールは任意の順序で指定できますが、ファイルの割り当てと
fsppadm enforce 再配置スキャンのときにファイルを評価するルールは、最初にファイ
ルが指定された SELECT 文のあるルールのみです。したがって、特別クラスのファイル用
のルールを一般的に適用する操作より優先させたい場合は、そのルールをファイル配置
ポリシー文書の中で一般ルールの前に指定する必要があります。
次の XML の抜粋は、意図した結果が得られない可能性のある誤ったルール配置の例
を示します。
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE FILE_PLACEMENT_POLICY SYSTEM "placement.dtd">
<FILE_PLACEMENT_POLICY Version="5.0">
<RULE Name="GeneralRule">
<SELECT>
<PATTERN>*</PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier2</CLASS>
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</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
other_statements
</RULE>
<RULE Name="DatabaseRule">
<SELECT>
<PATTERN>*.db</PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<ON>
<DESTINATION>
<CLASS>tier1</CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
other_statements
</RULE>
</FILE_PLACEMENT_POLICY>

GeneralRule は、ファイルシステムに作成するすべてのファイル（<PATTERN>*</PATTERN>
による指定）を tier2 ボリュームに作成するように指定されています。DatabaseRule は、
名前に .db 拡張子が含まれるファイルは、tier1 ボリュームに作成するように指定されて
います。このファイルシステムに作成するすべてのファイルは、名前パターンが *.db の
ファイルも含め、GeneralRule が適用されます。したがって、DatabaseRule ルールは
いかなるファイルにも適用されません。この誤りは、2 つのルールの順序を入れ替えるこ
とで矯正できます。DatabaseRule ルールがポリシー文書の最初に指定されていれば、
VxFS は最初にそのルールを見つけ、名前パターンが *.db ファイルの新しい配置先を決
定するので、*.db ファイルの領域は tier1 ボリュームに正しく割り当てられます。
DatabaseRule ルールが適用されないファイルに関しては、VxFS はポリシーのスキャン
を続け、GeneralRule ルールの CREATE 文に指定された仕様に従って領域を割り当て
ます。
配置ポリシールールの文にも同じ考え方が適用されます。VxFS は、この文を順番に処
理し、ファイルに関連する文を見つると、そのファイルのための処理を終了します。これに
より、意図しない操作が実行される可能性もあります。
次の XML の抜粋は、過去 30 日以内にアクセスのなかったファイルを再配置し、過去
90 日以内にアクセスのなかったファイルを削除しようとするルールの RELOCATE 文と
DELETE 文です。
<RELOCATE>
<TO>
<DESTINATION>
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<CLASS>tier2</CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">30</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</RELOCATE>
<DELETE>
<WHEN>
<ACCAGE Units="days">
<MIN Flags="gt">90</MIN>
</ACCAGE>
</WHEN>
</DELETE>
RELOCATE 文を DELETE 文よりも前に記述すると、どのファイルも削除されません。理由

は、少なくとも 30 日間アクセスがないために選択されたすべてのファイルに、RELOCATE
文の <WHEN> 節が適用されるからです。これには、90 日間アクセスのないファイルも含ま
れます。VxFS は、ファイルに適用する文を特定した時点で、配置ポリシーに対するその
ファイルの処理を終了するので、DELETE 文が処理されることはありません。この例は、
RELOCATE 文と DELETE 文の一般的なポイントを示しています。それは、ファイル配置ポリ
シー文書の中で、小さな包括基準を指定した RELOCATE 文と DELETE 文は、大きな包
括基準を指定した文よりも前に記述するということです。GUI を使うと、文が正しい順序で
自動的に並べられ、ポリシーが作成されます。

ファイル配置ポリシーとファイルの拡張
ファイル配置ポリシーがアクティブな VxFS ファイルシステムでは、ファイルが存在するボ
リュームの配置クラスは、ファイルのメタデータの中にあり、ファイルが作成される時と再配
置でファイルが更新される時に設定されます。アプリケーションがファイルを拡張する時
に、VxFS はファイルが占有しているボリュームに増分領域を割り当てます（可能な場合）。
不可能な場合、VxFS は同じ配置クラスの別のボリュームに領域を割り当てます。たとえ
ば、ファイルが tier1 ボリュームに作成され、後に tier2 ボリュームに再配置された場
合、再配置前のファイルの拡張では tier1 ボリュームに領域が割り当てられますが、再
配置後の拡張では tier2 ボリュームに領域が割り当てられます。この例では、ファイルが
再配置されるときに、ファイルに割り当てられたすべての領域（拡張により取得された領
域を含む）は tier2 ボリュームに再配置されます。
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ソリッドステートディスクでの DST（Dynamic Storage
Tiering）の使用
DST（Dynamic Storage Tiering）機能が、SSD ベース階層をサポートするために次の
配置ポリシー機能によって拡張されています。
と <ACCESSTEMP> 基準の単位として時間を許可するなど、頻度を詳細に
調整できる

■ <IOTEMP>

■ <IOTEMP>

と <ACCESSTEMP> 基準で Prefer 属性を使用できる

■

平均 I/O アクティビティに基づいて再配置する機構

■

メモリ、CPU、I/O 帯域幅などのリソースに対する影響を最小化するために、スキャン
の強度と期間が縮小している

■

コールドファイルのクイック識別

これらの拡張機能を利用するには、最新の DTD に基づいて既存の配置ポリシーを修正
してから、ポリシーを割り当て直す必要があります。ただし、既存の配置ポリシーは従来ど
おり機能します。これらの新機能を使わない場合は、配置ポリシーを更新する必要はあり
ません。

詳細に調整可能な頻度
DST（Dynamic Storage Tiering）機能では、SSD（Solid State Disk）拡張が導入される
までは、頻度値が 1 日単位で計算されていました。つまり、日単位の I/O アクティビティ
が 1 日以上にわたって計算されます。したがって、<IOTEMP> と <ACCESSTEMP> 基準の
<PERIOD> 要素は日単位で指定する必要がありました。SSD の場合は、Veritas File
System（VxFS）が I/O アクティビティを 1 日よりも短い期間で測定するので、それに基づ
いて 1 日よりも短い単位で再配置を決定することをお勧めします。このことを踏まえて、
<IOTEMP> と <ACCESSTEMP> 基準の Units 属性値に「時間」を指定できるようになりまし
た。
p.193 の 「I/O 頻度再配置基準の指定」 を参照してください。
次の配置ポリシーの例では、期間として 4 時間を指定しています。
<RELOCATE>
...
<WHEN>
<IOTEMP Type="nwbytes">
<MIN Flags="gteq"> 2 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 4 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
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Prefer 機構
<IOTEMP> と <ACCESSTEMP> 基準に Prefer 属性値を指定できるようになり、ファイルを

再配置するときの優先設定を設定します。
p.194 の 「Prefer 属性」 を参照してください。
ソリッドステートディスク（SSD）ベースの階層の場合は、I/O アクティビティに著しい増加
が見られる場合は、ファイルをすぐに SSD に再配置することをお勧めします。ただし、ファ
イルが SSD に再配置された後は、ファイルの移動の繰り返しを避けるために、アクティビ
ティが高い間はファイルを SSD 上に残しておく方がいい場合もあります。ファイルを SSD
から移動することを決める前に、SSD に再配置したときのアクティビティ監視時間よりも長
くアクティビティを監視するようにしてください。
次の配置ポリシーは、Prefer 基準の例です。
<RELOCATE>
...
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes" Prefer="high">
<MIN Flags="gteq"> 3.4 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 6 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>

I/O 頻度が最小値より高いファイルがいくつかある場合には、頻度の低いファイルよりも
頻度の高いファイルが最初に RELOCATE 操作の対象になります。これは SSD の場合に
特に役に立ちます。SSD は大きさが限られていて高価であるためです。したがって SSD
は、ほとんどアクティブなファイルに使用することをお勧めします。

平均 I/O アクティビティ
ソリッドステートディスク（SSD）拡張以前には、DST（Dynamic Storage Tiering）配置ポ
リシーで ACCESSTEMP 基準と IOTEMP 基準を使うときに頻度の絶対値を指定する必要が
ありました。ただし、そのような絶対値を求めることは難しく、データアクセスパターンを一
定期間実験して観察する必要があります。さらに、時間の経過とともにアクセスパターン
が変更するため、この値の変更が必要になる場合があります。このため、実験を繰り返さ
なければならないことがあります。ACCESSTEMP と IOTEMP ベースのポリシーを簡単に作
成できるように、新しい基準 Average が導入されました。
p.195 の 「平均 I/O アクティビティ」 を参照してください。
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頻繁なスキャン
Units 属性値に「時間」を指定することで、I/O 統計情報収集期間を以前のリリースより

大幅に短縮できます。ソリッドステートディスク（SSD）を使わないときは、Units 属性値に
「日」を指定するだけでかまいません。ただし、SSD を使う環境では、候補のファイルとそ
れらのアクティビティレベルが 1 日の中で変化する可能性があるので、日よりも短い期間
が必要になります。その結果、DST によるスキャン頻度を高める必要があるため、ホスト
システムへのスキャン負荷が高まります。
次の競合する要件を同時に満たす必要があります。
■

頻度収集期間を時間レベルにする。

■

CPU、I/O、メモリなどのリソースに対するスキャン回数の増加による影響を軽減する。

頻繁にスキャンすることで発生する負荷を軽減する方法をいくつか紹介します。
■ -C オプション付きで fsppadm コマンドを実行して FCL（File Change Log）にアクティ

ビティが表示されるファイルだけを対象にすることで、期間中にアクティブなファイル
だけをスキャンする。
p.214 の 「コールドファイルのクイック識別」 を参照してください。
■

頻繁にスキャンする（数時間ごとなど）。頻繁にスキャンすることで、VxFS がアクセス
して FCL（File Change Log）ファイルにログを記録する i ノードの数が減少し、それに
よって各スキャンの時間が短縮される可能性があります。つまり、より少ないアクティブ
ファイルの詳細について、前回のスキャンからの変更が FCL ファイルに収集されるこ
とになります。
と <ACCESSTEMP> 基準を使って、より頻繁にファイルを SSD に再配置す
る。コールドファイルを SSD に残すようにします。

■ <IOTEMP>

コールドファイルのクイック識別
配置機構では通常、コールドファイルの非アクティブ状態が続く場合には、それらがソリッ
ドステートディスク（SSD）に置かれたままになります。これによって、アクティブファイルを
SSD に移動する必要がある場合はそれらのファイルの領域が不足し、ストレージの使用
効率が低下することになります。この問題は、コールドファイルを識別するための SSD 拡
張によって簡単に解決します。
この拡張は、DST（Dynamic Storage Tiering）の特定の階層でファイルをすばやく識別
し、必要に応じてファイルを再配置するための方法です。この方法は、ストレージデバイ
スをそれらに含まれるファイルの i ノードに関連付けるマップで構成されます。
ファイル場所のマップは次のときに更新されます。
■

DST 自体のファイルが再配置されるとき

■

DST のスコープの外部で行われた変更のために、ファイルシステムの FCL（File
Change Log）が検査されるとき
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どちらの更新も DST の再配置スキャン中に行われます（通常は定期的に行うように設定
されています）。ただし、ファイル場所のマップは、-T オプション付きで fsppadm コマンド
を実行することでいつでも更新できます。
-C オプションは、アクティブファイルを他のファイルの前に処理するときに使用できます。
-C オプションは -T オプションと一緒に指定することをお勧めします。fsppadm コマンド

に -T オプションと -C オプションを両方指定すると、-C オプションによって SSD 階層に
移動するアクティブファイル用の領域を SSD ティアに作成するために、まずコールドファ
イルが退避されます。-T と一緒に -C を指定することで、スキャンのスコープが限定され、
消費される時間とリソースが少なくなるため、頻繁なスキャンが可能になり、データ配置要
件に動的に対応できます。
p.180 の 「配置ポリシーの実施」 を参照してください。
fsppadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

ファイルシステム全体をスキャンする代わりにマップを使うことによって、SSD 階層のファ
イルと FCL に記録されるアクティブファイルだけにスキャンを限定できます。この方法に
よって、I/O 頻度を少なくしながらスキャン負荷を減らすという 2 つの目的を達成できる可
能性があります。

ソリッドステートディスクを使うときの配置ポリシーの例
配置ポリシーをソリッドステートディスク（SSD）ベースの階層で使う場合の例です。

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE PLACEMENT_POLICY SYSTEM "/opt/VRTSvxfs/etc/placement_policy.dtd">
<PLACEMENT_POLICY Version="5.0" Name="SSD_policy">
<RULE Flags="data" Name="all_files">
<COMMENT>
The first two RELOCATEs will do the evacuation
out of SSDs to create room for any relocations
into the SSDs by the third RELOCATE. The parameters
that can be tuned are basically values for PERIOD and
the values of MIN and/or MAX as the per the case.
The values for MIN and MAX are treated as multiples of
average activity over past 24 hour period.
</COMMENT>
<SELECT>
<PATTERN> * </PATTERN>
</SELECT>
<CREATE>
<COMMENT>
create files on ssdtier, failing which

216

第 8 章 DST
ソリッドステートディスクでの DST（Dynamic Storage Tiering）の使用

create them on other tiers
</COMMENT>
<ON>
<DESTINATION Flags="any">
<CLASS> ssdtier </CLASS>
</DESTINATION>
</ON>
</CREATE>
<RELOCATE>
<COMMENT>
Move the files out of SSD if thier last 3 hour
write IOTEMP is more than 1.5 times the last
24 hour average write IOTEMP. The PERIOD is
purposely shorter than the other RELOCATEs
because we want to move it out as soon as
write activity starts peaking. This criteria
could be used to reduce SSD wear outs.
</COMMENT>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS> ssdtier </CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> nonssd_tier </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nwbytes" Average="*">
<MIN Flags="gt"> 1.5 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 3 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<COMMENT>
OR move the files out of SSD if their last 6 hour
read IOTEMP is less than half the last 24 hour
average read IOTEMP. The PERIOD is longer,
we may want to observe longer periods
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having brought the file in. This avoids quickly
sending the file out of SSDs once in.
</COMMENT>
<FROM>
<SOURCE>
<CLASS> ssdtier </CLASS>
</SOURCE>
</FROM>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> nonssd_tier </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes" Average="*">
<MAX Flags="lt"> 0.5 </MAX>
<PERIOD Units="hours"> 6 </PERIOD>
</IOTEMP>
</WHEN>
</RELOCATE>
<RELOCATE>
<COMMENT>
OR move the files into SSD if their last 3 hour
read IOTEMP is more than or equal to 1.5 times
the last 24 hour average read IOTEMP AND
their last 6 hour write IOTEMP is less than
half of the last 24 hour average write IOTEMP
</COMMENT>
<TO>
<DESTINATION>
<CLASS> ssd_tier </CLASS>
</DESTINATION>
</TO>
<WHEN>
<IOTEMP Type="nrbytes" Prefer="high" Average="*">
<MIN Flags="gteq"> 1.5 </MIN>
<PERIOD Units="hours"> 3 </PERIOD>
</IOTEMP>
<IOTEMP Type="nwbytes" Average="*">
<MAX Flags="lt"> 0.5 </MAX>
<PERIOD Units="hours"> 3 </PERIOD>
</IOTEMP>
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</WHEN>
</RELOCATE>
</RULE>
</PLACEMENT_POLICY>

この配置ポリシーでは、使用可能な領域があれば SSD 階層に、使用可能な領域がなけ
れば他の場所に、新しいファイルが作成されます。ポリシーが適用されると、現在 SSD に
あるファイルは、指定の期間にその書き込みアクティビティの増加がしきい値を超えるか、
読み取りアクティビティがしきい値を下回る場合に、SSD から移動されます。この目的は
最初の 2 つの RELOCATE で行われます。ただし、指定の期間に読み取りアクティビティ
がしきい値を超えているけれども、書き込みアクティビティがしきい値を超えていないファ
イルは、SSD に移動されます。読み取りアクティビティが高いファイルが優先されます。
次の図は、配置ポリシー例の動作を示しています。

I/O アクティビティが薄い灰色領域にあるファイルは、SSD ストレージに移動する候補とし
て適しています。これらのファイルは書き込みアクティビティが少ないのでウェアレベリン
グへの影響が少なく、SSD への書き込み時間が遅いことはそれほど問題になりません。
読み取りアクティビティが非常に多いことも、これらのファイルは SSD に配置するファイル
として適していることの理由です。読み取りアクティビティはウェアレベリングに影響せず、
SSD から読み取る方が速く読み取れるためです。一方、I/O アクティビティが濃い灰色領
域にあるファイルは、書き込みアクティビティが多いか読み取りアクティビティが少ないの
で、SSD ストレージから移動する候補として適しています。書き込みアクティビティが大き
くなると、ウェアレベリングによる書き込み回数が増えるので SSD の書き込み時間が遅く
なり、ファイルシステムの処理効率は低下します。これらのファイルでは読み取りアクティ
ビティが少ないので、SSD の読み取り速度が高速であることの利点はありません。

A
CDS エラーからのリカバリ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

CDS エラーコードとリカバリアクション

CDS エラーコードとリカバリアクション
表 A-1 に、CDS エラーコードと必要なアクションを示します。
表 A-1

エラーコードと必要なアクション

エラー番号

メッセージ

アクション

329

Non-CDS ディスクグループと CDS
ディスクグループを結合できません

非 CDS ディスクグループを CDS ディ
スクグループに変更するか、またはそ
の逆の操作を実行して、結合操作を
再試行してください。

330

異なるプラットフォーム用のディスクグ ディスクグループを正しいプラット
ループです
フォームにインポートしてください。こ
のプラットフォームにはインポートでき
ません。

331

ボリュームに CDS 互換性のないログ CDS と互換性のあるログにするには、
があります
まずボリュームを停止します（現在ア
クティブになっている場合）。続いて
ボリュームを起動し、正常に起動した
ら、ディスクグループの CDS 属性の
設定を再試行します。

332

ライセンスが期限切れか、CDS 機能 CDS ディスクグループを使うためのラ
をサポートしていません
イセンスをシマンテック社から入手し
てください。
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エラー番号

メッセージ

アクション

333

Non-CDS ディスクを CDS ディスクグ 次のいずれかを実行します。
ループに置くことができません
■ ディスクを別のディスクグループ
（非 CDS ディスクグループ）に追
加する。
■ ディスクを CDS ディスクとして再
初期化し、CDS ディスクグループ
に追加できるようにする。
■ CDS ディスクグループを非 CDS
ディスクグループに変更してから
ディスクを追加する。

334

ディスクグループアラインメントは CDS ディスクグループのアラインメントを
互換性がありません
8K に変更し、ディスクグループの
CDS 属性の設定を再試行してくださ
い。

335

サブディスクの長さがディスクグルー サブディスクのサイズの値は必ず 8K
プのアラインメントと一致しません
の倍数にしてください。

336

サブディスクオフセットがディスクグ
ループのアラインメントと一致しませ
ん

337

サブディスクプレックスオフセットが
サブディスクプレックスオフセットの値
ディスクグループのアラインメントと一 は必ず 8K の倍数にしてください。
致しません

338

プレックスのストライプ幅がディスクグ プレックスのストライプ幅の値は必ず
ループのアラインメントと一致しませ 8K の倍数にしてください。
ん

339

ボリュームまたはログの長さがディス ボリュームのサイズは必ず 8K の倍数
クグループのアラインメントと一致しま にしてください。
せん
ログの場合、dgalign_checking
属性の値を round に設定します。こ
れによりボリュームのログサイズが自
動的に有効な値に丸められます。

340

最後のディスクメディアオフセットが アップグレード前に DM レコードを再
ディスクグループのアラインメントと一 度関連付けてください。
致しません

サブディスクのオフセットの値は必ず
8K の倍数にしてください。
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エラー番号

メッセージ

アクション

341

ディスクグループのデバイスノードが ディスクグループのデバイスノード数
多すぎます
の上限を増やしてください。デバイス
ノードが最大数に達している場合は、
ディスクグループの分割などにより
ディスクグループからボリュームを削
除する必要があります。

342

マップの長さが現在のログの長さに
は大きすぎます

343

ボリュームログのマップアラインメント DRL ログまたは DCM ログを削除し、
がディスクグループのアラインメントと ディスクグループのアラインメントを変
一致しません
更した後で追加しなおしてください。

345

ディスクグループが古い形式の RVG ディスクグループを RVG の作成元の
を含んでいるため、このプラットフォー プラットフォームにインポートしてくだ
ムにインポートできません
さい。このディスクグループを現在の
プラットフォームにインポートするに
は、まず作成元のプラットフォームで
該当する RVG を削除する必要があ
ります。

346

キャッシュオブジェクトの autogrowby キャッシュの属性値は必ず 8K の倍
/ max_autogrow がディスクグルー 数にしてください。
プのアラインメントと一致しません。

347

ディスクグループに対するユーザート vxcdsconvert コマンドが同時に
ランザクションは無効です
実行されていたため、コマンドが一時
的に実行不能になっていました。コマ
ンドを再試行してください。

348

ディスクは使用中です

DRL ログまたは DCM ログのマップサ
イズを小さくするか、ログサイズを大き
くして再試行してください。

テクニカルサポートにお問い合わせ
ください。

221

222

付録 A CDS エラーからのリカバリ
CDS エラーコードとリカバリアクション

B
サンプルシナリオのファイル
とスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サンプルシナリオのファイルとスクリプトの概要

■

Oracle データベースのオフホストオンラインバックアップを開始するスクリプト

■

Oracle データベースをホットバックアップモードにするスクリプト

■

Sybase ASE データベースを静止するスクリプト

■

DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト

■

Oracle データベースのホットバックアップモードを終了するスクリプト

■

Sybase ASE データベースを静止モードから解放するスクリプト

■

DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト

■

オフホストバックアップを実行するスクリプト

■

オフホスト複製 Oracle データベースを作成するスクリプト

■

複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動するスクリプト

■

複製 Sybase ASE データベースを起動するスクリプト

サンプルシナリオのファイルとスクリプトの概要
ここには、このマニュアルに記載されている PITC（point-in-time copy）処理のサンプル
設定ファイルとスクリプトが含まれています。
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メモ: これらのスクリプトは情報提供を目的として提示するものでありシマンテック社ではサ
ポートしておりません。ご使用の環境に合わせたカスタマイズは、Veritas Vpro Consulting
Services にて対応しており、有償で承ります。
表 B-1 ではファイルとスクリプトをリストします。
表 B-1

サンプルシナリオのファイルとスクリプト

ファイルまたはスクリプト

使用先

「Oracle データベースのオフホ ■ オフホストオンラインバックアップ
ストオンラインバックアップを開
p.42 の 「データベースのオフホストオンラインバックアップの
始するスクリプト」
作成」 を参照してください。
「Oracle データベースをホット ■ オンラインバックアップ
バックアップモードにするスクリ
「データベースのオンラインバックアップの概要」を参照してく
プト」,
ださい。
■
意思決定支援システム
「Sybase ASE データベースを
p.56 の 「意思決定支援システムの概要」 を参照してくださ
静止するスクリプト」または
い。
「DB2 データベースの I/O を停
止するスクリプト」
「Oracle データベースのホット ■ オンラインバックアップ
バックアップモードを終了するス
p.37 の 「データベースのオンラインバックアップの概要」 を
クリプト」,
参照してください。
「Sybase ASE データベースを ■ 意思決定支援システム
p.56 の 「意思決定支援システムの概要」 を参照してくださ
静止モードから解放するスクリ
い。
プト」または
「DB2 データベースの I/O を再
開するスクリプト」
「オフホストバックアップを実行
するスクリプト」

■

オフホストオンラインバックアップ
p.42 の 「データベースのオフホストオンラインバックアップの
作成」 を参照してください。

「オフホスト複製 Oracle データ ■ 意思決定支援システム
ベースを作成するスクリプト」
p.63 の 「オフホスト複製データベースの作成」 を参照してく
ださい。
「複製 Oracle データベースを ■ 意思決定支援システム
終了、リカバリおよび起動するス
p.63 の 「オフホスト複製データベースの作成」 を参照してく
クリプト」または
ださい。
「複製 Sybase ASE データベー
スを起動するスクリプト」
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Oracle データベースのオフホストオンラインバックアップ
を開始するスクリプト
このスクリプトを使って Oracle データベースのオフホストオンラインバックアップを開始し
ます。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_online.sh <dbnode>
#
# Sample script for online, off-host backup.
#
# Note: This is not a production level script, its intention is to help
# you understand the procedure and commands for implementing
# an off-host point-in-time copy solution.
export ORACLE_SID=dbase
export ORACLE_HOME=/oracle/816
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
dbnode=$1
dbasedg=dbasedg
snapvoldg=snapdbdg
newvollist=”snap_dbase_vol source=dbase_vol/newvol=snap_dbase_vol”
snapvollist=”snap_dbase_vol”
volsnaplist=”snap_dbase_vol source=dbase_vol”
exit_cnt=0
arch_loc=/archlog
# Put the Oracle database in hot-backup mode;
# see the backup_start.sh script for information.
su oracle -c backup_start.sh
#
#
#
#
#
#

Refresh the snapshots of the volumes.
Note: If the volume is not mounted, you can safely ignore the
following message that is output by the snapshot operation:
ERROR: Volume dbase_vol: No entry in /etc/mnttab for volume

vxsnap -g $dbasedg make $newvollist
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# Take the database out of hot-backup mode;
# see the backup_end.sh script for information.
su oracle -c backup_end.sh
# Back up the archive logs that were generated while the database
# was in hot backup mode (as reported by the Oracle Server Manager).
# Move the snapshot volumes into a separate disk group.
vxdg split $dbasedg $snapdg $snapvollist
# Deport the snapshot disk group.
vxdg deport $snapdg
# The snapshots of the database can be imported and backed up
# on the OHP node and then deported.
# Note: Replace “rsh” with “remsh” on HP-UX systems.
rsh $dbnode -c “do_backup.sh $snapvollist”
# Import the snapshot disk group -- if the database disk group is
# cluster-shareable, you must also specify the -s option.
vxdg import $snapdg
# Join the snapshot disk group to the original volume disk group.
vxdg join $snapdg $dbasedg
# Restart the snapshot volumes.
for i in ‘echo $snapvollist‘
do
vxrecover -g $dbasedg -m $i
vxvol -g $dbasedg start $i
done
# Reattach the snapshot volumes ready for the next backup cycle.
vxsnap -g $dbasedg reattach $volsnaplist
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Oracle データベースをホットバックアップモードにするス
クリプト
このスクリプトを使ってOracle データベースをホットバックアップモードにします。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to put example Oracle database into hot backup mode.
export ORACLE_SID=dbase
export ORACLE_HOME=/oracle/816
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
svrmgrl <<!
connect internal
archive log list;
alter tablespace ts1 begin backup;
# .
# . Put all required tablespaces into hot backup mode
# .
alter tablespace tsN begin backup;
quit
!

Sybase ASE データベースを静止するスクリプト
このスクリプトを使って Sybase ASE データベースを静止します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to quiesce example Sybase ASE database.
#
# Note: The “for external dump” clause was introduced in Sybase
# ASE 12.5 to allow a snapshot database to be rolled forward.
# See the Sybase ASE 12.5 documentation for more information.
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isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag hold database1[, database2]... [for external dump]
go
quit
!

DB2 データベースの I/O を停止するスクリプト
このスクリプトを使って DB2 データベースの I/O を停止します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_start.sh
#
# Sample script to suspend I/O for a DB2 database.
#
# Note: To recover a database using backups of snapshots, the database
# must be in LOGRETAIN mode.
db2 <<!
connect to database
set write suspend for database
quit
!

Oracle データベースのホットバックアップモードを終了す
るスクリプト
このスクリプトを使って Oracle データベースのホットバックアップモードを終了します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to end hot backup mode for example Oracle database.
export ORACLE_SID=dbase
export ORACLE_HOME=/oracle/816
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
svrmgrl <<!
connect internal
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alter tablespace ts1 end backup;
# .
# . End hot backup mode for all required tablespaces.
# .
alter tablespace tsN end backup;
alter system switch logfile;
alter system switch logfile;
archive log list;
quit
!

# Note: The repeated line alter system switch logfile; forces a checkpoint a
#
archives the contents of the redo logs recorded during the back

Sybase ASE データベースを静止モードから解放するス
クリプト
このスクリップを使って Sybase ASE データベースを静止モードから解放します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to release example Sybase ASE database from quiesce mode.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
quiesce database tag release
go
quit
!

DB2 データベースの I/O を再開するスクリプト
このスクリプトを使って DB2 データベースの I/O を再開します。
#!/bin/ksh
#
# script: backup_end.sh
#
# Sample script to resume I/O for a DB2 database.
#
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db2 <<!
connect to database
set write resume for database
quit
!

オフホストバックアップを実行するスクリプト
このスクリプトを使ってオフホストバックアップを実行します。
#!/bin/ksh
#
# script: do_backup.sh <list_of_database_volumes>
#
# Sample script for off-host backup
#
# Note: This is not a production level script, its intention is to help
# you understand the procedure and commands for implementing
# an off-host point-in-time copy solution.
# Modify the following procedure according to your environment
# and backup method.
snapvoldg=snapdbdg
# Import the snapshot volume disk group.
vxdg import $snapvoldg
# Mount the snapshot volumes (the mount points must already exist).
for i in $*
do
fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/$dbasedg/snap_$i
mount -F vxfs /dev/vx/dsk/$dbasedg/snap_$i /bak/$i
done
# Back up each tablespace.
# back up /bak/ts1 &
...
# back up /bak/tsN &
wait
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# Unmount snapshot volumes.
for i in ′echo $vollist′
do
umount /bak/$i
done
# Deport snapshot volume disk group.
vxdg deport $snapvoldg
echo “do_backup over”
echo “¥007 ¥007 ¥007 ¥007 ¥007 ¥007”

オフホスト複製 Oracle データベースを作成するスクリプ
ト
このスクリプトを使ってオフホスト複製 Oracle データベースを作成します。
#!/bin/ksh
#
# script: create_dss.sh <dbnode>
#
# Sample script to create a replica Oracle database on an OHP host.
#
# Note: This is not a production level script, its intention is to help
# you understand the procedure and commands for implementing
# an off-host point-in-time copy solution.
export ORACLE_SID=dbase
export ORACLE_HOME=/oracle/816
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
dbnode=$1
localdg=localdg
dbasedg=dbasedg
snapvoldg=snapdbdg
vollist=”dbase_vol”
snapvollist=”snap_dbase_vol”
volsnaplist=”snap_dbase_vol source=dbase_vol”
exit_cnt=0
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arch_loc=/archlog
rep_mnt_point=/rep
# Put the Oracle database in hot-backup mode;
# see the backup_start.sh script for information.
su oracle -c backup_start.sh
#
#
#
#
#
#

Refresh the snapshots of the volumes.
Note: If the volume is not mounted, you can safely ignore the
following message that is output by the snapshot operation:
vxvm:vxsync: ERROR: Volume dbase_vol: No entry in /etc/mnttab for volume

vxsnap -g $dbasedg refresh $volsnaplist
# Take the Oracle database out of hot-backup mode;
# see the backup_end.sh script for information.
su oracle -c backup_end.sh
# Move the snapshot volumes into a separate disk group.
vxdg split $dbasedg $snapdg $vollist
# Deport the snapshot disk group.
vxdg deport $snapdg

#
#
#
#

Copy the archive logs that were generated while the database was
in hot backup mode (as reported by the Oracle Server Manager) to the
archive log location for the replica database on the OHP node
(in this example, /rep/archlog).

rcp ${arch_loc}/* $dbnode:${rep_mnt_point}${arch_loc}
# The snapshots of the database can be now imported on the OHP node
# and used to complete, recover and start the replica database.
# Note: Replace “rsh” with “remsh” on HP-UX systems.
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rsh $dbnode -c “startdb.sh $vollist”

複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動す
るスクリプト
このスクリプトを使って複製 Oracle データベースを終了、リカバリおよび起動します。
#!/bin/ksh
#
# script: startdb.sh <list_of_database_volumes>
#
# Sample script to complete, recover and start replica Oracle database.
#
# It is assumed that you have already performed the following
# steps:
# 1. Create the local volumes, file systems, and mount points for the
#
redo and archived logs, and then mount them.
# 2. Based on the text control file for the production database,
#
write a SQL script that creates a control file for the replica
#
database.
# 3. Create an initialization file for the replica database and place
#
this in the replica database’s $ORACLE_HOME/dbs directory.
# 4. Copy the Oracle password file for the production database to the
#
replica database’s $ORACLE_HOME/dbs directory.
export ORACLE_SID=REP1
export ORACLE_HOME=/rep/oracle/816
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
snapvoldg=snapdbdg
rep_mnt_point=/rep
# Import the snapshot volume disk group.
vxdg import $snapvoldg
# Mount the snapshot volumes (the mount points must already exist).
for i in $*
do
fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/$snapvoldg/snap_$i
mount -F vxfs /dev/vx/dsk/$snapvoldg/snap_$i ${rep_mnt_point}/$i
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done
# Fix any symbolic links required by the database.
cd ${rep_mnt_point}/dbase_vol
for i in 1 2 3 4 5 6 # adjust as required
do
rm -f ./log$i
ln -s ${rep_mnt_point}/dbase_logs/log$i ./log$i
done
# Remove the existing control file.
rm -f ${rep_mnt_point}/dbase_vol/cntrl1

# Create a new control file, recover and start the replica database.
svrmgrl <<!
connect internal
@c_file_create.sql
set autorecovery on
recover database until cancel using backup controlfile;
alter database open resetlogs;
quit
!

複製 Sybase ASE データベースを起動するスクリプト
このスクリプトを使って複製 Sybase ASE データベースを起動します。
#!/bin/ksh
#
# script: startdb.sh <list_of_database_volumes>
#
# Sample script to recover and start replica Sybase ASE database.
# Import the snapshot volume disk group.
vxdg import $snapvoldg
# Mount the snapshot volumes (the mount points must already exist).
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for i in $*
do
fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/$snapvoldg/snap_$i
mount -F vxfs /dev/vx/dsk/$snapvoldg/snap_$i ${rep_mnt_point}/$i
done
#
#
#
#

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

/sybase/ASE-12_5/bin/dataserver ¥
[-q] ¥
-sdatabase_name ¥
-d /sybevm/master ¥
-e /sybase/ASE-12_5/install/dbasename.log ¥
-M /sybase
# Online the database. Load the transaction log dump and
# specify “for standby_access” if you used the -q option
# with the dataserver command.
isql -Usa -Ppassword -SFMR <<!
[load transaction from dump_device with standby_access
go]
online database database_name [for standby_access]
go
quit
!
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C
複製 Oracle データベースの
準備
この付録では以下の項目について説明しています。
■

複製 Oracle データベースの準備の概要

■

もとの実稼動データベースのテキスト形式の制御ファイル

■

制御ファイルを生成する SQL スクリプト

■

もとの実稼動データベースの初期化ファイル

■

複製 Oracle データベースの初期化ファイル

複製 Oracle データベースの準備の概要
この付録では、意思決定支援システムに使う、オフホスト複製 Oracle データベースの設
定方法について説明します。
p.63 の 「オフホスト複製データベースの作成」 を参照してください。
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プライマリホスト以外のホスト上で複製 Oracle データベースを準備するには、次の手順
を実行します。

1

Oracle ソフトウェアをホストのローカルディスクにインストールします（まだインストー
ルしていない場合）。Oracle のホームディレクトリ（$ORACLE_HOME）は、スナップ
ショットボリュームから作成されるデータベースのインスタンスに使われます。
メモ: ここに示す例では、ホームディレクトリはローカルディスクグループ localdg の
/rep/oracle です。必要に応じて、プライマリホストと同一のファイルパスとデータ
ベース名を選択してもかまいません。

2

ローカルディスクグループ localdg で次のコマンドを使い、複製データベースの
REDO ログとアーカイブログとして使うボリュームを作成します。
# vxassist -g diskgroup make volume size

たとえば、1 GB の REDO ログボリューム rep_dbase_logs と、2 GB のアーカイブロ
グボリューム rep_dbase_arch を作成するには、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g localdg make rep_dbase_logs 1g
# vxassist -g localdg make rep_dbase_arch 2g

3

次のコマンドを使って、前の手順で作成されたボリュームの REDO ログとアーカイブ
ログ用のファイルシステムを作成します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume

この例では、コマンドは次のようになります。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/localdg/rep_dbase_logs
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/localdg/rep_dbase_arch

4

新規データベースをマウントするためのマウントポイントを作成します。たとえば、表
領域ボリュームのスナップショットとして /rep/dbase_vol、REDO ログとして
/rep/dbase_logs、アーカイブログとして /rep/dbase_arch を作成します。
# mkdir -p /rep/dbase_vol
# mkdir -p /rep/dbase_logs
# mkdir -p /rep/dbase_arch
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5

次のコマンドを使って、それぞれのマウントポイントに REDO ログボリュームとアーカ
イブログボリュームをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/volume mount_point

この例では、コマンドは次のようになります。
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/localdg/rep_dbase_logs ¥
/rep/dbase_logs
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/localdg/rep_dbase_arch ¥
/rep/dbase_arch

6

Oracle データベース管理者権限でプライマリホストから次の SQL コマンドを使って、
現行の ASCII 形式の Oracle 制御ファイルを入手します。
alter database backup controlfile to trace;

このコマンドは、ディレクトリ $ORACLE_HOME/admin/dbase/udump にテキスト形式
の制御ファイルを書き込みます。
p.240 の 「もとの実稼動データベースのテキスト形式の制御ファイル」 を参照してくだ
さい。

7

前の手順で作成したテキスト形式の制御ファイルを次のように修正して、複製データ
ベースを設定するために新しい SQL スクリプトを作成します。
■

必要な場合は、ログファイルの LOGFILE に定義されているパスを変更します。
このフォーム行
GROUP N ’/dbase_vol/logN’ SIZE 52428288,

を、次のように変更します。
GROUP N ’/rep/dbase_vol/logN’ SIZE 52428288,
■

必要な場合は、表領域の DATAFILE に定義されているパスを変更します。この
フォーム行
’/dbase_vol/table’,

を、次のように変更します。
’/rep/dbase_vol/table’,
■

また、以下の行
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "odb" NORESETLOGS ¥
ARCHIVELOG
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を、次のように変更します。
CREATE CONTROLFILE SET DATABASE "ndb" RESETLOGS ¥
NOARCHIVELOG

odb はもとのデータベース名で、ndb は複製データベース名です（例では DBASE
と REP1）。不要なオーバーヘッドを減らすために、新規データベースはアーカ
イブログモードで実行する必要はないことに注意してください。
p.242 の 「制御ファイルを生成する SQL スクリプト」 を参照してください。

8

もとのデータベースの Oracle 初期化ファイルを複製データベースの新規初期化ファ
イルにコピーします。
たとえば、もとのデータベースの Oracle 初期化ファイルは、initdbase.ora. で、
p.242 の 「もとの実稼動データベースの初期化ファイル」 を参照してください。
複製データベースの新規初期化ファイルは、initREP1.ora です。
p.244 の 「複製 Oracle データベースの初期化ファイル」 を参照してください。
コピーされたファイルを編集して、次のパラメータの定義を変更します。
background_dump_destバックグラウンドダンプファイルの格納位置。
core_dump_destコアダンプファイルの格納位置。
db_name複製データベース名に対するデータベース名。
log_archive_destアーカイブログファイルの格納位置。手順 4 で作成されたパス

と等しく設定します（例: /rep/dbase_arch）。
log_archive_startアーカイブログモード log_archive_start。FALSE に設定し

ます。
user_dump_destユーザーダンプファイルの格納位置。
db_block_buffers などのパラメータ値をチューニングすることによって、新規デー

タベースのリソース使用量を減らすこともできます。
詳細については、『Oracle Database 管理者ガイド』を参照してください。

9

もとのデータベースの $ORACLE_HOME/dbs ディレクトリにある Oracle リモートパス
ワードファイル（例: orapwdbase）を新規データベースの同等の位置に新規データ
ベースの Oracle リモートパスワードファイル（例: orapwREP1）にコピーします。

もとの実稼動データベースのテキスト形式の制御ファイ
ル
次の例では、もとの実稼動データベースのテキスト形式の制御ファイルを示します。
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/oracle/816/admin/dbase/udump/dbase_ora_20480.trc
Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.6.0.0 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 8.1.6.0.0 - Production
ORACLE_HOME = /oracle/816
System name:
SunOS
Node name:
node01
Release:
5.8
Version:
Generic_108528-02
Machine:
sun4u
Instance name: dbase
Redo thread mounted by this instance: 1
Oracle process number: 8
Unix process pid: 20480, image: oracle@node01
*** SESSION ID:(#.##) YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss
*** YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss
# The following commands will create a new control file and use it
# to open the database.
# Data used by the recovery manager will be lost. Additional logs may
# be required for media recovery of offline data files. Use this
# only if the current version of all online logs are available.
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE “DBASE” NORESETLOGS ARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 2
MAXDATAFILES 70
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 226
LOGFILE
GROUP 1 ’/dbase_vol/log1’ SIZE 52428288,
# .
# . List of log files
# .
GROUP N ’/dbase_vol/logN’ SIZE 52428288
DATAFILE
’/dbase_vol/ts1’,
# .
# . List of tablespace datafiles
# .
’/dbase_vol/tsN’
CHARACTER SET US7ASCII;
# Recovery is required if any of the datafiles are restored backups,
# or if the last shutdown was not normal or immediate.
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RECOVER DATABASE
# All logs need archiving and a log switch is needed.
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
# Database can now be opened normally.
ALTER DATABASE OPEN;
# No tempfile entries found to add.
#

制御ファイルを生成する SQL スクリプト
次の例では制御ファイルを生成する SQL スクリプトを示します。
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE SET DATABASE “REP1” RESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 2
MAXDATAFILES 70
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 226
LOGFILE
GROUP 1 ’/rep/dbase_vol/log1’ SIZE 52428288,
# .
# . List of log files
# .
GROUP N ’/rep/dbase_vol/logN’ SIZE 52428288
DATAFILE
’/rep/dbase_vol/ts1’,
# .
# . List of tablespace datafiles
# .
’/rep/dbase_vol/tsN’
CHARACTER SET US7ASCII
;

もとの実稼動データベースの初期化ファイル
次の例ではもとの実稼動データベースの初期化ファイルを示します。
#==================================================================+
# FILENAME
initdbase.ora
# DESCRIPTION
Oracle parameter file for primary database, dbase.
#==================================================================
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db_block_size
parallel_max_servers
recovery_parallelism
# db_writers
# use_async_io
# async_io
control_files
sort_area_size
parallel_max_servers
recovery_parallelism
compatible
db_name
db_files
db_file_multiblock_read_count
db_block_buffers
dml_locks
hash_join_enabled

= 8192
= 30
= 20
= 25
= TRUE
= 1
= (/dbase_vol/cntrl1)
= 15728640
= 10
= 4
= 8.1.5
= dbase
= 200
= 32
= 30720 # 8k * 30720 approx 250MB
= 500
= FALSE

# Uncommenting the line below will cause automatic archiving if
# archiving has been enabled using ALTER DATABASE ARCHIVELOG.
log_archive_dest
= /archlog
log_archive_format
= dbase%t_%s.dbf
log_archive_start
= TRUE
# log_checkpoint_interval
= 1000000000
log_checkpoint_timeout
= 300
log_checkpoints_to_alert
= TRUE
log_buffer
= 1048576
max_rollback_segments
= 220
processes
= 300
sessions
= 400
open_cursors
= 200
transactions
= 400
distributed_transactions
= 0
transactions_per_rollback_segment = 1
rollback_segments
=
(s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20,s21,s22,s23,s2
4,s25,s26,s27,s28,s29,s30)
shared_pool_size
= 7000000
cursor_space_for_time
= TRUE
audit_trail
= FALSE
cursor_space_for_time
= TRUE
background_dump_dest
= /oracle/816/admin/dbase/bdump
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core_dump_dest
user_dump_dest

= /oracle/816/admin/dbase/cdump
= /oracle/816/admin/dbase/udump

複製 Oracle データベースの初期化ファイル
次の例では複製 Oracle データベースの初期化ファイルを示します。
##==================================================================+
# FILENAME initREP1.ora
# DESCRIPTION Oracle parameter file for replica database, REP1.
#==================================================================
db_block_size = 8192
parallel_max_servers
recovery_parallelism
# db_writers
=
# use_async_io
# async_io
control_files
sort_area_size
parallel_max_servers
recovery_parallelism
compatible
db_name
db_files
db_file_multiblock_read_count
db_block_buffers
dml_locks
hash_join_enabled
log_archive_start
log_archive_dest
log_archive_format
log_checkpoint_timeout
log_checkpoints_to_alert
log_buffer
max_rollback_segments
processes
sessions
open_cursors
transactions
distributed_transactions
transactions_per_rollback_segment
rollback_segments

= 30
= 20
25
= TRUE
= 1
= (/rep/dbase_vol/cntrl1)
= 15728640
= 10
= 4
= 8.1.5
= REP1
= 200
= 32
= 10240
= 500
= FALSE
= FALSE
= /rep/archlog
= dbase%t_%s.dbf
= 300
= TRUE
= 1048576
= 220
= 300
= 400
= 200
= 400
= 0
= 1
=
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(s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20,s21,s22,s23,s2
4,s25,s26,s27,s28,s29,s30)
shared_pool_size
= 7000000
cursor_space_for_time
= TRUE
audit_trail
= FALSE
cursor_space_for_time
= TRUE
background_dump_dest
= /rep/oracle/816/admin/REP1/bdump
core_dump_dest
= /rep/oracle/816/admin/REP1/cdump
user_dump_dest
= /rep/oracle/816/admin/REP1/udump
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用語集

address-length ペア

開始ブロックアドレスとエクステント長（ファイルシステムまたは論理ブロック内）を指定しま
す。

アーカイブログモード

ホットバックアップ中に行われたトランザクションに関する情報の検索に使います。

非同期 I/O

ノンブロッキングの読み取りおよび書き込みを実行する I/O 形式。これにより、システムで
同時に複数の I/O 要求を処理できるようになります。

原子操作

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。

autoextend

指定量ずつ指定した最大サイズまでデータベースファイルを自動的に拡張する Oracle
の機能。

バックアップモード

オンラインバックアップを実行可能な Oracle 表スペースの状態。

BLI バックアップ

最後のバックアップ以降に変更されたファイル全体ではなく、データブロックだけをバック
アップする方法。

ブロックマップ

ファイルシステムは、作成時に固定サイズのブロックに分割されます。ファイルにデータを
書き込むと、未使用のブロックがエクステントと呼ばれるブロックの固まりで割り当てられま
す。割り当てられるエクステントは、i ノードに事前に一覧が作成されており、そこから指定
されます。ファイル内のオフセットをファイルシステムブロックに変換する方法を表すデー
タは、ファイルの「ブロックマップ」と呼ばれます。

ブートディスク

オペレーティングシステムを起動するために使われるディスク。

バッファ付き I/O

最初にオペレーティングシステムバッファキャッシュにデータを転送する I/O 操作のモー
ド（この場合の I/O とは、コンピュータとの間でデータをやり取りする操作、プログラム、デ
バイスのいずれかを指します）。

（buffered I/O）

キャッシュ

I/O 要求に対する遅延を短縮するために使われるメモリ。読み取りキャッシュには、クライ
アントからの要求が予測されるデータが保持されます。また、書き込みキャッシュには、不
揮発性ストレージメディアに安全に格納できるまで、書き込まれたデータが保持されます。

Cached Quick I/O

Cached Quick I/O を使うと、データベースは Quick I/O によるパフォーマンス上のメリッ
トを維持したまま、大容量のシステムメモリを効率よく活用できます。Cached Quick I/O
では、効率的で選択的なバッファリング機能が提供され、非同期 I/O を補完できます。

クラスタ

一連のディスクを共有するひとまとまりのホスト。
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クラスタ共有ディスクグ

複数のホスト間で共有されるディスクが保持されるディスクグループ。

ループ
コールドバックアップ

オンラインで使われていないデータベースをバックアップする処理。

Command Launcher

Veritas Volume Manager またはその他のオブジェクトで実行可能なタスクのリストが表
示されるグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）ウィンドウ。各タスクには、オブジェ
クトタイプ、タスク（動作）およびタスクの説明が表示されます。タスクは、Command
Launcher でタスク名をクリックすることにより起動されます。シーケンシャルに連続して配
列されたサブディスクを特徴とする Veritas Volume Manager のレイアウトスタイルです。

同時 I/O

ファイルへの書き込み時にファイルレベルの書き込みロックを必要としない、ダイレクト I/O
の 1 形式。同時 I/O によって、リレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）は特
定のファイルに同時に書き込むことが可能になります。

設定データベース

既存の Veritas Volume Manager 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。設定データベースの 1 つのコピーは、設定コピー
と呼ばれます。

コンテナ

ディレクトリ名、デバイス名またはファイル名で識別される物理ストレージデバイス。

制御ファイル

Oracle の制御ファイルには、データベース名、データファイルおよび REDO ログファイル
の名前と場所、およびデータベース作成時のタイムスタンプなど、Oracle データベース
の物理構造が書き込まれています。制御ファイルは、Oracle データベースの起動時に、
トランザクションの記録とリカバリを行うためにオープンする必要のあるデータベースイン
スタンスの REDO ログファイル、およびデータが格納されているデータファイルを特定す
るために使われます。

コピーオンライト

何らかのデータの元を保存するテクニック。書き込み操作によってデータが変更されると
きに、データのもとのコピーがコピーされます。
この技術が Storage Checkpoint テクノロジに活用されています。Storage Checkpoint
作成時のもとのデータが上書きされるときに、このデータがファイルシステムから Storage
Checkpoint にコピーされます。これにより、ある特定時点のファイルシステムイメージが
Storage Checkpoint に保存されます。

データブロック

データベースデータの論理格納単位。ブロックには、実データが格納されます。データ
ブロックのサイズは、データベース作成時に指定されます。その後、データベースでは、
データベース領域がデータブロック単位で使われ、割り当てられます。

DCO（データ変更オブジェ DCO ログボリューム内の FastResync マッピング情報の管理に使われる Veritas Volume
クト）

Manager オブジェクト。ボリュームに永続 FastResync を実装するには、DCO および
DCO ログボリュームをボリュームに関連付ける必要があります。

Storage Checkpoint

ファイルシステムの完全なイメージ。詳細については、「Storage Checkpoint」を参照し
てください。

データ
データベース

データベースは、構造化形式に編成された情報の集合です。データベースの例として、
データがテーブルに格納され、一般には 1 つ以上のキーによってアクセスするリレーショ
ナルデータベース（Oracle、Sybase、DB2 など）と、通常はテーブルや関係によってデー
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タが構成されないフラットファイルデータベースが挙げられます。一般に、データベース
には、データを検索するためのツールやインターフェースが備えられています。
データファイル

データベースデータを保持するデータベースの物理特性。Oracle データファイルは、単
一のデータベースにのみ関連付けることができます。また、1 つ以上のデータファイルに
よって、表スペースと呼ばれる論理データベースストレージユニットが形成されます。

データ変更オブジェクト

「DCO」を参照してください。

DCO ログボリューム

永続 FastResync のデータ変更マップの保持に使われるボリューム。

意思決定支援システム

問題のモデリング、特定、および解決と、意思決定に使われるコンピュータベースのシス
テムです。

（DSS）
断片化の解消

断片化を軽減するためのデータの再編成動作。ファイルシステム内のデータは、時間の
経過につれて断片化されていきます。

デバイスファイル

/dev ディレクトリに存在するブロックまたはキャラクタ特殊ファイルで、デバイスを表しま
す。

デバイス名

デバイスを表すデバイスファイルの名前。AIX 構文は Disk_#、HP-UX 構文は c#t#d#、
Linux 構文は sda（「a」は任意の英字）、Solaris 構文は c#t#d#s# です。

ダイレクト I/O

非バッファ I/O の一種。カーネルを使ったデータのバッファリングを回避します。ダイレク
ト I/O では、ディスクとユーザーアプリケーション間でデータが直接転送されます。

DRL（Dirty Region

Veritas Volume Manager がプレックスへの変更を監視し、記録する手順。変更領域の
ビットマップは、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。

Logging）
ディスクアクセス名

物理ディスクへのアクセスに使われる名前。AIX システムでは Disk_1、HP-UX システム
では c1t1d1、Linux システムでは sda、Solaris システムでは c0t0d0s0 などが使われま
す。ディスクアクセス名には、デバイス名という用語も使われます。

ディスクアレイ

論理的および物理的にオブジェクトに配列されたディスクの集合。アレイによって、デー
タの冗長性やパフォーマンスの向上などの利点がもたらされます。

ディスクキャッシュ

ディスクとアプリケーション間のキャッシュとして機能する RAM の一部。ディスクキャッシュ
により、コンピュータの動作を高速化できます。ハードディスクからデータを取得すると時
間がかかることがあるため、ディスクキャッシュプログラムでは、最近アクセスされたデータ
をディスクキャッシュに配置することによりこの問題を解決しています。次回同じデータが
必要となったときは、ディスクキャッシュにアクセスすることによって高速化しています。ディ
スクキャッシュを使えない場合は、ハードディスクに対しアクセスするため時間がかかりま
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は、既存の Veritas Volume Manager オブジェクト（ディスクやボ
リューム属性など）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
グループでは、管理者が割り当てた名前と、内部的に定義された固有の ID が保持され
ます。ルートディスクグループ（rootdg）は、特殊な専用ディスクグループです。
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ディスク名

disk03 など、ディスクに付けられた Veritas Volume Manager の論理名または管理名。
ディスク名には、ディスクメディア名という用語も使われます。

動的マルチパス

DMP（動的マルチパス）を参照してください。

意思決定支援システム

DSS を参照してください。

DMP（動的マルチパス）

負荷分散と冗長性の実装のため、複数のパスによる同一ストレージデバイスへのアクセ
スを可能にする Veritas Volume Manager の機能です。

エラー操作

エラーに対処するプログラム内のルーチン。エラー処理の品質は、システムがこれらの状
態をユーザーにどのように通知し、それを処理するためにどのような手段を備えているか
によって決まります。

退避

サブディスクをソースディスクからターゲットディスクに移動すること。

エクサバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 EB は、約 1,000,000,000,000,000,000 バイト（技
術的には、2 の 60 乗、つまり 1,152,921,504,606,846,976 バイト）です。EB とも表され
ます。

エクステント

1 つのまとまりとして扱われる連続したファイルシステムデータブロックのグループを定義
するデータベースの論理特性。エクステントは、開始ブロックとエクステント長で定義され
ます。

エクステント属性

ファイルやファイルシステムに関連付けられるエクステントの割り当てポリシー。
address-length ペアも参照してください。

フェールオーバー

サービスを障害状態から起動および使用可能状態に移行する動作。ここでサービスとは、
一般にはマシン上で実行されるアプリケーションを指します。フェールオーバーは、本来
のシステムに障害が発生した場合に、第 2 のシステムでこれらのアプリケーションを再開
する過程を指します。

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。ファイルシステムは、階層構造に基づき、ディ
レクトリとファイルで構成されます。

ファイルシステムブロック ファイルシステムの割り当てで基本となる最小サイズ。
ファイルセット

ファイルシステム内のファイルの集合。

固定エクステントサイズ

ファイルシステムのデフォルトの割り当てポリシーの上書きする形で関連付けられるエクス
テント属性の 1 つ。

断片化

ディスク上の不連続領域内にあるデータのストレージ。ファイルを更新すると、新しいデー
タは、連続していない可能性がある使用可能な空き領域に格納されます。ファイルが断
片化されると、読み取りおよび書き込みのためのヘッドの移動が大きくなり、ディスクアク
セスが低速化します。

ギガバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 ギガバイトは、約 1,000,000,000 バイト（技術的に
は、2 の 30 乗、つまり 1,073,741,824 バイト）です。GB および G バイトとも表されます。

HA （高可用性）

個々のコンポーネントを組み合わせからなる大幅に長期間にわたって（大きな遮断が行
われることなく）継続的に機能を提供できるシステムの能力。一般に、高可用性は、シス
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テム、ネットワーク、およびサイト全体にわたる冗長ディスクからなる耐障害性および冗長
構成の実装によって実現されます。
ホットバックアップ

アクティブに使われているオンラインのデータベースをバックアップする処理。

ホットプラグ可能

ユニットの実行中に、電源を切ることなく、システムからコンポーネントを取り外し、新しい
コンポーネントを投入すること。冗長構成のシステムは、ディスクドライブ、回路基盤、電
源、CPU など、コンピュータ内で重複している実質的にあらゆるコンポーネントを交換で
きるように設計できます。ホットスワップ可能とも呼ばれます。

ホットリロケーション

ディスクが障害になった場合に、冗長性およびミラーボリュームや RAID 5 ボリュームへ
のアクセスを自動的にリストアする Veritas Volume Manager のテクニック。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。

i ノードリスト

i ノードは、ファイルに関する名前以外をすべて定義するファイルシステム内のディスクに
格納されるデータ構造です。i ノードには、ファイルのユーザーやグループ所有権、アク
セスモード（アクセス権）、アクセス時間、ファイルサイズ、ファイルタイプ、データ内容のブ
ロックマップなどの情報が保持されます。各 i ノードは、その i ノードが存在するファイル
システム内で、固有の i ノード番号によって識別されます。i ノード番号は、ファイルシス
テムの i ノードリストで i ノードを検索するときに使われます。i ノードリストは、一連の i ノー
ドで構成されます。このリストには、ファイルシステム内のファイルごとに 1 つの i ノードが
存在します。

インスタンス

データベースを開始すると、システムグローバル領域（SGA）が割り当てられ、Oracle の
プロセスが開始されます。SGA は、すべてのデータベースユーザーが共有するデータ
ベース情報に使われるメモリ領域です。Oracle プロセス群および SGA によって、Oracle
インスタンスと呼ばれるものが形成されます。

インテントログ

ファイルシステム構造に対する保留変更を記録するログスキーム。これらの変更は、イン
テントログに記録されます。

割り込みキー

Ctrl+C を押すことによって、操作を終了または中断し、システムプロンプトに戻る手段。

カーネル非同期 I/O

ノンブロッキングのシステムレベルの読み取りおよび書き込みを実行する I/O 形式。これ
により、システムで同時に複数の I/O 要求を処理できるようになります。

キロバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 キロバイトは、約 1,000 バイト（技術的には、2 の
10 乗、つまり 1,024 バイト）です。KB および K バイトとも表されます。

大容量ファイル

サイズが 2 GB 以上のファイル。ファイル内容のアドレッシングに 32 ビットの符号付き整
数を使うオペレーティングシステムでは、大容量ファイルがサポートされませんが、VxFS
ディスクレイアウトバージョン 4 では、最大 2 テラバイトまでのファイルサイズに対応できま
す。

大容量ファイルシステム

2 GB を超えるファイルシステム。VxFS と VxVM を組み合わせて使うと、大容量ファイル
システムに対応できます。
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遅延

特定の作業を完了するまでにかかる時間。ファイルシステムの場合、ファイルシステムの
特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。また、ディスク検索時間を表す場合にも使わ
れます。

負荷分散

使用可能なリソースにわたってデータや処理を均等に分散するためのコンピュータシス
テム、ネットワーク、またはサブシステムのチューニング。たとえば、クラスタでは、着信す
るトランザクションがすべてのサーバーに均等に分散されるか、次の使用可能なサーバー
にリダイレクトされます。

負荷共有

各コンポーネントが負担する負荷の割り当てを均等化しないで、複数のコンポーネントで
作業を分割すること。複数のコンポーネントで負荷共有を行っていると、共有コンポーネ
ントの一部が全処理能力で稼動してパフォーマンスが制限される一方で、その他のコン
ポーネントが十分に活用されない状態になる可能性があります。

論理ユニット番号（LUN）

1 つの SCSI バスに装備可能な SCSI デバイスの数を増加させる手段。論理ユニット番号
により、8 ビットバスでは SCSI ID あたり最大 7 つのデバイス、16 ビットバスでは SCSI ID
あたり最大 15 個のデバイスに対応できます。

論理ボリューム

「ボリューム」を参照してください。

論理ユニット番号（LUN）

LUN を参照してください。

マスターノード

別のコンピュータまたは周辺機器を制御するコンピュータ。

メガバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 メガバイトは、約 1,000,000 バイト（技術的には、2
の 20 乗、つまり 1,048,576 バイト）です。MB および M バイトとも表されます。

メタデータ

その他のデータを記述するデータ。メタデータの例として、データディクショナリおよびリ
ポジトリが挙げられます。この用語は、別のデータベースの構造、属性、処理、または変
更に関する情報を保持するファイルまたはデータベースを表すときにも使われます。

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、ミラーが対応付けられているボリュームの 1 つの複製です。ここでは、ミラーとプ
レックスという用語は、同じ意味で使用されています。

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。

マウントポイント

ファイルシステム階層に接続するファイルシステムのディレクトリパス名。

マルチスレッド

複数のシーケンスを同時または擬似的に同時に実行すること。コンピュータシステムの処
理を表すときに使われます。マルチスレッド処理は、I/O 要求中心のアプリケーションが、
I/O パフォーマンスを向上させるために、ボリュームおよびディスクアレイに対して独立ア
クセスを行うことのできる手段の 1 つです。

NBU

Veritas NetBackup（NBU）を参照してください。

ノード

クラスタ内のホストの 1 つ。

オブジェクト（VxVM）

Veritas Volume Manage によって内部的に定義され、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
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ます。VxVM ディスクオブジェクトには、2 種類があり、1 つはディスクの物理的な面を表
すために使われ、もう 1 つはディスクの論理的な面を表すために使われます。
オンライントランザクショ

OLTP を参照してください。

ン処理
オンライン管理

システムやデータベースを停止しないで、設定を変更できる管理機能。

オンライントランザクショ

トランザクション指向のアプリケーションをサポートするために設計されたシステムの形式。
OLTP システムは、ユーザー要求に対して迅速に応答するように設計されており、各要求
は、1 つのトランザクションと見なされます。要求には、データの追加、検索、更新または
削除を含めることができます。

ン処理（OLTP）

ページング

プログラムセグメント（ページ）をメモリとの間で転送すること。ページングは、仮想メモリで
使われる主要機能ですが、過剰なページングは望ましくありません。

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。

パーティション

ディスクを分割した論理領域。

永続

システムを再ブートまたはクラッシュしても失われない情報または状態。

ペタバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 ペタバイトは、約 1,000 テラバイト（技術的には、2
の 50 乗）です。

プレックス

ボリュームとそのボリュームに含まれるデータ（サブディスクの集合を順序付けした形式）
の複製コピー。各プレックスは、そのプレックスが関連付けられているボリュームの 1 つの
コピーです。ここでは、ミラーとプレックスという用語は、同じ意味で使用されています。

事前割り当て

ディスクブロックが、使用前に物理的にひとまとまりのファイルになるように、ファイルに領
域を事前に指定すること。アプリケーションによってファイルに領域を事前割り当てできる
ようにすると、事前割り当てを行わなかった場合にはファイルシステムの容量が不足する
ような状況においても、指定量の領域をそのファイル用に確保できます。

Quick I/O

Quick I/O は、通常の Veritas File System ファイルを RAW デバイスとしてアプリケー
ションに提供します。これにより、Quick I/O ファイルがディスクデバイスを通じて非同期
I/O およびダイレクト I/O を活用できる他、多くのファイルシステムファイルが備える UNIX
の単一書き込みロック動作をバイパスできます。

Quick I/O ファイル

Quick I/O の命名拡張子（::cdev:vxfs:）を使ってアクセスが行われる通常の UNIX ファ
イル。

RAID

「Redundant Array of Independent Disks」の略称。組み合わされたストレージ容量を
使って、アレイに格納されたデータに関する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。
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リカバリモード

ファイルシステムのリストア後に、ファイルシステムのリカバリを行う処理。メディア障害で
は、データベースのリカバリを行う前に、バックアップからリストアする必要があります。

REDO ログファイル

REDO ログファイルは、データベースの更新が保留になっているトランザクションを記録し
ます。障害によって、データがデータファイルに永久的に書き込めない場合でも、REDO
ログファイルからデータの履歴を取得できます。すべての Oracle データベースには、2
つ以上の REDO ログファイルが備えられています。

リポジトリ

リポジトリには、データベース内の各要素にアクセスするための名前、形式、値範囲、ソー
ス、アクセス権が保持されます。データベースには管理やレポートで使うリポジトリが保持
されます。
設定情報の表示とデータベースとの対話に必要な関連情報をリポジトリに格納します。

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。

ルートディスクグループ

システム上の特殊な専用ディスクグループ。ルートディスクグループ名は、rootdg です。
ただし、Veritas Volume Manager のリリース 4.1 から、ルートディスクグループは必要な
くなりました。

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。

スクリプト

処理を実行するために実行可能な 1 つ以上のコマンドが含まれるファイル。

共有ディスクグループ

複数のディスクが複数のホストで共有されるディスクグループ（クラスタ共有ディスクグルー
プとも呼ばれます）。

セクタ

ディスクパーティションの最小単位。セクタのサイズはシステムによって異なります。
通常、1 セクタは 512 バイトです。

セグメント

任意のパーティション、予約済み領域、部分コンポーネント、または大容量構造の一部。

システムグローバル領域 SGA を参照してください。
単一スレッド

1 つのトランザクションが完了してから次のトランザクションを開始する処理。

スレーブノード

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、同義語として使
われることがあります。

スナップファイルシステム スナップショットファイルシステムの作成にイメージが使われたファイルシステム。
スナップショットの作成元 スナップショットボリュームの作成に使われた等しいイメージを保持するボリューム。
ボリューム
スナップショット

バックアップとして使用できるボリュームまたはファイルシステムのある時点でのイメージ。

スナップショットファイルシ マウントされているファイルシステムのある一時点における正確なコピーで、オンラインバッ
ステム

クアップに使われます。スナップショットファイルシステムは永続的ではなく、システムがク
ラッシュまたは再ブートされると削除されます。

用語集

スナップショットボリューム ある時点におけるボリュームのコピー。スナップショットは、ミラー化ボリュームに基づいて

作成され、オンラインバックアップに使われます。
分散

ボリューム（とそのファイルシステムまたはデータベース）が大きすぎて単一のディスクに
収まらない場合に、データを複数のディスクまたはボリュームに分散できるレイアウトテク
ニック。

Storage Checkpoint

現在マウントされている VxFS ファイルシステムの PIT イメージを作成する効率のよいス
ナップショットテクノロジ。Storage Checkpoint は、変更されたファイルシステムブロックを
特定、維持することによって、ファイルシステムの整合性のあるポイントインタイムビューを
提供します。

ストレージクラス

同じボリュームタグを持つボリュームの集合。

Storage Rollback

ファイルの喪失など、論理的エラーから迅速にリカバリできるオンディスクリストア機能。各
Storage Checkpoint は、特定のファイルシステムの PIT イメージなので、Storage
Rollback によって、ファイルまたはファイルシステム全体を簡単に Storage Checkpoint
にリストアまたはロールバックできます。

ストライプ

マルチディスクレイアウト内のひとまとまりのカラムにわたって同位置を占める一連のストラ
イプユニット。

ストライプユニット

各ストライプ化プレックスのサブディスク（カラム内）に交互に割り当てられる同サイズの領
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サイズ

各ストライプユニットのサイズ。VxVM のデフォルトのストライプユニットサイズは 32 セクタ
（16 KB）です。RAID 0 ストライプ化のストライプユニットサイズは 128 セクタ（64 KB）で
す。VxVM RAID 5 のストライプユニットサイズは 32 セクタ（16 KB）です。ストライプユニッ
トサイズは、ストライプ幅とも呼ばれています。

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。

スーパーユーザー

無制限のアクセス権を持つユーザーで、コンピュータ上であらゆる操作を実行できます。
UNIX では、ルートユーザーと呼ばれることがあります。また、Windows NT では、管理
者と呼ばれます。

システムグローバル領域 すべてのデータベースユーザーが共有するデータベース情報に使われるメモリ領域。各
（SGA）

システムグローバル領域には、1 つの Oracle インスタンスのデータおよび管理情報が保
持されます。

表スペース

表スペースは、データベースや表データの場所を直接コンテナに割り当てられるようにす
るためのストレージ構造（表、インデックス、大きなオブジェクト、長いデータを含む）です。
表スペースは、データベースパーティショングループ内にあります。
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Oracle データベースで、スキーマオブジェクト（トリガ、ストアドプロシージャ、テーブルな
ど）の格納に使われる領域の割り当て元。表スペースは、1 つ以上のデータファイルに関
連付けられます。
テラバイト

メモリまたはストレージの測定単位。1 テラバイトは、約 1,000,000,000,000 バイト（技術
的には、2 の 40 乗、つまり 1,000 GB）です。TB とも表されます。

スループット

特定の時間内に完了する処理量。ファイルシステムでは、一般に、特定時間内に完了す
る I/O 操作の数を表します。

UFS

4.2 Berkeley Fast File System に由来するファイルシステム形式の Solaris オペレー
ティングシステムでの名前。

非バッファ I/O

パフォーマンスを向上させる目的で、ファイルシステムのキャッシュをバイパスする I/O（ダ
イレクト I/O とも呼ばれます）。

Veritas Enterprise

グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）機能にアクセスするために必要なアプリケー
ション。

Administrator
Veritas Extension for
Oracle Disk Manager

Veritas NetBackup
（NBU）
VVR （Veritas Volume
Replicator）

ファイルシステム上でデータベースを実行すると、通常、パフォーマンスが低下しますが、
このようなパフォーマンスの低下を引き起こすことなく、Oracle によるデータベースストレー
ジの作成と管理、およびファイルシステムでの I/O の実行を実現する Veritas Storage
Foundation for Oracle の機能。
クライアントシステム上に存在するファイル、ディレクトリ、または RAW パーティションの
バックアップ、アーカイブ、リストアを行うことができます。
VVR は、Veritas Volume Manager が備える機能の 1 つで、効果的なディザスタリカバ
リプランを支援するデータ複製を行うことができます。

Version Checkpoint

DB2 UDB EEE または ESE の Data Partitioning Feature（DPF）環境では、Version
Checkpoint は、複数のパーティションにまたがった一連のチェックポイントからなります。
Version Checkpoint は、パーティションごとに 1 つの Storage Checkpoint を持ちます。
Storage Checkpoint は、現在マウントされている VxFS ファイルシステムの PIT イメージ
を作成する効率のよいスナップショットテクノロジです。Storage Checkpoint は、変更さ
れたファイルシステムブロックを特定、維持することによって、ファイルシステムの整合性
のあるポイントインタイムビューを提供します。

ボリューム

アプリケーション、データベースおよびファイルシステムからは物理ディスクパーティション
のように見える論理ディスクデバイス。1 つの論理ディスクは、複数、または 1 つから多数
までの物理ボリュームを包含できます。

ボリュームレイアウト

ボリュームは、データベースのパフォーマンスと可用性の必要条件に合わせてディスクを
配置できます。これには、スパンニング化、ストライプ化（RAID 0）、ミラー化（RAID 1）、ミ
ラー化ストライプボリューム（RAID 0+1）、ストライプ化ミラーボリューム（RAID 1+0）、RAID
5 があります。

ボリュームマネージャオブ ボリュームとそのボリュームの仮想コンポーネント。オブジェクト（VxVM）を参照してくださ
ジェクト

い。
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VVR

「Veritas Volume Replicator（VVR）」を参照してください。

vxfs または VxFS

Veritas File System の略称。

vxvm または VxVM

Veritas Volume Manager の略称。
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