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1
Veritas Storage Foundation
for DB2 の GUI の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

GUI コンポーネントについて

■

GUI 機能について

■

Veritas Enterprise Administrator Service の使用

■

DBED エージェントの起動

■

DBED エージェントの停止

■

Veritas Storage Foundation for DB2 GUI の起動と終了

■

Veritas Storage Foundation for DB2 の Java GUI でのタスクの実行

■

Storage Foundation for DB2 の Web GUI でのタスクの実行

GUI コンポーネントについて
Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI を介して、Veritas Storage Foundation
for DB2、Veritas Volume Manager、Veritas File System の各機能にアクセスできま
す。Veritas Storage Foundation for DB2 では、Java GUI と Web GUI の Veritas
Enterprise Administrator をサポートしています。
この GUI により、データベースの監視などの DB2 のストレージ管理作業を実行できます。
GUI は、クライアントサーバー環境で動作します。サーバーは、Veritas Storage
Foundation for DB2 が稼働しているホストに置きます。クライアントは、Java Runtime
Environment がサポートされている任意の UNIX 環境、Windows NT、Windows 98、
Windows 2000、Windows Me、Windows XP マシンで稼働できます。
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Java GUI 内では、メインメニューバーからタスクを実行したり、ナビゲーションペイン（画
面左）にあるオブジェクトを右クリックできます。
Web GUI 内では、メインメニューバーからタスクを実行したり、タスクリスト（画面左）にあ
るオブジェクトを選択できます。
図 1-1

Veritas Storage Foundation for Databases の Java GUI

図 1-2

Veritas Storage Foundation for Databases の Web GUI
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Java GUI メインウィンドウセクション
■

メニューバー: 様々な SFDB 操作を実行できます。メニューバーのオプションは、選択
されたオブジェクトツリーのオブジェクトによって異なります。メニューバーからオンライ
ンヘルプを利用するには、［ヘルプ（Help）］、［目次（Contents）］の順に選択します。

■

ツールバー: メニューバーで利用できる各操作のショートカットが表示されます。ツー
ルバーは、アイコンで表示され、オブジェクトツリーからいずれかのオブジェクトが選
択された場合、動的に変化します。マウスを使ってアイコンを指すと、アイコンの説明
が表示されます。

■

情報タブ: オブジェクトツリー内の同じオブジェクトに関する異なる情報を表示できま
す。たとえば、データベースの詳細を表示する場合、別のタブをクリックして、データ
ベースの別の情報を表示できます。

■

オブジェクトツリー: システム上にある Veritas Storage Foundation for DB2 の DBED
エージェント、Veritas Volume Manager、Veritas File System、Storage エージェ
ントの各オブジェクトに加え、その他のオブジェクトを動的に階層表示します。

■

ステータスフィールド: オブジェクトのステータスを表示します。表示を変更するには、
ウィンドウ上部にある情報タブの 1 つをクリックします。

■

GUI ステータスエリア: GUI ステータスを表すエリアで、Veritas Enterprise
Administrator を介して表示されます。詳細については、Veritas Enterprise
Administrator のマニュアルを参照してください。

■

ホスト情報バー: 異なる複数のサーバー接続間をトグルで切り替えることができます。

GUI では、利用できないオプションもその他のオプションと同じ表示となります。利用でき
ないタスクをクリックすると、［アクセスが拒否されました。（Access denied）］というエラー
メッセージが表示されます。また、画面上のオブジェクトを指すと、ポップアップフィールド
にオブジェクトの説明が表示されます。
Web GUI の概略ページセクション
■

メニューバーの管理: 利用可能な様々な操作についてのショートカットが用意されて
います。

■

概略メニューバー: 利用可能な様々な概略ページについてのショートカットが用意さ
れています。

■

タスクリスト: 各ページで利用できるタスクオプションのドロップダウンリストを表示しま
す。このリストは、通常、概略ページの左ペインに配置されています。

■

接続先: 異なる複数のサーバー接続間をトグルで切り替えることができます。

GUI 機能について
Java GUI を使って、DB2 の様々なストレージ管理作業を実行できます。メインメニュー
バーやポップアップメニューから直接実行できる作業は、オブジェクトツリーで反転表示
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される内容によって異なります。たとえば、ツリー内でデータベースやインスタンスを反転
表示させると、DB2 メニューから開くことができます。
Web GUI では、概略ページを用意しており、このページにより、ドロップダウンリストから
タスクを実行できます。
GUI 機能を使うには
■

ユーザー名またはグループ名は、VEA AZDB（認証データベース）に追加する必要
があります。必要な変更を行うには、次の操作を実行します。
p.13 の 「Veritas Enterprise Administrator Service の使用」 を参照してください。
AIX 環境では、インストール中に DB2 Administrator として設定を行う場合に
VRTSdb2ed が要求されます。

■

一部の操作は、root ユーザーでログインしないと実行できません。手順を開始する
前に、すべての「前提条件」と「使用上のメモ」をお読みください。

GUI には次の機能があります。
■

インスタンスの操作

■

データベースの運用
GUI を使って DB2 インスタンスの起動または停止ができます。

■

Storage Checkpoint 管理
Storage Checkpoint の作成およびロールバックを実行できます。Storage Checkpoint
のマウント、マウントの解除および削除を実行できます。Storage Checkpoint を使う
と、データベースのクローンを作成できます。

■

Database FlashSnap
Database FlashSnap 機能は、GUI から使えます。Database FlashSnap を使うと、
バックアップとして使用可能な、データベースのオンラインまたはオフラインのスナッ
プショットを作成できます。また、これらのスナップショットは、データベースが破損した
場合のリカバリにも使えます。

■

データベースの動的階層ストレージ
GUI を使って階層ストレージパラメータとポリシーの設定を行うことができます。階層
ストレージの設定を行うと、ファイルとボリュームの移動、自動的な移動を行うポリシー
の設定、ストレージにおけるレポートの取得などができます。

■

スケジュールの自動作成
自動化されたスケジューラ機能は、GUI を使うと設定が行えます。また、チェックポイ
ントとスナップショットを自動化させるスケジュールも作成できます。

■

システム設定と保守
トポロジーとストレージの統計情報を表示することができます。システム設定を検査し
て、ファイルに保存することもできます。Solaris または AIX の環境では、データファ
イルと Quick I/O ファイルとの間で相互に変換が行えます。なお、Linux では Quick
I/O 機能を使えません。
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■

システム情報の再スキャン
インスタンス、データベース、表スペースなどのシステム情報は、再スキャンまたは更
新が行えます。自動的な再スキャンを定期的に実行するように再スキャン間隔を決め
ることもできます。

Veritas Enterprise Administrator Service の使用
Veritas Storage Foundation for DB2 GUI を使うには、DBED エージェントがサーバー
で稼働している必要があります。VEA サービスは、ソフトウェアをインストールすると起動
されます。
前提条
件

/opt/VRTS/bin/vxdb2edusr ユーティリティを使って、GUI を起動する必要のある
任意のユーザー（root 以外）のログイン名を作成しま
す。/opt/VRTS/bin/vxdb2edusr を実行するには、スーパーユーザー（root）権限
が必要です。詳細は次のとおりです。
p.13 の 「Veritas Enterprise Administrator に対するユーザーの追加」 を参照して
ください。
■ vxsvcctrl コマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）権限が必要です。
■

■

GUI でデータベースを管理するには、各データベースで少なくとも 1 回はデータ
ベースを更新しておく必要があります。
DB2 EE データベースを更新するには db2ed_update コマンド使い、DB2 EEE
データベースを更新するには db2ed_update_all コマンドを使います。

■

startup.sh コマンドを実行するには、スーパーユーザー（root）権限が必要で
す。

Veritas Enterprise Administrator に対するユーザーの追加
ユーザーを VEA AZDB（認証データベース）に追加すると、root 以外のユーザーにイン
ターフェースへのアクセスを許可できます。また、データベース管理者に root 権限を付
与することもできます。
root 権限があれば、システム上のボリューム、ディスクおよびファイルシステムオブジェク

トにアクセスできます。ユーザーを追加する場合は、コマンド一覧にあるコマンドを使いま
す。
Web GUI ユーザーが Web GUI バージョンの Veritas Enterprise Services にアクセス
するには、そのユーザーが Web サーバー上でユーザープロファイルを所持する以外に
も、VEA AZDB（認証データベース）においてユーザーアカウントを取得しておく必要が
あります。
-a

ユーザーまたはグループをレジストリに追加しま
す。

user -n user_name

追加するユーザーを指定します。
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group -n group_name

追加するグループを指定します。

-A

ユーザーに root アクセス権限を割り当て、SF
DB2、Veritas File System、Veritas Volume
Manager のすべてのオブジェクトに対してアク
セスできるようにします。-A オプションを指定し
ない場合、ユーザーやグループは、Veritas
Volume Manager または Veritas File System
のいかなる機能も実行できないばかりか、
Storage Foundation for DB2 へもアクセスでき
なくなります。
ユーザーのプライマリグループが グループ所有
者のものとは異なる場合、GUI へのユーザーア
クセスが有効となります。

-h fully_qualified_host_name

ユーザーを追加する完全修飾ホストのホスト名
を指定します。スタンドアロンでのインストールに
おいては、コマンドの実行がローカルホスト上で
行われ、ホスト名はオプション扱いとなります。集
中管理サーバーのインストールでは、root とし
てログインを実行し、なおかつホスト名を指定す
る必要があります。

-d domain_name

ユーザーが所属するドメインを指定します。デ
フォルトでは、ドメインは -h で指定されたホスト
名となります。

-t domain_type

ユーザーが所属するドメインのタイプを指定しま
す。有効な値は、nis、nisplus、Idap、
unixpwd、gssapi となります。デフォルトでは、
ドメインのタイプが UNIX ログインに割り当てられ
ます。
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root 以外のユーザーを VEA AZDB（認証データベース）に追加するには

1

2

手動でパッケージをインストールする場合は、GUI パッケージがインストールされた
ことを確認してください。
OS

コマンド

AIX

lslpp -L VRTSd2gui

Linux

rpm -qi VRTSd2gui -common

Solaris

pkginfo -l VRTSd2gui

VxSVC がオンラインかどうかを確認します。オフラインだった場合はオンラインに切
り替えます。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl start

3

GUI 内でデータベース管理者に root 権限を付与するには、vxdb2edusr コマンド
を次のように使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user [-A] [-f] -n user_name \
[-h fully_qualified_host_name -d domain_name -t domain_type]

コマンドの使用法についての詳細は、コマンド一覧を参照してください。次に例を示
します。
データベース管理者を「db2inst1」という名前で、root 権限を持つユーザーとして
追加するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user -A -f -n db2inst1

スタンドアロンでのインストール時に、UNIX ログインを「db2inst1」という名前で追加
するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user -n db2inst1 -h test.example.com

VEA の集中管理サーバーのインストール時に、「db2inst1」という名前の NIS ユー
ザーをドメイン example.com に追加するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user -n db2inst1 -h test.example.com \
test.example.com
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4

root 権限のないユーザーを追加するには、vxdb2edusr コマンドを次のように使い

ます。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user -n user_name

コマンドの使用法についての詳細は、コマンド一覧を参照してください。次に例を示
します。
「db2inst1」というユーザーを追加するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a user -n db2inst1

5

グループを AZDB に追加するには、vxdb2edusr コマンドを次のように使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a group [-A] [-f] -n group_name \
[-h fully_qualified_host_name -d domain_name -t domain_type]

コマンドの使用法についての詳細は、コマンド一覧を参照してください。次に例を示
します。
ローカルホストでグループ「dba」を AZDB に追加するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a group -A -f -n dba

ローカルホストで UNIX グループ「dba」を AZDB に追加するには、次のように入力
します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a group -A -f -n dba -h test.example.com

VEA の集中管理サーバーのインストール時に、NIS グループ「dba」を追加するに
は、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -a group -A -f -n dba -h \
test.example.com -d example.com -t nis

ユーザープロファイルを Web サーバーに追加するには

1

VEA AZDB（認証データベース）においてユーザー名とパスワードを登録します。
p.15 の 「root 以外のユーザーを VEA AZDB（認証データベース）に追加するには」
を参照してください。

2

ブラウザを使って、Web サーバー https://host:8443/VEAWeb/Login にアクセス
します。
p.22 の 「Veritas Storage Foundation for DB2 GUI の起動と終了」 を参照してくだ
さい。

3

［Create Profile］オプションを選択します。
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4

ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードを確認します。

5

［Create Profile］をクリックします。

Veritas Enterprise Administrator からのユーザーの削除
場合によっては、VEA AZDB（認証データベース）へのアクセスを制限する必要がありま
す。以前に追加したユーザーまたはユーザーグループは、AZDB から削除できます。ユー
ザーを削除する場合は、コマンド一覧にあるコマンドを使います。
-r

レジストリのユーザーまたはグループを削除しま
す。

user -n user_name

追加するユーザーを指定します。

group -n group_name

追加するグループを指定します。

-A

ユーザーに root アクセス権限を割り当て、SF
DB2、Veritas File System、Veritas Volume
Manager のすべてのオブジェクトに対してアク
セスできるようにします。-A オプションを指定し
ない場合、ユーザーやグループは、Veritas
Volume Manager または Veritas File System
のいかなる機能も実行できないばかりか、
Storage Foundation for DB2 へもアクセスでき
なくなります。
ユーザーのプライマリグループが グループ所有
者のものとは異なる場合、GUI へのユーザーア
クセスが有効となります。

-h fully_qualified_host_name

ユーザーを追加する完全修飾ホストのホスト名
を指定します。スタンドアロンでのインストールに
おいては、コマンドの実行がローカルホスト上で
行われ、ホスト名はオプション扱いとなります。集
中管理サーバーのインストールでは、root とし
てログインを実行し、なおかつホスト名を指定す
る必要があります。

-d domain_name

ユーザーが所属するドメインを指定します。デ
フォルトでは、ドメインは -h で指定されたホスト
名となります。

-t domain_type

ユーザーが所属するドメインのタイプを指定しま
す。有効な値は、nis、nisplus、Idap、
unixpwd、gssapi となります。デフォルトでは、
ドメインのタイプが UNIX ログインに割り当てられ
ます。
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root は VEA Service Console レジストリから削除できません。

root 以外のユーザーを VEA AZDB（認証データベース）から削除するには

1

2

オプションの GUI パッケージがインストールされていることを確認します。
OS

コマンド

AIX

lslpp -L VRTSd2gui

Linux

rpm -qi VRTSd2gui -common

Solaris

pkginfo -l VRTSd2orgui

VxSVC がオンラインかどうかを確認します。オフラインだった場合はオンラインに切
り替えます。
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ユーザーを削除するには、vxdb2edusr コマンドを次のように使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r user -n user_name \
[-h fully_qualified_host_name -d domain_name -t domain_type]

コマンドの使用法についての詳細は、コマンド一覧を参照してください。次に例を示
します。
ローカルホストからユーザー「db2inst1」を削除するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r user -n db2inst1

ローカルホストから UNIX ログイン「db2inst1」を削除するには、次のように入力しま
す。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r user -n db2inst1 -h test.example.com

VEA の集中管理サーバーのインストール時に、ドメイン example.com の NIS ログ
イン「db2inst1」を削除するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r user -n db2inst1 -h \
test.example.com -d example.com -t nis

4

グループを削除するには、 コマンドを次のように使います。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r group -n group_name

コマンドの使用法についての詳細は、コマンド一覧を参照してください。次に例を示
します。
ローカルホストからグループ「dba」を削除するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r group -n dba

ローカルホストから UNIX グループ「dba」を削除するには、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r group -A -f -n dba -h test.example.com

VEA の集中管理サーバーのインストール時に、NIS グループ「dba」を削除するに
は、次のように入力します。
# /opt/VRTS/bin/vxdb2edusr -r group -A -f -n dba -h \
test.example.com -d example.com -t nis
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Veritas Enterprise Administrator Service の起動
DBED エージェントや VEA サービスは、Veritas Storage Foundation for DB2 GUI を
使う前に予め起動された状態である必要があります。なお、VEA の起動は、場合によっ
て手動で行う必要があります。
Veritas Enterprise Administrator サービスを手動で起動するには

1

VEA サービスの状態を確認します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
Current state of server : NOT RUNNING

2

VEA サービスを開始します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl start
Initializing Storage Foundation Provider 5.0 for DB2

AIX を使う場合は、出力内容が表示された後、キーを押して続行します。

3

再度 VEA サービスの状態を確認します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
Current state of server : RUNNING

4

VEA サービスを起動または再起動した後で GUI に DB2 インスタンスまたはデータ
ベースが表示されない場合は、db2ed_update（DB2 EE の場合）または
db2ed_update_all（DB2 EEE の場合）コマンドの実行が必要になることがありま
す。数秒後にデータベースが表示されます。

5

Web GUI を使うには、次のように Web コンソールを開始します。
/opt/VRTSob/webgui/veaw start

Veritas Enterprise Administrator Service の停止
VEA サービスは常に稼動している必要がありますが、手動で停止することが必要な場合
もあります。
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Veritas Enterprise Administrator Service を手動で停止するには

1

VEA サービスの状態を確認します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl status
Current state of server : RUNNING

2

VEA サービスを停止します。
# /opt/VRTSob/bin/vxsvcctrl stop
Storage Foundation Provider 5.0 for DB2 ロード解除に成功しました。
（Successfully unloaded the Storage Foundation Provider 5.0 for DB2）

3

再度 VEA サービスの状態を確認します。
# /opt/VRTSob/bin/VxSVCctrl status
Current state of server : NOT RUNNING

4

Web コンソールを停止するには、次を実行します。
/opt/VRTSob/webgui/veaw stop

DBED エージェントの起動
Veritas Storage Foundation for DB2 GUI にアクセスするには、DBED エージェントが
稼働している必要があります。DBED エージェントを手動で起動することが必要な場合も
あります。
DBED エージェントを起動するには

1

DBED エージェントが稼働しているかどうかを確認します。
/opt/VRTSobc/pal33/bin/vxpal -a DBEDAgent -c status
エージェント状態: RUNNING
（Agent State: RUNNING）

2

DBED エージェントを起動します。
/etc/rc2.d/S75vxpal.DBEDAgent /opt/VRTS/orgui/config/startup.sh start
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DBED エージェントの停止
DBED エージェントは常に稼働している必要がありますが、手動で停止することが必要な
場合もあります。
DBED エージェントを停止するには
◆

DBED エージェントを停止します。
/etc/rc2.d/S75vxpal.DBEDAgent /opt/VRTS/orgui/config/startup.sh stop

Veritas Storage Foundation for DB2 GUI の起動と終
了
GUI は、Windows または UNIX クライアントマシンから起動できます。
Java GUI は、使う前にクライアントソフトウェアをインストールしておく必要があります。
Web GUI をサポートするブラウザは、次のとおりです。
Solaris

Mozilla 1.6

HP-UX

Mozilla 1.6

AIX

Mozilla 1.6

Linux

Netscape 7.2 以上、Firefox 1.07 以上、Mozilla
1.6

Windows

Internet Explorer 5.5、Netscape 7.2 以上、
Firefox 1.07 以上、Mozilla 1.6

UNIX クライアント上の Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI の
起動
サーバーで VEA サービスと DBED エージェントが実行されている必要があります。VEA
サービスまたは DBED エージェントを起動する必要がある場合は、次を参照してくださ
い。
p.20 の 「Veritas Enterprise Administrator Service の起動」 を参照してください。
p.21 の 「DBED エージェントの起動」 を参照してください。
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UNIX クライアント上の Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を起動するには

1

開いた端末ウィンドウで /opt/VRTSob/bin/vea と入力し、Enter キーを押します。

2

VEA ウィンドウで、［ホストまたはドメインへの接続（Connect to a Host or Domain）］
を選択します。

3

［接続（Connection）］ポップアップウィンドウで、接続先サーバーのホスト名を入力
し、［ホストまたはドメインへの接続（Connect to a Host or Domain）］をクリックしま
す。

4

ログイン名とパスワードを入力します。次に、［OK］をクリックします。

Windows クライアント上の Veritas Storage Foundation for DB2 Java
GUI の起動
サーバーで VEA サービスと DBED エージェントが実行されている必要があります。VEA
サービスまたは DBED エージェントを起動する必要がある場合は、次を参照してくださ
い。
p.20 の 「Veritas Enterprise Administrator Service の起動」 を参照してください。
p.21 の 「DBED エージェントの起動」 を参照してください。
Windows クライアント上の Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を起動する
には

1

スタートメニューで［プログラム（Programs）］、［Symantec］、［Veritas Enterprise
Administrator］の順に選択します。

2

VEA ウィンドウで、［ホストまたはドメインへの接続（Connect to a Host or Domain）］
を選択します。

3

［接続（Connection）］ポップアップウィンドウで、接続先サーバーのホスト名を入力
し、［マスター接続（Connect）］をクリックします。

4

ログイン名とパスワードを入力します。次に、［OK］をクリックします。

Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI の起動
Web GUI の起動方法は、Windows クライアントや UNIX クライアントで同じです。
Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI を起動するには
◆

サポートされるブラウザで、Web コンソールがオンラインとなっているホストにナビ
ゲートします。
http://<host_name>:8181/VEAWeb/Login
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Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI の終了
Java GUI の終了方法は、Windows クライアントや UNIX クライアントで同じです。
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を終了するには

1

メニューバーから、［ファイル（File）］、［終了（Exit）］の順に選択します。

2

GUI 上に、接続中のホストから切断されることを示すメッセージが表示されます。続
行するには［はい（Yes）］を、GUI をそのまま稼働させるには［いいえ（No）］をクリッ
クします。

Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI の終了
Java GUI の終了方法は、Windows クライアントや UNIX クライアントで同じです。
Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI を起動するには
◆

Web GUI 右上の ［ログアウト（Logout）］をクリックします。

Veritas Storage Foundation for DB2 の Java GUI での
タスクの実行
Veritas Storage Foundation for DB2 の Java GUI で次のタスクを実行できます。
■

データベースの管理

■

クローンデータベースの使用

■

Storage Checkpoint の管理

■

スナップショットの管理

■

階層ストレージの使用

■

タスクの自動化

■

設定のメンテナンス

Java GUI によるデータベース管理タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 の Java GUI を使ってデータベースを設定できま
す。
■

DB2 インスタンスの起動

■

DB2 スナップショットデータベースインスタンスの作成

■

DB2 スナップショットデータベースのマウント解除

■

DB2 インスタンスの停止
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■

DB2 インスタンスの再起動

Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、［DB2 インスタンス（DB2 Instances）］アイコンをクリックします。
アイコンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法でインスタンスを起動します。
■

メニューバーから、［DB2］を選択します。

■

［DB2 インスタンス（DB2 Instances）］アイコンを右クリックして、ポップアップメ
ニューを表示します。

表示された一覧から該当のウィザードを選択します。
p.48 の 「DB2 インスタンスの起動」 を参照してください。
p.48 の 「DB2 スナップショットデータベースの作成」 を参照してください。
p.49 の 「DB2 スナップショットデータベースのマウント解除」 を参照してください。
p.50 の 「DB2 インスタンスの停止」 を参照してください。
p.51 の 「DB2 インスタンスの再起動」 を参照してください。

Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理が行えます。
■

クローンデータベースの作成

■

クローンデータベースの削除

Java GUI で、データベースのクローン作成ウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーでデータベースをクリックします。

2

次のいずれかの方法で、データベースのクローン作成ウィザードにアクセスします。

3

■

メニューバーで、［DB2］、［データベースのクローンの作成（Create Clone
Database）］の順に選択します。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］をクリックしま
す。
データベースのクローン作成ウィザードで、［次へ（Next）］をクリックします。

確認用に、現在のデータベースインスタンス情報が表示されます。クローンデータ
ベースの作成に、Storage Checkpoint または Database FlashSnap のどちらを使
うかを選択し、［次へ（Next）］をクリックします。
p.53 の 「クローンデータベースの作成」 を参照してください。
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Java GUI で、データベースのクローン削除ウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、Storage Checkpoint を使って作成したクローンデータベース
をクリックします。クローンデータベースを表示するには、必要に応じてツリービュー
を展開します。

2

次のいずれかの方法で、クローンデータベースを削除します。
■

メニューバーから、［DB2］、［データベースのクローンの削除（Remove Clone
Database）］の順に選択します。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。
［データベースのクローンの削除（Remove Clone Database）］をクリックします。

p.63 の 「クローンデータベースの削除」 を参照してください。

Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理が行えます。
■

Storage Checkpoint の作成

■

Storage Checkpoint の表示

■

Storage Checkpoint のマウント

■

Storage Checkpoint のマウント解除

■

Storage Checkpoint の削除

■

Storage Checkpoint のロールバック

Java GUI で、Storage Checkpoint ウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、［Storage Checkpoint］アイコンをクリックします。アイコンを表
示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、Storage Checkpoint の作成ウィザードにアクセスします。
■

メニューバーから、［Storage Checkpoint］を選択します。
または
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■

3

［Storage Checkpoint］アイコンを右クリックして、ポップアップメニューを表示し
ます。

該当の Storage Checkpoint ウィザードを選択します。
p.68 の 「Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
p.69 の 「Storage Checkpoint の詳細の表示」 を参照してください。
p.69 の 「Storage Checkpoint のマウント」 を参照してください。
p.70 の 「Storage Checkpoint のマウント解除」 を参照してください。
p.71 の 「Storage Checkpoint の削除」 を参照してください。
p.72 の 「Storage Checkpoint へのロールバック」 を参照してください。

Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理が行えます。
■

スナッププランの作成

■

スナッププランの修正または検証

■

スナッププランの削除

■

スナップショットの作成

■

スナップショットによるクローンの作成

■

スナップショットのデータベースへの再同期化

■

データベースのスナップショットへの再同期化

■

逆再同期の停止

■

スナッププランログの表示

Java GUI で、スナッププランウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、［スナッププラン（Snapplans）］アイコンをクリックします。アイ
コンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、スナップショット作成ウィザードにアクセスします。
■

メニューバーから、［スナッププラン（Snapplans）］を選択します。
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■

3

［スナップショットプラン（Snapshot Plans）］アイコンを右クリックして、ポップアッ
プメニューを表示します。

ウィザードオプションを選択します。
p.78 の 「スナッププランの作成」 を参照してください。
p.81 の 「スナッププランの検証または修正」 を参照してください。
p.83 の 「スナッププランの削除」 を参照してください。
p.87 の 「スナップショットのデータベースへの再同期化」 を参照してください。

Java GUI で、スナップショットウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、スナッププランをクリックします。アイコンを表示する際は、必
要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、スナップショットウィザードにアクセスします。

3

■

メニューバーから、［DB2］を選択します。

■

［DB2 インスタンス（DB2 Instances）］アイコンを右クリックして、ポップアップメ
ニューを表示します。

該当のウィザードオプションを選択します。

Java GUI での階層ストレージタスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理が行えます。
■

パラメータの設定

■

移動の自動化ポリシーの設定

■

ファイルとボリュームの移動管理

■

レポートの取得

Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメー
タウィザードにアクセスします。
■

メニューバーで、［DB2］、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の
管理（Database Dynamic Storage Tiering Management）］の順に選択しま
す。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の管理（Database
Dynamic Storage Tiering Management）］をクリックします。
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表示された一覧から該当のウィザードを選択します。ウィザードが表示されます。
p.94 の 「データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータを設定するに
は」 を参照してください。
p.95 の 「データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータを修正するに
は」 を参照してください。
p.97 の 「ボリュームを分類するには」 を参照してください。
Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）ポリシー
ウィザードにアクセスします。
■

メニューバーで、［DB2］、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の
管理（Database Dynamic Storage Tiering Management）］の順に選択しま
す。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の管理（Database
Dynamic Storage Tiering Management）］をクリックします。

表示された一覧から該当のウィザードを選択します。ウィザードが表示されます。
p.98 の 「ポリシーの一覧表示」 を参照してください。
p.98 の 「特定のディレクトリに対するポリシーの事前設定」 を参照してください。
p.99 の 「SMS 表スペースのポリシーを事前設定するには」 を参照してください。
p.100 の 「自動ストレージパスのポリシーを事前設定するには」 を参照してください。
p.101 の 「アーカイブログの移動に関するポリシーを設定するには」 を参照してくださ
い。
p.101 の 「外部ファイルの移動に関するポリシーを設定するには」 を参照してください。
Java GUI で、階層ストレージ移動ウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）移動
ウィザードにアクセスします。
■

メニューバーで、［DB2］、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の
管理（Database Dynamic Storage Tiering Management）］の順に選択しま
す。
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■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の管理（Database
Dynamic Storage Tiering Management）］をクリックします。

表示された一覧から該当のウィザードを選択します。ウィザードが表示されます。
p.102 の 「表スペースを移動させるには」 を参照してください。
p.103 の 「コンテナを移動させるには」 を参照してください。
Java GUI で、階層ストレージレポートウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）レポー
トウィザードにアクセスします。
■

メニューバーで、［DB2］、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の
管理（Database Dynamic Storage Tiering Management）］の順に選択しま
す。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の管理（Database
Dynamic Storage Tiering Management）］をクリックします。

表示された一覧から該当のウィザードを選択します。ウィザードが表示されます。
p.104 の 「アクティビティを表示するには」 を参照してください。
p.104 の 「ボリューム使用率を表示するには」 を参照してください。
p.105 の 「データファイルの統計グラフを作成するには」 を参照してください。

Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理を行うタスクを自動
化できます。
■

スケジューラへのタスクの追加

■

スケジュール設定済みタスクの修正

■

スケジュール設定済みタスクの削除

■

スケジュール設定済みタスクの表示

■

チェックポイントを使ったクローンデータベース作成の自動化

■

FlashSnap を使ったクローンデータベース作成の自動化

■

スケジュールパラメータの設定
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Java GUI で、スケジューラウィザードを使うには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

スケジューラを使って自動化するタスクを追加するには、データベースオブジェクト
フォルダを開き、［スケジュール済みのタスク（Scheduled Tasks）］を右クリックして、
［タスクを追加（Add Task）］を選択します。
スケジューラウィザードが表示されます。
p.108 の 「タスクをスケジューラに追加するには」 を参照してください。

3

既存のタスクはスケジューラディレクトリに一覧表示されます。スケジューラディレクト
リ内のタスクを選択して右ペインに表示するか、またはスケジューラディレクトリ内の
タスクを右クリックして追加オプションを表示します。

4

既存タスクの修正オプションにアクセスするには、スケジューラディレクトリでタスクを
選択し、右クリックします。該当のオプションを選択します。
p.109 の 「スケジューラのタスクを修正するには」 を参照してください。
p.109 の 「スケジュール設定済みジョブの表示」 を参照してください。
p.110 の 「データベースチェックポイントの作成自動化」 を参照してください。
p.111 の 「データベーススナップショットの作成自動化」 を参照してください。
p.111 の 「チェックポイントを使ったデータベースクローン作成の自動化」 を参照してく
ださい。

Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Java GUI を使って、次の処理が行えます。
■

SFDB リポジトリの再同期

■

インスタンスの再スキャン

■

表スペース情報の表示と再スキャン

■

Storage Mapping の表示

■

I/O 統計の表示

■

通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換

■

Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換

■

再スキャン間隔の更新

■

システム設定の検査

■

システム設定の保存

31

32

第 1 章 Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI の使用
Veritas Storage Foundation for DB2 の Java GUI でのタスクの実行

メモ: Quick I/O は Linux ではサポートされません。
Java GUI で、保守オプションにアクセスするには

1

オブジェクトツリーで［DB2 データベース（DB2 database）］アイコンをクリックします。
アイコンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法を選択します。

3

■

メニューバーから、［DB2］を選択します。

■

［DB2 データベース（DB2 database）］アイコンを右クリックして、ポップアップメ
ニューを表示します。

該当の保守オプションを選択します。
p.116 の 「SFDB リポジトリの再同期」 を参照してください。
p.116 の 「インスタンスの再スキャン」 を参照してください。
p.116 の 「表スペース情報の表示と再スキャン」 を参照してください。
p.117 の 「Storage Mapping の表示」 を参照してください。
p.117 の 「I/O 統計の表示」 を参照してください。
p.118 の 「通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換」 を参照してください。
p.118 の 「Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換」 を参照してください。
p.119 の 「再スキャン間隔の更新」 を参照してください。
p.119 の 「システム設定の検査」 を参照してください。
p.122 の 「システム設定の保存」 を参照してください。

Java GUI で、Storage Mapping トポロジーにアクセスするには

1

GUI を起動し、目的のホストに接続します。

2

オブジェクトツリーの［DB2 インスタンス（DB2 Instances）］アイコンを展開し、目的の
データベースを展開します。

3

次のいずれかの方法でデータファイル統計情報を生成します。
■

メニューバーから、［コンテナ（Container）］、［トポロジー（Topology）］の順に選
択します。

■

コンテナを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次に、［トポロジー
（Topology）］をクリックします。
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Java GUI で、I/O 統計ウィザードを使うには

1

GUI を起動し、目的のホストに接続します。

2

オブジェクトツリーの［DB2 インスタンス（DB2 Instances）］アイコンを展開し、目的の
データベースを展開します。

3

次のいずれかの方法でデータファイル統計情報を生成します。
■

メニューバーから、［コンテナ（Container）］、［統計情報（Statistics）］の順に選
択します。

■

コンテナを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次に、［統計情報
（Statistics）］をクリックします。
［統計情報（Statistics）］ページが表示されます。

Storage Foundation for DB2 の Web GUI でのタスクの
実行
Veritas Storage Foundation for DB2 の Web GUI で次のタスクを実行できます。
■

データベースの管理

■

Storage Mapping の使用

■

クローンデータベースの使用

■

Storage Checkpoint の管理

■

スナップショットの管理

■

設定のメンテナンス

タスクには、右ペインのドロップダウンリストまたは概略ページのデータベースオブジェク
トからアクセスできます。

Web GUI によるデータベース管理タスクの利用
Veritas Storage Foundation for DB2 の Web GUI を使ってデータベースを設定でき
ます。
■

DB2 インスタンスの起動

■

DB2 スナップショットデータベースインスタンスの作成

■

DB2 スナップショットデータベースのマウント解除

■

DB2 インスタンスの停止

■

DB2 インスタンスの再起動
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Web GUI の DB2 データベースウィザードにアクセスするには

1

Web GUI を起動し、目的のホストに接続します。

2

［概略（Summary）］ビューで、Storage Foundation for DB2 を選択します。

3

DB2 インスタンスをクリックします。

4

左ペインのドロップダウンリストでデータベースタスクを選択して、対応するウィザー
ドを表示します。
p.48 の 「DB2 インスタンスを起動するには 」 を参照してください。
p.48 の 「DB2 スナップショットデータベースを作成するには」 を参照してください。
p.49 の 「DB2 スナップショットデータベースのマウントを解除するには」 を参照してく
ださい。
p.50 の 「DB2 インスタンスを停止するには 」 を参照してください。
p.51 の 「DB2 インスタンスを再起動するには 」 を参照してください。

Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI を使って、次の処理が行えます。
クローンタスク:
■

クローンデータベースの作成

■

クローンデータベースの削除

Storage Checkpoint タスク:
■

Storage Checkpoint の作成

■

Storage Checkpoint の表示

■

Storage Checkpoint のマウント

■

Storage Checkpoint のマウント解除

■

Storage Checkpoint の削除

■

Storage Checkpoint のロールバック

Flashsnap タスク:
■

スナッププランの作成

■

スナッププランの修正または検証

■

スナッププランの削除

■

スナップショットの作成

■

スナップショットによるクローンの作成
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■

スナップショットのデータベースへの再同期化

■

データベースのスナップショットへの再同期化

■

逆再同期の停止

■

スナッププランログの表示

Web GUI のウィザードにアクセスするには

1

Web GUI を起動し、目的のホストに接続します。

2

［概略（Summary）］ビューで、Storage Foundation for DB2 を選択します。

3

DB2 インスタンスをクリックします。

4

クローンのドロップダウンリストでデータベースタスクを選択して、対応するウィザード
を表示します。
p.54 の 「Storage Checkpoint を使ってクローンデータベースを作成するには」 を参
照してください。
p.55 の 「Database FlashSnap を使ったクローンデータベースの作成」 を参照してく
ださい。
p.63 の 「Storage Checkpoint クローンデータベースを削除するには」 を参照してく
ださい。
p.63 の 「Storage Checkpoint クローンデータベースを削除するには」 を参照してく
ださい。
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5

Storage Checkpoint のドロップダウンリストでデータベースタスクを選択して、対応
するウィザードを表示します。
p.68 の 「Storage Checkpoint の作成」 を参照してください。
p.69 の 「Storage Checkpoint の詳細の表示」 を参照してください。
p.69 の 「Storage Checkpoint のマウント」 を参照してください。
p.70 の 「Storage Checkpoint のマウント解除」 を参照してください。
p.71 の 「Storage Checkpoint の削除」 を参照してください。
p.72 の 「Storage Checkpoint へのロールバック」 を参照してください。

6

FlashSnap のドロップダウンリストでデータベースタスクを選択して、対応するウィザー
ドを表示します。
p.78 の 「スナッププランの作成」 を参照してください。
p.81 の 「スナッププランの検証または修正」 を参照してください。
p.83 の 「スナッププランの削除」 を参照してください。
p.84 の 「スナップショットの作成」 を参照してください。
p.85 の 「スナップショットを使ったクローンデータベースの作成」 を参照してください。
p.87 の 「スナップショットのデータベースへの再同期化」 を参照してください。
p.87 の 「データベースのスナップショットへの再同期化」 を参照してください。
p.89 の 「逆再同期操作の中止」 を参照してください。
p.90 の 「スナッププランログの表示」 を参照してください。

Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス
Veritas Storage Foundation for DB2 Web GUI を使って、次の処理が行えます。
■

SFDB リポジトリの再同期

■

インスタンスの再スキャン

■

表スペース情報の表示と再スキャン

■

Storage Mapping の表示

■

I/O 統計の表示

■

DB2 コンテナのトポロジーまたは統計情報の表示

■

通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換

■

Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換

■

再スキャン間隔の更新

第 1 章 Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI の使用
Storage Foundation for DB2 の Web GUI でのタスクの実行

■

システム設定の検査

■

システム設定の保存

メモ: Quick I/O は Linux ではサポートされません。
Web GUI で、システム保守タスクにアクセスするには

1

Web GUI を起動し、目的のホストに接続します。

2

［概略（Summary）］ビューで、Storage Foundation for DB2 を選択します。

3

DB2 インスタンスをクリックします。

4

ドロップダウンリストでデータベースタスクを選択して、対応するウィザードを表示しま
す。
p.116 の 「SFDB リポジトリの再同期」 を参照してください。
p.116 の 「インスタンスの再スキャン」 を参照してください。
p.116 の 「表スペース情報の表示と再スキャン」 を参照してください。
p.117 の 「Storage Mapping の表示」 を参照してください。
p.117 の 「I/O 統計の表示」 を参照してください。
p.118 の 「通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換」 を参照してください。
p.118 の 「Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換」 を参照してください。
p.119 の 「再スキャン間隔の更新」 を参照してください。
p.119 の 「システム設定の検査」 を参照してください。
p.122 の 「システム設定の保存」 を参照してください。
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2
データベースの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation for DB2 GUI でのデータベース管理タスク

■

ディスクグループの設定について

■

ボリュームレイアウトの選択について

■

ファイルシステムの作成ガイドライン

■

断片化の制御

■

DB2 インスタンスの起動

■

DB2 スナップショットデータベースの作成

■

DB2 スナップショットデータベースのマウント解除

■

DB2 インスタンスの停止

■

DB2 インスタンスの再起動

Veritas Storage Foundation for DB2 GUI でのデータ
ベース管理タスク
Veritas Storage Foundation for DB2 を使って新しいデータベースを設定する場合は、
次のタスクを順番に完了します。
作成するデータベースに必要なファイルシステ
ムの数と大きさを決定します。

『Veritas File System 管理者ガイド』を参照して
ください。
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ファイルシステムの必要条件に適合するボリュー p.42 の 「ボリュームレイアウトの選択について」 を
ムを作成します。ディスクの障害に対する保護と 参照してください。
してディスクのミラー化を、処理効率の向上のた
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者
めにストライプ化を使えます。
ガイド』の「処理効率のチューニング」を参照して
ください。
データベースのボリュームスナップショットを作成 p.77 の 「GUI での Database FlashSnap」 を参
し、それらを同じホストまたはセカンダリホスト上 照してください。
で使う予定の場合は、ボリュームレイアウトが
Database FlashSnap の必要条件を満たしてい
ることを確認してください。
必要な VxFS ファイルシステムをボリューム上に p.44 の 「ファイルシステムの作成ガイドライン」 を
作成します。
参照してください。
データベースをインストールして設定します。
OLTP の処理効率を最大限に高めるには、Quick
I/O を使います。

『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者
ガイド』を参照してください。

表スペースを作成する前に Quick I/O ファイル
を作成する必要があります。

メモ: Quick I/O 機能は、Linux オペレーティン
グシステムでは利用できません。
ストレージスタックトポロジー情報を詳細に表示 p.117 の 「Storage Mapping の表示」 を参照して
し、データベースに対してストレージスタックの設 ください。
定を最適化できるようにする場合は、Storage
Mapping を設定して使います。
Quick I/O を使う場合は、すべてのデータベー p.118 の 「通常のコンテナの Quick I/O ファイルへ
スファイルを Quick I/O ファイルに変換します。 の変換」 を参照してください。
ODM を使う場合は、ODM ライブラリにリンクしま 『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者
す。
ガイド』を参照してください。
データベースが VxVM と VxFS で実行されてい 『Veritas Storage Foundation for DB2インス
ない場合、Veritas Storage Foundation for
トールガイド』を参照してください。
DB2 がインストールされていることを確認して、
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者
既存のデータベース設定を変換してください。
ガイド』を参照してください。
同じホストでバックアップとリカバリを行う場合、 p.68 の 「Storage Checkpoint の作成」 を参照し
Storage Checkpoint 機能を使って、データベー てください。
スのファイルシステムスナップショットを作成でき
ます。Storage Checkpoint では、データベース
の正確なイメージが即座に作成され、Storage
Checkpoint の作成時点におけるデータベース
の一貫したイメージとなります。
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オフホスト処理またはバックアップを行う場合は、 p.77 の 「GUI での Database FlashSnap」 を参
Database FlashSnap 機能を使ってデータベー 照してください。
スのボリュームスナップショットを作成できます。
Database FlashSnap を使うと、頻繁に更新され
るデータベースのある瞬間におけるオンラインイ
メージ、つまりスナップショットを取得できます。ス
ナップショットを使うと、クリティカルなデータの可
用性を常時確保したまま、バックアップやオフホ
スト処理作業を行うことができます。

ディスクグループの設定について
データベース用のファイルシステムを作成する前に、データベースごとにディスクグルー
プを設定します。
ディスクグループを使うと、単一のデータベースに関連するディスク、ボリューム、ファイル
システムおよびファイルを論理的な集合にグループ化できるため、管理が容易になりま
す。ディスクグループとそのコンポーネントは、マシン間でユニットとして移動できるため、
データベースのすべての設定オブジェクトを 1 つのディスクグループにまとめると、デー
タベース全体を移動できます。この機能は、フェールオーバーを行う際に便利です。

ディスクグループの設定ガイドライン
ディスクグループの設定については、次のガイドラインに従ってください。
■

新しいディスクグループの作成に使えるのは、どのディスクグループにも属していない
オンラインのディスクだけです。

■

データベースごとに 1 つずつディスクグループを作成してください。

■

ディスクグループ名は重複しないようにする必要があります。各ディスクグループに
は、$DB2DATABASE 環境変数と dg 接尾辞で指定された DB2 データベース名を使っ
て名前を付けてください。dg 接尾辞を使うと、オブジェクトをディスクグループとして識
別できます。また、各ディスク名は、ディスクグループ内で重複しないようにする必要
があります。
メモ: ユーザーは、異なる DB2 インスタンス間でディスクグループを共有しないように
してください。インスタンスが複数の小規模データベースを含む場合、同一のインスタ
ンス内にあるすべてのデータベース間でディスクグループを共有すると有効な場合が
ありますが、これはお勧めできません。この場合は、ディスクグループに、$DB2INSTANCE
環境変数と dg 接尾辞で指定された DB2 インスタンス名を使って名前を付けます。

■

同一のディスクグループ内にないファイルシステムまたはボリュームを使ってコンテナ
ファイルを作成することは、絶対にしないでください。
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Veritas Volume Manager の以前のリリースでは、VxVM でインストールされたシステム
は、少なくとも 1 つのディスクを含むデフォルトのディスクグループ rootdg として設定さ
れました。VxVM は、ディスクグループが設定されていなくても動作できるようになりまし
た。ディスクグループを設定する必要があるのは、最初のディスクが VxVM の制御下に
置かれるときです。
メモ: 多くの VxVM コマンドの実行には、スーパーユーザーか、それと同等の権限が必
要です。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「処理効率のチューニング」を
参照してください。
ディスクグループとそのプロシージャについて詳しくは、『Veritas Enterprise
Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。
ディスクグループとそのプロシージャについて詳しくは、『Volume Manager Web GUI
Online Help』を参照してください。

ボリュームレイアウトの選択について
Veritas Volume Manager には、処理効率と可用性の必要条件に合わせてデータベー
スを設定できる様々なレイアウトが用意されています。適切なボリュームレイアウトを選択
すると、データベース作業負荷の分散によって処理効率を最大限に引き出せます。
データベースでは、ディスク上への表スペースの配置が処理効率上重要な要因になりま
す。
また、ディスク I/O は、データベースの処理効率を左右する最も重要な要因の 1 つです。
一般に、I/O の分散を行うことによって、最適な処理効率が得られます。データベースオ
ブジェクトのディスクレイアウトを設計して I/O の分散を実現することは、データベースの
設定において重要な手順です。
一般に、表スペースの配置先を決定するときに、将来的な使用パターンを予測すること
は困難です。VxVM は、初期のデータベース設定時にストレージを設定し、後から必要
に応じてデータベースの処理効率を向上させられるような柔軟な設計となっています。ま
た、VxVM では、ボリュームを複数のデバイスに分割できるため、きめ細かくデータを配
置できます。ストライプボリュームを使うことにより、複数のディスクドライブにわたって I/O
分散を行うことができます。多くのデータベースでは、利用可能なディスクをすべて使うよ
うに、データベースに依存する様々なコンテナや表スペースを分散することによって、こ
れを達成できます。
ストライプ化も、順次テーブルスキャンの処理効率に貢献します。テーブルを複数の物理
デバイスにわたってストライプ化する場合は、データベースのエクステントがデバイスのス
トライプサイズと一致するようにいくつかの DB2 パラメータを調整すると、高い転送帯域
幅が得られます。デフォルトで表スペースコンテナのレベルでストライプ化を実行する DB2
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データベースを使う場合は、DB2_STRIPED_CONTAINERS 変数の設定を考慮すること
も非常に重要です。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「処理効率のチューニング」を
参照してください。

適切なストライプユニットサイズを選択する方法
ストライプボリュームを作成するときには、ボリュームを構成するカラム数とストライプユニッ
トサイズを決定する必要があります。また、ボリュームをどのようにストライプ化するかを決
定することも必要です。ボリュームは、同一コントローラ上の複数のディスクドライブにわ
たってストライプ化することも、複数のコントローラ上の複数のディスクにわたってストライ
プ化することもできます。複数のコントローラにわたってストライプ化すると、複数の I/O
チャネルにわたってディスク I/O を分散できます。この決定は、ディスクおよびコントロー
ラの帯域幅とデータベースの作業負荷に基づいて行われます。一般に、多くの OLTP
データベースでは、ストライプボリュームにはデフォルトのストライプユニットサイズである
64 K 以下を使い、RAID 5 ボリュームには 16 K を使います。

ミラー化と RAID 5 の選択方法
VxVM では、データの冗長性を確保するためのボリューム設定方法として、ミラー化と
RAID 5 の 2 つが用意されています。どちらの方式も、ディスク障害の発生時にデータへ
の連続アクセスが可能です。通常のデータベース設定では、ミラー化ストライプボリュー
ムを使うことをお勧めします。また、ハードウェアコストが大きな問題であり、データの可用
性を高くすることも重要である場合は、RAID 5 ボリュームを使ってください。
RAID 5 設定を使う場合は、処理効率への影響を考慮する必要があります。RAID 5 ボ
リュームへの書き込みには、パリティビットの再計算が必要となり、これによって I/O およ
び CPU オーバーヘッドが大幅に増加します。また、このオーバーヘッドによって、オンラ
イントランザクション処理（OLTP）における処理効率が著しく低下することがあります。た
だし、データベースの読み取り率が高い場合は、ストライプボリュームと同等の処理効率
が得られます。

ボリュームの設定ガイドライン
ボリュームレイアウトを選択するときには、次のガイドラインに従ってください。
■

データベースログファイルを配置する場所は、インデックスまたはデータの表スペー
スから分離されたストライプ化ミラー（RAID 0+1）ボリューム上に作成したファイルシス
テムにしてください。大きいボリュームを作成する場合は、必要に応じて複数のデバ
イスをストライプ化してください。また、信頼性を向上させるにはミラー化を使ってくだ
さい。REDO ログには、VxVM RAID 5 ボリュームを使わないでください。
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■

OLTP 負荷作業ではほとんどの場合、通常程度のシステム可用性で許容できるなら
ば、ストライプされたボリューム上に作成したファイルシステム上に表スペースを配置
してください。

■

ストライプされたボリュームは、少なくとも 4 個のディスクにわたって作成します。でき
るだけ、複数のディスクコントローラにわたってストライプ化してください。順次スキャン
の場合は、ストライプに使うディスクデバイスの数と一致するように NUM_IOSERVERS と
DB2_PARALLEL_IO の設定をチューニングする必要があります。

■

ほとんどの場合、ストライプボリュームではデフォルトのストライプユニットサイズである
64 K を使い、RAID 5 ボリュームでは 16 K を使います。

■

システムの可用性が重要な場合、書き込み I/O が多い OLTP ではミラー化を使って
ください。システムのクラッシュ時に高速ボリューム再同期化を行うには、ダーティリー
ジョンログ（DRL）を適用してください。

■

システムの可用性が重要な場合、データベースの処理効率と可用性を向上させるに
は、読み取り I/O が多い OLTP に RAID 5 を使ってください。システムのクラッシュ時
に高速ボリューム再同期化を行うには、RAID 5 ログを適用してください。

■

順次スキャンが一般に行われる多くの意思決定支援システム（DSS）では、様々なス
トライプ化とストライプユニットサイズを試してください。データ転送の帯域幅を向上さ
せるには、最も頻繁にアクセスされる複数のテーブルまたは同時にアクセスされる複
数のテーブルを異なるストライプボリュームに配置してください。

『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「処理効率のチューニング」を
参照してください。
ボリュームとそのプロシージャについて詳しくは、『Veritas Enterprise Administrator
ユーザーズガイド』を参照してください。
ボリュームとそのプロシージャについて詳しくは、『Volume Manager Web GUI Online
Help』を参照してください。

ファイルシステムの作成ガイドライン
VxFS ファイルシステムを作成する場合は、次のガイドラインに従ってください。
■

データベース用のファイルシステムを作成する場合は、最大ログサイズを指定してく
ださい。Solaris 環境では、最大ブロックサイズも指定してください。

■

データベース用のファイルシステムを作成する場合、最大ログサイズを指定して必要
に応じて大容量ファイルをサポートする場合以外は、VxFS デフォルトを使ってくださ
い。

■

ファイルシステムのインテントログは、絶対に無効にしないでください。

■

データベースログに対しては、通常の（必要な場合はミラー化された）ボリュームを使っ
て個別のファイルシステムを作成してください。その他の表スペースとデータベース
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ファイルは、ストライプボリューム、ストライプ化ミラーボリュームまたは RAID 5 ボリュー
ム上に作成した別のファイルシステムに配置してください。
■

コマンドラインを使うときは、マウントポイントを使って下位のボリュームに名前を付け
てください。たとえば、/db01 というファイルシステムをミラーボリューム上に作成する
場合、ボリュームに db01、各ミラープレックスに db01-01 と db01-02 という名前を付
け、設定オブジェクトに関連付けます。vxassist コマンドまたは GUI を使う場合、こ
の処理は透過的に行われます。

DB2 データベースまたは表スペースに対する create database 文または create
tablespace 文の PAGESIZE と一致するか、そのブロックサイズの倍数に等しいファイル
システムのブロックサイズを選択します。PAGESIZE パラメータは、create database 文
または create tablespace 文で定義されます。
データベースのページサイズの上限がファイルシステムのブロックサイズの上限より大き
い場合があるため、ファイルシステムのブロックサイズをデータベースのページサイズより
小さくすることもできます。ファイルシステムのブロックサイズがデータベースのページサイ
ズより小さくても問題はありません。VxFS は、1 つのデータベース I/O 操作に対して複数
の I/O 操作を実行することはないためです。VxFS は、複数ブロックを使って複数の I/O
を実行できます。たとえば、データベースのページサイズが 8 k で、ファイルシステムのブ
ロックサイズが 4 K である場合、2 つの 4 K ブロックをまとめて 1 つの 8 k データベース
I/O 操作を実行できます。DB2 インスタンスには EXTENTSIZE（PAGESIZE の倍数）のデー
タも必要です。これらのページサイズのルールは、エクステントサイズにも適用されます。
ファイルシステムを作成する場合は、ログサイズが 16 MB になるようにインテントログ内の
ファイルシステムブロックの数を設定します。たとえば、ファイルシステムのブロックサイズ
が 8 K（8192）である場合、16 MB のログを作成するには 2000 ブロックが必要です（2000
x 8192 = 約 16 MB）。ファイルシステムのブロックサイズが 4 K（4096）である場合は、8
K の場合の 2 倍の数のブロック（この例では 4000）を割り当てる必要があります。
ファイルシステムとそのプロシージャについて詳しくは、『Veritas Enterprise
Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。
ファイルシステムとそのプロシージャについて詳しくは、『Volume Manager Web GUI
Online Help』を参照してください。

断片化の制御
空きリソースが初めて Veritas File System 内のファイルに割り当てられると、最大限の
処理効率を引き出すために最も効率のよい順序に整列されます。ファイルシステムが稼
動していると、時間の経過に従ってファイルが作成、削除またはサイズ変更され、最初の
順序が失われます。また、ファイルの領域の割り当ておよび割り当て解除が行われるに
従って、使用可能な空き領域は断片化されていきます。そのため、ファイルに割り当てら
れる領域のエクステントが徐々に小さくなっていきます。このプロセスを断片化と呼びま
す。断片化は、処理効率と可用性の低下を招きます。断片化の程度は、ファイルシステ
ムの使用率と使用頻度によって異なります。
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VxFS の断片化ユーティリティ
VxFS のアロケーションユニットは、断片化を最小限に抑え、制御できるように設計されて
います。ただし、ファイルシステムは時間の経過につれて必ず断片化されていきます。
VxFS には、マウントされているファイルシステムの監視と断片化の解消を行うことのでき
るオンラインレポートおよび最適化ユーティリティが備えられています。これらのユーティ
リティには、ファイルシステム管理コマンド fsadm からアクセスできます。fsadm コマンドを
使うと、ファイルシステムへのユーザーアクセスに影響を与えることなく断片化を追跡し、
解消できます。

断片化のタイプ
VxFS では、次の 2 つのタイプの断片化に対処します。
■

ディレクトリの断片化
ファイルが作成され削除されると、ディレクトリの i ノードにギャップができます。これ
は、ディレクトリの断片化と呼ばれます。ディレクトリが断片化されると、ディレクトリの検
索が低速になります。

■

エクステントの断片化
ファイルが作成され削除されると、アロケーションユニットの空きエクステントは、1 つ
の大容量の空き領域から多数の小さい空き領域へと変化します。エクステントの断片
化は、隣接する大きい領域にファイルを割り当てることができない場合に発生し、1 つ
のファイルにアクセスするために多くのエクステントを参照することが必要となります。
断片化が極度に進むと、割り当てることのできない空き領域がファイルシステム内に
存在するようになります。

ファイルシステムの断片化解消
オンライン管理ユーティリティ fsadm を使うと、ファイルシステムのディレクトリおよびエクス
テントの断片化の解消または再編成を行うことができます。
fsadm ユーティリティは、次の処理によって、読み書きアクセス用にマウントされているファ
イルシステムの断片化の解消を行います。
■

ディレクトリから未使用の領域を削除する。

■

小さなファイルをすべて連続するように配置する。

■

ファイルシステムの空きブロックの統合

fsadm ユーティリティで次のオプションを指定します。
必要条件

■

fsadm コマンドを使ってファイルシステムを再度編成するには、スーパー
ユーザー（root）権限が必要となります。
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使用上のメモ

■

-d および -e を指定すると、常にディレクトリの再編成が先に行われま
す。
■ -d および -e オプションとともに -D と -E の両方を使うと、断片化レポー
トが再編成の前と後のどちらにも生成されます。
■ -t および -p オプションは、fsadm で実行される作業量を指定時間
またはパスの数で制御します。デフォルトでは、fsadm は 5 回のパスを
実行します。-t と -p の両方を指定すると、fsadm は、いずれかの終了
条件に達したときに終了します。

オプション

■

■

■

■

■

-d: ディレクトリを再編成します。ディレクトリエントリは、まずサブディレク
トリエントリが配置され、次に最後のアクセス時刻が新しいものから順に
その他すべてのエントリが配置されて再編成されます。また、ディレクトリ
の空き領域が削除され、コンパクトになります。
-a: 指定した日数の間にアクセスされなかったファイルを「古い」ファイル
と見なすには、-d オプションと組み合わせて使います。古いファイルは、
ディレクトリの最後に移動されます。デフォルトは 14 日間です。
-e: エクステントを再編成します。エクステント数を最小限に抑えるために
ファイルが再構成されます。
-D -E: それぞれ、ディレクトリおよびエクステントの断片化に関するレ
ポートを生成します。
-v: 冗長モードを指定し、再編成のアクティビティを報告します。

-l: 大容量と見なすファイルのサイズを指定します。デフォルトは 64 ブ
ロックです。
■ -t: 最大実行時間を秒数で指定します。
■

■

-p: 実行するパスの最大数を指定します。デフォルトは 5 です。

■

-s: 各パスの最後に、アクティビティの概略を付加します。

■

-r: ファイルレイアウトと断片化を判断するために読み込む RAW デバイ
スのパス名を指定します。このオプションは、fsadm から RAW デバイス
を判断できないときに使われます。

ボリューム上のファイルシステムの断片化を解消するには

1

断片化を解消するファイルシステムを含むボリュームを選択します。

2

［アクション（Actions）］、［ファイルシステム（File System）］、［ファイルシステムの断
片化の解消（Defrag File System）］の順に選択します。
p.24 の 「Java GUI によるデータベース管理タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

3

表示されたダイアログボックスで［はい（Yes）］を選択します。
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DB2 インスタンスの起動
DB2 インスタンスを GUI から起動できます。インスタンス所有者のパスワードが必要で
す。DB2 データベースインスタンスを再起動する手順は同じです。
DB2 インスタンスを起動するには

1

DB2 インスタンスの起動ウィザードを起動します。
p.25 の 「Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

2

インスタンス名とホームディレクトリを入力します。UNIX ユーザー名を確認し、パス
ワードを入力します。UNIX ユーザー名は、インスタンス名と同じです。

3

［インスタンスの起動（Start Instance）］をクリックします。

4

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、データベースの起動を確認
します。
DB2 インスタンスが正常に起動されると、確認メッセージが表示されます。［OK］をク
リックして処理を続行します。

DB2 スナップショットデータベースの作成
Database FlashSnap 機能を使ってスナップショットを作成した場合は、セカンダリホスト
から DB2 スナップショットデータベースを作成できます。これにより、プライマリホストから
データベースのクローンを作成したのと同じ結果が得られます。インスタンス所有者のパ
スワードが必要であり、既存のスナップショットが存在している必要があります。
p.77 の 「GUI での Database FlashSnap」 を参照してください。
前提条件

クローンデータベースの作成に十分な領域がシステムにあることを確認
してください。
■ 既存のスナップショットが必要です。
■

DB2 スナップショットデータベースを作成するには

1

DB2 スナップショット作成ウィザードを起動します。
p.25 の 「Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

2

［ユーザー認証（Authentication）］セクションで、UNIX ユーザー名のパスワードを
入力します。ユーザー名は読み取り専用フィールドです。

3

［プライマリデータベース情報（Primary database information）］セクションで、DB2
インスタンスと DB2 データベース情報を入力します。
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4

5

該当するラジオボタンをクリックして、データベースを作成または再起動します。
■

スナップショットに基づいて、新しいスナップショットデータベースを起動する場
合は、［データベースの開始（Startup database）］を選択します。

■

［データベースを再起動（Restart database）］を選択して、既存のスナップショッ
トデータベースを再起動します。

該当するフィールドに次のスナップショットデータベース情報を入力します。
■

新しい DB2 データベース

■

スナッププランファイル

■

オフホストスナップショットデータベースを起動するには、ボリューム名フィールド
が必要です。

■

スナップショットディスクグループ名

■

オンホストスナップショットデータベースを起動するには、再配置パスが必要で
す。

■

この情報は、スナップショットを作成した後、詳細情報を表示することにより取得
できます。スナップショットの作成時の情報を保存していない場合は、
db2ed_vmchecksnap コマンドを使うか、GUI から ［ログの表示（View Log）］を
使って、情報を取得できます。
p.78 の 「スナッププランの作成」 を参照してください。

6

［データベースの起動（Start Database）］をクリックします。

7

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、データベースの起動を確認
します。
スナップショットデータベースが正常に起動されると、確認メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックして処理を続行します。

DB2 スナップショットデータベースのマウント解除
GUI からスナップショットデータベースのマウントを解除することができます。たとえば、プ
ライマリデータベースでスナップショットを再同期する前に、スナップショットデータベース
のマウントを解除する必要があります。
DB2 スナップショットデータベースのマウントを解除するには

1

DB2 Unmount Snapshot Database ウィザードを起動します。
p.25 の 「Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

2

［ユーザー認証（Authentication）］セクションで、UNIX ユーザー名のパスワードを
入力します。ユーザー名フィールドは読み取り専用です。
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3

［プライマリデータベース情報（Primary Database Information）］セクションで DB2
データベース名を入力します。

4

スナップショットデータベースセクションで、新しい DB2 データベース名とスナッププ
ランファイル名、さらに再配置パスを入力します。

5

画面の下部にある［Unmount Database］をクリックします。

6

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、データベースの起動を確認
します。
スナップショットデータベースが正常にマウント解除されると、確認メッセージが表示
されます。［OK］をクリックして処理を続行します。

DB2 インスタンスの停止
GUI から DB2 インスタンスを停止できます。たとえば、データベース全体の Storage
Rollback を実行するために、データベースを停止する必要があります。
DB2 インスタンスを停止するには

1

DB2 インスタンスの停止ウィザードを起動します。
p.25 の 「Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

2

インスタンス名、ホームディレクトリ、インスタンス所有者などの DB2 インスタンス情報
を確認します。［次へ（Next）］をクリックして処理を続行します。

3

UNIX ユーザー名を確認したら、［パスワード（Password）］フィールドにパスワード
を入力します。

4

ダイアログボックス内で、停止オプションを選択します。
■

NORMAL オプション（Normal）
このオプションは、DB2 インスタンスを通常の状況で停止する場合に使います。
このオプションを使って停止すると、新規にインスタンスには接続できません。
DB2 は、現在接続中の全ユーザーがインスタンスから切断されるまで待機した
後、データベースを閉じ、マウントを解除してからインスタンスを停止します。次
回のインスタンスの起動では、インスタンスのリカバリは必要ありません。

■

強制停止（Force）
データベースへの接続がすでにある場合は、このオプションを使って DB2 デー
タベースを強制的に停止します。この操作が選択されると、新規にデータベース
には接続できません。DB2 はすべてのセッションをただちに終了してデータベー
スを停止します。次回のデータベースの起動時に、インスタンスのリカバリが必要
となる場合があります。
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5

画面の下部にある［インスタンスの停止（Shutdown instance）］をクリックします。

6

確認を求めるプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックして、インスタンスを停止すること
を確認します。
インスタンスが正常に停止すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックし
て処理を続行します。

DB2 インスタンスの再起動
DB2 インスタンスを GUI から再起動できます。UNIX ユーザー名とパスワードが必要で
す。
DB2 インスタンスを再起動するには

1

DB2 インスタンスの起動ウィザードを起動します。
p.25 の 「Java GUI で DB2 データベースウィザードを使うには」 を参照してください。
p.33 の 「Web GUI によるデータベース管理タスクの利用」 を参照してください。

2

インスタンス名、ホームディレクトリ、インスタンス所有者などの DB2 インスタンス情報
を確認します。その後、［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。

3

パスワードを入力し、［インスタンスの起動（Start Instance）］をクリックします。

4

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、データベースの起動を確認
します。
DB2 インスタンスが正常に再起動されると、確認メッセージが表示されます。［OK］
をクリックして処理を続行します。
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3
クローンデータベースの使
用
この章では以下の項目について説明しています。
■

クローンデータベースの作成

■

クローンデータベースの削除

クローンデータベースの作成
データベースのクローンを作成すると、本番運用データベースに影響を与えることなく操
作を実行できるようになります。Storage Foundation for DB2 GUI には、データベース
のクローンを作成するためのデータベースのクローンの作成ウィザードが用意されていま
す。クローンデータベースの作成方法を選択します。
■

Storage Checkpoint

■

Database FlashSnap

処理効率よりもストレージが重要な場合は、Storage Checkpoint を使ってクローンデー
タベースを作成します。Storage Checkpoint を使ってクローンデータベースを作成する
と、Database FlashSnap を使ってクローンデータベースを作成する場合の半分のスト
レージで済みます。ただし、期間の経過に伴い、Storage Checkpoint で作成されたク
ローンのストレージは少しずつ増加します。
処理効率が重要な場合は、Database FlashSnap を使ってクローンデータベースを作成
します。Storage Checkpoint でクローンデータベースを作成すると、データベースの処
理効率は悪くなります。

チェックポイントを使ったクローンデータベースの作成
Storage Checkpoint を使ってデータベースのクローンを作成するには、最適なストレー
ジを実現するために、データベースのクローンの作成ウィザードを使います。
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Storage Checkpoint を使ってクローンデータベースを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードを起動して、クローンの作成手段として
Storage Checkpoint を選択します。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

オブジェクトツリーで、Storage Checkpoint フォルダの特定の Storage Checkpoint
をクリックします。Storage Checkpoint を表示する際は、必要に応じてツリービュー
を展開します。

3

次のいずれかの方法で、クローンデータベースを作成します。
■

Storage Checkpoint をクリックし、メニューバーの［クローンデータベースの作成
（Create Clone Database）］をクリックします。

■

Storage Checkpoint オブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示し
ます。次に、［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］をクリッ
クします。
データベースのクローンの作成ウィザードが表示されます。［次へ（Next）］をク
リックします。

4

［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］画面に、現在のデータ
ベースに関する読み取り専用の情報が表示されます。確認後、［次へ（Next）］をク
リックします。

5

［新しいデータベース情報（New Database Information）］ダイアログが表示されま
す。複製先情報を入力します。この情報は、複製先データベースの基本情報になり
ます。次の項目を入力または選択する必要があります。
■

インスタンス名

■

パスワード

■

データベース名

■

マウントポイント

■

REDO ログディレクトリ（オプション。オプションを指定しない場合は最小リカバリ
が実行されます）

すでに作成済みの Storage Checkpoint データベースのクローンを再起動する場
合は、［データベースの再起動（Restart Database）］をチェックします。それ以外の
場合は、新しい Storage Checkpoint データベースのクローンを作成します。
Storage Checkpoint データベースのクローンを再起動する場合は、複製先の情報
のマウントポイントは必要ありません。

6

複製元情報を入力します。これはもとのデータベースの情報であり、Storage
Checkpoint が表す情報です。次の内容を入力または確認する必要があります。
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7

■

インスタンス名（このフィールドは読み取り専用です）

■

データベース名（このフィールドは読み取り専用です）

■

データベースログディレクトリ（このフィールドにはデフォルトで値が表示されま
す。情報が正しくない場合にのみ修正します）。

［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］をクリックします。
クローンデータベースが正常に作成されると、確認メッセージが表示されます。［OK］
をクリックして処理を続行します。

Database FlashSnap を使ったクローンデータベースの作成
Database FlashSnap を使ってデータベースのクローンを作成するには、最適な処理効
率を実現するために、データベースのクローンの作成ウィザードを使います。
Database FlashSnap を使うデータベースのクローンの作成ウィザードには、次の一連の
ダイアログが用意されています。
■

スナッププランの作成（Create Snapplan）

■

スナッププランの検証/修正（Validate/Modify Snapplan）

■

スナップショットの作成（Create Snapshot）

■

クローンデータベースの起動（Startup Clone Database）

新しいスナッププランか、または既存のスナッププランをクローンデータベースの作成元
として選択します。
既存のスナッププランを使ってクローンデータベースを作成する場合は、選択したスナッ
ププランのステータスに応じてデータベースのクローンの作成ウィザードを部分的に使い
ます。
ステータス: ウィザード中のスナップショットの作成から開始します。こ
のステータスは、スナッププランのデフォルト設定を使います。

■ SNAPSHOT_END

■ INIT_FULL ステータス: ［スナッププランの検証（Validate Snapplan）］または［スナッ

ププランの修正（Modify Snapplan）］から開始します。このステータスでは、スナップ
ショットの作成、認証の設定、プライマリデータベースの設定を強制的に行うようにす
ることもできます。
ステータス: ［スナッププランの作成（Create Snapplan）］から開始します。
このステータスでは、すべての設定の確認と選択が行えます。

■ INIT_DB

クローンデータベースの新しいスナッププランの作成
新しいスナッププランからクローンデータベースを作成する場合、その新しいスナッププ
ランを作成する必要があります。
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新しいスナッププランを使ってクローンデータベースを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

Database FlashSnap を選択します。

3

［Database FlashSnap Clone Database］ダイアログで、［新しいスナッププラン（New
Snapplan）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。
［スナッププランの作成（Create Snapplan）］ダイアログが表示されます。

4

データベース名を確認します。これは読み取り専用フィールドです。

5

次の値を入力します。

6

■

スナッププランファイルの絶対パス

■

セカンダリホストの名前

■

スナップショットプレックスタグ

［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。デフォルト値が設定された［スナップ
プランの検証/修正（Validate/Modify Snapplan）］画面が表示されます。
p.57 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナッププランの検証
または修正を行うには」 を参照してください。

7

［スナッププランの検証/修正（Validate/Modify Snapplan）］ダイアログの後は、次
のダイアログ手順を使ってクローンデータベースを完了します。
■

p.59 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使ってスナップショットを作
成するには」 を参照してください。

■

p.61 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起
動するには」 を参照してください。

クローンデータベースのスナッププランの検証または修正
新しいスナッププランを作成するか、または既存のスナッププランを選択したら、スナップ
ショットの作成に進む前に、スナッププランの検証または修正を行います。
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データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナッププランの検証または修正を
行うには

1

データベースのクローンの作成ウィザードの［スナッププランの検証/修正
（Validate/Modify Snapplan）］ダイアログにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［スナッププランの検証/修正（Validate/Modify Snapplan）］画面で、正しくない設
定があれば修正します。［次へ（Next）］をクリックして、スナッププランを検証します。
スナッププランのパラメータの詳細については、次を参照してください。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「db2ed_vmchecksnap を
使ったスナッププランの作成と処理」を参照してください。
スナッププランの検証が正常に終了すると、確認メッセージが表示されます。

3

スナッププランの詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show details）］チェック
ボックスをクリックします。スナッププランの詳細情報がポップアップウィンドウに表示
されます。
確認が終了したら、［OK］をクリックします。
［スナップショットの作成（Create Snapshot）］画面が表示されます。
p.59 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使ってスナップショットを作成す
るには」 を参照してください。

次は、スナッププランの詳細の例です。
SNAPSHOT_MODE は online_snapshot です。
（SNAPSHOT_MODE is online_snapshot）
PRIMARY_HOST は host1 です。
（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host2 です。
（SECONDARY_HOST is host2）
PRIMARY_DG-DB2dg はバージョン 120 です。
（The version of PRIMARY_DG-DB2dg is 120.）
SNAPSHOT_DG は SNAP_DB2dg です。
（SNAPSHOT_DG is SNAP_DB2dg）
SNAPSHOT_PLAN_FOR は database です
（SNAPSHOT_PLAN_FOR is database）
スナップショットの DB2 ボリュームとディスクレイアウトを検査しています。
（Examining DB2 volume and disk layout for snapshot.）
DB2dg 上のボリューム testvol01 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol01 on DB2dg is ready for snapshot.）
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testvol01 のオリジナルプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol01 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol02 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol02 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol02 のオリジナルプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol02 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol03 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol03 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol03 のオリジナルプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol03 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol04 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol04 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol04 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol04 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol05 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol05 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol05 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol05 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム udb_home はスナップショットの準備ができています。
（Volume udb_home on DB2dg is ready for snapshot.）
udb_home のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for udb_home is on DB2dg01 DB2dg02.）
udb_home のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for udb_home is on DB2dg03.）
スナップショットの SNAP_DB2dg は次を含みます
（SNAP_DB2dg for snapshot will include）: DB2dg03
ALLOW_REVERSE_RESYNC は yes です。
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is yes）
スナッププラン sp1 が作成されました。
（The snapplan sp1 has been created.）
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クローンデータベースのスナップショットの作成
スナッププランの有効性が確認されたら、クローンデータベースのスナップショットを作成
できます。
データベースのクローンの作成ウィザードを使ってスナップショットを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードの［スナップショットの作成（Create
Snapshot）］ダイアログにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［スナップショットの作成（Create Snapshot）］ダイアログで、スナッププラン名を確認
します。

3

［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。

4

スナップショットの作成に成功すると、確認メッセージが表示されます。
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5

［詳細表示（Show details）］チェックボックスをクリックして、実行された操作を確認
します。
次は、スナッププランの詳細の例です。
db2ed_vmsnap は 2004-06-08 11:41:39 に開始しました
（db2ed_vmsnap started at 2004-06-08 11:41:39）
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DB20000I The SET WRITE command completed successfully.
DG SNAP_DB2dg に DB2DATABASE UDB のスナップショットがあります。
（A snapshot of DB2DATABASE UDB is in DG SNAP_DB2dg.）
このスナップショットではスナッププラン sp1 が使われます。
（Snapplan sp1 is used for the snapshot.）
-r <relocate_path> を db2ed_vmclonedb で使う場合は、
<relocate_path> が作成されており、DB2 インスタンスの所有者が
それを所有していることを確認してください。そうでない場合は、
次のマウントポイントを作成し、その所有者を DB2 インスタンスの
所有者に変更する必要があります:
（If -r <relocate_path> is used in db2ed_vmclonedb,
make sure <relocate_path> is created and owned by DB2
Instance Owner. Otherwise, the following mount points need to
be created and owned by DB2 Instance Owner:）
/db2/testvol01.
/db2/testvol02.
/db2/testvol03.
/db2/testvol04.
/db2/testvol05.
/db2/udb_home.
db2ed_vmsnap は 2004-06-08 11:42:14 に終了しました。
（db2ed_vmsnap ended at 2004-06-08 11:42:14）

6

［OK］をクリックして処理を続行します。これで、このスナップショットをデータベース
のバックアップとして使えます。スナップショットデータベースを起動するときのため
に、この情報を保存します。

7

［スナップショットデータベースの起動（Start Up Snapshot Database）］ダイアログ
が表示されるので、スナップショットの起動手順に進みます。
p.61 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起動
するには」 を参照してください。
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クローンデータベースのスナップショットの起動
クローンのスナップショットを作成したら、そのクローンを起動できます。
データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起動するには

1

クローンデータベースの起動ウィザードにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［プライマリデータベース情報（Primary database information）］セクションで、DB2
インスタンスと DB2 データベース情報を確認します。

3

該当のラジオボタンをクリックして、起動オプションを選択します。

4

■

新しいスナップショットデータベースを作成する場合は、［データベースの作成
（Create database）］を選択します。

■

［データベースを再起動（Restart database）］を選択して、既存のスナップショッ
トデータベースを再起動します。

［スナップショットデータベース情報（Snapshot database information）］セクション
で、新しい DB2 データベース情報を入力します。各フィールドのスナッププランファ
イル、スナップショットディスクグループ名、再配置パスを確認します。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「db2ed_vmchecksnap を
使ったスナッププランの作成と処理」を参照してください。

5

［クローンデータベースの作成（Create Clone Database）］をクリックします。
スナップショットデータベースが正常に起動されると、確認メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックして処理を続行します。

既存のスナッププランを使ったクローンデータベースの作成
既存のスナッププランを使ってクローンデータベースを作成する場合は、いくつかのパラ
メータが必要です。
デフォルトの設定を使い、既存のスナッププランでクローンデータベースを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］ダイアログで、Database
FlashSnap を使ってクローンデータベースを作成するオプションを選択します。［次
へ（Next）］をクリックします。
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3

［Database FlashSnap Clone Database］ダイアログで、［既存のスナッププラン
（Existing Snapplan）］を選択します。スナッププランの状態が表示されます。たと
えば、sp00 [init_db] /ora_home/snapplan/sp00 のように表示されます。ここ
で、INIT_DB がスナッププランの状態を示しています。

4

ドロップダウンリストから SNAPSHOT_END 状態のスナッププランを選択します。［スナッ
プショットデータベースの起動（Start Up Snapshot Database）］ダイアログが表示
されます。

5

クローンデータベース起動のためのダイアログ手順を使います。
p.61 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起動
するには」 を参照してください。

INIT_FULL を使い、既存のスナッププランでクローンデータベースを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］ダイアログで、［既存の
スナッププラン（Existing Snapplan）］を選択します。スナッププランの状態が表示
されます。たとえば、sp00 [init_full] /ora_home/snapplan/sp00 のように表
示されます。ここで、INIT_FULL がスナッププランの状態を示しています。

3

ドロップダウンリストから INIT_FULL 状態のスナッププランを選択します。［スナップ
ショットの作成（Create Snapshot）］ダイアログが表示されます。

4

次のダイアログ手順を順番に使います。
■

p.59 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使ってスナップショットを作
成するには」 を参照してください。

■

p.61 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起
動するには」 を参照してください。

INIT_DB を使い、既存のスナッププランでクローンデータベースを作成するには

1

データベースのクローンの作成ウィザードにアクセスします。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［データベースのクローンの作成（Create Clone Database）］ダイアログで、［既存の
スナッププラン（Existing Snapplan）］を選択します。スナッププランの状態が表示
されます。 たとえば、sp00 [init_db] /ora_home/snapplan/sp00 のように表示
されます。ここで、INIT_DB がスナッププランの状態を示しています。
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3

ドロップダウンリストから INIT_DB 状態のスナッププランを選択します。デフォルト値
が設定された［スナッププランの検証/修正（Validate/Modify Snapplan）］ダイアロ
グが表示されます。

4

次のダイアログ手順を順番に使います。
■

p.57 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナッププランの検
証または修正を行うには」 を参照してください。

■

p.59 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使ってスナップショットを作
成するには」 を参照してください。

■

p.61 の 「データベースのクローンの作成ウィザードを使って、スナップショットを起
動するには」 を参照してください。

クローンデータベースの削除
Veritas Storage Foundation for DB2 には、データベースのクローンの削除ウィザード
が用意されているため、次のことが可能となります。
■

クローンデータベースの停止

■

クローンデータベースのマウント解除

■

Storage Checkpoint の削除

■

スナップショットの再同期化

Storage Checkpoint データベースのクローンの削除
Storage Checkpoint クローンデータベースを削除すると、チェックポイントを削除するオ
プションを使ってマウントを解除できるようになります。
Storage Checkpoint クローンデータベースを削除するには

1

データベースのクローンの削除ウィザードを開始します。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［データベースのクローンの削除（Remove Clone Database）］画面が表示されま
す。読み取り専用の情報を確認します。［次へ（Next）］をクリックして操作を続行しま
す。
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3

［Storage Checkpoint データベースのクローン（Storage Checkpoint Clone
Database）］セクションで、インスタンス名を確認し、パスワードを入力します。また、
データベース名とマウントポイントも確認します。
［プライマリデータベース情報（Primary Database Information）］セクションで、イ
ンスタンス名とデータベース名を確認します。

4

データベースのクローンの削除とともに Storage Checkpoint を削除する場合は、
［Storage Checkpoint の削除（Remove Storage Checkpoint）］オプションにチェッ
クマークを付けます。

5

［データベースのクローンの削除（Remove Clone Database）］ボタンをクリックしま
す。

6

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［はい（Yes）］をクリックして処理を続行しま
す。

クローンスナップショットデータベースの削除
Database FlashSnap クローンデータベースを削除すると、スナップショットを再同期化す
るオプションにより FlashSnap データベースのマウントが解除されます。
Database FlashSnap クローンデータベースを削除するには

1

データベースのクローンの削除ウィザードを開始します。
p.25 の 「Java GUI でのデータベースのクローン作成タスクへのアクセス」 を参照して
ください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［データベースのクローンの削除（Remove Clone Database）］ダイアログが表示さ
れます。［ユーザー認証（Authentication）］セクションで、UNIX ユーザー名を確認
し、パスワードを入力します。
［スナップショットデータベース情報（Snapshot Database Information）］セクション
で、スナッププランファイル名と再配置パスを確認します。
スナップショットを再同期化するには、［スナップショットの再同期（Resync Snapshot）］
オプションにチェックマークを付けます。なお、［スナップショットの再同期（Resync
Snapshot）］オプションにチェックマークを付ける場合には、パスワードを入力する必
要があります。
［プライマリデータベース情報（Primary Database Information）］セクションで、次
の情報を確認します。
■

プライマリホスト名

■

DB2 データベース名

■

インスタンス所有者名
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3

［データベースのクローンの削除（Remove Clone Database）］ボタンをクリックしま
す。

4

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［はい（Yes）］をクリックし、クローンデータベー
スの削除を続行します。
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4
Storage Checkpoint の管理
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 の作成

■

Storage Checkpoint の詳細の表示

■

Storage Checkpoint のマウント

■

Storage Checkpoint のマウント解除

■

Storage Checkpoint の削除

■

Storage Checkpoint へのロールバック

Storage Checkpoint について
Storage Checkpoint は、パーティションデータベースを含むデータベースのポイントイン
タイムイメージのオンラインバックアップに似ています。Storage Checkpoint を後で使っ
て、データベース全体を Storage Checkpoint によって記録された以前の任意の状態に
リストアできます。コンテナまたは表スペースを回復することはできません。Storage
Checkpoint は、DB2 UDB EE 環境で使われます。DB2 UDB EEE（SMP のみ）は、複数
の大規模並列コンピュータクラスタにまたがるデータパーティションをサポートしています。
Veritas Storage Foundation for DB2 は、SFDB リポジトリを使って、Storage Checkpoint
の作成や削除のための表スペース、コンテナ、ファイルシステムの一覧を特定します。
Storage Checkpoint の詳細については、次を参照してください。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「Storage Checkpoint と Storage
Rollback の使用」を参照してください。
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Storage Checkpoint の作成
次のモードの Storage Checkpoint を作成することができます。
■

offline

■

online

オフライン Storage Checkpoint を作成する場合、インスタンスは実行状態または停止状
態のどちらでもよく、データベースは停止している必要があります。オンライン Storage
Checkpoint を作成する場合は、インスタンスを実行状態にする必要があり、データベー
スは起動または停止のどちらでもかまいませんが、アーカイブログモードにする必要があ
ります。
前提条件

■

オンライン Storage Checkpoint を作成する前に、アーカイブログモー
ドを有効にします。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「Storage
Checkpoint と Storage Rollback の使用」を参照してください。

Storage Checkpoint を作成するには

1

Storage Checkpoint の作成ウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

データベース名を確認します。これは読み取り専用フィールドです。

3

次のいずれかのオプションを選択します。

4

■

オンライン Storage Checkpoint を作成するには、［オンライン（Online）］ボタン
をクリックします。

■

オフライン Storage Checkpoint を作成するには、［オフライン（Offline）］ボタン
をクリックします。

ファイルシステムの領域が飽和したときに Storage Checkpoint を削除する場合は、
［Storage Checkpoint を削除する（Remove this Storage Checkpoint）］ボタンを
クリックします。
ファイルシステムの領域が飽和したときでも Storage Checkpoint を保持する場合
は、［Storage Checkpoint を削除しない（Retain this Storage Checkpoint）］ボタ
ンをクリックします。
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5

［作成（Create）］をクリックして処理を続行します。

6

確認メッセージが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、Storage Checkpoint
の作成を続行します。
Storage Rollback の作成に成功すると、確認メッセージが表示されます。詳細情報
を表示するには、［詳細表示（Show Details）］チェックボックスをクリックします。詳
細情報がポップアップウィンドウに表示されます。
［OK］をクリックして処理を続行します。

Storage Checkpoint の詳細の表示
Storage Checkpoint は詳細を表示することができます。
Storage Checkpoint の詳細を表示するには

1

オブジェクトツリーで、特定の Storage Checkpoint をクリックします。Storage
Checkpoint を表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。Storage
Checkpoint の情報がウィンドウの右側に表示されます。

2

Storage Checkpoint のファイルシステムクォータ情報を表示するには、ウィンドウ上
部の Storage Checkpoint 詳細情報のすぐ上にある［ファイルシステムクォータ（File
System Quota）］タブをクリックします。
ファイルシステムクォータ情報は、ディスクレイアウトバージョン 6 でのみ使えます。

Storage Checkpoint のマウント
Storage Checkpoint に対しては、任意のファイルシステムと同様に、マウントと書き込み
を行うことができます。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「Storage Checkpoint と Storage
Rollback の使用」を参照してください。
前提条件

■

マウントポイントを含むディレクトリは、データベース管理者グループが書
き込み可能であることが必要です。このグループはインストール時に作
成されています。作成されていない場合は、Storage Checkpoint をマ
ウントする前にこのグループを作成し、マウントポイントに対する適切な
権限を設定してください。
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Storage Checkpoint をマウントするには

1

Storage Checkpoint のマウントウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

正しい Storage Checkpoint をマウントしようとしていることを確認し、［次へ（Next）］
をクリックして作業を続行します。正しくない Storage Checkpoint を選択した場合
は、［キャンセル（Cancel）］をクリックします。この画面の情報は読み取り専用です。

3

2 番目の画面で、Storage Checkpoint をマウントするマウントポイント（絶対パス）を
入力します。

4

読み取り専用モードで Storage Checkpoint をマウントするには、［読み取り専用
（Read Only）］をクリックします。
または
読み書き両用モードで Storage Checkpoint をマウントするには、［読み取りおよび
書き込み（Read/Write）］をクリックします。これにより、Storage Checkpoint に変更
を加えることができます。
［読み取りおよび書き込み（Read/Write）］オプションを選択すると、GUI は、同じ名
前に wr <001> 接尾辞を加えた同じ Storage Checkpoint を作成します。<001>
は、連番です。GUI では、作成した Storage Checkpoint をマウントし、もとの Storage
Checkpoint のマウントを解除したままにします。これにより、もとの Storage
Checkpoint に対するロールバックを可能にします。

5

［マウント（Mount）］をクリックして、Storage Checkpoint をマウントします。

6

確認メッセージが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、Storage Checkpoint
のマウントを続行します。

Storage Checkpoint のマウント解除
Storage Checkpoint に対しては、任意のファイルシステムと同様に、マウント解除を行う
ことができます。
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Storage Checkpoint のマウントを解除するには

1

オブジェクトツリーで、特定の Storage Checkpoint をクリックします。Storage
Checkpoint を表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。
［読み取りおよび書き込み（Read/Write）］オプションによってマウントされた Storage
Checkpoint のマウントを解除する場合は、GUI によって自動的に作成された新し
い Storage Checkpoint のマウントを解除する必要があります。これは、名前の末尾
に wr<001> 接尾辞が付いた Storage Checkpoint です。<001> は連続した番号
です。

2

Storage Checkpoint のマウント解除ウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

正しい Storage Checkpoint のマウントを解除しようとしていることを確認し、［マウン
トの解除（Unmount）］をクリックして作業を続行します。正しくない Storage
Checkpoint を選択した場合は、［キャンセル（Cancel）］をクリックします。この画面
の情報は読み取り専用です。

4

確認メッセージが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、Storage Checkpoint
のマウント解除を続行します。

5

確認ダイアログが表示されます。［OK］をクリックして処理を続行します。

Storage Checkpoint の削除
場合によっては、不要になった Storage Checkpoint を手動で削除する必要があります。
たとえば、ファイルシステム上の Storage Checkpoint を削除して、必要な領域を解放で
きます。
前提条件

■

マウントされている Storage Checkpoint は、削除する前にマウントを解
除する必要があります。
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Storage Checkpoint を削除するには

1

オブジェクトツリーで、特定の Storage Checkpoint をクリックします。Storage
Checkpoint を表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

Storage Checkpoint のマウント解除ウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

確認メッセージが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、Storage Checkpoint
を削除します。
Storage Rollback の削除に成功すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をク
リックして処理を続行します。

Storage Checkpoint へのロールバック
データベース全体を Storage Checkpoint にロールバックできます。
GUI では、Storage Checkpoint と関連付けられたログは自動的にはロールバックされま
せん。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「DB2 リカバリのガイドライン」
を参照してください。
Storage Rollback を実行するには、データベース管理者である必要があります。オンラ
イン Storage Rollback の場合は、インスタンスを実行状態にしますが、データベースは
アーカイブモード（起動または停止）にしておく必要があります。オフライン Storage
Rollback の場合は、インスタンスは実行状態または停止状態のどちらでもかまいません
が、データベースは停止しておく必要があります。
Storage Checkpoint は、ソフトウェアの障害または人為的エラー（過失によるテーブル
の削除など）によって損傷を受けたファイルをロールバックする場合にのみ使えます。
Storage Checkpoint は、プライマリファイルシステムと同じ物理ディスクに存在するため、
ファイルがメディアの故障により破損すると、Storage Checkpoint のファイルは、いずれ
も利用できません。この場合、バックアップメディアからファイルをリストアする必要があり
ます。
また、ファイルのロールバック後、データベースを使う前に、DB2 マニュアルに記述され
ているリカバリ処理に従ったデータベースのリカバリが必要な場合があります。

データベースの Storage Checkpoint へのロールバック
データベース全体をロールバックすると、データベースによって使われるすべてのコンテ
ナが Storage Checkpoint にロールバックされます。
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Storage Rollback の実行中、この処理によって、各ファイルシステム上に一時ファイル
/filesystem/.VRTSstrb.lock が作成されます。この一時ロックファイルは削除しないで
ください。
データベースを Storage Checkpoint にロールバックするには

1

インスタンスを停止するか、すべてのユーザー接続を無効にすることで、DB2 デー
タベースを停止します。

2

オブジェクトツリーで、特定の Storage Checkpoint をクリックします。Storage
Checkpoint を表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

3

Storage Checkpoint のロールバックウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

4

目的の Storage Checkpoint を使ってロールバックしようとしていることを確認し、［次
へ（Next）］をクリックして作業を続行します。正しくない Storage Checkpoint を選
択した場合は、［キャンセル（Cancel）］をクリックします。この画面の情報は読み取り
専用です。

5

2 番目の画面の［ロールバックバッファサイズ（Rollback Buffer Size）］フィールドで、
ドロップダウンメニューを使い、適切なバッファサイズを選択します。デフォルトバッ
ファサイズは 128 K です。
読み取りと書き込み用に設定するバッファサイズは、Storage Rollback を実行する
処理効率に影響します。様々なバッファサイズを試して、使っているシステムに最適
な設定を決定してください。

6

［スレッド数（Number of Threads）］フィールドで、ドロップダウンメニューを使い、適
切なスレッド数を選択します。デフォルトのスレッド数は 4 です。
システムで使用可能な CPU の数と、ファイルシステムが置かれているボリュームのタ
イプによっては、このデフォルトでは、スレッドが少なすぎたり多すぎたりする場合が
あります。

7

［データベースのロールバック（Roll back a database）］ボタンをクリックして、データ
ベース全体を Storage Checkpoint にロールバックすることを指定します。

8

［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。［ロールバック（Roll Back）］をクリッ
クして操作を続行します。
Storage Rollback に成功すると、確認メッセージが表示されます。

9

Storage Rollback の詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show details）］チェッ
クボックスをクリックします。詳細情報がポップアップウィンドウに表示されます。
詳細情報の表示を終了したら、［OK］をクリックします。
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10 ［はい（Yes）］をクリックして、表スペースをロールバックします。必要な DB2 リカバリ
を実行します。（データベースは、GUI を介してリカバリできません）。

11 GUI からデータベースを再起動します。

データファイルを Storage Checkpoint にロールバック
データファイルのロールバックを行うことにより、データベースファイルは Storage
Checkpoint にロールバックされます。また、この操作を使って、2 つ以上のデータファイ
ルをロールバックすることもできます。
このオプションは、オフラインとオンラインの Storage Checkpoint に対してのみ使えま
す。インスタント Storage Checkpoint にデータファイルをロールバックすることはできま
せん。
データファイルを Storage Checkpoint にロールバックするには

1

ロールバックするデータファイルがオフラインであることを確認します。

2

Storage Checkpoint のロールバックウィザードを起動します。
p.26 の 「Java GUI での Storage Checkpoint タスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

データベースがオンラインの場合、処理を続行するかどうかを尋ねるプロンプトメッ
セージが表示されます。［はい（Yes）］をクリックして Storage Rollback を続行しま
す。

4

Storage Checkpoint のロールバックウィザードで、目的の Storage Checkpoint を
使ってロールバックしようとしていることを確認し、［次へ（Next）］をクリックして作業を
続行します。正しくない Storage Checkpoint を選択した場合は、［キャンセル
（Cancel）］をクリックします。この画面の情報は読み取り専用です。

5

2 番目の画面の［ロールバックバッファサイズ（Rollback Buffer Size）］フィールドで、
ドロップダウンメニューを使い、適切なバッファサイズを選択します。デフォルトバッ
ファサイズは 128 K です。
読み取りと書き込み用に設定するバッファサイズは、Storage Rollback を実行する
処理効率に影響します。様々なバッファサイズを試して、使っているシステムに最適
な設定を決定してください。

6

［スレッド数（Number of Threads）］フィールドで、ドロップダウンメニューを使い、適
切なスレッド数を選択します。デフォルトのスレッド数は 4 です。
システムで使用可能な CPU の数と、ファイルシステムが置かれているボリュームのタ
イプによっては、このデフォルトでは、スレッドが少なすぎたり多すぎたりする場合が
あります。
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7

［データファイルのロールバック（Roll back a Datafile）］ボタンをクリックして、デー
タファイルを Storage Checkpoint にロールバックすることを指定します。

8

［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。

9

ロールバックする 1 つまたは複数のデータファイルを、［データファイル（Datafile）］
リスト内の対応するチェックボックスをクリックして選択します。

10 ［ロールバック（Roll Back）］をクリックして操作を続行します。
11 Storage Rollback に成功すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックし
て処理を続行します。それにより、ロールバックウィンドウに戻ります。

12 必要な Oracle メディアリカバリを実行します。
13 リカバリされたデータファイルをオンラインに戻します。
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5
Database FlashSnap を使っ
たスナップショットの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

GUI での Database FlashSnap

■

スナッププランの作成

■

スナッププランの検証または修正

■

スナッププランの削除

■

スナップショットの作成

■

スナップショットを使ったクローンデータベースの作成

■

スナップショットのデータベースへの再同期化

■

データベースのスナップショットへの再同期化

■

逆再同期操作の中止

■

スナッププランログの表示

GUI での Database FlashSnap
Veritas Database FlashSnap を使うと、データベースの特定時点のコピーを作成して、
それをバックアップやオフホスト処理に使えます。詳細は次のとおりです。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「Database FlashSnap による
バックアップとオフホスト処理」を参照してください。
GUI では、次の処理が行えます。
■

スナッププランを使ったデータベースのスナップショットの作成
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■

データベースへのスナップショットの再同期化

■

スナップショットへのデータベースの再同期化

Database FlashSnap 機能は、複製された（クローン）データベースではサポートされま
せん。
Database FlashSnap は、DB2 EE インスタンスでのみ使用可能です。

スナッププランの作成
スナッププランでは、DB2 データベースに対するスナップショットのシナリオ（オンライン、
オフラインまたはインスタント）を指定します。スナッププランは、スナップショットを作成す
るための基礎になっています。スナップショットイメージを作成する前に、スナッププラン
を作成するか、またはスナッププランを検証する必要があります。
前提条件

使用上のメモ

■

DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

■

ディスクグループは、バージョン 110 以上である必要があります。

■

永続 FastResync が有効になっている必要があります。

■

スナッププランをオンラインスナップショット用に設定するには、データ
ベースをアーカイブログモードにする必要があります。

Database FlashSnap 機能は、複製された（クローン）データベースでは
サポートされていません。
■ スナッププラン名はユーザーが定義します。
■

■

スナッププラン内の各エントリは、parameter=argument という形式
の行になっています。
詳細については、db2ed_vmsnapplan（1M）と db2ed_vmchecksnap
（1M）のマニュアルページを参照してください。

スナッププランを作成するには

1

スナッププランの作成ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

データベース名を確認します。これは読み取り専用フィールドです。

3

スナッププランファイルの絶対パスを入力します。

4

セカンダリホストの名前を入力します。

5

スナップショットプレックスタグを入力します。

6

［次へ（Next）］をクリックして操作を続行します。
デフォルト値が設定された［スナッププランの検証/修正（Validate/Modify
Snapplan）］画面が表示されます。
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7

正しくない設定があった場合は、必要に応じて変更します。次に、［検証（Validate）］
をクリックして、設定が正しく設定されていることを確認します。
スナッププランパラメータの詳細:
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「dbed_vmchecksnap を
使ったスナッププランの作成および使用」を参照してください。

8

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、スナッププランの検証を確認
します。
スナッププランが正常に検証されると、確認メッセージが表示されます。

9

スナッププランの詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show details）］チェック
ボックスをクリックします。スナッププランの詳細情報がポップアップウィンドウに表示
されます。
確認が終了したら、［OK］をクリックします。

スナッププランの詳細:
SNAPSHOT_MODE は online_snapshot です
（SNAPSHOT_MODE is online_snapshot）
PRIMARY_HOST は host1 です。
（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host2 です
（SECONDARY_HOST is host2）
PRIMARY_DG-DB2dg はバージョン 110 です。
（The version of PRIMARY_DG-DB2dg is 110.）
SNAPSHOT_DG は SNAP_DB2dg です
（SNAPSHOT_DG is SNAP_DB2dg）
SNAPSHOT_PLAN_FOR は database です
（SNAPSHOT_PLAN_FOR is database）
スナップショットの DB2 ボリュームとディスクレイアウトを検査しています。
（Examining DB2 volume and disk layout for snapshot.）
DB2dg 上のボリューム testvol01 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol01 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol01 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol01 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
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（Snapshot plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol02 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol02 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol02 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol02 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol03 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol03 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol03 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol03 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol04 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol04 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol04 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol04 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol05 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol05 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol05 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol05 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム udb_home はスナップショットの準備ができています。
（Volume udb_home on DB2dg is ready for snapshot.）
udb_home のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for udb_home is on DB2dg01 DB2dg02.）
udb_home のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for udb_home is on DB2dg03.）
スナップショットの SNAP_DB2dg は次を含みます
（SNAP_DB2dg for snapshot will include）: DB2dg03
ALLOW_REVERSE_RESYNC は yes です。
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is yes）
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スナッププラン sp1 が作成されました。
（The snapplan sp1 has been created.）

スナッププランの検証または修正
スナップショットを作成する前に、スナッププランを検証して、その情報が正しく設定され
ており、スナップショットが正常に実行されることを確認することが必要です。場合によっ
ては、スナッププランを修正することも必要になります。たとえば、スナップショットに含ま
れているプライマリディスクグループを変更する場合は、スナッププランを修正する必要
があります。
前提条件

使用上のメモ

■

DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

■

スナップショットプレックスに DCO ログが関連付けられている必要があり
ます。

■

スナッププラン内の各エントリは、parameter=argument という形式
の行になっています。

スナッププランを検証または修正するには

1

オブジェクトツリーで、特定のスナッププランをクリックします。アイコンを表示する際
は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

スナッププランの修正または検証ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

スナッププランの修正または検証ウィザードでは、［スナッププランファイル（Snapplan
file）］フィールドに、スナッププランのパスとファイル名を正しく入力します。［次へ
（Next）］をクリックして処理を続行します。

4

スナッププランを修正する場合は、更新する必要のあるパラメータに新しい値を入力
します。変更が必要なければ、何も行う必要はありません。
スナッププランパラメータの詳細については次のとおりです。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「dbed_vmchecksnap を
使ったスナッププランの作成および使用」を参照してください。

5

［検証（Validate）］をクリックして、設定が正しく設定されていることを確認します。
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6

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、スナッププランの検証を確認
します。
スナッププランが正常に検証されると、確認メッセージが表示されます。

7

スナッププランの詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show details）］チェック
ボックスをクリックします。スナッププランの詳細情報がポップアップウィンドウに表示
されます。
確認が終了したら、［OK］をクリックします。

スナッププランの詳細:
SNAPSHOT_MODE は online_snapshot です
（SNAPSHOT_MODE is online_snapshot）
PRIMARY_HOST は host1 です。
（PRIMARY_HOST is host1）
SECONDARY_HOST は host2 です
（SECONDARY_HOST is host2）
PRIMARY_DG-DB2dg はバージョン 110 です。
（The version of PRIMARY_DG-DB2dg is 110.）
SNAPSHOT_DG は SNAP_DB2dg です
（SNAPSHOT_DG is SNAP_DB2dg）
SNAPSHOT_PLAN_FOR は database です
（SNAPSHOT_PLAN_FOR is database）
スナップショットの DB2 ボリュームとディスクレイアウトを検査しています。
（Examining DB2 volume and disk layout for snapshot.）
DB2dg 上のボリューム testvol01 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol01 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol01 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol01 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol01 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol02 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol02 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol02 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol02 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol02 is on DB2dg03.）
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DB2dg 上のボリューム testvol03 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol03 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol03 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol03 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol03 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol04 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol04 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol04 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol04 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol04 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム testvol05 はスナップショットの準備ができています。
（Volume testvol05 on DB2dg is ready for snapshot.）
testvol05 のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg01 DB2dg02.）
testvol05 のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for testvol05 is on DB2dg03.）
DB2dg 上のボリューム udb_home はスナップショットの準備ができています。
（Volume udb_home on DB2dg is ready for snapshot.）
udb_home のもとのプレックスと DCO ログは DB2dg01 DB2dg02 上にあります。
（Original plex and DCO log for udb_home is on DB2dg01 DB2dg02.）
udb_home のスナップショットプレックスと DCO ログは DB2dg03 上にあります。
（Snapshot plex and DCO log for udb_home is on DB2dg03.）
スナップショットの SNAP_DB2dg は次を含みます
（SNAP_DB2dg for snapshot will include）: DB2dg03
ALLOW_REVERSE_RESYNC は yes です。
（ALLOW_REVERSE_RESYNC is yes）
スナッププラン sp1 が作成されました。
（The snapplan sp1 has been created.）

スナッププランの削除
不要になったスナッププランを削除することが必要になる場合があります。ただし、スナッ
ププランがない場合は、スナップショットを作成することはできません。
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前提条件

■

DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

スナッププランを削除するには

1

オブジェクトツリーで、削除するスナッププランをクリックします。アイコンを表示する
際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

［スナッププランの削除（Remove Snapplan）］ダイアログを表示します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

確認メッセージが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、スナッププランの削除
を続行します。
スナッププランが正常に削除されると、次のような確認メッセージが表示されます。

4

［詳細表示（Show details）］チェックボックスをクリックして、取るべきアクションを表
示します。次のような情報が表示されます。
スナッププラン <filename> が削除されました。
（The snapplan <filename> has been removed.）

［OK］をクリックして処理を続行します。

スナップショットの作成
スナッププランの作成および検証が終了すると、データベースのスナップショットを作成
できるようになります。このスナップショットは、データベースのバックアップとして、あるい
は本番運用データベースに影響を与えることなく操作を実行するためのテストデータベー
スとして使えます。
前提条件

■

スナップショットを作成するには、ボリュームのスナップショットミラーがす
でに用意されている必要があります。
■ スナップショットイメージを作成するには、検証済みのスナッププランが
必要です。
■ DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

使用上のメモ

■

詳細については、db2ed_vmsnap（1M）のマニュアルページを参照し
てください。
■ オフホストスナップショットを作成する場合は、セカンダリホストで次の手
順を実行します。
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スナップショットを作成するには

1

スナップショット作成ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

2

スナッププランの場所を確認します。これは読み取り専用フィールドです。

3

スナップショットを強制的に作成する必要がある場合は、［スナップショットの強制作
成（Force snapshot creation）］チェックボックスをクリックします。
［スナップショットの強制作成（Force snapshot creation）］は、スナップショット操作
が失敗した後、Veritas Storage Foundation for DB2 のコマンドを使わずに問題
を解決した場合に使えます（これは、Veritas Storage Foundation for DB2 のコマ
ンドを使わなくてもボリュームが同期化されるためです）。
このような場合は、スナッププランをスナップショットの作成に利用できないというス
テータスが表示されます。［スナップショットの強制作成（Force snapshot creation）］
オプションは、利用できないという状態を無視し、ボリュームが利用可能かどうかを
チェックして、ボリュームがこのチェックをパスしたときにスナップショットを作成しま
す。

4

［完了（Finish）］をクリックして処理を続行します。

5

スナップショットの作成に成功すると、確認メッセージが表示されます。
［詳細表示（Show details）］チェックボックスをクリックして、取るべきアクションを表
示します。次のような情報が表示されます。

6

［OK］をクリックして処理を続行します。
これで、このスナップショットをデータベースのバックアップとして使えます。
この情報は、スナップショットデータベースを起動する場合に必要になります。

スナップショットを使ったクローンデータベースの作成
スナップショットを作成すると、そのスナップショットを使ってクローンデータベースを作成
できるようになります。クローンデータベースは、本番運用データベースでは実行できな
い意思決定やテストのために使えます。
前提条件

システム上に、クローンデータベースを作成するのに十分なディスク領
域があることを確認してください。
■ 既存のスナップショットが必要です。
■
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スナップショットを使ってクローンデータベースを作成するには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクト DB2 のアイコンをクリックします。ア
イコンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

スナップショットデータベースの作成ウィザードを開始します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

［ユーザー認証（Authentication）］セクションで、UNIX ユーザー名とパスワードを
入力します。

4

プライマリデータベースで、DB2 インスタンスおよび DB2 データベース情報を入力
します。

5

データベースのリカバリまたはデータベースの再起動のどちらを行うのかを、適切な
ラジオボタンをクリックして選択します。
スナップショットに基づく新しいスナップショットデータベースを再起動する場合は、
［データベースの起動（Startup database）］を選択します。
すでに作成されているスナップショットデータベースを再起動する場合は、［データ
ベースの再起動（Restart database）］を選択します。

6

スナップショットデータベースの該当するフィールドに、新しい DB2 データベース、
スナッププランファイル、ボリューム名、スナップショットディスクグループ名、再配置
パスを入力します。
オンホストスナップショットデータベースを起動するには、再配置パスが必要です。
オフホストスナップショットデータベースを起動するには、ボリューム名フィールドが
必要です。これらの情報は、スナップショットを作成した後、詳細情報を表示すること
により取得できます。スナップショットの作成時の情報を保存していない場合は、
db2ed_vmchecksnap コマンドを使うか、GUI から ［ログの表示（View log）］を使っ
て、情報を取得できます。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「db2ed_vmchecksnap
を使ったスナッププランの作成および使用」を参照してください。

7

［データベースの起動（Start Database）］をクリックします。

8

確認を求めるプロンプトで［はい（Yes）］をクリックして、データベースの起動を確認
します。
スナップショットデータベースが正常に起動されると、確認メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックして処理を続行します。
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スナップショットのデータベースへの再同期化
スナップショットをデータベースに再同期化すると、本番運用データベースに加えられた
最新の変更が含まれるように、スナップショットが更新されます。
前提条件

使用上のメモ

■

DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

■

クローンデータベースを停止し、ファイルシステムのマウントを解除する
必要があります。

■

詳細については、db2ed_vmsnap（1M）のマニュアルページを参照し
てください。

スナップショットをデータベースに再同期化するには

1

オブジェクトツリーで、［スナッププラン（Snapplans）］アイコンの下にあるスナッププ
ランをクリックします。アイコンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開しま
す。

2

スナップショットの再同期ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

確認を求めるプロンプトで、［OK］をクリックして、スナップショットのデータベースへ
の再同期化を続行します。

4

再同期化に成功すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックして処理を
続行します。

5

次の例に示すようなステータス情報が表示されます。情報の表示を終了したら、［OK］
をクリックします。
db2ed_vmsnap は 2005-05-13 17:20:05 に開始しました
（db2ed_vmsnap started at 2005-05-13 17:20:05）
オプション resync が完了しました。
（The option resync has been completed.）

詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show details）］チェックボックスをクリックし
ます。詳細情報がポップアップウィンドウに表示されます。

データベースのスナップショットへの再同期化
データベースをスナップショットに再同期化すると、データベースがスナップショットに戻
されます。この操作は、逆再同期とも呼ばれます。このオプションは、データベースが破
損したためにデータベースを以前の特定時点にリストアする必要がある場合に使います。
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前提条件

使用上のメモ

■

DB2 データベース管理者としてログインする必要があります。

■

プライマリデータベースとクローンデータベースを停止し、ファイルシステ
ムのマウントを解除する必要があります。

■

詳細については、db2ed_vmsnap（1M）のマニュアルページを参照し
てください。

データベースをスナップショットに再同期化するには

1

オブジェクトツリーで、［スナッププラン（Snapplans）］アイコンの下にあるスナッププ
ランをクリックします。アイコンを表示する際は、必要に応じてツリービューを展開しま
す。

2

逆再同期ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

データベース名とスナッププランの情報を確認します。これは読み取り専用フィール
ドです。

4

［開始（Begin）］ボタンをクリックしてから、［完了（Finish）］をクリックして、逆再同期
処理を開始します。詳細情報を表示するには、［詳細表示（Show Details）］チェッ
クボックスをクリックします。詳細情報がポップアップウィンドウに表示されます。

5

確認を求めるプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックして処理を続行します。
［開始（Begin）］オプションにより、次の操作が実行されます。
■

セカンダリホストからデポートされたディスクグループをインポートし、それをもと
のディスクグループに結合します。

■

スナップショットボリュームをマウントします。

■

プライマリデータベース用に設定されたファイルシステムをマウントします。

■

データベースのスナップショットイメージをプライマリデータベースとして起動しま
す。

この操作を実行するには、プライマリデータベースがオフラインである必要がありま
す。

6

開始操作に成功すると、確認メッセージが表示されます。［詳細表示（Show details）］
をクリックして、完了した操作を表示します。処理が完了したら、［OK］をクリックして
処理を続行します。

7

逆再同期を実行するスナッププランを再度クリックします。

8

次のいずれかの方法で逆再同期ウィザードを起動します。
■

メニューバーから、［スナッププラン（Snapplan）］、［スナップショットの逆再同期
（Reverse Resync Snapshot）］の順に選択します。
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■

9

スナッププランを右クリックして、ポップアップメニューを表示します。［スナップ
ショットの逆再同期（Reverse Resync Snapshot）］をクリックします。
逆再同期ウィザードが表示されます。

［コミット（Commit）］ボタンをクリックしてから、［完了（Finish）］をクリックして、逆再同
期処理をコミットします。

10 確認を求めるプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックして処理を続行します。
［コミット（Commit）］オプションにより、次の操作が実行されます。
■

逆再同期の変更をコミットします。

■

スナップショット内のデータからもとのボリュームを再同期化し、もとのデータベー
スの内容を破棄します。
警告: この操作を取り消すことはできません。

11 コミット操作に成功すると、確認メッセージが表示されます。［詳細表示（Show
details）］をクリックして、完了した操作を表示します。処理が完了したら、［OK］をク
リックして処理を続行します。

逆再同期操作の中止
場合によっては、開始した逆再同期処理を停止することも必要になります。逆再同期処
理を中止できるのは、開始操作を完了してから、コミット操作を実行するまでの間だけで
す。
逆再同期操作を中止するには

1

逆再同期を開始したスナッププランをクリックします。

2

次のいずれかの方法で逆再同期ウィザードを起動します。
スナップショットの逆再同期ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。

3

データベース名とスナッププランの情報を確認します。これは読み取り専用フィール
ドです。

4

［中止（Abort）］ボタンをクリックし、次に、［完了（Finish）］ボタンをクリックして、逆再
同期プロセスを中止します。

5

確認を求めるプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックして処理を続行します。
［中止（Abort）］オプションにより、次の操作が実行されます。
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■

スナップショットボリュームのマウントを解除します。

■

そのボリュームを使うように設定されたファイルシステムを含むもとのボリュームを
マウントします。

この操作は、開始操作の完了後にだけ実行でき、逆再同期がコミットされた後は使
えません。

6

中止操作に成功すると、確認メッセージが表示されます。
［詳細表示（Show details）］をクリックして、完了した操作を表示します。処理が完了
したら、［OK］をクリックして処理を続行します。

スナッププランログの表示
スナッププランログでは、スナッププラン、ディスクグループ、スナップショットプレックスタ
グに関する情報が表示されます。また、ボリューム名やスナップショットのステータスも表
示されます。
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スナッププランログを表示するには

1

オブジェクトツリーで、ログを表示するスナッププランをクリックします。アイコンを表示
する際は、必要に応じてツリービューを展開します。

2

ログの表示ウィザードを起動します。
p.27 の 「Java GUI での FlashSnap タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.34 の 「Web GUI でのデータベースタスクへのアクセス」 を参照してください。
ポップアップウィンドウに、スナッププランのパスとログが表示されます。次の出力の
ような情報が表示されます。
SNAPSHOT_VERSION=4.0
PRIMARY_HOST=exmoor
SECONDARY_HOST=exmoor
PRIMARY_DG=DB2dg
SNAPSHOT_DG=SNAP_DB2dg
DB2DATABASE=UDB
DB2HOME=/db2/udb_home
REDOLOG_DEST=/db2/udb_home/inst01/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/
SNAPSHOT_MODE=online_snapshot
SNAPSHOT_PLAN_FOR=database
SNAPSHOT_PLEX_TAG=db2ed_flashsnap
SNAPSHOT_VOL_PREFIX=SNAP_
ALLOW_REVERSE_RESYNC=yes
STORAGE_INFO
DB2dg03
SNAP_PLEX=testvol01-02 testvol02-02 testvol03-02 testvol04-02
testvol05-02 udb_home-02
STATUS_INFO
SNAP_STATUS=init_full
DB_STATUS=init
LOCAL_SNAPPLAN=/home/inst01/snapplans/sp1

3

［OK］をクリックして処理を続行します。
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6
データベースストレージの階
層化
この章では以下の項目について説明しています。
■

GUI でのデータベースの DST（Dynamic Storage Tiering）について

■

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータの設定

■

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）に割り当てる自動ポリシーの設定

■

ボリュームとファイルの移動

■

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）についてのレポートを取得

GUI でのデータベースの DST（Dynamic Storage Tiering）
について
Veritas Storage Foundation for DB2 GUI を使うと、データベースの DST を手動で操
作できるとともに、自動化ポリシーを設定することもできます。Veritas Storage Foundation
for DB2 GUI では、次の処理が行えます。
■

データベースの DST パラメータの設定

■

自動ポリシーの設定によるボリュームとファイルの移動の管理

■

ボリュームとファイルの手動での移動によるデータベースの DST の操作

■

データベースの DST についてのレポートの取得

■

MVS ファイルシステムのファイルシステム統計についてのレポートの取得

メモ: 階層ストレージは、Storage Foundation for DB2 5.0 の Java GUI でのみサポート
されます。
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データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメー
タの設定
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータは、設定について事前に
ある程度計画を立てておく必要があります。次を確認して、設定を行ってください。
■

ストレージ階層ポリシーを割り当てるディレクトリ

■

スイープやパージの頻度

■

ストレージクラスオプション

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータの設定
自動管理ポリシーを割り当てるには、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）
パラメータを設定する必要があります。
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータを設定するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータのウィザードを選択し
ます。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）オブジェクトにおいてパラメータ
を指定するか、GUI でデフォルト値を入力します。設定パラメータは、次のとおりで
す。
■

ファイルシステムの最小ストレージクラス数を指定します。指定する値の範囲は、
2 から 99 です。

■

ファイルシステムの最大ストレージクラス数を指定します。指定する値の範囲は、
2 から 99 です。

■

統計上の収集間隔（分単位）

■

スイープ間隔（日単位）指定する値の範囲は、1 から 10 です。

■

スイープ時刻（時、分、午前/午後）。スイープ時刻には、時、分、午前/午後を指
定できます。なお、時刻は現地時刻ではなく、サーバー時間と同じ時刻を指定
します。

■

パージ間隔（日単位）指定する値の範囲は、1 から 120 です。

■

パージ時刻（時、分、午前/午後）。パージ時刻には、時、分、午前/午後を指定
できます。なお、時刻は現地時刻ではなく、サーバー時間と同じ時刻を指定しま
す。

パラメータの設定が完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。
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3

ストレージクラスを設定するか、GUI でデフォルト値を設定します。［クラスを追加（Add
Class）］をクリックして、テーブルの各行でそれぞれストレージクラスを指定します。
ストレージクラス別または記述子別にテーブルの行をソートするには、列見出しをク
リックします。空クラスは、テーブルの最終行にソートされます。
事前定義済みのストレージクラスは、修正または削除できません。

4

ストレージクラスをすべて入力したら、［完了（Finish）］をクリックします。

5

パラメータのアップデートが正常に完了すると、確認メッセージが表示されます。［OK］
をクリックして処理を続行します。

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータを修正するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）ウィザードを選択します。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）オブジェクトのパラメータを修正
します。設定パラメータは、次のとおりです。
■

ファイルシステムの最小ストレージクラス数を指定します。指定する値の範囲は、
2 から 99 です。

■

ファイルシステムの最大ストレージクラス数を指定します。指定する値の範囲は、
2 から 99 です。

■

統計上の収集間隔（分単位）

■

スイープ間隔（日単位）指定する値の範囲は、1 から 10 です。

■

スイープ時刻（時、分、午前/午後）。スイープ時刻には、時、分、午前/午後を指
定できます。なお、時刻は現地時刻ではなく、サーバー時間と同じ時刻を指定
します。

■

パージ間隔（日単位）指定する値の範囲は、1 から 120 です。

■

パージ時刻（時、分、午前/午後）。スイープ時刻には、時、分、午前/午後を指定
できます。なお、時刻は現地時刻ではなく、サーバー時間と同じ時刻を指定しま
す。

パラメータの設定が完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。
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3

ストレージクラスを設定するか、GUI でデフォルト値を設定します。［追加（Add）］を
クリックして、テーブルの各行でそれぞれストレージクラスを指定します。
ストレージクラス別または記述子別にテーブルの行をソートするには、列見出しをク
リックします。空クラスは、テーブルの最終行にソートされます。
クラス記述子を修正するには、クラス名をクリックしてから適切に修正します。
クラスを削除するには、そのクラスを選択して［削除（Remove）］をクリックします。
事前定義済みのストレージクラスは、修正または削除できません。

4

ストレージクラスをすべて入力したら、［完了（Finish）］をクリックします。

5

パラメータのアップデートが正常に完了すると、確認メッセージが表示されます。［OK］
をクリックして処理を続行します。

階層ストレージディレクトリの特定
適用先のディレクトリを特定する前に、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）
パラメータを設定します。設定しないと処理は失敗します。階層ストレージパラメータを設
定すると、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の変換/追加/削除ウィザー
ドにアクセスできます。
階層ストレージポリシーの適用ディレクトリを特定するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の変換/追加/削除ウィザードに
アクセスします。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

プロンプト画面でディレクトリ名を入力し、［次へ（Next）］をクリックします。

3

プロンプトが表示されます。ここでマウントしたデバイスの変換または新しいマウント
ポイントの追加を行います。
マウントしたデバイスを変換するには、次の手順に従います。
■

ボリューム名を右クリックします。

■

［マウントしたデバイスを変換（Convert Mount Device）］をクリックします。

■

ボリューム名を入力します。

■

［OK］をクリックします。

新しいマウントポイントを追加するには、次の手順に従います。

4

■

［マウントポイント（Mount point）］フィールドにマウントポイントを入力します。

■

［情報を取得（Get Information）］をクリックします。

ボリュームを追加するには、次の手順に従います。
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5

■

ボリュームセット名を右クリックします。

■

［ボリュームを追加（Add Volumes）］を選択します。

■

ボリューム名を入力します。

■

ストレージクラスを設定します。

■

［OK］をクリックします。

ボリュームを削除するには、次の手順に従います。
■

ボリューム名を右クリックします。

■

［ボリュームを削除（Remove Volumes）］を選択します。

■

確認ダイアログで［はい（Yes）］をクリックします。

6

［閉じる（Close）］をクリックします。

7

ディレクトリの変換が正常に終了すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をク
リックして処理を続行します。

ボリュームの分類
ボリュームを分類することで、ボリュームに特定のポリシーを設定できます。ボリュームを
分類できるようにするには、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメー
タを定義する必要があります。
ボリュームを分類するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）のボリュームを分類ウィザードに
アクセスします。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

プロンプト画面でディレクトリ名を入力し、［次へ（Next）］をクリックします。

3

ストレージクラスを選択し、［クラスを設定（Set Class）］をクリックします。
ボリュームを未分類のままにする場合は、ストレージクラスで［なし（None）］を選択し
ます。

4

［完了（Finish）］をクリックします。

5

ディレクトリの分類が正常に終了すると、確認メッセージが表示されます。［OK］をク
リックして処理を続行します。
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データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）に割り
当てる自動ポリシーの設定
自動ポリシーの設定を行うことにより、ボリュームやファイルの移動を管理することができ
ます。一方のストレージ階層からもう一方のストレージ階層にデータを自動的に移動させ
るポリシーは、次の要素に基づいて設定することができます。
■

ディレクトリ

■

SMS 表スペース

■

自動ストレージパス

■

アーカイブ 1 またはアーカイブ 2

■

外部ファイル

ポリシーの一覧表示
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）に設定されたすべてのポリシーを一
覧表示することができます。
ポリシーを一覧表示するには

1

オブジェクトツリーで、データベースオブジェクトを選択します。データベースオブジェ
クトを表示するには、必要に応じてツリービューを展開します。

2

次のいずれかの方法で、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）リストの
ポリシーウィザードにアクセスします。

3

■

メニューバーで、［DB2］、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の
管理（Database Dynamic Storage Tiering Management）］、［ポリシーの一覧
表示（List Policy）］の順に選択します。

■

データベースオブジェクトを右クリックしてポップアップメニューを表示します。次
に、［データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の管理（Database
Dynamic Storage Tiering Management）］、［ポリシーの一覧表示（List
Policy）］の順に選択します。

確認ダイアログで［はい（Yes）］をクリックします。
すべてのポリシーが表示されます。

4

終了したら、［OK］をクリックします。

特定のディレクトリに対するポリシーの事前設定
移動ポリシーは、ディレクトリに基づいて事前に設定することができます。
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特定のディレクトリに対してポリシーを事前に設定するには

1

Database Dynamic Storage Tiering 事前設定ポリシーウィザードを起動します。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

［事前設定ポリシー（Preset Policy）］ページでディレクトリ名を入力します。

3

ポリシーの作成または修正を行うには、ポリシーを設定するオプションを選択します。

4

［次へ（Next）］をクリックします。選択したディレクトリに関するファイル名のパターン
とストレージクラスが表示されます。

5

ストレージクラスにファイルパターンを追加するには、［ファイルパターン（File
Pattern）］列のセルをダブルクリックして、*.log や *.dbf などのファイルパターンを
入力します。各ファイルパターンはカンマで区切ってください。

6

ストレージクラスのファイルパターンを修正するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、ファイルパターンを編集します。

7

ストレージクラスのファイルパターンを削除するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、［ファイルパターンを削除（Remove File Pattern）］を
クリックします。

8

ポリシーを削除するには、［ポリシーを削除（Remove Policy）］を選択します。

9

ポリシーを設定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

10 ［はい（Yes）］をクリックして確定します。

SMS 表スペースのポリシーの事前設定
ポリシーはディレクトリに基づいて事前設定できます。
SMS 表スペースのポリシーを事前設定するには

1

SMS 表スペースウィザードのため、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）
の事前設定ポリシーにアクセスします。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

［ディレクトリのポリシーの事前設定］ページのドロップダウンリストで、SMS 表スペー
スを 1 つ選択します。

3

［ポリシーを作成または修正（Create or modify policy）］を選択します。

4

［次へ（Next）］をクリックします。選択した SMS 表スペースのストレージクラスとファ
イル名のパターンが表示されます。

5

ストレージクラスにファイルパターンを追加するには、［ファイルパターン（File
Pattern）］列のセルをダブルクリックして、*.log や *.dbf などのファイルパターンを
入力します。各ファイルパターンはカンマで区切ってください。
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6

ストレージクラスのファイルパターンを修正するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、ファイルパターンを編集します。

7

ストレージクラスのファイルパターンを削除するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、［ファイルパターンを削除（Remove File Pattern）］を
クリックします。

8

ポリシーを削除するには、［ポリシーを削除（Remove Policy）］を選択します。

9

ポリシーを設定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

10 ［はい（Yes）］をクリックして確定します。

自動ストレージパスのポリシーの事前設定
自動ストレージパスのポリシーを事前設定できます。
自動ストレージパスのポリシーを事前設定するには

1

自動ストレージパスウィザードのため、データベースの DST（Dynamic Storage
Tiering）の事前設定ポリシーにアクセスします。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

［ポリシーを作成または修正（Create or modify policy）］を選択します。

3

［次へ（Next）］をクリックします。選択した自動ストレージパスのストレージクラスとファ
イル名のパターンが表示されます。

4

ストレージクラスにファイルパターンを追加するには、［ファイルパターン（File
Pattern）］列のセルをダブルクリックして、*.log や *.dbf などのファイルパターンを
入力します。各ファイルパターンはカンマで区切ってください。

5

ストレージクラスのファイルパターンを修正するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、ファイルパターンを編集します。

6

ストレージクラスのファイルパターンを削除するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、［ファイルパターンを削除（Remove File Pattern）］を
クリックします。

7

ポリシーを削除するには、［ポリシーを削除（Remove Policy）］を選択します。

8

ポリシーを設定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

9

［はい（Yes）］をクリックして確定します。

アーカイブ 1 ポリシーまたはアーカイブ 2 ポリシーの設定
アーカイブログの移動に関するポリシーを設定できます。アーカイブログの移動ポリシー
を設定できるようにするには、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメー
タを定義する必要があります。
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アーカイブログの移動に関するポリシーを設定するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の Archive1 または Archive2
ポリシーウィザードにアクセスします。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

［Policy of Archives］で、アーカイブログの記録先番号を入力します。

3

［ポリシーを作成または修正（Create or modify policy）］を選択します。

4

［次へ（Next）］をクリックします。選択したアーカイブログのストレージクラスとファイル
名のパターンが表示されます。

5

ストレージクラスにファイルパターンを追加するには、［ファイルパターン（File
Pattern）］列のセルをダブルクリックして、*.log や *.dbf などのファイルパターンを
入力します。各ファイルパターンはカンマで区切ってください。

6

ストレージクラスのファイルパターンを修正するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、ファイルパターンを編集します。

7

ストレージクラスのファイルパターンを削除するには、対象のファイルパターンに対応
するセルをダブルクリックして、［ファイルパターンを削除（Remove File Pattern）］を
クリックします。

8

ポリシーを削除するには、［ポリシーを削除（Remove Policy）］を選択します。

9

ポリシーを設定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

10 ［はい（Yes）］をクリックして確定します。

外部ファイルのポリシーの設定
外部ファイルの移動に関するポリシーを設定できます。外部ファイルの移動ポリシーを設
定できるようにするには、データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）パラメータを
定義する必要があります。
外部ファイルの移動に関するポリシーを設定するには

1

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の外部ファイルのポリシーウィ
ザードにアクセスします。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージポリシーウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

［ポリシーを作成または修正（Create or modify policy）］を選択します。

3

マウントポイントを入力します。

4

［次へ（Next）］をクリックします。

5

ディレクトリ名とファイル名を、行を分けて入力します。
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6

各ストレージクラスで、日数を選択します。指定した日数の期間にファイルへのアク
セスがない場合、ファイルは指定したストレージクラスに移動します。ストレージクラス
にポリシーを設定しない場合は、［日（Days）］フィールドをブランクのままにします。

7

ポリシーを設定するには、［完了（Finish）］をクリックします。

8

外部ファイルのポリシーを削除するには、次の手順に従います。
■

［ポリシーを削除（Remove Policy）］を選択します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

■

［完了（Finish）］をクリックします。

■

［はい（Yes）］をクリックして確定します。

ボリュームとファイルの移動
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の操作は、一方のストレージクラスか
らもう一方のストレージクラスへと必要に応じて手動でボリュームとファイルを移動させるこ
とにより有効となります。移動が可能なものは、次のとおりです。
■

表スペース

■

コンテナ

表スペースの移動
表スペースは、一方のストレージクラスからもう一方のストレージクラスへと移動させること
ができます。表スペースを移動させるには、データベースの DST（Dynamic Storage
Tiering）パラメータを定義する必要があります。
表スペースを移動させるには

1

Database Dynamic Storage Tiering 表スペースを移動ウィザードを起動します。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。
表スペースを移動ウィザードにおいては、表スペースとそれに割り当てられたストレー
ジクラスが表示されます。ソートを行うには、列の見出しをクリックします。

2

移動させる表スペースを選択します。

3

表スペースの移動先であるストレージクラスを選択します。

4

選択済みの表スペースを同じく選択済みのストレージクラスに割り当てるには、［クラ
スを設定（Set class）］をクリックします。
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5

ストレージクラスへの表スペースの割り当ては、すべての表スペースの割り当てがう
まくいくまで各ストレージクラスについて適宜繰り返します。空きストレージクラスは、
表スペースが移動していないことを表しています。

6

表スペースを移動させるには、［完了（Finish）］をクリックします。

コンテナの移動
コンテナは、一方のストレージクラスからもう一方のストレージクラスへと移動させることが
できます。外部ファイル対して移動ポリシーを設定するには、データベースの DST
（Dynamic Storage Tiering）パラメータを定義する必要があります。
コンテナを移動させるには

1

Database Dynamic Storage Tiering コンテナ移動ウィザードを起動します。
p.29 の 「Java GUI で、階層ストレージ移動ウィザードを使うには」 を参照してくださ
い。
コンテナを移動ウィザードにおいては、コンテナとそれに割り当てられたストレージク
ラスが表示されます。ソートを行うには、列の見出しをクリックします。

2

移動させるコンテナを選択します。

3

コンテナの移動先であるストレージクラスを選択します。

4

選択済みのコンテナを同じく選択済みのストレージクラスに割り当てるには、［クラス
を設定（Set class）］をクリックします。

5

ストレージクラスへのデータファイルの割り当ては、すべてのデータファイルの割り当
てがうまくいくまで各ストレージクラスについて適宜繰り返します。空きストレージクラ
スは、表スペースが移動していないことを表しています。

6

データファイルを移動させるには、［完了（Finish）］をクリックします。

データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）につい
てのレポートを取得
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）の GUI で使えるレポート機能には、
次のようなものがあります。
■

アクティビティの表示

■

ボリューム使用率の表示

■

データファイルの統計グラフの表示
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アクティビティの表示
選択済みの日付パラメータに関するアクティビティを表示させることができます。
アクティビティを表示するには

1

Database Dynamic Storage Tiering Database アクティビティの表示ウィザードを
起動します。
p.30 の 「Java GUI で、階層ストレージレポートウィザードを使うには」 を参照してくだ
さい。

2

期間を選択します。

3

［次へ（Next）］をクリックします。選択した期間におけるデータベースの DST（Dynamic
Storage Tiering）アクティビティがすべて表示されます。

4

終了時にウィンドウを閉じるには、［閉じる（Close）］をクリックします。

ボリューム使用率の表示
選択したマウントポイントについてボリューム使用率を表示することができます。
ボリューム使用率を表示するには

1

Database Dynamic Storage Tiering Database ボリューム使用率を表示ウィザー
ドを起動します。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

マウントポイントを入力します。

3

［ボリューム使用率を取得（Get Volume Usage）］をクリックします。入力したマウント
ポイントについてのボリューム使用率が表示されます。

4

必要に応じて追加のマウントポイントを入力します。

5

終了時にウィンドウを閉じるには、［閉じる（Close）］をクリックします。

データファイル統計情報収集の起動と停止
統計情報の収集を起動すると、そのデータファイルは統計情報グラフ生成の対象となり
ます。統計情報の収集を停止すると、そのデータファイルは統計情報グラフ生成の対象
から除外されます。
全データベースの統計情報を収集すると、収集は日単位で行われるため、リポジトリは膨
大な数のデータファイルで急速に増大します。重要なデータファイルを監視するには、
データファイル統計情報の収集の起動または停止ウィザードを使って、該当のデータファ
イルを選択します。
p.105 の 「統計グラフの表示」 を参照してください。
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データファイル統計情報収集の開始
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）のデータファイル統計情報の収
集の起動または停止ウィザードにアクセスします。

1

p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

統計情報を収集するデータファイルを選択します。

3

［起動（Start）］をクリックします。

4

すべてのデータファイルを適切に設定したら、［完了（Finish）］をクリックします。

データファイル統計情報収集の停止
データベースの DST（Dynamic Storage Tiering）のデータファイル統計情報の収
集の起動または停止ウィザードにアクセスします。

1

p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

統計情報の収集を停止するデータファイルを選択します。

3

［停止（Stop）］をクリックします。

4

すべてのデータファイルを適切に設定したら、［完了（Finish）］をクリックします。

統計グラフの表示
データファイルの統計グラフを作成するには、データファイル統計情報の収集の起動ま
たは停止ウィザードを使ってデータファイルの統計情報を収集する必要があります。
p.104 の 「データファイル統計情報収集の起動と停止」 を参照してください。
次の情報を基にデータファイルの統計グラフを作成することができます。
■

読み書きの統計情報

■

期間

■

ソートパラメータ

■

データファイル

統計情報は棒グラフで表示されます。
データファイルの統計グラフを作成するには

1

Database Dynamic Storage Tiering データファイルの統計情報のグラフ表示ウィ
ザードを起動します。
p.28 の 「Java GUI で、階層ストレージパラメータウィザードを使うには」 を参照してく
ださい。

2

統計情報を選択します。
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■

読み書き操作の合計回数

■

読み書きブロックの総数

■

読み書きの総バイト数

■

読み書きの平均応答時間

3

期間を選択します。

4

ソートパラメータを選択します。

5

データファイルを選択します。

6

［次へ（Next）］をクリックします。統計情報は、棒グラフで表示されます。

7

統計上の傾向を確認するには、［統計傾向の表示（Show Statistic Trend）］をクリッ
クします。統計の傾向が折れ線グラフで表示されます。

8

別のストレージクラスにコンテナを移動させるには、［コンテナストレージクラスを移動
（Move Container Storage Class）］をクリックします。

9

グラフを閉じるには、［閉じる（Close）］をクリックします。

7
データベースタスクの自動
化
この章では以下の項目について説明しています。
■

Java GUI スケジューラを使ったタスクの自動化について

■

スケジュール設定済みタスクの追加

■

スケジュール設定済みジョブの表示

■

スケジュール設定済みジョブタスクの修正

■

データベースチェックポイントの作成自動化

■

データベーススナップショットの作成自動化

■

チェックポイントを使ったデータベースクローン作成の自動化

■

FlashSnap を使ったデータベースクローン作成の自動化

■

自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定

Java GUI スケジューラを使ったタスクの自動化について
Java GUI スケジューラを使って自動化できるタスクは、次のとおりです。
■

チェックポイントを使ったデータベースの作成

■

スナップショットを使ったデータベースの作成

■

チェックポイントを使ったデータベースクローンの作成

■

スナップショットを使ったデータベースクローンの作成

108

第 7 章 データベースタスクの自動化
スケジュール設定済みタスクの追加

メモ: データベースタスクの自動化は、Storage Foundation for DB2 5.0 の Java GUI で
のみサポートされます。

スケジュール設定済みタスクの追加
タスクを自動化するには、そのタスクをスケジューラに追加する必要があります。
タスクをスケジューラに追加するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

スケジュール実行先のホストに必要な権限情報を入力します。
■

ユーザー名（User name）

■

パスワード（Password）

デフォルトでは、データベース所有者に権限が設定されています。データベース所
有者でログインすれば、パスワードを指定する必要はありません。

3

4

5

次のタスク情報を入力します。
■

タスク名（Task name）

■

タスクの状態（Task status）: 正常（Normal）、保留（Hold）、無効（Invalid）

■

ホスト名（Host name）

次のタスクを選択します。
■

データベースチェックポイントの作成

■

データベーススナップショットの作成

■

チェックポイントを使ったデータベースクローンの作成

■

スナップショットを使ったデータベースクローンの作成

［次へ（Next）］をクリックして該当のタスクを追加します。
p.110 の 「データベースチェックポイントを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「データベーススナップショットを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「チェックポイントを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。
p.112 の 「スナップショットを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。
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スケジュール設定済みジョブの表示
自動化された既存のタスクをすべて表示できます。
スケジュール設定済みジョブの概略（分類可能）を表示するには

1

GUI で、スケジュール設定済みジョブにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

スケジュール設定済みジョブを右クリックして、［ジョブを表示（View Jobs）］を選択し
ます。［ジョブを表示（View Jobs）］ページが表示されます。

3

状態、名前、日付で、表示するジョブを選択します。［再表示（Refresh）］をクリックす
ると、条件を満たすジョブが表示されます。

4

追加情報を表示するには、［詳細（Details）］をクリックします。デフォルトでは、［ジョ
ブの詳細（Job Details）］タブは省略されています。ジョブ属性と値を表示するには、
［詳細（Detail）］タブを展開します。

5

ジョブのコマンドラインインターフェース出力を表示するには、［詳細（Details）］ビュー
の［CLI 出力（CLI Output）］タブをクリックします。

6

終了したら、［閉じる（Close）］をクリックします。

スケジュール設定済みジョブタスクの修正
スケジューラウィザードを使って、自動化されたデータベースタスクを修正できます。
スケジューラのタスクを修正するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

3

4

必要な権限情報を入力します。
■

ユーザー名（User name）

■

パスワード（Password）

次のタスク情報を修正します。
■

タスク名（Task name）

■

タスクの状態（Task status）: 正常（Normal）、保留（Hold）、無効（Invalid）

■

ホスト名（Host name）

次のタスクを選択します。
■

チェックポイントを使ったデータベースの作成
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5

■

スナップショットを使ったデータベースの作成

■

チェックポイントを使ったデータベースクローンの作成

■

スナップショットを使ったデータベースクローンの作成

［次へ（Next）］をクリックして該当のタスクを修正します。
p.110 の 「データベースチェックポイントを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「データベーススナップショットを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「チェックポイントを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。
p.112 の 「スナップショットを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。

データベースチェックポイントの作成自動化
スケジューラを使って、データベースチェックポイントの作成を自動化できます。
データベースチェックポイントを作成するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

［データベースチェックポイントを作成（Create database checkpoint）］オプションを
選択します。

3

［次へ（Next）］をクリックします。

4

データベースが次の状態の時にチェックポイントを作成するかどうかを選択します。

5

6

■

オンライン（Online）

■

オフライン（Offline）

ファイルシステムがいっぱいになったときの適切な対応を選択します。
■

Storage Checkpoint を削除する（Remove this Storage Checkpoint）

■

Storage Checkpoint を削除しない（Retain this Storage Checkpoint）

［次へ（Next）］をクリックして、スケジュールパラメータを設定します。
p.113 の 「自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定」 を参照してくださ
い。
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データベーススナップショットの作成自動化
スケジューラを使って、データベーススナップショットの作成を自動化できます。
データベーススナップショットを作成するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

［データベーススナップショットを作成（Create database snapshot）］オプションを選
択します。

3

スナップショットの作成に使うスナッププラン名を選択します。

4

［次へ（Next）］をクリックして、スケジュールパラメータを設定します。
p.113 の 「自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定」 を参照してくださ
い。

チェックポイントを使ったデータベースクローン作成の自
動化
スケジューラを使って、チェックポイントからのデータベースクローンの作成を自動化でき
ます。
チェックポイントを使ってデータベースクローンを作成するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

Clone database checkpoint オプションを選択します。

3

［次へ（Next）］をクリックします。

4

データベースを再起動するには、［データベースを再起動（Restart database）］
チェックボックスをオンにします。

5

作成先データベースの情報を入力します。

6

■

インスタンス名

■

データベース名

■

マウントポイント

■

REDO ログディレクトリ

作成元データベースの情報を入力します。
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7

■

インスタンス名

■

データベース名

■

データベースログディレクトリ

［次へ（Next）］をクリックして、スケジュールパラメータを設定します。
p.113 の 「自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定」 を参照してくださ
い。

FlashSnap を使ったデータベースクローン作成の自動化
スケジューラを使って、スナップショットからのデータベースの作成を自動化できます。
スナップショットを使ってデータベースクローンを作成するには

1

GUI のスケジューラウィザードにアクセスします。
p.30 の 「Java GUI でのスケジュール設定済みタスクへのアクセス」 を参照してくださ
い。

2

［スナップショットデータベースのクローン作成（Clone snapshot database）］オプ
ションを選択します。

3

［次へ（Next）］をクリックします。

4

クローンデータベースの作成に使う既存のスナッププランを選択します。

5

［次へ（Next）］をクリックします。

6

スナップショットデータベースの作成または再起動のいずれかを選択します。

7

［スナップショットデータベースの作成（Create Snapshot Database）］ページで、セ
カンダリホスト名を設定します。

8

作成先データベースの情報を入力します。

9

■

新しい DB2 データベース

■

スナッププラン名

■

スナップショットディスクグループ名

■

パスの再配置

［次へ（Next）］をクリックして、スケジュールパラメータを設定します。
p.113 の 「自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定」 を参照してくださ
い。
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自動化されたタスクへのスケジュールパラメータの設定
■

特定ルーチン

■

曜日

■

日付

■

特定の日付

スケジューラでは、次を基準にして、自動化されたタスクのスケジュールパラメータを設定
または修正できます。
スケジュールパラメータを設定するには

1

タスクの選択と設定を行います。
p.110 の 「データベースチェックポイントを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「データベーススナップショットを作成するには」 を参照してください。
p.111 の 「チェックポイントを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。
p.112 の 「スナップショットを使ってデータベースクローンを作成するには」 を参照して
ください。
タスクの設定後に、スケジュールパラメータを設定する必要があります。

2

特定のルーチンを設定するには、［指定内容（Specific Routine）］をクリックし、パラ
メータを必要に応じて設定します。
■

開始時刻

■

終了時刻

■

スケジュール発効日

■

実行日の再起動タスクオプション

■

タスクの繰り返し間隔日数

■

開始日

3

曜日を設定するには、［曜日（Week Days）］をクリックして、タスクを自動実行する曜
日をチェックします。

4

日付を設定するには、［日付（Days of Month）］をクリックして、タスクを自動実行す
る日付をチェックします。
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5

特定の日付を含めるまたは除外するには、［特定の日付（Specific Dates）］をクリッ
クして、タスクの自動実行を含めるまたは除外する日付を選択します。必要に応じて
右矢印または左矢印を使って、含めるまたは除外する日付の調整を行います。

6

スケジュール情報が完了したら、［完了（Finish）］をクリックします。自動化されたタ
スクが作成されました。

8
システム設定のメンテナンス
この章では以下の項目について説明しています。
■

システム設定のメンテナンス

■

SFDB リポジトリの再同期

■

インスタンスの再スキャン

■

表スペース情報の表示と再スキャン

■

Storage Mapping の表示

■

I/O 統計の表示

■

通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換

■

Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換

■

再スキャン間隔の更新

■

システム設定の検査

■

システム設定の保存

システム設定のメンテナンス
Veritas Storage Foundation for DB2 は、設定情報の表示に必要な関連情報を格納
するリポジトリを維持しています。このリポジトリ
は、/etc/vx/DB2.$DB2INSTANCE.$DB2DATABASE にあります。データベースの設定が
変更されると、リポジトリに格納された情報は最新ではなくなる可能性があります。必要に
応じて、リポジトリを再同期化できます。インスタンスおよび表スペースを再スキャンまたは
再表示すると、システム情報を最新の状態にすることができます。
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GUI から、システム上の各 DB2 インスタンスの設定の検査や保存を行うこともできます。
すべてのボリューム、ファイルシステムとその形式およびディスクグループに関する情報
を表示できます。

SFDB リポジトリの再同期
SFDB リポジトリを再同期すると、システム情報を最新の状態にすることができます。
SFDB リポジトリを再同期するには

1

このタスクのウィザードにアクセスします。
p.31 の 「Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.36 の 「Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。

2

リポジトリを再同期するためのオプションを選択します。

3

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［OK］をクリックして処理を続行します。

インスタンスの再スキャン
データベースインスタンスを再スキャンすると、システム情報を最新の状態にすることがで
きます。
インスタンスを再スキャンするには

1

このタスクのウィザードにアクセスします。
p.31 の 「Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.36 の 「Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。

2

再スキャンオプションを選択します。

3

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［OK］をクリックして処理を続行します。

表スペース情報の表示と再スキャン
表スペースを再スキャン、つまり更新すると、システム情報を最新の状態にすることができ
ます。
表スペース情報を表示するには

1

このタスクのウィザードにアクセスします。
p.31 の 「Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.36 の 「Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。

2

ビューを展開して、表スペース情報を表示します。
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3

再スキャンオプションを選択します。

4

［OK］をクリックして処理を続行します。

Storage Mapping の表示
Storage Foundation for DB2 GUI を使って、Storage Mapping トポロジーを表示でき
ます。トポロジーページの詳細については、次を参照してください。
『Veritas Storage Foundation for DB2 管理者ガイド』の「Storage Mapping の使用」
を参照してください。
DB2 コンテナの Storage Mapping トポロジーを表示するには

1

DB2 コンテナの Storage Mapping トポロジーウィザードにアクセスします。
p.31 の 「Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.36 の 「Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。

2

処理が完了したら、［閉じる（Close）］をクリックして終了します。

I/O 統計の表示
Storage Foundation for DB2 GUI を使って、Storage Mapping の I/O 統計を表示で
きます。
メモ: Quick I/O は Linux ではサポートされません。
DB2 コンテナの I/O 統計を表示するには

1

DB2 コンテナの I/O 統計ウィザードにアクセスします。
p.31 の 「Java GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。
p.36 の 「Web GUI でのシステム保守タスクへのアクセス」 を参照してください。

2

［統計情報の取得（Get Statistics）］ボタンを有効にするには、サンプリング情報を
入力します。
■

データをサンプリングする回数です。0 から 9999 までの値を入力できます。

■

サンプリングポイントの間隔（分単位）です。0 から 9999 までの値を入力できま
す。

［総サンプリング時間（時間）（Total Sampling Period（in hours））］には、データの
サンプリングを実行するために使われた時間が表示されます。
［累積データを表示（Display accumulated data）］チェックボックスは、デフォルト
でオンになっています。
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［経過時間（分）（Time Elapsed（in minutes））］には、データのサンプリングに要し
た時間が表示されます。進行状況のステータスバーには、完了したサンプリングの
パーセンテージが表示されます。

3

正常に終了したら、［確認（Confirmation）］ダイアログに、指定された時間にわたっ
てデータが正常に収集されたことが表示されます。［OK］をクリックして処理を続行し
ます。

4

完了したら、［閉じる（Close）］をクリックします。

通常のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換
Veritas Storage Foundation for DB2 では、処理効率を向上させるために、通常のデー
タファイルを Quick I/O ファイルに変換できます。
前提条件

変換するファイルは、VxFS ファイルシステム上
の通常のコンテナ、または通常の VxFS ファイル
を指すリンクである必要があります。

使用上のメモ

既存のコンテナの Quick I/O ファイルへの変換
は、そのファイルが断片化されている場合、最適
化できない場合があります。
DMS コンテナだけを変換できます。この操作は
SMS コンテナではサポートされていません。

メモ: Quick I/O は Linux ではサポートされません。
DB2 コンテナを Quick I/O ファイルに変換するには

1

データベースを GUI から停止します。

2

GUI でコンテナを選択します。

3

コンテナの統計を生成するには、GUI で変換オプションを選択します。

4

プロンプトが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、Quick I/O ファイルに変換し
ます。

5

［確認（Confirmation）］ダイアログで ［OK］をクリックすると情報が表示されます。

Quick I/O ファイルの通常のコンテナへの変換
Veritas Storage Foundation for DB2 では、Quick I/O ファイルを通常の DB2 コンテナ
に変換することができます。
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前提条件

変換するファイルは、Quick I/O ファイルを指す
VxFS ファイルシステムまたはリンク上の Quick
I/O ファイルである必要があります。

メモ: Quick I/O は Linux ではサポートされません。
Quick I/O ファイルを通常のコンテナに変換するには

1

データベースを GUI から停止します。

2

GUI でコンテナを選択します。

3

コンテナの統計を生成するには、GUI で変換オプションを選択します。

4

プロンプトが表示されたら、［はい（Yes）］をクリックして、通常のコンテナに変換しま
す。

5

［確認（Confirmation）］ダイアログで ［OK］をクリックすると情報が表示されます。

再スキャン間隔の更新
Veritas Storage Foundation for Oracle は、システムを定期的にスキャンして、情報が
更新されているかどうかを確認します。再スキャン間隔を長く、または短く変更できます。
部分スキャンでは、既存の既知のオブジェクトがスキャンされます。完全スキャンでは、既
知および未知にかかわらずオブジェクトがスキャンされ、新しい情報が検索されます。
再スキャン間隔を更新するには

1

GUI でデータベースアイコンを選択します。

2

GUI で、［再スキャン間隔の更新（Update Rescan Intervals）］オプションを選択し
て、再スキャン間隔時間を更新します。

3

部分再スキャン間隔を更新するには、該当するフィールドに新しい時間（秒単位）を
入力します。完全再スキャン間隔を更新するには、該当するフィールドに新しい時
間（秒単位）を入力します。

4

［保存（Save）］をクリックして、変更内容を保存します。［確認（Confirmation）］ダイ
アログが表示されます。

5

［OK］をクリックして処理を続行します。

システム設定の検査
データベースインスタンス、データファイルおよび表スペースを再スキャンまたは再表示
して、システム情報を最新の状態にすることができます。
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Veritas Storage Foundation for DB2 Enterprise Edition を使っている場合に限り、シ
ステム設定を検査できます。
データベースのシステム設定をスキャンするには

1

GUI でデータベースアイコンを選択します。

2

GUI で［システム設定の検査（Check System Configuration）］オプションを選択し
て、データベースをスキャンします。

3

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［はい（Yes）］または［いいえ（No）］をクリック
して処理を続行します。

4

［OK］をクリックして、メインウィンドウに戻ります。

再スキャン出力の例
ファイルシステムと DB2 コンテナ属性を検査しています。
（Examining File System and DB2 Container attributes.）
0 ファイルシステム上のコンテナの合計は 0 です。
（Total of 0 containers over 0 file systems.）
警告: 検査するファイルシステムがありません。
（WARNING: No file systems to examine.）
Quick I/O の設定を検査しています。
（Examining Quick I/O settings.）
Cached Quick I/O の設定を検査しています。
（Examining Cached Quick I/O settings.）
注意: Cached Quick I/O が有効にされたファイルシステムはありません。
（NOTICE: No file systems have Cached Quick I/O enabled.）
データベースコンテナ:
（The database has:）
3 SMS コンテナ
（3 SMS Containers）
1 DMS ファイルコンテナ
（1 DMS File Containers）
0 DMS デバイスコンテナ
（0 DMS Device Containers）
DB2 コンテナの断片化を検査しています。
（Examining DB2 container fragmentation.）
注意: DB2 コンテナの断片化を検査できませんでした。
（NOTICE: Could not examine DB2 container fragmentation.）
ファイルシステムのチューニングパラメータの設定を検査しています。
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（Examining File System tunable settings.）
注意: PROD が使っている VxFS ファイルシステムのパラメータを表示します。
（NOTICE: Parameters for all VxFS file systems used by PROD.）
DB2 のボリュームレイアウトと属性を検査しています。
（Examining DB2 Volume layout and attributes.）
警告: データベース PROD のデータは複数のボリュームグループに分散しています。
（WARNING: Data for database PROD is spread over multiple volume
groups.）
DB2 内部情報を検査しています。
（Examining DB2 internal information.）
DB2 バージョンは 8.1 です。
（DB2 Version is 8.1.）
DB2 ログモードを検査しています。
（Examining DB2 logging mode.）
データベースのトランザクションログはディレクトリ
/udb_home/prod/inst01/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ にあります。
（The database has transaction logs in directory
/udb_home/prod/inst01/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/.）
警告: トランザクションログディレクトリは VxVM を使ってミラー化されていません。
（WARNING: Transaction log directory is not mirrored using VxVM.）
データベースは循環ログモードです（ログはアーカイブされていません）。
（The database is in circular log mode（not archivelog）.）
警告: データベースリカバリはこのモードの影響を受けます。
（WARNING: Database recovery is affected by this mode.）
データベースはデフォルトの場所にログをアーカイブしています。
（The database is archiving logs in the default location.）
アーカイブされたログはすべて
/udb_home/prod/inst01/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ にあります。
（All archived logs remain under
/udb_home/prod/inst01/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/.）
DB2 データベース空き領域を検査しています。
（Examining DB2 Database Free Space.）
DB20000I

The SQL command completed successfully.
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Name
Type
Total pages
Used pages
Free pages
Page size (bytes)

=
=
=
=
=
=

SYSCATSPACE
System managed space
5570
5570
Not applicable
4096

Name
Type
Total pages
Used pages
Free pages
Page size (bytes)

=
=
=
=
=
=

TEMPSPACE1
System managed space
1
1
Not applicable
4096

Name
Type
Total pages
Used pages
Free pages
Page size (bytes)

=
=
=
=
=
=

USERSPACE1
System managed space
1
1
Not applicable
4096

Name
Type
Total pages
Used pages
Free pages
Page size (bytes)

=
=
=
=
=
=

TBS1
Database managed space
5000
160
4800
4096

システム設定の保存
データベースインスタンス、データファイルおよび表スペースを再スキャンまたは再表示
して、システム情報を最新の状態にすることができます。
データベースのシステム設定を保存するには

1

GUI でデータベースアイコンを選択します。

2

GUI で［システム設定の保存（Save System Configuration）］オプションを選択し
て、データベース設定情報を表示します。

3

システム設定ウィザードで、システム設定情報の保存場所を示すパス名またはディ
レクトリを［パス（Path）］フィールドに入力します。

4

［保存（Save）］をクリックして、設定情報を保存します。

5

［確認（Confirmation）］ダイアログで、［OK］をクリックして処理を続行します。

A
Veritas Database FlashSnap
の状態情報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

GUI からの Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態の取
得

GUI からの Database FlashSnap スナップショットの状態
とデータベースの状態の取得
スナップショットの状態とスナップショットデータベースの状態は、どちらも GUI から取得
できます。この項では、様々な状態の値についての詳細情報を表に示します。

Database FlashSnap スナップショットの状態の詳細
GUI からスナップショットの状態情報を表示するには、オブジェクトツリーの特定のスナッ
ププランをクリックします。スナップショットの状態が、ウィンドウ右側の［スナッププランの
状態（Snapplan State）］フィールドに表示されます。それぞれの状態の値については、
次の表を参照してください。
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表 A-1
スナップショットの状態（［ス 完了した操作
ナッププランの状態
（Snapplan State）］フィール
ドに表示）

可能な操作

スナッププランの修正/検証 ■ スナップショットの作成
（成功）
■ スナップショットの再同期
（成功）
■ ［コミット（Commit）］オプショ
ンでのスナップショットの逆
再同期 （成功）

init_full

■

snapshot_start

■

スナップショットの作成（失
敗）

■

スナップショットの作成操作
に失敗した場合は、システ
ム管理者に連絡してくださ
い。VxVM ユーティリティを
使って、スナップショットを作
成し、スナップショットボ
リュームを再同期します。さ
らに、後続のスナップショッ
トに対しては、［スナップ
ショットの強制作成（Force
snapshot creation）］オプ
ションを指定して、スナップ
ショットの作成操作を実行し
ます。

snapshot_end

■

スナップショットの作成（成
功）

■

スナップショットの再同期

［開始（Begin）］オプション
でのスナップショットの逆再
同期
■ ［データベースの作成
（Create database）］オプ
ションでのスナップショット
データベースの作成
■

付録 A Veritas Database FlashSnap の状態情報
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スナップショットの状態（［ス 完了した操作
ナッププランの状態
（Snapplan State）］フィール
ドに表示）
resync_start

■

可能な操作

スナップショットの再同期
■ スナップショットの再同期操
（Resync Snapshot）（失敗）
作に失敗した場合は、シス
テム管理者に連絡してくだ
さい。VxVM ユーティリティ
を使って、スナップショットボ
リュームを再同期します。さ
らに、後続のスナップショッ
トに対しては、［スナップ
ショットの強制作成（Force
snapshot creation）］オプ
ションを指定して、スナップ
ショットの作成操作を実行し
ます。

reverse_resync_begin_start ■ ［開始（Begin）］オプション ■ Veritas サポートにお問い
でのスナップショットの逆再
合わせください。
同期 （失敗）
reverse_resync_begin_end ■ ［開始（Begin）］オプション ■ ［コミット（Commit）］オプショ
でのスナップショットの逆再
ンでの逆再同期
同期 （成功）
■ ［中止（Abort）］オプション
での逆再同期
reverse_resync_abort_start ■ ［中止（Abort）］オプション ■ Veritas サポートにお問い
でのスナップショットの逆再
合わせください。
同期 （失敗）
reverse_resync_abort_end ■ ［中止（Abort）］オプション ■ ［開始（Begin）］オプション
でのスナップショットの逆再
でのスナップショットの逆再
同期 （成功）
同期
■ スナップショットの再同期
■

［データベースの再起動
（Restart database）］オプ
ションでのスナップショット
データベースの作成

reverse_resync_commit_start ■ ［コミット（Commit）］オプショ ■ Veritas サポートにお問い
ンでのスナップショットの逆
合わせください。
再同期 （失敗）
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スナップショットの状態（［ス 完了した操作
ナッププランの状態
（Snapplan State）］フィール
ドに表示）

可能な操作

restartdb_start

■

［データベースの再起動
■ スナップショットデータベー
（Restart database）］オプ
スの手動による起動を試み
ションでのスナップショット
ます。
データベースの起動 （失敗）

restartdb_end

■

［データベースの再起動
■ ［マウント解除（unmount）］
（Restart database）］オプ
オプションでのデータベー
ションでのスナップショット
スの停止
データベースの作成 （成功）

restartdb_end

■

［データベースの再起動
■ ［マウント解除（unmount）］
（Restart database）］オプ
オプションでのスナップ
ションでのスナップショット
ショットデータベースのマウ
データベースの作成 （成功）
ント解除

mountdb_start

■

CLI からの
■ スナップショットデータベー
dbed_vmclonedb -o
スを手動でリカバリし、CLI
から dbed_vmclonedb
mountdb コマンドに失敗し
-o update_status コマ
ました
ンドを実行
メモ: このオプションは GUI
メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。
ではサポートされていませ
ん。

mountdb_end

■

CLI からの
■ Database FlashSnap のマ
dbed_vmclonedb -o
ウント解除
mountdb コマンドに成功し ■ CLI からの
ました
dbed_vmclonedb -o
update_status コマンド
メモ: このオプションは GUI
の実行
ではサポートされていませ
ん。

メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。

付録 A Veritas Database FlashSnap の状態情報
GUI からの Database FlashSnap スナップショットの状態とデータベースの状態の取得

スナップショットの状態（［ス 完了した操作
ナッププランの状態
（Snapplan State）］フィール
ドに表示）
recoverdb_start

■

可能な操作

［データベースの再起動
■ スナップショットデータベー
（Restart database）］オプ
スを手動でリカバリし、CLI
ションでのスナップショット
から dbed_vmclonedb
データベースの作成 （失敗）
-o update_status コマ
ンドを実行

メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。
recoverdb_start

■

［データベースの再起動
■ スナップショットデータベー
（Restart database）］オプ
スを手動でリカバリし、CLI
ションでのスナップショット
から db2ed_vmclonedb
データベースの作成 （失敗）
-o update_status コマ
ンドを実行

メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。
recoverdb_end

■

［データベースの再起動
■ ［マウント解除（umount）］オ
（Restart database）］オプ
プションでのデータベース
ションでのスナップショット
の停止
データベースの作成 （成功）

recoverdb_end

■

［データベースの再起動
■ ［マウント解除（umount）］オ
（Restart database）］オプ
プションでのスナップショット
ションでのスナップショット
データベースのマウント解除
データベースの作成 （成功）

umount_start

■

CLI からの
dbed_vmclonedb -o
umount コマンドに失敗し
ました

■

ファイルシステムがビジー状
態になっていないことを確認
し、コマンドを再試行しま
す。

umount_start

■

CLI からの
db2ed_vmclonedb -o
umount コマンドに失敗し
ました

■

ファイルシステムがビジー状
態になっていないことを確認
し、コマンドを再試行しま
す。

メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ
ん。
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スナップショットの状態（［ス 完了した操作
ナッププランの状態
（Snapplan State）］フィール
ドに表示）

可能な操作

umount_end

■

CLI からの
dbed_vmclonedb -o
umount コマンドに成功し
ました

■

［データベースの再起動
（Restart database）］オプ
ションでのスナップショット
データベースの起動
■ スナップショットの再同期
メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ ■ ［開始（Begin）］オプション
でのスナップショットの逆再
ん。
同期

umount_end

■

CLI からの
db2ed_vmclonedb -o
umount コマンドが成功し
ました。

■

［データベースの再起動
（Restart database）］オプ
ションでのスナップショット
データベースの再起動
■ スナップショットの再同期
メモ: このオプションは GUI
ではサポートされていませ ■ ［開始（Begin）］オプション
でのスナップショットの逆再
ん。
同期

スナップショットデータベースの状態の詳細
GUI からスナップショットデータベースの状態情報を表示するには、オブジェクトツリーの
特定のスナッププランをクリックします。データベースの状態が、ウィンドウ右側の［データ
ベースの状態（Database State）］フィールドに表示されます。それぞれの状態の値につ
いては、次の表を参照してください。
表 A-2
データベースの状態（［データベース 完了した操作
の状態（Database State）］フィールド
に表示）
init

init Db

■

スナッププランの修正/検証（成功）

■

スナップショットの作成 （成功）

■

スナップショットの逆再同期（成功）

■

スナッププランの修正/検証（成功）

■

スナップショットの作成 （成功）

■

スナップショットの逆再同期（成功）
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データベースの状態（［データベース 完了した操作
の状態（Database State）］フィールド
に表示）
database_recovered

■

［データベースの起動（Startup database）］オプ
ションでのスナップショットデータベースの起動（成
功）

database_recovered

■

［データベースの作成（Create database）］オプ
ションでのスナップショットデータベースの作成（成
功）
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B
Veritas Storage Foundation
for DB2 のアクセシビリティ
対応
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation for DB2 のアクセシビリティについて

■

キーボード規則

■

Veritas Storage Foundation for DB2 のキーボードナビゲーションとショートカット

■

キーボードショートカット

■

メニューホットキー

■

ユーザー補助設定と補助技術のサポート

Veritas Storage Foundation for DB2 のアクセシビリティ
について
Veritas 製品は、米国リハビリテーション法 508 条に定義された、連邦政府に対するソフ
トウェアのアクセシビリティ必要条件に適合しています。
http://www.access-board.gov/508.htm
Veritas Storage Foundation for DB2 の GUI は、インストール先のオペレーティングシ
ステムのフォントサイズとカラー設定を継承します。
主な GUI 操作とメニュー項目のすべてについて、キーボードのショートカットを使えます。
Veritas 製品には、オペレーティングシステムのアクセシビリティ設定、および様々な補助
技術との互換性があります。また、すべてのマニュアルが PDF マニュアル形式で用意さ
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れており、オンラインヘルプは対応ビューアで表示できる HTML 形式で用意されていま
す。
この章では、Veritas Storage Foundation for DB2 のアクセシビリティについて、次の項
目に分けて説明します。
■

キーボード規則

■

キーボードショートカット

■

メニューホットキー

■

ユーザー補助設定と補助技術のサポート

キーボード規則
プログラムのすべての機能とメニュー項目には、キーボードだけを使ってアクセスできま
す。Veritas Storage Foundation for DB2 は、オペレーティングシステムの標準のナビ
ゲーションキーとキーボードショートカットを使っています。
Microsoft 標準のナビゲーションキーとキーボードショートカットの一覧を参照するには、
次の URL にあるドロップダウンメニューで Microsoft Windows のバージョンを選択して
ください。
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboardassist.aspx
Microsoft 標準のキーボード操作に比べて、Veritas Enterprise Administrator（VEA）
のキーボード操作には、次の相違点と追加点があります。
表 B-1

Microsoft と異なる VEA のキーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

取り消し（Cancel）（C）

C

Alt+C

OK（O）

O

Alt+O

再表示（Refresh）（E）

e

なし

はい（Yes）（Y）

Y

Alt+Y

いいえ（No）（N）

N

Alt+N

新規（New）（N）

N

Alt+N

表 B-2

Microsoft と異なる VEA の追加キーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

接続（Connect）（C）

C

なし
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規則

ニーモニック

アクセラレータ

目次（Contents）（C）

C

なし

今すぐに削除（Delete Now）（D）

D

Alt+D

終了時に一時ファイルを削除（Delete Temporary Files
on Exit）（E）

e

Alt+E

切断（Disconnect）（D）

D

なし

ヘルプ（Help）（H）

H

Alt+H

履歴に保存する項目数（Number of Items in History）
（N）

N

Alt+N

再スキャン（Rescan）（R）

R

なし

デフォルト値に設定（Set to defaults）（S）

S

Alt+S

パスワードを保存する（Remember Password）（R）

R

Alt+R

パスワード（Password）（P）

P

Alt+P

ユーザー名（Username）（U）

U

Alt+U

表 B-3

Microsoft と異なる VEA のヘルプに関する追加キーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

トピックの検索（Find in Topic）（F）

F

Ctrl+F

次を検索（Find Next）（N）

n

F3

前を検索（Find Previous）（P）

P

なし

ナビゲーションタブを隠す（Hide Navigation Tabs）（H）

H

なし

インデックス（Index）（I）

I

なし

印刷（Print）（P）

P

なし

検索（Search）（S）

S

なし

同期（Synchronize）（N）

n

なし

閉じる（Close）（O）

o

Alt+o

133

134

付録 B Veritas Storage Foundation for DB2 のアクセシビリティ対応
キーボード規則

GUI でのキーボードナビゲーション
Veritas Storage Foundation for DB2 は、キーボードからのみ操作可能です。GUI で
は、現在アクティブなツリーまたはテーブルは濃い青で強調表示され、現在アクティブな
タブ、ラジオボタン、チェックボックスは点線の四角形で囲まれます。このような領域は、
フォーカスを持つと呼ばれ、コマンドに応答します。
すべての Veritas GUI で、次のキーボードナビゲーション標準が使われます。
■

Tab キーは、設定されている順序に従って、次のアクティブ領域、フィールドまたはコ
ントロールにフォーカスを移動します。Shift+Tab は、設定されている順序とは逆の
方向にフォーカスを移動します。

■

Ctrl+Tab は、Tab キーを使って内部をナビゲートできる任意のコンソール領域の外
にフォーカスを移動します。

■

上下の矢印キーは、リストの上または下の項目にフォーカスを移動します。

■

フィールドまたはコマンドボタンに示されている下線付きのニーモニック文字キーと
Alt キーを組み合わせて使うと、そのフィールドまたはボタンにフォーカスを移動でき
ます。

■

Enter キーを押すと選択が有効になります。たとえば、ウィザードのパネルで、Tab
キーを押して［次へ（Next）］ボタンを選択した後で Enter キーを押すと、次の画面が
表示されます。

ダイアログボックスでのナビゲーション
ダイアログボックスには、プログラムのオプションや設定を指定するために必要な一連の
コントロールが含まれます。
ダイアログボックス内のナビゲーションには、一般に次のルールがあります。
■

Tab キーは、設定されている順序に従って、ダイアログボックス内のコントロール間で
フォーカスを移動します。

■

ニーモニック（下線付きの文字）が表示されているコントロールは、そのコントロールに
フォーカスがなくても、Alt キーとニーモニック文字キーを入力することで選択できま
す。

■

濃い色の枠線は、そのボタンがデフォルトのコマンドボタンであることを示します。濃
い色の枠線が付いたボタンは、Enter キーを押すことでいつでも選択できます。

■

Alt+C キーは［キャンセル（Cancel）］ボタンを選択します（ボタンがある場合）。

■

スペースキーは、Tab キーを使って移動したコントロールの選択を行います。

■

スペースキーは、フォーカスがあるチェックボックスまたはラジオボタンの状態を変更
します。チェックボックスまたはラジオボタンにニーモニックがある場合は、ニーモニッ
クを入力するとフォーカスが移動し、状態が変化します。
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■

矢印キーは、リストボックス、スライダー、オプションコントロールのグループまたはペー
ジタブのグループの中でフォーカスを移動します。

■

変更できない項目に Tab キーを使って移動することはできません。使えないオプショ
ンは灰色で表示され、選択することも、フォーカスを移動することもできません。

ここで説明したコントロールは、通常はダイアログボックスで使われますが、他の状況で使
われることもあります。その場合も、同じナビゲーション標準が適用されます。

タブ付きダイアログボックス
一部のダイアログボックスでは、様々なオプションのグループにサブカテゴリ化するため
にタブ付きページが使われています。各タブ付きページには、それぞれ異なるコントロー
ルグループが置かれています。Tab キーを使うと、ダイアログボックス内のタブ間でフォー
カスを移動できます。タブのニーモニックを入力することで、そのタブにフォーカスを移動
し、ページを表示することもできます。
次の表に、タブ付きダイアログボックスでのキーボードナビゲーション規則を示します。
表 B-4

タブ付きダイアログボックスでのキーボードナビゲーション

キーボード入力

結果

Ctrl+Page Down

次のタブに切り替えてページを表示します。

Ctrl+Page Up

前のタブに切り替えてページを表示します。

左右の矢印キー

タブセレクタ上にフォーカスがある場合に、現在の行
内の次または前のタブを選択し、そのページを表示し
ます。

リスト
リストには、使用可能な選択肢が表示されます。
リストの種類によっては、追加のナビゲーション規則があります。
■

ドロップダウンリストは、選択されている項目だけが表示された状態がデフォルトです。
コントロールの右側にある小さなボタンには、下向きの矢印が表示されています。この
矢印を選択すると、リスト内の他の項目が表示されます。選択肢が多くて、設定されて
いるリストの領域内に表示しきれない場合は、リストの横にスライダーが表示されます。
F4 キーを使うと、リストの表示および非表示を切り替えることができます。Enter キー
を使うと、項目の選択および非選択を切り替えることができます。

■

拡張選択リストでは、1 つの項目、項目の範囲、または両者を組み合わせて選択を行
うことができます。項目を選択してから、Shift または Ctrl キーを押しながらナビゲー
ションキーを押すと、1 つの項目または項目の範囲を追加して選択したり、選択を解
除することができます。
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Veritas Storage Foundation for DB2 のキーボードナビ
ゲーションとショートカット
プログラムのすべての機能とメニュー項目には、キーボードだけを使ってアクセスできま
す。Veritas Storage Foundation for DB2 Adaptive Server Enterprise（ASE）は、オ
ペレーティングシステムの標準のナビゲーションキーとキーボードショートカットを使って
います。
Microsoft 標準のナビゲーションキーとキーボードショートカットの一覧を参照するには、
次の URL にあるドロップダウンメニューで Microsoft Windows のバージョンを選択して
ください。
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard.aspx
Microsoft 標準のキーボード操作に比べて、Veritas Enterprise Administrator（VEA）
のキーボード操作には、次の相違点と追加点があります。
表 B-5

Microsoft と異なる VEA の追加キーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

接続（Connect）（C）

C

なし

目次（Contents）（C）

C

なし

今すぐに削除（Delete Now）（D）

D

Alt+D

終了時に一時ファイルを削除（Delete Temporary Files
on Exit）（E）

e

Alt+E

切断（Disconnect）（D）

D

なし

ヘルプ（Help）（H）

H

Alt+H

履歴に保存する項目数（Number of Items in History）
（N）

N

Alt+N

再スキャン（Rescan）（R）

s

なし

デフォルト値に設定（Set to defaults）（S）

S

Alt+S

パスワードを保存する（Remember Password）（R）

R

Alt+R

ユーザー名（Username）（U）

U

Alt+U

表 B-6

Microsoft と異なる VEA のキーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

取り消し（Cancel）（C）

C

Alt+C
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規則

ニーモニック

アクセラレータ

OK（O）

O

Alt+O

再表示（Refresh）（E）

e

なし

はい（Yes）（Y）

Y

Alt+Y

いいえ（No）（N）

N

Alt+N

Shift+F10

なし

なし

表 B-7

Microsoft と異なる VEA のヘルプに関する追加キーボード操作

規則

ニーモニック

アクセラレータ

トピックの検索（Find in Topic）（F）

F

Ctrl+F

次を検索（Find Next）（N）

n

F3

前を検索（Find Previous）（P）

P

なし

ナビゲーションタブを隠す（Hide Navigation Tabs）（H）

H

なし

インデックス（Index）（I）

I

なし

印刷（Print）（P）

P

なし

検索（Search）（S）

S

なし

同期（Synchronize）（N）

n

なし

GUI での一般的なキーボードナビゲーション
Veritas Storage Foundation for DB2 は、キーボードからのみ操作可能です。GUI で
は、アクティブなツリーまたは表ノードが強調表示され、現在のアクティブなタブ、ラジオ
ボタンまたはチェックボックスが点線の四角形で囲まれます。このような領域は、フォーカ
スを持つと呼ばれ、コマンドに応答します。
すべての Veritas GUI で、次のキーボードナビゲーション標準が使われます。
■

Tab キーは、設定されている順序に従って、次のアクティブ領域、フィールドまたはコ
ントロールにフォーカスを移動します。Shift+Tab は、設定されている順序とは逆の
方向にフォーカスを移動します。

■

Ctrl+Tab は、Tab キーを使って内部をナビゲートできる任意のコンソール領域の外
にフォーカスを移動します。

■

上下の矢印キーは、リストの上または下の項目にフォーカスを移動します。
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■

フィールドまたはコマンドボタンに示されている下線付きのニーモニック文字キーと
Alt キーを組み合わせて使うと、そのフィールドまたはボタンにフォーカスを移動でき
ます。

■

Enter キーを押すと、デフォルトのボタンが選択されます。他のボタンの場合はすべ
て、Tab キーでそのボタンに移動し、Enter キーを押します。たとえば、ウィザードの
パネルで、Tab キーを押して［次へ（Next）］ボタンを選択した後で Enter キーを押す
と、次の画面が表示されます。Enter キーを押すと、デフォルトのボタンが選択されま
す。他のボタンの場合は、Tab キーでそのボタンに移動し、Enter キーを押します。

ダイアログボックスでのキーボードナビゲーション
ダイアログボックスには、プログラムのオプションや設定を指定するために必要な一連の
コントロールが含まれます。
ダイアログボックス内のナビゲーションには、一般に次のルールがあります。
■

Tab キーは、設定されている順序に従って、ダイアログボックス内のコントロール間で
フォーカスを移動します。

■

ニーモニック（下線付きの文字）が表示されているコントロールは、そのコントロールに
フォーカスがなくても、Alt キーとニーモニック文字キーを入力することで選択できま
す。

■

濃い色の枠線は、そのボタンがデフォルトのコマンドボタンであることを示します。濃
い色の枠線が付いたボタンは、Enter キーを押すことでいつでも選択できます。

■

Alt+C キーは［キャンセル（Cancel）］ボタンを選択します（ボタンがある場合）。また、
Esc キーを押しても、操作はキャンセルされます。Esc キーは、［キャンセル（Cancel）］
ボタンが表示されていない場合でも、いつでも押すことができます。

■

スペースキーは、Tab キーを使って移動したコントロールの選択を行います。

■

スペースキーは、フォーカスがあるチェックボックスまたはラジオボタンの状態を変更
します。チェックボックスまたはラジオボタンにニーモニックがある場合は、ニーモニッ
クを入力するとフォーカスが移動し、状態が変化します。

■

矢印キーは、リストボックス、スライダー、オプションコントロールのグループまたはペー
ジタブのグループの中でフォーカスを移動します。

■

変更できない項目に Tab キーを使って移動することはできません。使えないオプショ
ンは灰色で表示され、選択することも、フォーカスを移動することもできません。

ここで説明したコントロールは、通常はダイアログボックスで使われますが、他の状況で使
われることもあります。その場合も、同じナビゲーション標準が適用されます。

タブ付きダイアログボックス
一部のダイアログボックスでは、様々なオプションのグループにサブカテゴリ化するため
にタブ付きページが使われています。各タブ付きページには、それぞれ異なるコントロー
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ルグループが置かれています。Tab キーを使うと、ダイアログボックス内のタブ間でフォー
カスを移動できます。タブのニーモニックを入力することで、そのタブにフォーカスを移動
し、ページを表示することもできます。
表 B-8

タブ付きダイアログボックスでのキーボードナビゲーション

キーボード入力

結果

Ctrl+Page Down

次のタブに切り替えてページを表示します。

Ctrl+Page Up

前のタブに切り替えてページを表示します。

左右の矢印キー

タブセレクタ上にフォーカスがある場合に、現在の行
内の次または前のタブを選択し、そのページを表示し
ます。

リスト
リストには、使用可能な選択肢が表示されます。
リストの種類によっては、追加のナビゲーション規則があります。
■

ドロップダウンリストは、選択されている項目だけが表示された状態がデフォルトです。
コントロールの右側にある小さなボタンには、下向きの矢印が表示されています。この
矢印を選択すると、リスト内の他の項目が表示されます。選択肢が多くて、設定されて
いるリストの領域内に表示しきれない場合は、リストの横にスライダーが表示されます。
F4 キーを使うと、リストの表示および非表示を切り替えることができます。Enter キー
を使うと、項目の選択および非選択を切り替えることができます。

■

拡張選択リストでは、1 つの項目、項目の範囲、または両者を組み合わせて選択を行
うことができます。項目を選択してから、Shift または Ctrl キーを押しながらナビゲー
ションキーを押すと、1 つの項目または項目の範囲を追加して選択したり、選択を解
除することができます。

キーボードショートカット
すべてのメニュー項目は、アクセラレータまたはニーモニックキーボードショートカットを
使って選択できます。アクセラレータは、GUI 機能にショートカットアクセスするためのキー
の組み合わせです。ニーモニック（「ホットキー」とも呼ばれる）は、Alt キーと組み合わせ
て使われる単一のキーで、メニュー項目などの GUI コンポーネントを選択できます。ニー
モニック（ホットキー）文字は、GUI に下線付きで表示されます。
次に例を示します。
■

Alt キーで、メニューのプルダウンモードに入ります。

■

F キーで、ファイル（File）メニューにアクセスします。
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キーボードショートカット

■

O キーで、［開く（open）］コマンドを選択します。

ニーモニックでは、大文字小文字が区別されません。キーは、同時ではなく、順番に押
すことができます。
表 B-9

キーボードショートカット

キーボード入力

アクション

Tab、Shift+Tab（逆の操作）

ユーザーインターフェースの主要なコンポーネント間
の移動

Shift+F10

状況依存メニューの表示

Ctrl+A

リスト内のすべての項目の選択

F3

次を検索

[Enter]、[Return]

デフォルトボタンを選択（キーボードフォーカスは不要）

ファイルのオープン、保存、印刷など、頻繁に使う機能は、Microsoft 標準のキーボード
ショートカットを使って実行できます。
キーボードショートカットでは、大文字小文字は区別されません。ニーモニックのキー入
力は、順番に押すことも、同時に押すこともできます。ニーモニックはすべてのメニュー項
目にありますが、アクセラレータはすべてのメニュー項目にはありません。

キーボードナビゲーション
次の表に、キーボードによるナビゲーションでよく使われるキーを示します。
表 B-10

キーボードナビゲーション

キーボード入力

結果

Tab

アクティブなコンソールウィンドウ内で次のウィンドウに
移動します。

Shift+Tab

アクティブなコンソールウィンドウ内で前のウィンドウに
移動します。

Shift+上矢印

ツリービュー内で 1 つ上の項目に移動します。

Shift+下矢印

ツリービュー内で 1 つ下の項目に移動します。

Shift+Page Up

ツリービューの表示範囲内にある先頭の項目に移動
します。

Home

ツリービュー内の最初の項目に移動します。
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メニューホットキー

キーボード入力

結果

End

ツリービュー内の最後の項目に移動します。

右矢印

強調表示されている項目を展開します。強調表示され
ている項目に隠されている項目がない場合は、下矢
印キーと同じ動作になります。

左矢印

強調表示されている項目を省略します。強調表示され
ている項目に展開されている項目がない場合は、上
矢印キーと同じ動作になります。

メニューホットキー
次の表に、様々なメニューに関連付けられているホットキーを示します。有効となるオプ
ションは、選択したオブジェクトに依存する場合があります。
表 B-11

メニューホットキー

アクション

キーボード入力

ファイル

Alt+F でメニューを開いた後で、次のキーを使います。
C-［接続（connection）］ダイアログウィンドウの表
示
■ D-［切断（disconnection）］ダイアログウィンドウの
表示
■ n-新しいウィンドウの作成
■

ツール

■

r-接続されているホストのプロパティを表示

■

u-印刷のページ設定

■

w-プレビュー画面の表示

■

P-印刷

■

x-終了

Alt+T でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

P-表示設定

■

M-ユーザープロファイルの管理

■

E-エラーコンソールの表示

■

S-ストレージデバイスの検索
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メニューホットキー

アクション

キーボード入力

アクション

Alt+A でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。

ビュー

ウィンドウ

ヘルプ

DB2 インスタンス

DB2 インスタンス

■

e-更新

■

s-再スキャン

Alt+V でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

c-ホスト接続ビューの選択

■

g-アラートログの表示

■

o-コントロールパネルの表示

■

s-概略ページビューに戻る

Alt+W でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

T-コンポーネントを表示先から分離

■

1-詳細を分離

■

2-システムの詳細を分離

Alt+H でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

C-目次を表示

■

b-ヘルプビューに関する情報を表示

Alt+D でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

S-DB2 インスタンスの起動

■

U-再スキャン間隔を長くまたは短く変更

■

E-システム情報の再スキャン

■

R-プロパティの表示

Alt+D でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

C-スナップショットデータベースの作成

■

D-DB2 インスタンスの停止

■

E-システム情報の再スキャン

■

S-DB2 インスタンスの起動

■

R-プロパティの表示
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メニューホットキー

アクション

キーボード入力

DB2 データベース

Alt+D でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。

表スペース

コンテナ

■

o-データベースリポジトリの再同期化

■

h-システム設定の検査

■

a-システム設定の保存

■

E-システム情報の再スキャン

■

C-クローンデータベースの作成

■

R-プロパティの表示

■

R-全表スペースの再スキャン

■

R-プロパティの表示

Alt+C でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
C-［変換（Conversion）］で Oracle データファイル
を Quick I/O ファイルに変換
■ T-トポロジー、トポロジーツリーのマッピングを表示
■

S-統計情報、サンプリングデータの統計情報を生
成
■ R-プロパティの表示
■

監視エージェント

スナッププラン

スナッププラン

Alt+M でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
■

S-監視エージェントの起動

■

o-監視エージェントを停止

■

E-起動時に監視エージェントを有効化

■

D-起動時に監視エージェントを無効化

Alt+S でメニューを開いた後で、次のキーを使います。
■

C-スナッププランの作成

■

M-スナッププランの検証 / 修正

■

R-スナッププランの再スキャン

Alt+S でメニューを開いた後で、次のキーを使います。
■

M-スナッププランの検証 / 修正

■

R-スナッププランの削除

■

C-スナッププランを使ってスナップショットを作成

■

y-スナップショットの再同期

■

v-スナップショットの逆再同期

■

L-スナッププランのログの表示
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ユーザー補助設定と補助技術のサポート

アクション

キーボード入力

Storage Checkpoint

Alt+S でメニューを開いた後で、次のキーを使います。

Storage Checkpoint

表スペース

■

C-Storage Checkpoint の作成

■

P-Storage Checkpoint ポリシーの作成

■

R-システム情報の再スキャン

Alt+S でメニューを開いた後で、次のキーを使います。
■

B-Storage Checkpoint のロールバック

■

M-Storage Checkpoint のマウント

■

U-Storage Checkpoint のマウント解除

■

R-Storage Checkpoint の削除

■

C-クローンデータベースの作成

Alt+S でメニューを開いた後で、次のキーを使います。
■

データファイル

R-表スペースの再スキャン

Alt+D でメニューを開いた後で、次のキーを使いま
す。
T-［トポロジー/統計情報（Topology/Statistic）］
でデータファイルの統計情報を生成
■ C-変換（Oracle データファイルの Quick I/O ファ
イルへの変換）
■

ユーザー補助設定と補助技術のサポート
Veritas ソフトウェアは、オペレーティングシステムのユーザー補助設定に対応していま
す。
Veritas 製品は、Microsoft のユーザー補助ユーティリティと互換性があります。Windows
2000 のユーザー補助オプションでは、キーボードの応答性、警告音、マウス操作などを
コントロールパネル（スタートメニューで［設定］、［コントロールパネル］、［ユーザー補助］
の順に選択）やユーザー補助の設定ウィザード（スタートメニューで［プログラム］、［アクセ
サリ］、［ユーザー補助］、［ユーザー補助ウィザード］の順に選択）で設定できます。
メモ: Veritas マニュアル内の図はスクリーンリーダーで読み取ることができますが、グラ
フィックを無視するようにスクリーンリーダーを設定すると、処理効率が向上します。

メモ: 英語以外の環境でお使いの場合、当製品に対するスクリーンリーダーのご利用は
サポートされていません。
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